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1. 概要
自動水質監視装置（形名：WM1000G）は、上水道における給水栓水などの水質を水温・濁度・
色度・残留塩素・pH・導電率・水圧の 7 項目について自動測定する装置です。
測定された水質データは、4 ～ 20 mA DC のアナログ信号で出力されます。また測定デー
タのほか、「保守中信号」「断水」「検出器故障」「装置故障」等の自己診断機能によって
検知された警報が出力されます。
WM1000G は、給水栓水や広域水道供給点の水質監視に用いられますが「おいしい水」「安
全な水」を作ることへの幅広い用途が期待できます。
水道法では、「水道により供給される水」の水質基準を定め「適合するかどうかを判断で
きる場所」の水について「毎日 1 回、色・濁り・残留塩素」を検査するように厚生労働
省から通達されています。（参考として、厚生労働省令を掲載）WM1000G は現在巡回し
て手分析している「毎日検査」を自動的かつ連続的に測定するものです。
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2. 特長
(1) 水質 7 項目（水温、濁度、色度、pH、残留塩素、導電率、水圧）をオンライン自動測定し、

測定データを 4 ～ 20 mA DC 信号で出力します。
(2) 長期間無人運転を可能にした専用システムです。

・ 自動校正機能により、濁度検出器、色度検出器、pH 検出器および残留塩素検出器の
保守周期を従来より大幅に長くし、信頼性の高いデータを得ることができます。

・ 自己診断機能により、装置故障・検出器故障および断水の検知が常時でき、水質監
視におけるデータ採取ミスを最小限に防ぐことができます。

・ 実績のある検出器群と豊富な検出器診断機能の組み合わせにより、信頼性の高いデー
タが得られます。

・ 通信機材を搭載することにより、測定データおよび自己診断データの遠隔伝送を行
うことができます。

(3) 色度検出器は、濁度検出器と一体構造の 2 光路透過光比較演算方式を採用し、濁度
補償をするとともに、汚れに強い特性を実現しました。

(4) マイクロプロセッサを搭載したコントロールユニットは、保守操作（パラメータの
設定・チェック・校正）を容易にしました。

(5) 屋内 / 屋外設置を選択可能
(6) 屋外設置用は日除け板を標準装備
(7) 公定法対応も可能（公定法対応については、弊社へご相談ください。）
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3. 測定システム

3.1 機器配置
図 3.1 は、WM1000G 屋外設置形の機器配置を示したもので、以下の点について特に配慮
して設計がされています。
(1) 電気回路の防湿対策が考慮されています。

・上部の電気室と、下部のサンプリング室は『仕切板』により分離しました。
(2) 設置環境を考慮して設計がされています。

・ 直射日光をさえぎる『日よけ板』がキュービクルの外側に取り付けられています。
・ サンプリング室の温度が設定温度以下になると『ヒータ』が作動し、内部を暖めます。
・ 電気室の温度が設定以上になると『電気室ファン (FN1)』が作動し、温度上昇を抑え

ます。
・ サンプリング室の湿度が上昇しないように、『サンプリング室ファン (FN2)』が常時

作動しています（ヒータが働いているときには停止しています）。
(3) 保守スペースを考慮した前面アクセスのキュービクルです。
(4) 保守に便利な機器配置がされています。は、連続して安定な蒸留分析を次のように

実現した。ハードウェアは後述する。
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図 3.1 装置内機器配置図
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3.2 電気系統図
図 3.2 は、WM1000G の電気系統図を示したもので、以下の点について特に配慮して設計
されています。
(1) 測定データのほか、診断機能による監視項目が豊富です。
 「保守中信号」「断水」「検出器故障」「装置故障」の警報が常時監視されています。
(2) テレメータ（お客様用意）により遠隔地で運転状況および故障内容がわかるので、対

応が迅速にできます。
(3) コントロールユニットは内機が簡単に交換できるユニット方式ですので、保守が容

易です。
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図 3.2 電気系統図
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3.3 配管系統図
図 3.3 は、WM1000G の配管系統図を示したもので、以下の点について特に配慮して設計
されています。
(1) 開放液面がないので水質変化がなく、湿気も出にくくなっています。
(2) 節水と保守性を考慮して配管、水質計の配置が工夫されています。
(3) 保守時に便利な 2 流路方式を採用しています。保守しない片側の流路の水質計を運

転させたままで保守時の点検が行えます。
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3.4 測定
測定方式には間欠測定と連続測定があります。
(1) 間欠測定
 電磁弁 SV1 と電磁弁 SV2（図 3.3 および図 3.4 参照）は、5 分毎に ON/OFF し、測定

回路は交互に切り換えられます。したがって、残留塩素と pH は、電磁弁 SV1 が開い
ている 5 分間内に測定され、測定終了直前に測定表示とアナログ出力は更新されホー
ルドします。

 濁度 / 色度は、電磁弁 SV2 が開いている 5 分間内に測定され、測定終了直前に測定
値表示とアナログ出力は更新されホールドします。

 導電率も間欠測定されます。その周期は、前記の pH および残留塩素の測定に同期し
て行われます。

 温度の測定は、試料水入口近くにある温度検出器（TH1）によって行われます。測定
は間欠測定で、導電率、残留塩素、pH の測定に同期します。

 圧力は、水圧用試料水ラインにより静水圧として測定します。この測定は、他の検
出器とは別に常時行われます。なお、装置の運転を正常に行うために、水圧測定が
測定項目に無い仕様であっても圧力検出器（PS1）は装備されます。

流路2
(SV2)

流路1
(SV1)

自動運転開始

4分30秒 5分

①

① 水温、pH、導電率、
 残留塩素の出力更新 

②

② 水圧の出力更新 
③

③ 濁度、色度の出力更新

30秒

作動
停止

作動
停止

図 3.4 自動運転のタイムチャート（間欠測定）

(2) 連続測定
 電磁弁 SV1 と電磁弁 SV2 は、両方とも開き、各検出器とも測定信号（測定値表示、

アナログ出力）は連続して出力されます。また、水圧信号も、同じく連続して出力
されます。

3.5 自動校正
自動校正は、自動運転中に、残留塩素検出器、pH 検出器および濁度 / 色度検出器につい
て行われます。自動校正中、アナログ出力は直前値でホールドされています。また、該
当する検出器のホールドランプが点灯し、さらに測定ランプが点滅して校正中であるこ
とを示します。
(1) 残留塩素検出器
 自動ゼロ点校正を行います。校正は、変換器への測定信号回路を開いた電気的オー

