
  仕  様 

  表 示 

（１）表示方法 

     

 

 

デジタル表示      ：ＰＶ 赤色７セグメントＬＥＤ５桁（文字高さ２０ｍｍ） 

           ：ＳＶ 緑色７セグメントＬＥＤ５桁（文字高さ１３ｍｍ） 

           ：ＰＴＮ／ＳＶ－№ 緑色７セグメントＬＥＤ１桁（文字高さ１０ｍｍ） 

           ：ＳＴＥＰ／ＰＩＤ－№ 緑色７セグメントＬＥＤ２桁（文字高さ１０ｍｍ） 

バーグラフ表示    ：２０ドット 緑色ＬＥＤランプ 

            割付けなし、ＰＶ－ＳＶ偏差、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ 

            サーボ開度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サーボ仕様のみ 

            ステップ内時間率、パターン内ステップ率、パターン実行回数率・プログラム仕様のみ 

ステータス表示    ：ＯＵＴ１（ＯＰＥＮ）、ＯＵＴ２（ＣＬＯＳＥ） 緑色ＬＥＤランプ・・( )内はサーボ仕様

 

           ：ＥＶ１～ＥＶ４ 黄色ＬＥＤランプ 

           ：ＡＴ 緑色ＬＥＤランプ 

           ：ＲＵＮ 緑色ＬＥＤランプ（ＭＡＮＵＡＬ時は点滅） 

           ：ＰＲＧ 緑色ＬＥＤランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プログラム仕様のみ

 

           ：ＤＯ１～ＤＯ６ 黄色ＬＥＤランプ 

           ：ＧＵＡ （ギャランティソーク） 緑色ＬＥＤランプ・・・・・・・プログラム仕様のみ

 

           ：ＨＬＤ （ホールド）  緑色ＬＥＤランプ・・・・・・・・・・・プログラム仕様のみ

 

                 ：    （上昇ステップ） 黄色ＬＥＤランプ・・・・プログラム仕様のみ 

                 ：    （平坦ステップ） 黄色ＬＥＤランプ・・・・プログラム仕様のみ 

 

                 ：    （下降ステップ） 黄色ＬＥＤランプ・・・・プログラム仕様のみ 

（２）表示精度          ：熱電対入力    ±（０．１％ＦＳ＋１digit）、ＣＪ誤差含まず 

                  測温抵抗体入力  ±（０．１％ＦＳ＋０．１deg） 

                  その他リニア入力 ±（０．１％ＦＳ＋１digit） 

（３）精度維持範囲       ：２３℃±５℃ 

（４）精度の温度係数      ：±０．００５％（５０ｐｐｍ）ＦＳ／℃ 

（５）精度の安定性       ：±０．０４％ＦＳ（９０日at２３℃）、±０．０６％ＦＳ（１年at２３℃） 

（６）表示分解能        ：測定範囲、スケーリングにより異なる（0.0001/0.001/0.01/0.1/1） 

（７）測定値表示範囲      ：ＰＶリミッタ内（ 大で測定範囲の－１０％～１１０％） 

                  ※測定範囲の０％以下の温度が－２７０℃を下回る場合は－２７０℃までを

表示 

                  ※Ｐ１、ＪＰ１、Ｐ２、ＪＰ２の℃レンジでは下限表示範囲は－２４０℃ 

                  ※測定範囲の１００％以上の値が３２０００ｄｉｇｉｔを超える場合は

３２０００までを表示 

                  ※測定範囲の０％以下の値が－２５０００ｄｉｇｉｔを下回る場合は

－２５０００までを表示 

（８）表示更新周期      ：入力サンプリング周期に同期（５０、１６６．７、２５０、５００ms） 

（９）入力スケーリング    ：リニア入力（電圧・電流）時に可能

（ｽｹー ﾘﾝｸ゙ 範囲：-20000～32000、スパン：10～50000） 

（１０）小数点位置      ：なし、1/10、1/100、1/1000、1/10000より選択可、温度ｾﾝｻ入力の小数点付では取捨可 



 

