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下記の取扱説明書に関しては，改訂箇所および改訂内容を差し替えてご使用ください。

記

1．対象取扱説明書と改訂内容

DOC 番号 版数 改訂
ページ 改訂箇所 改訂内容

IM 01C50T01-02JA 3 版 3-15 3.5.3 バーンアウト機能

3.5.8 センサバックアップ機能(2入力仕様のみ)
表 4.1　アラームリスト
表 4.1　アラームリスト
表 4.2     出力動作

4.3 自己診断機能

注記の追加

4-4
4-5

*²、*³の追加

*²、*³の追加
Term Sns Failの変更

*3の追加
注記の追加

4-3
3-18 注意の追加

注意の変更
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(2)	 自動解除時間

強制出力とシミュレーションの自動解除時間が設定で

きます。

・	 呼び出しと設定

	 Device	setup	→	Diag/Service	→	Test	Device	→	Auto	

Release	Time

下記から選択します。

デフォルト設定は 10	minutes です。

10	minutes，30	minutes，60	minutes，3	hours，	

6	hours，12hours.

内蔵指示計付の温度伝送器の場合，テスト出力中は指

示計上に ‘F.O.’ と表示されます。

3.5.3	 バーンアウト機能

(1)	 センサバーンアウト時の出力状態の設定

PV 値にマッピングしていたセンサが破断した場合，あ

るいは端子から外れた場合の出力状態の設定を行うこ

とができます。

バーンアウト出力は，‘High’ (21.6mA)，‘Low’ (3.6mA)，‘任

意の値’ の中から選択できます。設定および設定値の確

認は以下の手順に従って行ってください。

Device	setup	→	Basic	setup	→	AO	Basic	setup	

と選択し，下記を設定します。　

→	AO	Sensor	BO	Dir：High または Lowを選択しま

す。

→	AO	Sensor	BO	Unit：mAまたは%を選択します。

→	AO	Sns	BO	Usr	Val：3.6 ～ 21.6	(mA)	または	

-2.5 ～ 110	(%) の範囲で設定できます。

センサ異常が検出されると，温度伝送器は下記のいず

れかを出力します。

Low：3.6mAを出力

High：21.6mAを出力

User(mA)：	任意の出力を電流値で設定。	

（3.6 ～ 21.6mAで設定可能）

User(%)：	任意の出力を%値で設定	

（-2.5%～ 110%で設定可能）

Off：バーンアウト動作機能停止

センサ故障からセンサ異常を検出するまでにはタイムラ

グがあります。この間，故障した測定値が出力されるた

め電流出力も不定となります。

異常を検出すると本パラメータで設定した出力となりま

す。ただし，センサバーンアウトが ‘OFF’ に設定されて

いる場合，不定な測定値でホールドされる場合もありま

すので，この点をご理解ください。

センサバーンアウト時は，AL.09，AL.10 ～ AL.13，また

はAL.22 が発生します。

端子台温度センサの異常や断線が発生しても，AL.22

が出力されずに，AL.04 が発生する場合があります。

(2)	 ハードウェア異常値の出力状態の表示

ハードウェア異常時の出力状態の設定は，MAINアセン

ブリにあるスライドスイッチにより行います。現在の

設定状態は，以下の手順で確認できます。

Device	setup	→	Basic	setup	→ AO	Basic	setup	→	PV	

Alarm	type

と選択し，表示される画面で確認します。

High：110%（21.6mA）以上の出力

Low	：-5%（3.2mA）以下の出力
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②	 センサ 1に測定下限値の入力値を印加します。