プンゼロとする方法で行われます。
(2) pH 検出器
 pH7 標準液による校正を行います。
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 電磁弁 SV1 が閉の状態で電磁弁 SV6 を開き、pH 検出器セル内を排水し、次に電磁弁
SV6 を閉じてから電磁弁 SV4 を開き、pH7 標準液を導入して校正します。

(3) 濁度 / 色度検出器
 電磁弁 SV8 を開いて検出セルの窓ガラス洗浄を行った後、ゼロ基準液によるゼロ点

校正を行います。
 まず、電磁弁 SV2 が閉の状態で電磁弁 SV7 が開き、濁度 / 色度検出器セル内を排水

します。次に、電磁弁 SV7 が閉じてから電磁弁 SV3 が開き、フィルタ F1、F2 を通っ
たゼロ基準液を導入してゼロ校正を行います。

3.6 自己診断・警報機能
(1) 断水警報
 自動測定状態において水圧が下がり、下限値以下の値を一定時間以上継続した場合、

断水警報を発します。
(2) 検出器故障警報
 各検出器およびそのコンバータに異常が生じた場合は、それぞれの検出器について

の故障警報を出します。
(3) 装置の故障警報
 本装置の電源投入時にメモリの異常が検出された場合、およびプロセッサの故障に

よって装置の運転に異常が生じた場合、また、濁度 / 色度検出器、pH 検出器、残留
塩素検出器の自動校正、半自動校正動作時に校正異常が生じた場合、故障警報を出
力します。また、操作パネル上の装置故障ランプが点灯します。

( 注 ) 断水警報 1 点、各検出器故障警報と装置故障警報をまとめて 1 点、それぞれリレー接点で出力します。
 各検出器のいずれかが故障すると、警報が出力されます。

3.7 校正
各検出器の校正基準・方法を表 3.1 に示します。

表 3.1 各検出器の校正基準または校正方法

設定項目 校正基準または校正方法
ゼロ校正 スパン校正

水温 標準温度計 ―
濁度 濁度ゼロ液 濁度標準液（カオリン、ホルマジン、ポリスチレン）( 注 )

色度 色度ゼロ液 色度標準液（白金・コバルト法）
pH pH7 標準液 pH9 標準液
導電率 オープンゼロ KCl 標準液
残留塩素 オープンゼロ 電流滴定法
水圧 大気圧開放 ー

( 注 ) 濁度標準液は以下のように定められています。
 上水試験法；カオリン、ホルマジン、ポリスチレン
 水質基準公定法；ポリスチレン
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4. 各水質計器の測定原理と特長

4.1 色度・濁度検出器
(1) 校正標準

(1) 色度
 色度の標準は上水試験法に定められた白金・コバルト法色度標準液を用います。色

度は、上水試験方法によれば「精製水 1 L に色度標準液中の白金（Pt）1 mg および
コバルト（Co）0.5 mg を含むときの呈色に相当するものを 1 度とする」と定義され
ています。

 なお、上水試験方法で色度の対象としているものは、主として地質に由来するフミン
質による類黄色ないし黄褐色の呈色とされています。また、同様の色は工場排水や
下水等の混入、または河川・湖沼の底質の嫌気性分解によって生ずるコロイド性の鉄、
マンガン化合物によっても呈されるとされています。

(2) 濁度
 濁度の標準は、上水試験法（および JIS K 0101）に定めるカオリン、ホルマジン、ポ

リスチレンの濁度標準液を用います。
 濁度は、「精製カオリン 1 mg を水 1 L 中に含む場合の濁りを 1 mg/L とする」と JIS

によって定義されています。
( 注 ) 濁度標準液は以下のように定められています。
 上水試験法；カオリン、ホルマジン、ポリスチレン
 水質基準公定法；ポリスチレン

(2) 測定波長
色度は 390 nm、濁度は 660 nm の波長で測定します。
図 4.1 に色度 10 度の白金・コバルト法標準液の透過率特性を示します。
390 nm の波長では透過率は約 60% です。つまり吸収分は約 40% で、色度の変化を検出
します。また 660 nm の波長では透過率は 100% です。したがって色度の変化に影響され
ずに濁度分のみを検出します。
なお上水試験法では、透過光式濁度測定法に用いる光の波長は 660 nm と定められていま
す。

200 600400

100

0

50

390 nm 660 nm

波長(nm）

透過率％

800

図 4.1 白金・コバルト色度標準液の透過率特性（色度：10 度、セル長 150 mm）
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ランプ 比較セル（Ref）

フィルターホイール凹面鏡

凹面鏡

フィルタ

検出器

測定セル（Mes）

図 4.2 色度・濁度検出器の原理構造図

得られる信号

ICR ItR
ICM ItM Ic: 色度検出光（色度、濁度に感度がある）

If: 濁度検出光（濁度のみに感度がある）

図 4.3 検出光の原理図

(3) 測定原理
図 4.2 に原理構造図を示します。
ランプから出た白色光は二手に分かれ、各々凹面鏡で平行光線になり、一方は測定光と
して測定セル（Mes）、また他方は比較光として比較セル（Ref）を通過します。
フィルタホイールは円板状で、その上に 390 nm、および 660 nm のフィルタが 1 個ずつ
90 度の角度をおいて取付けてあり、一定速度で回転しています。セルを出た測定光と比
較光は間欠的に 2 個のフィルタを通過したあと凹面鏡により検出器の位置で焦点を結び
ます。
そして測定光、比較光各々 2 種の波長光、合わせて 4 種の透過光の強さが検出器により
検出されます。図 4.3 に得られる信号の様子を模擬的に示します。
色度光（390 nm）および濁度光（660 nm）の有効セル長における吸光度（Ac、At）は次
式で表されます。

色度光での吸光度 Ac = -log

濁度光での吸光度 At = -log

= k1・C (IM-IR)

= k2・T (IM-IR)

・・・（4－1）

・・・（4－2）

ICMM
ICMO

ICRM
ICRO

( )
ItMM
ItMO

ItRM
ItRO

( )
 この 2 個の吸光度から色度および濁度の濃度は次式により演算されます。

色度 C = β（Ac－αAt)

α　：　濁度補償係数
β　：　色度係数
γ　：　濁度係数

濁度 T = γAt
・・・（4－3）
・・・（4－4）

I□RO　：　ゼロ液を入れた時の比較セル透過光量
I□RM　：　測定液を入れた時の比較セル透過光量
I□MO　：　ゼロ液を入れた時の測定セル透過光量
I□MM　：　測定液を入れた時の測定セル透過光量

