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各部の名称と寸法 ＃2

● コントロールユニット
マイクロコンピューターで濃度を自動で調整する部分です。
マイコンボード、電源、リレー、スイッチ等が入っています。

● 液肥供給ポンプ

● 液肥タンク台

● ユニットフレーム

液肥をタンクから吸い上げ、溶液タンクに投入するための
ポンプです。各4リットル2種類の液肥をセット出来ます。

液肥の入ったポリタンクを載せます。

各ユニットを取り付けるアルミ製の台です。

■ 全体図

■ 製品寸法
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製品仕様 ＃3

高さ 155　横幅 31　奥行 50  (cm)　        ※各ユニット分割設置可製品寸法
4 kg ( 液肥含まず )製品重量

水耕栽培用液体肥料等適合液肥
 4 リットル容量ポリタンク×２個（8リットル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※外部タンクで増設可

液肥容量

20 リットルから 2000 リットル程度（推奨）適合タンク

液肥吐出量

ポンプのチューブサイズ3週類から選択
1 ミリメートル内径 x 3 ミリメートルod 2 ～ 最大17 ml /分
2 ミリメートル内径 x 4 ミリメートルod 5 ～ 最大40 ml /分
3 ミリメートル内径 x 5 ミリメートルod 19 ～ 最大100 ml /分
　　　　　　　　　　　　　　　※最大吐出量は連続動作時の吐出量

EC センサー読み取り、温度補正し EC値取得検知方式

AC100V→ （ スイチング電源にてDC12V・DC5V 作動 ）作動電源

制御出力

1. 液肥ポンプ駆動　（ DC12V 出力 )
2. 撹拌ポンプ駆動　（ DC12V 出力 )
3. 吸水ポンプ駆動　（ DC12V 出力 )　※バルブ駆動可能
4.異常警報出力　    （ DC12V 出力 )　点滅・全灯
　　　　　　　　　※出力用スイチング電源変更によりDC24V変更可

制御入力

1.  ECセンサー・水温センサ一体型プローブにて計測　
2. 異常検知機能　（ ループ回路遮断で異常検知 ）
　　　　　　　　　　                 ※装置ストップ、装置休止の2種類
4  異常警報出力　 （ DC12V出力 ) + LED点滅・全灯
5. 連続出力回数検知による濃度異常防止機能あり
6. 水温２度以下にて装置休止機能あり

EC値測定範囲 0～2000μS/cm　測定精度: ± 10% ( 25 °C )

２段階供給閾値設定ON・OFF 繰り返し供給制御方式給液・給水方式

※仕様は予告なく変更されることがあります

EC値補正機能 更正液により一点更正方式

温度補正機能 標準温度計にて温度更正方式

AC100V180W + AC100V120W 　スイッチング電源合計 300W消費電力



安全上の注意 ＃4

■警告と注意
使用上の事故を未然に防ぐため、次の注意事項をよくお読みの上指示に従って下さい。
本取扱い説明書の注意事項は「警告」と「注意」に区分けされています。

この表示は取り扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を表しています。

この表示は取り扱いを誤った場合に使用者が障害を負う可能性が想定される場合、お
よび祭場される作物の物的損害の発生が想定される内容を表しています。
なお「注意」を記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があり
ます。いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず遵守して下さい。

■設置環境について
感電事故防止のため、本装置の設置場所はハウス内等、直接雨が当らない場所での設置、使用を想定し
しています。
戸外で使用時は雨避けボックス等の覆いを設置し直接雨が掛からない様にして下さい。
また農薬、肥料散布時は装置にカバーを掛ける等を行い装置に掛からない様にして下さい。

■配線について
感電事故防止、配線発火の原因になります。容量の確認を十分に行い適正な配線を行って下さい。
結線部は絶縁ビニール等で覆い水等の侵入を防いで下さい。
外部から電源等を引き込む時には電気工事士に配線工事を依頼して下さい。

■操作について
感電事故防止のため、本装置の設定等でボタン操作、スイッチ操作を行う時は濡れた手で操作を行わな
いで下さい。

■改造について
籐装置はDC12V 出力にてポンプ、バルブを駆動します。
出力電圧の変更、またDC12V で SSR 等の器具で他の動作部品等を使用したい場合には弊社に相談の上、
電気工事士に依頼して下さい。

■点検保守について
センサープローブは定期的に感知部を清掃し綺麗な状態でご使用ください。
肥料濃度が正確に測定出来ず肥料濃度が異常に濃くなり作物の枯れ等の原因となります。
また測定値は時間経過によりズレが生じます。月に 1度は更正液もしくは正確な EC計等で更正を行って
下さい。
異常検知スイッチ検知装置を増設した場合、定期的にスイッチの動作を確認し、正常に異常検知するか
確認して下さい。
電源コード、コネクター部の劣化の定期点検を行って下さい。
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■ コントロールユニット