 設 定 

（１）設定方式          　 ：ＭＡＣ６Ａ 前面キー６個（       ）による 

                 ：ＭＡＣ６Ｐ  前面キー８個（         ）による 

（２）ＳＶ数           ： 大８点 

（３）ＳＶ設定範囲       　 ：測定範囲に同じ（ＳＶリミッタ内） 

（４）キーロック         　：通信＆キー設定（ OFF、レベル１～４）ＤＩ設定（ １レベル） 

区 分 レベル 設定変更の可能な範囲 

ＯＦＦ ロックなし 

１ 実行ＳＶと手動数値とキーロックレベルのみ変更が可能（キー有効）

２ 手動数値とキーロックレベルのみ変更が可能（キー有効） 

３ キーロックレベルのみ変更が可能（キー有効） 

 

通信＆ 

キー設定 

 

４ キーロックレベルのみ変更が可能（キー無効） 

ＤＩ設定 スーパーキーロック（画面の移行禁止、基本画面に固定）（キー操作無効）

（５）ＰＶリミッタ        ：測定範囲内（下限値＜上限値）リミッタ外ではオーバースケール、

アンダースケール表示 

（６）ＳＶリミッタ        ：上下限個別設定、測定範囲内で任意（下限値＜上限値 且つＳＶリミッタは

ＰＶリミッタ内）   

（７）単位            ：温度センサ入力時 ℃（摂氏）、（華氏）、Ｋ（ケルビン）より選択 

（８）ＰＶ－ＳＶマルチ補正   　　：１１point ±１００００ digit 

 入 力 

（１）入力種類          ：フルマルチ（ＴＣ・Ｐｔ・ｍＶ・Ｖ・ｍＡ） 

    熱電対  入力抵抗 　 　 ：５００ｋΩ以上 

      外部抵抗許容範囲　　　 ：１００Ω以下 

      導線抵抗の影響 　 　 ：１．２μＶ／１０Ω 

      バーンアウト     ：標準装備（アップスケール） 

      冷接点補償モード       ：内部、外部より選択 

      冷接点補償精度    ：±１℃（周囲温度２３℃±５℃）、±２℃（周囲温度５～４５℃） 

                  但し、*1 指示値が－１００～０℃以下の場合の精度は±０．５％ＦＳ 

                     *2 指示値が－１００℃未満の場合の精度は±０．７％ＦＳ 

                     *3 Ｂ熱電対の４００℃（７５２）以下は精度保証外 

    測温抵抗体 規定電流      ：約１ｍＡ 

      導線抵抗許容範囲   ：一線当たり５Ω以下（三線の抵抗値が等しいこと） 

      導線抵抗の影響    ：一線当たり１０Ωの場合 大０．３％ＦＳ 

         （誤差温度）   一線当たり２０Ωの場合 大０．７％ＦＳ 

                

    電圧    入力抵抗   ：５００ｋΩ以上 

    電流    受信抵抗   ：１００Ω 

（外付け抵抗にて対応 精度維持に必要なスペック ０．０５％  ２５ｐｐｍ／℃） 

（２）サンプリング周期      ：５０，１６６．７，２５０，５００msより選択 

（３）ＰＶフィルタ        ：０～１００００秒 

（４）ＰＶオフセット       ：±５０００digit 

（５）ＰＶゲイン         ：±５．０００％ 

（６）マルチ補正         ：①リニア補正    １１point －５．００～１０５．００％ 

                 ：②ＰＶ－ＰＶ補正  １１point ±１００００ digit 

（７）アイソレーション      ：システムおよびＤＩとは非絶縁、その他とは絶縁 

 

 

 

 

 

 



 