③	 以下の手順でset	Sensor1	Trim画面を呼び出します。

Device	setup	→	Diag/Service	→	Calibration	→	

Sensor	trim	→	Sensor1	Trim	→	set	Sensor1	Trim

④	 調整するセンサ（センサ 1）を選択します。

⑤	 測定下限値の調整（Lower	trim）のみか，測定下限

値および測定上限値の調整（Upper	trim）かを選択

します。

⑥	 センサ 1の温度が表示されますので，値が問題な

ければOKします。期待する値と異なる場合は，期

待値を入力します。

例：センサ 1の温度が 1℃を示しているが，期待す

る温度が０℃の場合，０℃を入力します。

⑦	 次に測定上限値の調整（Upper	trim）を行います。

測定上限値の入力値を印加します。

⑧	 測定下限値の調整と同様に測定上限値の調整を行

います。

reset	Sensor1	Trim でユーザ調整値をリセットするこ

とができます。

3.5.7	 出力調整

アナログ出力値を調整する機能です。校正用の精密電

流計を接続し，0%および 100%を出力した時に，正確

に 4.000mAおよび 20.000mAを指示しない場合に実施

します。

以下の手順で set	AO	Trim画面を呼び出して，メッセー

ジにしたがって調整します。

Device	setup	→	Diag/Service	→	Calibration	→	AO	

Trim	→	set	AO	Trim

メソッドを実行中に表示されるダイアログ右上のバツ

印を押すことにより強制終了すると，正常復帰ができ

ない場合があります。この手続きで強制終了した場合

は，再度メソッドを実行しなおして，正常に復帰させ

てください。

3.5.8	 センサバックアップ機能(2入力仕様のみ)

センサバックアップは，Sensor1 が異常状態になった場

合，自動的に Sensor2 を出力として使用するように設

定します。

センサバックアップを使用する場合，温度伝送器は PV

に Sensor	Backup をマッピングしてください。Sensor1

が異常の場合，温度伝送器はセンサバックアップ動作

を開始し，Sensor2 が PVとして出力されます。“Backup	

Sns1	Fail” のアラームメッセージが内蔵指示計および

HARTコミュニケータに送られます。

バックアップ動作中は，センサ 1が回復したとしても，

パラメータや電源OFF によりバックアップ動作がリ

セットされるまで，センサ 2を使用し続けます。セン

サ 2がバックアップ動作中に故障した場合は，温度伝

送器は “Backup	Sns2	Fail” のアラームメッセージを内蔵

指示計とHART コミュニケータに送信し，センサバー

ンアウトを出力します。

(1)	 センサバックアップ機能の仕様

対象：2入力形のみ

センサタイプ：単位系が同じならばどのセンサタイプ

でもOKです。

表示：Backup が表示されます。

(2)	 バックアップ機能の設定

①	 Sensor1，2	のセンサタイプ，線数，単位を設定し

ます。（3.4.1	項参照）

	 単位は同じ単位を設定します。

	 Non-connection	以外のセンサタイプが選択可。

②	 PV に Sensor	Backup をマッピングします。

③	 下記アラームのMask を解除します。

	 Sensor1	Failure（初期設定：No	Mask）

	 Sensor1	Short（初期設定：Mask）

	 アラームがMask されている場合，センサ異常

は検出されずにバックアップ機能が働きません。

Sensor1	Failure のみ No	Mask 設定の場合，このア

ラームが発生したときのみバックアップ機能が働

きます。

センサ故障からセンサ異常を検出するまでにはタイム

ラグがあります。この間，故障した測定値が出力され

るため電流出力も不定となります。

つまり，Sensor1 の故障から Sensor2 に切り替わるま

で，および，Sensor2 の故障から “センサバーンアウ

ト時の出力状態” AO	Sensor	BO	Dir の出力に切り替わ

るまでの間は出力が不定になります。異常を検出する

と，Sensor2	の測定値，もしくは，“センサバーンアウ

ト時の出力状態” に応じた出力となります。
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表4.1	 アラームリスト

指示計の
表示

HART設定ツールの
表示 原因 アラーム発生時の出力 処置

AL.00 CPU Fail メイン CPU の故障 伝送器異常時の出力，
通信は不可

アンプを交換してくだ
さい。

AL.01 Sensor NV Fail センサ不揮発メモリの CRC 不
一致，または正常に書込がで
きない。

伝送器異常時の出力，
通信は可

AL.02 Temp NV Fail TEMP ASSY の不揮発性メモリ
の CRC 不一致，または書込 /
読出ベリファイ不一致。（正常
に起動できない）

AL.03 AD Conv Fail 入力側ハードウェアの故障
AL.04*2 Main Rvrs Cal Fail MAIN ASSY CPU 逆演算不一致
AL.05 Temp Rvrs Cal Fail TEMP ASSY CPU 逆演算不一致
AL.06 Temp Voltage Fail TEMP ASSY 電源電圧異常
AL.07 Comm NV Fail 通信不揮発メモリの CRC 不一

致，または正常に書き込みが
できない。

AL.08 Temp NV Warning TEMP ASSY の不揮発メモリの
CRC 不一致，または書込 / 読
出ベリファイ不一致（起動は
可能だが，いつ故障してもお
かしくない）

