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2	 	 1.		概　要

1. 概　要
プロセス用 pH 計は、化学・食品・薬品・金属および紙パルプ工業など幅広い分野で、原
料の測定や管理、製造工程における制御・監視および品質測定などに使われています。
また、工場排水処理における pH 管理、河川のモニターなど幅広く使われています。
一般に、pH 検出器は汚れや劣化などによる経時変化があり、性能維持のためには定期的
な洗浄が必要です。
弊社では、pH 検出器の汚れを予防するための方法として、下記のような自動洗浄装置を
用意しています。

(1)  超音波洗浄
(2)  ブラシ洗浄
(3)  ジェット洗浄
(4)  薬液洗浄

汚れの種類に対応する各種洗浄装置の使い分けの目安を表 1.1 に示します。

表1.1　汚れの種類に対応する洗浄装置の使い分け
◎：推奨　○：良　△：やや良 

汚れの種類 測定対象プロセス 洗浄方式
超音波 ジェット ブラシ 薬液

結晶性スケール 砂糖、肥料、ソーダ、ガラス ○ ○ ○ ◎

懸濁物 窯業、土砂、紙パルプ、繊維、金属、
微粉末、粘土、石炭、牛乳 ○ ○ ○ ○

粘着性 澱粉、食品 △ ○ ○ ◎

微生物 河川水、海水、藻、
紙パルプ排水、工業排水 ○ ○ ◎ ◎

吸着析出物 金属、懸濁物、凝集沈殿 △ ◎ △ ◎
注： これらはあくまでも目安としてください。

薬液洗浄装置は薬液により化学的に洗浄する方式で、超音波・ブラシ・ジェット洗浄な
どの物理的洗浄装置では効果が十分に得られない場合に用います。
薬液洗浄装置は、可動式薬液洗浄装置と固定式薬液洗浄装置の２つのタイプを用意して
います。
可動式薬液洗浄装置は、排煙脱硫設備での pH 測定など汚れの激しいアプリケーション
での連続測定に適用できます。固定式薬液洗浄装置は上記ほど厳しくはないが、超音波・
ブラシ・ジェット洗浄では十分な効果が得られない場合に用います。

本技術資料（TI 12B7A1-01）では、薬液洗浄装置を使用した pH 測定システムのシステム
構成、洗浄動作の説明および設置時の留意事項などを述べています。
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2. 可動式薬液洗浄形pH測定システム

2.1 可動式薬液洗浄形pH測定システムの特長
可動式薬液洗浄形 pH 測定システムは、下記のような特長があります。
(1) pH 検出器を測定液から引き上げて、薬液槽内で薬液 ( 希塩酸など ) に浸し、エアバ

ブリングしながら薬液を攪拌することで、手洗浄と同じ確実な洗浄が得られます。 
スケール (CaCO3 など ) の付着に対しても、極めて効果的な洗浄方法です。

F0201.ai

空気

pH検出器

薬液

泡
ブラシ

＜手洗浄＞ ＜エアバブリング式薬液洗浄＞

図2.1 エアバブリング式薬液洗浄

(2) 検出器ホルダを引上げる方式を採用しています。駆動部は接液していませんので、
長期にわたり確実な稼動ができます。

pH検出器

pH検出器

洗浄槽底板

洗浄槽

洗浄時（引上げ時）

薬液・空気入口

測定液 測定液

図2.2 可動式ホルダ

(3) pH 計による検出器の劣化診断（ガラス膜破損、液絡部目詰まりなど）や測定液の液
面低下などのチェックができます。

(4) 洗浄中は、出力信号を洗浄に入る直前の値などにホールドすることができます。
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2.2 可動式薬液洗浄形pH測定システムの構成
表 2.1 および図 2.3 に可動式薬液洗浄形 pH 測定システムのシステム構成例を示します。
2 線式 pH 計システムの場合は、ディストリビュータが必要です。

表2.1　可動式薬液洗浄形pH測定システムの構成

薬液洗浄形pH測定システム
2線式 4線式

検出器（注1） PH8EFP - □ - TT2
ホルダ PH8HS3
pH計 FLXA202 FLXA21 FLXA402
薬液洗浄操作ユニット（注2） PH8SM3-G PH8SM3-F PH8SM3-H
ディストリビュータ PH201G ————
アクセサリ PH8AX
注 1： 洗浄をより効果的にするため、KCl 溶液リザーブタンクは中圧用（pH 検出器で -TT2 を選択）を使用し

