壁掛型
パネル組込型

ｐＨトランスミッタ
■ＤＣ４～２０ｍＡ出力ｐＨ計
ＤＣ４～２０ｍＡ出力ｐＨ計

DO9765T
DO9785T
■リレー出力（ディレー設定可）
リレー出力（ディレー設定可）

ｐＨトランスミッタＤＯ９７６５Ｔ、ＤＯ９７８５ＴはｐＨ電極またはＯＲＰ電極から
の出力を温度補正して、電極の入力回路から絶縁された４～２０ｍＡのア
ナログ信号に変換します。アナログ出力は１点で、ｐＨまたはＯＲＰのいずれ
かを選択出力でき、スケーリングも可能です。アナログ出力のほか２５５秒ま
でのディレーが設定できるリレー出力２点も備えています。前面の大型ＬＣ
Ｄには、上段に温度、下段にｐＨまたはＯＲＰ値を選択表示し、設定時には
設定パラメータが表示されます。ＤＯ９７６５Ｔ、ＤＯ９７８５Ｔは高品質の製品
設計と精選された部品の使用により長期間にわたる、高精度で信頼性の
高い測定が可能です。別売のｐＨ電極またはＯＲＰ電極と温度プローブ
（Ｐｔ１００Ω/０℃）を組み合せて使用します。

■外形図
外形図
㻝㻞㻞㼙㼙
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■テクニカルデータ
テクニカルデータ
ｐＨ
複合電極
入力

ＯＲＰ
入力インピーダンス
ケーブル長さ
精度
２線式/４線式Ｐｔ１００
測定電流

温度入力

ｐＨ電極
温度補正

ケーブル長さ
精度
自動
マニュアル
４.００～２０.００ｍＡ

電流出力

精度
絶縁

負荷抵抗
リレー出力

ＡおよびＢ

供給電源
動作温度
保管温度
ＤＯ９７６５Ｔ
ＤＯ９７８５Ｔ

外形寸法
保護等級
外形寸法
保護等級

■ご注文コード
ご注文コード
ｐＨ-１.００～＋１５.００
（-５００～＋５００ｍＶ）
-１９９９～＋１９９９ｍＶ
＞１０ＴΩ（テラオーム）
＜５０ｍ、シールドケーブル
（約５ｎＦ）
０.１％ｒｄｇ±１ｄｉｇｉｔ±０.０１％ｐＨ/℃
（温度ドリフト）
-５０.０～＋１９９.９℃
ＤＣ０.５ｍＡ
＜１０ｍ、非シールドケーブル
＜５０ｍ、シールドケーブル（約２ｎＦ）
０.２℃±０.１％ｒｄｇ±２ｄｉｇｉｔ±０.０１℃/℃
ネルンスト式による
-５０～＋２００℃
ｐＨまたはｍＶ値に比例、
スケーリング可
０.５％ｒｄｇ±０.０２ｍＡ
ＡＣ２５００Ｖ １分
Ｒ Ｌｍａｘ= （Ｖｄｃ－１０）/０.０２２
Ｒ Ｌｍａｘ= ６３６Ω ＤＣ２４Ｖにて
Ｃ接点、接点容量３Ａ/ＡＣ２３０Ｖ
ＡＣ１００Ｖ±１０％
ＤＣ１０～３５Ｖ、２線式４～２０ｍＡ設定
０～５０℃
-２０～＋７０℃ 結露なきこと
１２０×１２２×５６ｍｍ
ＩＰ６４
９６×９６×１２６ｍｍ
ＩＰ５４