IM
IR
C
T

：　測定セル長
：　比較セル長
：　色度
：　濁度

注： 色度光の吸光度には濁度分による減光分も含まれるので（4-3）式では、αAt の項で濁度分の補償を行
います。
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(4) 特長
(1) 比較セルは測定セルと長さが異なる以外は同じ構造なので比較光を基準として測定

光を演算することにより、セルの窓ガラスの汚れによる光の減光、ランプ輝度の変
動等の影響を相殺するので長期に安定した性能が得られます。

(2) 2 波長を用いることで一台の装置で色度と濁度を同時に測定できます。
(3) 2 波長を用いることで、サンプル液に混じる濁度分を補償した色度を測定できます。
注： 上水の水質検査では濁度分を除いた水を色度標準液として肉眼で比較して測定するのを基本とします

が、濁度分を含んだサンプルを肉眼で検査し “見かけの色度” として表す場合があります。
 本装置では基本的には前述の通り濁度分を含まない色度として測定します。
 しかしどうしても “見かけの色度” として測定する必要のある場合、原理的には（4-3）式 C ＝ β(Ac －

α At) の係数αを濁度分の “見かけの色度” への寄与分にあわせこめば、“見かけの色度” との相違を取
ることができます。

 ただし、一般的には “見かけの色度” の校正標準液はありません。また、その測定場所によって水質の
状態が異なりますのでその水質に合わせて係数αを定めることが必要です。

 WM1000G では、上記の濁度補償係数αを任意に設定できる機能を内蔵しています。
 また、（4-3）式は実際には（4-5）式の形になっており、倍率係数 K も必要であれば任意に設定できる機

能があります。

 C = Kβ0（Ac－αAt)

β0

K

：　白金・コバルト法標準液で校正した係数

：　倍率係数（出荷時は1.00に設定）

・・・（4－5）

上水とはいっても、その性状成分としてはさまざまなものがあります。それらの “肉眼で
見た色度” と透過光方式の原理による色度とは必ずしも一致しない場合もあります。
そのような場合にも、よい相関を持って測定できるように上述のような拡張機能が搭載
されています。

4.2 残留塩素検出器
(1) 測定原理

WM1000G の残留塩素検出器はポーラログラフを応用したもので、検出極に回転電極を使
用して溶液中の遊離有効塩素を測定します。
液中に回転電極と対極とを入れ、両極間に外部から電圧をかけると遊離有効塩素は回転
電極で電解還元されます。遊離有効塩素は水中では HClO または ClO として存在しますが、
これらをまとめて Cl2 とすると回転電極での還元反応は次式で表わされます。

Cl2 + 2e- 　→　2Cl-　　　　　　     　（4－6）　　

対極側では、次式の電解酸化が起こります。

2Ag 　→　2Ag+ + 2e-　　　　　　　（4－7）　　

電子の移動量（電流）は外部印加電圧 V をあげていくことにより増加していきますが、
ある点に達すると電圧をあげても電流値は変わらない、いわゆるプラトー特性を示しま
す。これは回転電極部分にて濃度分極を生じ一定の厚さの拡散層ができ、この層の間を
拡散して電極表面に達する物質移動の速度が律速になって全電極反応の速度が定められ
てしまうためです。この拡散電流は電極の面積、回転数などの関数ですが、濃度以外は
すべて一定とみなすことができますので、拡散電流 id は、（4-8）式のように表せます。

id = kC C

k

：　濃度

：　定数

・・・（4－8）

対極側は回転電極の電極面積に比べて非常に大きく、非分極性のため拡散電流値が変化
しても一定の電位を与えます。
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また電極を回転することにより拡散層の厚さを薄くし、電流感度をあげると同時に電極
の洗浄も連続して行っているわけです。回転数は 600 rpm（50 Hz の場合）です。
残留塩素検出器の電極における電流電位特性を図 4.4 に示します。このグラフにみられる
ように、外部印加電圧の選定により結合形有効塩素および溶存酸素を分離して、遊離有
効塩素量のみを選択的に測定することができます。遊離有効塩素の部分を拡大したのが
図 4.5 です。図 4.5 のようにプラトーを生じる電位が濃度により変わります。これは、電
流が大きくなるほど電極間のオームの法則に基づく電圧降下が大きくなって電位がずれ
るためと考えられます。このことから WM1000G の残留塩素検出器では、外部印加電圧
を定電位法ではなく濃度（拡散電流）により変化させる印加電圧補償方式をとり、濃度
に対する指示の直線性を向上させています。図 4.5 の点線が残留塩素検出器の印加電圧の
特性です。点線と実線との交点が各濃度における拡散電流値です。

電流　μA

0 0+0.2 -0.2 -0.4

1.0

2.0

3.0

0.5

印加電圧　V　（va, AgCl)

溶存酸素

1.5

2.5

遊離有効塩素（Free Cl2: 0.5 mg/L)

結合形有効塩素

図 4.4 電流電位（プラトー）特性

電流　μA

0
0+0.2+0.4 -0.2

0 mg/L

0.60 mg/L

1.20 mg/L

2.0 mg/L

-0.4 -0.6 -0.8

6.0

3.0

印加電圧　V　（va, AgCl)

1.5

4.5

図 4.5 遊離塩素のプラトー特性
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(2) 特性
＜直線性＞
図 4.5 から検量線を作成すると図 4.6 となり、直線性は 0 ～ 3 mg/L の範囲でフルスケー
ルの 2% 以内です。

電流　μA

0

6.0

2.0

1.50.5 1.0 2.0

4.0

遊離有効塩素濃度　mg/L

図 4.6 検量線

(3) 構成（測定槽、電極）
図 4.7 に測定槽および電極部分を示します。
図 4.7 にみられるように測定槽中にオーバフロー槽が組み込まれているので、サンプル流
量の変化はここで緩衝され、電極側には約 0.1 L/min の最適流量が常に流れます。図中 a
の小穴はサンプル液がとまっても対極を液から浮かばせて、回転電極の金電極面が銀メッ
キされるのを防ぐために設けられています。セラミックビーズは容器に入っているので
交換洗浄を容易に行えます。またサンプル中の気泡がビーズの底にたまらないような、
気泡が抜け易い構造になっています。
測定槽と電極部は分離することができるので、電極清掃のメインテナンスが容易にでき
ます。
回転電極からの信号の取出し部分には、摩擦が少なく信頼性の高い金合金系のブラシと
スリップリングを用いています。