てください。また、検出器のケーブル長および KCl チューブ長を選択する際は、pH 計までの距離に可
動形ホルダのストローク長の 2 倍の長さをプラスしてください。

注 2： 薬液はお客様でご用意ください。また、使用薬液は付着物をよく除去するものを選んでご使用ください。

薬液洗浄操作
ユニット

（可動式用）

可動式ホルダ
PH8HS3

F0203.ai
検出器

薬液タンク

コントロールボックス

pH計

図2.3 可動式薬液洗浄形pH測定システムの構成
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図 2.4 に可動式薬液洗浄形 pH 測定システムの配管系統図を示します。
薬液洗浄操作ユニットと検出器ホルダ間は、製品に付属されているポリエチレンチュー
ブ（またはテフロンチューブ）を使って配管してください。なお、薬液洗浄操作ユニッ
トと検出器ホルダ間の距離は 10 m 以内にしてください。

コントロールボックス

パージ

計量タンク

薬液タンク

中圧用KClリザーブタンク

(pH検出器に付加)

4方電磁弁SV2：

空気圧接続口A：

薬液圧送用空気配管B - F：

薬液移送配管G - H：

pH検出器上昇用空気配管C - J：
pH検出器下降用空気配管D - K：2方電磁弁(NC)SV1：

圧力計PG1：
 KCl タンク加圧用

PG2：  〃
PG3：  〃　（ オプション）

減圧弁 KCl 圧送用AS1：
AS2： 減圧弁 シリンダ作動用
AS3： 減圧弁（ オプション）

A

F G

B C D E K

J

H

SV1 SV2

空気

PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット

-JP指定時Rc1/4
-NP指定時1/4NPT

<配管>

PH8HS3 ホルダ

（ パージ空気出口）

KCl 溶液補給チューブ

pH検出器

F0204.ai

AS3

AS1

AS2

PG3

PG1

PG2

測定液

図2.4 可動式薬液洗浄形pH測定システムの配管系統図
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2.3 可動式薬液洗浄形pH測定システムの各部の名
称と機能

2.3.1 薬液洗浄操作ユニット（可動式用）
図 2.5 に薬液洗浄操作ユニット（可動式用）の各部の名称と機能を示します。

薬液洗浄形pH計システムの
シ－ケンス動作をコントロール
します。

薬液を圧送する空気圧
を示します。

エアシリンダを作動する
空気圧を示します。

薬液を圧送する空気圧
設定用減圧弁です。

エアシリンダを作動する空気圧
設定用減圧弁です。

圧力計 (PG1)

減圧弁 (AS1)

タイマ (T2)

手動スイッチ
スイッチをONにすると、洗浄
動作が始まり、OFFにすると
終了します。

減圧弁 (AS2)

圧力計 (PG2)

薬液タンク

コントロールボックス

コントロールボックス

電源箱

（KCl溶液リザーブタンク）

（pH計）

KCl溶液リザーブタンクを
加圧する空気圧設定をします。
（指定があった場合に付加）

減圧弁AS3

(4線式pH計
 システムの場合
 に付加）

薬液タンクカバー
屋外に設置する場合に、
紫外線によってタンクが
劣化するのを防ぎます。
(指定があった場合に付加)

洗浄用薬液を
入れるタンク
(有効容量約
  17リットル）
 です。

洗浄時における、
洗浄槽内薬液の
エアバブリング時間を
設定するタイマです。

日除けフード
直射日光による、
pH計とコントロール
ボックスの異常昇温を
防ぎます。
（指定があった場合に付加）

図2.5 薬液洗浄操作ユニット（可動式用）各部の名称と機能
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2.3.2 可動式ホルダ
図 2.6 に可動式ホルダの各部の名称と機能を示します。

エアシリンダ作動(下降)
用空気配管接続口

取付けブラケット
PH8HS3ホルダを
50Aパイプに取り
付けるためのブラ
ケットです。

エアシリンダ
内部マグネットの
動きに合わせて、
外周部を摺動部が
スライドします。

エアシリンダ作動(上昇)用
空気配管接続口

薬液圧送用配管接続口

エアシリンダ摺動部
空気圧によって昇降
します。

検出器ホルダ
pH検出器が組み込まれ
ます。
検出器ホルダは、エア
シリンダ摺動部ととも
に昇降します。

Oリング
測定液が検出器ホルダ
内に侵入するのを防ぎ
ます。

リミットスイッチ端子台

リミットスイッチ
検出器ホルダが上端
位置に達したことを
検知します。

スプリング
洗浄時に洗浄槽の底
板を密閉する役目を
します。

洗浄槽底板
洗浄時に閉まり、タンク
から送られてくる薬液を
洗浄槽内に収容します。

カバー(防滴用)
端子台が濡れたりほこりが
堆積したりするのを防ぎます。

配線引込み口
リミットスイッチ
端子台への配線（上
端位置検出信号用）
を通します。

エアシリンダカバー
屋外設置の場合の
防塵カバーです。
（指定があった場合に付加)