出力は継続

AL.09 Int Comm Fail 内部通信エラー センサバーンアウトの
出力，通信は可

AL.10 Sensor1 Failure センサ 1 入力が断線または端
子から外れている ｡

表 4.2 参照 ・温度センサの健全性
を確認してくださ
い。

・センサの接続を確認
してください。

AL.11 Sensor2 Failure センサ 2 入力が断線または端
子から外れている ｡

AL.12*1 Sensor1 Short  センサ１ショート
AL.13*1 Sensor2 Short  センサ 2 ショート
AL.14*1 S1 Corrosion センサ 1 腐食 通常動作 センサ，端子，ケーブ

ルを確認してくださ
い。AL.15*1 S2 Corrosion センサ 2 腐食 通常動作

AL.20 S1 Signal Error センサ 1 入力が測定可能範囲
から外れている。

通常動作 ・温度センサの健全性
を確認してくださ
い。

・センサタイプを確認
してください。

AL.21 S2 Signal Error センサ 2 入力が測定可能範囲
から外れている。

通常動作

AL.22*3 Term Sns Fail 端子台温度が異常。端子台温
度センサの異常や断線など。

表 4.2 参照 アンプを交換してくだ
さい。

AL.23 Backup Sns1 Fail センサバックアップ動作中に，
センサ 1 が故障し，センサ 2
を出力している。

バックアップ側を出力
する。バックアップ側
も故障した場合はバー
ンアウトの設定で出力
される。」

センサ１の健全性を確
認してください。

AL.24 Backup Sns2 Fail センサバックアップ動作中に，
センサ 2 が故障している。

通常動作 センサ 2 の健全性を確
認してください。

AL.25 Sensor Drift センサドリフト 通常動作 センサの健全性を確認
してください。
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指示計の
表示

HART設定ツールの
表示 原因 アラーム発生時の出力 処置

AL.26*1 S1 Over Temp Cycle センサ 1 の温度サイクル回数
が閾値を超えている。

通常動作 温度サイクル回数をリ
セットしてください。

AL.27*1 S2 Over Temp Cycle センサ 2 の温度サイクル回数
が閾値を超えている。

通常動作 温度サイクル回数をリ
セットしてください。

AL.30 Output Too Low 電流値が下限値を下回ってい
る。

下限値 3.68mA (-2%) 下限値の設定の確認と
変更をしてください。

AL.31 Output Too High 電流値が上限値を上回ってい
る。

上限値 20.8mA (105%) 上限値の設定の確認と
変更をしてください。

AL.40 S1 Temp Low センサ 1 測定温度が低すぎる。 通常動作 センサタイプの設定を
確認してください。AL.41 S1 Temp High センサ 1 測定温度が高すぎる。 通常動作

AL.42 S2 Temp Low センサ 2 測定温度が低すぎる。 通常動作
AL.43 S2 Temp High センサ 2 測定温度が高すぎる。 通常動作
AL.44 Amb Temp Low 周囲温度が -40℃を下回ってい

る ｡
通常動作 ヒータなどを使用して

周囲温度を上げるか，
周囲温度が高いところ
に設置ください。

AL.45 Amb Temp High 周囲温度が 85℃を上回ってい
る ｡

通常動作 熱源から離して設置し
てください。

AL.50 LRV Too Low LRV の設定がセンサ仕様温度
範囲を下回って設定されてい
る ｡

通常動作 下限値の設定の確認と
変更をしてください。

AL.51 LRV Too High LRV の設定がセンサ仕様温度
範囲を上回って設定されてい
る ｡

通常動作

AL.52 URV Too Low URV の設定がセンサ仕様温度
範囲を下回って設定されてい
る ｡

通常動作 上限値の確認と変更を
してください。

AL.53 URV Too High URV の設定がセンサ仕様温度
範囲を上回って設定されてい
る ｡

通常動作

AL.54 Span Too Small 推奨最小スパン以下で設定さ
れている。

通常動作 下限値および上限値の
確認と変更をしてくだ
さい。

AL.60 Illegal PV Config PV にマッピングされているセ
ンサ (Sensor value) に誤設定が
ある。

発生時の出力にホール
ド。スタートアップ
時に発生した場合は
4mA を出力。

PV マッピングを確認
してください。

AL.61 Illegal Sensor1 Config  センサ１に誤設定がある。 通常動作 センサ 1 の設定を確認
してください。

AL.62 Illegal Sensor2 Config センサ 2 に誤設定がある。 通常動作 センサ 2 の設定を確認
してください。

AL.70 Loop Test Mode 強制出力モード動作中である。 強制出力モードの設定
値

通常モードに設定して
ください。

*1： YTA710 のみのアラームです。
*2： 端子台温度センサの異常や断線などが発生した場合にも AL.04 が発生します。
*3： 端子台温度センサの異常や断線が発生しても，AL.22 が出力されずに，AL.04 が発生する場合があります。
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表4.2	 出力動作

