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製品保証 

 
下記内容は、明示されたあるいは黙示されるすべての保証について説明しています。 
 
ティ・アンド・シー・テクニカル社(以降当社)は、製品が当社より出荷された日付から 1 年
間、その製品の製造で使用されている部品により発生した故障に対し無償で対応いたしま
す。 
不良とお客様により判断された製品について、承認された文書に従い返却され、その輸送費
は購入者の負担となります。それにより当社に届いた製品の不良が、部品の不良、あるいは
製造工程に起因する不良であることを判定し、結果、修理、交換を判断いたします。 
 修理完了後の保証期間は 30 日となります。その期間内の不良において、当社により定め
られた発送手順とその料金の負担を行います。また 30 日を超える場合はお客様指定の発送
方法とお客様による発送費用の負担となります。 
 製品の腐食、お客様による改造、異常な量の埃、極端な環境、異常な電気的状態、不適切
な使用法により製品に与えられた損傷は、製品の検査時に確認されます。検査結果で、故障
が部品不良、組み立て不良によるものでないことが確認された場合、保証対象とはなりませ
んのでご注意ください。またその修理もしくは交換を行う場合は有料となります。 
 輸送中の損傷あるいは破損については本保証の対象ではありません。 
 当社は購入者に対し故障品の分析と故障品の置き換え、及び交換用製品の設置に必要な
労力における責任の一切を負うことはありません。また当社は購入者に対し、あるいは第三
者に対し、いかなる状況下；製品の故障、納期の遅延、配送の失敗、設定された通り動作し
ない製品の失敗等に関わらず、またそれ以外の理由や原因で発生した必然かつ付帯的な破
損に対して、それらの責任を負うことはありません。 
 購入者と当社は下記の通り同意します。 
購入者により契約外あるいは⺠事上の不法行為が発生しているとの請求がなされたとして
も、購入者の単独の対策と製品の購入者に対する単独の責任は、ここに記載される通り修
理、交換、購入代金の返金に限定されます。 
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安全表示 

 

 

警告：感電注意 

 

表示されている内容に注意し
てください。付属書類を参照し
てください。 

 

直流 

 

交流 

 

保護カバー付き接続端子 

 

アース端子 

  

 

ケースアース 

 
 

  

  

 



PC-100/PC-110 pH モニター 

取扱説明書 201225 PC-100/PC-110 E/J-01 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

5 

目次 

1. 仕様 ........................................................................................................................................ 6 

1.1. モニター仕様 .................................................................................................................. 6 

1.2. 電極仕様 ......................................................................................................................... 8 

1.3. 配管への取付け用センサーホルダー ............................................................................. 8 

1.4. 校正用品 ......................................................................................................................... 8 

1.5. PC-100/PC-110 背面図と配線用端子台 ......................................................................... 9 

S7 ケーブルの接続（温度センサー無しの場合） ............................................................... 10 

S7 ケーブルと温度センサーの接続 ..................................................................................... 11 

S7 ケーブルと温度センサーの接続（測定液グランド無し） ............................................. 12 

VP6 ケーブル配線（測定液グランド無し） ........................................................................ 13 

1.6. 電気的構造 ................................................................................................................... 14 

電源配線におけるサージ対策 .............................................................................................. 14 

2. 取り付け方法 ........................................................................................................................ 15 

2.1. 注意事項 ....................................................................................................................... 15 

2.2. モニターの設置 ............................................................................................................ 16 

2.3. パネル取り付け用各種寸法図 ...................................................................................... 16 

3. 設定メニューの構造とボタン操作 ........................................................................................ 17 

4. 校正 ...................................................................................................................................... 20 

4.1. アンプ校正 ................................................................................................................... 20 

4.2. 電極校正 ....................................................................................................................... 20 

4.3. PH 電極校正操作手順 ................................................................................................... 20 

5. 異常表示一覧 ........................................................................................................................ 22 

6. PH 電極の寿命管理 .............................................................................................................. 22 

7. 改訂履歴 ............................................................................................................................... 23 

