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◆ はじめに
本書は、UV700Gを取り扱う方を対象に書かれています。
ご使用になる前に必ずお読みください。お読みになった後は必要なときにすぐに取り出
せるように大切に保管してください。
製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
また、本書に記載されている内容も予告なく変更される場合があります。あらかじめご
了承ください。

 ■  説明書に対する注意
•• •説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して随時参
照できるようにしていただきますようお願いします。
•• •本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
•• •説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に
適合することを保証するものではありません。
•• •説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたし
ます。
•• •説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
•• •説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがあ
りましたら、当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店まで
ご連絡ください。

 ■  図の表記について
説明書に記載されている図では、説明の都合により、強調や簡略化、または一部を省略
していることがあります。
説明書中の画面は、機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で、実際の表示と表示位
置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また、表示されている内容が「表
示例」の場合があります。

 ■  商標について
記載されている会社名、商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Media No. IM 12K01B02-01 5th Edition : July 2017 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2006, Yokogawa Electric Corporation
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◆ 安全に使用するための注意事項

 ■  本製品の保護・安全および改造に関する注意
取扱説明書および製品では、次のような警告表示をしています。内容をよく理解して、
正しく安全にご使用ください。
なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかね
ます。
•• •この説明書で指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれるこ
とがあります。
•• •本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、
本製品外部に別途用意するようお願いいたします。
•• •本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
•• •本製品を改造することは固くお断りいたします。
•• •当該製品および本書には、安全に関する以下のようなシグナルワードを使用してい
ます。

以下のシグナルワードは、取扱説明書にのみ使用しています。

注意
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり、システムトラブルになる恐れがある場
合に、注意すべきことがらを記述してあります。

注記
操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。
能接地端子を示します。本端子を保護接地端子として使用しないでください。

 ■  保証と責任の範囲
本装置の保証期間は納入後 1年間です。万一、保証期間中に弊社の責任による故障が発
生した場合は、無償にて修理または部品の交換をします。ただし、次のような場合は保
証の対象から除外します。
•• •誤操作による故障の場合
•• •弊社以外で修理や改造をした場合
•• •不適切な環境で使用した場合
•• •本書記載以外の方法で使用した場合
•• •弊社の責任外の事故による場合
•• •災害による場合
•• •本体落下による故障の場合
•• •腐蝕・錆などによる故障、または外観の劣化
•• •消耗品
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 ■  製品取り扱い上の注意
本製品は、下記の注意事項をお守りください。
•• •仕様に記載されている温度環境でご使用ください。
•• •腐蝕性ガスを含まない環境でご使用ください。
•• •大電力を使用する装置 (電気炉など )に隣接した場所、および電波源・音波源付近へ
の設置は、避けてください。
•• •本体に衝撃や、著しい振動を与えないでください。移設時は、サービスステーション、
または営業へご連絡ください。
•• •電源を瞬時でON/OFF することは、避けてください。
•• •ボタン操作は、濡れた手で触ったり、ペンやドライバなど硬いものを使ったりしな
いでください。

 ■  製品の廃棄に関して
本製品を廃棄する場合は、各地の法規に従って処理をしてください。
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◆ 納入後の保証について
■• 保証の期間は、ご購入時に当社よりお出しした見積書に記載された期間とします。
• 保証サービスは、当社の規定に従い対処致します。
• 当社が定める地域以外における出張修理対象製品の修理は、保証期間中においても
技術者派遣費が有料となります。

■• 次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
•• •取扱説明書などに記載されている保証対象外部品の故障の場合。
•• •当社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故
障の場合。
•• •お客様の不適当なまたは不十分な保守による場合。
•• •当社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
•• •納入後の移設が不適切であったための故障または損害の場合。
•• •指定外の電源（電圧、周波数）使用または電源の異常による故障の場合。
•• •当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な
保守による故障の場合。
•• •火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射線汚染、およびその他天
災地変などの不可抗力的事故による故障の場合。

■• 当社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねま
す。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

■• 当社で取り扱う製品を組み込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直
接的、間接的損害に対しては責任を負いかねます。

■• 製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後 5年間とさせていた
だきます。本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄の事業所へお
問い合わせください。
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1. 概要

1.1 はじめに
閉鎖性海域、湖沼、河川などの環境水質の悪化を防止するために、水質汚濁防止法・瀬
戸内海環境保全特別措置法などにより、排水の水質総量規制が実施されています。
この法における水質基準の指標の一つである水質汚濁負荷量は COD（Chemical•Oxygen•
Demand）濃度と排水流量との積で定義されており、一定規模以上の事業所はその汚濁負
荷量を測定するとともに、その規制値を遵守することを義務づけられています。
この COD濃度の測定にはいろいろな方法がありますが、JIS 手分析値との相関性、測定
の連続性、測定装置の維持管理の容易さ等を総合的に考えると、紫外線吸光光度方式の
自動計測器が優れているといわれています。
UV700Gは、従来機種UV400Gで採用のセル長変調方式を継承し、幅広い測定レンジとタッ
チパネルによる操作性の向上、および高信頼性と優れた保守性を実現した、オンライン
形の紫外線吸光光度方式の連続測定装置です。
UV700G は、紫外線吸光光度を連続測定する計器として、上記の水質汚濁測定以外にも
上水プロセスでの有機物監視などいろいろな用途が考えられ、その有用性が認められて
いますが、あくまでも特定波長の紫外線吸光光度を測定するものであり、この物理法則
を利用して他の物質濃度を測定しようとする場合には、その濃度と吸光光度の相関関係、
および水質変化に起因する相関関係の変化等を十分に考慮する必要があります。

■ 特長
・• 変換器にタッチパネル（白黒グラフィック液晶）を採用。対話式の日本語表示により、
パソコン感覚の簡単操作ができます。

・• 検出器は回転セル変調方式を採用。セル長最小時には常にゼロ点チェックを実施し、
ゼロドリフトの少ない測定が可能。

・• 特殊ワイパーでセルを連続洗浄。長期安定な測定を実現。
・• 1台で0～0.1Absの低濃度から0～5Absの高濃度までの幅広い測定レンジをカバー。
・• メンテナンスの容易な流通形セル方式。
・• 本体にデータメモリ機能を内蔵。メモリデータはＣＦ .（コンパクトフラッシュ）カー
ド（別売り）で、パソコンへの取り込みが可能。
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1.2 各部の名称

1.2.1 装置

● 正面、側面

ベース

測定槽

オーバフロー槽

サンプル断フロートスイッチ

変換器

日除けフード（オプション）

検出器

扉

表示部表示部

左側面 正面

注記
図表のスタンションは代表的なものです。仕様により外形、寸法が異なります。
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● 変換器内部

状態表示LED 表示部（タッチパネル）

POWERスイッチ

保守中スイッチ

ヒューズ

CF. カード挿入口

検出器接続コネクタ 信号用端子台 AC 電源端子台

▼ CF CARD
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1.2.2 表示部
代表的な画面を例に挙げて表示内容を説明しています。
・• 画面はタッチパネルです。ボタン操作にペンやドライバなどの硬いものを使ったり、
濡れた手での操作は避けてください。

・• ボタン操作を行わない状態で一定時間経過すると、バックライトがOFF•になります。
・• 測定、データ、アラーム画面以外の画面のとき、ボタン操作をしないで約 2時間経
過すると測定画面に戻ります。

● 画面例　測定項目の指示値を表示
各測定項目の指示値を表示する画面です。

1 2

3

4

5

6

7

8

9

NO. 内容 表示例
1 画面のタイトル 測定、設定、ログデ－タ、... など
2 時計表示 2004/01/30•09:57
3 測定項目 吸光度、濃度、... など
4 指示値 測定した瞬時値を表示します。
5 換算係数 CODの換算係数などを表示します。
6 操作ボタン メンテナンス、校正、... など
7 装置の状態 WARM•UP!・・・装置暖機中
8 レンジ レンジ表示
9 測定項目切換え 吸光度、濃度、... など

WARM•UP!
電源起動時には必ずウォームアップ中となり、電源立ち上げ後 1時間経過するとウォー
ムアップ中（アラーム表示）は解除されます。
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● 画面例_選択項目を選択

1

2

3

NO. 内容 表示例
1 画面のタイトル デ－タ、入出力設定、•...•など
2 選択項目キー 設定、測定設定、•...•など
3 切換えキー 閉じる•...•など

● 画面例_履歴や情報確認用の表示

1

2

3

NO. 内容 表示例
1 画面のタイトル アラーム履歴、校正履歴、... など
2 表示項目 アラーム内容•... など
3 データ一覧 閉じる•... など
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2. 仕様

2.1 標準仕様
測定対象：• •排水中の有機性汚濁物質、上水道、河川および一般プロセスなどにおける

紫外線吸光光度（有機物モニタ）
測定方式：• 2 光路 2波長セル長変調方式
測定波長：• 紫外線•(UV)• 253.7•nm
• • 可視光線•(VIS)• 546.1•nm
光源：• • 低圧水銀放電管
受光素子：• シリコンフォトセル
検出部：• 流通型
測定範囲（セル 10mm換算）：UV吸光度 /VIS 吸光度•0 － 0.1 ～ 0－ 5.0•Abs
表示器：LCD表示：•タッチパネル式（320×240 ドットバックライト付き白黒グラフィッ

ク液晶）
表示内容：• UV吸光度、VIS 吸光度、UV-VIS 吸光度、COD換算濃度、濁度換算濃度
表示分解能：• 0.0001Abs（設定で 0.001Abs に変更可能）
COD換算機能：換算式•Y＝ a＋ bX
• • • Y：COD換算値
• • • X：吸光度•(UV-VIS)
TURB（濁度）換算機能：換算式•Y＝ a＋ bX
• • • • Y：濁度 (TURB) 換算値
• • • • X：吸光度•(VIS)
アナログ出力：
点数：• 3 点
種類：• •UV 吸光度、VIS 吸光度、UV-VIS 吸光度、COD換算濃度、濁度換算濃度よ

り任意 3点
仕様：• •4 ～ 20•mA•DC または 0～ 16m•A•DC 選択可、絶縁型出力（ただし、チャ

ンネル間は非絶縁）
接点出力：
点数：• 6 点
仕様：• 無電圧接点出力、a接点
種類：• •電源断（固定割当）、保守中（固定割当）一括警報、COD上限警報、濁度

上限警報、光源異常、サンプル断、洗浄モータ異常、分析計異常より任意
4点

• • （電源断：電源断時発生）
• • （一括警報：洗浄モータ異常、光源異常、分析計異常）
• • •（保守中：メンテナンス、校正モードに入ったとき、および保守中スイッ

チONにしたとき）•
定格：• •125•V•AC••0.3•A、30•V•DC•1•A（ただし抵抗負荷にて）、各出力COM独立

接点入力：
点数：• 2 点
種類：• サンプル断フロートスイッチ入力、時刻修正入力
仕様：• 無電圧接点入力（オープンコレクタ接続可）、絶縁型入力ON
抵抗：• 最大 100•Ω
開放電圧：•5.5•V•DC
短絡電流：•最大 10•mA
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データメモリ：•変換器本体に測定値のデータをメモリし、保存データのCF. カードへの転
送が可能。

メモリ間隔：1分または 1時間
メモリ時刻：毎正時
データメモリ容量：1分間隔・・・約 10日分、1時間間隔・・・約 1年分

校正方式：• •ゼロ液、スパン液（アンプル入り校正液）による手動校正（ワンタッチ校
正可能）

洗浄方式：• 自動ワイパー洗浄（自動連続洗浄）•
使用条件：
周囲温度：• 0 ～ 40•℃
周囲湿度：• 90•%•RH•以下
設置場所：• •振動、衝撃の少ない平坦で安定し、保守スペースが確保できる場所。

• • 雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガスなどを含まないこと。
• • 大気圧下。
• • 直射日光の当たらない場所。換気のよいところ。
• • 高度 2000 ｍ以下。
試料水条件：
温度：• 2 ～ 40•℃（凍結しないこと）
圧力：• 20 ～ 500•kPa
pH：•• 4 ～ 10•
流量：• 2 ～ 20•L/min
濁度：• 200 度以下
※試料水が凍結する恐れがある場合、断冷保温措置を施工してください。

配管接続口：•
簡易形架台（UV700G- □ A-A）

• 試料入口• • • Rp1/2 ソケット
• バイパス出口• • • Rc1/2 ソケット
• オーバフロー出口•(1)• • 呼び径 13Aソケット
• オーバフロー出口•(2)• • 呼び径 20Aソケット
• ドレン出口• • • Rc1/2 ソケット
• 排水口•• • • 呼び径 50Aソケット
標準自立形水質計架台（UV700G- □ B-A）
• 試料入口• • • Rp1/2 ソケット
• ドレン出口• • • Rc1/2 ソケット
• 排水口•(1)• • • 呼び径 50Aソケット
• 排水口•(2)• • • VP40 パイプ
配線：
• 電源線：
• 　M4ネジ端子取合：1.25•mm2(AWG16) 以上　
• 　端末処理• ：M4ネジ圧着端子
• 信号線：
• 　ピン端子取合• ：0.08 ～ 1.5•mm2•(AWG28 ～ 16)
• 　端末処理• ：先端から 7•mm被覆剥きのこと。
外形寸法：
変換器：240(W) × 104(D) × 320(H)•mm
検出器：200(W) × 180(D) × 403(H)•mm
※突起部含まず

材質（主材質）：
接液部材質：•SUS304、R-PVC、石英ガラス、ポリプロピレン、クロロプレンゴム、チタン•

（/TNの場合、検出部の SUS材質が変更）
サンプリング装置架台：
材質：簡易形架台（UV700G- □ A-A）：鉄
標準自立形水質計架台（UV700G- □ B-A）：炭素鋼板
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塗装：•
変換器：エポキシ変性メラミン樹脂焼付け、マンセル 5PB8/1 相当
簡易形架台
（UV700G- □ A-A）：エポキシ変性メラミン樹脂焼付け、マンセル•N1.0 相当
標準自立形水質計架台
（UV700G- □ B-A）：ポリウレタン樹脂焼付塗装、マンセル 0.6GY3.1/2.0 相当
構造：• 屋外設置形（IP54 相当）
質量：•
変換器• ：約 5.0•kg
検出器• ：約 5.6•kg
標準自立形水質計架台（変換器、検出器、オーバフロー槽組込み）：約 47•kg

電源：• • 100 ～ 230•V•AC ± 10•%,•50/60•Hz
接地：• • D 種接地
消費電力：• 100 ～ 120•V•AC　最大 45•VA
• • 200 ～ 230•V•AC　最大 60•VA

2.2 特性
直線性：• ± 2•%FS•( ただし、2.6 ～ 5.0•Abs の場合±5•%FS)
繰返し性：• ± 2•%FS•( ただし、2.6 ～ 5.0•Abs•の場合±5•%FS)
安定性：• ± 2•%FS ／ 24h•( ただし、2.6 ～ 5.0•Abs の場合±4•%FS/24h)
応答時間：• 1 分以内（90•%応答、サンプル流量 5•L/min•のとき）

2.3 形名・MSコード

形名 基本コード 付加
コード 仕　　様

UV700G • • UV 計（有機性汚濁物質測定装置）
言語 -J • 日本語
スタンション N

A
B

•
•
•

なし
簡易形架台
標準自立形水質計架台

－ -A • 常に -A
付加仕様 /H

/TN
日除けフード
接液部チタン　＊1

＊ 1：•測定水に海水が含まれる場合や上水で塩素が•
含まれる場合に選択してください。

標準付属品、補用品に関しては、「8.4　付属品・補用品」を参照ください。
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2.4 オーバホール部品
納入後 1年間、交換部品はありません。（ワイパーゴム、乾燥剤を除く。）
UV700Gの使用において、容易な日常メンテナンスで、より信頼性の高い測定を実現する
ために、1年毎の横河によるオーバホールをお奨めします。下記に必要な部品を示します。

品　名 部品番号 数　量 記　事
点検パーツキット K9436CA 1 セット

内

訳

V- リング•A K9430EP 1 組（2個入り） セル部
シールワッシャ K9436CB 1 組（4個入り） 検出器上ケース
シールワッシャ K9430ES 10 個 セル部
ローラー K9430EN 6個 セル部
セルパッキン 2 K9430ER 1 組（4個入り） セル部
乾燥剤（セル） K9430EH 1 組（2枚入り） セル部
ワイパーゴム K9436CG 1組（4個入り） セル部
光源 K9436FY 1 個 セル部
乾燥剤（検出器） K9430EG 1 組 (5 枚入り） セル部
ステッピングモータ K9436GB 1 個 検出器
ブラインドキャップ K9436GR 1 組（4個入り） 検出器、ケース
ケースパッキン K9436GK 1 個 検出器、ケース

［注］：• 1 年毎のオーバホール時には、『点検パーツキット (K9436CA)』として購入することをお奨めします。
なお、校正液は含まれていませんので、別途手配ください。
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2.5 外形寸法図およびフロー図

1. 有機性汚濁物質測定装置 UV700G-□A-A 
（簡易形架台の場合）

■外形図 
（単位：mm）

＊日除けフードはオプションです
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質量：約 31kg
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メンテナンスエリア

正面
オプション日除けフード

フロートスイッチ
20
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15

NO. PARTS NAME NOTES
 1 変換器
 2 配線取合口
 3 ポール
 4 オーバフロー槽
 5 検出器
 6 ドレン出口(V-4) Rc1/2ソケット
 7 排水口 呼ビ50Aソケット
 8 ボールバルブ(V-1)
 9 ボールバルブ(V-2)
10 バイパス出口 Rc1/2ソケット
11 ブラインド板
12 測定槽
13 試料入口 Rp1/2ソケット
14 分析台

ベース
オーバフロー出口(2) 呼ビ20Aソケット
オーバフロー出口(1) 呼ビ13Aソケット
ボールバルブ(V-3)

F02.ai
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■フロー図
単位：mm

V-1

V-2

V-4

V-3

測定槽

オーバフロー槽

大気開放口

オーバフロー出口(2)

オーバフロー出口(1)

試料入口

バイパス出口

ドレン出口

排水口

呼び径20Aソケット

呼び径13Aソケット

呼び径50Aソケット

Rp 1/2ソケット

Rc 1/2ソケット

Rc 1/2ソケット

注記：排水口は、背圧がかからないように配管してください。

VP13 硬質塩化ビニルパイプ
× ×

配管材質
Ø22/Ø15 軟質チューブ○ ○
VP20 硬質塩化ビニルパイプ

VP50 硬質塩化ビニルパイプ

フロートスイッチ

F03.ai
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2. 有機性汚濁物質測定装置 UV700G-□B-A 
（標準自立形水質計架台の場合）

■外形図
単位：ｍｍ
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質量：約47kg

35
0

95
95

54
0

(1
00

0)
10

00

49020

530 (1000)500

25
40

2030

メンテナンスエリア
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フロートスイッチ
VP40パイプ排水口 (2)