電流出力	
マッピング Sensor1	Failure Sensor2	Failure Sensor1	Short*2 Sensor2	Short*2 Term	Sns	Fail

SENS.1 センサバーンアウト 通常動作 センサバーンアウト 通常動作 出力ホールド *3

S.1-TER センサバーンアウト 通常動作 バーンアウト 通常動作 出力ホールド *3

TERM 通常動作 通常動作 通常動作 通常動作 出力ホールド *3

SENS.2 通常動作 センサバーンアウト 通常動作 センサバーンアウト 出力ホールド *3

S.2-TER 通常動作 センサバーンアウト 通常動作 センサバーンアウト 出力ホールド *3

S.1-S.2 センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト 出力ホールド *3

S.2-S.1 センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト 出力ホールド *3

AVG センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト センサバーンアウト 出力ホールド *3

BACKUP *1 *1 *1 *1 出力ホールド *3

*1：	 センサ１とセンサ２の両方とも異常の場合，センサバーンアウト出力。
*2：	 YTA710 のみのアラームです。
*3：	 アラームが発生する直前値を出力します。

4.2	 履歴機能

YTA シリーズ温度伝送器は以下の履歴機能を有してい

ます。

(1)	 アラーム履歴

最大 4	件までの履歴を伝送器のメモリに保持しており，

以下の手順で内容を確認することができます。

Device	setup	→	Diag/Service	→	Status	Log

(2)	 プロセス変量履歴

各プロセス変量の最大値と最小値を伝送器のメモリに

保持しており，以下の手順で内容を確認することがで

きます。

Device	setup	→	Diag/Service	→	Sensor	Max/Min	Log

端子台温度以外のプロセス変量は以下の手順で履歴を

クリアすることができます。

Device	setup	→	Diag/Service	→	Sensor	Max/Min	Log	

→	reset	Sns	Max/Min

上記の変量はセンサの断線等によって大きな値となる

ことがあります。その場合はリセットしてください。

(3)	 稼働時間

電源投入後，どれだけの時間が経過したか表示します。

以下の手順で内容を確認することができます。

Device	setup	→	Detailed	setup	→	Device	

information	→	Date	&	Time	→	Operation	Time

稼働時間は 15分ごとにセーブされます。

4.3	 自己診断機能

YTAは下記の診断機能があります。

(1)	 ハードウェア異常

CPU，ADコンバータ，メモリ等の故障を検知する機能です。

(2)	 センサ異常

センサの断線を検知する機能です。電流を流し，抵抗

値が閾値以上の時に断線アラームを通知します。

パラメータ設定：不要

アラーム出力：抵抗値が閾値以上の時，Sensor1	Failure

（AL.10）または Sensor ２	Failure（AL.11）のアラー

ムを出力します。

(3)	 端子台異常

CJCの断線を検知する機能です。CJCの抵抗値を測定し，

抵抗値が閾値以上の時端子台異常を通知します。

パラメータ設定：不要

アラーム出力：抵抗値が閾値以上の時，Terminal	Sensor	

Fail（AL.22）のアラームを出力します。

端子台温度センサの異常や断線が発生しても，AL.22

が出力されずに，AL.04 が発生する場合があります。

(4)	 TCショート（YTA710のみ）

TC センサの短絡を検知する機能です。電流を流し，セ

ンサの抵抗値が（Sensor	Diagnostics	Information の S1	

RP23 と S2	RP43）閾値以下の時にショートのアラーム

を通知します。

パラメータ設定：S1	TC	Short	Thrshld	および S2	TC	Short	

Thrshld（２入力仕様の場合）に閾値を設定します。

アラーム出力：抵抗値が閾値以下の時，Sensor1	short

（AL.12）または Sensor2	short（AL.13）のアラーム

を出力します。