（８）測定範囲表 

  入力種類 キャラク

タ 

単位コード（℃） 単位コード（） 単位コード（Ｋ）

Ｋ  -270.0 ～1370.0   -450.0 ～2500.0      0.0 ～1640.0

Ｋ       0.0 ～ 800.0      0.0 ～1500.0    270.0 ～1070.0 

Ｋ    -200.0 ～ 400.0   -300.0 ～ 700.0     70.0 ～ 670.0 

Ｋ  0.0 ～ 300.0      0.0 ～ 600.0    270.0 ～ 570.0 

    Ｊ  -200.0 ～1200.0   -320.0 ～2200.0     70.0 ～1470.0 

    Ｊ     0.0 ～ 600.0      0.0 ～

1100.0 

   270.0 ～ 870.0 

Ｔ  -270.0 ～ 400.0    -450.0 ～ 700.0      0.0 ～ 670.0 

Ｅ    -270.0 ～1000.0    -450.0 ～1800.0      0.0 ～1270.0 

    Ｒ     -50.0 ～1760.0     -50.0 ～3200.0    220.0 ～2030.0 

Ｓ     -50.0 ～1760.0     -50.0 ～3200.0    220.0 ～2030.0 

*5Ｕ    -200.0 ～ 400.0    -300.0 ～ 700.0     70.0 ～ 670.0 

    Ｎ    -270.0 ～1300.0    -450.0 ～2300.0      0.0 ～1570.0 

*1Ｂ       0.0 ～1820.0       0  ～3300    270.0 ～2090.0 

*3Wre5-26       0.0 ～2320.0       0  ～4200    270.0 ～2590.0 

熱 

電 

対 

*4PLⅡ       0.0 ～1390.0       0.0 ～2500.0    270.0 ～1660.0 

  -200.0  ～ 850.0    -300.0 ～1500.0     70.0 ～1120.0 

  -200.0 ～ 300.00    -300.0 ～ 600.0     70.0 ～ 570.0 

  -100.00 ～ 300.00    -150.0 ～ 600.0    170.0 ～ 570.0 

  -100.00 ～ 200.00    -150.0 ～ 400.0    170.0 ～ 470.0 

  -100.00 ～ 100.00    -150.00 ～ 

200.00 

   170.0 ～ 370.0 

     0.00 ～ 200.00       0.0 ～ 400.0    270.0 ～ 470.0 

     0.00 ～ 100.00       0.00 ～ 

200.00 

   270.0 ～ 370.0 

   -50.00 ～  50.00     -60.00 ～ 

120.00 

   220.00～ 320.00

   -20.000 ～  

30.000 

      0.00 ～ 

100.00 

   250.00～ 300.00

  -200.0  ～ 500.0    -300.0 ～ 900.0     70.0 ～ 770.0 

  -200.00 ～ 300.00    -300.0 ～ 600.0     70.0 ～ 570.0 

  -100.00 ～ 300.00    -150.0 ～ 600.0    170.0 ～ 570.0 

  -100.00 ～ 200.00    -150.0 ～ 400.0    170.0 ～ 470.0 

  -100.00 ～ 100.00    -150.00 ～ 

200.00 

   170.0 ～ 370.0 

     0.00 ～ 200.00       0.0 ～ 400.0    270.0 ～ 470.0 

     0.00 ～ 100.00       0.00 ～ 

200.00 

   270.0 ～ 370.0 

  - 50.00 ～  50.00     -60.00 ～ 

120.00 

   220.00～ 320.00

 

 

 

 

 

 

 

 

測温抵抗体 

  Pt100/JPt100 

 

                 

 

  - 20.000～  30.000      0.00 ～ 

100.00 

   250.00～ 300.00

 

 

 

 

電圧 -100～100 

(mV)    0～100 

        0～ 50 

       10～ 50 

        0～ 20  

 

 

スケーリング範囲 ：-20000～32000カウント 

 

スパン      ：10～50000カウント 



       -10～ 10 

        0～ 10  

 

 

 

 

 

 

電圧  -10～ 10 

(V)  0～ 10 

 

   0～  5 

 

        1～  5 

        0～  2 

       -1～  1 

        0～  1 

 

 電流    0～ 20 

(mA)    4～ 20  

 

小数点位置変更可：（小数点なし、0.1, 0.01, 0.001,0.0001） 

 



  調 節 

（１） 調節方式         ：オートチューニング機能付２モード＋ゾーンＰＩＤ調節または

ＯＮ－ＯＦＦ動作 

（２） ＰＩＤ組数        ： 大８組 

（３） ゾーン数         ： 大４ゾーン 

（４） ゾーンヒステリシス    ：０～９９９９digit 

（５） 比例帯（Ｐ）       ：ＯＦＦおよび０．１～９９９．９％ＦＳ（ＯＦＦでＯＮ－ＯＦＦ動作） 

（６） ＯＮ－ＯＦＦ動作隙間（上）：１～９９９９digit 

（７） ＯＮ－ＯＦＦ動作隙間（下）：１～９９９９digit 

（８） 積分時間（Ｉ）      ：ＯＦＦおよび１～６０００ｓ（ＯＦＦでＰまたはＰＤ動作） 

（９） 微分動作（Ｄ）      ：ＯＦＦおよび１～３６００ｓ（ＯＦＦでＰまたはＰＩ動作） 

（１０）マニュアルリセット    ：±５０．０％（Ｉ＝ＯＦＦ時に有効） 

（１１）デッドバンド       ：－２００００～３００００digit 

（１２）出力リミッタ       ：下限 ０．０～９９．９％、上限 ０．１～１００．０％（設定分解能０．１）

 

