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1. はじめに

このたびは当社の圧力伝送器をご採用いただき，まこ

とにありがとうございました。本計器は納入に先立ち，

ご注文仕様に基づいて正確に調整されております。本

計器の全機能を生かし，効率よく，正しくご使用いた

だくために，ご使用前に本取扱説明書をよくお読みに

なり，機能・操作を十分に理解され，取り扱いに慣れ

ていただきますようお願いいたします。本書はサニタ

リ用アダプタシステム製品に対応しています。サニタ

リ用アダプタシステムの基本仕様コードは，伝送器本

体部およびアダプタ部から成り立っています。製品銘

板に記載の形名と伝送器本体部スタイルコードをご確

認ください。HART	通信形の取り扱いについては，当社

ホームページより該当する機器の取扱説明書（PDF	ファ

イル）がダウンロードできますので，その内容を必ず

お読みいただき，正しくお使いください。

当社ホームページのアドレス：

http://www.yokogawa.co.jp/fld/

また，取扱説明書の印刷物はご購入もいただけます。

詳しくは当社営業／代理店までお問合せください。

F0101.ai

EJAC60Jサニタリ用アダプタシステム（エキレス形）
サニタリ用圧力伝送器（エキレス形）

サニタリ取付アダプタ

伝送器本体部

アダプタ部

■ 本書に対するご注意

・	 本書は，最終ユーザまでお届けいただきますよう

お願いいたします。

・	 本書の内容は，将来予告なしに変更することがあ

ります。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製

することは禁止されています。

・	 本書は，本計器の市場性またはお客様の特定目的へ

の適合などについて保証するものではありません。

・	 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一

ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありまし

たら，裏表紙に記載の当社各営業拠点またはご購

入の代理店までご連絡ください。

・	 特別仕様につきましては記載されておりません。

・	 機能・性能上とくに支障がないと思われる仕様変

更，構造変更，および使用部品の変更につきまし

ては，その都度の本書改訂が行われない場合があ

りますのでご了承ください。

■ 安全および改造に関するご注意

・	 人体および本計器または本計器を含むシステムの

保護・安全のため，本計器を取り扱う際は，本書

の安全に関する指示事項に従ってください。なお，

これらの指示事項に反する扱いをされた場合，当

社は安全性を保証いたしかねます。

・	 当該製品を無断で改造することは固くお断りいた

します。

・	 本製品および本書では，安全に関する次のような

シンボルマークとシグナル用語を使用しています。

回避しないと，死亡または重傷を招く恐れがある危険

な状況が生じることが予見される場合に使う表示で

す。本書ではそのような場合その危険を避けるための

注意事項を記載しています。
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回避しないと，軽傷を負うかまたは物的損害が発生す

る危険な状況が生じることが予見される場合に使う表

示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐れ，ま

たは計器を損傷する恐れがある場合，その危険を避け

るための注意事項を記載しています。

計器を損傷したり，システムトラブルになるおそれが

ある場合に，注意すべきことがらを記載しています。

操作や機能を知るうえで，注意すべきことがらを記載

しています。

機能接地端子

直流

取扱注意

人体および機器を保護するために本取扱説明

書を参照する必要がある場所についています。

1.1 本計器を安全にご使用いただくた
めに

・	 プロセスに設置した圧力伝送器は加圧状態にありま

すから，受圧部の取付金具あるいはアダプタ等の各

部品を締めたり緩めたりすることは，プロセス流体

の噴出を招く危険があります。絶対に行わないでく

ださい。

・	 プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，メンテ

ナンスなどで伝送器をラインから取りはずした後も

慎重に取り扱い，人体への流体付着，残留ガスの吸

入などのないよう十分ご注意ください。

・	 本器は防爆構造に設計されていませんので，爆発性

ガス雰囲気で使用することはできません。

1.2 納入後の保証について

・	 本計器の保証期間は，ご購入時に当社よりお出し

した見積書に記載された期間とします。保証期間

中に生じた故障は無償で修理いたします。

・	 故障についてのお客様からのご連絡は，ご購入の当

社代理店または最寄りの当社営業拠点が承ります。

・	 もし本計器が不具合になった場合には，本計器の形

名・計器番号をご明示のうえ，不具合の内容およ

び経過などについて具体的にご連絡ください。略

図やデータなどを添えていただければ幸いです。

・	 故障した本計器について，無償修理の適否は当社

の調査結果によるものとします。

■	 次のような場合には，保証期間内でも無償修理の対

象になりませんのでご了承ください。

・	 お客様の不適当または不十分な保守による故障の

場合。

・	 設計・仕様条件をこえた取扱い，使用，または保

管による故障，または損傷。

・	 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での

使用，および設置場所の不適合な保守による故障。

・	 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または

修理に起因する故障，または損傷。

・	 納入後の移設が不適切であったための故障，また

は損傷。

・	 火災・地震・風水害・落雷などの天災をはじめ，原

因が本計器以外の事由による故障，または損傷。

■ 商標

・	 本文中の各社の登録商標または商標には，™	，®	マー

クは表示しておりません。

・	 その他，本文中に使われている会社名・商品名は，

各社の登録商標または商標です。
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2. 取扱上の注意事項

本器は工場で十分な検査をされて出荷されております。

本器がお手もとへ届きましたら，外観をチェックして，

損傷の無いことと図 2.1 のような伝送器取付用部品が付

属されていることをご確認ください。なお，クランプ

およびガスケットなしとご指定いただいた場合には電

送器取付用部品は付属されません。本章では取扱いに

当って必要な注意事項を記載してありますので，まず

本項を良く読んでください。本項記載以外の事項につ

いては関係する項目をご参照ください。

F0201.ai

ガスケット

取付金具（クランプ）

図2.1 伝送器取付用部品

2.1 形名と仕様の確認について

ケース外側のネームプレートに形名および仕様コード

が記載されていますので，お問い合せの際はそれらの

情報も合せてご連絡ください。

F0202.ai

タグナンバー

計器番号および製品形名

アルミニウムケース  (付加仕様コード/3Aなし)

アルミニウムケース (付加仕様コード/3A付き)

ステンレスケース

計器番号および製品形名

タグナンバー

計器番号および製品形名

タグナンバー

図2.2 ネームプレートの例

2.2 運搬について

運搬中の事故により損傷することを防ぐため，本伝送

器はなるべく出荷時の包装状態で設置場所まで運んで

ください。
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2.3 保管場所について

長期間の保管が予想される場合は，以下の点にご注意

ください。

(1)	 保管場所は下記の条件を満足する所を選定してく

ださい。

・	 雨や水のかからぬ場所。

・	 振動や衝撃の少ない場所。

・	 保管場所の温度，湿度が次のような場所。でき

るだけ常温常湿 (25℃，65% 程度 ) が望ましい。

	 温度：	 内蔵指示計なし	 － 40 ～ 85℃

	 	 	 内蔵指示計付き	 － 30 ～ 80℃

	 	 	 または各仕様で定められた温度

	 湿度：	 0 ～ 100%RH（結露なきこと）

(2)	 本伝送器はなるべく当社から出荷した時の包装状

態にして，保管してください。特に湿度の高い場

所では，当社から出荷した時の包装状態にして保

管する必要があります。

(3)	 一度使用した本伝送器を保管する場合，受圧部に

残留している測定流体を完全に洗浄してください。

また，伝送部と受圧部がしっかり固定されている

ことを確認してから保管してください。

2.4 設置場所について

本伝送器は厳しい環境条件のもとにおいても動作する

ように設計されておりますが，安定に，精度よく，長

期にわたってご使用いただくため下記の点に注意して

ください。

■ 周囲温度

温度勾配や温度変動の大きい場所に設置することはで

きるだけ避けてください。機器が直射日光，プラント

側から輻射熱などを受けるときは，断熱措置を施した

り，風通しがよくなるように設置してください。また，

高温多湿環境が長期に連続するような場所への設置は

避けてください。

■ 雰囲気条件

腐食性雰囲気に設置することはできるだけ避けてくだ

さい。腐食性雰囲気にて使用するときは，風通しがよ

くなるよう考慮するとともに，電線管内に雨水が入っ

たり，滞留したりしないように配慮をしてください。

■ 衝撃・振動

衝撃や振動に強い構造に設計されていますが，できる

だけ衝撃や振動の少ない場所に設置してください。

2.5 加圧部分について

プロセスに設置した圧力伝送器は加圧状態にあります

ので，受圧部の取付金具あるいはアダプタ等の各部品

を締めたり緩めたりすることは，プロセス流体の噴出

を招く危険があります。絶対に行わないでください。

本器を破損しないために下記の点に注意してください。

(1)	 本器は，測定流体を金属ダイアフラムで受圧する

構造を採用しています。洗浄などの際に，万一にも，

ダイアフラムに傷をつけることのないようにご注

意ください。

(2)	 受圧部内の測定流体の凍結によって，ダイアフラ

ムが破損する場合があります。凍結の恐れがある

場合には，保温材を用いるなどの対策を施してく

ださい。

(3)	 CIP(cleaning	in	place),	SIP(sterilize	in	place) などの洗

浄を実施する際には，機器の温度，圧力仕様を守っ

て洗浄してください。

本伝送器に加圧する場合，安全にご使用していただく

ため下記の点に注意してください。

(1)	 ガスケットが正しく取付けられ，取付金具（クラ

ンプ）あるいはアダプタが十分に締付けられてい

ることを確認してください。

(2)	 導圧配管にリークがないことを確認してください。

(3)	 規定以上の圧力を印加しないでください。

本伝送器の過大圧に対する挙動として以下の点に注意

してください。

許容過大圧，破壊耐圧については，一般仕様書

GS01C32Y01-01JA を参照ください。

(1)	 許容過大圧を超え限界耐圧までの圧力が加わった

場合，再校正が必要となります。

(2)	 破壊耐圧を超えないようにご使用ください。接液

部が破損し，プロセス流体が漏えいする可能性が

あります。なお，通常のサニタリクランプは耐圧

が 1MPa ですが，1MPa をこえる圧力がかかる可能

性がある場合は，必要な耐圧性を持ったクランプ

等をご使用ください。
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(3)	 印加される圧力は，瞬時圧 ( サージ圧 ) も含まれま

す。本センサは金属ダイアフラムの歪を利用して，

圧力を検出する方式です。瞬時圧 ( サージ圧 ) でも

許容過大圧を超えて印加された場合，センサの特

性に影響を与えます。

・	 気泡を含む管端上部へ設置時の突入圧 ( 図 2.3)