本体シャシ

検出器ボルダ保持アーム
検出器ホルダは、アーム
に差し込んであるだけです。

洗浄槽
洗浄時、pH検出器は
ここに収納され、
電極部が洗浄されます。

(pH検出器)

図2.6 可動式ホルダ・各部の名称と機能
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2.4 可動式薬液洗浄形pH測定システムの動作説明
動作モードや洗浄指令のタイミング、洗浄時の動作について説明します。

2.4.1 動作モード
薬液洗浄形 pH 測定システムの動作モードには、「測定モード」と「洗浄モード」があります。

「測定モード」は pH 測定をしている時の状態で、検出器ホルダは最も低い位置まで降下
して、pH 検出器を測定液に浸しています。

「洗浄モード」は、pH 計からの「洗浄」指令によって検出器ホルダが下端位置から上昇
を始め、pH 検出器の洗浄を実行して再び測定モードに入るまでの動作をしている状態で
す。洗浄モードには、洗浄動作後の緩和時間も含まれます。洗浄モード時は、出力信号
を洗浄モードに入る直前の値などにホールドしておくことができます。

2.4.2 「洗浄＜WASH＞」指令
通常の運転における「洗浄＜ WASH ＞」指令は、pH 計から設定している周期ごとに出力
します。pH 計の場合は、リモート接点入力回路を使って、随時、「洗浄」指令を出させ
ることもできます。「洗浄」指令は、洗浄時間と緩和時間の 2 つの要素からなります。
薬液洗浄は、薬液洗浄操作ユニットのコントロールボックス内の「手動洗浄指令スイッチ」
で実行させることもできます。スイッチ ON で薬液洗浄装置は洗浄動作状態となり、スイッ
チ OFF で洗浄動作状態が解除となります。なお、この操作で洗浄を行っているときには、
洗浄モードでの動作（出力信号のホールドなど）を行いません。
pH 計からの「洗浄」指令と、コントロールボックス内の「手動洗浄指令スイッチ」によ
る洗浄指令が重なり合った場合における検出器ホルダの動作は、図 2.7 のようになります。

電源：ON

洗浄周期 洗浄周期

洗浄時間 緩和時間

( 洗浄モード ) 薬液圧送空気

pH計
「洗浄」信号(自動洗浄)

「手動洗浄」スイッチ：ON

上端位置

下端位置
検出器ホルダ

pH出力信号のホールド

　　（注） 洗浄周期、洗浄時間および緩和時間は、pH計で設定します。
 pH出力信号のホールドは、pH計からの指令による洗浄動作時(洗浄モード)にだけ実行されます。
 なお、ホールドを解除しておくことも可能です。
 薬液圧送は、検出器ホルダが下端位置から上端位置に移動した直後の一定時間(タイマT2設定時間)
 だけ行われます。

図2.7 自動洗浄と手動洗浄指令とが重なった場合における検出器ホルダの動作
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2.4.3 洗浄動作シーケンス
pH 計からの「洗浄＜ WASH ＞」信号によって、pH 検出器の洗浄が実行されるときの、
一連の動作を図 2.8 に示します。

pH出力信号のホールド

「洗浄」接点信号

シリンダ作動用弁（SV2）

洗浄用底板

＜上端位置検出＞信号

検出器ホルダ

＜シリンダ異常＞信号

薬液圧送/エアバブリング
用電磁弁（SV1）

洗浄動作

薬液洗浄装置

上端位置

下端位置

閉じる

開く

洗浄時間 緩和時間
（測定モード） （測定モード）

（洗浄モード）

t1：タイマT1設定時間
t2：タイマT2設定時間

シリンダに上昇用空気が供給される

上端位置に達しない状態

開く（計量タンクに空気が供給される）

t2

t1≧

t1＜

pH計

図2.8 洗浄動作シーケンス

● 「洗浄＜ WASH ＞」接点信号の出力
 pH 計の洗浄周期設定タイマがタイムアップすると、洗浄動作に入ります。このとき、

設定してある洗浄時間だけ、「洗浄＜ WASH ＞」接点信号が操作ユニットのコントロー
ルボックスに出力されます。

● シリンダ作動用電磁弁 SV2 の動作
 「洗浄＜ WASH ＞」接点信号を受けている間、コントロールボックス内の電磁弁 SV2

が作動し、シリンダ作動用空気圧が可動式ホルダのシリンダ上昇側に加えられます。 
その結果、シリンダ摺動部に連結している検出器ホルダが上昇します（図 2.4 の配管
系統図を参照してください）。