LCD表示パネル

キーパッド

操作スイッチ 電源スイッチ

EC・温度センサー接続端子

異常検知接続端子

スイチング電源

出力接続端子

ECセンサー
基板

温度センサー
基板

電源入力コネクタ

冷却ファンマイコンボード

電源出力端子

コネクタ G タイプ PF 管 16適合電線径　Φ3～ 6.5mm

吸気口

市販の G タイプ PF 管 16 が取り付け可能

メインスイッチ

ボックス内温度センサー

リレーボード
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■ 電源類の接続

下段スイチング電源
入力 AC100V：外部コンセント等から供給します。
出力　DC12V：マイコンボード駆動に使います。
出力　DC5V：マイコンボードに接続されたリレーボード駆動に使います。

上段スイチング電源
入力 AC100V：下段 AC100V 端子から供給されます。
出力　DC12V：リレーを介して、各ポンプを駆動する端子に送られます。（アンペアに注意）

DC12V DC5V DC12VG AC100V G DC12V

AC100V G DC12V DC5V

結線図

上段

下段

上段

下段

G

スイッチング電源

スイッチング電源
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■ 液肥供給ポンプ
コントロールユニットの追肥出力端子か
ら出力されたDC12V でチューブポンを回
転します。
左右のポンプ回転は矢印の方向で回転し、
液肥タンク内に挿入されたホース先端か
ら吸い上げられ溶液タンクに滴下されま
す。

液肥は液体で固形物の混入の無い液体肥
料をお使いください。
粉等が混入していますと溶液タンク滴下
部の逆止弁の詰りが生じます。

コントロールユニットからの出力は１カ
所から並列接続で２個のポンプモーター
を動かします。
ポンプを追加する場合は同じ出力端子に
並列接続することによりポンプを増設可
能です。その際はお問い合わせ下さい。
スイチング電源の電圧、電流に合わせる
必要があるので弊社までご質問ください。

■ 撹拌ポンプ
液肥、水ポンプ（給水バルブ）が作動した時に同時に連続回転し、すばやく溶液を撹拌し EC値
を安定させます。
拡販ポンプの停止は設定時間経過後に停止します。

注意！ 撹拌ポンプは必ず水中で稼働させて下さい。
空運転させると破損もしくは寿命が短くなります。
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● センサープローブ

センサープローブは EC想定端子と温度測定端子が一体化
したプローブになっています。
プローブから出たコードはコントロールユニットのセン
サー入力端子コネクタに繋がれます。

温度センサー ECセンサー

接続順・線色

緑 赤 黒
赤
・
白

黒
・
白

● 異常検知部（外部スイッチ等を取り付ける場合）

停止 休止

－
入
力

＋
出
力

－
入
力

＋
出
力

コントロールユニットからDC5V が
ループされ、通電していると正常。
ループが切れると異常検知し赤 LED
点灯、点滅します。
停止は、リセットボタンを押してリ
セットし通常動作に戻ります。
休止は通電で復帰し通常動作に戻り
ます。

正常 異常

通
電

遮
断

補足：
EC値は水温によって値が変化します。
本製品は水温を読み込み基準温度 25℃
との水温差を補正し EC値を自動算出し
表示します。
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● スイッチ類

各スイッチを操作することで手動で操作できます。
自動可動時は 4つのスイッチを下倒します。使わない機能はOFF に出来ます。
例えば給水を別タンクから入れる、また給水バルブを作動させるといった機能が無い場合
は給水のスイッチを中段にし機能をOFF にします。
調整等でポンプを一時的に停止させておきたい時も中段にします。
自動稼働中に強制的に水や液肥を投入したい場合はスイッチを上倒することで強制的にポ
ンプを動かせます。

異常検知
撹拌

給水
給肥

電源

上倒でON    （LED 点灯）

中段でOFF（LED 消灯）

下倒で自動（作動時 LED点灯）

上倒でON

下倒でOFF

● ファン用DC12V コネクタ

換気ファン

温度センサー

DC12V はユニットボックス内の
排気に使われています。

ユニット内が 40 度以上になると
ファンが回転します。

ファンコネクタ
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● 表示装置と各種値の設定

メニュー切り替え（下に）を押すとメニューが次の項目に切り替わります。
メニュー切り替え（上に）を押すとメニューが前に戻ります。
3分過ぎると自動的に TOP 画面に戻ります。