・	 配管曲がり部へ設置時の脈動圧 ( 図 2.4)

・	 ウォーターハンマー

・	 スチームと水の接触による水蒸気爆発 ( 図 2.5)

・	 洗浄ノズルによるセンサ部の直接洗浄 ( 図 2.6)

設置に関しては，上記を十分ご配慮の上取付けてくだ

さい。

液体

弁
（急開）

液圧

気体

EJA560J

弁開
時間

設定圧

過渡現象

セ
ン
サ
部
圧
力

F0203.ai

図2.3 気泡を含む管端上部へ設置時のサージ圧

弁開
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設定圧

突撃圧

セ
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部
圧
力

弁
（急開）

液圧

EJA560J

F0204.ai

図2.4 配管曲がり部へ設置時の突入圧

弁開
時間

設定圧

水蒸気爆発

セ
ン
サ
部
圧
力

弁
（急開）

スチーム

EJA560J

空気

水 F0205.ai

図2.5 スチームと水の接触による水蒸気爆発

突撃圧

弁開
時間

設定圧

セ
ン
サ
部
圧
力

EJA560J

洗浄水噴流
洗浄ノズル

F0206.ai

図2.6 洗浄ノズルによるセンサ部の直接洗浄

2.6 配線接続口の防水処理について

本伝送器のケーブル配線は，ねじ部には必ず非硬化性

シール材を塗布し，防水処理を施してください。( 詳細

は 5.1 項を参照ください。)

2.7 トランシーバの使用について

本伝送器は高周波ノイズに対し十分な考慮と対策をし

ておりますが，トランシーバを伝送器およびその配線

近くで使用する場合は，高周波ノイズによる影響が考

えられます。このためトランシーバの使用にあたって

は，トランシーバを伝送器に対し数メートルの距離よ

り徐々に近づけながら，伝送器ループへのトランシー

バの影響を調査し，問題の発生しない距離でトラン

シーバを使用してください。

2.8 絶縁抵抗テストと耐電圧テストに
ついて

(1)	 テスト電圧が絶縁破壊を生じない程度の過電圧で

も絶縁を劣化させ，安全性を低下させることがあ

りますので，本テストの実施は必要最小限にとど

めてください。

(2)	 絶縁抵抗テストの電圧は 100	V	DC 以下とし，耐電

圧テストでは 100	V	AC を超える電圧を印加しない

でください。

(3)	 テストは以下の手順で実施します。このとき伝送

ラインの配線ははずしておきます。

アンプケースを外した状態で試験を実施する場合は，

アンプに実装された部品が，ケースに接触しないよう

にご注意ください。
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■ 絶縁抵抗テストの手順

①	 端子箱の SUPPLY ＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

②	 渡り配線と接地端子間に絶縁抵抗計 ( 電源 OFF) を

接続します。極性は渡り配線を正極，接地端子を

負極にします。

③	 絶縁抵抗計の電源を ON にして，絶縁抵抗を測定し

ます。電圧印加時間は 20M Ω以上が確認されるま

での間にしてください。

④	 テスト終了後，絶縁抵抗計をはずし，渡り配線と

接地端子間に 100k Ωの抵抗器を接続して放電させ

ます。1 秒間以上放電させ，放電中には素手で端子

に触れないようにしてください。

■ 耐電圧テストの手順

①	 端子箱の SUPPLY ＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

②	 渡り配線と接地端子間に耐電圧試験器 ( 電源 OFF)

を接続します。耐電圧試験器の接地側を接地端子

に接続します。

③	 耐電圧試験器の電流制限値を 10	mA に設定後，電

源を ON にし，印加電圧を 0	V から指定値までゆっ

くり上昇させてください。

④	 指定電圧に 1 分間保持します。

⑤	 テスト終了後，電圧サージが発生しないようにゆっ

くり電圧を下げます。



IM 01C32Y01-01JA

3-1	 	 ＜ 3.		各部の名称＞

3. 各部の名称

F0301.ai

アダプタ部

＊詳しくは図3.2を
 ご覧ください。

アルミニウムケース＊

ガスケット

取付金具（クランプ）

＊詳しくは図3.2を
 ご覧ください。

ステンレスケース＊

図3.1 各部の名称
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F0302.ai

(注1) ご指定によります。 各製品の仕様書(GS) に記載のコード表をご参照ください。
(注2) ・ CPU異常時のバーンアウト方向の設定およびライトプロテクトの設定方法は図に示 す設定スイッチ（BO, WR）をスライドさせて行います。

納入時は，バーンアウト設定は H側（付加仕様コード／C1および／C2付の場合はL側）に，ライトプロテクト設定は E 側（書き込み可能）に
設定してあります。

  ・  設定状態はHART設定ツールでパラメータAO alm typおよびwrite protectを呼び出すことにより確認できます。
 ・  外部ゼロ調ねじによるゼロ点調整を禁止する場合は，ライトプロテクトスイッチをE側にした状態で，パラメータExt Swの設定を変更します。

HIGH LOW

BO H L

WR E D

H L H L H L

E D

H L

E D

受圧部

外部指示計用接続口 
(注1)

電源接続口

伝送部

内蔵指示計 (注1)

設定スイッチの
位置 (注2)

設定スイッチの
位置 (注2)

 (注2)

端子部カバー

ゼロ調ねじ

CPUアセンブリ

バーンアウト方向設定スイッチ

ライトプロテクト設定スイッチ

取付ねじ

アンプ部カバー

バーンアウト方向設定スイッチ (BO) ハードウェアライトプロテクト設定スイッチ (WR)

設定スイッチ

バーンアウト方向 ライトプロテクト
NO

(書き込み可能)
YES

(書き込み不可)

押しボタン (注1)

（6.5項参照）

図3.2 各部の名称（アルミニウムケース伝送部詳細）

表3.1 内蔵指示計の表示

表示記 備考
ゼロ点調整中の出力信号は増加しています。
ゼロ点調整中の出力信号は減少しています。
ライトプロテクト機能が働いています。
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BO H L

WR E D

F0303.ai

(注1) ご指定によります。 各製品の仕様書(GS) に記載のコード表をご参照ください。
(注2) ・ CPU異常時のバーンアウト方向の設定およびライトプロテクトの設定方法は図に示 す設定スイッチ（BO, WR）をスライドさせて行います。

納入時は，バーンアウト設定は H側（付加仕様コード／C1および／C2付の場合はL側）に，ライトプロテクト設定は E 側（書き込み可能）に
設定してあります。

  ・  設定状態はHART設定ツールでパラメータAO alm typおよびwrite protectを呼び出すことにより確認できます。
 ・  外部ゼロ調ねじによるゼロ点調整を禁止する場合は，ライトプロテクトスイッチをE側にした状態で，パラメータExt Swの設定を変更します。

HIGH LOW

H L H L H L

E D

H L

E D

受圧部

電源接続口

伝送部

内蔵指示計 (注1)

設定スイッチの
位置 (注2)

設定スイッチの
位置 (注2)

CPUアセンブリ

バーンアウト方向設定スイッチ

ライトプロテクト設定スイッチ

取付ねじ

アンプ部カバー

バーンアウト方向設定スイッチ (BO) ハードウェアライトプロテクト設定スイッチ (WR)

設定スイッチ

バーンアウト方向 ライトプロテクト
NO

(書き込み可能)
YES

(書き込み不可)

CPUアセンブリケース

(注2)押しボタン (注1)

（6.5項参照）

図3.3 各部の名称（ステンレスケース伝送部詳細）

表3.2 内蔵指示計の表示

表示記 備考
ゼロ点調整中の出力信号は増加しています。
ゼロ点調整中の出力信号は減少しています。
ライトプロテクト機能が働いています。
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4. 取付

4.1 取付時の注意事項

本伝送器を設置する場合は，2.4 項「設置場所について」

の注意事項を参照してください。

設置場所の周囲条件については，各機種の仕様書（GS）

を確認してください。

・	 現地配管工事などで溶接工事を行う場合，伝送器へ

溶接電流を流さないように注意してください。

・	 本伝送器を足場にしないでください。

・	 フィルタ（大気開放孔）に洗浄液等が付着し，フィ

ルタ性能の劣化を招く恐れがある為，フィルタ（大

気開放孔）が上向きになるような取り付け方はしな

いでください。また，大気開放孔に取付けられてい

る GORE-TEX フィルタは，必ず取付けた状態でご使

用ください。フィルタを付けずに使用された場合，

性能に影響が出る可能性があります。

・	 付加仕様コード /HH（高湿度環境仕様）を選択され

た場合，フィルタの代わりにシールねじが取付けら

れています。この場合は配線ケーブルを通しての大

気導入が必要となります。( 詳細は 5.1 項を参照く

ださい。)

・	 本伝送器を逆さまに設置する場合，センサ部の凹み

にプロセス流体が溜まることがあります。これを避

ける必要がある場合には，45°以上の角度をつけて

設置してください。

フィルタ
(大気開放孔)

F0401.ai

ゼロ調ねじ

図4.1 大気開放孔とフィルタ

4.2 取付方法

・	 受圧ダイアフラムは薄く傷つきやすいため押したり

ぶつけたりしないようにしてください。

・	 アダプタを伝送器本体から取り外した際は，O リン

グを交換してください。

・	 必要に応じて，衛生規格に対応したガスケットと O

リングをご使用ください。

・	 冷水タンクに接続する場合にはタンクスパッドで

30cm 以上離して，伝送器本体温度と周囲温度との

差を 5℃以内にするなどして結露対策を実施してく

ださい。

F0402.ai
30 cm以上

冷水タンク

図4.2 冷水タンクへの取付

・	 受圧ダイアフラムおよびアダプタ接液部の全面が測

定流体と接触するように設置してください。空気だ

まりや液体だまりなどにより部分的な接触となる場

合，性能に影響が出る可能性があります。

F0403.ai

タンク

液体

空気だまり

図4.3  性能に影響が出る設置例（空気だまりの場合）
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■ 取付金具（クランプ）取付け手順

