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はじめに 

 

使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。 

 

本書の操作手順および注意事項をお守りください。 

 

機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jp にお問い合わせください。 

mailto:support@techsor.co.jp
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1.製品紹介 

NBI 溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)は、水質の溶存酸素値をモニタリングするためのセンサで、微生物、

魚やエビ、水生植物など様々な環境下における淡水や海水の溶存酸素値の変化を正確に測定することがで

きます。 NBIWatcher Pro 3 をはじめとするワイヤレス水質監視製品シリーズと併用することで、ユーザ

ーが管理プラットフォームで養殖水の溶存酸素値の変化を明確に把握し、それに応じてタイムリーな調整

を行うことができます。 

NBI 溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)には、以下のような機能的特徴があります。 

 

⚫ 電解液不要、分極なし。 

⚫ 酸素消費を必要とせず、流量の影響も受けない。 

⚫ 硫化物などの化学物質の影響を受けない。 

⚫ 少しドリフト、速い応答、高い測定の正確さは、水の分解された酸素の価値を正確に測定できます。 

⚫ 保護等級 IP68。 

 

2.製品仕様 

2.1 仕様 

 

 

 

 

 

2.2 サイズ 

 

 

 

 

 

 

型番 NBI-SSWDO0103 

測定原理 蛍光式 

測定範囲 0～20mg/L(0～200%飽和)  ０℃～45℃ 

分解能 0.01mg/L、0.1℃ 

精度 ±2%F.S.、±0.5℃ 

温度補正 自動温度補正( Pt1000) 

動作温度 0～45℃、<0.2MPa 

保管温度 -5～45℃ 

校正方法 2 点校正 

ケーブル長 5m (別売の延長ケーブル使用で延長可能) 

防塵/防水 IP68 

蛍光保護キャップの寿命 6 ヶ月間の保証（通常使用時） 

筐体素材 POM および 316L ステンレススチール 

蛍光膜ヘッド PT1000 温度センシング 
POM 筐体 

電波法 工事設計認証番号:006-000704 

電気通信事業法 認証番号:D21-0033001 
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2.3 製品外観 

 

 

 

 

 

2.4 各部説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.使用方法 

3.1 取り付け 

NBI 溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)は浸漬して設置しますが、詳細は Watcher Pro 3 や他のシリーズのワ

イヤレス水質監視製品のユーザーマニュアルを参照してください。 

センサーを上下逆にしたり、水平に設置したりしないでください。 センサーの温度を正しく読み取るため

には、センサーの少なくとも 2/3 を水域に挿入して日の当たらない場所に設置し、プローブがプールの底

に触れないように吊り下げてください。 設置時にメンブレンヘッドの表面に衝突しないようにし、メンブ

レンヘッド部に土砂が付着しないようにしてください。 

センサーの寿命を延ばすためにも、ブラシとの併用をお勧めします。 

 

3.2 電気接続 

取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっ

ている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。 

なお、NBI 溶存酸素(DO)センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一

緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。 

 

ノード インターフェース 

Watcher Pro 3 A1、A2、A3、B 

 

NBI 溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)のコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご

使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて

挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決

まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、

センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。 

温度測定部 

プローブ 

センサーコネクタ 

保護キャップ 
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より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。 

4.メンテナンス 

4.1 保管 

NBI 溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)を使用後に長期保存する必要がある場合は、センサーをきれいに洗い

流した後、メンブレンヘッドが湿った状態になるように水を含ませた保護キャップをかぶせます。 また、

センサーのプローブと硬いものをぶつけないようにしてください。 

 

4.2 クレンジング 

溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)のプローブは、測定液の環境に影響され、長期間使用すると沈殿物や微生

物などの汚れが付着し、測定精度に影響を及ぼすことがありますので、定期的にクリーニングを行う必要

があります。 

センサーの外面：センサーの外面を水道水で清掃し、まだゴミが残っている場合は、湿らせた柔らかい布

や柔らかいブラシで拭いてください。頑固な汚れの場合は、水道水に家庭用洗剤を加えて清掃することが

できます。 

蛍光キャップの外面：センサー前面の保護カバーを外し、センサーの光窓の汚れを水で洗い流し、最後に

カバーを元に戻します。拭く必要がある場合は、柔らかい布や柔らかいブラシを使用し、力の強さや方向

に注意してください。蛍光膜層に傷がつくと、センサーが正常に動作しなくなります。 

蛍光灯キャップの内側表面：蛍光灯キャップの内側に水分やほこりが侵入している場合は、以下の方法で

清掃してください。 

 