オーバフロー槽

セル

回転電極
対極（銀電極）

a

オーバフロー水サンプル
出口

サンプル
入口 セラミックビーズ

ビーズケース

F0407.ai

図 4.7 測定槽断面図
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4.3 pH 検出器
(1) 検出器の構造と特長

WM1000G の pH 検出器は複合形の pH 検出器を使用しています（ガラス電極式）。
図 4.8 は外形寸法を示します。
図 4.9 は内部構造を示したものです。
この検出器には、次のような特長があります。
(1) 液絡部、pH 感応ガラス膜を本体先端部に配置しています。このため、人手による洗

浄が簡単にできます。
(2) 液絡部として汚れに強いテフロンジャンクションを用いています。
(3) 全体が接液しても、シール性があります。
(4) 軽量のため校正が容易です。
(5) 本体材質のライトンの熱変形温度は 260℃以上、引張強さは 1500 kgL/cm2 です。
(6) ガラス電極部と液絡部は、隔離構造なので、絶縁劣化が起こりにくい設計です。
(7) ガラスチップ電極部の電気的接続部には、接点として導電性ゴムを使用しているた

め、腐食されないので接触不良が起きにくくなっています。

Φ38
62

167KCl補給チューブ

ケーブル 本体

ガラス電極

ジャンクション
（液絡部）

図 4.8 外形図

F0409.ai

①： ガラス電極
②： ジャンクション（液絡部）
③： 液アース
④： 導電性ゴムコンタクト
⑤： Oリング
⑥： ケーブル
⑦： 検出器ボディ
⑧： Oリング
⑨： 比較電極
⑩： ポーラスプラスティック
⑪： 温度電極
⑫： KCl溶液B-O-A’断面

A-O-A’断面

図 4.9 pH 検出器の内部構造



TI 12Y1A1-01

	 	 15	 	 （4.		各水質計器の測定原理と特長） 15

2014.10.29-00

(2) 自己診断機能
WM1000G の pH 検出器には、自己診断機能があり、次のような特長をもっています。
(1) 測定中にはガラス膜抵抗値・ジャンクション抵抗値を測定監視し電極の劣化・異常

を判断できます。
(2) 校正時には起電力特性から電極の劣化を判断できます。

F0410.ai＜ジャンクション目詰まり＞ ＜電極部断線＞

＜ガラス膜破損＞ ＜液面低下＞

図 4.10 電極診断機能

4.4 導電率検出器
交流電源 交流電流計

図 4.11 液体導電率測定原理図

本自動水質監視装置では汚れに強い 4 電極式の導電率検出器を採用しています。
ここでは 4 電極式がなぜ汚れに強いかを説明します。
はじめに導電率検出器の原理を簡単に説明します。
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図 4.11 に示すように、液中に 2 枚の金属板を入れてこれを電極とします。この電極間に
一定振幅の交流電圧を加え、液中を流れる電流を測定します。この電極に一定電圧 E を
印加したとき、流れる電流 I は

I = 
E
Rc

（4－9）

となります。
Rc は溶液が示す電極間の電気抵抗で、Rc と溶液の導電率 K とは次式の関係があります。

Rc = J ・ 
1
K

（4－10）

比例定数 J は電極の距離や電極の形状等で決まる定数で、セル定数（またはセルコンスタ
ント）と呼ばれます。以上より、

・ K （4－11）I = 
E
J

・ I または K = 
J
E

となります。
E および J は一定した値ですので、電流 I を測定すれば導電率 K が求まります。

i

測定液

電極

帰還回路

C1

C5

C4

C3

C2

V1

V2

Rc

図 4.12 4 電極式測定原理図

Cnx
Rn
Rc
Vk
i
J
K

： 電極（C1～C4)と液間の容量
： 汚れ分の抵抗　　
： セル抵抗 = J/K
： 基準電圧
： 信号電流
： セル定数 (cm-1)
： 導電率 (S/cm)

i

帰還回路

C4

Cn1

Cn3

Cn2

Cn4

R1

R3

R2

R4

Rf
C1

C3

C2

Rc”

Rc

Rc’

V1

Vk

V2

図 4.13 等価回路図

4 電極式の測定原理は、図 4.12 に示されるとおりです。
4 電極式の検出器は、“電極が汚れても正しい測定ができる” また、“分極の激しい高濃度
溶液でも正しい測定ができる” という 2 つの大きな特長を持っています。
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図 4.12 において C5 と C4 は内部で接続され等電位となっています。このために液中のノ
イズなどの影響を受けません。
電極 C2、C3 にかかる電圧が一定になるように、帰還回路から電流（矩形波交流電流）を
流します。このとき流れる電流は電極のセル抵抗に逆比例します。図 4.13 は、図 4.12 の
測定原理図を等価回路図で表したものです。Cn1 ～ Cn4 は電極と液間の容量、R1 ～ R4
は電極に付着している汚れ分の抵抗、Rc はセル抵抗です。
一般に、測定電極間に電流を流すと電極上に分極が起こり、その影響が測定値に関係し
てきます。
4 電極式では原理的に測定電極である C2、C3 に電流を流さないため、分極の激しい高濃
度溶液でも分極が起きることはありません。
次に、4 電極式が溶液中の汚れに強い理由を説明します。図において V1、V2 は

V1 = (Rc” + R4) i 
V2 = (Rc + Rc” + R4) i 

（4－12）
（4－13）

となります。
帰還回路は V1 と V2 の差を一定値 VK に保つように働くために

V2 - V1 = Rc ・ i = Vk （4－14）
となります。以上より

i = 
Vk
Rc

（4－15）

となり、信号電流には汚れ分の抵抗 Rn の影響を受けません。

4.5 圧力検出器
WM1000G の圧力検出器は、小形圧力検出器を採用しています。この検出器は、測定した
結果を 1 ～ 5 V DC の電圧信号に変換して伝送する機械装置用の圧力検出器です。
(1) 測定方式
 小形圧力検出器（形名 FP101）はシールダイヤフラム / 半導体ストレンゲージ方式を