ＤＯ９７６５Ｔ
ＤＯ９７８５Ｔ
ＫＰＩ１０

ＫＰＩ１１

ＫＰＩ１２
ＫＰＩ１３
ＨＤ８６４２
ＨＤ８６７２
ＨＤ８６９２
ＨＤＲ２２０
ＨＤＲ４６８
ＣＰ５Ｔ（ＤＯ９７６５Ｔ用）
ＣＰ５/１０Ｔ（ＤＯ９７６５Ｔ用）
ＣＰ５（ＤＯ９７８５Ｔ用）
ＣＰ１０（ＤＯ９７８５Ｔ用）
ＣＰ１５（ＤＯ９７８５Ｔ用）
ＨＤ８８２Ｍ１００/３００
ＨＤ８８２Ｍ１００/６００
ＨＤ６２ＰＴ
ＨＤ６２ＰＰ
ＨＤ６２ＲＦ
ＨＤ６２ＳＣ
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ｐＨトランスミッタ、二段表示、４～２０ｍＡ出力、
壁掛型、外形１２０×１２１.５×５６ｍｍ
ｐＨトランスミッタ、二段表示、４～２０ｍＡ出力、
パネル組込型、外形９６×９６×１２６ｍｍ
複合ガラス電極、Ｓ７、ＰＧ１３.５コネクタ、再充填可、
ガラスボディ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、φ１２×１２０ｍｍ、
温度範囲０～１３０℃、多孔テフロンフィルター
複合電極、Ｓ７、¾”ＮＰＴコネクタ、再充填可、
複合電極、Ｓ７、
”ＮＰＴコネクタ、再充填可、
“Ｒｙｔｏｎ” ボディ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、
温度範囲０～１００℃、多孔テフロンフィルター
ＯＲＰ測定用白金電極、Ｓ７、ＰＧ１３.５コネクタ、
圧力０.６ＭＰａ
ＯＲＰ測定用白金電極、“Ｒｙｔｏｎ” ボディ、Ｓ７、
ＰＧ１３.５コネクタ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ
標準液、ｐＨ４.０１、２００ｃｃ
標準液、ｐＨ６.８６、２００ｃｃ
標準液、ｐＨ９.１８、２００ｃｃ
標準液、ＯＲＰ２２０ｍＶ、５００ｃｃ
標準液、ＯＲＰ４６８ｍＶ、５００ｃｃ
延長ケーブル、コネクタＳ７-端子接続線、Ｌ=５ｍ
延長ケーブル、コネクタＳ７-端子接続線、Ｌ=１０ｍ
延長ケーブル、コネクタＳ７-ＢＮＣ、Ｌ=５ｍ
延長ケーブル、コネクタＳ７-ＢＮＣ、Ｌ=１０ｍ
延長ケーブル、コネクタＳ７-ＢＮＣ、Ｌ=１５ｍ
Ｐｔ１００温度プローブ、φ６ｍｍ×Ｌ３００ｍｍ、
ミニチュア接続ヘッド付、測定範囲-５０～＋４５０℃
Ｐｔ１００温度プローブ、φ６ｍｍ×Ｌ６００ｍｍ、
ミニチュア接続ヘッド付、測定範囲-５０～＋４５０℃
ダイアフラム洗浄液（チオ尿素入りＨＣｌ）、５００ｃｃ
タンパク質洗浄液（ペプシン入りＨＣｌ）、５００ｃｃ
再生液（フッ化水素酸）、１００ｃｃ
電極保存液、２００ｃｃ
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■ディスプレー表示シンボル
ディスプレー表示シンボル
表示値は℃
表示値の単位はｐＨ
表示値の単位はｍＶ
リレーＡは閉状態
リレーＢは閉状態
表示値はリレーＡまたはＢの接点閉のしきい値に相当
表示値はリレーＡまたはＢの接点開のしきい値に相当

㻟㻥

㻿㻣

℃
ｐＨ
ｍＶ
Ａ
Ｂ
ＯＮ
ＯＦＦ

㻝㻝㻡

㻱㻿㽢㻝㻣 㻼㻳㻝㻟㻚㻡

䃥㻝㻞

■操作キーの機能
操作キーの機能
ＫＰＩ１０
複合ガラス電極、Ｓ７、ＰＧ１３.５コネクタ、ガラスボディ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、
φ１２×１２０ｍｍ、ｐＨ０～１４、０～１３０℃、多孔テフロンフィルター

ＫＰＩ１２
ＯＲＰ測定用白金電極、Ｓ７、ＰＧ１３.５コネクタ、ガラスボディ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、
φ１２×１２０ｍｍ、ｐＨ０～１４、０～１３０℃、圧力０.６ＭＰａ