NO. PARTS NAME NOTES
 1 変換器
 2 配線取合口
 3 スタンション
 4 オーバフロー槽
 5 検出器
 6 ドレン出口(V-4) Rc1/2ソケット
 7 排水口 (1) 呼ビ50Aソケット
 8 ボールバルブ(V-1)
 9 ボールバルブ(V-3)
10
11 ブラインド板
12 測定槽
13 試料入口 Rp1/2ソケット
14 分析台
15 ベース
16
17

ボールバルブ(V-2)

18 日除けフード オプション

F05.ai
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■フロー図
単位：mm

フロートスイッチ

注記：排水口は、背圧がかからないように配管してください。

呼び径50Aソケット
排水口 (1)

Rc 1/2ソケット
ドレン出口

Rp 1/2ソケット
試料入口

オーバフロー槽

V-3

V-1

V-2

測定槽

大気開放口

V-4

排水口 (2)
VP40 パイプ

Ø22/Ø15 軟質チューブ
配管材質

VP40 硬質塩化ビニルパイプ
VP50 硬質塩化ビニルパイプ

F06.ai
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3.  有機性汚濁物質測定装置 UV700G-□N-A 
（架台無しの場合）

単位：ｍｍ
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UV700G-□N-Aで手配した場合は、UV700G-□A-A

から「架台」「変換器ブラケット」を差し引いた主要

アセンブリ単位で納入されます。

日除けフードはオプションです。

変換器背面4-M6

変換器取付寸法図

NO. PARTS NAME

1 変換器

2

3

4

5

6

検出器

測定槽

分析台

オーバフロー槽

日除けフード

パイプ、配管、継ぎ手、
Uボルトも納入されます。
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変換器

F08.ai
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質量：約 5.0kg

検出器

F09.ai

40
3±
5

200±3180

UV700GULTRA VIOLET ANALYZER

質量：約 5.6kg
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規格入出力回路信号分類

－

＋

COM

－

＋

フォトカプラ

+5V

470Ω

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-+ -+ -+ -+ -+

-+ -+ -+ -+ -+ -+

アナログ出力1 アナログ出力3 接点入力2 接点出力2 接点出力4 接点出力6(保守中)

アナログ出力2 接点入力1 接点出力1 接点出力3 接点出力5(電源断)

O-6O-4O-2I-2A-3A-1

A-2 I-1 O-1 O-3 O-5

空端子

内部使用端子
（接続禁止）

CN2
4ピンコネクタ

CN1
2ピンコネクタ

検出器

M3
シールド線
丸端子

専用ケーブル

フロート
スイッチ

M5
アースボルト

D種接地

スタンション

F10.ai

50/60Hz MAX60VA

変換器(シャーシ) 変換器(ドア)

避雷器

M4丸端子×3

L E N
電源入力

AC100～230V±10%

1
2
E

接点定格
 125V AC  0.3A
30V DC  1A
 (抵抗負荷)
無電圧接点信号出力

無電圧接点信号入力
絶縁型入力(－側共通)
ON抵抗　最大100Ω
開放電圧5.5V DC
短絡電流　最大10mA

0-16 /4-20mA DC
電流信号出力
絶縁型入力(COM共通)
負荷抵抗　最大600Ω

接点信号出力

接点信号入力

アナログ信号出力

2.6 外部結線図
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2.7 測定原理
本装置は、長年の実績があり信頼性の高い回転セル長変調方式を採用しています。
下図のように円筒セルを 2個対に置いて、円筒の中心から偏心させた位置に光源と検出
器を設置します。その光源と検出器の中心を回転中心として、2個の円筒セルを回転させ
ることにより、円筒セル間の距離（セル長）を連続的かつ周期的に変調させる機構となっ
ています。
光源から検出器に入る信号は、最大セル長時(θ=180° )と最小セル長時(θ=0° )の光量（出
力）の変化を振幅とする信号となります。このセル長の変化で、最適なセル長を選んで
演算することにより、幅広いレンジで測定が可能となりました。

偏心セル回転中心
光源の中心

円筒セルの中心

偏心セルの回転中心
検出器の位置

出力信号 セルの長さ

θ

0°

90°

180°

270°

360°

θ=0°

θ=90°

θ=180°

θ=270°

θ=360°

L1 L3

L1

L1

L2

L2

L3

● 光学補正
光学補正は、回転セル長変調方式により実現しています。光学補正で必要な情報は、光
源や検出器、測定セルの汚れ等による光量変化です。この光量変化の情報は、最小セル
長時 (θ =0° ) の光量を常にモニタすることにより可能となりました。

● 濁度補正 (TURB)
本装置は、紫外線吸光度 (UV)、可視光線吸光度 (VIS) を独立して測定することができ、濁
度補正定数αの設定で、UV- α VIS 表示が可能で、理想に近い濁度補正をすることができ
ます。
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■ 濁度(TURB)測定について
濁度 (TURB) 測定は、可視光線吸光度 (VIS) を利用して測定します。
測定方式は、透過光吸収方式となります。
標準液で校正することにより、簡易的に濁度 (TURB) 測定が可能です。
濁度 (TURB) の測定範囲は 200度以下で測定してください。これ以上の測定の場合、散乱
光の影響で直線性が悪くなります。

■ COD換算係数の求め方
測定濃度Xi(i=1、2、•…n) と、それに対応する手分析値 Yi(i=1、2、•…n) との間に 1次関数
的関係が明らかに存在すると判断される場合の検量線の式（回帰式）は、Y=a+bXで表さ
れます。
この回帰直線の X軸に対する勾配 bおよび Y軸の切片 aは、測定値を用い最小二乗法に
より次式で求めます。

a=Y - bX

b= =
Σ(Xi - X)2

nΣXiYi - (ΣXi)(ΣYi)(Xi - X)(Yi - Y)
nΣXi 

2 - (ΣXi )2

a および bは測定値の有効数字桁数より 1桁多い数値にまるめます。
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3. 設置

3.1 設置条件
●•本装置は屋外に設置可能ですが、直射日光の当たる場所での設置は避けてください。
●•試料採水点に近い場所に設置してください。
●•装置近くに水道蛇管、排水設備のある、電源の供給可能な場所に設置してください。
●•粉塵のない場所、腐食性ガスの発生しない場所、あるいは換気のよい場所に設置して
ください。

●•強い振動のない場所、強磁界に接近しない場所を選んで設置してください。
●•日常の点検および保守ができるスペースのある場所に設置してください。
●•装置本体は、必ず基礎ボルトで固定してください。
●•メンテナンスエリアを考慮して設置してください。
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3.2 設置方法
1.標準自立形架台の場合

●•ベースを基礎ボルトで固定してください。
●•配管方法、配線方法は 3.3、3.4•項を参照ください。

単位：ｍｍ
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2.簡易形架台の場合
●•ベースおよび測定槽、オーバフロー槽、変換器を付録を参照して組み立ててください。
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3.3 配管方法
●•凍結のおそれのある場合には、断冷保温処置を施してください。
●•出口側配管はできる限り短く、背圧がかからないようにしてください。また出口は大
気開放にして水封状態にならないようにしてください。(•立ち上げ配管不可）

●•配管接続口径
1.• 試料入口• • • Rp1/2 メネジ
2.• バイパス出口• • Rc1/2
3.• オーバフロー出口•(1)• 呼び径•13Aエルボ
4.• オーバフロー出口•(2)• 呼び径•20Aエルボ
5.• ドレン出口• • • Rc1/2
6.• 排水口• • • 呼び径•50Aソケット

オーバフロー槽 オーバフロー配管 (2)

オーバフロー配管 (1)

採水配管

バイパス配管

サンプリング ポンプ

ドレン配管
排水配管

測定槽

大気開放口

4

3

1

25
6

V-1

V-3

V-2

V-4

それぞれの配管径は、次の表を参考にして配管してください。
配管名 配管径（一般硬質塩化ビニール管を使用の場合）

1 採水配管 呼び径：13およびそれ以上
2 バイパス配管 呼び径：13およびそれ以上
3 オーバフロー配管•(1) 呼び径：13およびそれ以上
4 オーバフロー配管•(2) 呼び径：20およびそれ以上
5 ドレン配管 呼び径：13およびそれ以上
6 排水配管 呼び径：50およびそれ以上

注意
・•表の配管径は、UV700G各接続口径に合わせたサイズです。計器と採水場所および排
水放流場所が遠く離れる場合は、上記配管径以上のサイズを使用してください。

・•排水配管、オーバフロー配管 (1)、(2) およびドレン配管は勾配を十分にとり、各々の
配管の先端は、絶対に水封しないように（水に浸けないように）配管してください。

・•軟質ビニールチューブ配管を使用する場合には、ブレード入りビニールチューブ（耐
圧用）を使用してください。

・•各配管は、定期的に清掃できるよう取りはずし可能な配管にしておくと便利です。
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3.4 配線方法

3.4.1 接地
接地工事はD•種接地工事を行ってください。
アースボルトに必ず接地してください。

アースボルト位置

注意
・• 図表のスタンションは代表的なものです。仕様により外形、寸法が異なります。
・• 感電防止のため、必ず装置の接地をしてください。

3.4.2 電源の供給
●•「2.8 外部結線図」に従って、電源の接続を行ってください。
●•使用電源線サイズは 1.25mm2•(AWG16)•以上を使用してください。
●•電源線にはノイズ保護のため、サージアブソーバ、ノイズキラー等を並列に接続して
ください。

3.4.3 信号線の接続
●•「2.8•外部結線図」に従って、信号線の接続を行ってください。
●•電流出力信号線は 2芯シールドケーブルを使用して、シールドは受信側で接地してく
ださい。

●•接点出力信号線は、ノイズ保護のため、サージアブソーバ、ノイズキラー等を並列に
接続してください。

注意
信号線の配線部に絶対に電源ラインを接続しないでください。装置の故障を招きます。

「2.8　外部結線図」を参照してください。
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3.4.4 検出器ケーブルの接続
●•検出器ケーブルのコネクタ部を変換器ケースの左下よりケーブルクランプを通します。
●•変換器内、左下のCN1、CN2のコネクタに、検出器のコネクタを接続します。
• シールド線の丸端子はコネクタ下にあるネジ穴にビスで固定します。

CN1
2 ピンコネクタ

CN2
4 ピンコネクタ

シールド線丸端子
M3 ビスで留める

検出器ケーブル 変換器

3.4.5 オーバフロー槽フロートスイッチケーブルの接続
●•オーバフロー槽フロートスイッチのケーブルを変換器ケースの下より、ケーブルクラ
ンプを通します。

●•変換器内中央下の端子台No.•7、8•にケーブルを接続します。
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4. 運転

4.1 運転準備
1.• ｢3.•設置 ｣に基づき、正しく設置されていることを確認します。
2.• オーバフロー槽の蓋をはずしてください。
3.• すでに検出器が測定槽にセットされている場合には、検出器をいったんはずしてく
ださい。

注意
測定槽から検出器をはずしておく場合は、検出器が倒れないように平坦な場所において
ください。なお、校正槽に置けば便利で安全です。

4.• フローシート、外形寸法図を参照し、次のバルブ操作を行ってください。
• ・V-1、V-4：全閉 (CLOSE)
• ・V-2、V-3：全開 (OPEN)
5.• 水中ポンプまたはヘッダーから試料水を 2•L/min•から 20•L/min•内で供給してくださ
い。

6.• バルブ (V-1) を徐々に開け、オーバフロー槽のオーバフロー出口 (1) から試料水が流
れ出るまで開けてください。バルブ (V-1) を全開してもオーバフロー出口 (1) から試
料水が流れ出ない場合には、バルブ (V-2) を徐々に閉めてオーバフロー出口 (1) から
試料水が流れ出るように調整してください。

7.• 測定槽の内槽上部の切り欠き（2ヵ所）から、試料水があふれ出て排水口から排出す
ることを確認してください。

測定槽内槽

8.• オーバフロー槽および測定槽内槽の流出量が安定したら、オーバフロー槽の蓋およ
び検出器をそれぞれ取り付けてください。

9.• 検出器と変換器のケーブルが接続されていることを確認してください。
10• 変換器パネルのスイッチ類を下記の状態にセットしてください。
• POWER•スイッチ：OFF
• 保守中スイッチ•：ON

IM 12K01B02-01
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4.2 運転開始
1• •POWERスイッチをONにします。
しばらく待つと測定画面になります。

"WARM UP!" を表示

注意
電源投入時に検出器ワイパー用モータが低速で動作します。この起動時に異音と振動が
発生する場合がありますが、正常動作ですので、問題はありません。

測定値が安定するまで「WARM•UP!」が表示されます（約 60分）。

注意
動作を確認する場合、セル部を触ったり、UVランプを直視しないでください。危険です。

2.• 時計合わせをします。
• 「6.4.5•時計設定」を参照してください。
3.• 必要に応じて設定を変更します。
• 「6•機能」を参照してください。
4.• 校正をします。

注意
運転開始時、試料水で1時間以上ならし運転し、測定値が安定してから校正をしてください。

• 「5•校正」を参照してください。

運転開始の手順を完了し、測定が開始されます。

5.• 保守中スイッチをOFFにします。
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4.3 運転停止

4.3.1 一週間以内の停止の場合
1.• 保守中スイッチをONにします。
2.•• POWERスイッチをOFFにします。

4.3.2 一週間以上停止する場合
1.• すべてのバルブ (V-1 ～ V-4) を閉にしてください。
2.• 保守中スイッチをONにします。
3.• POWERスイッチをOFFにします。
4.• オーバフロー槽、測定槽を清掃してください。
• 「6.6•メンテナンス－動作」を参照してください。
5.• 検出器のセル部を清掃してください
• 「3.3•配管方法」を参照してください。

4.4 運転再開

4.4.1  一週間以内の停止の場合
• 「4.2•運転開始」の手順にしたがってください。

4.4.2 一週間以上の停止の場合
1.• 「4.1•運転準備」の手順にしたがってください。
2.• 「4.2•転開始」の手順にしたがってください。

IM 12K01B02-01
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5. 校正
校正とは、装置が示す値と真の値が一致するように調整することで、精度の良い測定と
装置の性能を維持するために必要です。

5.1 校正パターンと校正の周期
校正は定期的に行うことが必要です。
次の周期で校正してください。

◎：推奨する校正　　○：必要時に行う校正

測定項目 校正パターン 校正周期の目安 手順先参照運転開始時 1週間 1ヵ月 異常発生時

UV/VIS
共通ゼロ校正 ◎ ◎ ◎ ◎ 5.4.2 項
TURB ◎ ─ ◎ ◎ 5.4.3 項
個別 (UV) スパン校正 ○ ─ ○ ○ 5.4.4 項

TURB スパン校正 ◎ ─ ◎ ◎ 5.5.2 項

校正は、共通ゼロ校正→共通スパン校正→（必要な場合個別 (UV) スパン校正）→ TURB
スパン校正の順で行ってください。

● 各校正の説明
校正 内　容

共通ゼロ校正
ゼロ校正液（蒸留水）で行うUV/VIS の共通ゼロ校正です。
ゼロ校正液は校正槽に入れておきます。測定値が安定してからゼロのボタン操作に
より校正します。

共通スパン校正

専用の共通スパン校正液で行うUV/VIS の共通スパン校正です。
共通スパン校正液は校正槽に入れておきます。UV/VIS の校正値をセットした後、測
定値が安定してからスパンのボタン操作により校正します。
なお、どちらか一方の校正を実施したい場合、校正しない成分のスパン校正値を” 0”
に設定すれば、1成分のスパン校正が可能です。

個別 (UV) スパン校
正

フタル酸水素カリウム標準液（UV校正用標準液）等のスパン校正液で行うUVの個
別スパン校正です。
個別スパン校正液は校正槽に入れておきます。UVの校正値をセットした後、測定値
が安定してからスパンのボタン操作により校正します。
なお、VIS のスパン校正値を必ず” 0” に設定して実施してください。

スパン校正
濁度のスパン校正液で行うスパン校正です。
ゼロ校正はUV/VIS の共通ゼロ校正で実施しているため不要です。
濁度のスパン校正液は校正槽に入れておきます。TURBの校正値をセットした後、測
定値が安定してからスパンのボタン操作により校正します。

● 校正係数について
校正係数 内　容

ゼロ校正係数 ゼロ点のずれを表にします。
スパン校正係数 感度に対する傾きを表にします。
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5.2 校正における注意
◦•校正は、共通ゼロ校正→共通スパン校正→（必要な場合個別 (UV) スパン校正）
→ TURBスパン校正の順で行ってください。

◦•校正のときに、校正係数が規定の範囲を超える場合にはアラームが発生し、校正値は
更新されません。前回の校正値が残ります。

◦•共通ゼロ校正で使用する水は、蒸留水を使用してください。蒸留水以外の場合は、低
濃度レンジ (0.1 ～ 0.5•Abs) で誤差が大きくなります。

• （イオン交換水でも誤差が発生します。）
◦•スパン校正液を希釈する水は、必ず蒸留水を使用してください。
◦•共通スパン校正液は、各地域での法令等に従い処分してください。特に法令等のない
場合でも着色した液のため、水道水で希釈しながら流すことをお勧めします。

◦•共通スパン校正液アンプルは、冷暗所で保存してください。
◦•共通スパン校正液アンプルは、開封後速やかに使用してください。共通スパン校正液
アンプルは、食用ではありません。絶対に飲まないでください。目に入った場合は、
水道水でよく洗い流してくさだい。

◦•共通スパン校正液は、衣服に付着すると着色しますのでご注意ください。
◦•校正液は、再使用しないでください。変質していると正確な校正ができません。
◦•スパン校正液は、本説明書の記載方法に従って用意してください。

5.3 校正画面の表示
1.• 測定画面（メイン画面）で【校正】を押します。
• 校正のメニューを表示する校正画面になります。

【校正】

2.• 校正画面で校正する測定項目のボタンを押します。
• 各測定項目の校正画面になります。

校正項目がUV/VIS の例

  校正項目
【UV/VIS】

3.• 各測定項目の校正手順に従って校正してください。
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5.4 UV/VISの校正
UV/VIS の校正方法は共通ゼロ校正、共通スパン校正、個別スパン校正の 3種類があります。
「5.1•校正パターンと校正の周期」参照してください。

5.4.1 校正液の作り方
校正液はゼロについては蒸留水、共通スパンについては専用の校正液を使用します。
本装置には 1•Abs(100•m-1) 用の校正液アンプル（H校正液（青ラベル））を付属しています。
付属している校正液アンプル 1本で 1•Abs までの測定範囲をカバーします。また、校正
液アンプルを 2本または 4本使用していただくことにより、0.1•Abs から 5.0•Abs(10 ～
500m-1) までの測定フルスケールをカバーすることができます。ご使用の測定フルスケー
ルから以下を選択し、校正液を調製してください。