採用しています。
(2) 構造
 圧力検出器の構造は、図 4.14 に示すとおりです。

ケース

センサ

封入液

取付ねじ

コネクタ

シールダイアフラム

ケーブル

ケーブルグランド
データプレート

図 4.14 FP101 の構造

4.6 温度検出器
WM1000G の温度検出器は、小形温度検出器を採用しています。温度検出器の白金測温抵
抗体は DIN 規格（DIN43760）ClassB に準じています。
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5. 連続テストデータ
連続テストを行い、手分析値と機器分析値の相関をはじめとする諸特性を確認しました。

5.1 テスト概要
(1) 試験水： 武蔵野市の水道水
表 5.1 水質の状況

色度 1 度以下
濁度 0.1 ～ 0.2 mg/L
残留塩素 0.4 ～ 0.8 mg/L
pH 7.4 ～ 7.79 pH
導電率 210 ～ 220 µ S/cm
水温 14 ～ 17℃

(2) 気温： 22 ～ 24℃
(3) 手分析の方法：

①色度； 上水試験法に従った器具を用い、白金コバルト標準液との肉眼比較により
色度を読み取りました。標準液は、1 度毎の標準液を用意しました。

②濁度； 弊社の透過光散乱光式濁度計を用い、カオリン標準液で、そのつど校正し
て試料水の分析を行いました。

③残留塩素； 試料水を AT 法により滴定分析を行いました。
④水圧； 試料水を止め、大気開放の状態でゼロ点出力を読み取りました。
⑤ pH； 弊社のプロセス用 pH 検出器をそのつど、pH7、pH9 の標準液で校正した

うえで試料水を測定しました。
⑥導電率； 弊社パーソナル導電率計 SC72 を用いそのつど KCl 標準液で校正したうえ

で試料水を測定しました。
⑦水温； 試料水採取口よりビーカに水を受け、流し続けながらその中に温度計を入

れて安定したところで水温を読み取りました。使用した温度計は T 形熱電
対（温度校正品）です。
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5.2 テスト結果
図 5.1 に（指示差）＝（機器分析値）－（手分析値）を示します。

残留
塩素

mg/L

色度

度

濁度

mol/L

温度

℃

pH

pH

導電率

μS/cm

日　数

日　数 日　数

日　数日　数

日　数

図 5.1 指示差

5.3 テスト結果についての考察
(1) すべての項目についてテスト結果は、目標の許容範囲を満足しました。
(2) 色度（図 5.1）；出力値と手分析値の差は最大 0.5 度でしたが、手分析値は上水試験法

による肉眼での判定値であり、実際には 1 度以下を読み取ることは困難です。出力
値はすべて 1 度以下を推移しており、正常な値を示しました。

(3) 残留塩素（図 5.1）；出力値と手分析値の差は最小 0.01 mg/L 最大 0.04 mg/L でした。
出力値と手分析値との差の変化について見るとその幅は（0.04 － 0.01 ＝）0.03 mg/L
でした。手分析の精度が 0.03 mg/L 程度であることを考慮すれば出力値は、安定して
いるものと考えてよいと思われます。

(4) 水圧の試験データは上に示しませんでしたが、第 1 回および最終回とも指示差は
0.0mH2O であり精度± 0.25% を満足しました。
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6. 基本操作方法

6.1 操作パネル
図 6.1 に操作パネルを示します。また、表 6.1 に各部の機能・名称・動作を示します。

①②④

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
⑮ ⑯⑰

⑱

⑲

⑳

③

図 6.1 操作パネル

操作パネルの機能は大別して下記のように分けられます。

表示

操作

運転状態

操作用番号
数値表示
単位表示
バルブの動作

切換え
設定

操作

自動または保守 ③、④
各検出器の測定またはホールド ⑥、⑦
ユニット番号、ファンクション番号 ⑤⑨⑩、⑪⑫
測定値、設定値 ⑯
℃、mg/l、DEG、pH、μS/cm、MPa  ⑲
開で点灯 ⑮⑳

自動 保守 ⑬、⑭
操作番号 ⑰⑱
各種定数
故障解除等
バルブの手動駆動 ⑮
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表 6.1 操作パネル各部の名称と機能・動作

No. 機能 名称または用途 目的または動作
1 警報ランプ

（赤色）
装置故障 マイクロプロセッサの異常あるいは自動校正異常の場合に点灯

します。
2 警報ランプ

（赤色）
断水 断水時に点灯します。

3 動作表示ランプ
（緑色）

保守 装置が保守状態にあるときに点灯します。

4 動作表示ランプ
（緑色）

自動運転 装置が自動運転状態にあるときに点灯します。

5 表示文字 ユニットの名称
の表示

1、2、3…は、9 項に示すユニット番号を表し、それぞれ、水温、
濁度、色度…に対応します。
また、各々は、その下にある “測定”、“ホールド”、“故障” の表
示ランプに対応します。

6 表示ランプ 測定 1. 水温、2. 濁度、3. 色度…7. 水圧の各測定項目が測定状態にあ
る場合に点灯します。

7 表示ランプ ホールド 1. 水温、2. 濁度、3. 色度…7. 水圧の各測定項目のアナログ出力
がホールド状態にある場合に点灯します。

8 表示ランプ 故障 1. 水温、2. 濁度、3. 色度…7. 水圧の各測定項目の検出器あるい
はコンバータが故障状態にある場合に点灯します。

9 表示器 ユニット番号の
表示

ユニット番号 1、2、3、…8、A…F が表示されます。

10 キースイッチ ユニット番号の
呼出し

∨のキースイッチを押すと 9 項の表示器の数字は減ります。

11 表示器 ファンクション
番号の表示

ファンクション番号 1、2、3、…8、A…F が表示されます。

12 キースイッチ ファンクション
番号の呼出し

∨のキースイッチを押すと 11 項の表示器の数字は減ります。
∧のキースイッチを押すと 11 項の表示器の数字は増えます。

13 キースイッチ 自動運転 自動運転をスタートします。
14 キースイッチ 保守 保守状態に入ります。
15 キースイッチ 電磁弁の手動

操作
保守状態で電磁弁を手動で操作します。1 度押すと電磁弁は
ON となります。もう 1 度押すと OFF となります。

16 表示器 データあるいは
設定値の表示

データあるいは設定値を 4 桁で表示します。

17 キースイッチ 設定値の設定 ＞キースイッチを押すと設定できる桁が右に移動します。∨の
キースイッチを押すと表示器の数値は減ります。∧のキース
イッチを押すと表示器の数値は増えます。