（１３）ソフトスタート      ：ＯＦＦ、０．１～３００．０ｓ（設定分解能 ０．１） 

（１４）制御特性         ：ＲＡ（加熱）、ＤＡ（冷却）より選択 

（１５）比例周期         ：０．５～３００．０ｓ（設定分解能 ０．５） 

（１６）出力更新周期       ：入力サンプリング周期に同期（５０、１６６．７、２５０、５００ms） 

（１７）手動調節         ：０．０～１００．０％（設定分解能 ０．１） 

（１８）モードⅡ関数（ＡＢＣ）  ：０．００～１．００ 

 

  調節出力１ 

（１）接点            ：ノーマルオープン（１ａ） ２４０Ｖ ＡＣ ２Ａ（抵抗負荷） 

（２）電圧パルス         ：１２Ｖ ＤＣ －１～＋１．５Ｖ （ 大負荷電流 ２０ｍＡ） 

（３）電流            ：４－２０ｍＡ（ 大負荷抵抗５００Ω） ロードレギュレーション０．２％ＦＳ

 

（４）電圧            ：０－１０Ｖ（ 大負荷電流 ２ｍＡ） 

（５）サーボ（接点）       ：ノーマルオープン（２ａ） ２４０Ｖ ＡＣ ２Ａ 

（６）サーボ（ＳＳＲ）      ：トライアック ２回路 ２４０Ｖ ＡＣ １．５Ａ 

（７）出力精度          ：±１．０％ＦＳ（５～１００％出力） 

（８）アイソレーション      ：接点出力 すべてに対し絶縁 

                 ：接点以外の出力 アナログ出力と接点以外の出力２に対し非絶縁、そ

の他は絶縁 

（９）分解能           ：約 １／５００００ 

 

  調節出力２ （オプション） 

（１）～ （４）          ：調節出力１と同様（但し、調節出力１がサーボ出力の場合は選択不可） 

（５）～（６）          ：適用不可 

（７）付加条件          ：ＥＶ４と排他選択 

（８）アイソレーション      ：接点出力 すべてに対し絶縁 

                 ：接点以外の出力 アナログ出力と接点以外の出力１対し非絶縁、

その他は絶縁 

（９）分解能           ：約 １／５００００ 

 

 

 

 

 

 

 



  イベント出力（ＥＶ１～３） （オプション） 

（１）接点出力定格    ：ノーマルオープン（１ａ×３ コモン共通） ２４０Ｖ ＡＣ １Ａ（抵抗負荷）

 

（２）動作        ：ＯＮ－ＯＦＦ動作 

（３）動作隙間      ：１～９９９９digit（警報機能選択時） 

 

（４）種類        ：ＥＶ１，ＥＶ２およびＥＶ３に対し、それぞれ下記より選択 

                   

機    能 キャラクタ 

割付けなし  

上限絶対値警報  

下限絶対値警報  

スケールオーバ警報  

上限偏差値警報  

下限偏差値警報  

偏差内警報  

偏差外警報  

ＲＵＮシグナル  

ＣＴ１ 制御ループ警報（断線）  

ＣＴ１ 制御ループ警報（ループ）  

ＣＴ２ 制御ループ警報（断線）  

ＣＴ２ 制御ループ警報（ループ）  

三相 制御ループ警報（断線）  

三相 制御ループ警報（ループ）  

ステップシグナル  

パターンＥＮＤ  

プログラムＥＮＤ  

ホールドシグナル  

プログラムシグナル  

アップスロープシグナル  

ダウンスロープシグナル  

ギャランティシグナル  

タイムシグナル１  

タイムシグナル２  

タイムシグナル３  

タイムシグナル４  

（５）設定範囲 

      絶対値警報    ：測定範囲内、スケーリング内 

      偏差値警報    ：－２００００～３００００digit 

      偏差内警報    ：０～３００００digit 

      偏差外警報    ：０～３００００digit 

      制御ループ警報  ：０．０～５０．０Ａ 

（６）待機動作        ：下記３種類より選択 

ＯＦＦ

 

