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油中水分計

OILAN_A2

取扱説明書

１．はじめに
１．１ 受領時の確認
荷物を受け取ったら梱包が損傷していないかチェックしてください。
梱包を解いて計器を取り出してください。足りない部品や損傷している部品が無いことを確認
してください。予備の部品やアクセサリーが含まれている場合は、それらについても確認して
ください。誤って梱包材と一緒に部品を捨てないよう注意してください。
１．２ 製品の保証について
Kytola 社は油中水分計 OILAN を 1 年間保証します。
詳しい保証内容については、日本フローコントロール（株）までお問い合わせください。
１．３ 油中水分計 OILAN A4 の取扱説明書について
このマニュアルは、油中水分計 OILAN A4 の導入、使い方、保守について説明しています。
このマニュアルは、操作員やサービス員、機械のメカニック、IT サポート員などの専門職の
方を対象に記述されています。
！

警告！

安全と器械の損傷を防止するために、このマニュアルをよく読んで理解してから
装置の設置や操作を行ってください。

１．４ 一般要求事項
原則として、油注水分計 OILAN の潤滑システムが使われる生産設備への電気、機械の導入に
ついては、関連する基準に適合するものでなければなりません。これは Kytola 社製の潤滑シ
ステムと計測機器の誤動作を避けるためです。この必要条件は、特に通信ケーブルとワイヤー
およびスクリーンと接地に関連しています。

１．５

使用条件の確認
システムを構築する前に以下の条件に適合するか確認して下さい。
使用オイル
オイル温度
配管圧力
オイル粘度

：
：
：
：

鉱物油と合成油
+5～+60℃
0.1～1MPa
10～680 mm2/s(cSt)
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２．製品説明
は、油に含まれる水分量の変化を即座に読み取ることが出来るオンライン式の油中水分計です。
OILAN A4 は、鉱物油と合成油の絶対水分量を 5000、又は 20000ppm レンジで
±30ppm の精度で計測します。
OILAN A4 は計測セル中を通過するオイルに光を
あて光源波長と赤外線吸収光の 2 種類波長を計測し
水分量を表示します。

OILAN A4 は計測された数値を LCD に 4 桁で表示し、
計測中及び、水分含有アラームの LED ランプ
が知らせます。

OILAN A4 は使用されるオイルに合わせて校正します。ユーザーが校正する場合は校正キットを購
入する必要があります。
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３．取り付け
油中水分計 OILAN A4 は壁掛けを基本とした取り付けになります。取り付け穴の位置は技術資料を
参考に行って下さい。
OILAN A4 を通過する計測オイルは+5～+60℃以内で使用して下さい。又、流れ方向（入口／出口）
が有りますので圧力差を考慮した配管設置をして下さい。本体に掛かる圧力は 0.1～1MPa までの範
囲です。
OILAN A4 を設置する上で出入り口にシャット・バルブ（ボール・バルブ）を必ず取り付けて下さ
い。又、配管応力が本体に掛からないようにフレキシブル・ホースを配管と本体の間に設置して下
さい。この時、本体に振動が伝わらない工夫が必要となります。
加圧ライン（入り口側）

ドレイン・ライン（出口側）
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３．１ 接続
油中水分計 OILAN A4 にオイルの配管を接続するには本体下部のワンタッチ・コネクターで行いま
す。
ネジの場合は BSP1/4”となります。
油中水分計 OILAN A4 に電気配線を行う場合も同様に本体下部のコネクターを利用します。
1 本は供給電源とシリアル通信ライン、もう 1 本はアナログ出力と警報ラインとなっています。

