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875ECシリーズ 概要 

875ECモニターはFoxboro 871ECシリーズや871FTシリーズセンサ

ーなどを使用して、高精度の導電率測定が可能です。 

主な機能は、バックライト付きの大型液晶表示、2点のアナログ出力

、2点のリレー接点、遠隔設定用のRS-232シリアルポートなどがあ

ります。対話形式による直感的な操作で、メニュー選択設定、キャ

リブレーション、ステータス確認、トラブルシューティングが可能

です。モニターには各種の温度補償設定や薬液濃度データが入って

おり、特殊なアプリケーションにはカスタムカーブデータの入力も

可能です。875ECモニターは、pH/ORP計・導電率/比抵抗計から成

る高機能モニターシリーズの1つです。875シリーズモニターは、素

早く簡単な取付・設定・操作が可能で、入力・出力端子部へも簡単

にアクセスが可能です。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

機能/利点 

• 操作が簡単で使いやすい 

• 導電率または濃度の測定 

• 様々なデジタル通信機能 

• 高感度で広いレンジアビリティ 

• RS-232ポート、Windowsベースのユーティリティ 

• 最大3つのアプリケーションが設定可能 

• 豊富なセンサーラインナップ 

• アラーム出力(2点)、4-20mAアナログ出力(2点) 

• 薬液濃度コントロール 

• 最大100件までの設定履歴を保存 

• 保護等級IP65：パネル取付(前面部)･現場設置型 

• センサーおよびモニターの診断機能 

Foxboro® 875ECシリーズ 

無電極式導電率計 

薬液濃度計 
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より詳細な仕様はPSSをご参照ください。 

モデルコード例：875EC-J1F-A 875ECモニター、AC100V、FM規格、ストームドア付 

875EC：無電極式導電率計/薬液濃度計 

 電源 

-A = AC120V 

-B = AC220V 

-J = AC100V 

-D =DC24V 

 

取付方法 

1 = パネル取付 

2 = パイプ取付 

3 = 壁取付 

電気保安規格 

F = FM 

C = CSA 

D = IECEx 

U = UL 

 

 

オプション 

-A = ストームドア 

-C = HART通信及び4-20 mA出力 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

875ECシリーズ 
無電極式導電率計/薬液濃度計

仕様 
 

精度: フルスケール±0.5% 

再現性: フルスケール±0.1% 

測定レンジ: uS/cm: 0-50 ～ 0-5000 mS/cm: 0-0.1 ～ 0-2000 

mS/m: 0-5 ～ 0-5000 S/m: 0-0.1 ～ 0-2 

% 濃度: 0-25% NaCl; 0-35% H3PO4; 0-15% HCl; 99.5-93% H2SO4(30℃、50℃); 

0-25% H2SO4; 42-18% オレイン 0-10%; HNO3;0-15% NaOH (25℃, 50℃); 

0-20% NaOH (100℃); 0-6% KOH; 0-16% KCl; 0-8% CH3COOH; 90-99% HF (0℃); 

0-30% HF(25℃) 

出力信号: DC4-20 mAアナログ出力（2点）、RS-232、デジタルHART通信（オプション） 

アラーム: アラーム出力(2点)、接点容量:5A DC24V 

温度補償: 絶対値; 希釈NaCl(25℃補償); 0-25%NaCl(25℃); (25℃); 0-35%  H3PO4(25℃); 

0-15% HCl (25℃); 0-25% H2SO4 (25℃); 99.5-93% H2SO4 (30℃, 50℃);   

42-18% 発煙硫酸 (65℃); 0-10% 発煙硫酸 (65℃); 0-10% HNO3 (25℃); 

0-15% NaOH (25℃,50℃);0-20% NaOH (100℃);0-6% KOH (25℃); 0-16% KCl 

(20℃); 0-8% CH3COOH (25℃); 0-30% HF (25℃); 90-99% HF (0℃); 

緑液(85℃); 黒液(160℃);カスタムカーブ入力 

温度センサー及び温度測定レンジ： 100Ωおよび1000Ω RTD, -20～+200℃; 100kΩサーミスタ, -20～+120℃ 

周囲温度: -10～+65℃ 

ケース: パネル取付:ノリル樹脂、NEMA 4Xフロントパネル、NEMA 1 背面端子部    

パイプ・壁取付型:エポキシ塗装アルミ、NEMA 4X、IEC IP65 

センサケーブル長（最大） 30.5メートル(100フィート) 