8. 製品に関するお問い合わせ先 ............................................................................................... 23 

 
  



PC-100/PC-110 pH モニター 

取扱説明書 201225 PC-100/PC-110 E/J-01 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

6 

1. 仕様 

概要 
PC-100,110 pH モニターはハーフサイズ形式を採用したプロセス用モニターです。プロ

セス計測において最低限の操作で pH 測定を行えるように設計されています。試験的な測定
から小型の量産装置などで使用するのに適しています。 
 
特徴 

pH 測定はネルンストカーブに従い温度補償され、校正機能は 1 点もしくは 2 点を選択で
きます。温度センサーは NTC30K 及び Pt1000 に対応しているため、標準的な仕様の様々
な pH 電極の温度補償に対応します。幅広い電極の選択が可能なことで、幅広い水質、温度
での測定が可能になります。電圧測定が基本原理のため、酸化還元電位の測定にも使用でき
ます。この場合温度補償はありません。 
 
1.1. モニター仕様 

モデル 標準モデル 接点出力付きモデル 

型番 PC-100 PC-110 

pH 測定レンジ -2.00〜16.00pH 

pH 分解能 0.01pH 

pH 精度 ±0.01pH±1 ディジット 

ORP 測定レンジ -1999〜1999mV 

ORP 分解能 1mV 

ORP 精度 ±2mV±1 ディジット 

温度 -30〜130℃ 

温度分解能 0.1℃ 

温度精度 ±0.2℃±1 ディジット 

温度センサー NTC30K、Pt1000、任意 

対応センサーケーブル pH・ORP 電極用 S7 コネクター付きケーブル 

型番 355066：5m、型番 355080：10m 

温度センサー内蔵電極用 VP6 コネクター付きケーブル 

型番 355110：5m、型番 355111：10m 
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モデル 標準モデル 接点出力付きモデル 

型番 PC-100 PC-110 

表示器 LCD 液晶 セグメント表示及びシンボル 

アナログ出力 

（pH もしくは ORP） 

絶縁式 4-20mA 出力（または 0-20mA） 

最大負荷抵抗 500Ωまで 

警報出力 無し 1 点 

警報設定 無し Hi/Lo ロジック切替 

リレー接点出力 

接点容量 無し 最大 240VAC 0.5A まで 

電源 100〜240VAC±10% 50/60Hz、 最大消費電力 3W 

取付 パネル取り付け 穴寸法 44x92mm (HxW) 

外形寸法 48x96x110mm(HxWxD) 1/8DIN 規格 取付クリップ付き 

使用環境温度 0〜50℃ 

保管温度 -20〜70℃ 

本体重量 0.25kg 

温度変動が激しい場合、温度補償の演算が間に合わなくなります。安定して測定する場合は
プロセス温度、流速の変動を抑制し使用します。  
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1.2. 電極仕様 

電極の種類 

電極は測定精度を決める最も重要な製品になります。用途に合わせ最適な電極、仕様を選択
できるようになっています。 

 

ハミルトン社製造 プロセス用 pH 電極シリーズ 

分類 

１． プロセス温度が一定に管理されるため温度補償が不要な場合 

接続形式：S7 コネクター 

別紙センサー仕様書をご参照ください。 

 

２． プロセス温度が変動するため温度補償が必要な場合 

接続形式：VP6 コネクター 

温度センサー：Pt1000 

別紙センサー仕様書をご参照ください。 

 

1.3. 配管への取付け用センサーホルダー 

プロセスへの接続に使用するホルダーは PVC 仕様と SUS316 仕様の基本的なモデル 2

種類が用意されています。アプリケーションに合わせ選択します。 

別紙ホルダー仕様書をご参照ください。 

 

1.4. 校正用品 

標準緩衝液 

pH 電極の高い精度の基準となる緩衝液は、NIST（アメリカ国立標準技術研究所）を基準に
精度を定めたものを推奨しています。これは異なる温度における緩衝液の値が定まってい
るため精度判定が正確に行えるためです。 