● 「上端位置検出」信号の出力、および「シリンダ異常」信号の出力
 検出器ホルダが上端位置に達すると、洗浄槽の底板が閉じます。また、リミットスイッ

チも ON になります。この ON 信号（24 V DC、最大 50 mA）によって、コントロー
ルボックス内のタイマ T2 が起動し、電磁弁 SV1 を作動（バルブ：開）させます。電
磁弁 SV1 が開くことによって、計量タンク内に空気圧が加わり、約 100 ml の薬液が
ホルダの洗浄槽に圧送されます。空気の供給は、タイマ T2 がタイムアップするまで
続き、洗浄槽内の薬液をエアバブリングして pH 検出器の洗浄効果を高めます。

 なお、「洗浄＜ WASH ＞」接点信号が出ると同時に起動するタイマ T1 がタイムアッ
プしても検出器ホルダが上端位置に達しない場合は、「シリンダ異常」信号が出ます。

 「シリンダ異常」信号は、「洗浄＜ WASH ＞」接点信号が停止した時点で解除（接点：
“開”）されます。
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● 洗浄動作の終了
 洗浄時間が経過すると、「洗浄＜ WASH ＞」接点信号が停止します。電磁弁 SV2 の空

気回路も切り換わり、空気圧がシリンダ下降側に加えられます。検出器ホルダが降
下するとともに洗浄槽の底板が開き、洗浄槽内の薬液が排出されます。

 pH 計は、洗浄時間経過後、引き続き緩和時間に入ります。この間も pH 計は出力信
号をホールドしています（“ホールド有り” にセットしている場合）。また、pH 計の
表示部には、洗浄中を示す「＊ WASH」（点滅）を表示しています。

 検出器ホルダは下端位置で pH 検出器を測定液に浸し、緩和時間が経過して測定モー
ドになるのを待ちます。

pH検出器

pH検出器

洗浄槽底板

洗浄槽
薬液・空気入口

測定液 測定液

測定中（シリンダ下） 洗浄中（シリンダ上）
図2.9 可動式ホルダの洗浄動作

8th Edition : 2020.02.20-00



TI 12B7A1-01

	 	 2.		可動式薬液洗浄形pH測定システム 11

2.5 可動式ホルダ設置時の留意事項

2.5.1 pH検出器の取付け
(1) pH 検出器は図 2.11 の（1）のように検出器ホルダに押し込んで取付けます。
 pH 検出器のフランジ部が検出器ホルダの下端に接触するまで押し込んでください。
(2) 付属の部品（プレート、クランプ、スクリュー、ゴムシート）で pH 検出器のケーブ

ルを固定し、pH 検出器が脱落しないように取付けます。KCl 溶液チューブは折れや
すいので固定しないでください。

検出器ケーブル

ゴムシート（19×40 mm）
40 mmの辺を軸方向にして、
検出器ケーブルに貼り付けます。

クランプ

スクリュー

検出器ホルダ

プレート

KCl 溶液チューブ

注意：
●検出器ケーブルだけをクランプで挟んで

ください。
●検出器ホルダ内での検出器ケーブルに、

たるみが生じないようにしてください。

図2.10 pH検出器抜け止め処置
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2.5.2 可動式ホルダの設置
液面変動を考慮して、pH 検出器の先端部が測定液に 30 mm 以上浸るようにしてください。
検出器ホルダのストローク長は、液面の泡や波立ちなどの変動分（図 2.11 中の注 2 参照）
も含めて検討してください。

検出器

液面変動

洗浄槽底板

（1）pH検出器の取付 （2）検出器ホルダの設置

クランプなど

検出器ホルダ

Uボルト

液

泡

(注3)

(注2)

(注1)

注1：洗浄槽底板は、測定液に浸らないようにしてください。
注2：ストローク長を検討するのに必要な寸法です。
　　  液面の泡や波立ちの変動分も考慮してストローク長を選択してください。
注3：pH検出器の先端が30～90 mm 測定液に浸るように設置してください。