1. 蛍光灯キャップを外します。 

2. 蛍光灯キャップの内側を水道水で洗います。 

3.油脂を含んだ汚れには、家庭用洗剤を入れたぬるま湯で洗い流してください。 

4. 蛍光キャップの内側を脱イオン水で洗います。 

5. 清潔なリントフリーの布ですべての表面の水分をやさしく拭き取り、乾燥した場所に置いて水分を完全 

に蒸発させます。 

水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。 

4.3 校正 

溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)を約 2 ヶ月以上使用した場合、測定誤差が発生する可能性があり、校正作

業が必要となりますので、具体的な操作については「NBI 水質監視センサー校正キット使用説明書」をご

参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 メンテナンス 

1.センサーのケーブルの確認：通常の動作時にケーブルが張っていないと、ケーブル内のワイヤーが切れ

やすくなり、センサーが正常に動作しなくなります。 

2.センサーの筐体が腐食などで破損していないかを確認してください。 

3.蛍光キャップの日常的な保管：使用しないときは、湿らせたスポンジで保護カバーに入れておくと、セ

ンサーの湿り気が長時間保たれます。 センサー蛍光キャップの頭部が長時間乾燥していると、測定結果に

ドリフトが発生するため、使用前に 48 時間水に浸す必要があります 
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溶存酸素(DO)センサー(蛍光式)のメンテナンスは、次の表のような間隔で行うことをお勧めします。 

メンテナンス 推奨メンテナンス頻度 

センサーの洗浄 7 日ごとに洗浄してください。 

ブラシを使用する場合は、30 日に 1 回の頻度で洗浄し

てください。 

センサーケーブルの確認 30 日ごとにチェックしてください。 

センサーと蛍光灯キャップの損傷確認 30 日ごとにチェックしてください。 

蛍光灯キャップの変更 年に一度の交換。 

センサーの校正 読み取り誤差の値を基準とします。 

 

5.注意事項 

① 蛍光式溶存酸素センサの前面にある薄いシートは壊れやすいので、叩かないでください。 

② センサープローブの表面に傷がつくので、硬いもの（指や金属など）で触らないでください。 

③ センサープローブは汚れないように定期的に清掃・点検してください。 

④ データが読めなくなることがあるので、センサーケーブルをねじったり引っ張ったりしないでくださ

い。 

⑤ センサー全体を被測定物の中に入れ、温度上昇の原因となる直射日光を避けてください。 

⑥ センサープローブをプールの底につけず、吊り下げるようにしてください。 

⑦ センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してくだ

さい。 

⑧ 上記のように保管しないと、センサーの破損の原因となります。 

⑨ 測定および校正中は、蛍光フィルムの表面に気泡が付いていないようにしてください。 

⑩ 蛍光キャップの内面に日光が当たらないようにしてください。 

⑪ センサーの部品を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因となります。 

⑫ 強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。 

 

6.問題と解決策 

問題 可能の原因 解決策 

センサーからのデ

ータがありませ

ん。 

1.センサーが識別されていな

い。 

2.センサーとノードが正しく接

続されていない。 

3.ケーブルやセンサーの不良。 

4.グローキャップが締まってい

ない、または破損している。 

1.ノードを再起動します。 

2.センサーのコネクターを一旦外して、再

度接続します。 

3.交換や修理をご希望の場合は、テクサー

にご連絡ください。 

4.蛍光灯キャップを再度取り付けて締める

か、交換してください。 

センサーからのデ

ータが異常。 

1.正しく取り付けられていない 

2.センサープローブが汚れてい

る。 

3.蛍光灯キャップが破損してい

る、または蛍光灯キャップが耐

用年数を超えている。 

4.センサーの故障。 

1.上記のようにセンサーを取り付け直して

ください。 

2.蛍光キャップの外面を清掃し、プローブ

を攪拌しながら測定します。 

3.蛍光灯キャップを交換してください。 

4.交換や修理をご希望の場合は、テクサー

にご連絡ください。 
温度の測定値が測
定可能範囲を超え
ている、または測
定値が文字化けし

温度センサーに異物が付着して

いる。 

柔らかい毛のブラシを使って、付着物を

優しく払い落落とします。 
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ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza, 

Nanshan District, Shenzhen 

www.nongbotech.com 

+86 (0) 755-36309585 

 

 

日本総代理店 

株式会社テクサー 

〒206-0034  東京都多摩市鶴牧 1-1-14  

コージィーコート 2F 1 

TEL&FAX： 042-400-7582 

www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp 

 

ZETA アライアンス 

www.zeta-alliance.org  ｜  info@zeta-alliance.jp 

http://www.nongbotech.co/
http://www.nongbotech.com/
http://www.techsor.co.jp/
mailto:support@techsor.co.jp
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