詳細につきましては別紙標準液カタログをご参照ください。 
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1.5. PC-100/PC-110 背面図と配線用端子台 

 

端子台に配線する際は電線にフェルール端子を取り付けてください。 

 

推奨電線サイズ： 

 0.3〜1.25mm2 

 

推奨フェルール端子： 

 フェルール⻑さが 10mm のものを選択してください。 

 1.25mm2 の場合=AI1.5-10 （フェニックスコンタクト社製） 

 

 

 

PC-100/PC-110 背面端子台 

 

 

  

10mm 
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S7 ケーブルの接続（温度センサー無しの場合） 

 配線は GLASS と REF 端子に行います。このとき比較電極線 REF と SG の端子は⻘線で
ジャンパーします。 

注意！ 

� 端子を取り付けた後、アルコールで表面についている手指からの汚れを必ず拭き取っ
てください。汚れが導電性の場合、測定値が安定しません。 

� 端子及び端子が繋がっているセンサー線には加工を一切行わないでください。測定値
が安定しない場合があります。ケーブル被覆は問題ありません。 
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S7 ケーブルと温度センサーの接続 

1. pH 電極配線は GLASS と REF 端子に行います。 

2. 温度センサーは弊社から購入の場合、３つの線となっています。（型式：8-26-3,8-26-8） 

⿊線：温度センサーシースと接続されたシールド線 接続先 SG 

シースと接続されているため測定液グランド付温度センサーとして機能します。 

赤線：温度センサー線    接続先 T/P 

緑線：温度センサー戻り線    接続先 温度センサーSG 

注意！ 

� 端子を取り付けた後、アルコールで表面についている手指からの汚れを必ず拭き取っ
てください。汚れが導電性の場合、測定値が安定しません。 

� 端子及び端子が繋がっているセンサー線には加工を一切行わないでください。測定値
が安定しない場合があります。ケーブル被覆は問題ありません。 
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S7 ケーブルと温度センサーの接続（測定液グランド無し） 

1. pH 電極配線は GLASS と REF 端子に行います。 

2. REF の配線はセンサーケーブルに付属するジャンパー線を SG に接続します。 

3. 温度センサーは以下の通りに配線します。 

赤線：温度センサー線  接続先 T/P 

緑線：温度センサー戻り線  接続先 温度センサーSG 

注意！ 

� 端子を取り付けた後、アルコールで表面についている手指からの汚れを必ず拭き取っ
てください。汚れが導電性の場合、測定値が安定しません。 

� 端子及び端子が繋がっているセンサー線には加工を一切行わないでください。測定値
が安定しない場合があります。ケーブル被覆は問題ありません。 
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VP6 ケーブル配線（測定液グランド無し） 

注意： 

� 配線写真では取り付けられていない線が写っていますが、使用する電極に応じ使用す
るため、実際は使用しない線による配線間違いを生じないようケーブル外側に熱収縮
で束ねられています。 
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1.6. 電気的構造 

 
 

電源配線におけるサージ対策 

サージがモニターで使用している電源ラインで発生すると、モニター基板に影響します。
サージは主にリレーやポンプなど誘導性負荷で発生します。このためこれらの負荷に対し
ては予めサージ抑制回路を設置するようにします。サージがモニターに入りますと、演算処
理装置の停止（フリーズ）、誤作動が発生し、制御に影響を与えます。最悪モニターの破損
もあります。 
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2. 取り付け方法 

2.1. 注意事項 

注意 

配線を間違えますと、機器の故障、あるいは電気的なショックを機器に与えたりします。必
ず本説明書の手順に従って取り付けを行うようにしてください。 

感電注意 

電源を接続するときは必ず電源が遮断されていること、センサーの接続をしていないこと、
出力信号の接続をしていないこと、信号入力を接続していないことを確認してから行いま
す。 