校正液種 測定フルスケール
範囲

校正液アンプル
使用本数 2Lで希釈したときの校正液濃度

H•校正液
（青ラベル）

0～ 1•Abs
校正用

0.1 ～ 1.0•Abs
(10 ～ 100•m-1) 1　本 UV:0.690•Abs　(69.0•m-1)

VIS:0.850•Abs　(85.0•m-1)

1.1 ～ 2.5•Abs
(110 ～ 250•m-1) 2　本 UV:1.380•Abs　(138.0•m-1)

VIS:1.700•Abs　(170.0•m-1)

2.6 ～ 5.0•Abs
(260 ～ 500•m-1) 4　本 UV:2.760•Abs　(276.0•m-1)

VIS:3.400•Abs　(340.0•m-1)

また、弊社では 2•Abs（200•m-1）用校正液アンプル（ＨⅡ校正液（緑ラベル）もご用意
しております。測定フルスケールが 1.1•Abs(110•m-1) 以上でご使用の場合は、HⅡ校正液
アンプルをご購入いただければ使用本数も少なく経済的です。

校正液種 測定フルスケール
範囲

校正液アンプル
使用本数 2Lで希釈したときの校正液濃度

HⅡ校正液
（緑ラベル）

0～ 2•Abs
校正用

1.1 ～ 2.5•Abs
(110 ～ 250•m-1) 1　本 UV:1.380•Abs　(138.0•m-1)

VIS:1.700•Abs　(170.0•m-1)

2.6 ～ 5.0•Abs
(260 ～ 500•m-1) 2　本 UV:2.760•Abs　(276.0•m-1)

VIS:3.400•Abs　(340.0•m-1)

● 共通ゼロ校正液

・ 用意するもの
蒸留水• • 2•L
必ず蒸留水を使用してください。

● 共通スパン校正液

・ 用意するもの
校正用アンプル• 1 本～ 4本
ゼロ液（蒸留水）• 3•L 程度
２Ｌメスフラスコ• 1 本
洗浄ビン• • 1 個
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1.• アンプルの先端部にある液を下部に落としてください。

先端部にある液をできるだけ下方に落とす。
先端を指で軽くはじくとよい。

2.• アンプルにカッター、ナイフ等で切目を入れてください。

全周に切れ目を入れる。

3.• アンプルを折ってください。

アンプルを固定してゆっくりと押して折れた
ショックで液が飛ばないように注意する。

机上に固定する。

4.• あらかじめゼロ液でよく洗った 2•L のメスフラスコにアンプル液を全部入れてください。

アンプルの中央を数回押す。

洗浄びん アンプルに残った液はゼロ液で
溶かしてメスフラスコへ入れる。
( 2 ～ 3 回)

折った先端部の液も忘れずに必ず
アンプルと同様にゼロ液で溶かし
てメスフラスコに入れる。

5.• 2•L のメスフラスコの標線までゼロ液を入れて、よく振って液を溶かします。

注意
・•スパン液は蒸留水で希釈してください。決して水道水、地下水、工業用水で希釈しな
いでください。

・•1.1 ～ 2.5Abs(110 ～ 250 ｍ -1) のスパン液を作る場合は、H校正液を 2本使用してく
ださい。この場合のスパン液濃度はアンプルに記載されているスパン校正液濃度の 2•
倍の値となります。

・•2.6 ～ 5.0Abs(260 ～ 500m-1) のスパン液を作る場合は、H校正液を 4本、またはHⅡ
校正液を 2本使用してください。この場合のスパン液濃度はH校正液の場合、アンプ
ルに記載されているスパン校正液濃度の 4倍、HⅡ校正液の場合、アンプルに記載さ
れているスパン校正液濃度の 2倍の値となります。
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● フタル酸水素カリウム標準液（UV校正用標準液）スパン校正液の作り方
通常、共通スパン校正液での校正で問題ありませんが、JIS•K•0807｢ 水質監視用紫外線吸
光度自動計測器」記載のフタル酸水素カリウムでのUV校正も可能です。

・ 用意するもの
フタル酸水素カリウム• •試薬特級を使用し、120•℃で 1時間乾燥し、デシケータ中

で放冷したもの
ゼロ液（蒸留水）• • 3•Ｌ程度
1•Ｌビーカ• • • 1 個
2•L メスフラスコ• • 1 本
電子天秤• • • 1 台（精度が± 1•mg以内のもの）
洗浄ビン• • • 1 個

1.• 測定レンジに従って、以下の表から、フタル酸水素カリウムの必要量を決定してくだ
さい。

UVの測定レンジ
2L調製時フタ
ル酸水素カリ
ウムの必要量

スパン校正液
の濃度

校正液が25℃の
ときの吸光度
（吸光係数）

校正液が20℃の
ときの吸光度
（吸光係数）

校正液が30℃の
ときの吸光度
（吸光係数）

0.1 ～ 0.5•Abs
(10 ～ 50•m-1) 100•mg 50•mg/L 0.44•Abs

(44•m-1)
0.43•Abs
(43•m-1)

0.45•Abs
(45•m-1)

0.6 ～ 1.0•Abs
(60 ～ 100•m-1) 200•mg 100•mg/L 0.87•Abs

(87•m-1)
0.85•Abs
(85•m-1)

0.89•Abs
(89•m-1)

1.1 ～ 2.5•Abs
(110 ～ 250•m-1) 400•mg 200•mg/L 1.74•Abs

(174•m-1)
1.70•Abs
(170•m-1)

1.78•Abs
(178•m-1)

2.6 ～ 5.0•Abs
(260 ～ 500•m-1) 800•mg 400•mg/L 3.48•Abs

(348•m-1)
3.40•Abs
(340•m-1)

3.56•Abs
(356•m-1)

注意
・•フタル酸水素カリウムの校正液は、温度特性を持っています。この温度特性は、5～
30•℃で (4.5 × 10-3)Abs/℃です。校正時に校正液の温度を測定し、吸光度を計算してく
ださい。
計算の方法は
• 校正液の吸光度＝ 25℃の校正液吸光度×（1＋（校正液温度－ 25•℃）×0.0045）です。
上の表に例として 20•℃と 30•℃の吸光度を載せています。

2.• フタル酸水素カリウム（試薬特級）の必要量を上記表に従って計量します。
3.• 1•L ビーカにゼロ液（蒸留水）を約 500mL入れ、計量したフタル酸水素カリウムを加え、
完全に溶かしてください。ゼロ液の温度を 40～ 50℃にすると、溶けやすくなります。

4.••L ビーカの溶液を 2Lのメスフラスコのに移し、標線までゼロ液を入れて、よく振って
液を溶かします。
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5.4.2 共通ゼロ校正

測定画面 校正画面

【校正】 【UV/VIS】

「5.3 校正画面の表示」参照

UV/VIS 校正画面

・ 用意するもの
• ポリバケツ•• • 1 個（直径 30•cm程度）
• ゼロ液（蒸留水）• • •• 3•L 程度
• 校正槽• • • • 1 個
• 2•L メスフラスコ• • • 1 本
• 洗浄ビン• • • • 1 個

・ 校正手順•
1.• 変換器の校正画面から【UV/VIS】を押します。

  校正項目
【UV/VIS】

2.• 付属の校正槽をゼロ液でよく洗い、ゼロ液を目盛りまで入れてください。
3.• ポリバケツを用意し、中に水道水を入れてください。

深さ約 9cm（分析部ベースがつからない程度）
まで水道水を入れる。  

4.• 測定槽から検出器をはずしてください。

注意
・•検出器をはずした時、蝶ナットはなくさないよう保管しておいてください。
・•ＵＶランプが点灯していますので、保護メガネ等を着用し作業をしてください。絶対
に直視しないでください。

5.• 検出器のセル部を洗浄します。
• ・セル周辺の部品に付着物がある場合には、まず、その付着物を取り除きます。
• ・次に用意したポリバケツの中にセル部を浸け、汚れを落とします。

セル部を水に浸け，上下左右にゆすぶって汚れを
落とします。
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・•洗浄ビンでもう一度セル部を洗い流します。

ゼロ液の入った洗浄びんでセル部を洗い
流します。

・•セルの汚れがひどい場合は「8.2.1•測定セルの洗浄方法」を参照して洗浄してください。

注意
セル回転軸の付け根部分（Ｖリングシール部）には、液をかけないようにしてください。

6.• 洗浄後、用意しておいた校正槽に浸けてください。

2 ～ 3回左右にゆすってなじませる。

7.• UV/VIS 校正画面でUVのゼロ校正値のボタンを押します。
• ゼロ校正値入力画面になります。

 【x.xx】

8.••テンキーで 0の値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :0.000 ～ 5.000•Abs•または 0.0 ～ 500.0m-1
• UV/VIS 校正画面に戻ります

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

注意
入力範囲の小数点以下桁数は「6.5.2 各成分の小数点以下桁数の設定」の設定によって変
化します。
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9.• 同様にUV/VIS 校正画面で VIS のゼロ校正値のボタンを押します。

10.•テンキーで 0の値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :0.000 ～ 5.000•Abs•または 0.0 ～ 500.0•m-1
• UV/VIS 校正画面に戻ります。

注意
ゼロ校正値は任意の数字を入力できますが、通常” 0” を入力してください。

11.•3 分ほど待って、測定値が安定していることを確認してから、【ゼロ】を押します。
• 校正開始確認画面が表示されます。

12.•【はい】を押すとゼロ校正を開始します。
• 校正中画面になります。
• 校正が終了すると校正終了画面になります。
13.•【はい】を押します
• UV/VIS のゼロ校正値を更新します。
14.•以上で共通ゼロ校正は完了です。
• 続けて共通スパン校正を行う場合には、検出器をゼロ校正槽に置いた状態で次項の共
通スパン校正に移ります。

• 校正を終了する場合は、検出器を測定槽にセットしてください。

注意
・•測定値が安定してから徐々に上昇する場合、液が汚染していますので、ゼロ液を交換
してから再度校正してください。

・•試料水、ゼロ液の温度差が大きいと、測定値が不安定になることがあります。できる
だけ温度差がない状態で校正してください。
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5.4.3 共通スパン校正

測定画面 校正画面

【校正】 【UV/VIS】

「5.3 校正画面の表示」参照

UV/VIS 校正画面

共通スパン校正は、共通ゼロ校正後に行ってください。

・ 用意するもの
• 校正槽• • • 1 個
• スパン校正液• • 2•L（メスフラスコ）
• 洗浄ビン• • • 1 個

・ 校正手順
1.• 変換器の校正画面から【UV/VIS】を押します。

  校正項目
【UV/VIS】

2.•付属の校正槽をゼロ液でよく洗い、「5.4.1•校正液の作り方」で作ったスパン液（2•L メ
スフラスコ）を 100•mL 程入れて、槽内部を共洗いしてください。

100mL程入れる 共洗いをする 液を捨てる

上下にゆする

3.• 洗浄後、共通スパン校正液を目盛りまで入れてください。

目盛り

目盛りまでの量は約 1.3L です。
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4.• 余った共通スパン液を洗浄ビンに入れてください。

洗浄びん

余った共通スパン液

スパン校正を行う場合には、ここまでの準備を共通ゼロ校正の準備とあわせて行ってお
けば校正作業がスムーズに行えます。

5.• 検出器をゼロ校正槽から出し、セル周辺を共通スパン液の入った洗浄ビンで洗浄して
ください。

共通スパン液の入った洗浄びんでセル部を
洗い流します。

注意
セル回転部の付け根部分（Ｖリングシール部）には、液をかけないようにしてください。

6.• 共通スパン液による共洗い洗浄後、校正槽に浸けてください。

2 ～ 3回左右にゆすってなじませる。

7.• UV/VIS 校正画面でUVのスパン校正値のボタンを押します。
スパン校正値入力画面になります。

 【x.xx】

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

8.• テンキーで調製したスパン校正液濃度を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :•0.000•～•5.000•Abs•または 0.0 ～ 500.0•m-1
• UV/VIS 校正画面に戻ります。
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注意
・•入力範囲の小数点以下桁数は「6.5.2•各成分の小数点以下桁数の設定」の設定によって
変化します。

・•調製したスパン校正液濃度は「5.4.1•校正液の作り方」を参照してください。
・•どちらか一方の校正を実施したい場合、校正しない成分のスパン校正値を” 0” に設定
すれば、1成分のスパン校正が可能です。

9.• 同様にUV/VIS 校正画面で VIS のスパン校正値のボタンを押します。

10.•テンキーで調製したスパン校正液濃度を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :•0.000•～•5.000•Abs•または 0.0•～•500.0•m-1
• UV/VIS 校正画面に戻ります。

11.•3•分ほど待って、測定値が安定していることを確認してから、【スパン】を押します。
• 校正開始確認画面が表示されます。

12.•【はい】を押すとスパン校正を開始します。
• 校正中画面になります。
• 校正が終了すると校正終了画面になります。
13.•【はい】を押します
• UV/VIS のスパン校正値を更新します。
14.•以上で共通スパン校正は完了です。
• 続けて個別のスパン校正を行う場合には、検出器を校正槽に置いた状態で次項のスパ
ン校正に移ります。•

• 校正を終了する場合は、検出器を測定槽にセットしてください。

注意
校正槽に入れて使用した校正液は再使用しないでください。校正値の精度がなくなりま
す。
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5.4.4 個別(UV)スパン校正

測定画面 校正画面

【校正】 【UV/VIS】

「5.3 校正画面の表示」参照

UV/VIS 校正画面

個別 (UV) スパン校正は、共通スパン校正後に行ってください。

・ 用意するもの
• 校正槽• • • 1 個
• スパン校正液• • 2•L（メスフラスコ）
• 洗浄ビン• • • 1 個

・ 校正手順
1.• 変換器の校正画面から【UV/VIS】を押します。

  校正項目
【UV/VIS】

2.• 付属の校正槽をゼロ液でよく洗い、「5.4.1•校正液の作り方」で作ったフタル酸水素カ
リウムスパン液（2•L メスフラスコ）を 100•mL 程入れて、槽内部を共洗いしてください。

100mL程入れる 共洗いをする 液を捨てる

上下にゆする

3.• 洗浄後、個別スパン校正液を目盛りまで入れてください。

目盛り

目盛りまでの量は約 1.3L です。
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4.• 余った個別スパン液を洗浄ビンに入れてください。

洗浄びん

余った個別（UV)スパン液

スパン校正を行う場合には、ここまでの準備を他の校正の準備とあわせて行っておけば
校正作業がスムーズに行えます。

5.• 検出器を校正槽から出し、セル周辺を個別スパン液の入った洗浄ビンで洗浄してくだ
さい。

個別 (UV) スパン液の入った洗浄びんでセル部を
洗い流します。

注意
セル回転部の付け根部分（Ｖリングシール部）には、液をかけないようにしてください。

6.• 個別スパン液による共洗い洗浄後、校正槽に浸けてください。

2 ～ 3回左右にゆすってなじませる。

7.• UV/VIS 校正画面でUVのスパン校正値のボタンを押します。
• スパン校正値入力画面になります。

 【x.xx】

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

8.• テンキーで調製したスパン校正液の温度補正した吸光度を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :0.000 ～ 5.000•Abs または 0.0 ～ 500.0•m-1
• UV/VIS 校正画面に戻ります。
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注意
・•入力範囲の小数点以下桁数は「6.5.2•各成分の小数点以下桁数の設定」の設定によって
変化します。

・•調製したスパン校正液の吸光度は「5.4.1•校正液の作り方」を参照してください。

9.•同様にUV/VIS 校正画面で VIS のスパン校正値のボタンを押します。

10.•テンキーで "0" を入力し、【決定】を押します。
UV/VIS•校正画面に戻ります。

11.•3 分ほど待って、測定値が安定していることを確認してから、【スパン】を押します。
校正開始確認画面が表示されます。

12.•【はい】を押すとスパン校正を開始します。
• 校正中画面になります。
• 校正が終了すると校正終了画面になります。
13.•【はい】を押します
• UVのスパン校正値を更新します。VIS•校正値は変更しません。
14.•以上で個別スパン校正は完了です。
• 続けて TURB のスパン校正を行う場合には、検出器を校正槽に置いた状態で次項の
TURB校正に移ります。

• 校正を終了する場合は、検出器を測定槽にセットしてください。

注意
校正槽に入れて使用した校正液は再使用しないでください。校正値の精度がなくなりま
す。
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5.5 TURBスパン校正
TURB の校正方法はスパン校正のみです。
TURBの校正はUV/VIS の共通ゼロ校正、共通スパン校正を実施した後に行ってください。
「5.•校正パターンと校正の周期」を参照してください。
TURBスパン校正は、VIS の吸光度から TURB換算する係数を求めるものです。
TURB測定範囲の目安はカオリン濃度で約 200mg/L です。

5.5.1 校正液の作り方

●＜参考＞TURBスパン校正液の作り方
●ポリスチレンラテックス(PSL)標準液（100度）
市販のポリスチレンラテックス濁度標準液（100度）を使用します。

【参考】
・撹拌させる際、容器は振らないでください。大量の泡が発生し、しばらく使用できな
くなります。撹拌は、容器を静かに回すように行ってください。特に容器の底の四隅
に溜まりやすくなっているので、注意して撹拌してください。
• 希釈する場合、勢いよくゼロ水を入れないでください。気泡が発生し、正しい校正が
できなくなります。

●カオリン標準液
JISK•0101｢ 工業用水試験方法 ｣を参照ください。
または、市販の濁度標準液（カオリン）を使用してください。

1. 精製カオリン
JIS 試　薬 量
─ はくとう土（カオリン） 約•10•g

JIS•K•785 二りん酸ナトリウム十水和物 0.2•g
JIS•K•8872 ホルムアルデヒド 約•10•mL

はくとう土（カオリン）約 10•g をビーカ 500•mL にとり、これに水 300•mL と JIS•K•
8785 に規定する二りん酸ナトリウム十水和物•0.2•g とを加え、マグネチックスターラ
で約 3分間激しくかき混ぜる。これをメスシリンダ（有栓形）1000•mL に移し入れ、
水を 1000•mL の標線まで加え、栓をして約 1•分間激しく振り混ぜる。
室温で約 1時間静置した後、サイホンを用いて上部から 250•mL の液を捨て、次の
500•mL までの液を採取する。
採取した液を約 3000•min-1（遠心分離器の回転部分の半径によって回転数を加減する）
で約 20分間遠心分離するか、または孔径 1•mm以下のろ過材でろ過する。
ろ別したカオリンを 105 ～ 110℃で約 3時間加熱し、デシケータ中で放冷した後、広
口瓶に保存する。