待機動作なし 

１ 電源投入時のみ待機動作 

２ 
電源投入時、各警報動作点変更時・偏差警報の実行ＳＶ変更時、 

ＲＵＮ/ＳＴＢＹ（ＲＳＴ）切換時、ＡＵＴＯ／ＭＡＮ切換時に待機動作 

（７）出力特性        ：ノーマルオープン（）、ノーマルクローズ（）より選択 



             ※を選択した場合、電源ＯＮから約１.８秒以降にリレーがＯＮになり、 

              イベント出力領域でＯＦＦになります。 

（８）ラッチング        ：警報動作保持機能 （解除はキー操作またはＤＩまたは電源ＯＦＦ、 

                                     　 　ＤＩおよび電源ＯＦＦでの解除は全警報を同時解除） 

（９）出力更新周期      ：入力サンプリング周期に同期（５０、１６６．７、２５０、５００ms） 

（１０）アイソレーション   ：ＥＶ１～ＥＶ３内は非絶縁、他の入出力に対しては絶縁 

  イベント出力（ＥＶ４） （オプション） 

（１）接点出力定格      ：ノーマルオープン（１ａ） ２４０Ｖ ＡＣ ２Ａ（抵抗負荷） 

（２）～（９）        ：ＥＶ１～ＥＶ３と同様 

（１０）付加条件       ：ＯＵＴ２と排他選択 

（１１）アイソレーション   ：他の入出力に対して絶縁 

 

  外部制御デジタル入力（ＤＩ） （オプション） 

（１）入力点数        ：７点 

（２）割付機能種類      ：ＤＩ１～ＤＩ７に対し、それぞれ下記より選択 

 

割付機能種類 キャラクタ 入力検出 備   考 

割り付けなし    

個別ＳＶ選択 

ＳＶ１

          

　↓ 

          

ＳＶ８ 

 

 ↓ 

 

 

レベル 

 

 

他のＳＶと同時ＯＮ時は若い番号を優先 

ＳＶ ３ｂｉｔ 選択  レベル 割付ＤＩ番号から連続３ｂｉｔを占有 

ＲＵＮ  レベル ＲＵＮ／ＳＴＢＹ（ＲＳＴ） 

ＰＲＧ  レベル ＰＲＧ／ＦＩＸ 

ＭＡＮ  レベル ＭＡＮＵＡＬ／ＡＵＴＯ 

ＡＴ実行  エッジ  

個別ＰＴＮ選択 

ＰＴＮ１ 

          

　↓ 

          

ＰＴＮ８ 

 

 ↓ 

 

 

レベル 

 

 

他のＰＴＮと同時ＯＮ時は若い番号を優先 

 

ＰＴＮ ３ｂｉｔ 選択  レベル 割付ＤＩ番号から連続３ｂｉｔを占有 

ＨＯＬＤ  レベル 時間の一時停止 

ＳＫＩＰ  エッジ 次のステップへ移行 

ラッチング解除  エッジ 全警報を同時に解除 

スーパキーロック  レベル 画面移動禁止（基本画面固定） 

 

（３）入力定格        ：一入力当たり ５Ｖ ＤＣ ０．５ｍＡ 

（４）入力 短保持時間    ：５０ｍｓ 

（５）アイソレーション    ：ＰＶ入力、システムに対し非絶縁、その他とは絶縁 

（６）動作入力        ：無電圧接点またはオープンコレクタ 

 

  デジタルステータス出力（ＤＯ） （オプション） 

（１）出力点数        ：６点 

（２）種類          ：ＥＶ１～ＥＶ３と同様 

（３）出力仕様／定格    　　 ：オープンコレクタダーリントン出力／２４ＶＤＣ ２０ｍＡ以下 ＯＮ時飽和電圧 



１．２Ｖ 

（４）出力更新周期      ：入力サンプリング周期に同期（５０、１６６．７、２５０、５００ms） 

（５）アイソレーション    ：他の入出力に対して絶縁 

（６）付加条件        ：ＤＯ１～３は無条件で付加可能、ＤＯ４～６はＣＴおよびフィードバック入力と

排他選択 

 