1.	 ガスケットを伝送器につけます。

2.	 ガスケットのついた伝送器をスリーブにつけ合わ

せ，取付金具で固定します。

F0404.ai

ガスケット スリーブ

取付金具（クランプ）

アダプタ部

図4.4 取付金具によるタンクへの取付

■ ユニオンナット取付け手順

1.	 ガスケットをアダプタ部につけます。

2.	 ガスケットの付いたアダプタ部をスリーブに付き

合わせ，ユニオンナットで固定します。

F0405.ai

アダプタ部

ユニオンナット

ガスケット

スリーブ

図4.5 ユニオンナットによるタンクへの取付

■ アダプタ取付時のOリング取付位置

リアとフロント（接液部）の O リングを取り付けてゴ

ミ等挟まないように注意してアダプタをねじ込んでく

ださい。

F0406.ai

リアシール
Ｏリング

フロントシール
Ｏリング

アダプタ締付トルク：20 ～ 30	Nm

図4.6  Oリング取付位置

品名 部品番号 材質 寸法

フロントシール
O リング

B1070ER EPDM ø2.5 × ø17
B1071ER FKM ø2.5 × ø17

リアシール
O リング

B1072ER EPDM S-24

伝送器を水平方向に取り付ける場合には，フィルタ（大

気開放孔）とリーク検出穴が水平～下方に向くように

固定してください。ゼロ調ねじは，必ず下方を向くよ

うに固定してください。

3-A 衛生認証品の場合は穴やくぼみに水がたまらない

ように配慮してください。
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「水平配管に取付けた例」

F0407.ai

ゼロ調ねじ
フィルタ（大気開放孔）

リーク検出穴

図4.7 伝送器の取付（水平方向）

内蔵指示計はあらかじめ上図のように見やすい方向に

取付けておいてください。伝送器の取付け後，ゼロ調

ねじが下向き以外の向きにある場合は，伝送器を回転

させてゼロ調ねじが下向きになる位置に固定してくだ

さい。( アルミニウムケースの場合 )（4.3 項参照）

4.3 伝送部を回転させる場合

本伝送器は，伝送部を最大約 360°回転させ，任意の角

度で固定することができます。

①	 伝送部と受圧部のはめあい部分の六角穴付き止め

ねじ（2 か所）を六角棒スパナで十分に緩めます。

②	 伝送部を目的の角度までゆっくり回転させます。ス

トッパが大気開放パイプにあたってそれ以上回ら

ない場合は，いったんパイプを取り外してケース

を回してからパイプを取り付けてください。

③	 六角穴付き止めねじ（2 か所）を締め，伝送部と受

圧部を固定します。（1.5	N・m のトルクで締め付け

ます。）

伝送部に固定されたストッパで制限された範囲内で回

してください。

ステンレスケースの場合は伝送部を回転させることは

できません。

無理に回転をさせた場合故障の原因になります。

F0408.ai

六角穴付き止めねじ

約360°回転
伝送部

受圧部

ゼロ調ねじ
六角穴付止めネジ

図4.8 伝送部の回転

内蔵指示計は以下の三方向のいずれかに取付けること

が可能です。伝送器を取り付ける方向に応じて，あら

かじめ見やすい向きに変えてださい。指示計の取りは

ずし，取付けについては 8.4 項を参照ください。

F0409.ai

図4.9 内蔵指示計の向き

取りはずし，取付けは，必ず電源を切り，圧力をとめ，

伝送器を非危険場所に移してから行ってください。
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5. 配線

5.1 配線時の注意事項

・	 大容量の変換器，モータ，あるいは動力用電源など

のノイズ源を避けて配線してください。

・	 配線は電源接続口の防塵プラグを外して配線しま

す。

・	 ネジ部には防水処理を必ず施してください。

（防水処理にはシリコン樹脂系の非硬化性シール剤

をお薦めします。）

・	 ノイズ防止のため，信号ケーブルと動力用ケーブル

は同一のダクトを使用しないでください。

付加仕様コード /HH（高湿度環境仕様）を選択された

場合，シールドケーブルなどを使用して基準大気圧の

導入を確保してください。その際，ケーブル端末をポッ

ティング等でふさがないようにご注意ください。

5.2 電線の選定

・	 配 線 用 の 電 線 は，600	V ビ ニ ル 絶 縁 電 線（JIS	

C3307）と同等以上の性能を持つより線の電線，あ

るいはケーブルを使用します。

・	 ノイズの影響を受けやすい場所に配線する場合は

シールド線を使用します。

・	 周囲温度が高い場所あるいは低い場所に配線する

場合は，使用場所に合った電線あるいはケーブル

を使用します。

・	 有害なガスや液体または油や溶剤の存在する雰囲

気で使用する場合は，これに耐える材料を使用し

た電線あるいはケーブルを用います。

・	 電線の端末は絶縁スリーブ付き圧着端子（4	mm ね

じ）を推奨します。

5.3 外部配線の端子部への接続

ステンレスケースの場合は，CPU アセンブリケースを

取りはずして，外部配線を接続する必要があります。

その際，接続しているケーブルに無理な力をかけない

よう注意してください。

アンプケースを外した状態で通電する場合は，アンプ

に実装された部品が，ケースに接触しないようにご注

意ください。

CPU アセンブリケース
F0511.ai

図5.1 CPUアセンブリケースの取りはずし
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5.3.1 電源配線の接続

必ず仕様内の DC 電源を使用してください。商用 AC

電源を接続すると機器が破損します。

電源配線は SUPPLY の＋，－端子に接続します。

F0501.ai

‒

+ 端子部
電　源

図5.2 電源配線の接続

5.3.2 現場指示計用配線の接続

現場指示計用の配線は CHECK の A（＋），SUPPLY の－

端子に接続します。

内部抵抗が 10 Ω以下の現場指示計をご使用ください

F0502.ai

端子部

現場指示計

電　源 ‒

+

図5.3 現場指示計の接続

5.3.3 HART設定ツールの接続

HART 設定ツール接続時に，HART 設定ツールへ初期

回路電流が流れ，出力が一時的に変化します。上位シ

ステムに影響を与えないために，受信計器側に 0.1 秒

程度のローパスフィルターを設定することを推奨しま

す。

HART 設定ツールは SUPPLY の＋，－端子（フック）に

接続します。極性は関係ありません。以下に，接続例

を示します。

F0503.ai
PC/FieldMate

‒

+端子部

電　源

図5.4 HART設定ツールの接続

5.3.4 チェックメータの接続

チェックメータは CHECK の A（＋），SUPPLY の－端子

（フック）に接続します。

・	 CHECK の＋，－端子からは，出力信号 4 ～ 20	mA	

DC の電流信号が出力されます。

内部抵抗が 10 Ω以下のチェックメータをご使用くだ

さい。

F0504.ai

‒

+

端子部

電　源

チェックメータ

図5.5 チェックメータの接続
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5.4 配線

5.4.1 ループ構成

伝送器は 2 線伝送方式ですので電源配線と信号配線を

兼用しています。伝送ループには直流電源が必要です。

伝送器とディストリビュータとの接続は以下のように

行ってください。なお，電源電圧と負荷抵抗は 5.6 項を

参照してください。

F0505.ai

（危険場所） （非危険場所）

ディストリビュータ
(電源ユニット)

端子部

受信器

図5.6 伝送器とディストリビュータとの接続

5.4.2 配線工事

金属管配線，または水防グランド（電線貫通金物 JIS　

F8801）を用いたケーブル配線を行います。

・	 配線口，フレキシブルフィッティングのねじ部に

は，非硬化性シール剤を塗布して防水処理をしま

す。

F0506.ai

フレキシブル
フィッティング

電線管

ティー

ドレンプラグ

ねじ部には非硬化性
シール剤を塗布して
防水処理を必ず施し
てください。

図5.7 電線管を用いた配線（例）

ステンレスケースの場合，ケーブルの配線の際は電源

接続口を固定してケースから緩まないようにしてくだ

さい。（電源接続口締付けトルク：1	N・m)

5.5 接地

C 種接地工事（接地抵抗 10 Ω以下）を行ってください。

接地端子は端子部の内側と外側にそれぞれあります。

どちらの端子を使用してもかまいません。

外付避雷器を使用の場合は，下図のような連接接地を

行い，避雷器側で C 種接地工事（接地抵抗 10 Ω以下）

を行ってください。

避雷器機器

F0507.ai

F0508.ai

アルミニウムケース

ステンレスケース

接地端子
（内側）

端子部

接地端子
（外側）

接地端子
（内側）

図5.8 接地端子
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5.6 電源電圧と負荷抵抗

ループ構成をする場合，配線の負荷抵抗が下図の範囲

内になるように注意してください。

600

250

0 10.5 16.6 25.2 42

(Ω)

電源電圧 E (V)

R= E－10.5
0.0244

F0509.ai

負
荷
抵
抗
Ｒ

通信可能範囲

図5.9 電源電圧と負荷抵抗

5.7 電源投入時の内蔵指示計の表示

伝送器に電源を投入すると , 内蔵指示計付きの場合は液

晶画面が全点灯し，その後下記のような画面表示に切

り替わっていき，ソフトウェアレビジョンが表示され

ます。

全セグメント点灯 形名の一部を表示（3 秒）

通信プロトコル（3 秒） 機器レビジョン  （3 秒） 

F0510.aiソフトウェアレビジョン（3 秒）

通信プロトコルの画面ではプロトコルとして HART の

表示がでます。HART	通信の説明は，IM	01C26T01-06JA	

を参照ください。

ソフトフェアレビジョンの確認方法は以下の手順に従ってく
ださい。

パラメータの
呼び出し

【ルートメニュー】
→ Review → Software	rev

以下のパラメーターの設定により，全点灯のみの表示

にすることも可能です。

・ 電源投入時画面設定の呼出し方法
パラメータの
呼び出し

【ルートメニュー】
→	Detailed	setup	→	Display	condition	
→	Chg	power	on	info

On 電源投入時の表示は，全点灯，モデ
ル名，通信プロトコル，機器・ソフ
トウェアレビジョンの順番に切り替
わる。

Off 電源投入時の表示は，全点灯のみ。
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6.1 運転開始準備