図2.11 可動式ホルダの設置要領
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3. 固定式薬液洗浄形pH測定システム
固定式薬液洗浄システムは、可動式薬液洗浄システムを使うほど汚れが厳しくはないが、
超音波・ブラシ・ジェット洗浄では十分な効果が得られないアプリケーションに用います。

3.1 固定式薬液洗浄形pH測定システムの特長
固定式薬液洗浄形 pH 測定システムは、下記のような特長があります。
(1) 薬液と空気を混合し、ミスト状にして pH 検出器に吹きかける方式ですので、薬液だ

け吹きかけるより確実な洗浄が得られます。
(2) 検出器ホルダは、潜漬形と流通形の 2 タイプが用意されていますので、他の洗浄方

式を使っていて機能しなかった場合でも、比較的簡単に置き換えができます。
(3) pH 計による検出器の劣化診断（ガラス膜破損、液絡部目詰まりなど）や測定液の液

面低下などのチェックができます。
(4) 洗浄中は、出力信号を洗浄モードに入る直前の値などにホールドしておくことがで

きます。

3.2 固定式薬液洗浄形pH測定システムの構成
表 3.1 および図 3.1 に固定式薬液洗浄形 pH 測定システムのシステム構成例を示します。
2 線式 pH 計システムの場合は、ディストリビュータが必要です。

表3.1　固定式薬液洗浄形pH測定システムの構成

薬液洗浄形pH測定システム
潜漬形ホルダ 流通形ホルダ

2線式 4線式 2線式 4線式
検出器 （注1） PH8EFP - □ - TT2 PH8EFP - □ - TT2 PH8EFP - □ - TT2 PH8EFP - □ - TT2
ホルダ *1 *1 *2 *2
pH計 FLXA202/FLXA21 FLXA402 FLXA202/FLXA21 FLXA402
薬液洗浄操作ユニット（注2） 特注決済が必要です。
ディストリビュータ PH201G ———— PH201G ————
アクセサリ PH8AX PH8AX PH8AX PH8AX
*1： PH8HS - PP - □□ - □ - CM - CM*A（特注決済が必要です）。
*2： PH8HF - PP - □□□ - T - CM - CM*A（特注決済が必要です）
注 1： 洗浄をより効果的にするため、KCl 溶液リザーブタンクは中圧用（pH 検出器で -TT2 を選択）を使用し

てください。
注 2： 薬液はお客様でご用意ください。また、使用薬液は付着物をよく除去するものを選んでご使用ください。
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薬液洗浄ノズル

洗浄ホルダ

pH計

薬液タンク

固定式ホルダ
PH8HS潜漬形ホルダ

固定式ホルダ
PH8HF流通形ホルダ

薬液洗浄操作
ユニット

（固定式用）

F0301.ai

pH検出器

洗浄用薬液
入口

測定液入口

測定液
出口

薬液洗浄ノズル フランジ

図3.1 固定式薬液洗浄形pH測定システムの構成

図 3.2 に固定式薬液洗浄形 pH 測定システムの配管系統図を示します。
薬液洗浄操作ユニットと検出器ホルダ間は、製品に付属されているポリエチレンチュー
ブ（またはテフロンチューブ）を使って配管してください。なお、薬液洗浄操作ユニッ
トと検出器ホルダ間の距離は 10 m 以内にしてください。
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PH8HS潜漬形ホルダ固定式
PH8HF流通形
ホルダ固定式

pH検出器

pH検出器

SV2

N0

NC COM

FM

SV1

NV1

PG2

AS2

PG1

AS1

<配管材質>
        : Ø6/ Ø4  ポリエチチューブ
        : Ø6/ Ø4  テフロンチューブ
        : Ø6/ Ø4  SUS316チュ-ブ

NV2

専用KClチュ-ブ 専用KClチュ-ブ

薬液洗浄操作ユニット

流量計内蔵ニードル弁NV2：

テフロン製電磁弁SV2：
電磁弁SV1：

ニードル弁NV1：

圧力計PG1：

減圧弁AS1：
AS2：  〃

PG2：  〃

FM： 流量計

中圧用KClタンク

薬液計量
タンク

薬液タンク (20l )

空気

図3.2 固定式薬液洗浄形pH測定システムの配管系統図
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3.3 固定式薬液洗浄形pH測定システムの各部の名
称と機能