注意 

モニター設置環境は換気があり、直射日光に当たらない場所にします。 

注意 

センサーケーブルは不要なノイズの混入防止のため、指定専用線をご使用ください。⻑さ等
については製品購入時にご相談ください。 

注意 

動力(3 相)の交流より電源を供給する場合は、絶縁トランスを介し供給することを推奨しま
す。また動力を使用する場合は系統のグランドが適切に設置されていることを確認してく
ださい。またサージからの保護（サージ防護機器）を設置してください。 

注意 

PC-110 に搭載されているリレーは接点容量が 0.5A Max となっています。そのため、高出
力機器の制御に使用する場合は必ず外部に適切なリレーを設置し、それを制御するように
してください。 
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2.2. モニターの設置 

 設置したいパネルあるいはボックスに図に示すように高さ 44mm、幅 92mm の穴を空け
ます。モニターを穴に差し込み付属のモニター取り付け治具をモニター側面の刻み部に取
り付け、がたつかないように調整します。 

 
2.3. パネル取り付け用各種寸法図 
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3. 設定メニューの構造とボタン操作 

 本製品は出荷時にご利用用途に適した設定を行い出荷されます。設定変更が必要になっ
た場合は本項の手順を参照し行うようにします。 

 

設定モードメニュー 

番号 操作表示内容 画面 キー操作 備考 

1 
電源投入次画面 

＜測定画面＞ 
 

 

 

2 
設定モードに入るキー
操作を行います。 

 

 
＋ 

 

 

3 
モードを押し項目に入
ります。 

 
 

 

3 
測定項目選択 

項目点滅します。 
 

 

 

3-1  

 

キー操作により単位を変
更できます。 

3-2 選択確定 

 

 
 

4 
温度センサー選択項目
が表示されます。 

 
 

以降のキー操作によりセ
ンサーを変更できます。 

4-1  

 

 

NTC30K 

4-2  

 

Pt1000 

4-3  

 

固定(OFF)温度 
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5 

4-1,4-2 を 選 択 し た 場
合、温度の調整入力画面
が表示されます。  

 

基準となる温度計の数値
との誤差をこの画面で調
整します。 

5-1 

4-3 で固定を選択した場
合、温度指定画面が表示
されます。  

 

測定箇所の温度になるよ
う設定します。 

5-2 設定確定 

 

 
 

6 
4-20mA、0-20mA の選択
をします。 

 

 

 

6-1  

 

 

6-2 選択確定 

 

 
 

6-3 

6 で 4-20mA を選択した
場合、4mA 時の測定値
を設定します。  

 
 

6-4 設定確定  
 

 

6-5 
20mA 時の測定値を設
定します。 

 
 

 

6-6 設定確定  
 

 

6-7 

6 で 0-20mA を選択した
場合、0mA 時の測定値
を設定します。  

 
 

6-8 設定確定  
 

 

6-9 
20mA 時の測定値を設
定します。 
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6-10 設定確定  
 

 

7 

PC-110 の場合、警報接
点出力の測定値を設定
します。  

 
 

7-1 設定確定  
 

 

7-2 
接点の動作を設定しま
す。 

 

 

 

7-3  

 

 

7-4 選択確定  
 

 

7-5 
ヒステリシスを設定し
ます。 

 
 

0.00〜3.00pH の幅で設定
できます。 

7-6 設定確定  
 

 

8 
平均化処理時間を設定
します。 

 
 

 

8-1  

 
 

1〜60 秒で設定できます。 

8-2 設定確定  
 

 

9 測定画面に戻ります 
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4. 校正 

4.1. アンプ校正 

アンプ（モニター）はその構造上、実運用上問題となる精度劣化は生じにくい設計となって
おりますが必要に応じて校正なってください。 

電圧発信機とトレースの取れたデジタルマルチメータを用いて表示値の校正を行います。 

 

4.2. 電極校正 

プロセスに設置されている pH センサーはセンサーの緩衝液により校正を実施します。電極
は使用条件により精度が様々に変化していきます。定期的に標準液で校正を行い精度の変
化を確認します。変化が別紙の校正手順書記載の許容範囲を超える場合は電極の交換を行
います。 