ここでは図 6.1 に示す液体の圧力測定をする場合の運転

順を述べます

F0601.ai

図6.1 圧力測定

(1) 接液部のリークの確認

伝送器取付部にリークの無いことを確認します。

(2) HART設定ツールの接続

電源を投入し HART 設定ツールを接続します。端子部

のカバーを開け SUPPLY の＋，－端子に HART 設定ツー

ルを接続します（5.3.3 項参照）。

(3) 伝送器が正常状態であることの確認

HART 設定ツールを操作して，伝送器が正常であること

の確認および必要に応じてパラメータ値の確認あるい

は設定値変更を行います。

HART 設定ツールの操作方法につきましては 7 章をご参

照ください。なお，伝送器が正常であることの確認は，

伝送器の内蔵指示計付きの場合には表示部でも確認す

ることができます。

■ 内蔵指示計による確認

・	 電源投入時の表示の遷移については 5.7 項を参照く

ださい。

・	 配線系統に異常のある場合は表示部は「消灯」状

態になります。

・	 伝送器に異常のある場合は表示部に，異常内容に

対応した「エラー No.」の表示が出ます。

F0602.ai

自己診断エラー（伝送器の異常）

図6.2 内蔵指示計のエラー表示

内蔵指示計の表示部に上記の異常表示が出た場合は

8.5.3 項を参照して，異常内容に対する処置を行ってく

ださい。

A カプセルを設定スパン 40	kPa 以下でご使用の場合，

測定流体の温度急変時には出力が設定レンジ範囲を一

時的に超える可能性があります。

ダンピング時定数 10 秒以上の設定を推奨します。

■ 伝送器のパラメータ設定値の確認，変更

下記のパラメータは伝送器を運転するために最低限必

要な設定項目です。ご注文時にご指定された値に設定

して出荷されていますが，必要に応じて確認あるいは

設定値変更を行ってください。

・	 測定レンジ（測定レンジの下限値，上限値，単位））

・	 出力 / 内蔵指示計モード（比例モード / 開平モード）

6. 運転
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6.2 ゼロ点調整

ゼロ点調整後，伝送器の電源はすぐに切らないでくだ

さい。

30 秒以内に電源を切りますと，ゼロ点の調整量は調

整前の値に戻りますのでご注意ください。

運転開始準備が終了しましたらゼロ点調整を行います。

本器のゼロ点調整は以下の 2 通りの方法で行うことが

できます。

(1) プロセス圧力を測定レンジの下限値（0%）にでき

る場合

■ 伝送器本体のゼロ調ねじで行う方法

ゼロ調ねじでゼロ点調整を行う場合は次のことを確認

してください。

・	 パラメータ Ext	SW の表示が ‘Enabled’ になってい

ること。（通常，出荷時には許可 ‘Enabled’ に設定

されていますが，付加仕様コード /CJ 付の場合，禁

止 'Disabled' に設定されています）。設定手順につ

いては IM	01C26T01-06JA	3.3.8 項を参照してくださ

い。

・	 ゼロ調ねじをマイナス・ドライバを用いて回しま

す。右回しで出力は増加，左回しで出力は減少し，

設定レンジの 0.01% の分解能でゼロ点調整を行う

ことができます。

なお，ゼロ点の調整量はゼロ調ねじを回す速さに応じ

て変わりますので，微調整をする場合はゆっくりと，

粗調整をする場合は速く回します。

F0603.ai

ゼロ調ねじ

ゼロ調ねじ

図6.3 ゼロ調ねじ

ステンレスケースの場合，ゼロ点調節の前にカバーを

取り外してください。

ゼロ調ねじには精密ドライバーを使用してください。

カバーを開けた際に接液部のアダプターが緩んでいな

いことを確認してください。緩んでいる場合は，締め

直してください。

■ HART設定ツールの操作で行う方法

HART 設定ツールの簡単なキー操作でゼロ点調整を行う

ことができます。

この場合は次の手順に従ってください。この方法は測

定レンジの下限値に相当する圧力が 0（ゼロ）のときに

かぎります。

・	 ゼロ点調整パラメータ（Pres	Zero	trim）の呼び出

しと設定

パラメータの
呼び出し

【ルートメニュー】	
→ Diag/Service → Calibration	
→ Pres	sensor	trim →

→ Pres	Zero	trim 安定したのち値を確定

Pres	Zero	trim パラメータ画面にて，加圧した 0（ゼロ）

の圧力が安定したことを確認し，値を確定します。

(2) プロセス圧力を測定レンジの下限値（0%）にでき

ない場合

高精度な圧力測定器で得た実測値に，伝送器の出力信

号を合わせ込みます。

［例］	 測定レンジ：50 ～ 250	kPa，

実測値：130	kPa の場合

実測値＝ 130‒50
250‒50 × 100 ＝ 40.0%

■ 伝送器本体のゼロ調ねじで行う方法

ゼロ調ねじを回して出力信号を実測値に合わせます。

■ HART設定ツールの操作方法で行う方法

調整したい点の圧力を加えた状態でその圧力値をパラ

メータに設定すると，伝送器が自動的に調整量を計算

し，調整を行います。

・	 ゼロ点調整パラメータ（Pres	trim）の呼び出しと設定

パラメータの
呼び出し

【ルートメニュー】	
→ Diag/Service → Calibration	
→ Pres	sensor	trim → Pres	trim →

→ Auto,	Lower	Pt 合わせ込みたい数値 (130	kPa) を	
設定
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6.3 運転開始

ゼロ点調整が終了した時点で，すでに運転状態になっ

ています。以下の作業を行ってください。

①	 運転状態を確認します。

	 プロセス圧力の周期的な変動によって，出力信号

が大幅に振れる（ハンチング状態）ことがあります。

このような場合には，HART 設定ツールの操作で伝

送器の出力信号にダンピングをかけることができ

ます。受信計器あるいは内蔵指示計でハンチング

状態を確認し，最適なダンピング時定数に設定し

てください。IM	01C26T01-06JA	3.2.5 項「ダンピン

グ時定数」をご参照ください。

②	 運転状態を確認したら下記事項を確実に実施して

ください。

・	 端子部から HART 設定ツールをはずし，各端子に緩

みのないことを確認します。

アルミニウムケースの場合

・	 端子部カバー，アンプカバーを閉めます。各カバー

は回らなくなるまでしっかりねじ込んでください。

・	 ゼロ調ねじ蓋を定位置に固定し取付けねじを締めま

す。

ステンレスケースの場合

・	 くぼみが “CLOSE” に合うようにカバーを閉じます。

( 図 6.4)

・	 カバーを閉じるときはゴミ等挟まないように注意し

てください。

F0604.ai

C
LO

SE

図6.4 カバー閉位置

6.4 運転停止

運転を停止する場合は電源を切ります。

長期間にわたって運転を停止する場合は伝送器をプロ

セスラインから取りはずしてください。

6.5 ローカルパラメータ設定

内蔵指示計の押しボタンは，可燃性ガスまたは蒸気の

発生するような危険な場所では使用しないでくださ

い。押しボタンを使用する必要がある場合は，危険の

ない場所で操作してください。

・	 パラメータ設定後，すぐに伝送器の電源を切らない

でください。この手順を実行してから 30 秒以内に

電源をオフにすると，パラメータは以前の設定に戻

ります。

・	 この設定を行うには，Ext	SW のパラメータを「有

効」にする必要があります。設定方法は，取扱説明

書IM	01C26T01-06JAをご覧ください。付加仕様コー

ド /CJ 付の場合，出荷時に「無効」と設定されてい

ますので，ご注意ください。

・	 周囲温度が低いと LCD の更新に時間がかかります。

－ 10℃以上で LPS 機能を使用することをお勧めし

ます。
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6.5.1 ローカルパラメータ設定（LPS）の概要

ゼロ調ねじと押しボタン（内蔵指示計コード：E）による構成で，タグナンバー設定，測定レンジ単位の設定，測定レ

ンジの下限値（LRV），上限値（URV）の設定，ダンピング時定数の設定，出力モード（比例 / 開閉）の設定，内蔵指示

計表示（Disp	Out1）の選択，実圧を利用したレンジ再設定（LRV/URV），機器情報の各パラメータを簡単・迅速に設定

および確認できます。ローカルパラメータ設定を行った場合，測定信号（アナログ出力または通信信号）への影響は

ありません。

ゼロ調ねじ

F0605.ai

図6.5 ゼロ調ねじ

内蔵指示計

押しボタン
F0606.ai

図6.6 レンジ設定スイッチ（押しボタン）

F0607.ai

押す

押す

押す

押す

押す

6. 出力モード

2. 差圧 ・圧力単位

1. タグナンバー

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

7. 内蔵指示計の表示 (Disp Out1)

8. 実圧を利用した設定 LRV

9. 実圧を利用した設定 URV

5. ダンピング時定数

プロセス測定表示

プロセス測定表示

10. 機器情報

出力モードを選択

単位を選択

タグナンバーを編集

LRV を編集

URV を編集

表示内容を選択

実圧を調整して LRV を設定

実圧を調整して URV を設定

ダンピング時定数を編集

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

押す

ねじ

ゼロ点調整

LPS モード をアクティブにする
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6.5.2 ローカルパラメータ設定を有効にする

内蔵指示計の押しボタンを押して，ローカルパラメータ設定モードをアクティブにします。10 分間何も操作しないと，

伝送器は自動的にローカルパラメータ設定モードを終了します。

6.5.3 パラメータ設定の確認

押しボタンを押すごとに，タグナンバー設定，測定レンジ単位の設定，測定レンジの下限値（LRV），上限値の設定（URV），

ダンピング時定数の設定，出力モード（比例 / 開閉）の設定，内蔵指示計表示（Disp	Out1）の選択，実圧を利用した

レンジ再設定（LRV/URV），機器情報の各パラメータの現在の設定値が順次表示されます。

F0608.ai

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す プロセス測定表示

押す

プロセス測定表示

1. タグナンバー

2. 差圧 ・圧力単位

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

5. ダンピング時定数

6. 出力モード

7. 内蔵指示計表示 (Disp Out1) の選択

8. 実圧設定 - LRV

9. 実圧レンジ再設定 - URV

10. 機器情報

各パラメータ値を設定するには，各パラメータ画面でゼロ調ねじを回してから，ローカルパラメータ設定モードにし

ます。

ローカルパラメータ設定を終了するには，6.5.12 項「保存または取消」および 6.5.13 項「設定の中止」を確認ください。
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6.5.4 タグナンバーの設定（TAG NUMBER）

タグナンバーは，ゼロ調ねじを回して編集します。HART は 8 文字まで，BRAIN は 16 文字まで設定できます。

F0609.ai

ねじ

押す

Save ?/
Cancel ?

最初の文字を変更する 次の文字に移動

他のすべての文字を
同じように設定する

点滅 点滅 点滅

6.5.5 差圧・圧力単位の設定（PRESS UNIT）

差圧・圧力単位を下表の設定可能単位に変更できます。ゼロ調ねじを回し，単位をスクロールにより選択肢できます。

F0610.ai

Save ?/
Cancel ?

Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, atm

ねじ

押す

押しボタンで決定

点滅 点滅
[ 設定可能単位 ]

6.5.6 測定レンジ下限値（LRV）／上限値（URV）の設定（PRESS LRV/URV）

差圧・圧力測定レンジの LRV および URV を設定できます。各桁の値は，ゼロ調ねじを回して変更し，押しボタンを押

して設定します。数値の変更方法については 6.5.7 項「ダンピング時定数の設定」を参照してください。

設定の上限・下限を超えるとアラームが発生します。
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6.5.7 ダンピング時定数の設定

伝送部（電気回路部）のダンピング時定数を設定できます。ダンピング時定数が 0.5 秒未満に設定されると，クイック

レスポンスパラメータは自動的にオンに設定されます。ダンピング時定数は小数点以下 2 桁に四捨五入されます。

F0611.ai

Save ?/
Cancel ?

ねじ

1 桁目を変更する

他のすべての文字を
同じように設定する

設定範囲： 0.0 ～ 100.0（秒）

点滅 点滅 点滅

次の文字に移動

押す

6.5.8 出力モードの設定

ゼロ調ねじを回すことで，出力モード（比例 / 開閉）を選択できます。モードの設定方法については 6.5.5 項 [ 差圧・

圧力単位の設定 ] を参照してください。

6.5.9 内蔵指示計の表示（Disp Out1）の設定

ゼロ調ねじを回すことで，内蔵指示計の表示（Disp	Out1）の設定が可能です。表示の設定方法については，6.5.5 項「差

圧・圧力単位の設定」を参照してください。
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6.5.10 実圧を利用したレンジ再設定 
（LRV/URV）

この機能を使用すると，実際の入力を適用して，測定

レンジの下限値（LRV），上限値（URV）を設定できます。

F0612.ai

下限値と上限値の入力は以下の手順に従ってください。

[ 例 ]

下限値（LRV）を 0 に，上限値（URV）を 3	MPa に変更

する場合。

1)	 図 8.1 に示すように伝送器と装置を接続し，少なく

とも 5 分間ウォームアップします。

2)	 押しボタンを押してください。内蔵指示計の表示

は「LRV.SET」となります。

3)	 伝送器に 0	kPa（大気圧）の圧力を加える。（注 1）

4)	 ゼロ調ねじを任意の方向に回します。内蔵指示計

の出力信号は % 単位となります。（注 2）

5)	 ゼロ調ねじを回して，出力信号を 0%（1V	DC）に

調整します。押しボタンを押して保存します。こ

れで下限値（LRV）の設定は完了です。（注 3）

6)	 押しボタンを押してください。内蔵指示計の表示

は「URV.SET」となります。

7)	 伝送器に 3	MPa の圧力を加えます。（注 1）

8)	 ゼロ調ねじを任意の方向に回します。内蔵指示計

の出力信号は % 単位となります。（注 2）

9)	 ゼロ調ねじを回して，出力信号を 100%（5V	DC）

に調整します。押しボタンを押して保存します。こ

れで上限値（URV）設定は完了です。

10)	 押しボタンを押してください。その後，伝送器は 0

～ 3	MPa の測定範囲で通常動作モードに戻ります。

注 1：	圧力検出部内の圧力が安定するまで待ってから，次の手
順に進んでください。

注 2：	伝送器にかかる圧力が前回の上下限値 LRV（または
URV）を超える場合，内蔵指示計にエラー番号「AL	.30」
が表示されることがあります。（この場合，出力信号の
パーセントと「AL	.30」が 2 秒ごとに交互に表示されま
す。）「AL	.30」と表示されますが，次の手順に進むこと
ができます。それ以外のエラー番号が表示された場合は，
各通信マニュアルの「エラーと対策」を参照し，適切な
処置を行ってください。

注 3：	下限値（LRV）を変更すると，上限値（URV）も自動的
に変更され，スパンが一定に保たれます。

	 新 URV= 現行 URV+( 新 LRV- 現行 LRV)

6.5.11 機器情報の表示

機種名，通信プロトコル，デバイスレビジョン，ソフ

トウェアレビジョンが繰り返し表示されます。

6.5.12 保存または取消

各パラメータ設定の最後に，ゼロ調ねじで「SAVE?」ま

たは「CANCEL?」を選択して，押しボタンを押します。

設定したパラメータが保存，または，取消されます。

F0613.ai

保存しますか？ 保存済

保存または取消

取消しますか？ 取消済

ねじ
押す

押す

パラメータ

設定後

6.5.13 設定の中止

6.5.13.1 設定の中止（メニュー表示時）

押しボタンを 2 秒以上押し続けると，ローカルパラメー

タ設定モードが終了します。

2秒以上
ボタンを押す

プロセス値

プロセス測定表示

プロセス測定表示

1. タグナンバー

2. 差圧 ・圧力単位

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

10. 機器情報

F0614.ai
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常
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ー
ド
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る

:

:
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6.5.13.2 設定の中止（パラメータ設定時）

各パラメータの設定中に設定を終了するには，ボタ

ンを 2 秒以上押します。その後に「SAVE?」または

「CANCEL?」を選択します。

F0615.ai

パラメータ
確認画面に戻る

保存しますか？
取消しますか？

2秒以上
押す

タグ編集
（3番目の文字）

6.5.14 ローカルパラメータ設定の保護

ローカルパラメータ設定でパラメータの変更を無効に

するには，三つの方法があります。
保護される機能

ゼロ調ねじによるゼロ
点調整を禁止する
(EXT	ZERO	ADJ=Disable)

•	ゼロ調ねじを利用したゼロ
調

•	ローカルパラメータ設定
ソフトウェアライトプ
ロテクトを実施する
(WRT	PROTECT=yes)

•	ローカルパラメータ設定
•	すべての通信パラメータ *

ハードウェアライトプ
ロテクト設定スイッチ
を D（書き込み不可）
にする

•	ローカルパラメータ設定
•	すべての通信パラメータ *

* ゼロ調ねじはロックされません。

上記パラメータの設定は，フィールドコミュニケータ

または DTM を使用して行います。設定方法は，本取扱

説明書 3 章，8 章（BRAIN），IM	01C26T01（HART）を

ご覧ください。

ローカルパラメータ設定が保護されていても，内蔵指

示計の押しボタンでローカルパラメータの設定を確認

できます。

6.5.15 その他

・	 BRAIN と HART の違い
HART BRAIN

タグナンバー 8 文字まで設定で
きます。

16 文字まで設定
できます。

出力モード
(Linear/Sq	root)

内蔵指示計には
「TRNS.FC」
と表示されます。

内蔵指示計には
「OUT.MOD」
と表示されます。

・	 調整の度合いは，ゼロ調ねじの回転速度によって

異なります。ゆっくり回して微調整し，速く回し

て微調整します。
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HART通信の説明は，IM	01C26T01-06JAを参照ください。

下記の記述は対象外となります。

・	 EJX 固有部の記述

・	 安全計装システムに関する記述

異常内容と対策については 8.5.3 異常内容と対策を参

照ください

FieldMate（機器調整・設定ソフトウェア）を使用して

パラメータを設定する場合は，下表に示す DTM（Device	

Type	Manager）をご使用ください。

HART 
プロトコル 
レビジョン

DTM 圧力伝送器

名称 レビ 
ジョン 形名 機器 

タイプ

機器 
レビ 

ジョン

5
EJA-NEXT	
	HART	
DTM

3.6.4.25	
以降 *1

EJA □□□ J
EJA-NEXT	
(0x5C)

1

7
EJA-NEXT	
HART7	
DTM

3.6.4.25	
以降 *1

EJA □□□ J
EJA-NEXT_EXP	

(0x375C)
10

*1：		 このレビジョンに対応する DTM	は Yokogawa	Device	
DTM	Library		6.4/Device	Files	R3.07.11	に入っています。

7. HART通信
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8. 保守

8.1 概要

・	 伝送器受圧部のドレンまたはガスを抜く際に，プロ

セス流体が人体に有害な物質の場合，皮膚や目への

流体の付着，流出ガスの吸入などが行われないよう

十分ご注意ください。

・	 プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，メンテ

ナンスなどで伝送器をラインから取りはずした後も

慎重に取り扱い，人体への流体付着，残留ガスの吸

入などのないよう十分ご注意ください。

本器の各部品はユニット化してありますので，保守を

容易に行うことができます。この章では本器の保守に

必要な校正，調整および部品交換などにともなう分解・

組立作業の手順を記載してあります。本器は高精度の

機器ですので，保守に際しては以下の各項目の説明を

よくお読みになり正しい取扱いをしてください。

・	 本器の保守は原則として，必要な機器を用意したメ

インテナンスルームで行ってください。

・	 CPU アセンブリの取扱いについて

	 CPU アセンブリは，静電気により機能破壊を受ける

部品を一部に使用しています。そのため，取扱い時

にはアースバンドなどで帯電防止を行い，各電子部

品および回路などに直接触れることのないよう十分

に注意してください。

	 また，取りはずした CPU アセンブリは帯電防止袋

に入れるなどの処置を行ってください。

8.2 校正用機器の選定

表 8.1 に本器の校正に必要な機器と，当社機器での推

奨品を記載してあります。伝送器を必要な精度内に校

正あるいは調整できる機器を選定してご使用ください。

なお，校正用機器を使用する場合には，各機器の性能

が十分に維持管理されたものをご使用ください。

表8.1 校正用機器

当社推奨品
電源
・	SDBT あるいは SDBS 形ディストリビュータ
	［4 ～ 20	mA	DC 信号用］
負荷抵抗
・	2792 形標準抵抗器 (250 Ω± 0.005%，3W)
・	負荷調整用抵抗器 (100 Ω± 1%，1W)
電圧計
・	2501A 形　ディジタルマルチメータ
	 	 精度 (10	V	DC レンジ ): ± 0.002%	of	rdg ＋ 1dgt.
圧力計
・	MT220 形高精度ディジタル圧力計
1)	10	kPa 用
	 精度：	 0 ～ 10	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.015%	of	rdg ＋ 0.015%	of	FS)
	 	 － 10 ～ 0	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
2)	130	kPa 用
	 精度：	 25 ～ 130	kPa の範囲；± 0.02%	of	rdg
	 	 0 ～ 25	kPa の範囲；± 5digits
	 	 － 80 ～ 0	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
3)	700	kPa 用
	 精度：	 100 ～ 700	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.02%	of	rdg ＋ 3digits)
	 	 0 ～ 100	kPa の範囲；± 5digits
	 	 － 80 ～ 0	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
4)	3000	kPa 用
	 精度：	 0 ～ 3000	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.02%	of	rdg ＋ 10digits)
	 	 － 80 ～ 0	kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
5)	130	kPa	abs 用
	 精度：	 0 ～ 130	kPa	abs の範囲；
	 	 	 ± (0.03%	of	rdg ＋ 6digits)