3.3.1 薬液洗浄操作ユニット（固定式用）
図 3.3 に薬液洗浄操作ユニット（固定式用）の各部の名称と機能を示します。

流量計FM
(ニードル弁付）

(薬液圧送用)
減圧弁 AS2

(薬液圧送用)
電磁弁 SV1

薬液タンク

スタンド

ニードル弁 NV1
(薬液噴霧用)

電磁弁 SV2
(薬液バブリング用)

電源ボックス

（KCl溶液リザーブタンク）
（pH計）

KCl溶液リザーブタンクを
加圧する空気圧設定をします。
（指定があった場合に付加）

減圧弁AS1

（電源を配線します）

薬液タンクカバー
屋外に設置する場合に、
紫外線によってタンクが
劣化するのを防ぎます。
（指定があった場合に付加）

洗浄用薬液を
入れるタンク
（有効容量約
    17リットル）

日除けフード

pH計の
異常昇温を
防ぎます。
（指定があった
    場合に付加）

直射日光による、

図3.3 薬液洗浄操作ユニット（固定式用）各部の名称と機能
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3.3.2 潜漬形ホルダおよび流通形ホルダ
図 3.4 に潜漬形ホルダの各部の名称と機能を、図 3.5 に流通形ホルダの各部の名称と機能
を示します。

洗浄用薬液入口 洗浄用薬液入口

薬液洗浄ノズル
薬液洗浄ノズル

パイプ取付け 一般フランジ取付け

検出器ホルダ

検出器ホルダ

洗浄ホルダ

洗浄ホルダ

一般
フランジ

（pH 検出器） （pH 検出器）

図3.4 潜漬形ホルダ・各部の名称と機能

（pH 検出器）

洗浄用薬液入口

測定液入口

測定液出口
薬液洗浄ノズル

Oリング

Oリング

キャップ

ローレット付ナット フランジ

図3.5 流通形ホルダ・各部の名称と機能
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3.4 固定式薬液洗浄形pH測定システムの動作説明
動作モードや洗浄指令のタイミング、洗浄時の動作について説明します。

3.4.1 動作モード
薬液洗浄形 pH 測定システムの動作モードには、「測定モード」と「洗浄モード」があります。

「測定モード」は、通常の pH 測定をしている時の状態をいいます。
「洗浄モード」は、pH 計からの「洗浄」指令によって薬液洗浄を実行して、再び測定モー

ドに入るまでの動作をしている状態です。洗浄モードには、洗浄動作後の緩和時間も含
まれます。洗浄モード時は、出力信号を洗浄モードに入る直前の値などにホールドして
おくことができます。

3.4.2 「洗浄＜WASH＞」指令
通常の運転における「洗浄＜ WASH ＞」指令は、pH 計から設定している周期ごとに出し
ます。pH 計の場合は、リモート接点入力回路を使って、随時、「洗浄」指令を出させる
こともできます。「洗浄」指令は、洗浄時間と緩和時間の 2 つの要素からなります。

3.4.3 洗浄動作シーケンス
pH 計からの「洗浄＜ WASH ＞」信号によって、pH 検出器の洗浄が実行されるときの、
一連の動作を図 3.6 に示します。

pH計
で設定 HOLD（ホールド）

薬液圧送用電磁弁（SV1）

pH出力信号ホールド

バブリング動作用電磁弁（SV2）

WASH（洗浄）

ホールド値出力 測定値出力

洗浄時間 緩和時間

図3.6 自動洗浄指令のときの動作シーケンス

● 「洗浄＜ WASH ＞」接点信号の出力
 pH 計の洗浄周期設定タイマがタイムアップすると、洗浄動作に入ります。このとき、

設定してある洗浄時間だけ、「洗浄＜ WASH ＞」接点信号が操作ユニットの電磁弁に
出力されます。

● 電磁弁 SV1/SV2 の動作
 洗浄動作に入ると、電磁弁 SV1 を作動（バルブ：開）させます。同時に電磁弁 SV2

も洗浄ラインに切り換わります。
 電磁弁 SV1 が開くことによって、計量タンク内に空気圧が加わり、約 100 ml の薬液

がホルダに圧送されます。このとき、より洗浄効果を上げるため、薬液と空気とが
ミスト状になるようにニードル弁 NV1 の開度を調整します（図 3.2 の配管系統図を
参照してください）。