操作値表示

測定水温表示測定 EC値表示

メニュー切り替え（下に）
設定値変更（上は増加、下は減少）

メニュー切り替え（上に）

● 設定値と変更方法

本機はタンクの容量、液肥供給量、設備の形態に柔対応出来る様に設定します。
最初に栽培設備に合わせた設定を行うことで、設定した値はマイコン内の不揮発メモリに保
存されます。
電源がOFF になっても設定値は消えないので、突然の停電などがあっても、電源通電時に元
の状態に戻ります。
設備の変更等は設定値を変更することにより柔軟に対応可能です。

● 設定値の説明

● 液肥濃度調整のイメージ

設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

停止位置

速度切り替え位置

速度切り替え位置

停止位置

水を多く送る処理

水を少なく送る処理

水の投入停止

液肥の投入停止

液肥を少なく送る処理

液肥を多く送る処理

液肥と水の入り切りの時間設定をそれぞれ変えて供
給量を調整します。
EC値が高い時には水ON時間を長くし多く水を送り
ます。
EC値が低い時は液肥ON時間を長くし多く液肥を送
ります。
設定値付近で液肥、水をOFF にします。
液肥、水のOFF 時間は液肥、水が投入されてから値
が安定するのを待つためにOFF にします。
これはタンクの容量等によって調整します。
各作動時間を調整し短時間で設定した EC値に調整さ
れます。
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■ 各値の設定と変更

LEFTｷ ：ーメニュー切り替え（次へ）

● EC 値の設定

UPｷ ：ー値を増加　DOWNｷ ：ー値を減少

RIGHTｷ ：ーメニュー切り替え（戻る）

RSTｷ ：ー装置再起動

トップ画面から LEFT キーを押してメ
ニューを切り替えます。
LIGHT キーで戻ります。

3分間操作が無い時は自動的に TOP
画面になります。
変更した値はマイコンに保存されま
す。

LEFT キーを押して EC値設定画面に切り替えます。
UP・DOWNキーで設定したい EC値にセットします。
単位はμS/cm（マイクロ ジーメンス パーセコンド）

設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る 溶液の温度溶液の EC値

設定 EC値モード表示

● LCD パネル表示とキー操作
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設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る

● 液肥・水の投入開始停止位置の設定
設定 EC値からの変位差から水、液肥投入を開始する位置を設定します。
各設定値の範囲内で液肥ポンプと水ポンプが動きます。
その範囲内でON・OFF で投入量を調整します（ON・OFF 時間の設定は後述）

ポイント

左の LCD表示例ですと、設定 EC値から 20μS/cmになると水のポンプ（バルブ）がON・
OFF を繰り返しながら水を溶液タンクに投入されます。
例えば 21μS/cmから 5μS/cmの間では水のポンプ（バルブ）のON時間を短くし繰り返し、
ゆっくり水を投入されます。

各設定位置を設定 EC値に近づけると調整速度は早くなりますが、近づけすぎると撹拌が間に
合わず EC値が逆方向に行きすぎてしまいます。

設定位置と液肥ポンプと水ポンプのON・OFF 時間の調整で測定 EC値が設定 EC値に安定す
るように各値をセットして下さい。

※設定された値はメモリに保存され、電源を切った後 ( 停電等でも）再起動時に設定された値
は自動的にメモリから読み出され電源が切れた前の値に戻ります。

説明

これ以降の設定は、設備に合わせて一度設定を行えば良いです。

設定した値は電源が切れてもメモリに保存されるので、停電等でも消えずに残ります。



設定方法 ＃13

設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る

● 液肥、水をゆっくり入れる投入量の設定
設定 EC値に近づき、ゆっくり液肥、水を入れる量をON・OFF の繰り返しで調整します。

液肥の投入動作時間 →8 M-L-on_ T□　単位は 0.1 秒単位です。（1→0.1 秒）
水の投入動作時間     →6 E-L-on_ T□　 単位は 0.1 秒単位です。（1→0.1 秒）
液肥の投入休止時間 →7 M-L-off_ T□　単位は秒単位です。（1→1秒）
水の投入休止時間     →9 M-L-off_ T□　単位は秒単位です。（1→1秒）

ポイント

左のLCD表示例ですと、設定EC値から前ページの設定では５μS/cmから20μS/cmの範囲で、
液肥のポンプは 0.1 秒 ONし 5秒 OFF を繰り返しながら液肥が溶液タンクに投入されます。
20μS/cmから 5μS/cmの間では水のポンプ（バルブ）のON時間を短くし、ゆっくり水を
投入されるようにします。

設定 EC値に近づいた時に少しづつ液肥、水を投入します。
ON時間は短く設定し、オーバーしない様にします。
OFF 時間は投入された液肥、水が撹拌され液肥濃度が安定するのを待つための時間です。