［伝送器の測定範囲に近いものを選定してください。］
圧力発生器
・	7674 形標準圧力発生器（200	kPa 用 ,25	kPa 用）
	 精度：	 ± 0.05%	of	F.S.
・	重錘型圧力試験器
	 精度：	 ± 0.03%	of	setting

［空気圧源が必要です。伝送器の測定範囲に近いもの
を選定してください。］

圧力源
・	6919 形加圧調整器（加圧ポンプ）
	 加圧範囲：0 ～ 133	kPa

［負圧レンジの時は真空ポンプをご用意ください。］
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8.3 校正

定期保守時あるいは故障探索など，本器の動作確認や

精度確認をする場合には次の手順で行ってください。

①	 図 8.1 のように各機器を接続し，5 分以上ウォーム

アップします。

1.	伝送器を高い精度に調整する場合は，伝送器を設置

している状態に近い電源電圧，リード線などの負荷

抵抗にして調整します。

2.	測定レンジの 0% が 0	kPa または正方向に遷移され

ている場合は，下図のように正圧の基準圧力を加え

ます。測定レンジの 0% が負方向に遷移されている

場合は，真空ポンプを用い，負圧の基準圧力を加え

ます。

F0801.ai

P

V

V

P

PC/FieldMate

圧力発生器を使用した場合

基準圧力

供給圧

7674 形圧力発生器

負荷抵抗
250Ω

負荷調整抵抗
100Ω

ディジタル電圧計

電源 
E

基準圧力

圧力源

MT220形圧力計

負荷抵抗
250Ω

負荷調整抵抗
100Ω

ディジタル電圧計

電源 
E

圧力源と圧力計を組み合せた場合

RRc

RRc

PC/FieldMate

図8.1 各機器の接続

②	 測定レンジの 0，50，100% に相当する基準圧力を

本器に加えます。その際，0 → 100% に増加させな

がら加えたときと，100 → 0% へ減少させながら加

えたときの誤差（基準圧力とディジタル電圧計の指

示値との誤差）を計算し，必要とする精度内に入っ

ていることを確認します。

8.4 分解および組立て

部品交換あるいは保守作業の都合で各部品を分解およ

び組み立てる場合の手順を示します。

アダプタを伝送器本体から取り外した際は，O リング

を交換してください。アダプタの組立て手順について

は 4 章取付を参照してください。

分解・組立作業は，必ず電源を切り，圧力を止めて行

います。また，工具は適切なものをお使いください。

表 8.2 に本器の分解・組立作業に必要な工具を示します。

表8.2 分解・組立用工具

工具名称 数量 備考
プラスドライバ 1 JIS	B4633　2 番
マイナスドライバ 1
六角棒スパナ 3 JIS	B4648

六角棒スパナ 2.5,	3,	4 各 1 本
スパナ 1 2 面幅　17	mm
トルクレンチ 1
モンキレンチ 1
ボックスレンチ 1 2 面幅　16	mm
ボックスドライバ 1 2 面幅　5.5	mm
ピンセット 1
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8.4.1 内蔵指示計の交換

内蔵指示計を交換するための手順を以下に述べます。

（図 8.2 参照）

■ 内蔵指示計の取りはずし

①	 カバーを取りはずします。

②	 内蔵指示計を手で支えながら 2 本の取付けねじを

緩めます。

③	 CPU アセンブリから LCD ボードアセンブリをはず

します。

	 この時，CPU アセンブリと LCD ボードアセンブリ

を接続しているコネクタを損傷させないように，

LCD ボードアセンブリはまっすぐに引き抜いてく

ださい。

■ 内蔵指示計の取付け

①	 LCD ボードアセンブリと CPU アセンブリのコネク

タ位置を合わせ接続します。

②	 2 本の取付けねじで固定します。

③	 カバーを取付けます。

F0802.ai

手前に
倒す

出力端子ケーブル

ゼロ調ねじのピン

ボス ゼロ調
ねじ

内蔵
指示計

取付ねじ

CPU
アセンブリ

ブラケット
(ゼロ調ねじ用)

設定
スイッチ

アンプ部カバー

ボス

内蔵指示計

取付ねじ

取付ねじ

CPUカバー

カバー

CPUアセンブリ

設定
スイッチ

アンプ部カバー

CPUアセンブリホルダー

A

A

図8.2 内蔵指示計およびCPUアセンブリの取付けおよ
び取りはずし

8.4.2 CPUアセンブリの交換

CPU アセンブリを交換するための手順を以下に述べま

す。（図 8.2 参照）

■ CPUアセンブリの取りはずし

①	 カバーを取りはずします。

	 内蔵指示計、または CPU カバーを、8.4.1 項を参照

して取り外します。

②	 ゼロ調ねじのピンが図 8.2 のような位置になるよう

に合わせます。（アルミニウムケースの場合のみ）

③	 出力端子のケーブル（先端に茶色のコネクタが付

いているケーブル）をはずします。

	 その際，CPU アセンブリ側のコネクタの側面を軽

く横に押し，ケーブル側のコネクタを引抜きます。

（図 8.2 左上図参照）

④	 2 本のボスをボックスドライバ（2 面幅 5.5	mm）

を使用して緩めます。

⑤	 CPU アセンブリをまっすぐに取り出します。

⑥	 CPU アセンブリとカプセルを接続しているフラッ

トケーブル（先端に白色のコネクタのついている

ケーブル）をはずします。

取りはずしの際に CPU アセンブリに無理な力をかけ

ないよう注意してください。

■ CPUアセンブリの取付け

①	 CPU アセンブリとカプセルを接続しているフラッ

トケーブル（白色のコネクタ）を接続します。

②	 出力端子のケーブル（茶色のコネクタ）を接続し

ます。

ケーブルをケースと CPU アセンブリの間にはさみこ

まわさないように注意してください。

③	 ゼロ調ねじのピンを CPU アセンブリに付いている

ブラケットの溝に合わせます。（アルミニウムケー

スの場合のみ）

	 アンプケースの内側にあるポストに CPU アセンブ

リをまっすぐに差し込んでください。

④	 2 本のボスを締めます。内蔵指示計，または CPU

カバーを，8.4.1 項を参照して取付けます。
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2本のボスを締めるとき，ゼロ調ねじのピンがブラケッ

トの溝に確実に入っていることを確認してください。

もし，ゼロ調ねじのピンがブラケットの溝に入ってい

ない状態でボスを締めますと，ゼロ調機構が破損しま

すので注意してください。

⑤	 カバーを取付けます。

8.4.3 カプセルアセンブリの清掃または交換

カプセルアセンブリを清掃または交換するための手順

を以下に述べます。

■ カプセルアセンブリの取りはずし

カプセルアセンブリを清掃する場合には，次の点に注

意してください。

・	 カプセルアセンブリの取扱いは十分に注意し，特に

接液ダイアフラム面に傷をつけたり変形させたりし

ないようにしてください。

・	 清掃には塩素あるいは酸性の溶液を使用しないでく

ださい。

・	 清掃後はきれいな水ですすぎ，水気が完全になくな

るまで乾燥させてください。

①	 8.4.2	項に従ってCPU	アセンブリを取りはずします。

②	 伝送部と受圧部を接続している 2	本の六角穴付き

止めねじと，ストッパの止めねじおよびストッパ

をはずします。（図 8.3	参照）

③	 伝送部と受圧部を分離します。

④	 カプセルアセンブリの清掃または交換を行います。

■ カプセルアセンブリの組立て

①	 受圧部に伝送部を取り付けます。

②	 ストッパをねじで締付けて固定します。2	本の六角

穴付ボルトを締付けて固定します。（1.5N・m	のト

ルクで締付けます）

③	 8.4.2	項に従って CPU	アセンブリを取り付けます。

④	 組立後には必ずゼロ点調整およびパラメータの確

認を行ってください。

ストッパ

ストッパ
止めねじ

F0803.ai

受圧部
フィルタ

伝送部

六角穴付き
止めねじ

図8.3 受圧部の取付けおよび取りはずし

8.4.4 アダプタの交換手順

アダプタや O リングの交換，または分解洗浄を実施す

るためにアダプタをはずす場合には，スパナを 2 本使

用して取りはずしてください。このときにケースに無

理な力をかけないように注意してください。

ただし，スパナが使用できないアダプタの場合には，

クランプなどでアダプタ部を固定してからスパナを使

用して取りはずしてください。

クランプ

スパナ

F0808.ai

図8.4 アダプタ取付
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8.5 故障探索

測定値に異常が発生した場合は，下記の故障探索フロー

に従って対処します。故障原因の中には複雑なものも

あり，下記のフローだけでは発見できないものもある

ので，難しいトラブルと思われる場合は，当社サービ

ス員にご相談ください。

8.5.1 故障探索の基本フロー

プロセスの測定値が異常を示したときには，まずプロ

セス量が本当に異常なのか，測定系に問題があるのか

を判定することが必要です。測定系に問題があると判

断できる場合には，次に問題箇所を特定して処置を検

討します。

これらの過程で本器の自己診断機能が役立ちますので，

8.5.3 項を参照してご活用ください。

測定値に異常発生

: 自己診断
  サポート部分

プロセス量
の異常か

プロセス系調査

測定系の問題箇所

受信計器異常

チェック・検討修正

受信計器調査

Yes

Yes

No 測定系に異常あり

No

F0804.ai

伝送器

伝送器チェック

使用条件

チェック・検討修正

環境条件

図8.5 基本フローと自己診断

8.5.2 故障探索フローの事例

HART設定ツールを接続し，自己診断を確認する。

次のような現象は，本器が動作していない疑いがある。
(例) 