18 キースイッチ 入力 “入力” のキースイッチを押すと 17 項のキースイッチで設定し
た表示器（16 項）の数値が入力されます。

19 ランプ 単位の表示 16 項の表示器に表示される水温、濁度、…水圧の測定値ある
いは設定値の単位を表示します。

20 ランプ 電磁弁の作動表
示

自動運転あるいは手動で操作した場合に、作動している電磁弁
を表示します。
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6.2 操作例
(1) 測定値の表示
 ファンクション番号⑪を “1” にします。次にユニット番号⑨を “1” から “7” に切り

換えていくと順次水温、濁度…水圧の測定値が表示器⑨に表示されます。
(2) バルブの手動操作
 ⑭で自動運転から保守に切換えた後、スイッチ⑮を押して任意のバルブを開けるこ

とができます。スイッチをもう一度押すとバルブは閉となります。
 自動運転の状態ではバルブの手動操作機能は働きません。
(3) pH 検出器の校正例
 はじめに pH7 の校正をします。
 (1) ユニット番号を “4”、ファンクション番号を “2” にします。
 (2) 検出器を pH7 標準液に浸します。
 (3) “入力” スイッチを押します。
 (4) 指示が安定するのを待ちます。
 (5) その後 “＞” スイッチを押すと校正値が取り込まれます。
 次にスパン校正（pH9）を行いますが、この場合はユニット番号 “4” ファンクショ

ン番号 “3” に設定します。以後の手順は pH7 の校正の場合と同様です。

 この他に操作できる内容は、『日付と時刻の呼出し』『故障内容の呼出し』『故障状態
の解除』『自動校正のマニュアルスタート』『ファン・ヒータの動作テスト』『各種運
転用定数の設定』などがあります。

 運転および保守に必要な機能は、全てこの操作パネルに集約してあります。
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7. 長期連続運転における留意事項

7.1 保守点検
所定の性能を維持し、良好な運転を行うために表 7.1 の定期的な保守点検が必要です。

表 7.1 定期点検一覧表

項　目 保守点検周期
3ヶ月毎 1年毎

(1) 導電率検出器の校正・清掃
電気的オープンゼロ校正
KCl 標準液での実液校正
基準導電率計との比較
電極清掃
ホルダ清掃
ホルダ用 O リングの点検
定期点検

○

○
○

○

○

○
○
○

(2) 濁度 / 色度検出器の校正・清掃・交換
セルの窓清掃
ゼロ校正
色度標準液校正
濁度標準液校正
ランプ交換
乾燥剤交換

○
○
○
○

○
○

(3) pH 検出器の校正・清掃
pH7、pH9 標準液校正
電極清掃
ホルダ清掃

○
○

○
(4) 残留塩素検出器の校正・清掃

電気的オープンゼロ校正
DPD 法との比較
AT 法による校正
電極清掃
ビーズ清掃
測定槽清掃

○
○

○
○
○

○

(5) 圧力検出器の点検
ゼロ点の点検 ○

(6) 標準液の補給
pH7　2 リットル
3.3 mol KCl 溶液　2 リットル

○
○

(7) ゼロフィルタの交換・清掃
マイクロフィルタ
活性炭フィルタ

○
○

(8) エアフィルタの清掃 ○
(9) ストレーナの清掃 ○
(10) ファンの動作確認 ○
(11) ヒータの動作確認 ○
(12) 配管の目視検査 ○
(13) 電磁弁の動作確認 ○
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7.2 長期安定化のポイント / 検出器の汚れ対策
分析計の場合一般的に検出器の汚れによる出力の変化が問題となります。測定対象が上
水という良質の水であっても大なり小なりその影響は免れません。
本装置では、長期間安定して性能を維持するために次のような工夫がなされています。
(1) 色度・濁度検出器
 (1) 2 光路 2 波長方式により原理的に窓汚れの影響の少ない方式を採用しております。
 (2) 色度、濁度共自動ゼロ校正を短い間隔で行いゼロ点の安定を維持します。
(2) 残留塩素検出器
 (1) 洗浄用ビーズとしてセラミックビーズを採用し、またビーズ径も洗浄効果の上で
  最適なものを選びました。
 (2) 一定周期で電気的オープンゼロによる自動ゼロ点校正を行いゼロ点を維持します。
(3) pH 検出器
 (1) 液絡部に汚れに強いテフロンジャンクションを用いています。
  KCl 溶液は容器に 2 l 用意してありますので 3 ヶ月間は補給する必要がありません。
 (2) pH7 標準液による自動校正を 10 日毎に行い、ゼロ点を維持します。
(4) 導電率検出器
 本質的に汚れの影響を受け難い 4 電極方式検出器を用いています。
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8. フィールドテスト事例
以下に、某浄水場でのフィールドテスト事例（3 例）をご紹介します。
これらの例から、自動水質監視装置（形名：WM1000G）では、3 ヶ月間「水温」、「濁度」、

「色度」、「pH」、「残留塩素」、「導電率」、「水圧」とすべての項目において指示トレンドは
正常に推移しており、手分析値との差異も許容誤差範囲内で安定しているのが解ります。
このように水質の異なる水系で使用された場合でも、自動水質監視装置（形名：
WM1000G）は、上水水質の自動監視装置として長期間信頼の高い測定ができることが確
認できます。

8.1 A 浄水場（関東地区）
表 8.1 に測定項目と測定方法および指示誤差を示します。差異誤差は計器誤差と手分析誤
差を合わせた誤差です。残留塩素の手分析には、OT 比色法、DPD 滴定法の 2 法を用いま
した。

表 8.1 測定項目と指示誤差

測定項目 計器分析 手分析 差異誤差
分析法 誤差 分析法 誤差

水温 測温抵抗体 ± 0.5℃ 棒状温度計 ± 0.2℃ ± 0.7℃
濁度 透過光測定法 ± 0.08 mg/L 積分球式光電光度法 ± 0.12 mg/L ± 0.12 mg/L
色度 透過光測定法 ± 0.5 度 標準列との目視比較 ± 1 度 ± 1.5 度
pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ± 0.2 pH
残留塩素 電解電流法 ± 0.1 mg/L DPD 滴定法