2. カオリン標準液原液（1000 度）
精製カオリン 1.00•g をとり、適量の水に分散させた後、全量フラスコ 1000mLに移し
入れ、純水約 800•mL と JIS•K•8872 に規定するホルムアルデヒド液約 10mLを加えた後、
純水を標線まで加える。

3. カオリン標準液（100度の場合）
市販または上記によって調製したカオリン標準液原液から（1000 度）をよく振り混ぜ
た後、直ちにその 200mLをメスフラスコ 2000mLにとり、純水を標線まで加える。

注意
・TURBスパン液は純水で希釈してください。決して水道水、地下水、工業用水で希釈し
ないでください。

・カオリン標準液は沈殿しやすい液です。校正前に十分撹拌してご使用ください。
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5.5.2 TURBスパン校正

測定画面 校正画面

【校正】 【TURB】

「5.3 校正画面の表示」参照

TURB 校正画面

TURB スパン校正は、共通ゼロ校正、共通スパン校正後に行ってください。

・ 用意するもの
• 校正槽• • • 1 個
• TURB スパン校正液• 2•L（メスフラスコ）
• 洗浄ビン• • • 1 個

・ 校正手順
1.• 変換器の校正画面から【TURB】を押します。

校正項目
【TURB】

2.• 付属の校正槽をゼロ液でよく洗い、「5.5.1•校正液の作り方」で作った TURBスパン校正
液（2Lメスフラスコ）を 100•mL 程入れて、槽内部を共洗いしてください。

100mL程入れる 共洗いをする 液を捨てる

上下にゆする

3.• 洗浄後、TURBスパン校正液を目盛りまで入れてください。

目盛り

目盛りまでの量は約 1.3L です。

4.• 余った TURBスパン校正液を洗浄ビンに入れてください。
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洗浄びん

余った TURB スパン校正液

5.• 検出器を校正槽から出し、セル周辺を TURB スパン校正液の入った洗浄ビンで洗浄し
てください。

TURB スパン液の入った洗浄びんでセル部を
洗い流します。

注意
セル回転部の付け根部分（Ｖリングシール部）には、液をかけないようにしてください。

6.• TURB スパン校正液による共洗い洗浄後、校正槽に浸けてください。

2 ～ 3回左右にゆすってなじませる。

7.• TURB 校正画面でスパン校正値のボタンを押します。
スパン校正値入力画面になります。

 【x.xx】

8.• テンキーで調製した TURB校正液濃度の数値を入力し、【決定】を押します。
入力範囲 :•0.00•～•9999.99
（小数点以下桁数を 2•桁に設定した場合、設定桁数に応じ小数点以下桁数が増えます。）
TURB校正画面に戻ります。

注意
TURB 校正値は調製した校正液濃度の数字を入力してください。

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。
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注意
入力範囲の小数点以下桁数は「6.5.2•各成分の小数点以下桁数の設定」の設定によって変
化します。

9.• 3 分ほど待って、測定値が安定していることを確認してから、【スパン】を押します。
• 校正開始確認画面が表示されます。

10.•【はい】を押すとスパン校正を開始します。
• 校正中画面になります。
• 校正が終了すると校正終了画面になります。
11.•【はい】を押します
• TURBのスパン校正値を更新します。
12.•以上で TURBスパン校正は完了です。
• 検出器を測定槽にセットしてください。

注意
校正槽に入れて使用した校正液は再使用しないでください。
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6. 機能
本装置にはいろいろな機能がありますが、それらを使いこなすためには色々な条件をあ
らかじめ設定しておく必要があります。本章では、機能の内容と設定の手順について説
明します。

6.1 測定画面
電源を立ち上げたとき、最初に表示されるメイン画面です。
測定画面は、COD濃度、TURB濃度を表示する “濃度” 画面と、UV、VIS、UV-αVIS の吸
光度を表示する “吸光度” 画面の 2種類があります。
表示の切り替えは【吸光度】、【濃度】で行います。
電源を立ち上げときは “濃度” 画面となりますが、メニュー切り替え時は前回の測定項目
を記憶しています。

 【吸光度】

 【濃　度】

6.2 機能の一覧
機能を十分理解して、お客様の求める条件に合うように設定して活用してください。

機　能 詳　細 参照先

メンテナンス

設定 外部からの信号の受付けや割付、動作中
の入出力に関する設定などができます。

「6.4 メンテナンス－
設定」

測定設定 UV、VIS、COD、TURBの測定レンジや単位、
上下限設定ができます。

「6.5 メンテナンス－
測定設定」

動作 ワイパーモータ、UVランプのON/OFF が
確認ができます。

「6.6 メンテナンス－
動作」

確認 機器情報や、入出力の動作確認ができま
す。

「6.7 メンテナンス－
確認」

データ

ログデータ メモリに記憶された測定データが確認で
きます。

「6.8 データ確認」
グラフ メモリに記憶された測定データをグラフ

表示します。

校正履歴 メモリに記憶された校正の履歴を表示し
ます。

CF. カード メモリされたデータのCF. カードへの保存
や、CF. カードの初期化ができます。

アラーム
アラーム 瞬時に発生しているアラームを表示しま

す。 「6.9 アラーム」
アラーム履歴 メモリに記憶されたアラームの履歴を表

示します。
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6.3 メンテナンスの項目画面を表示する
1.• 測定画面で【メンテナンス】を押します。
• メンテナンス画面になります。
2.• メンテナンス画面に表示されたボタンで各メンテナンス項目を選択します。
• メンテナンス項目の画面になります。

メンテナンス画面の操作ボタン 表示される画面
【設定】 設定画面
【測定設定】 測定設定画面
【動作】 動作確認画面
【確認】 確認画面

 【メンテナンス】測定画面

メンテナンス画面

【   】

【   】
設定 1/2 画面 設定 2/2 画面

【設定】

【測定設定】

【動作】

【確認】

測定設定画面

動作画面

確認画面
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6.4 メンテナンス－設定
ここでは、各種設定を行います。

6.4.1 信号割り当て設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

信号割り当て画面(1/3)設定1/2画面

【信号割り当て】

ここではアナログ出力、接点出力の出力端子割り当てをします。
1.• 設定 1/2 画面で【信号割り当て】を押します。
• 信号割り当て画面になります。

【   】

【信号割り当て】

【   】
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2.• 出力信号の信号割り当てを行います。
設定内容 説　明 初期設定

アナログ出力A-1 アナログ出力端子A-1 ～ A-3 に下記測定成分のいずれか
を出力するように設定します。
測定設定：UV、VIS、UV-VIS、COD、TURB、割当てなし

COD
アナログ出力A-2 TURB
アナログ出力A-3 UV
接点出力O-1 接点出力端子O-1 ～ O-4 に下記項目のいずれかを出力す

るように設定します。
設定種類：
一括警報、COD上限、TURB上限、COD下限、TURB
下限、光源異常、サンプル断、モータ異常、分析計異常、
ウォームアップ中

一括警報
接点出力O-2 COD上限
接点出力O-3 TURB上限
接点出力O-4 サンプル断

接点出力O-5 接点出力端子O-5 に下記項目が出力されます。
電源断（変更できません）

電源断（固定）

接点出力O-6 接点出力端子O-6 に下記項目が出力されます。
保守中（変更できません）

保守中（固定）

「7•外部入出力」を参照してください。

6.4.2 入力信号設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

入力信号設定画面設定1/2画面

【入力信号設定】

ここでは、時刻修正の外部入力受付の設定と、修正時刻を設定します。
1.• 設定 1/2 画面で【入力信号設定】を押します。
• 入力信号設定画面になります。

【入力信号設定】

2.• 外部入力信号受付のボタンを押します。
• 外部入力信号受付画面になります。

3.• 設定内容をボタンで選択し、【決定】を押します。
設定内容 説　明
OFF 装置のボタン操作のみ受け付けます。
接点 接点による入力を受け付けます。

• 入力信号設定画面に戻ります。
• 入力信号を受け付ける方式の設定は完了です。
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4.• 修正時刻のボタンを押します。
• 修正時刻画面になります。

5.• 外部入力を受け付けたとき、時計の修正時刻を入力し【決定】を押します。
• 入力信号設定画面に戻ります。
• 入力信号を受け付けた時の修正時刻の設定は完了です。

注意
修正時刻は設定した時刻の前後 20分間のみ受け付け、設定した修正時刻に時計を修正し
ます。それ以外は入力を受け付ける設定であっても、入力を無視します。

6.4.3 出力設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

出力設定画面設定1/2画面

【出力設定】

ここでは出力の各種設定を行います。
設定項目 説　明 初期設定

アナログ出力レベル アナログ出力のレベルを設定します。
設定範囲：0-16•mA、4-20•mA 4-20•mA

保守中出力
保守中、校正中の測定値出力を以下のい
ずれかで出力するよう設定します。
設定範囲：ホールド、ダイレクト、プリ
セット (0～ 21•mA)

ホールド

ウォームアップ中出力
ウォームアップ中の測定値出力を以下の
いずれかで出力するよう設定します。
設定範囲：ホールド、ダイレクト、プリ
セット (0～ 21•mA)

プリセット
4.0•mA

警報中出力
警報中の測定値出力を以下のいずれかで
出力するよう設定します。
設定範囲：ホールド、ダイレクト、プリ
セット (0～ 21•mA)

ホールド

1.• 設定 1/2 画面で【出力設定】を押します。
• 出力設定画面になります。
2.• アナログ出力レベルのボタンを選択ます。
• アナログ出力レベル画面になります。
3.• 設定内容を【0-16】または【4-20】で選択し、【決定】を押します。
• 出力設定画面に戻ります。
• アナログ出力値のレベル設定は完了です。
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次の 3つの出力設定の方法について説明しています。
･保守中出力
･ウォームアップ中出力
･警報中出力

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

出力設定画面設定1/2画面

【出力設定】

1.• 出力設定画面で、設定する出力の項目のボタンを押します。
･保守時出力
･ウォームアップ中出力
･警報中出力
• 出力の各項目の画面になります。

【入力信号設定】

* 画面は保守時出力を例としています。
2.• 設定内容をボタンで選択し、【決定】を押します。

設定内容 説　明 初期設定

ホールド
直前の指示値をホールドして出力します。
電源ON時に直前の指示値がない場合は、電源を
OFF前の最新指示値をホールドします。

─

ダイレクト 測定した指示値をそのまま出力します。 ─

プリセット
設定した一定の値を出力します。
このときログデータは、設定した出力値に相当す
る指示値となります。

保守中・警報中：21.0•mA
ウォームアップ中：4.0•mA

出力設定画面に戻ります。
各動作中の出力値の設定は完了です。

★プリセットに設定する場合
1.• 画面右下の【プリセット】を押します
• 各項目のプリセット画面になります。

【プリセット】

2• テンキーでプリセットの値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :• 0.0 ～ 21.0•mA
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注意
プリセットした場合、ログデータもプリセット値になります。以下の計算式に対応した
値になります。
アナログ出力レベルが 4-20mAの場合：測定値フルスケール×（プリセット値 -4）/16
アナログ出力レベルが 0-16mAの場合：測定値フルスケール×プリセット値 /16

注記
指示値がホールド中に、設定を切り替えた場合、ホールドが解除されてから設定の切り
替えが有効になります。

6.4.4 出力条件設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.4.2 入力信号設定」参照

出力条件設定画面設定1/2画面

【出力条件設定】

ここでは出力に関する条件を設定します。（警報出力判定時間、マイナス表示）
通常で使用する限りは、初期値のままで変更する必要はありません。
1.• 設定 1/2 画面で、【出力条件設定】のボタンを押します。
• 出力条件設定画面になります。

【出力条件設定】

2.• 警報出力判定時間を変更する場合、警報出力判定時間のボタンを押し、マイナス表示
を有効にする場合はマイナス表示のボタンを押し、入力します。

設定内容 説　明 初期設定

警報出力
設定時間

警報の閾値をこえ、発生する条件になってから、継続して警
報が発生している場合、警報として出力されるまでの時間を
設定します。
（警報をすぐに発生させたい場合は0分に設定してください。）
設定範囲：0～ 99分

5分

マイナス表示 マイナス測定値を表示させるかを設定します。
設定範囲：ON、OFF OFF

出力条件設定画面に戻ります。
出力条件の設定は完了です。
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6.4.5 時計設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

設定1/2画面

設定2/2画面【  】

ここでは時計の設定を行います。
1.• 設定 2/2 画面で【時計設定】を押します。
• 時計設定画面になります。

【時計設定】

2.• 年月日時分の変更する部分を押して選択し、【▲】、【▼】ボタンで数値を設定します。
• 時刻を入力したら、【決定】を押します。
• 設定 2/2 画面に戻ります。
• 時計設定は完了です。

6.4.6 LCD設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

設定1/2画面

設定2/2画面【  】

ここでは LCDの条件設定を行います。
1.• 設定 2/2 画面で【LCD設定】を押します。
• LCD設定画面になります。

【LCD 設定】

LCD設定には以下の項目があります。
設定項目 説　明 初期設定

バックライトOFF時間の設定
LCD（表示部）のバックライトが無操作時
に消灯するまでの時間を設定します。
設定範囲：10分、20分、30分、
　　　　　OFF（バックライトが常にON）

10分

明るさ調整 LCD（表示部）の明るさを調整します。 ─

2.• 設定したい条件に変更し、設定を終了します。
• ・LCD設定画面で、ボタン操作を行わないで 30分経つと、1つ前の設定画面に戻ります。
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6.4.7 タッチパネル調整

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

設定1/2画面

設定2/2画面【  】

ここでは、タッチパネルの調整を行います。
通常は調整する必要はありませんが、ボタンを押しても違うボタンが反応したり、位置
がずれているときに調整を行ってください。
1.• 設定 2/2 画面で【タッチパネル調整】を押します。
• タッチパネル調整画面になります。

【タッチパネル調整】

2.• 矢印が示す部分を押します。
• 調整が終わると設定 2/2 画面に戻ります。

6.4.8 メーカメンテナンスモード
このモードは弊社サービスマン用のモードです。触らないでください。

注意
メーカメンテナンスモードは、内部の調整値を設定するモードですので、絶対に中に入
らないでください。故障の原因となります。



IM 12A01A02-01

6-10	 	 ＜ 6.		機能＞

6.5 メンテナンス－測定設定
測定設定には以下の項目があります。
測定成分 設定項目 説　明 初期設定

UV

測定レンジ
測定レンジを設定します。
設定範囲：（単位がAbs の時）0.1 ～ 5.0
　　　　　（単位がｍ -1 の時）10～ 500

1.0•Abs

小数点以下桁数
設定の少数点以下桁数を設定します。
設定範囲：（単位がAbs の時）3、4
　　　　　（単位がｍ -1 の時）1、2

3

単位 UV、VIS、UV- α VIS 測定の単位を設定します。
設定範囲：Abs、ｍ -1 Abs

VIS

測定レンジ
測定レンジを設定します。
設定範囲：（単位がAbs の時）0.1 ～ 5.0
　　　　　（単位がｍ -1 の時）10～ 500

1.0•Abs

小数点以下桁数
設定の少数点以下桁数を設定します。
設定範囲：（単位がAbs の時）3、4
　　　　　（単位がｍ -1 の時）1、2

3

濁度補正係数α 濁度補正係数αを設定します。
設定範囲：0.000 ～ 9.999 0.000

COD

測定レンジ 測定レンジを設定します。
設定範囲：0.1 ～ 9999.9 1.0•mg/L

小数点以下桁数 測定の小数点以下桁数を設定します。
設定範囲：0～ 3 1

y=a+bx CODの換算係数 a、bを UV- α VIS から求めて設定します。 a=0
b=1.000

上限警報値 CODの上限警報値を設定します。 1
下限警報値 CODの下限警報値を設定します。 0

TURB

測定レンジ 測定レンジを設定します。
設定範囲：0.1 ～ 9999.9 1.0 度

小数点以下桁数 測定の小数点以下桁数を設定します。 1

y=a+bx 校正を行ってもさまざまな原因から指示値が真の値とず
れているようなときに補正ができます。

a=0
b=1.000

上限警報値 TURBの上限警報値を設定します。 1
下限警報値 TURBの下限警報値を設定します。 0

単位 TURBの単位を設定します。
設定範囲：度、mg/L、NTU 度
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● 各測定成分の設定画面の表示

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」参照

測定設定画面

各測定成分の設定画面の表示
1.• 測定設定画面でいずれかの測定成分のボタン（下記例は【UV】、【COD】）を押します。
• 各測定成分の設定画面になります。

【UV】

【COD】

＊画面はUV、またはCODを例としています。

6.5.1 各成分の測定レンジ設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

各成分測定設定画面測定設定画面

【TURB】【UV】【VIS】【COD】

ここでは各測定成分の測定レンジを設定します。
1.• 各測定成分の測定設定画面で測定レンジのボタンを押します。
• 測定レンジ画面になります。

【測定レンジ】

＊画面はUVを例としています。
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2.• 設定するレンジの数値を入力し、【決定】を押します。
• 各成分の測定設定画面に戻ります。
• 各成分の測定レンジの設定は完了です。
• 他の成分も同様に設定します。

注意
・測定するレンジは、測定値のフルスケールを超えないレベル（約 80%程度）で設定し
てください。

・測定中にレンジを変更すると、測定値が合わない場合があります。この場合、測定レ
ンジに合う校正液で校正を実施してください。

・UV- α VIS の測定レンジは、UVの測定レンジと同じになります。

6.5.2 各成分の小数点以下桁数の設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

各成分測定設定画面測定設定画面

【TURB】【UV】【VIS】【COD】

ここでは測定成分の小数点以下の桁数を設定します。
1.• 各測定成分の測定設定画面で小数点以下桁数のボタンを押します。
• 小数点以下桁数画面になります。

小数点以下
桁数

＊画面はUVを例としています。
2.• 設定する小数点桁数の数値を入力し、【決定】を押します。
• 各成分の測定設定画面に戻ります。
• 各成分の測定レンジの設定は完了です。
• 他の成分も同様に設定します。

注意
UV- α VIS の小数点以下桁数は、UVの小数点以下桁数と同じになります。
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6.5.3 UV、VIS、UV-αVISの単位設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

UV測定設定画面測定設定画面

【UV】

ここでは、UV、VIS、UV- α VIS の単位の設定を行います。10•mmセル長換算でUV、VIS、
UV- α VIS を表示したい場合はAbs を選んでください。また、1•mセル長換算でUV、VIS、
UV- α VIS を表示したい場合はm-1 を選んでください（m-1 は Abs. 表示の 100倍の値とな
ります）。
単位を変えると同時に設定できる範囲も変更となります。

1.• UV の測定設定画面で単位のボタンを押します。
• UV単位画面になります。

単位

2.• 単位を選択し、【決定】を押します。
• UVの測定設定画面に戻ります。UV、VIS、UV-αVIS の単位設定は完了です。

注意
・•UVの単位設定で、VIS、UV- α VIS も同時に変更となります。
・•単位変更で、小数点以下桁数、測定レンジ表示も同時に変更となりますが、COD、
TURBでの y=a+bx の b値、TURBのスパン校正値は変更となりませんので、再度設定、
校正を実施してください。