・出力信号が出ていない。
・プロセス量は変化しているのに，出力信号は変化しない。
・プロセス量の推定値と出力とが全く一致しない。  など

自己診断で異常箇所を
発見できたか

電源の極性は正しいか

NO

YES

8.5.3項エラーメッ
セージ一覧または機
能編取扱説明書を参
照して対応をとる。

YES

5.3項を参照して電源
～端子箱間の極性を
調べ正しくする。

NO

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

YES

5.6項を参照して規定
の電圧および負荷抵
抗にする。

NO

バルブの
開閉状態は正しいか

YES

バルブを全開にする。
NO

圧力もれの箇所はないか

NO

導圧配管，受圧部等
の接続箇所に注意
し，圧力もれを処置す
る。

YES

ループに
断線はないか，

ループ番号は合って
いるか

YES

断線，誤配線箇所を
正しく処置する。NO

F0805.ai

当社サービス員にご相談ください。
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F0806.ai

HART設定ツールを接続し，自己診断を確認する。

0%あるいは100%側に振り切れている。

自己診断で異常箇所を
発見できたか

圧力もれの箇所はないか

ゼロ点は
正しく調整されているか

NO

YES

YES

8.5.3項エラーメッ
セージ一覧または機
能編取扱説明書を参
照して対応をとる。

YES

電源の極性は正しいか

YES

5.3項を参照して電源
～端子箱間の極性を
調べ正しくする。

NO

導圧配管，受圧部等
の接続箇所に注意
し，圧力もれを処置す
る。

NO

バルブの
開閉状態は正しいか

YES

バルブを全開にする。
NO

調整する。
NO

当社サービス員にご相談ください。

HART設定ツールを接続し，自己診断を確認する。

自己診断で
異常箇所を発見できたか

バルブの
開閉状態は正しいか

導圧配管の
接続は正しいか

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

NO

YES

YES

YES

8.5.3項エラーメッ
セージ一覧または機
能編取扱説明書を参
照して対応をとる。

YES

バルブを全開にする。
NO

測定対象に適した配
管にする。NO

5.6項を参照して規定
の電圧および負荷抵
抗にする。

NO

温度変化のはげしい
場所に設置しているか

校正用機器は適切な
ものを使用しているか

NO

YES

断熱，保温を施したり，
風通しを良くするなど
の対策をする。

YES

8.2項を参照して校正
用機器を選定する。NO

F0807.ai

出力調整が
正しく行われているか

YES

調整する。
NO

当社サービス員にご相談ください。

出力誤差が大きい。
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8.5.3 異常内容と対策

表8.3 エラーメッセージ一覧

内蔵指示
計表示

設定ツールの表示 原因 エラー時の出力動作 処理
ステータス

グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.	01
CAP.	ERR

P	sensor	error 圧力センサの異常です。 バーンアウト方向設定スイッチ
で設定された方向に出力が振り
切れます（上限値または下限値）。
バーンアウト方向設定についてい
は IM	01C26T01-06JA の 3.3.9 項を
参照してください。

電源を OFF にし再
び ON にしてもエ
ラーが表示される
場合にはカプセル
を交換してくださ
い。

1

H
ar
dw

ar
e	
Fa

ilu
re

CT	sensor	error カプセル温度センサの
異常です。

カプセルを交換し
てください。

Cap	EEPROM	error カプセル EEPROM メモ
リの異常です。

AL.	02
AMP.	ERR

AT	sensor	error アンプ温度センサの異
常です。

アンプを交換して
ください。

Amp	EEPROM	error アンプ EEPROM の異常
です。

CPU	board	error アンプの異常です。 2

AD	Converter	Error A/D コンバータ異常で
す。

4

－ No	device	ID デバイス ID が見つかり
ません。

現在値を出力します。 アンプを交換して
ください。

2

AL.	10
PRESS

P	outside	limit 差圧がカプセルの最大
レンジを越えています。

上限値または下限値を出力しま
す。出力範囲の制限については	
IM	01C26T01-06JA	の 3.3.3	項を参照
してください。

入力値を確認して
ください。

3

Tr
an

sd
uc

er
	S
ta
tu

s

AL.	11
ST.	PRSS

SP	outside	limit 静圧が仕様範囲を越え
ています。

現在値を出力します。

AL.	12
CAP.	TMP

CT	outside	limit カプセル部の温度が範囲
（－ 50 ～ 160℃）を越え
ています。

現在値を出力します。 保温あるいは断熱
処置をとり仕様温
度範囲内になるよ
うにしてください。AL.	13

AMP.	
TMP

AT	outside	limit アンプ部の温度が範囲
（－ 50 ～ 95℃）を越え
ています。

AL.	30
PRS	RNG

P	over	range 差圧が設定されたレン
ジを超えています。

上限値または下限値を出力しま
す。出力範囲の制限については		
IM	01C26T01-06JA	の 3.3.3	項を参照
してください。

入力値と設定レン
ジの確認をし，変
更してください。

4

AL.	31
SP.	RNG

SP	over	range 静圧が設定されたレン
ジを越えています。

現在値を出力します	。

AL.	35
P.	HI

P	high	alarm 差圧（圧力）が設定さ
れた閾値を越えていま
す。

現在値を出力します。 入力値を確認して
ください。

5

AL.	36
P.	LO

P	low	alarm

AL.	37
SP.	HI

SP	high	alarm 静圧が設定された閾値
を越えています。

AL.	38
SP.	LO

SP	low	alarm

*1：	 HART	7 でのみサポートするメッセージ
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内蔵指示
計表示

設定ツールの表示 原因 エラー時の出力動作 処理
ステータス

グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.	50
P.	LRV

Illegal	P	LRV 設定値が設定可能範囲
外です。

直前の出力をホールドします。 仕様を確認し変更
してください。

6

Co
nfi

gu
ra
tio

n

AL.	51
P.	URV

Illegal	P	URV

AL.	52
P.	SPN

Illegal	P	SPAN

AL.	53
P.	ADJ

P	SPAN	trim	err 現在値を出力します。 再調整してくださ
い。P	ZERO	trim	err

AL.	54
SP.	RNG

Illegal	SP	LRV 	現在値を出力します。 仕様を確認し変更
してください。Illegal	SP	URV

Illegal	SP	SPAN

AL.	55
SP.	ADJ

SP	SPAN	trim	err 現在値を出力します。 入力値を確認して
ください。

7

SP	ZERO	trim	err

AL.	79
OV.	DISP

－ 表 示 値 が － 99999 ～
99999 の範囲を超えて
います。

現在値を出力します。 設定値を変更して
ください。

－

D
ia
g	
St
at
us

AL.	91	*1

P.	SIM
P	Simulate	Mode デバイス変量シミュ

レーション実行中です。
Simulate-Value の設定値を出力
します。

シミュレーション
モードを確認して
ください。

10

ー
AL.91	*1

SP.	SIM
SP	Simulate	Mode 現在地を出力します。

AL.	91	*1

T.	SIM
T	Simulate	Mode

*1：	 HART	7 でのみサポートするメッセージ
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表8.4 HART通信エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ 原因／内容 対策
Invalid	selectiom 選択データが範囲外です。

設定値を変更してください。Value	was	too	high 設定値が高すぎます。
Value	was	too	low 設定値が低すぎます。
Too	few	data	bytes	received 通信データ数が合いません。 －
In	write	prorect	mode ライトプロテクトモードになっています。 －
Lower	range	value	too	high LRV の設定値が高すぎます。

設定レンジを変更してください。
Lower	range	value	too	low LRV の設定値が低すぎます。
Upper	range	value	too	high URV の設定値が高すぎます。
Upper	range	value	too	low URV の設定値が低すぎます。
Span	too	small スパン設定値が小さすぎます。
Applied	process	too	high 差圧／圧力が高すぎます。

差圧／圧力を調整してください。
Applied	process	too	low 差圧／圧力が低すぎます。
New	lower	range	value	pushed	
upper	range	value	over	upper	
sensor	limit

LRV の設定により，URV 値が USL を越え
ています。

URV 値を変更してください。

Excess	correction	attemted 補正量が大きすぎます。 補正量を調整してください。
Lowercase	conversion	not	
succeeded

小文字変換は出来ません。（例：％） 設定を修正してください。

Not	in	fixed	current	mode 定電流モードになっていません。 定電流モードに設定してください。

In	multidrop	mode
マルチドロップモードに設定されていま
す。

－

Not	write	protect	mode パスワード無効モードになっています。 －
Lower	range	value	and	upper	range	
value	out	of	limits

URV/LRV の設定値が上下限設定範囲外で
す。

設定値を変更してください。

表8.5 デバイスステータス

項目 内容
Device	Malfunction（機器異常）
(0x80)

ハードウェア故障の影響で，機器が異常状態になっ
ています。

Configuration	Changed*（設定変更あり）
(0x40)

機器の設定が変更されました。

Cold	Start（コールドスタート）
(0x20)

以下のどちらかの事象が発生しました。
・機器のリセットが発生しました。
・機器の電源を OFF にして再度 ON にしました。

More	Status	Available（その他の警告あり）
(0x10)

その他の警告があります。機器の状態を確認してく
ださい。

Loop	Current	Fixed（電流出力固定）
(0x08)

電流出力が固定値になっています。
実入力の変化に連動していません。

Loop	Current	Saturated（電流出力飽和）
(0x04)

電流出力が上限（下限）値に達しています。
出力値をこれ以上増加（減少）することができません。

Non-Primary	Variable	Out	of	Limits（Primary	Variable 以外測
定範囲外）　(0x02)

Primary	Variable 以外の変量が機器の測定範囲を超え
ています。

Primary	Variable	Out	of	Limits（Primary	Variable 測定範囲外）
(0x01)

Primary	Variable が機器の測定範囲を超えています。

*：	 このフラグはリセットすることができます。
	 操作方法は IM	01C26T01-06JA の 4.1.3(6) 項を参照してください。
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表8.6 拡張デバイスステータス

項目 内容
Maintenance	Required（メンテナンス要求あり）
(0x01)

機器のメンテナンスを行ってください。

Device	Variable	Alert（機器変量警告）
(0x02)

機器変量の測定値が警告状態になっています。

表8.7 データクオリティとリミットステータス

データクオリティ 内容
Good（正常） 正常値です。
Poor	Accuracy（精度劣化） 値の精度が悪くなっています。
Manual	/	Fixed（手動モード／固定値） 手動モードまたは固定値となっています。
Bad（異常） 異常値です。