オイル入り口 オイル出口 アナログ出力 ２４V 供給電源
リレー出力
シリアル通信
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３．２ 電気配線
油中水分計 OILAN A4 の電気配線の仕様は以下の通りです。
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３．３ ケーブルの加工
油中水分計 OILAN A4 の電気配線には専用の M12 コネクターが付属されています。ケーブルの種類
としてはシールド・カバー付きを使用し、シールド線の末端はシステムの GND（F.G.）に接続しま
す。
３．３．１ ケーブルの組み立て－１
24V 供給電源、シリアル通信ラインのコネクターは M12 - 5 ﾋﾟﾝ - メス - ストレートが使用され
ます。
アナログ出力、リレー出力ラインのコネクターは M12 - 5 ﾋﾟﾝ – オス - ストレートが使用され
ます。
コネクターに適合するケーブルの外皮径は 3.5～6.0mm、線径は 0.14～0.34mm2 となります。
３．３．２ ケーブルの組み立て－２
ケーブルの加工は外皮を 20mm ほど剥き、芯線を 5mm 剥きます。末端はシールド処理すること忘
れないで下さい。
□ オス・コネクター □

□ メス・コネクター □
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４．運転開始
運転開始時の注意事項です。
４．１ 使用する前に
使用する前に計測するオイルの種類を確認して下さい。
オイルの入り口圧力は 1MPa 以下である事を確認して下さい。
オイルの温度が+5～+60℃以内である事を確認して下さい。
オイルの入り口、出口の配管締め付けを再度確認してオイルが漏れない様にして下さい。
電気配線が正しくされている事を確認して下さい。
４．２ スタート・アップの手順
オイルを流し、リーク・チェックをします。
①
出口側のストップ・バルブを開にして下さい。
②
入口側のストップ・バルブを開にして下さい。
４．３ スタート・アップ
電源を投入すると内部回路のイニシャライズを行い、その後計測状態に入りますが数値が安定する
までにウォーミング・アップとして 5 分ほど掛かります。
電源投入後、LCD 表示は次のように表示されます。
① スタート・アップ表示

② 初期化表示

③ 光源入り表示
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④ 計測表示
現在３３ppm の値になっています。

⑤ 警報表示
現在油中水分量が４５６ppm で警報値
以上で有るために警告されています。

４．４ 手動設定操作
手動で内部設定を行うには油中水分計 OILAN A4 の右側のボタンで操作します。
操作方法はスイッチの押し方で３種類あります。
① SPress
0.5 秒以下で押します。
移動、変更を行うことが出来ます。
② LPress
１～2 の間押します。
移動、変更などを承認することが出来ます。
③ CPewss
2 秒以上押します。
スクロール移動を行う時に素早く移動します。
□

ページ１

計測画面

□

メイン画面から１．１ 計測画面に移行する場合
SPress を１回押します。

１．１ 計測画面の表示となります。
H2O
H2Oavg
Status

： 瞬間的な水分量
： 平均的な水分量
： 警報の状態
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１．１ 計測画面から１．２ 計測画面に移行
再び SPress を１回押します。
TOil
TChip
Status

： オイルの温度
： 計測部の温度
： 警報の状態

１．２ 計測画面から１．３ 計測画面に移行
再び SPress を１回押します。
IoutRange ： アナログ出力の最大値
ALimit
： 上限警報値
Status
： 警報の状態

１．３ 計測画面から１．４ 計測画面に移行
再び SPress を１回押します。
Offset

： 水分量のオフセット値

Status

： 警報の状態

１．４ 計測画面から１．５ 計測画面に移行
再び SPress を１回押します。
Mfc
Oil
Cal

： オイルメーカー
： オイルの種類
： 最終校正日

１．５ 計測画面から再び SPress を１回押しますと１．１ 計測画面に戻ります。
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ページ２

デバイス画面
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□

メイン画面から２．１ デバイス画面に移行する場合
LPress を１回押します。

２．１ デバイス画面の表示となります。
Pos
SN
Ver

： 機器名
： シリアル番号
： ファームウェアー番号

３．１ デバイス画面から２．２ デバイス画面
に移行するには SPress を１回押します。
ID
Com
Mfc

： デバイス番号
： 通信設定
： 製造日

＊ Com ／ 通信設定 ＊
9600
N
8
1

：
：
：
：

ボーレイト
パリティー無し
データ長
ストップビット

１．５ 計測画面から再び SPress を１回押しますと２．１ デバイス画面に戻ります。
□

ページ３

サービス画面

□

この画面は製造側のページとなります。
□

ページ４

設定画面

□

この画面は４．５項で説明します。
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４．５ 設定
ページ４ 設定画面を説明します。
下表内４．４～４．９まではキャリブレーターを使用して設定しますので説明は省きます。
□ 設定内容 □