・•測定途中で単位変更するとメモリしているデータの桁が欠けることがあります。単位
は必ず運用初期の段階で、変更をお願いします。
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6.5.4 濁度補正係数αの設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

VIS測定設定画面測定設定画面

【VIS】

ここでは、UV- α VIS の計算で使用する濁度補正係数αの設定を行います。
1.• VIS 測定設定画面で濁度補正係数αのボタンを押します。
• VIS 濁度補正係数α画面になります。

濁度補正係数
α

2.• 濁度補正係数αの数値を入力し、【決定】を押します。
• VIS の測定設定画面に戻ります。
• 濁度補正係数の設定は完了です。

注意
濁度補正係数αは試料水に濁度が多く含まれ、UV値と手分析 COD値との相関が悪いと
きに入力してください。

6.5.5 COD換算係数、TURBの測定値補正係数の設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

COD測定設定画面測定設定画面

【TURB】【COD】

TURB測定設定画面

ここでは、CODについては、UV- α VIS から CODの換算係数、TURBについては、TURB
値の補正係数の設定を行います。
「2.9•原則原理」■COD換算係数の求め方項参照
1.• COD、TURB項目の測定設定画面で補正係数 y=a+bx のボタンを押します。
• COD、TURB項目の換算係数、補正係数画面になります。

【a=x.x b=x.xxx】 (1 ) ～(5)のそれぞれについて
換算係数a,bの設定が可能です。

＊画面はCODを例としています。
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2.•【a=x.x】を押します。
• COD、TURB項目の補正係数（a）
• 画面になります。

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

3.• テンキーで aの値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲：-9999.9 ～ 9999.9
• （小数点以下桁数を 1桁に設定した場合、設定桁数に応じ小数点以下桁数が増えます）
• 各測定成分の補正係数画面に戻ります。

4.•【b=x.xxx】を押します。
• 各測定成分の補正係数（b）画面になります。

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

5.• テンキーでbの値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲：0.1 ～ 9999.9
• （小数点以下桁数を 1桁に設定した場合、設定桁数に応じ小数点以下桁数が増えます）

• 各測定成分の y=a+bx 画面に戻ります。
• 換算係数、補正係数の設定は完了です。



IM 12A01A02-01

6-16	 	 ＜ 6.		機能＞

6.5.6 COD、TURBの上限警報値の設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

COD測定設定画面測定設定画面

【TURB】【COD】

TURB測定設定画面

ここでは、COD、TURBの上限警報値を設定します。
1.• COD、TURB項目の測定設定画面で、設定する測定成分のボタンを押します。
• 各測定成分の測定設定画面になります。
2.• 上限警報値のボタンを押します。
• 各測定成分での上限警報値入力の画面になります。

上限警報値

＊画面はCODの上限警報値を例としています。
3.• テンキーで上限管理したい値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲：-9999.9 ～ 9999.9
• （小数点以下桁数を 1桁に設定した場合、設定桁数に応じ小数点以下桁数が増えます）

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

• 各測定成分の測定設定画面に戻ります。

6.5.7 COD、TURBの下限警報値の設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

COD測定設定画面測定設定画面

【TURB】【COD】

TURB測定設定画面

ここでは、COD、TURBの下限警報値を設定します。
1.• COD、TURB項目の測定設定画面で、設定する測定成分のボタンを押します。
• 各測定成分の測定設定画面になります。
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2.• 下限警報値のボタンを押します。
• 各測定成分での下限警報値入力の画面になります。

下限警報値

＊画面はCODの下限警報値を例としています。
3.• テンキーで下限管理したい値を入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲：-9999.9 ～ 9999.9
• （小数点以下桁数を 1桁に設定した場合、設定桁数に応じ小数点以下桁数が増えます）
• 各測定成分の測定設定画面に戻ります。

6.5.8 TURBの単位設定

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【測定設定】

「● 各測定成分の設定画面の表示」6.5項参照

TURB測定設定画面 1/2測定設定画面

【TURB】

TURB測定設定画面 2/2【　】▼
ここでは、TURBの単位の設定を行います。
濁度単位 “度”、“mg/L”、“NTU” いずれかを選んでください。
1.• TURB の測定設定画面 2/2 で単位のボタンを押します。
• TURB単位画面になります。

単位

2.• 単位を選択し、【決定】を押します。
• TURBの測定設定画面 2/2 に戻ります。
• TURBの単位設定は完了です。

注記
校正液が PSL、カオリンの場合 “度”、ホルマジンの場合 “NTU” が一般的です
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6.6 メンテナンス－動作
動作は以下の項目をボタン操作により実行させる機能です。

動　作 説　明
ワイパーモータ 回転セルのワイパーモータのON/OFF の動作確認を行います。
UVランプ 光源用UVランプのON/OFF の動作確認を行います。

6.6.1 動作

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【動作】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」を参照

動作画面

ここでは、ワイパーモータとUVランプ動作の実行方法を説明しています。
1.• メンテナンス画面で【動作】を押します。
• 動作画面が表示されます。

【動作】

2.• 動作させたい項目を押すたびに、ON/OFF が切り替わります。
• 動作が開始します。それぞれ動作が正常か確認します。
3.•【閉じる】を押すと、メンテナンス画面に戻ります。
• 閉じるを押すと、いずれもON状態に自動で戻ります。

注意
・動作を確認する場合、セル部を触ったり、UVランプを直視しないでください。危険です。
・動作を実行するとモータ、ランプを停止させる為、異常な測定値が記憶される場合が
あります。

・メンテナンス－動作の状態で、画面に触れず（バックライト消灯のまま）2時間以上
経過すると、自動的に測定状態に戻ります。ただし一旦画面に触れてバックライトが
点灯するとリセットされ、この時点から 2時間以上経過するまで測定状態に戻りませ
ん。

・メンテナンス－動作の状態で、画面でボタン操作をせずに 30分経過すると、表示部は
メンテナンス画面に戻り、自動的にワイパーモータ、UVランプがONとなりますので
十分注意してください。また 30分以内にボタン操作した場合、この時点でリセットさ
れて再び 30分経過するまで動作で設定した状態のままです。
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6.7 メンテナンス－確認
確認できる項目は以下のとおりです。

項　目 説　明
機器情報の確認、ID設定 装置の型式や IDなどの確認や ID設定ができます。

IDナンバーは、CF. カードへ転送されるデータのフォルダ名として
使用されます。

外部入出力の確認 接点入力、接点出力の動作確認ができます
アナログ入力値の確認 分析部から送信される、測定用アナログ信号値の確認ができます。

動作しているかの簡易確認用です。（サービス用）
アナログ出力伝送の確認 アナログ出力値の確認ができます。

6.7.1 機器情報の確認

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【確認】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」を参照

確認画面

1.• 確認画面で【機器情報確認】を押します。
• 機器情報確認画面になります。
• 型式番号や個別 IDなどの情報を表示します。

【機器情報確認】

6.7.2 個別IDの設定
1.• 機器情報確認画面で【ID設定】を押します。
• 個別 ID設定画面になります。

【ID 設定】

2.• テンキーで IDナンバーを入力し、【決定】を押します。
• 入力範囲 :00000000 ～ 99999999

注記
・•【全消去】• ：入力した数値をすべて消去します。
・•【消去】• ：一番右の数値を一文字消去します。

機器情報確認画面に戻ります。
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6.7.3 外部入出力の確認

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【確認】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」を参照

確認画面

こでは、外部への入出力確認を行います
1.• 確認画面で【外部入出力確認】を押します。
• 外部入出力確認 1/2 画面になります。
• I-1 入力：サンプル断フロートスイッチ入力
• I-2 入力：時刻修正外部入力確認
• I-3 入力：保守中スイッチ入力確認
• の確認ができます。

【外部入出力確認】

2.• 外部入出力確認 2/2 画面では、接点出力の確認ができます。
• O-1 ～ O-4：各割り当てられた接点の出力
• O-5：電源断（動作はO-5 のみ、ONで接点OFF、OFF で接点ONになります）
• O-6：保守中（保守中スイッチがOFFの状態で確認してください）

注意
接点動作を確認する場合は、装置の配線をはずして確認してください。（装置に繋がって
いる外部計器に影響を与えるため）

6.7.4 アナログ入力の確認

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【確認】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」を参照

確認画面

ここでは、検出器から送信される、センサアナログ値を表示します。
1.• 確認画面で【アナログ入力確認】を押します。
• アナログ入力確認画面になります。
• 各センサからのアナログ入力値を表示します。

【アナログ入力確認】
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注記
この画面はサービス担当者の確認用画面です。

6.7.5 アナログ出力伝送の確認

測定画面 メンテナンス画面

【メンテナンス】 【確認】

「6.3 メンテナンスの項目画面を表示する」を参照

確認画面

1.• 確認画面で【アナログ出力伝送確認】を押します。
• アナログ出力伝送確認画面になります。

【アナログ出力
　伝送確認】

2.• 出力する項目のボタン（【x.xxmA】）を押して選択し、【▲】【▼】で数値を切り替えて【出
力】を押します。

• 出力値：0.00/4.00/8.00/12.00/16.00/20.00•mA
3.• 出力を電流計で確認します。

注記
アナログ出力伝送確認画面で、ボタン操作を行わないで 30分経つと、1つ前の確認画面
に戻ります。

• 「7.2•アナログ出力」を参照してください。

6.8 データ確認
データ確認の項目は以下のとおりです。

データ確認の項目 説　明
ログデータの確認 過去の指示値のデータを数値で確認できます。1分値は約11日分、

1時間値は約 13ヵ月分のデータ保存が可能です。
ログデータの削除 ログデータをすべて削除します。
グラフ表示 過去の指示値のデータをグラフで確認できます。
校正履歴の確認 測定成分別、ゼロ /スパン別に最大 20件の履歴を確認できます。
校正履歴の削除 校正履歴をすべて削除します。
アラーム履歴の確認 発生したアラーム最大 511件の履歴を確認できます。
アラーム履歴の削除 アラーム履歴をすべて削除します。
CF. カードへの転送 データをCF. カードに転送します。
CF. カードの初期化 CF. カードを初期化します。
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● データの項目画面を表示する
1.• 測定画面で【データ】を押します。
• データ画面になります。

【データ】

6.8.1 ログデータの確認

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

ここでは、測定で記憶した 1分値、1時間値の測定値を表示します。
1.• データ画面で【ログデータ】を押します。
• ログデータ画面になります。
• ログデータの時間と各測定成分の指示値が表示されます。

【ログデータ】

• 1 分値：時刻の秒数が 00秒の時のデータです。最大データ数：約 11日分
• 1 時間値：時刻の分数が 00分のときのデータです。最大データ数：約 13ヵ月分

• 各動作中のデータには以下のマークが表示されます。
• ＊動作が複数重なっているときの表示は、1～ 3の数字順に優先されます。

1

2

3

メンテナンス中

ウォームアップ中

アラーム中

注記
・•【削除】• ：ログデータをすべて削除します。
・•【◀】【▶】• ：表示されている前後のデータに切り替わります。
・•【切替】• ：1分値 /1時間値のログデータ画面に切り替わります。
・•【呼出日時】•：指定した時刻のデータを見ることができます。
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指定した時刻のデータを見る
1.•【呼出日時】を押します。
• 呼出日時（1分値 /1時間値）画面になります。

【呼出日時】

2.• 変更する時間部分を選択し、【▲】【▼】で数値を設定します。
• 入力が終わったら、【決定】を押します。
• 指定した日時のログデータ画面になります。

6.8.2 ログデータの削除

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

1.• データ画面で【ログデータ】を押します。
• ログデータ画面になります。

【ログデータ】

2.• ログデータ画面で【削除】を押します。
• データ削除の確認画面になります。

3.•【はい】を押します。
• ログデータ画面に戻ります。
• ログデータの削除は完了です。

注記
・ログデータ（1分値）画面で削除を実行した場合 :1 分値のログデータをすべて削除し
ます。

・ログデータ（1時間値）画面で削除を実行した場合 :1 時間値のログデータをすべて削
除します。
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6.8.3 グラフ表示

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

1.• データ画面で【グラフ】を押します。
• 表示成分選択画面になります。

【グラフ】

2.• 確認したい表示成分を押します。
• グラフ画面になります。

【UV】

※画面はUVのグラフを例としています。

注記
・•【始点日時】•：グラフの始点日時を変えることができます。
・•【◀】【▶】• ：表示されているデータが前後に送られます。
・•【設定】• ：グラフの縦軸、横軸のレンジを変えることができます。

● グラフの始点日時の変更
1.• グラフ画面で【始点日時】を押します。
• 始点日時（1分値 /1時間値）画面になります。

2.• 変更する時間部分を選択し、【▲】【▼】で数値を設定します。
• 入力が終わったら、【決定】を押します。
• グラフ画面に戻ります。
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● 縦軸、横軸のレンジ変更
1.• グラフ画面で【設定】を押します。
• グラフ設定画面になります。

【グラフ設定】

2.• 縦軸上 /縦軸下 /横軸設定でレンジを選択し、【決定】を押します。
軸上 /縦軸下： パーセントは測定レンジに対するグラフ表示のレンジの割合になります。
横軸設定： 4時間/1日は1分値データを表示します。10日/30日は1時間値データを表示します。

6.8.4 校正履歴の確認

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

ここでは、校正の履歴を確認できます。
1.• データ画面で【校正履歴】を押します。
• 表示成分選択画面になります。

【校正履歴】

2.• 表示成分を選択します。

【UV】

＊•画面はUVを例としています。
• 校正履歴画面になります。
• 校正の日時とゼロ /スパン係数が、表示成分別、ゼロ /スパン別に新しいものから最
大 20件表示されます。

• 5.1 項「●• 校正係数について」を参照してください。
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注記
・•【◀】【▶】• ：ページを送ります。
・•【削除】• ：校正履歴をすべて削除します。

• 表示成分を変更するときは、【◀】を押して表示成分選択画面に戻ります。

6.8.5 校正履歴の削除

測定画面 データ画面

【データ】

「6.8.4 校正履歴の確認」参照

校正履歴画面

【校正履歴】

1.• 校正履歴画面で【削除】を押します。
• 履歴削除の確認画面になります。

【削除】

2.• はい】を押します。
• 校正履歴画面に戻ります。校正履歴の削除は完了です。

注記
すべての成分の校正履歴を削除しますが、最新の校正値は記憶しています。

6.8.6 CF.カードの転送

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

ここではデータをCF. カードに転送します。
1.• データ画面で【CF. カード】を押します。
• CF. カードのメニュー画面になります。

【CF. カード】
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2.• CF 転送を押します。
• データ転送確認画面になります。

【CF. 転送】

3.• CF. カードが挿入されていることを確認して【はい】を押します。
• 転送中の画面が表示されます。
• 転送が終了するとCF. カードのメニュー画面に戻ります。

6.8.7 CF.カードの初期化

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

ここではデータをCF. カードに転送します。
1.• データ画面で【CF. カード】を押します。
• CF. カードのメニュー画面になります。

【CF. カード】

2.• CF. 初期化を押します。
• CF. カードの初期化画面になります。

【CF. 初期化】

3.• CF. カードが挿入されていることを確認して【はい】を押します。
• 初期化が終了するとCF. カードのメニュー画面に戻ります。
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注意
・CF. カードの初期化を実行すると、CF. カードの内容はすべて削除されます。内部デー
タは保存等行ってから実行してください。

・CF. カードの初期化は、本装置で行ってください。
・本装置のファイルシステムは、FATになります。FAT32 と NTFS には対応していません。
・CF. カードは弊社純正品 (K9436CF) をご使用ください。純正品以外の場合は動作保証い
たしません。

6.9 アラーム
装置に何らかの異常があったり、測定値が上下限設定した範囲を超えるとアラームが発
生します。
• 「9.1•状態の一覧と動作概要」を参照してください。
アラームに関する項目は、以下のものがあります。

アラームの項目 説　明
アラーム確認
（6.9.1 項） 発生中のアラームの確認ができます。

アラームの解除
（6.9.2 項） 発生中のアラームを強制的に解除します。

アラーム履歴の確認
（6.9.3 項） 発生したアラーム最大511件の履歴を見ることができます。

アラーム履歴の削除
（6.9.4 項） 発生したアラームの履歴を削除します。

＊•本装置は指示値や設定値で表示される 1つ下の桁で数値の演算をしているため、指示値
がアラームの設定した値と同じ値を表示していてもアラームが出ないことがあります。

6.9.1 アラーム確認
ここでは、瞬時アラームの確認ができます。
1.• 定画面（メイン画面）で【アラーム】を押します。
• アラーム画面になり、アラームの内容を表示します。

【アラーム】

• ・【解除】：発生中のアラームを解除します。

注意
瞬時アラームが発生していない場合、アラームボタンは表示しません。
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6.9.2 アラームの解除
1.• 測定画面（メイン画面）で【アラーム】を押します。
• アラーム画面になり、アラームの内容を表示します。

【アラーム】

2.•【解除】を押します。
• アラーム解除の確認画面になります。
3.•【はい】を押します。
• アラーム画面に戻ります。
• 発生中のアラームの解除は完了です。

6.9.3 アラーム履歴の確認

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

ここでは、過去に起こったアラームの履歴を確認できます。
1.• データ画面で【アラーム履歴】を押します。
• アラーム履歴画面になります。
• アラームの内容、日時、ON/OFF が表示されます。
• ONの場合はアラームが発生したとき、OFF の場合はアラームが解除されたときの情
報です。

【アラーム履歴】

注記
・【削除】：アラーム履歴をすべて削除します。
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6.9.4 アラーム履歴の削除

測定画面 データ画面

【データ】

「● データの項目画面を表示する」6.8項参照

1.• データ画面で【アラーム履歴】を押します。
• アラーム履歴画面になります。

【アラーム履歴】

2.•【削除】を押します。
• 履歴削除の確認画面になります。
3.•【はい】を押します。
• アラーム履歴画面に戻ります。
• アラーム履歴の削除は完了です。
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7 外部入出力
本装置は接点入出力、アナログ出力用の端子があります。
状態、警報信号出力や測定値信号出力、およびリモート信号入力が必要な場合にご利用
ください。

7.1 外部入出力端子図
本装置の入出力端子図を示します。
入出力端子は変換器下の、緑色のねじ取り合い端子になります。

使用不可

1　2　 3　 4　 5　 6　 7　8　 9　10   11  12  13   14

15　16　17  18    19　20　21　22   23　24   25   26    27   28

端子No.