リミットステータス 内容
Constant（固定値） 固定値になっています。
Low	Limited（下限値） 下限値に到達しています。
High	Limited（上限値） 上限値に到達しています。
Not	Limited（正常範囲） 正常範囲です。

表8.8 HART 7で有効なアラームとValue/Statusの関係

内蔵
指示計

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張
デバイス

ステータス

Value と Status（Data Quality, Limit Status）
差圧
(DP)

静圧
(SP)

カプセル温度
(T) ％レンジ 電流出力

AL.01	
CAP.ERR

P	sensor	
error

Device	
Malfunction
(0x80)

Maintenance	
Required
(0x01)

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

Value:	Holdした値	
Status:	Bad,	Low	Limited/High	
Limited*1

CT	sensor	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

Cap	
EEPROM	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

AL.02	
AMP.ERR

AT	sensor	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

Value:	Holdした値	
Status:	Bad,	Low	Limited/High	
Limited*1

Amp	
EEPROM	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

CPU	board	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

AD	
Converter	
error

Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

--- No	device	
ID

--- --- Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

*1:	 ハードウェアスイッチの設定による
*2:	 レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張
デバイス

ステータス

Value と Status（Data Quality, Limit Status）
差圧
(DP)

静圧
(SP)

カプセル温度
(T) ％レンジ 電流出力

AL.10	
PRESS

P	outside	
limit

Primary	
Variable	Out	
of	Limits	
(0x01)

Device	
Variable	
Alert
(0x02)

Value:	測定値	
Status:	Poor	Accuracy,	Not	
Limited

Value:		
測定値	
Status:		
Good,	Not	
Limited

PVのValue/Statusと同じ

AL.11	
ST.PRSS

SP	outside	
limit

Non-
Primary	
Variable	Out	
of	Limits	
(0x02)

AL.12	
CAP.TMP

CT	outside	
limit

Non-
Primary	
Variable	Out	
of	Limits	
(0x02)

AL.13	
AMP.TMP

AT	outside	
limit

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.30	
PRS.RNG

P	over	
range

Loop	
Current	
Saturated
(0x04)

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	Holdした値	
Status:	Bad,	Low	Limited/High	
Limited*2

AL.31	
SP.	RNG

SP	over	
range

--- Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.35	
P.	HI

P	high	
alarm

--- Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.36	
P.	LO

P	low	alarm

AL.37	
SP.	HI

SP	high	
alarm

AL.38	
SP.	LO

SP	low	
alarm

AL.50	
P.	LRV

Illegal	P	LRV Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	Holdした値	
Status:	Bad,	Constant

AL.51	
P.	URV

Illegal	P	URV

AL.52	
P.	SPN

Illegal	P	
SPAN

AL.53	
P.	ADJ

P	SPAN	trim	
err

--- Device	
Variable	
Alert
(0x02)

Value:	
測定値	
Status:		
Poor	Accuracy	,		
Not	Limited

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	測定値	
Status:	Poor	Accuracy,	Not	
Limited

P	ZERO	trim	
err

AL.54	
SP.	RNG

Illegal	SP	
LRV

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Illegal	SP	
URV

Illegal	SP	
SPAN

AL.55	
SP.	ADJ

SP	SPAN	
trim	err

Value:		
測定値	
Status:		
Good,	Not		
Limited

Value:		
測定値	
Status:		
Poor	Accuracy	,		
Not	Limited

Value:		
測定値	
Status:		
Good,	Not	
Limited

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

SP	ZERO	
trim	err

*1:	 ハードウェアスイッチの設定による
*2:	 レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張
デバイス

ステータス

Value と Status（Data Quality, Limit Status）
差圧
(DP)

静圧
(SP)

カプセル温度
(T) ％レンジ 電流出力

AL.79	
OV.DISP

(None) --- --- Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.91	
P.	SIM

P	Simulate	
Mode

--- Device	
Variable	
Alert
(0x02)

Value,	Status:	
差圧シミュレー
ション値

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

シミュレーションの設定による

AL.91	
SP.SIM

SP	Simulate	
Mode

Value,	Status:	
静圧シミュレー
ション値

Value:	測定値
Status:	Good,	Not	Limited

AL.91	
T.SIM

T	Simulate	
Mode

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value,	Status:	
温度シミュレー
ション値

*1:	 ハードウェアスイッチの設定による
*2:	 レンジオーバの方向による
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パラメータ一覧の説明は，IM	01C26T01-06JA　5 章　パラメータ一覧を参照ください。

9. パラメータ一覧
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10. 標準仕様

各製品の仕様，外形，形名およびコードについては，以下に記載された仕様書（General	Specification）リストを参照し，

各製品に対応する仕様書をご確認ください。

以下の仕様書は当社ウェブサイトからダウンロードできます。

当社ウェブサイトアドレス：https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/field-instruments/

■ 仕様書（General Specification）リスト
製品形名 ドキュメント名称 ドキュメントNo.

EJX110A 差圧伝送器 GS	01C25B01-01JA
EJX120A 微差圧伝送器 GS	01C25B03-01JA
EJX130A 差圧伝送器 GS	01C25B04-01JA
EJX210A フランジ取付差圧伝送器 GS	01C25C01-01JA
EJX310A 絶対圧力伝送器 GS	01C25D01-01JA
EJX430A 圧力伝送器 GS	01C25E01-01JA
EJX440A 圧力伝送器 GS	01C25E02-01JA
EJX530A 圧力伝送器 GS	01C25F01-01JA
EJX118A ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C25H01-01JA
EJX438A ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C25J03-01JA
EJX115A 微少流量伝送器 GS	01C25K01-01JA
EJX910A マルチバリアブル伝送器 GS	01C25R01-01JA
EJX930A マルチバリアブル伝送器 GS	01C25R04-01JA
EJXC40A ディジタルリモートセンサ GS	01C25W05-01JA
EJX-A,	EJX-J,	EJA-J EJX/EJA-J シリーズ　船級型式認証品 GS	01C26A20-01JA
EJX110J 差圧伝送器 GS	01C26B01-01JA
EJX120J 微差圧伝送器 GS	01C26B03-01JA
EJX130J 差圧伝送器 GS	01C26B04-01JA
EJX210J フランジ取付差圧伝送器 GS	01C26C01-01JA
EJX310J 絶対圧力伝送器 GS	01C26D01-01JA
EJX430J 圧力伝送器 GS	01C26E01-01JA
EJX440J 圧力伝送器 GS	01C26E02-01JA
EJX530J 圧力伝送器 GS	01C26F01-01JA
EJX118J ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C26H01-01JA
EJX118J ダイアフラムシール付差圧伝送器（導圧管レス形） GS	01C26H01-11JA
EJX438J ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C26J03-01JA
EJX438J ダイアフラムシール付圧力伝送器（導圧管レス形） GS	01C26J03-11JA
EJX115J 微少流量伝送器 GS	01C26K01-01JA
EJX213J,	EJX117J サニタリ用液位伝送器，サニタリ用ダイアフラムシール付伝送器 GS	01C26M01-01JA
EJX533J サニタリ用圧力伝送器 GS	01C26M13-01JA
EJX110A,	EJX110J,	EJX130A,	EJX130J 差圧伝送器　高減衰カプセル（付加仕様 /HD,　/HD2） GS	01C26V01-01JA
EJXC80J,	EJXC80A,	EJXC81J,	EJXC81A,	
EJXC50J,	EJXC50A,	EJAC80J,	EJAC81J,	
EJAC50J,	C80FW,	C80FE,	C20FW,	C20FE,	
C10FR,	C81FA,	C82FA,	C81FD,	C82FD,	
C70SW,	C70SE,	C30SW,	C30SE

ダイアフラムシールシステム GS	01C26W01-01JA

EJA110J 差圧伝送器 GS	01C32B01-01JA
EJA120J 差圧伝送器（ドラフト用） GS	01C32B03-01JA
EJA210J フランジ取付差圧伝送器 GS	01C32C01-01JA
EJA310J 絶対圧力伝送器 GS	01C32D01-01JA
EJA430J 圧力伝送器 GS	01C32E01-01JA
EJA530J 圧力伝送器 GS	01C32F01-01JA
EJA118J ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C32H01-01JA
EJA118J ダイアフラムシール付差圧伝送器（導圧管レス形） GS	01C32H01-11JA
EJA438J ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C32J03-01JA
EJA438J ダイアフラムシール付圧力伝送器（導圧管レス形） GS	01C32J03-11JA
EJA115J 微少流量伝送器 GS	01C32K01-01JA
EJA213J,	EJA117J サニタリ用液位伝送器 ,	サニタリ用ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C32M01-01JA
EJA533J サニタリ用圧力伝送器 GS	01C32M13-01JA
EJA110J 差圧伝送器　高減衰カプセル（付加仕様 /HD,　/HD2） GS	01C32V01-01JA
EJAC60J,	EJA560J	 サニタリ用アダプタシステム（エキレス形）	

サニタリ用圧力伝送器（エキレス形）	 GS	01C32Y01-01JA

当社ウェブサイトから該当の仕様書がダウンロードできない場合は，当社各営業拠点またはご購入の代理店までご連絡ください。
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図 2.2	ネームプレートの例にステンレスケース追加
3.	各部の名称にステンレスケース追加
ステンレスケース追加
図 4.2	冷水タンクへの取付追加
アダプタ取付時の O リング取付位置追加
図 5.1	CPU アセンブリケースの取りはずし追加
図 5.8	接地端子にステンレスケース追加
図 6.3	ゼロ調ねじにステンレスケース追加
図 6.4	カバー閉位置にステンレスケース追加
図 8.2	内蔵指示計および CPU アセンブリの取付けおよび	

取りはずしにステンレスケース追加
図 8.4	アダプタ取付追加
端子箱一体形 ,	ステンレス鋼追加
3-A	衛生認証追加
ステンレスケース追加

3 版 2019 年 11 月 6-3
10-1

6.5	ローカルパラメータ設定を追加
10．標準仕様を削除，GS 参照リストを追加

4 版 2021 年 2 月 6-2
8-3

図 6.3	ゼロ調ねじ修正
図 8.2	内蔵指示計および CPU アセンブリの取付けおよび取

りはずしの修正
5 版 2022 年 6 月 ―

6-2
6-3

8-7,	8-8

付加仕様 /CJ 追加
6.2(1)		/CJ 付の場合の説明を追加
6.5		/CJ 付の場合の注意を追加
8.5.3		AL10,	AL11,	AL30,	AL31,	AL54,	AL91 の説明を修正
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