8th Edition : 2020.02.20-00



TI 12B7A1-01

	 	 3.		固定式薬液洗浄形pH測定システム 19

● 洗浄動作の終了
 pH 計は、洗浄時間経過後、引き続き緩和時間に入ります。
 この間も pH 計は出力信号をホールドしています（“ホールド有り” にセットしてい

る場合）。また、pH 計の表示部には、洗浄中を示す「＊ WASH」（点滅）を表示して
います。

3.5 ホルダ設置時の留意事項
潜漬形ホルダは、測定液の温度が 50℃以下で、流速が 2 m/s 以下の場所に設置してくだ
さい。
流通形ホルダの場合は、洗浄効果を確保するため、ホルダ出口は大気開放にしてください。
また、測定液温度は 50℃以下としてください。

洗浄用薬液入口

薬液洗浄ノズル

薬液洗浄ノズル

PH8HS 潜漬形ホルダ
パイプ取付け例

PH8HF流通形ホルダ
取付け例

検出器ホルダ 洗浄器ホルダ

パイプ固定用
取付金具

（pH 検出器）

（pH 検出器）

測定液

測定液の
流速は
2 m/s 以下

出口側大気開放
としてください

ストップ弁

洗浄用薬液

フランジ取付

図3.7 潜漬形ホルダおよび流通形ホルダの設置
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4. アプリケーション例
薬液洗浄形 pH 測定システムは、可動式と固定式の 2 つのタイプがあります。
可動式は、排煙脱硫設備での pH 測定など汚れの激しいアプリケーションでの連続測定に
適用できます。固定式は上記ほど厳しくはないが、超音波・ブラシ・ジェット洗浄では
十分な効果が得られない場合に用います
主なアプリケーション例を下記に紹介します。

・ 排煙脱硫装置（石灰石膏法）における pH 測定：電力など
・ フッ酸を含む排水の排水処理工程での pH 測定：半導体製造、電子部品製造など
・ 排煙脱硫装置（水酸化マグネシウム法）における pH 測定：電力など
・ 下水処理場での pH 測定および流入下水受け入り口での pH 測定：公共下水など

4.1 排煙脱硫装置（石灰石膏法）におけるpH測定
石灰石膏法の排煙脱硫装置では、脱硫剤（石灰）の消費量管理をオンライン pH 計を使用
して行っています。このとき問題になる石灰による pH 検出器の汚れに対し、可動式薬液
洗浄装置を用いて洗浄することにより、測定精度の維持と保守工数の節減を実現してい
ます。

〈プロセス概要〉
石灰石膏法の排煙脱硫には、吸収工程と酸化工程があります。pH 計は、これらの工程の
管理に使われています。

・ 吸収工程
 所定の脱硫率を得るとともに、カルシウム（Ca）の反応達成率を上げることも必要

です。吸収率は、液の pH 値、液ガス比（L/G）、液濃度および液温の影響を受けます。
 吸収液が pH5 より低い値になると、Ca(HSO3)2 が生成します。この Ca(HSO3)2 は、

可逆反応を伴い SO2 を発生させるため脱硫率が低下します。吸収液が pH7 以上の場
合は、排ガス中に含まれる CO2 が Ca と反応して CaCO3 が生成し、石灰の消費が多
くなります。

 また、pH 値は後段の酸化工程にも影響するため、一般に吸収液の pH 値は 5 ～ 6 に
コントロールします。

   Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O　
   2CaCO3 + 2SO2 + 1/2 H2O → 2CaSO4・1/2 H2O + CO2

・ 酸化工程
 吸収工程で生成した CaSO3・1/2 H2O を空気で酸化し、CaSO4 とする工程です。
 約 500 kPa の圧力と 50 ～ 80℃の温度で運転します。また、吸収塔内の pH6 程度になっ

ている吸収液に冷却塔の酸を混入して pH 値を 4 程度に調整します。
   CaSO3・1/2 H2O + 1/2 O2 + Aq → CaSO4・1/2 H2O + Aq
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：pH測定点