使用不可 端子表

注意
端子No.15、16には絶対に信号線を接続しないでください。（内部で接続されています。）

0.08 ～ 1.5mm2

(AWG28 ～ 16)

信号線端末処理

信号線の端末処理は
図のように行う。
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7.2 アナログ出力
本装置では測定値を外部に出力する際、アナログ電流出力で出力しています。
アナログ出力は 3出力あり、下記 5成分から任意の 3成分を選択して出力させます。
出力値は各測定値のフルスケール値に連動して出力します。

● 測定項目とアナログ出力レンジ　4〜20 mA出力の場合の例
測定項目 レンジ(例） 4 mA出力 20 mA出力
UV 1•Abs 0•Abs 1•Abs
VIS 1•Abs 0•Abs 1•Abs
UV-VIS 1•Abs 0•Abs 1•Abs
COD 100•mg/L 0•mg/L 100•mg/L
TURB 100•mg/L 0•mg/L 100•mg/L

● 測定項目とアナログ出力レンジ　0〜16 mA出力の場合の例
測定項目 レンジ(例） 0 mA出力 16 mA出力
UV 1•Abs 0•Abs 1•Abs
VIS 1•Abs 0•Abs 1•Abs
UV-VIS 1•Abs 0•Abs 1•Abs
COD 100•mg/L 0•mg/L 100•mg/L
TURB 100•mg/L 0•mg/L 100•mg/L

測定値アナログ出力の端子での割り当ては下図のようになっています。
アナログ電流出力の規格は以下のようになっています。

アナログ信号出力

●  0 ～ 16/4 ～ 20mA DC
    電流出力信号
●  絶縁型出力（COM 共通）
●  負荷抵抗　最大 600 V

入出力回路 規　格

端子 No. 出力 No. 割り当て
17
18
 5
 6
19
20

A-1(+)
A-1(-)
A-2(+)
A-2(-)
A-3(+)
A-3(-)

（任意設定）

（任意設定）

（任意設定）

信号分類

「6.4.1•信号割り当て設定」を参照してください。
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7.3 接点入出力

7.3.1 接点出力
本装置には以下に示す内容の接点出力を内蔵しています。
接点出力は 6出力あり、電源断、保守中以外の 4出力は任意に設定できます。

綱　目 出力№ 内　容 出力タイミング

一括警報 任意設定 電源断以外の各所ア
ラーム発生を知らせる

電源断、保守中、サンプル断以外のアラームが
1個以上発生した時にON（短絡）
電源断、保守中、サンプル断以外のアラームが
すべて解除した時にOFF（開放）

分析計異常 任意設定 分析計異常を知らせる。 分析計警報が発生した時にON（短絡）
分析計警報がすべて解除した時にOFF（開放）

UVランプ異常 任意設定 UVランプの異常を知ら
せる。

UVランプの光量が規定値以下の時にON（短絡）
UVランプの光量が規定値以上の時にOFF（開
放）

モータ異常 任意設定 ワイパーモータの異常
を知らせる。

モータの回転が異常の時にON（短絡）
モータの回転が正常内の時にOFF（開放）

サンプル断 任意設定 サンプル断を知らせる。
オーバフロー槽水面が下がりフロースイッチが
5秒連続して働いた時にON（短絡）
オーバフロー槽水面が上がりフロースイッチが
5秒連続して解除した時にOFF（開放）

COD上限警報 任意設定 COD上限警報を知らせ
る。

COD上限警報設定値以上を警報判定時間を越
えて連続していた場合ON（短絡）
COD上限警報設定値以下を警報判定時間を越
えて連続していた場合OFF（開放）

COD下限警報 任意設定 COD下限警報を知らせ
る。

COD下限警報設定値以下を警報判定時間を越
えて連続していた場合ON（短絡）
COD下限警報設定値以上を警報判定時間を越
えて連続していた場合OFF（開放）

TURB上限
警報 任意設定 TURB 上限警報を知らせ

る。

TURB 上限警報設定値以上を警報判定時間を越
えて連続していた場合ON（短絡）
TURB 上限警報設定値以下を警報判定時間を越
えて連続していた場合OFF（開放）

TURB下限
警報 任意設定 TURB 下限警報を知らせ

る。

TURB 下限警報設定値以下を警報判定時間を越
えて連続していた場合ON（短絡）
TURB 下限警報設定値以上を警報判定時間を越
えて連続していた場合OFF（開放）

ウォーム
アップ 任意設定 ウォームアップ中を知

らせる。
電源を立ち上げて 1時間経過するまでON（短
絡）
電源を立ち上げて 1時間経過後OFF（開放）

電源断 O-5
( 固定 )

電源断の発生を知らせ
る

電源断発生時にON（短絡）
電源断解除時にOFF（短絡）

保守中 O-6
( 固定 )

装置が保守中（メンテナ
ンスモード、あるいは校
正モード）であることを
知らせる。

メンテナンスモード、校正モード、あるいは保
守中スイッチをONにした時にON（短絡）
メンテナンスモード、校正モード、あるいは保
守中スイッチをOFFにした時にOFF（開放）
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接点出力の端子での割り当ては下図のようになっています。
端子No. 出力No. 割り当て
9
10

O-1(+)
O-1(-) （任意設定）

23
24

O-2(+)
O-2(-) （任意設定）

11
12

O-3(+)
O-3(-) （任意設定）

25
26

O-4(+)
O-4(-) （任意設定）

13
14

O-5(+)
O-5(-) 電源断

27
28

O-6(+)
O-6(-) 保守中

接点出力の規格は以下のようになっています。

接点信号出力
●  接点定格　　125 V AC  0.3 A
                          30 V DC     1 A
●  a 接点出力

信号分類 入出力回路 規　格

注意
・最大定格以上の負荷は絶対にかけないでください。故障の原因になります。
・負荷を開閉する場合はスパークキラー、サージアブソーバ（ACまたはDC負荷）、ダ
イオード（DC負荷）などを負荷に対して並列に接続してノイズの発生を防止してく
ださい。

・a接点出力…通常OFF（開放）、動作時ON（短絡）

「6.4.1•信号割り当て設定」を参照してください。
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7.3.2 接点入力
本装置には以下に示す内容の接点入力を内蔵しています。接点に設定している時（「6.4.2
入力信号設定」参照）に有効となり、以下の動作が可能となります。

項　目 内　容 入力タイミング
サンプル断
フロート
スイッチ

サンプル断を内蔵フロート
スイッチで検知する。 OFF（開放）状態から，5秒以上ON（短絡）で開始

時刻修正 時刻修正を受け付ける。 OFF（開放）状態から，3秒～ 10 秒間 ON（短絡）
で時刻修正受付

接点入力の端子での割り当ては下図のようになっています。
端子No. 出力No. 割り当て
7
8

I-1(+)
I-1(-)

フロート
スイッチ

21
22

I-2(+)
I-2(-) 時刻修正入力

接点入力の規格は以下のようになっています。

●  無電圧 a 接点信号入力
  （オープンコレクタ可）
●  絶縁型入力 (-) 側共通
●  ON 抵抗　最大 100 V
●  開放電圧   最大 5.5 V DC
●  短絡電流   最大 5 mA

接点信号入力

信号分類 入出力回路 規　格

注意
・入力端子に有電圧（電圧のある配線）を接続しないでください。故障の原因になります。
・接点入力が 3秒以下の場合は受け付けない場合がありますので、3秒以上の接点ON
時間を確保してください。
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7.4 CF.カードへのデータ保存
本装置は、CF. カードを使用して、内部に保存されているデータを転送し、PC等で確認
することができます。CF. カードは別売りで用意しています。

注意
・CF. カード弊社純正品 (K9436CF) をご使用ください。純正品以外の場合は動作保証い
たしません。

・本装置のファイルシステムは、FATになります。FAT32 と NTFS には対応していません。

● CF.カードへの保存方法
・「6.8.6　CF. カードの転送」を参照してください。
・「6.8.7　CF. カードの初期化」を参照してください。

● CF.カードに保存されるフォルダ構成
個別 IDナンバーを名前付けした第 1フォルダの中に、CF. カードにデータを転送する時
点の日時から名前付けした第 2フォルダを作成します。
例
個別 IDナンバーが“12345678”で 2004 年 10月 22日 18時と 2005 年 6月 7日 1時にデー
タを転送した場合

“12345678”フォルダ “04102218”フォルダ
“05060701”フォルダ　　　　

　　　　

● フォルダ内に保存されるデータの内容
作成したフォルダに以下のファイル名でそれぞれデータを保存します。

1時間データ履歴 :• • HDATA.CSV
1 分データ履歴 :• • MDATA.CSV
アラーム履歴 :•• • ALMDATA.CSV
ゼロ校正履歴 :•• • ZERO.CSV
スパン校正履歴 :• • SPAN.CSV
内部 RAMデータ :• • RAMDATA.CSV
• 上記データファイルは一度にCF. カードに保存します。
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● データの内容
それぞれのファイルはカンマ区切りフォーマットになっており、1行目にラベル行が付い
ています。ラベルの意味は以下のとおりです。
(HDATA.CSV)

ラベル名 内　容
YY/MM/DD/HH:MM;SS 年 / 月 / 日時：分：秒
UV UV
VIS VIS
COD COD
TURB TURB
UV-VISL UV- α VIS
DataStat データ状態（各ビットで判断する）＊1

AlmUV UVデータアラーム（各ビットで判断する）＊2

AlmVIS VIS データアラーム（各ビットで判断する）＊2

AlmCOD CODデータアラーム（各ビットで判断する）＊2

AlmTURB TURBデータアラーム（各ビットで判断する）＊2

AlmUVVIS UV- α VIS データアラーム（各ビットで判断する）＊2

データは 16進数になっています。変換表に従い 16進数から 2進数に置き換えて、各表
の各桁 (Bit) に左から照らし合わせて、1をON、0をOFF と判断してください。

16進数→2進数変換表
16 進数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

2 進数 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1011 1110 1111

*1：データ状態
アラーム
• Bit0：データ無効
• Bit1：保守中
• Bit3：電源断あり
• Bit3：予備
• Bit4：校正中
• Bit5：予備
• Bit6：サブ初期化中
• Bit7：出力ホールドサンプル中
• Bit8 ～ 16：予備
• Bit17：アラーム 001（ウォームアップ中）
• Bit18：予備
• Bit19：アラーム 003（セルモータ動作異常）
• Bit20：アラーム 004（内部通信異常）
• Bit21：アラーム 005（サンプル断）
• Bit22：アラーム 006（内部通信異常 (12C)）
• Bit23：アラーム 007（電源ONアラーム）
• Bit24：アラーム 008（バッテリセルモータアラーム）
• Bit25：アラームホールド 009（光源異常）
• Bit26 ～ 31：予備
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例）DataStat が「00800006」の場合
1.• 16 進数から 2進数に変換します。
0→ 0000、0→ 0000、8→ 10000、・・・・・と変換すると
「0000/0000/1000/0000/0000/0000/0000/0110」となります。
2.• データ状態の Bit の表に 2進数の値を左から当てはめます。

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2進数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

16進数 0 0 8 0 0 0 0 6

1.• 16 進数から 2進数に変換します。
• 0 → 0000,0 → 0000,8 → 10000,・・・・・と変換すると
• 「0000/0000/1000/0000/0000/0000/0000/0110」となります。
2.• データ状態の Bit の表に 2進数の値を左から当てはめます。
• 2 進数の「1」のところが、ONになります。
• Bit23: アラーム 007( 電源ONアラーム )
• Bit2: 電源断有り
• Bit1: 保守中
のデータ状態ということになります。

＊2:データアラーム
• *1 と同様に変換して判断してください。

• ＊２データアラーム　（但し Bit12 ～ Bit15 は出力データ情報を表す）

Bit0:• • アラーム 0n0( 濃度上限異常 )
Bit1:• • アラーム 0n1( 濃度下限異常 )
Bit2:• • 予備
Bit3:• • 予備
Bit4:• • 予備
Bit5:• • アラーム 0n5( ゼロ校正異常 )
Bit6:• • アラーム 0n6( スパン校正異常 )
Bit7 ～ 11:• 予備
Bit12:• • 保守中出力データ
Bit13:• • ウォームアップ中出力データ
Bit14:• • 予備
Bit15:• • アラーム中出力データ

（MDATA.CSV）
HDATA.CSV と同じ。
（ALMDATA.CSV）

ラベル名 内容
YY/MM/DD/HH:MM;SS 年 / 月 / 日時：分：秒
AlmNo. アラームNo.
DataStat データ状態　ON、OFF
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（ZERO.CSV）
[UV]• :UV データ
[VIS]• :VIS データ

ラベル名 内　容
YY/MM/DD/HH:MM:SS 年 / 月 / 日時：分：秒

CalbNo. 校正ナンバー
（M：マニュアル校正、A：自動校正）

CalbStat 校正結果　OK、NG
CalbConc 校正値
CoeffiZero ゼロ校正係数
CoeffiSpan スパン校正係数

（SPAN.CSV）
[UV]• :UV データ
[VIS]• :VIS データ
[TURB]•:TURB データ

注意
同名ファイルやフォルダは上書きします。

（RAMDATA.CSV）
内部の設定値一覧を保存します。
（サービス確認用）
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8 保守
装置の正常な動作を保ち、性能を維持するために装置の校正と定期的な保守点検が必要
です。
装置の校正については、｢5•校正 ｣の章を参照してください。

8.1 保守点検項目
保守内容 推奨保守周期

清掃および交換の目安
対象部分 内容 1週間 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 適宜

検出器

測定セルの清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき

ワイパーの点検、交換 ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき

分析部ケース内の乾燥剤交換 ○ ○ ○ ○ 定期交換（6ヵ月毎）

分析部測定セル内の乾燥剤交換 ○ ○ ○ ○ 定期交換（6ヵ月毎）

分析部内部部品の点検 ○ ○ ○ 測定値が異常なとき

分析部UVランプの交換 ○ ○ ○
定期交換 (1年毎）
測定値が異常なとき
UVランプが点灯しないとき

分析部モータの交換 ○ ○ ○ 定期交換 (1年毎）

分析部シールワッシャの交換 ○ ○ ○ 定期交換 (1年毎）

分析部 Vリングの交換 ○ ○ ○ 定期交換 (1年毎）

分析部ギアの交換 ○ ○ ○ 定期交換 (1年毎）

分析部セルの交換 ○ ○ ○ 汚れが目立つとき
破損等がある場合

変換器
操作部時計用電池の交換 ○ ○ 定期交換 (3年毎）

操作部基板、電気部品の交換 ○ 異常があるとき

サンプリング部

測定槽の清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき
詰まりが発生したとき

オーバフロー槽の清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき
詰まりが発生したとき

配管の清掃 ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき
詰まりが発生したとき

ボールバルブの清掃 ○ ○ ○ ○ 汚れが目立つとき
詰まりが発生したとき

表中の保守周期は、標準的な条件下で使用したときの目安を示し、値を保証するもので
はありません。使用する環境や使用条件により異なりますので、ある程度使用した後、
実状に即した適切な周期を設定してください。

注意
保守周期1年以上の点検項目の詳細内容は、本取扱説明書に記載しておりません。弊社サー
ビス担当者による作業内容になります。
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8.2 検出器のメンテナンス

8.2.1 測定セルの洗浄方法
ここでは、検出器測定セルの洗浄方法を示します。
1週間に 1回程度の頻度でメンテナンスをお奨めいたします。
この作業は電源を入れた状態で実施します。

1.• 保守中スイッチをONにします。
2.• 変換器のメンテナンス－動作を押します。
• 「6.6.1•動作」を参照してください。
3.• ワイパーモータをON、UVランプをOFFにします。

ON

OFF

4. 検出器を測定槽からはずしてください。

注意
・ワイパーモータは動作していますので指等をはさまないよう細心の注意を払ってくだ
さい。

・セル部をどこかに接触させたりしないよう注意して取り扱ってください。
・UVランプは点灯していない事を確認して作業してください。UVランプ点灯時、直視
すると危険です。

・メンテナンス－動作の状態で、画面に触れず（バックライト消灯のまま）2時間以上
経過すると、自動的に測定状態に戻ります。ただし一旦画面に触れバックライトが点
灯するとリセットされ、この時点から 2時間以上経過するまで測定状態に戻りません。

・メンテナンス－動作の状態で、画面でボタン操作をせずに 30分経過すると、表示部は
メンテナンス画面に戻り、自動的にワイパーモータ、UVランプがONとなりますので
十分注意してください。また 30分以内にボタン操作した場合、この時点でリセットさ
れて再び 30分経過するまで動作で設定した状態のままです。
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5.• セル周辺の部品（ワイパー金具、ベース足、ローラ等）に付着している汚物、藻類等
をブラシ等でこすり落としてください。

ブラシ

ベース足

ワイパー金具

ローラ

注意
・ブラシで絶対にセル（ガラス部）をこすらないでください。セルが破損するおそれが
あります。

・洗浄時は、検出器を垂直状態から 80度以上傾けないようにしてください。
・検出器を単体で置かないでください。測定槽以外に置く場合は、校正槽を使用してく
ださい。

・測定セルはガラス製です。取り扱いには注意してください。
・長期間の空気中でのワイパー稼動はセルを傷つけますので、数分程度で洗浄作業を終
えるようにしてください。

・メンテナンス－動作の状態で、画面でボタン操作をせずに 30分経過すると、表示部は
メンテナンス画面に戻り、自動的にワイパーモータ、UVランプがONとなりますので
十分注意してください。また 30分以内にボタン操作した場合、この時点でリセットさ
れて再び 30分経過するまで動作で設定した状態のままです。

6.• 水を含ませたきれいな布で、回転しているセルに軽く力を加えながら上下方向に動か
して汚れを落してください。

上下方向に動かして汚れを落とす。

7.• セルとその周辺を洗浄ビンまたは小流量の水道水で完全に洗い流してください。この
時、セル回転軸の付け根部分（Vリングシール部）には、液をかけないように注意し
てください。

8.• ゼロ液の入った校正槽に検出器を浸けます、
9.• 変換器の【閉じる】ボタンを数回押して、測定画面に戻します。
10.•約 60 分暖機運転を実施し、その後ゼロ液を交換し、ゼロ校正を実施してください。
• 「5.4.2•共通ゼロ校正」を参照してください。
11.•必要に応じてスパン校正を実施してください。
• 「5.4.3•共通スパン校正」を参照してください。
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8.2.2 ワイパーゴムの交換方法
ここでは測定セルのワイパーゴムの交換方法を示します。

1.• 保守中スイッチをONにしてください。
2.• POWERスイッチをOFFにします。
3.• 検出器を測定槽からはずし、セル部の押さえ金具（2ヵ所）を取りはずしてください。

内側に押す

内側に押す

押さえ金具

4.• ワイパーゴムをラジオペンチ等ではさみ、内側に少し引き、下に引っ張り取りはずし
てください。

ワイパー板

ワイパーゴム

スポンジ

5.• 4. と逆の方法で新しいワイパーゴムをワイパー板に差し込んでください。
• このとき底から見て、セルの回転する方向にワイパーゴムのふき取り部がくるように
取り付け方向に注意してください。