４．１
４．２
４．３
４．４
４．５
４．６
４．７
４．８
４．９
４．１０

ページ番号と名称
設定開始
オフセット設定
出力設定
校正 設定１
校正 設定２
校正 ポイント１
校正 H2O＋
校正 ポイント２
校正 最終
設定終了

内 容
パスワードを入力
油中水分のオフセット表示
電流出力、上限警報値の設定
校正
校正
校正
校正
校正
校正
認証、保存

４．５．１ ページ４．１ 設定（パスワード）
ページ４の設定はパスワードで変更可能となります。
上記の操作からページ４に移行した所から始まります。
４．１ パスワード設定画面
Password ： 0000

Action? ： Quit
ここでパスワード入力画面に行くには
Quit でカーソルがブリンクしているので
SPress を１回押します。
Quit が Edit に変わり変更可能となります。

パスワードの数値設定領域にカーソルを移動するには
LPress を１回押します。
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パスワードの数値設定領域で数値を変更し
パスワードを９１１と設定します。
LPress
SPress
LPress
SPress
LPress

を２回
を９回
を１回
を１回
を１回

→
→
→
→
→

100 の桁に移動します
100 の桁が９になる
10 の桁に移動します
10 の桁が１になる
1 の桁に移動します

パスワードの設定が終わり承認する為に
カーソルを Action へ戻します。
LPress を１回 → アクション領域移動
SPress を１回 → Accept を選択
LPress を１回 → 承認

４．５．２ ページ４．２ 設定（オフセット）
この機能は現在表示されている油中水分量に一定の加減算を行い数値を強制的に変更します。
表示値に対して-9999～+9999ppm まで設定可能です。
操作はパスワード変更と同じです。
右の画面から次の設定に移行するには

SPress を１回 → Quit から NextPage
LPress を１回 → 承認

となります。
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設定画面から数値を変更します。
SPress を１回 → Edit を選択
LPress を１回 → オフセット領域に移行
アスタリスクが有る場合は数値決定されています

現在の表示値３３３を３３に変更する方法
オフセット値を－３００に設定

SPress を１回 → ＋を－に変更

LPress を１回 → 100 の桁に移動します
SPress を３回 → 100 の桁が３になる

LPress を３回 → 選択領域に移行
SPress を１回 → Save を選択

LPress を１回 → データが保存される
油中水分値が３３３から３３に変更され
オフセット値にアスタリスクが付く

[13]
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４．５．３ ページ４．３ 設定（出力）
この機能は現在表示されている油中水分量に対するアナログ出力の最大値設定、上限警報値の設
定を行います。
設定画面が表示されましたら同様の操作で
数値の変更を行って下さい。