圧力：約500kPa
温度：50～80℃
pH　：4

蒸
留
塔排

ガ
ス

吸
収
塔

吸
収
塔

煙突

石灰
混合槽

石灰

空気

酸
化
塔 石

灰

酸化工程pH計コントロール値：pH 4

吸収工程pH計コントロール値：pH 5～6

〈フィールドデータ〉
 石灰石膏法排煙脱硫装置で使用される pH 計は、結晶性物質（CaCO3 など）の付着

によって検出器が著しく汚れるため、この汚れに対応できる pH 計システムの選定が
ポイントになります。

薬液洗浄形pH計システム 一般用pH計
洗　浄 自動酸洗浄：実施周期 2 ～ 3 回 / 日（任意に設定

可能）マニュアル酸洗浄：実施周期 1 回 / 日
マニュアル酸洗浄：約 1 回 / 月

マニュアル酸洗浄：実施周期 1 回 / 日

校　正 マニュアル校正：週に 1 回 マニュアル 2 点校正：実施周期 1 回 / 週
その他の保守 洗浄用薬液の補充：約 1 回 /2 か月 ——
酸洗浄に用いる薬液は、約 4% の塩酸です。
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4.2 フッ酸を含む廃水のpH測定
半導体や光ファイバーケーブル等の製造工場および電子部品の製造工場には、フッ酸を
含む廃水の処理施設が数多くあります。この処理施設では、消石灰を注入して反応させ
フッ酸を除去しています。このときの pH 検出器の汚れに対し、可動式薬液洗浄装置を用
いて洗浄することにより、測定精度の維持と保守工数の節減が期待できます。

〈プロセス概要〉
 半導体工場のフッ酸廃液には、濃廃液（間欠的に排出）と希薄廃液（常時排出）が

あります。濃廃液と希薄廃液は、一旦、それぞれの貯槽に貯え、その後それぞれ一
定量を原廃水貯槽に送ります。原廃水貯槽で、均一に混合するためのエアバブリン
グ攪拌を行ってから反応槽に送ります。反応槽では、消石灰を注入して十分に反応
させ CaF2 を生成させます。次の凝集では凝集剤を入れてフロック化し、沈澱地で懸
濁物を沈澱除去します。処理した水（pH 値：9 以上）を中和槽に送り、塩酸を加え
て pH6 ～ pH8 に中和した上で放流します。

Ca (OH)2濃フッ酸廃水
濃フッ酸廃水貯槽

フッ酸廃水貯槽
原廃水貯槽

処理水
フッ酸：
  20ppm以下
pH： 9～10

フッ酸廃水
空気

凝集剤

凝集槽
沈殿池 排泥ポンプ 第1

中和槽
第2

中和槽

塩酸 塩酸

反応槽

放流水

一般用pH計

薬液洗浄形
pH計

HF405耐フッ酸
pH検出器を使用

：pH測定点

4.3 排煙脱硫装置（水酸化マグネシウム法）にお
けるpH測定

水酸化マグネシウム法の排煙脱硫装置では、脱硫剤 [Mg(OH)2] の消費量管理をオンライ
ン pH 計を使用して行っています。このとき問題になる水酸化マグネシウム（スラリー）
による pH 検出器の汚れに対し、流通形ホルダと組合わせた固定式薬液洗システムを用い
て洗浄することにより、測定精度の維持と保守工数の節減を実現しています。
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〈プロセス概要〉
 水酸化マグネシウム法排煙脱硫装置では、Mg(OH)2( スラリー ) を吸収剤として使用し、

排ガス中の SO2 の除去を行います。
   吸収反応 (1) Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O
   吸収反応 (2) MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2
 SO2 ガスを吸収した液は、pH 調整→酸化→濾過の排水処理によって無害化してから

放流されます。
   pH 調整 Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3 + 2H2O
   酸化  MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

排ガス

排気

排気

吸　収　塔水

水酸化マグネ
シウム　貯槽

空気

排水
酸

化

塔

濾過器
薬液洗浄形pH計

一般用pH計

：pH測定点

〈フィールドデータ〉
 水酸化マグネシウム法排煙脱硫装置で使用される pH 計は、Mg(OH)2 スラリーの付

着によって検出器が著しく汚れるため、この汚れに対応できる pH 計システムの選定
がポイントになります。

薬液洗浄形pH計システム 一般用pH計
洗　浄 自動酸洗浄：実施周期 2 ～ 3 回 / 日（任意に設定

可能）マニュアル酸洗浄：実施周期 1 回 / 日
マニュアル酸洗浄：約 1 回 / 月

マニュアル酸洗浄：実施周期 1 回 / 日

校　正 マニュアル校正：週に 1 回 マニュアル 2 点校正：実施周期 1 回 / 週
その他の保守 洗浄用薬液の補充：約 1 回 /2 か月 ——
酸洗浄に用いる薬液は、約 4% の塩酸です。
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■ お問い合わせについて
製品の情報に関しては、下記ホームページでもご覧になれます。

当社のホームページ：http://www.yokogawa.co.jp/an
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