適合センサー： 871EC・871FT・EP307シリーズ、センサー入力：１点 

センサー診断機能: センサー内部への液漏れ、温度センサーの故障 

モデルコード 
 

 

 



 



 



 



 



 



              

 

フロ－スル－センサ－を使用することにより 
問題を一挙に解消することができ、更に 

 

        
   ＦｏｘｂｏｒｏはＩＳＯ９００１認定工場です 
 

      あらゆる要求に高精度で応える    

     ＦＯＸＢＯＲＯ社製 ８７１ＦＴフロースルー導電率センサー 

 

  フロ－スル－センサ－の一般的説明 
 
 
           左：サニタリ－用センサ－              
           右：工業用センサ－             
 
 

 
 ８７１FTフロ－スル－センサ－はインライン取付方式で、サニタリ－用又は工業用プロセス 
 流体の導電率または濃度を測定します．このセンサ－は口径１／２インチから４インチまでが 
 製作され、配管ライン上に簡単に取付けることができ、サニタリ－や工業用の幅広いアプリケ 
 －ションに使用することができます 
  

 
 ８７１ＦＴセンサ－は、配管内の流れにセンサを  
 直接さらすことなく導電率を測定することができ、 
 浸漬式センサ－において、センサ－廻りに生じる  
 皮膜や堆積物によって導電率値が乱される障害か  
 ら解放されます．                ＊ケミカル液希薄化プロセス作業中に生じる廃剤 
                          の堆積をなくすことができる 
                         ＊ろか用水システムの稼動を減らすことができる 
                         ＊ディキャンティングアプリケ－ション（上澄み 
                          溶液の移し替え）時の高価な補填材料を減らす 
                          ことができる 
 汚れの原因となる粒子を含むプロセス流体を扱う  ＊廃水中性化プロセス内での過度な薬剤付加に要  
 場合、フロ－セルの配管設計によって自己清浄性   する時間とコストを節約できる 
 を高め、流れの障害を減らす効果が得られます．  ＊不確かな苛性物または強度な酸により生じる製 
 測定の不正確や問題が生じた場合の処置に要する   品の仕様外れや不良から開放される、 
 作業休止時間（ダウンタイム）を減らしたり無く  ＊製薬やバイオテクノロジ－工業において、脂肪   
 すことは極めて重要です．             その他の材料が介在する精密プロセスでは、流 
                          れの邪魔をしないフロ－スル－センサ―により 
 キャビテ－ションとか配管壁の影響、プロ－ブの   敏感で価格も高い剤料を損耗することなく測定 
 選択等で、従来の挿入方式による導電率測定上で   できる等々の利点があります． 
 は精度の不正確さを補うため、コントロ－ルバル                           
 ブ内での補償作業を頻繁に行う必要があり、時間                          
 とコストの多大な浪費を余儀なくされていますが、 
 
 
  
 
 
 
       
 
 
 
                                   

  フロ－スル－のセンサ－の必要性 

製薬やバイオテクノロジ－工業用には、配管内 
を滑らかに仕上げたサニタリ－デザインが要求 
され、フォックスボロ－では８７１ＦＴサニタ 
リ－仕様３Ａ基準の製品を製作しています． 



      あらゆる要求に高精度で応える    

     ＦＯＸＢＯＲＯ社製 ８７１ＦＴフロースルー導電率センサー 

 
 
                             
                              ■ 工業用センサ－ 
                             
                            工業用８７１ＦＴフロ－スル－導電率センサ－は                            

                              水溶液やケミカル溶液の濃度および制御アプリケ  
 ■ 操 作 原 理                  ションで、導電率が一般的な低～高レンジの流体から 
                           過激な流体にいたるまでそれぞれに適切な接液部 
 ８７１ＦＴフロ－スル－センサ－は、パイプと同軸の絶縁   材料を適用することができます。 
 材上に取付けた、誘導性ド－ナツ型コイルを持ち、流体が    
 絶縁されたボアピ－スを通過すると、１次のド－ナツコイ   フロ－スル－センサ－はＡＮＳＩ．１５０／３００フ 
 ルにより流体内に電流を生じます。この時生じた電圧は流   ランジまたはＤＩＮ２５０１またはＮＰＴパイプに取 
 体の持つ導電率に応じて変化し、２次ド－ナツコイル（※）  付けることができます。 
 によって検出され導電率に変換されます。          ＊接液部材質：ＳＵＳ３１６、Ｃａｒｐ２０、ハステ 
 （※）この製品はフォックスボロ－の特許Ｎｏ．５１５７３３２          ロイＣ 
    により保護されています。               ＊絶縁材料 ：ピ－ク、ＰＣＴＦＥまたはＰＶＤＣ  
                              ＊配管口径 ：１～４インチ 
 