説明



設定方法 ＃14

設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る

● 液肥、水を早く入れる投入量の設定

設定 EC値にから離れ、早く液肥、水を入れる量をON・OFF の繰り返しで調整します。
単位は 1秒単位です。

ポイント

左の LCD表示例ですと、設定 EC値から前ページの設定では 20μS/cmを超えると、水のポン
プは 3秒 ONし 3秒 OFF を繰り返しながら水が溶液タンクに投入されます。
20μS/cmを下回ると、液肥ののポンプは 3秒 ONし 3秒 OFF を繰り返しながら液肥がが溶
液タンクに投入されます。

設定 EC値にを大きく離れているので多めに液肥、水を投入します。
ON時間は長く設定しします。
OFF 時間は撹拌される最短時間にすると早く EC値が調整されます。

説明
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設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る

● 撹拌ポンプ可動時間の設定
投入された液肥、水を撹拌するために液肥ポンプ、水ポンプが作動すると撹拌ポンプが同時
に作動します。
液肥ポンプ、水ポンプ作動領域では撹拌ポンプは連続で作動します。
液肥ポンプ、水ポンプが停止してから設定時間遅延し撹拌ポンプは作動します。
設定単位は１秒単位です。

増減により、測定 EC値の値が変わります。

設定 EC値

↑
濃
い

薄
い
↓

給水停止位置

給水速度変更位置

給肥速度変更位置

停止位置

水を多く送る

水をゆっくり送る処理

液肥と水の投入停止

液肥と水の投入停止

液肥をゆっくり送る

液肥を多く送る

● EC センサーの更正
EC 値は EC センサーで測定されますが、測定値にズレが生じることがあります。
正確な値になるように定期的に更正をお奨めします。
更正液に綺麗に拭いたセンサープローブを浸け更正液の EC値に合わせます。
キー入力で上下させ測定 EC値が更正液の EC値と一致させます。
月に 1度は更正を薦めます。

補正量

撹拌遅延時間（秒）
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● 水温値更正の方法
温度センサーの水温値は大きくずれる事はありませんが更正はできます。
正確な温度計で溶液の温度を測定し TEMP CALIB 画面で UP、DAWNキーを押し温度計の値に
合わせます。

温度補正

正確な温度計の数字に合わせる
● EC 値測定頻度の設定

測定頻度

EC値は ECセンサーで測定されますが、測定頻度を調整出来ます。
測定頻度の数値はミリ秒単で調整します。
８０ですと 0.08 秒に 1回 EC 値データを読み込みます。
少ないと EC値の突発誤差を読み込んでしまうので、EC値の値が安定しない時は数値を上げ
ます。初期設定は１秒間に８０回です。４０～８００の範囲程度です。

● 液肥ポンプ可動回数制限設定
何らかの原因で液肥が送り続けられた時に装置が停止し、異常 LED点灯と同時にDC12V を出
力し液肥の過剰投入を防止します。
液肥ポンプのON・OFF の回数が設定値の回数が超えた場合に止まります。
原因を取り除いてからリセットスタートにて復帰させます。

停止回数

● 給水ポンプ可動回数制限設定
何らかの原因で水が送り続けられた時に装置が停止し、異常 LED点灯と同時にDC12V を出力
し液肥の過剰投入を防止します。
給水ポンプのON・OFF の回数が設定値の回数が超えた場合に止まります。
原因を取り除いてからリセットスタートにて復帰させます。

停止回数



設定方法 ＃17

● 液肥ポンプ可動回数制限有効無効設定
液肥連続投入制限回数を超えると異常停止させることが出来ますが、この機能の有効無効を
設定します。

０は無効
１は有効

● 給水ポンプ可動回数制限有効無効設定
給水ポンプ連続投入制限回数を超えると異常停止の有無を設定します。
０を入力すると無効、１を入力すると有効になります。

０は無効
１は有効
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● 保守部品
温度センサー、ポンプは消耗品扱いとなります。
部品交換は販売店もしくは下記弊社にご連絡ください。

● 保証
正しいご使用により故障、破損した場合は無償交換、修理対象となります。
保証期間は購入日から 1年間です。但し撹拌ポンプは 6カ月となります。
ご自身で装置を追加等を行い、それに伴い本製品の故障は保証外となります。事前に改造に
ついてはご相談ください。

保証書 期間：購入日から 1年間 品名：ピタッと EC太郎

シリアルNo.お客様情報

● お名前
● ご住所

● ご購入店名

● 製造発売元
株式会社アイデアチューブ
〒418-0007
静岡県富士宮市外神東町 159-8
TEL：0544-58-6228
FAX：050-1267-2047
MBL：090-7955-7796（はぎわら ）
URL：https://www.idea-tube.com/
Mail: info@idea-tube.com