  プログラム （オプション） 

（１）パターン数       ： 大８パターン（１，２，３，４，６，８パターンに設定可能） 

（２）ステップ数       ：総ステップ数９６、 大ステップ数＝９６÷選択パターン数（９６～１２） 

（３）時間設定        ：１ステップ当たり ０．０時間～３２００．０時間または∞ 

               ：１ステップ当たり ０時間０分～２９９時間５９分または∞ 

               ：１ステップ当たり ０分０秒～２９９分５９秒または∞ 

（４）設定分解能       ：０．１時間または１分または１秒 

（５）時間精度        ：±（設定時間×０．０２％＋０．１秒） 

（６）ステップ毎設定項目    ：ＳＶ、ステップ時間、ＰＩＤ№ 

（７）ステップシグナル    ：ステップ切り換わり時 －１０００．０～１０００．０s（設定分解能０．５s） 

（８）パターンエンド     ：パターン終了時 －１０００．０～１０００．０s（設定分解能０．５s） 

（９）プログラムエンド    ：プログラム終了時 －１０００．０～１０００．０s（設定分解能０．５s） 

（１０）タイムシグナル        ：１ステップ毎に１回出力（ＯＮとＯＦＦ設定）可能 

（１１）パターン実行回数      ： 大３００００回または∞ 

（１２）ＰＶスタート     ：ＯＮ／ＯＦＦ 

（１３）ギャランティソーク  ：ＯＦＦ、１～９９９９digit 

（１４）ホールド       ：前面キー入力または外部制御入力または通信にて実行 

（１５）スキップ       ：前面キー入力または外部制御入力または通信にて実行 

（１６）停電補償       ：ＯＮ／ＯＦＦ（停電発生ステップの時間精度は保証外） 

 

  通信機能 （オプション） 

   通信については別冊、通信取扱説明書（通信オプション付加時附属）を参照してください。 

 

  外部制御アナログ入力（ＡＩ） （オプション） 

（１）入力点数        ：１ｃｈ 

（２）割付機能        ：実行ＳＶ、ＥＶ１～ＥＶ４レベル、ＤＯ１～ＤＯ６レベル、ＯＵＴ１～２

上下限リミッタ、ＰＶオフセット、手動出力 

                     

（３）入力定格        ：４－２０ｍＡ（受信抵抗 １００Ω） 

                ０－１０Ｖ（入力抵抗 約５００ｋΩ） 

（４）精度          ：±０．１％ＦＳ 

（５）サンプリング周期    ：入力サンプリング周期に同期（０．２、 ０．６６７、 １、 ２ｓ） 

（６）スケーリング      ：－１９９９９～３００００ 逆スケーリング可（但し、割付機能の設定範囲内）

 

（７）ＡＩフィルタ      ：０～１００００ｓ 

（８）ＡＩオフセット     ：±５０００digit 

（９）ＡＩゲイン       ：±５．０００％ 

（１０）ＰＶ－ＡＩマルチ補正 ：１１point ±１００００ digit 

（１１）アイソレーション   ：ＰＶ入力、システムに対し非絶縁、その他とは絶縁 

  アナログステータス出力（ＡＯ） （オプション） 

（１）出力点数        ：１ｃｈ 

（２）割付種類        ：ＰＶ、実行ＳＶ、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２、ＣＴ１、ＣＴ２、ＤＥＶより選択 