 ■ サニタリ－センサ－                ■ 工業用フロ－スル－センサ－の利点 
   
 ユニ－クな８７１ＦＴフロ－スル－導電率センサ－は、ア   ８７１ＦＴ工業用フロ－スル－センサ－は、無数の水 
 メリカ食品・薬品協会規定に基ずいた材料で製作されてい   溶液やケミカル溶液に適用でき、濃度の測定、監視、 
 ます。組立品は酪農機器装置用の３Ａサニタリ－基準によ   制御ができます。 
 るデザインでまとめられ、分解は総合サニタリ－仕様のも    
 とに完全に行われています。                 
 ８７１ＦＴサニタリ－センサ－は、ピ－クまたはＰＣＴＦ      
 Ｅ絶縁材（ボアピ－ス）が選択でき、口径１／２～４イン    
 チで内部が１６μインチ以上の精度で表面が仕上げされて    
 います。内面には割れ目が全然なく、ＣＩＰ（クリ－ンイ   ８７１ＦＴフロ－スル－センサ－ハインラインでキャ 
 ンプレイス）個所全てに使用することができます。      リブレ－ションができ、メインテナンス時間を大幅に 
 取付は工業標準のトリクランプまたはＤＩＮ－１１８５１   減らし、作業者を危険なケミカル流体にさらすことを 
 ミルクパイプエンドコネクションのいずれかを選択し、取   なくすことができます。デザインはシンプルで、ＡＮ 
 付、取外しがいずれも容易です。              ＳＩ．150またはＤＩＮ２５０１のフランジ取付で、 
                              プロセスラインでの取付取外しが簡単です。 
 
 ■ サニタリ－フロ－スル－構造の利点        ■ 外部から可能なキャリブレ－ション 
                               
 ８７１ＦＴサニタリ－センサ－は、食品並びに薬品製造ア   制御Ｐ及び測定解析を危険な場所あるいは爆発危険個 
 プリケ－ション用のユニ－クな導電率測定、監視および制   所で行う場合、従来のキャリブレ－ションでは危険で 
 御に最適です。また飲料品のジュ－スやビ－ル、ミルクそ   費用も多く掛かります。 
 の他にも適用されＣＩＰ要求にも合致しています。      従来の浸漬式センサ－では１回の取付に対して 
                              ＊許可を得るための時間＊セットアップ＊周囲のガス 
 ８７１ＦＴサニタリ－センサ－は、ドレンする時以外、製   の測定＊プロ－ブの引抜き＊ラインのキャッピング、 
 品液剤の消費を劇的に少なくし、メインテナンスや手動監   セルのキャリブレ－ションならびにクリ－ニング等に 
 視の時間を減らしたりＣＩＰ溶液の消耗を減らします。    数時間の作業を必要としています。 
                               
 プロセスラインの再確認がしばしば要求される周囲の環境   ８７１ＦＴセンサ－のキャリブレ－ションポ－トを使 
 に対しては、そのラインをオ－プンする必要がないため環   用すれば、中程度のケミカルプラントでこれらメイン 
 境を汚すことがありません。なおシンプルなトリクランプ   テナンスにかかる数百時間もの費用節約が容易であり、 
 またはミルクパイプエンドコネクションを使用すれば取付   ライン内部を乱すことなくキャリブレ－ションを離れ 
 が簡単です。                       た場所から行えることで、安全対策面の費用もカット 
                              できるメリットもあります。 
                               

 
                       

フロ－スル－形式デザインはプロセスライン 
への取付、取外しが簡単です 
 

例：ボイラ濃縮水、または苛性濃度制御、廃液流路 

  のリ－ク検出、インタ－フエ－ス検出等 



       あらゆる要求に高精度で応える    

     ＦＯＸＢＯＲＯ社製 ８７１ＦＴフロースルー導電率センサー 

 

                       

         モデル選定コ－ド  流体に無接触のフロ－スル－センサ－ 

   ８７１ＦＴ フロ－スル－導電率センサ： 

   ＊８７５ＥＣコミュニケ－タ－シリ－ズまたは８７３ＥＣ，８７３ＡＥＣシリ－ズモニタ－に適用                 

 