 

4.3. pH 電極校正操作手順 

pH 電極校正手順書をお手元に用意し作業を行ってください。 

pH 電極校正メニュー 

番号 操作表示内容 画面 キー操作 備考 

1 
電源投入次画面 

＜測定画面＞ 
 

 

 

2 
校正モードに入るキー
操作を行います。 

 

 
＋ 

 

 

3 

前回校正時の非対称電
位が表示されます。 

キーを押し次に進みま
す。 

 
 

 

4 
測定カーブの一致率が
表示されます。 

 
 

 

5 
1 点目の校正画面に入
ります。 

 

 
pH7 の緩衝液に電極を浸
漬します。 
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6 

電極表面が緩衝液に馴
染むよう少しゆすり 2

分間放置し、キー操作を
行います。 

 
 

測定中の電圧が表示され
ます。 

7 

数値が安定したときに、
緩衝液の値とズレが有
る場合、数値を調整しま
す。 

 
 

 

8 数値を確定します。  
 

 

9 
2 点目の緩衝液に電極
を浸漬します。 

 

 
pH4.01 もしくは pH10.01

の緩衝液に浸漬します。 

10 

電極表面が緩衝液に馴
染むよう少しゆすり 2

分間放置し、キー操作を
行います。 

 
 

測定中の電圧が表示され
ます。 

11 

数値が安定したときに、
緩衝液の値とズレが有
る場合、数値を調整しま
す。 

 
 

 

12 数値を確定します。  
 

 

13 
校正が正常に行われた
場合右の表示が出ます。 

 
 

次の画面に移動します。 

14 
非対称電位が表示され
ます。 

 
 

表示された数値を校正手
順書の判定基準と比較し
ます。 

15 
測定カーブの一致率が
表示されます。 

 
 

表示された数値を校正手
順書の判定基準と比較し
ます。 

16 測定画面に戻ります。 
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5. 異常表示一覧 

画面 発生条件 対応 

 

非対称電位（pH7）に異
常があります。 

 

1. pH 電極が汚れている可能性がありま
す。中性洗剤と柔らかい清潔な布で表面
を洗浄し、再度校正を行ってください。
再発する場合は電極を交換してくださ
い。 

2. モニターに接続している電極線が湿気、
汗等で浮遊電位を生じている場合があ
ります。線表面をアルコールで拭きま
す。 

 

pH 測定カーブに異常
があります。 

pH 電極が汚れている可能性があります。中
性洗剤と柔らかい清潔な布で表面を洗浄し、
再度校正を行ってください。再発する場合は
電極を交換してください。 

 

校正測定値が安定して
いません。 

pH 電極に空気が絡んでいる可能性がありま
す。電極に気泡の付着が無いか確認します。 

 

温度が校正に適してい
ません。 

緩衝液の温度が０から 50℃の範囲を超えて
います。温度を調整してください。 

 

モニター異常 修復不能な故障が発生しています。故障発生
時の状況をメーカーに報告の上モニターを
交換してください。 

 

6. pH 電極の寿命管理 

pH 電極の寿命はプロセスの条件により変わります。プロセスによる劣化の進行速度を確認
するため、導入当初はこまめに緩衝液を用い確認するようにします。劣化の進行速度、条件
が判明した後に交換周期を定めるようにするとより安心して運用することができます。 
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7. 改訂履歴 

2020 年 12 月 初版発行 

 

 

 

 

8. 製品に関するお問い合わせ先 

 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

商品開発課 

取手事業所 〒300-1514 

  茨城県取手市宮和田 448-1 

電話番号  0297-83-0721 

ファックス 0297-82-7127 

URL  http://www.tactec.jp 

E メール  section_3_inquiry@tactec.jp 

 

  



PC-100/PC-110 pH モニター 

取扱説明書 201225 PC-100/PC-110 E/J-01 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

24 

 

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

本社：〒110-0003 東京都台東区根岸 1-2-17 

ホームページ：http://www.tactec.co.jp 