スポンジ

ワイパーゴムの
ふき取り部

セルの回転方向

スポンジ

ワイパーゴムの
ふき取り部

6.• 押さえ金具を元の場所に取り付けてください。
7.• 検出器をいったん測定槽に戻します。
8.• POWERスイッチをONにします。
9.• 変換器のメンテナンス－動作を押します。
• 「6.6.1•動作」を参照してください。
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10.•ワイパーモータをON、UVランプをOFFにします。

ON

OFF

11.•検出器を測定槽から取り出し、交換したワイパーゴム、スポンジがセルにあたり、ワ
イパー板がスムーズに動くことを確認してください。もし、ワイパーがずれていたり、
回転がスムーズでない場合は、再度最初から取り付けなおしてください。

注意
・ワイパーモータは動作していますので、指等をはさまないよう細心の注意を払ってく
ださい。

・セル部をどこかに接触させたりしないよう注意して取り扱ってください。
・UVランプは点灯していない事を確認して作業してください。UVランプ点灯時、直視
すると危険です。

・長期間の空気中でのワイパー稼動はセルを傷つけますので、数分程度で洗浄作業を終
えるようにしてください。
･メンテナンス－動作の状態で、画面に触れず（バックライト消灯のまま）2時間以上経
過すると、自動的に測定状態に戻ります。ただし一旦画面に触れてバックライトが点灯
するとリセットされ、この時点から 2時間以上経過するまで測定状態に戻りません。

・メンテナンス－動作の状態で、画面でボタン操作をせずに 30分経過すると、表示部は
メンテナンス画面に戻り、自動的にワイパーモータ、UVランプがONとなりますので
十分注意してください。また 30分以内にボタン操作した場合、この時点でリセットさ
れて再び 30分経過するまで動作で設定した状態のままです。

12.•ゼロ液の入った校正槽に検出器を浸けます。
13.•約 60 分暖機運転を実施し、その後ゼロ液を交換し、ゼロ校正を実施してください。
• 「5.4.2•共通ゼロ校正」を参照してください。
14.•必要に応じてスパン校正を実施してください。
• 「5.4.3•共通スパン校正」を参照してください
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8.2.3 検出器ケース乾燥剤、ビスシールワッシャの交換
ここでは、検出器ケースに入っている乾燥剤とビスシールワッシャの交換方法を示します。
6ヵ月に 1回の周期で交換してください。

1.• 保守中スイッチをONにしてください。
2.• POWERスイッチをOFFにします。
3.• 検出器を測定槽からはずし、校正槽の上に置いてください。
4.• 出器上部のネジカバー 4ヵ所を取り、ビス 4ヵ所をプラスドライバーではずします。

検出器上部のビス4ヵ所をはずす

検出器上部

5.• 古い乾燥剤を取り出し、付属の新しい乾燥剤（四角のタイプ、5枚セット）に交換し
てください。新しい乾燥剤の表面のほこりを落とし、フィルム面を下にして入れてく
ださい。

6.• ビスを取り出し、ビスとケースの間にあるシールワッシャ（4ヵ所）を交換します。
7.• 検出器上部を取り付け、ビス 4ヵ所を取り付け、ネジカバー 4ヵ所を取り付けます。

注意
・検出器上部の円周にはシール用パッキンが入っています。取り付け時、はずれていな
いか、かみこんでいないか、また汚れ等が付いていないか確認してからビス止めして
ください。

・交換した乾燥剤は一般廃棄物として廃棄しても問題ありません。
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8.2.4 検出器セル乾燥剤の交換
ここでは検出器ケースに入っている乾燥剤の交換方法を示します。
6ヵ月に 1回の周期で交換してください。

1.• 保守中スイッチをONにしてください。
2.• POWERスイッチをOFFにします。
3.• 検出器を測定槽からはずします。
4.• 測定セル部についている水分をやわらかい布等で軽くふき取ります。
5.• 測定セル部の押さえ金具、2ヵ所をはずします。
• 以下の説明は光源側セル内の乾燥剤の交換方法を説明します。
• 検出器側も同じように乾燥剤の交換を行ってください。

押さえ金具

6.• ビスをはずします。

ビス

7.• セル板Dをはずします。

セル板 Ｄ

8.• セルパッキンをピンセット等ではずします。

セル板 C

セルパッキン

ピンセット
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9.• セル板 Cを取り出し、乾燥剤を取り除いてください。

乾燥剤

10.•セル板 C、セルパッキン、セル板Dを下図のようにセットし、ビスを 2～ 3山締めて
ください。

セルパッキン

セル板 C

セル板 D平ワッシャ

ビス

スプリングワッシャ

11.•新しい乾燥剤を両面テープの上紙をはがし、セル板Cの中央部に貼り付けてください。
• この時、乾燥剤についている粉は払い落としてください。

乾燥剤

（貼り付け）

12.•このブロックをセルに挿入し、ビスを止まるまで締め付け、セル内面にセルパッキン
を密着させます。

平ワッシャ

スプリング
ワッシャ

注意
・•セル内部に水分やごみ等が付着していないことを確認してください。付着している場
合は、やわらかい布等できれいにふき取ってください。

・•セルパッキンのシール部分に水分やごみ等が付着していないことを確認して、ビスを
締め付けてください。
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13.•セルに破損（割れ、ひび等）がないことを十分点検し、押さえ金具をセットしてください。

14.•検出器側のセルも同じく交換してください。
• 乾燥剤の交換作業は完了です。

注意
・•セル板Dがセルと隙間なく取り付けられていることを確認してください。隙間がある
ようであれば、再度取り付けなおしてください。セル部に液が浸入すると装置が破損
するおそれがあります。

・•交換した乾燥剤は一般廃棄物として廃棄しても問題ありません。

15.•検出器をいったん測定槽に戻します。
16.•POWERスイッチをONにします。
17.•変換器のメンテナンス－動作を押します。
• 「6.6.1•動作」を参照してください。
18.•ワイパーモータをON、UVランプをOFFにします。

ON

OFF

19.•検出器を測定槽から取り出し、ワイパーゴム、スポンジがセルにあたり、ワイパー板
がスムーズに動くことを確認してください。
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注意
・•ワイパーモータは動作していますので、指等をはさまないよう細心の注意を払ってく
ださい。

・•セル部をどこかに接触させたりしないよう注意して取り扱ってください。
・•UVランプは点灯していない事を確認して作業してください。UVランプ点灯時、直視
すると危険です。

・•長期間の空気中でのワイパー稼動はセルを傷つけますので、数分程度で洗浄作業を終
えるようにしてください。

・•メンテナンス－動作の状態で、画面に触れず（バックライト消灯のまま）2時間以上
経過すると、自動的に測定状態に戻ります。ただし一旦画面に触れてバックライトが
点灯するとリセットされ、この時点から 2時間以上経過するまで測定状態に戻りませ
ん。

・•メンテナンス－動作の状態で、画面でボタン操作をせずに 30分経過すると、表示部は
メンテナンス画面に戻り、自動的にワイパーモータ、UVランプがONとなりますので
十分注意してください。また 30分以内にボタン操作した場合、この時点でリセットさ
れて再び 30分経過するまで動作で設定した状態のままです。

20.•ゼロ液の入った校正槽に検出器を浸けます。
21.•約 60 分暖機運転を実施し、その後ゼロ液を交換し、ゼロ校正を実施してください。
• 「5.4.2•共通ゼロ校正」を参照してください。
22.•必要に応じてスパン校正を実施してください。
• 「5.4.3•共通スパン校正」を参照してください。
23.•検出器を測定槽に戻し、測定値が安定してから保守中スイッチをOFFにしてください。
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8.3 サンプリング部の清掃
ここではサンプリング部の清掃方法を示します。
清掃は定期的に行い、ごみ、汚泥等を取り除いてください。

8.3.1 オーバフロー槽、測定槽の清掃
1.• 変換器の保守中スイッチをONにして、試料水の供給を止めてください。
2.• POWERスイッチをOFFにしてください。
• オーバフロー槽の蓋を開けてください。また、測定槽から検出器を取りはずしてくだ
さい。

注意
検出器を測定槽からはずすときは、セル部を破損しないように十分注意してください。
また、検出器を空運転しないように校正槽に液（試料水または水道水）を入れその上に
おいてください。

3.• オーバフロー槽下部のバルブ V-1 および V-2、V-3 と測定槽下部のバルブ V-4 を全開に
してください。この時、試料水の供給を止めることができない場合には、バルブ V-1
は閉状態とし、V-1 以降の洗浄を行ってください。

• 「付録 3•配管」を参照してください。
4.• 測定槽の内槽をはずしてください。
• 「8.3.2•測定槽内槽の取りはずし方」を参照してください。
5.• オーバフロー槽および測定槽内の汚泥を取り除き、水道水等で内側をきれいに洗い流
してください。なお、オーバフロー槽から測定槽への流れが悪い時は、オーバフロー
槽から測定槽の配管をはずし、配管内を水道水で洗ってください。

6.• オーバフロー槽および測定槽、測定槽内槽、配管の清掃が完了したら、元の状態にセッ
トしてください。

7.• バルブ V-1 と V-4 は全閉に、V-2 と V-3 は全開状態にしてください。
8.• 試料水を供給してください。バルブV-1 を徐々に開け、オーバフロー槽のオーバフロー
出口 (1) から試料水が流れ出るまで開けてください。なお、V-1 を全開にしてもオーバ
フロー出口 (1) から試料水が流れ出ない場合には、V-2 を徐々に閉めて、オーバフロー
出口 (1) から試料水が流れ出るよう調整してください。

9.• 測定槽の内槽上部の切り欠き（2ヵ所）から試料水があふれ出て排水口から排出する
ことを確認してください。

測定槽内槽

10.•オーバフロー槽および測定槽内槽の流出量が安定したら、オーバフロー槽の蓋を取り
付けてください。

11.•校正が必要な場合、検出器を校正槽に、不要な場合は検出器を測定槽に取り付けてく
ださい。

12.•POWERスイッチをONにしてください。
13.•校正が終了し、検出器を測定槽に取り付けた後、測定値が安定した状態で保守中スイッ
チをONにしてください。
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8.3.2 測定槽内槽の取りはずし方
ここでは、測定槽内槽の取りはずし方を示します。

1.• 試料水の供給を止め、装置の電源をOFFにしてください。
2.• 検出器およびブラインド板をはずしてください。
3.• 測定槽内槽を両手でつかみ、左に回し、取りはずしてください。

測定槽内槽

測定槽本体

4.• 測定槽内槽から整流板を取りはずしてください。内槽下部のねじ部に整流板のプリン
グ（足）が出ていますので、内側に押さえれば、上側に取りはずすことができます。

測定槽内層

整流板

スプリング

5.• 測定槽内槽の清掃が終われば、整流板を元の位置に取り付けてください。

6.• 内槽を測定槽内部のねじに合わせ、右に回して固定してください。

ねじ部
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8.4 付属品・補用品

● 本体構成
UV700G　1式
内訳
・変換器
・検出器
・測定槽
・オーバフロー槽
・付属品

● 標準付属品

品　名 数　量 記　事
校正液　H　(*1) 1 箱 1.0Abs 用（6本／箱）
校正槽 2個 校正用
ワイパーゴム 1組 セル洗浄用（4個／組）
乾燥剤 1組 検出器ケース用（5枚／組）
乾燥剤 1組 検出器セル用（2枚／組）
マイナスドライバ 1個 端子留め用
シールワッシャ 1組 検出器上ケース用（4個／組）
注 (*1)：1回の校正に必要なアンプル本数は下表を参照ください。

● 補用品

品　名 部品番号 数　量 記　事 交換頻度の目安
CF カード K9436CF 1 個 異常が発生したとき 適宜
ワイパーゴム K9436CG 1組 セル洗浄用（4個／ 1組） 1組／ 6ヶ月
乾燥剤 K9430EG 1 組 検出器ケース用（5枚／ 1組） 1組／ 6ヶ月
乾燥剤 K9430EH 1組 検出器セル用（2枚／ 1組） 1組／ 6ヶ月
校正液H(*1) K9436CD 1箱 1.0Abs 用（6本／ 1箱）(*2) 1 箱／ 6ヶ月
校正液HⅡ (*1) K9436CE 1 箱 2.0Abs 用（6本／ 1箱）(*2) 1 箱／ 6ヶ月
シールワッシャ K9436CB 1 組 検出器上ケース用（4個／ 1組） 1組／ 6ヶ月
注 (*1)：購入後 6ヶ月以内にご使用ください。
　•(*2)：1回の校正に必要なアンプル本数は下表を参照ください。

1 回の校正に必要なアンプル本数（測定フルスケールが 1.1Abs 以上でご使用の場合、•
HⅡ校正液アンプルをご購入いただければ使用本数が少なくてすみます）

校正液種 測定フルスケール範囲 校正液アンプル使用本数
H校正液（青ラベル）
0～ 1•Abs 校正用

0.1 ～ 1.0•Abs 1　本
1.1 ～ 2.5•Abs 2　本
2.6 ～ 5.0•Abs 4　本

HⅡ校正液（緑ラベル）
0～ 2•Abs 校正用

1.1 ～ 2.5•Abs 1　本
2.6 ～ 5.0•Abs 2　本
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● オーバホール部品
納入後 1 年間、交換部品はありません。（ワイパーゴム、乾燥剤は除く）
UV700Gの使用において、容易な日常メンテナンスで、より信頼性の高い測定を実現する
ために、1年毎の横河によるオーバホールをお奨めします。下記に必要な部品を示します。

品　名 部品番号 数　量 記　事
点検パーツキット K9436CA 1 セット

内

訳

V- リングA K9430EP 1 組（2個入り） セル部
シールワッシャ K9436CB 1 組（4個入り） 検出器上ケース
シールワッシャ K9430ES 10 個 セル部
ローラー K9430EN 6個 セル部
セルパッキン 2 K9430ER 1 組（4個入り） セル部
乾燥剤（セル） K9430EH 1 組（2枚入り） セル部
ワイパーゴム K9436CG 1組（4個入り） セル部
光源 K9436FY 1 個 セル部
乾燥剤（検出器） K9430EG 1 組 (5 枚入り） セル部
ステッピングモータ K9436GB 1 個 検出器
ブラインドキャップ K9436GR 1 組（4個入り） 検出器、ケース
ケースパッキン K9436GK 1 個 検出器、ケース

注：1年毎のオーバホール時には、『点検パーツキット (K9436CA)』として購入する
ことをお奨めします。なお、校正液は含まれていませんので、別途手配ください。
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9 トラブルシューティング

9.1 状態の一覧と動作概要

項  目 状態内容

LED
(POWER/
ALARM)
◎：緑点灯
○：緑点滅

接  点
（一括警報）

接  点
（保守中） 出力状態

瞬時値出力

保守中出力

保守中出力

瞬時値出力

アラーム
表示

アラーム
履歴

共  通

◎

○

○

◎

測定中

メンテナンス

校  正

データ

○

○
保守中

保守中

T9-1.ai

9.2 アラームの一覧と動作概要

項  目 アラーム内容

LED
(POWER/
ALARM)
◎：緑点灯
●：赤点灯
○：緑点滅
△：赤点滅

接  点
（一括警報）

接  点
（検出器

警報）
出力状態

アラーム
表示

アラーム
履歴

共  通

T9-2.ai

ウォームアップ中出力

警報中出力

警報中出力

瞬時値出力

警報中出力

瞬時値出力

瞬時値出力

警報中出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

瞬時値出力

ウォームアップ

セルモータ異常

センサ通信異常＊

サンプル断

PIO通信異常＊

電源　ON/OFF

バッテリ異常

光源異常

ゼロ校正

スパン校正

ゼロ校正

スパン校正

濃度上限

濃度下限

濃度上限

濃度下限

スパン校正

＊  センサ通信異常：検出器基板と変換器基板の通信異常
       PIO通信異常：変換器CPU基板と入出力基板の通信異常

UV

VIS

COD

TURB

○

●

●

△

●

△

●

△

△

△

△

△

△

△

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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9.3 アラームの発生条件

項  目 アラーム内容

共  通

T9-3.ai

ウォームアップ

セルモータ異常

センサ通信異常

サンプル断

PIO通信異常

電源　ON/OFF

バッテリ異常

光源異常

ゼロ校正

スパン校正

ゼロ校正

スパン校正

濃度上限

濃度下限

濃度上限

濃度下限

スパン校正

UV

VIS

COD

TURB

アラーム
解除＊アラーム発生条件 アラームクリア条件

電源立ち上げから60分間

モータの1回転時間が5秒以上の時

検出器の通信が異常な時

サンプル断接点入力ONが5秒以上
継続した時

入出力基板の通信が異常な時

電源起動時に履歴保存

時計用バックアップバッテリ電圧
値が2.4V未満の場合

光源の光量が低下した時

ゼロ校正値が校正範囲外の時

スパン校正値が校正範囲外の時

ゼロ校正値が校正範囲外の時

スパン校正値が校正範囲外の時

測定値＞上限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＜下限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＞上限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＜下限警報値が警報出力判
定時間以上継続

スパン校正値が校正範囲外の時

電源立ち上げ後60分経過後

モータの1回転時間が5秒以下の時

検出器の通信が再開した時

サンプル断接点入力OFFが5秒以上
継続した時

入出力基板の通信が再開した時

時計用バックアップバッテリ電圧
値が2.4V以上の場合

光源の光量が復活した時

ゼロ校正値が校正範囲内の時

スパン校正値が校正範囲内の時

ゼロ校正値が校正範囲内の時

スパン校正値が校正範囲内の時

測定値＜上限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＞下限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＜上限警報値が警報出力判
定時間以上継続

測定値＞下限警報値が警報出力判
定時間以上継続

スパン校正値が校正範囲内の時

○

△

△

△

△

○

△

○

○

○

○

△

△

△

△

○

＊  アラーム解除 　　アラーム画面で解除キーを押しての強制解除
　　　　　　　　　　○：強制解除できます。
　　　　　　　　　　△：強制解除できますが，原因が解決していない場合，再度発生します。
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9.4 アラーム内容の原因と対策