（３）出力定格      電流：４－２０ｍＡ ＤＣ（負荷抵抗 ３００Ω以下） 

ロードレギュレーション±０．０５％ＦＳ 

             電圧：０－１０Ｖ ＤＣ（負荷電流 ２ｍＡ以下） 



（４）出力精度        ：±０．１％ＦＳ（測定値を出力する場合の総合精度は±０．２％ＦＳ） 

（５）スケーリング      ：測定範囲内または出力範囲内 

（６）リミッタ        ：０．０～１００．０％（リバース設定可） 

（７）出力分解能       ：約１／５００００ 

（８）出力更新周期      ：入力サンプリング周期に同期（５０、１６６．７、２５０、５００ms） 

（９）アイソレーション    ：接点以外の調節出力とは非絶縁、その他とは絶縁 

  カレントセンサ入力（ＣＴ１、ＣＴ２） （オプション） 

（１）入力点数        ：２ｃｈ 

（２）検出方法        ：ＣＴセンサによる電流判定方式 

（３）検出範囲        ：０．０～５５．０Ａ 

（４）サンプリング周期    ：１００ｍｓ 

（５）検出精度        ：±３％ＦＳ 

（６）検出ディレー時間    ：０．１～１０００．０ｓ（設定分解能 ０．１） 

（７）警報出力        ：イベントに割り付け 

（８）検出設定        ：ＯＵＴ１、ＯＵＴ２、ＥＶ１、ＥＶ２、ＥＶ３、ＥＶ４に割り付け 

（９）設定範囲        ：０．０～５０．０Ａ 

（１０）アイソレーション   ：ＰＶ入力、システムに対し非絶縁、その他とは絶縁 

（１１）推奨ＣＴセンサ    ：Ｕ_ＲＤ社製 CTL-6-L、CTL-6-V、CTL-6-P-H、CTL-6-S-H、CTL-12L-8 

（１２）付加条件       ：フィードバック入力およびＤＯ４～６と排他選択 

 

  フィードバック入力（ＦＢ） （オプション） 

（１）入力定格        ：３線式ポテンショメータ １００Ω～２ｋΩ 

（２）入力精度        ：±１％ＦＳ 

（３）サンプリング周期    ：１００ｍｓ 

（４）ゼロスパン調整     ：自動または手動 

（５）フィードバックフィルタ ：０～１００００ｓ 

（６）付加条件        ：カレントセンサ入力およびＤＯ４～６と排他選択 

（７）アイソレーション    ：ＰＶ入力、システムに対し非絶縁、その他とは絶縁 

 

  赤外線通信 

   赤外線－ＵＳＢ変換アダプタ（別売品）により受・発光を行い、直接パソコンとの通信を行います。 

  通信の詳細は別紙通信取扱説明書をご覧ください。 

（１）通信方式        ：赤外線リンク式 

（２）同期方式        ：調歩同期式 

（３）通信速度        ：３８４００ｂｐｓ 

（４）データフォーマット   ：スタート１、ストップ１、データ8bit、パリティなし 

（５）スレーブアドレス    ：1 

（６）パラメタ保存モード   ：ＥＥＰ 

（７）誤り検出        ：ＣＲＣ－１６ 

（８）通信コード       ：バイナリ 

（９）プロトコル       ：ＭＯＤＢＵＳ－ＲＴＵ 

（１０）アイソレーション   ：他の入出力に対して絶縁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  その他 

（１）データ保持       ：不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ） 

（２）瞬時停電不感時間    ：０．０５秒以内１００％ｄｉｐの電源異常に対し正常動作 

（３）使用環境条件      ：温度/－１０～５５℃、 湿度/９０％ＲＨ以下（結露なきこと）、 

高度/標高2000ｍ以下　設置カテゴリ/Ⅱ、 汚染度/２ 

                         

（４）保存温度        ：－２０～６５℃ 

（５）電源電圧        ：９０～２６４Ｖ ＡＣ ５０／６０Ｈｚ 

               ：２１．６～２６．４Ｖ ＡＣ ５０／６０ＨｚまたはＤＣ 

（６）消費電力        ：９０～２６４Ｖ ＡＣ １２ＶＡ、 

（７）入力雑音除去比      ：ノーマルモード ５０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

（８）耐インパルスノイズ   ：電源ノーマル±１５００Ｖ １μｓ／１００ｎｓ 

（９）絶縁抵抗         ：電源と入出力間 ５００Ｖ ＤＣ ２０ＭΩ以上 

                入出力と保護接地間 ５００Ｖ ＤＣ ２０ＭΩ以上 

（１０）耐電圧        ：電源と入出力間     ２３００Ｖ ＡＣ １分間 

               ：出力と保護接地間   １５００Ｖ ＡＣ １分間（接点出力以外は ５００Ｖ）

 

               ：電源と保護接地間   １５００Ｖ ＡＣ １分間 

               ：入力と保護接地間    ５００Ｖ ＡＣ １分間 

               ：入力と出力間      ２３００Ｖ ＡＣ １分間（接点出力以外は ５００Ｖ）

 