４．５．４ ページ４．１０ 設定（最終承認）
この機能は変更された設定値に対して最終承認をします。

右画面から PrevPage を選択しますと元のページ
に戻ります。

右画面から Save を選択し終了します。

右画面から Quit を選択します。
LPress を１回 → メイン画面に移行
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５．メンテナンス
油中水分計 OILAN A4 のメンテナンスについて説明します。
５．１ クリーニング
油中水分計 OILAN A4 の外装をクリーニングする場合は石けん水で汚れを落とし柔らかい布で拭き
取って下さい
５．２ オイル・フィルター
オイル・フィルターは１年毎に点検し、清掃又は交換をして下さい。
使用中に異常値、エラーなど不具合が発生した場合でも点検項目に入れて下さい。
交換に必要な工具は大きなマイナス・ドライバー、３，４，５ｍｍの六角レンチです。
分解、交換を行う場合はあらかじめスペアー・パーツを用意して下さい。（弊社に連絡）
□ 交換方法 □
① 供給電源を切り、本体に配管されている
オイル・ライン上のシャット・バルブを
閉にして下さい
② 本体の前面カバーを固定しているボルトを
取り外します。
（４ｍｍレンチ）
③ 左側面のプラグ（写真）を取り外します。
④ フィルター・プラグを開ける際に計測セル
から本体にリークするオイルを防ぐために
布を用意して下さい。
⑤ 計測セルからフィルター・プラグを取り外
します。（５ｍｍレンチ）
⑥ フィルターを反時計回りに回して分解します。
（３ｍｍレンチ／フラット・トップ型）
⑦ フィルターが汚れていないか確認して下さい。
⑧ フィルターを洗浄するか、交換して下さい。
⑨ フィルターはソルベントなどで洗えます。
（各種Ｏ－リングの交換も必要になります）
⑩ 分解した部品を元の位置に組み立てます。
⑪ 前面カバーを取り付けます。
⑫ シャット・バルブを開にしてオイルを流します。
⑬ 電源を再投入します。
⑭ 表示が安定するまでに５分ほど掛かります。
安定した数値が確認出来れば終了です。
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５．３ 再校正
油中水分計 OILAN A4 の校正は２年に１度メーカーに返送して行うことを推奨しています。
ユーザーが校正を行う場合はキャリブレーターを購入することを推奨しています。

６．廃棄
油中水分計 OILAN A4 を廃棄する際は公共団体、或いは認可された工場
に委託して下さい。
この製品は特に有害な成分、物質を含んではいませんがオイルは除去し
て下さい。

７．技術資料
□ 仕 様 □
オイル・ライン
入口側オイル・ホース
出口側オイル・ホース
オイル・フィルター
電気仕様
供給電源電圧
供給電源電流
接続コネクター
出力
シリアル・バス
計測間隔時間
計測表示方法
表示
表示コントロール
お知らせ表示
性 能
精度
計測範囲
オイルの粘度範囲
オイルのコンタミレベル
概 要
重量
外観寸法
使用圧力範囲
使用温度範囲
本体材質
ホース材質
環境

BSP1/4”、クイック・ジョイント、ホース長 250mm
BSP1/4”、クイック・ジョイント、ホース長 250mm
140μm メッシュ
24VDC
最大 1A
供給電源／通信側
：M12 – 5 ピン – オス
アナログ／警報出力側 ：M12 – 5 ピン – メス
アナログ出力 ：4-20mADC
上限警報リレー：MOSFET、最大 48VDC/100mA
RS485 Modbus protocol
4秒
5 データの平均値
LCD、4x20 キャラクター
プッシュ・ボタン
2LED（計測中、水分量警報）
校正条件で±30ppm
0 – 5000 ppm
10 – 680 mm2/s(cSt)
16/13,ISO 4406
4.05 kg (ホースを含む)
260(W)x170(H)x90(D)
0.1 – 1 MPa (1 – 10 bar)
+5 ～ +60℃
アルミ
PTFE、AISI 304
IP65
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日本フローコントロール株式会社
拠
点
東 京 本 社
大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所

郵便番号
〒101-0022
〒530-0057
〒460-0003
〒812-0016
〒980-0803

住
所
東京都千代田区神田練塀町 68-3 JFC ﾋﾞﾙ
大阪市北区曽根崎 2-5-10 梅田ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
名古屋市中区錦 1-7-34 ｽﾃｰｼﾞ錦 I 2F
福岡市博多区博多駅南 1-3-8 博多ﾊﾟｰﾙﾋﾞﾙ
仙台市青葉区本町 1-13-24 錦ﾋﾞﾙ 4F

電 話 番 号
03-5209-3393
06-6361-3241
052-212-4346
092-432-1170
022-212-5351

※ 万一不備な点や、品質上、設計上の問題がございましたら、当社までご連絡ください
※ 改良のため、仕様等は予告無くの変更する場合がありますので予めご了承ください。

F A X 番 号
03-5256-8838
06-6361-3323
052-212-4348
092-432-1171
022-212-5352