項  目 アラーム
内容

共  通

T9-4-1.ai

ウォーム
アップ

セルモータ
異常

センサ通信
異常

参　照原　因 対　策

検出器の電源立ち上げ後安定待ち

測定セルの汚れ

検出器セルモータの故障

検出器ケーブルの接続不良

検出器，または変換器の接続不良
あるいは部品不良

サンプル断

試料水の供給が止まった

バルブの絞り状態不適切

オーバフロー槽までの配管の
詰まり

サンプル断検知用フロート
スイッチの故障

異常ではありません。（検出器が
安定するまで約60分かかります。）

測定セルを清掃してください。

モータを確認してください。

検出器ケーブルを接続してください。

検出器内ケーブル，変換器内ケーブ
ルを接続してください。

「4.2項 運転開始」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

試料水の供給を確認し，供給する
ようにしてください。

V-1～V-4

配管の清掃を行ってください。

フロートスイッチを交換してくださ
い。

「4.1項 運転準備」

「4.1項 運転準備」

「8.3項 サンプリング
　部の清掃」

PIO
通信異常

変換器入出力基板とCPU基板の
通信不良

変換器内部の接続不良あるいは
部品不良

電源をOFF/ONしてください。
復旧する場合があります。

変換器内部ケーブルを接続してくだ
さい。 メーカ対応

電源ON/
OFF 停電による電源断 異常ではありません。

バッテリ
異常 時計バックアプ用電池の寿命 時計バックアプ用電池を交換してく

ださい。

測定セルを清掃してください。

光源がウォームアップするまで点灯
しない場合があります。電源をOFF/
ONして30分程度待ってください。
復旧する場合があります。

光源を交換してください。

検出器内部ケーブルを接続しなおし
てください。

メーカ対応

メーカ対応

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

メーカ対応

メーカ対応

メーカ対応

測定セルの汚れ

光源の一時的点灯停止

光源の劣化による出力低下

検出器内部の接続不良，または
検出器か基板の故障

光源異常
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項  目 アラーム
内容

T9-4-2.ai

参　照原　因 対　策

校正液が不適合

測定セルの汚れ

検出器部品の故障

ゼロ校正液には必ず蒸留水を
使用してください。

・測定セルを清掃してください。
・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

検出器部品を交換してください。

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

メーカ対応

ゼロ校正

スパン校正液には専用の校正液を
使用してください。希釈水には必
ず蒸留水を使用してください。

・測定セルを清掃してください

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

検出器部品を交換してください。

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

「5.4.3項 共通スパン
　校正」

メーカ対応

校正液が不適合

測定セルの汚れ

検出器部品の故障

スパン校正

UV

ゼロ校正液には必ず蒸留水を使用
してください。

・測定セルを清掃してください

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

検出器部品を交換してください。

校正液が不適合

測定セルの汚れ

検出器部品の故障

ゼロ校正

スパン校正液には専用の校正液を
使用してください。希釈水には必
ず蒸留水を使用してください。

・測定セルを清掃してください

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

検出器部品を交換してください。

校正液が不適合

測定セルの汚れ

検出器部品の故障

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

メーカ対応

「5.4.3項 共通スパン
　校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

メーカ対応

スパン校正

VIS
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項  目 アラーム
内容

T9-4-3ai

参　照原　因 対　策

「6.5.6項 COD, TURB
　の上限警報の設定」

「5項 校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

上限設定値が不適当

試料水の上限異常

校正液が不適当

測定セルの汚れ

上限設定値を見直してください。

試料水を確認してください。

ゼロ，スパン校正を実施してくだ
さい。

・測定セルの清掃を行ってください。

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

濃度上限

下限設定値が不適当

試料水の上限異常

校正液が不適当

測定セルの汚れ

下限設定値を見直してください。

試料水を確認してください。

ゼロ，スパン校正を実施してくだ
さい。

・測定セルの清掃を行ってください。

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

「6.5.6項 COD, TURB
　の上限警報の設定」

「5項 校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

濃度下限

「6.5.6項 COD, TURB
　の上限警報の設定」

「5項 校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

上限設定値が不適当

試料水の上限異常

校正液が不適当

測定セルの汚れ

上限設定値を見直してください。

試料水を確認してください。

ゼロ，スパン校正を実施してくだ
さい。

・測定セルの清掃を行ってください。

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

濃度上限

下限設定値が不適当

試料水の上限異常

校正液が不適当

測定セルの汚れ

下限設定値を見直してください。

試料水を確認してください。

ゼロ，スパン校正を実施してくだ
さい。

・測定セルの清掃を行ってください。

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

「6.5.6項 COD, TURB
　の上限警報の設定」

「5項 校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

濃度下限

スパン校正液には専用の校正液を
使用してください。希釈水には必
ず蒸留水を使用してください。

・測定セルの清掃を行ってください。

・ワイパーが劣化している場合は
　ワイパーを交換してください。

検出器部品を交換してください。

スパン校正

「5.4.3項 共通スパン
　校正」

「8.2.1項 測定セル
　の洗浄方法」

「8.2.2項 ワイパー
　ゴムの交換方法」

メーカ対応

校正液が不適合

測定セルの汚れ

検出器部品の故障

COD

TURB
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付録1 概　要

■ 注意事項
本書は、簡易形架台（UV700G-A-A）の UV計本体とポールスタンドを組み合わせ、据付
工事を実施する上での要領や、注意事項を説明しています。
UV計の安定した動作と信頼性を長期にわたって得るには、据付から配管までの完成度を
上げることが必要になります。
特に本書の内容を確実に実施してください。
工事が不完全な場合は、分析計指示不具合をはじめ、故障の頻発や点検・保守の増大な
ど予想されないトラブルにつながりますので、十分にご注意ください。
正しく施工されない場合は、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 製品の構成
本書で簡易形架台（UV700G-A-A）の据付工事を実施するには、UV計本体用ポールスタ
ンドが必要となります。それぞれの内容物内訳は以下のようになっています。
表1 UV計本体内容物

分　類 品　名 仕　様 数　量
変換器 UV700G変換器 標準仕様（屋外ケース） 1式
検出器 UV700G検出器 1式
オーバフロー槽 オーバフロー槽 フロートスイッチ付き 1式

Uボルト（大）組 ø8ナット付き 2組
パイプステー組 配管、Uボルト、ナット付き 1組
ホース組 1.2m、ワンタッチ継手付き 1組

測定槽、付属品 測定槽 1式
ブラインド板 1個
校正槽 2個
V-4 配管組 V-4 バルブ、配管 1組
V-2 配管組 V-2 バルブ、T型配管 1組
Y型配管組 Y型配管、ホースクリップ 1組
M8ボルト組 測定槽取付用 4組
検出器用付属品 乾燥剤、校正液、ワイパ、ワッシャなど 1組
UV700G取扱説明書 標準仕様 1冊

表2 ポールスタント内容物

分　類 品　名 仕　様 数　量
ポールスタンド UV700G用ポール 標準仕様 1式
分析台、変換器
ブラケット

UV700G分析台 分析台 1式
変換器ブラケット 変換器ブラケット 1式
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付録2 設　置

■ 設置場所の選定
本装置は屋外に設置可能ですが、設置にあたり下記の項目を満足する場所をお選びくだ
さい。

■ 設置環境に関する注意事項

● 試料水条件
・• 試料水温度：2～ 40℃（凍結しないこと）
・• 試料水流量：2～ 20•L/min

● 周囲環境
・• 直射日光が本装置に当たらない場所
・• 資料採水点に近い場所
・• 装置近くに水道蛇管、排水設備のある、電源供給可能な場所
・• 雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガスなどを含まない場所
・• 換気の良い場所
・• 風雨から保護されている場所
・• 周囲温度 0～ 40℃、相対湿度 85%以下の場所
・• 振動、衝撃の少ない安定した場所
・• 高度 2,000•m以下の場所

■ 装置据付

● ポールスタンド基礎ボルト位置
下図の基礎ボルト取付位置図に従って、M8基礎ボルトを確実に固定してください。

単位：mm

M8 基礎ボルト（4ヵ所）

前　面

図1 基礎ボルト取付位置図
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● サービスメンテナンスエリア
下図のエリアをサービスメンテナンスエリアとして、確保してください。

単位：mm

前　面

図2 サービスメンテナンスエリア
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● ポールスタンド架台組み立て完成図
組み立て完成図は以下のようになります。

日除けフード
（オプション）

検出器

測定槽

分析台

ベース

アースマーク

オーバフロー槽

変換器

図3 UV700Gポールスタンド組み立て完成図
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● ポールスタンドの組み立て
1.• ベースをM8基礎ボルト（4本）で、しっかりと固定してください。
• このとき、ベースにあるアースマークが前方から見て左前方に位置するようにしま
す。

2.• 分析台をポールの図示位置にUボルト（2個）で取り付けてください。
• このとき、分析台は床面より 350～ 500•mm（推奨 450•mm）離して取り付けてくだ
さい。

分析台

床面より350～500 mm 
離して取り付けてください。

M8ナット
M8用SW

M8用平ワッシャ
アースマーク

ベース

Uボルト

図4 分析台取り付け

● 測定槽の組み立て
1.• 本体付属品の測定槽を分析台にM8× 16ボルト（4本）で固定してください。
• このとき、前面から見て、配管の太い排水口が右側になるように取り付けてください。

前面
排水口

M8316 ボルト

M8用 平ワッシャ

図5 測定槽の組み立て
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2.• 測定槽の蝶ナット（4個）をはずし、ブラインド板を載せ、再び蝶ナットを締め付け
てください。

蝶ナット(4個）

ブラインド板

図6 ブラインド板取り付け

3.• 測定槽下部にバルブNo.V-4 の付いている配管ユニットをねじ込んでください。

測定槽

排水口

シールテープが巻かれていること

　配管ユニット（バルブNo.V-4）

右側に回してねじ込んでいく

ねじ込んでいき，この部分が後ろ向きになった状態で留める

図7 バルブNo.V-4取り付け

注意
測定槽下部のネジ部にシールテープが巻かれていることを確認した上で、配管ユニット
をねじ込んでください。
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4.• Y 型配管を測定槽下部の排水口に差し込み、ホースクリップにて確実に固定してくだ
さい。

ホースクリップ

大気開放口

Y型配管

図8 Y型配管取り付け

● オーバフロー槽の組み立て
1.• オーバフロー槽下部のバルブNo.V-1 のバルブにバルブNo.V-2 の付いている配管ユ
ニットをねじ込んでください。

オーバフロー槽

バルブNo.V-1

バルブNo.V-2配管

図9 バルブNo.V-2取り付け
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2.• オーバフロー槽をUボルト（大、M8）にてポールに固定してください。
• このとき、分析台とオーバフロー槽の底との間隔が約 400•mmになるように離して
ください。

Uボルト
（大）

アースマーク

400 mm離す

締め付け座

オーバフロー槽
M8ナット 3 4

M8 SW 3 4

M8 平ワッシャ 3 4

図10 オーバフロー槽取り付け

3.• パイプステーをUボルト（小、M5）にて配管ユニット（バルブNo.V-2 付）に仮止めし、
このパイプステーをUボルト（大、M8）にてポールに固定してください。なお、配
管ユニットに無理な力がかかっていないことを確認した後、仮止めしたUボルトを
しっかり固定してください。

締め付け座

Uボルト（大）

M8 SW
M8 ナット

Uボルト（小） 配管ユニット

パイプステー

M5 ナット
M5 SW
M5 平ワッシャ

バルブNo.V-2

図11 パイプステー取り付け
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4.• オーバフロー槽下部のバルブNo.V-3 の出口のホースエンドと、測定槽下部のホース
エンドに付属されているフレキシブルチューブを接続してください。このチューブ
の両端には、ワンタッチ継手が設けてあります。カチッと鳴るまで押し込んでくだ
さい。

ワンタッチ継ぎ手

ホースエンド

図12 ワンタッチ継手の取り付け

注意
フレキシブルチューブをはずす時は、ワンタッチ継手の赤い部分を手前に引いて行って
ください。

● 変換器の組み立て
1.• 変換器と変換器ブラケットをM6ネジ（4個）で取り付けます。オプションのフード
がある場合は、変換器→変換器ブラケット→フードの順番になるように取り付けて
ください。

2.• 変換器とポールをUボルト（大、M8）で取り付けます。
変換器M5ネジ 3 4

フード（オプション）

Uボルト(大）

M6ネジ 3 4

締め付け座

M8ナット 3 4
M8 SW 3 4

M8 平ワッシャ 3 4

変換器ブラケット

図13 変換器取り付け
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付録3 配　管

■ 配管方法
・• 凍結のおそれのある場合には、断冷保温処置を施してください。
・• 出口側配管はできる限り短く、背圧がかからないようにしてください。また出口は
大気開放にして水封状態にならないようにしてください（立ち上げ配管不可）。

・• 装置接続前にサンプリングラインのフラッシングを行ってください。

オーバフロー槽 オーバフロー配管 (2)

オーバフロー配管 (1)

採水配管

バイパス配管

サンプリング ポンプ

ドレン配管
排水配管

測定槽

大気開放口

4

3

1

25
6

V-1

V-3

V-2

V-4

図14 配管図

・• それぞれの配管接続口径、配管径は、次の表を参考にしてください。
表3 配管接続口径と配管径

配管名 配管接続口径 配管径 
（一般硬質塩化ビニール管を使用の場合）

1 採水配管 Rc1/2 ソケット 呼び径：13およびそれ以上
2 バイパス配管 Rc1/2 ソケット 呼び径：13およびそれ以上
3 オーバフロー配管 (1) 呼び径 13Aソケット 呼び径：13およびそれ以上
4 オーバフロー配管 (2) 呼び径 20Aソケット 呼び径：20およびそれ以上
5 ドレン配管 Rc1/2 ソケット 呼び径：13およびそれ以上
6 排水配管 呼び径 50Aソケット 呼び径：50およびそれ以上
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注意
・• 上記配管径は、UV700G各接続口径に合わせたサイズです。計器と採水場所および排
水放流場所が遠く離れる場合は、上記配管径以上のサイズを使用してください。

・• 排水配管、オーバフロー配管 (1)、(2) およびドレン配管は勾配を十分にとり、各々の
配管の先端は、絶対に水封しないように（水に浸けないように）配管してください。

・• 軟質ビニールチューブ配管を使用する場合には、ブレード入りビニールチューブ（耐
圧用）を使用してください。

・• 各配管は、定期的に清掃できるよう取りはずし可能な配管にしておくと便利です。
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付録4 配　線

■ 配線方法

● 接地
・• 接地工事はD種接地工事を行ってください。
・• アースボルトに必ず接地してください。
アースボルト (M5)

図15 アース接続図

注意
感電防止のため、必ず装置の接地をしてください。

● 電源の供給
・•「2.8•外部結線図」に従って、変換器の電源接続を行ってください。
・• 使用電源サイズは 1.25•mm2（AWG16）以上を使用してください。
・• 電源端子台にはノイズ保護のため、サージアブソーバが並列に接続されています。
• 電源線と共締めしてください。
・• アースは必ず接続してください。
・• 電源端子は左から L相、E（アース）相、Ｎ相となります。間違えないよう接続して
ください。

変換器本体 電源端子台

N 相E （アース）相L 相

図16 電源端子接続図
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● 検出器ケーブルの接続
・• 検出器ケーブルのコネクタ部を変換器ケースの左下よりケーブルクランプを通しま
す。

・• 変換器内、左下のCN1、CN2のコネクタに、検出器のコネクタを接続します。
・• シールド線の丸端子はコネクタ下にあるネジ穴にネジで固定します。

変換器本体 

検出器ケーブル

シールド線丸端子
M3ネジで留める

CN2
4 ピンコネクタ

CN1
2 ピンコネクタ

図17 検出器ケーブルの接続

● オーバフロー槽フロートスイッチケーブルの接続
・• オーバフロー槽フロートスイッチのケーブルを変換器ケースの下より、ケーブルク
ランプを通します。

・• 変換器内中央下の端子台No.7、8にケーブルを接続します。

● 信号線の接続
・•「2.8•外部結線図」に従って、信号線の接続を行ってください。
・• 電流出力信号線は 2芯シールドケーブルを使用して、シールドは受信側で接地して
ください。

・• 接点出力信号線は、ノイズ保護のため、サージアブソーバ、ノイズキラーなどを並
列に接続してください。

注意
・• 信号線の配線部に絶対に電源ラインを接続しないでください。故障の原因になりま
す。

・• 通水前には電源を入れないでください。セルが空回りして、故障の原因になります。
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• P.2--4、P.8-14 の表、部品数量の誤記訂正。
2017年03月／4版

• P2-3　標準付属品、補用品の項を削除。
• P8-13　一部記述の変更（補用品の交換頻度の目安）

2016年07月／3版
• P2-7•「2.•有機性汚濁物質測定装置UV700G- □ B-A」•外形寸法誤記修正
• P.2-8•部品構成表の誤記訂正
• P.•6-15••「6.5.5•COD•換算係数、TURB•の測定値補正係数の設定」のCOD•換算係数設定画面を変更（COD•換

算係数登録数を 1-->5 種に拡大）
• P.8-15•オーバホール部品のシールワッシャ部品番号改訂
• 付録 -2　設置場所の表記を一部改訂
• CMPL•12K01B02-01E を 4版に改版

2008年11月／3版
補遺票の取り込みによる改版
• P.•iii•「◆•安全のための注意」にシンボルマークを追加
• P.1-4•「1.2.2•表示部」一覧表の誤字訂正
• P.2-2•「2.1•標準仕様」” 接点入力” の短絡電流値を変更
• P.2-4•「2.2•特性」安定性の数値を変更
• P.2-5•「2.6•オーバーホール部品」一覧表の部品番号を変更
• P.5-16•「5.5•TURB•スパン校正」の記述 (単位）を変更
• P.5-18•「5.5.2　TURE•スパン校正」の８項に記述を追加
• P.6-11•「6.5•メンテナンス－測定設定」一覧表の” 説明欄” の数字を一部変更
• P.6-19•「6.6.1•動作」の注記に記述を追加
• P.6-20•「6.7•メンテナンス－確認」一覧表の誤記訂正
• P.7-7•「16 進数•→•2 進数変換表」を追加
• P.7-8•「＊ 2：データアラーム」の表を一部訂正
• P.8-2•「8.2.1•測定セルの洗浄方法」4項下の注記に記述を追加
• P.8-3•「8.2.1•測定セルの洗浄方法」5項下の注記に記述を追加
• P.8-5•「8.2.2•ワイパーゴムの交換方法」11項下の注記に記述を追加
• P.8-9•「8.2.3•検出器セル乾燥剤の交換」19項下の注記に•記述を追加
• P.8-13•「8.4•付属品・補用品」” 標準付属表” 表の記述を変更
• P.8-14•｢8.4•付属品・補用品」” ●オーバーホール部品” 一覧表の部品番号を変更
• CMPL•P.5•「CONVERTOR」12項の部品名称変更 2015 年 04月／ 7版
• HOUSING•ASSY•ソフトウェア Rev.•2.11
• ソフト変更（P.2-15、3-3、6-2、12-3、12-7、16-2 ～ 16-4）
• 安全規格変更（P.iii）
• 壁強度追加（P.2-16)
• 接地変更（P.2-1、2-3、2-5、2-6）
• 訂正（P. 付録 2-7、付録 3-7）

2007年02月／初版
• 新規発行
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