（１１）耐振動        ：周波数 １０～５５～１０Ｈｚ 振幅 ０．７５ｍｍ（片振幅）

・・１００ｍ/Ｓ２ 方向 ３方向 

                掃引速度 １オクターブ／分（往復で約５分／サイクル） 掃引階数 １０回 

（１２）適合規格   ＥＭＣ ：ＥＮ６１３２６－１：１９９７＋Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：

１９９８＋Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ２：２００１ 

               （ＥＭＩ：ＣｌａｓｓＡ ＥＭＳ：ＡｎｎｅｘＡ） 

                ＥＮ６１０００－３－２：２０００ ＥＮ６１０００－３－３：

１９９５＋Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：２００１ 

        Ｓａｆｅｔｙ ：ＩＥＣ１０１０－１およびＥＮ６１０１０－１：２００１ 

                Ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ：ＩＥＣ６００６８－２－６／１９９５ 

（１３）ケース材質／色    ：ＰＰＯまたはＰＰＥ／ライトグレー（マンセル値 ３．７３Ｂ７．７７／０．２５）

 

（１４）外形寸法       ：Ｈ９６×Ｗ９６×Ｄ６９ｍｍ（パネル内６５ｍｍ） 

（１５）適用パネル厚     ：１．２～３．２ｍｍ（取付け具使用により２０ｍｍまで対応） 

（１６）取付け穴寸法     ：Ｈ９２×Ｗ９２ｍｍ 

（１７）密着連装       ：横密着は短穴可能 

                ※二次元密着時は上下方向に独立穴必要、上下密着連装時は取り外しの

ために取り外し工具が必要 

                     （１８）質量         ：約 ３００ｇ 

 

 

 

                        取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

                                                  

 



  外形寸法図およびパネルカット図 

 

    外形寸法図       （単位：ｍｍ） 

 

             側面図                    上面図 

  
      

 

    パネルカット図  （単位：ｍｍ） 
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単穴横密着取付の場合 Ｎ：台数

 

 

 

 

 

「注」：単穴による密着取り付けは横方向のみ可能です。 

    縦方向密着取り付けの場合の機器取り外しには、専用の取り外し工具 

    が必要になります。 



   配線について 

                   「警告」 

    ◎配線をする場合は通電しないでください。 感電する危険があります。 

    ◎配線後の端子やその他充電部には、通電したまま手を触れないでください｡ 

    ◎配線後は、必ず誤配線のないことをご確認の上で通電してください。 

 

    ●配線は下記、端子配列図に従い、誤配線のないことをご確認ください。 

    ●圧着端子はＭ３ネジに適合し、幅が６mm以内のものをご使用ください。 

         （締付けトルク：0.5～0.6 N・m） 

    ●電源配線には断面積 １mm2 以上で、600Vビニル絶縁電線と同等以上の性能を持つ 

     電線またはケーブルをご使用ください。 

    ●熱電対入力の場合は、熱電対の種類に適合した補償導線をご使用ください。 

    ●測温抵抗体入力の場合､リード線は一線あたりの抵抗値が、５Ω以下で、  

       三線共、同一抵抗値となるようにしてください。 

    ●入力信号線は強電回路と同一の電線管やダクト内を通さないでください。 

    ●静電誘導ノイズに対しては、シールド線の使用（一点接地）が効果的です｡ 

    ●電磁誘導ノイズには、配線を短く等間隔にツイストすると効果的です｡ 

 

 

   端子配列図 

   

OUT2/EV4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DI1

DI2

DI3

AO

＋

－

EV2

EV1

INPUT

L

N

POWER

OUT1

90-264V AC
50/60Hz 9VA



＋

－

CT1

CT2

＋

－

A

B

B

RS-485

COM

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

COM

＋

－

AI

Txd

Rxd

SG

EV3

＋

－

mA V

mV TC

RTD

DI4

DI5

DI6

DI7

COM
COM

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6
＋

－

+

－

F.B.P.

CCW

CW

CCW

COM

CW

Control
motor

RS-232C

Feedback
potentiometer

L ＋

N －

POWER
21.6-26.4V DC4W

50/60Hz 6VA



21.6-26.4V AC～

SG

 

     ｢注｣：熱電対・電圧入力で端子11と端子12を短絡すると誤差を生じます。 

 