OP 比色法
± 0.1 mg/L
± 0.1 mg/L

± 0.2 mg/L
± 0.2 mg/L

導電率 電極法 ± 12 µ S/cm 電極法 ± 12 µ S/cm ± 24 µ S/cm

※ 指示トレンド、差異（手分析値－計器値）トレンドは冬期間約 3 ヶ月間のデータです。

① 水温
 計器値と手分析値の指示トレンドは共によく合っていました。
 3 ヶ月間の差異トレンドは、差異誤差± 0.7℃の範囲に入っていました。
② 濁度
 差異誤差± 0.2 mg/L の範囲内で計器値と手分析値はよく合っていました。
 ドリフト傾向もありませんでした。
③ 色度
 差異誤差± 1.5 度の範囲内で計器値と手分析値はよく合っていました。
④ pH
 手分析値と計器値は、差異誤差± 0.2 pH の範囲内に収まっていました。
 ドリフト傾向もなく、指示のトレンドは、計器値と手分析値共によく合っていました。
⑤ 残留塩素
 手分析に OT 比色法と DTD 滴定法を用いました。いずれの方法でも計器値との差異

誤差± 0.2 mg/L の範囲に入っていました。DTD 滴定法の方が OT 比色法と比べ、差
異誤差が安定しています。OT 法は目視による発色比較のため測定精度を上げること
が難しく、差異トレンドにもその結果がよく表れています。

⑥ 導電率
 差異誤差± 24 µ S/cm の範囲内で計器値と手分析値はよく合っていました。
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濁度

(mol/L)

濁度

(mol/L)

水温

(℃)

水温

(℃)

A.　水温指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

A.　水温差異トレンド

A.　濁度指示トレンド

A.　濁度差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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pH

(pH)

pH

(pH)

色度

(度)

色度

(度)

A.　色度指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

A.　色度差異トレンド

A.　pH指示トレンド

A.　pH差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

A.　残留塩素指示トレンド (OT)

A.　残留塩素差異トレンド （OT)

A.　残留塩素指示トレンド (DPD)

A.　残留塩素差異トレンド （DPD)

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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導電率

μS/cm

導電率

μS/cm

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

A.　導電率指示トレンド

A.　導電率差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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8.2 B 浄水場（関西地区）
表 8.2 に測定項目と測定方法および指示誤差を示します。
差異誤差は計器誤差と手分析誤差を合わせた誤差です。

表 8.2 測定項目と指示誤差

測定項目 計器分析 手分析 差異誤差
分析法 誤差 分析法 誤差

水温 測温抵抗体 ± 0.5℃ 棒状温度計 ± 0.5℃ ± 1℃
濁度 透過光測定法 ± 0.08 mg/L 標準列との目視比較 ± 0.12 mg/L ± 0.12 mg/L
色度 透過光測定法 ± 0.5 度 標準列との目視比較 ± 0.5 度 ± 1 度
pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ± 0.2 pH
残留塩素 電解電流法 ± 0.1 mg/L DPD 滴定法 ± 0.1 mg/L ± 0.2 mg/L
導電率 電極法 ± 12 µ S/cm 電極法 ± 12 µ S/cm ± 24 S/cm

※ 指示トレンド、差異（手分析値－計器値）トレンドは冬期間約 3 ヶ月間のデータです。

① 水温。
 計器値と手分析値の指示トレンドは共によく合っていました。
 3 ヶ月間の差異トレンドは、差異誤差± 1℃の範囲に入っていました。
② 濁度
 試料水の濁度は、常にゼロで分析値と計器値ともゼロを示していました。
 計器値にはゼロドリフトがないことを示していました。
③ 色度
 計器値と手分析値はいずれも 1 度以下で推移していました（低色度での代表的なデー

タです）。
 差異誤差± 1 度の範囲内で、計器値と手分析値はよく合っていました。
④ pH
 手分析値と計器値は、差異誤差± 0.2 pH の範囲内に収まっていました。
 ドリフト傾向もなく、指示のトレンドは、計器値と手分析値共によく合っていました。
⑤ 残留塩素
 指示トレンドには、ドリフトの傾向が見られませんでした。
 差異誤差についても、計器値と手分析値の差異値は許容範囲内 ±0.2 mg/L でよく合っ

ていました。
⑥ 導電率
 計器値と手分析値の差異値は、差異誤差± 24 µ S/cm の範囲内に収まっていましたが、

差異トレンドは高めに推移していました。指示変化の傾向は、指示トレンドから見
てよく合っていることから計器値あるいは手分析値のスパンを片方に合わせこむこ
とでさらに安定した連続測定ができます。
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濁度

(mol/L)

濁度

(mol/L)

水温

(℃)

水温

(℃)

B.　水温指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

B.　水温差異トレンド

B.　濁度指示トレンド

B.　濁度差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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pH

(pH)

pH

(pH)

色度

(度)

色度

(度)

B.　色度指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

B.　色度差異トレンド

B.　pH指示トレンド

B.　pH差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

B.　残留塩素指示トレンド 

B.　残留塩素差異トレンド 

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

導電率

μS/cm

導電率

μS/cm

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

B.　導電率指示トレンド

B.　導電率差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）



TI 12Y1A1-01

34	 	 34	 	 （8.		フィールドテスト事例）

2014.10.29-00

8.3 C 浄水場（関西地区）
表 8.3 に測定項目と測定方法および指示誤差を示します。
差異誤差は計器誤差と手分析誤差を合わせた誤差です。

表 8.3 測定項目と指示誤差

測定項目 計器分析 手分析 差異誤差
分析法 誤差 分析法 誤差

水温 測温抵抗体 ± 0.5℃ 棒状温度計 ± 0.2℃ ± 0.7℃
濁度 透過光測定法 ± 0.08 mg/L 標準列との目視比較 ± 0.12 mg/L ± 0.12 mg/L
色度 透過光測定法 ± 0.5 度 標準列との目視比較 ± 0.5 度 ± 1 度
pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ガラス電極法 ± 0.1 pH ± 0.2 pH
残留塩素 電解電流法 ± 0.1 mg/L DPD 滴定法

OP 比色法
± 0.1 mg/L
± 0.1 mg/L

± 0.2 mg/L
± 0.2 mg/L

導電率 電極法 ± 12 µ S/cm 電極法 ± 12 µ S/cm ± 24 µ S/cm
水圧 半導体センサ ± 0.3 kPa ブルドン管 ± 1 kPa ± 1.3 kPa

※ 指示トレンド、差異（手分析値－計器値）トレンドは冬期間約 3 ヶ月間のデータです。

① 水温
 計器値と手分析値の指示トレンドは共によく合っていました。
 3 ヶ月間の差異トレンドは、差異誤差± 0.7℃の範囲に入っていました。
② 濁度
 試料水の濁度はほとんどゼロでした。指示が突変している日がありますが、この場