㻝㻤

㻝㻡㻤
㻤㻥

㻝㻤

㻞㻟

㻞㻞

㻟㻛㻠䇿㻺㻼㼀

ＰＲＧキーと▲および▼キーを押すことにより各パラメータのプログラムが可能
になります。Ｐ１のメッセージがディスプレーに表示された時、Ｐ１のパラメータが
設定中であることを示します。ＰＲＧキーを続けて押すと、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、
Ｐ７のメッセージとそれぞれのパラメータが順番に表示されます。
Ｐ７の後、トランスミッタは通常機能に戻ります。
ＳＥＴ
リレー動作しきい値設定のキーです。ディスプレーにＯＮまたはＯＦＦのシンボ
ルが現れ、リレーＡまたはリレーＢの、スイッチＯＮまたはＯＦＦのしきい値である
ことを表示します。
℃
ＣＡＬキーと同時に押された場合は、マニュアル温度設定機能を起動します。
ｐＨの校正中に押された場合は、校正内容を保存せずに校正機能を停止させ
ます。
ｐＨ/ｍＶ このキーを押すことにより、測定単位をｍＶまたはｐＨに切替えられます。
ＣＡＬキーと同時に押された場合は、ｐＨ校正機能を起動します。
ＯＫ
設定されたパラメータ、リレーのＳＥＴ値を確認し、それらを保存するためのキー
です。
ＣＡＬ
℃キーと同時に押された場合は、マニュアル温度設定機能を起動します。
ｐＨ/ｍＶキーと同時に押された場合は、ｐＨ校正機能を起動します。
ｐＨ校正およびマニュアル温度校正の確認にも使用します。
▲
以下の場合に、表示された値を増加させます。
パラメータ設定モードの時、リレーＳＥＴポイントの設定の時、校正モードの時
▼
以下の場合に、表示された値を減少させます。
パラメータ設定モードの時、リレーＳＥＴポイントの設定の時、校正モードの時

㻞㻡㻚㻡㽢㻞㻥㻚㻡
㻟㻛㻠䇿㻺㻼㼀

ＰＲＧ

㻿㻣

ＫＰＩ１１
複合電極、Ｓ７、３/４”ＮＰＴコネクタ、“Ｒｙｔｏｎ” ボディ、Ｓ７真鋳１”コネクタ、
Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、ｐＨ０～１４、０～１００℃、多孔テフロンフィルター

ＫＰＩ１３

■リレーＳＥＴポイントの設定
リレーＳＥＴポイントの設定
ＳＥＴキーを押します。Ａの文字と共にＯＮのシンボルが現れ、表示されている値がリ
レーＡのスイッチＯＮのしきい値であることを示します。
● この値を変更するには▲または▼キーを押します。
● ＳＥＴキーを押します。Ａの文字と共にＯＦＦのシンボルが現れ、表示されている値がリ
レーＡのスイッチＯＦＦのしきい値であることを示します。
● この値を変更するには▲または▼キーを押します。
● ＳＥＴキーを押します。Ｂの文字と共にＯＮのシンボルが現れ、表示されている値がリ
レーＢのスイッチＯＮのしきい値であることを示します。
● この値を変更するには▲または▼キーを押します。
● ＳＥＴキーを押します。Ｂの文字と共にＯＦＦのシンボルが現れ、表示されている値がリ
レーＢのスイッチＯＦＦのしきい値であることを示します。
● この値を変更するには▲または▼キーを押します。
● 最後にＳＥＴキーを押すと、トランスミッタは設定された値を保存し、通常機能に戻りま
す。
注： リレーＳＥＴポイントの設定中に２分間どのキーも押されない場合、トランスミッタは通
常機能に戻ります。
●

■パラメータの設定
パラメータの設定

ＯＲＰ測定用白金電極、“Ｒｙｔｏｎ” ボディ、Ｓ７、ＰＧ１３.５コネクタ、Ａｇ/ＡｇＣｌ-ＫＣｌ、
ｐＨ０～１４、０～１００℃

スライドジョイント

ＨＤ８８２Ｍ１００/３００
Ｐｔ１００温度プローブ、φ６ｍｍ×Ｌ３００ｍｍ、ミニチュア接続ヘッド付、
測定範囲-５０～＋４５０℃
※マニュアル温度補正、ｐＨ電極、温度プローブ、出力の校正などの詳細については
取扱説明書をご参照下さい。

Ｐ１ リレー制御およびアナログ出力の単位、ｐＨまたはｍＶ
Ｐ２ アナログ出力４ｍＡに相当するｐＨ/ｍＶ値
ｐＨ-１.００～１５.００または-１９９９～＋１９９９ｍＶの範囲で設定可能
Ｐ３ アナログ出力２０ｍＡに相当するｐＨ/ｍＶ値
ｐＨ-１.００～１５.００または-１９９９～＋１９９９ｍＶの範囲で設定可能
Ｐ４ リレーＡの、リレー動作ディレー時間。０～２５５秒の範囲で設定可能
Ｐ５ リレーＢの、リレー動作ディレー時間。０～２５５秒の範囲で設定可能
Ｐ６ Ｐｔ１００プローブ、電流出力、電圧出力の校正
（校正は環境・設備の整った場所で熟練者が行う必要があります。）
Ｐ７ 電極のオフセット電圧値およびスロープ値の表示
上記のパラメータの何れかを変更するには、設定を変更したいパラメータのメッセージが
ディスプレーに表示されるまでＰＲＧキーを押します。▲または▼キーを使用して、表示さ
れているパラメータを希望する値に調整し、ＯＫを押して確認します。
パラメータＰ７は変更できません。
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