合でも計器値・手分析値共に差異誤差範囲± 0.2 mg/L 内に収まっていました。また
ドリフトの傾向も見られませんでした。

③ 色度
 差異誤差± 1 度の範囲内で、計器値と手分析値はよく合っていました。
④ pH
 手分析値と計器値は、差異誤差± 0.2 pH の範囲内に収まっていました。
 ドリフト傾向もなく、指示のトレンドは、計器値と手分析値共によく合っていました。
⑤ 残留塩素
 手分析に DTD 滴定法と OT 比色法を用いました。いずれの方法でも計器値との差異

誤差± 0.2 mg/L の範囲に入っていました。DTD 滴定法の方が OT 比色法と比べ、差
異誤差が安定しています。A 浄水場の事例と同様 OT 法では目視による発色比較のた
め測定精度を上げることが難しく、差異トレンドにもその結果がよく表れていまし
た。

⑥ 導電率
 差異誤差± 24 µ S/cm の範囲内で、計器値と手分析値はよく合っていました。
⑦ 水圧
 差異誤差± 1 kPa の範囲に計器値と手分析値はほぼ入っていました。
 開始後 27 日のデータは、指示トレンドの変化から見て手分析の誤差と推測されまし

た。
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濁度

(mol/L)

濁度

(mol/L)

水温

(℃)

水温

(℃)

C.　水温指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

C.　水温差異トレンド

C.　濁度指示トレンド

C.　濁度差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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pH

(pH)

pH

(pH)

色度

(度)

色度

(度)

C.　色度指示トレンド

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

C.　色度差異トレンド

C.　pH指示トレンド

C.　pH差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

残留
塩素

(mg/L)

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

経過日数
◇差異（指示差）

C.　残留塩素指示トレンド (OT)

C.　残留塩素差異トレンド （OT)

C.　残留塩素指示トレンド (DPD)

C.　残留塩素差異トレンド （DPD)

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）
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導電率

μS/cm

導電率

μS/cm

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

C.　導電率指示トレンド

C.　導電率差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）

水圧

kgf/cm2

水圧

kgf/cm2

経過日数
□手分析値　▲計器値

経過日数
◇差異（指示差）

C.　水圧指示トレンド

C.　水圧差異トレンド

差異誤差（上限）

差異誤差（下限）



TI 12Y1A1-01

	 	 39

TI 12Y1A1-01

	 	 ( 参考 ) 39

2014.10.29-002014.09.22-00

水質基準に関する省令
（平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号）

最終改正：平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関
する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方
法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければなら
ない。
一 一般細菌 一 ｍ ｌ の 検 水 で 形 成 さ れ る 集 落 数 が

一〇〇以下であること。
二 大腸菌 検出されないこと。
三 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇三ｍ

ｇ／ｌ以下であること。
四 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇・〇〇〇五ｍｇ／

ｌ以下であること。
五 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ

以下であること。
六 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下

であること。
七 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以

下であること。
八 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇五ｍｇ

／ｌ以下であること。
九 亜硝酸態窒素 〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
十 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ

以下であること。
十一 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 一〇ｍｇ／ｌ以下であること。
十二 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ以

下であること。
十三 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以

下であること。
十四 四塩化炭素 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
十五 一・四―ジオキサン 〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
十六 シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・

二―ジクロロエチレン
〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。

十七 ジクロロメタン 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
十八 テトラクロロエチレン 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
十九 トリクロロエチレン 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
二十 ベンゼン 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
二十一 塩素酸 〇・六ｍｇ／ｌ以下であること。
二十二 クロロ酢酸 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
二十三 クロロホルム 〇・〇六ｍｇ／ｌ以下であること。
二十四 ジクロロ酢酸 〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
二十五 ジブロモクロロメタン 〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
二十六 臭素酸 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
二十七 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメ

タン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれ
ぞれの濃度の総和）

〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。

二十八 トリクロロ酢酸 〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
二十九 ブロモジクロロメタン 〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
三十 ブロモホルム 〇・〇九ｍｇ／ｌ以下であること。
三十一 ホルムアルデヒド 〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
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三十二 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下
であること。

三十三 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、〇・二ｍｇ
／ｌ以下であること。

三十四 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇・三ｍｇ／ｌ以下で
あること。

三十五 銅及びその化合物 銅の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下で
あること。

三十六 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇〇ｍｇ／
ｌ以下であること。

三十七 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇・〇五ｍｇ／
ｌ以下であること。

三十八 塩化物イオン 二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
三十九 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 三〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
四十 蒸発残留物 五〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
四十一 陰イオン界面活性剤 〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
四十二 （四Ｓ・四ａＳ・八ａＲ）―オクタヒドロ―四・八ａ―

ジメチルナフタレン―四ａ（二Ｈ）―オール（別名ジェ
オスミン）

〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。

四十三 一・二・七・七―テトラメチルビシクロ［二・二・一］
ヘプタン―二―オール（別名二―メチルイソボルネオー
ル）

〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。

四十四 非イオン界面活性剤 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
四十五 フェノール類 フェノールの量に換算して、〇・〇〇五

ｍｇ／ｌ以下であること。
四十六 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 三ｍｇ／ｌ以下であること。
四十七 ｐＨ値 五・八以上八・六以下であること。
四十八 味 異常でないこと。
四十九 臭気 異常でないこと。
五十 色度 五度以下であること。
五十一 濁度 二度以下であること。
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改版履歴
資料名称 : WM1000G 自動水質監視装置

資料番号 : TI 12Y1A1-01

2014 年 10 月／ 6 版
 BV1 を PVC、1/2 インチにを誤記訂正（P. 6）

2014 年 09 月／ 5 版
 NV3 削除； 図 3.1、図 3.3 を変更
 ドキュメントソフト変更のため、全面入力し直し

2006 年 11 月／ 4 版
 NV3 追加； 図 3.1、図 3.3 を変更

2005 年 02 月／ 3 版
 WM1000G として入力し直し； 改版履歴を追加

2005 年 02 月／ 3 版
 ISC40SJ 発売（P.5、8）

1995 年 11 月／ 2 版
 一部変更、誤記訂正等；

1990 年 07 月／初版
 新規作成

■ お問い合わせについて
 本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/
■ 著作者 横河電機株式会社
   業務革新センタープロダクトサポート部
■ 発行者 横河電機株式会社
   〒 180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
■ 印刷所 港北出版印刷株式会社
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