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小形絶縁２出力形 JUXTA VJシリーズ
Small Size Signal Conditioner JUXTA VJ Series with Two Isolated Outputs

信号変換器JUXTAの新シリーズとしてプラグイン形/16連ネスト形両対応可能な小形絶縁２出力形のVJシ

リーズを開発したのでその特徴，構成について述べる。

本シリーズは，20機種がラインナップされており，２つの独立した出力は絶縁されている。また，電源回路

にプレーナトランスを用いることにより使用電源範囲が広く，かつ小形，軽量，低消費電力を実現しているコ

ストパフォーマンスの優れた信号変換器である。
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1. は  じ  め  に

信号変換器は，従来より大規模DCS（Distributed Con-
trol System）等の入出力部分には絶縁のため多数使用され
てきた。近年，パソコン等の大幅な機能アップに伴いパ
ソコンベースの計装システムや測定システムが普及し，
システム本体と入出力部分の絶縁を取るために用いる小
形低価格の信号変換器が求められるようになってきた。

We have developed new series of small size, two isolated outputs signal conditioner "JUXTA VJ

series", which can be either plugged in or mounted in a 16 pieces multi-mounting base.

JUXTA VJ series is consisted of 20 inputs variations and DC or AC  power supply variations, of which

AC type has a wide voltage range.  They have all been designed into a small size, by using surface

mounting technology and a Planer Transformer .

Details of the features and construction are in the following.

今回開発した「JUXTA　VJシリーズ」は，この様なニーズ
に対応することが出来る低価格な小形絶縁２出力形信号
変換器である。本体外観を図１（左からCT変換器，アイ
ソレータ，ディストリビュータ，空／電変換器），図２に
取付専用ベース（ネスト）に実装した物を示す。また，今
回開発した機種一覧を表１に示す。

図１　本体外観 図２　取付専用ベース（ネスト）に実装
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2. 特　　長

本シリーズの主な特長を挙げる。
（1）豊富な機種とネスト対応

入力信号となるアナログ（または，パルス）量は，多

種多様にわたる。それらに対応するよう20機種が用
意されている。さらに，ネスト実装可能とし設置台
数が多い場合などは配線，取付等の実装性を高くす
る事ができる。

（2）広範囲の電源使用範囲
電源には高圧系と低圧系の２種類を用意している。
使用可能電圧範囲は高圧系が交直両用で85～264 V，
低圧系が直流12～36 Vであり，殆どの使用電源に対
応している。

（3）絶縁２出力
第１出力と第２出力は絶縁されており，それぞれ電
流・電圧出力を選択できる。

（4）小形，軽量，低消費電力
当社従来品Mシリーズ２出力アイソレータ（MH1D）
と比較すると，大きさ，質量，消費電力が半減して
いる。
　体　　積　約@1（561 cm3 → 279 cm3）
　質　　量　約@1（330 g → 167 g）
　消費電力　約@1

　（10.5 VA→5.3 VA　100V AC時）
（5）安全規格

海外にも対応できるようにCEマーキングを考慮した
設計になっている。

（6）入出力レンジの種類
従来通りの入出力種類とレンジが用意されているた

表１　機種一覧
☆信号変換器一覧� ※は１出力�

VJA1�
VJA5�
VJB1�
VJB3�
VJC1�
VJD1�
VJF1�
VJG1�
VJH1�
VJHF�
VJHR�
VJP1�
VJP4�
VJQ0�
VJQ2�
VJR6�
VJS2�
VJSS�
VJT6�
VJXS

型　　名�

型　　名� 品　　　名�
VJCE VJ取付用ベース�

品　　　名�
ディストリビュータ�
ディストリビュータ（開平演算付）�
CT信号変換器（実効値演算形） ※�
交流信号変換器（実効値演算形）�
電源無しアイソレータ（1チャネル形 or 2チャネル形）�
タコジェネ変換器�
空／電変換器 ※�
PT信号変換器（実効値演算形） ※�
アイソレータ�
超高速応答変換器�
リバース変換器�
パルス信号リピータ�
パルスレート変換器�
アナログ／パルス変換器�
パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） ※�
測温抵抗体温度変換器�
すべり抵抗変換器�
ハイローセレクタ�
熱電対温度変換器�
ユニバーサル演算器�

☆16連ネスト�

備　　　考�
上記の信号変換器を16台まで実装可能�

図３　アナログ形信号変換器の回路構成



小形絶縁2出力形 JUXTA VJシリーズ

37 横河技報　Vol.42 No.1 (1998)

N

L

G
IC

プレーナ�
トランス�
�

ノイズ�
フィルタ�整流平滑�

�
DC/AC変換�
�

整流平滑�
�

12～36 V DC�
�

コントロール回路�
�

85～264 V�
 AC/DC

N

L

G

ノイズ�
フィルタ�整流平滑�

�
DC/AC変換�
�

IC

プレーナ�
トランス�
�

整流平滑�
�

入力�
パルス�

出力部基準電圧�

�

フリップ�
フロップ�

アナログ�
スイッチ�
�

PWM部�

1次時定数� ２次時定数�

LPF部�
ローパスフィルタ�

オフセット�
加算定数�

�

ゲイン�
加算定数�

オフセット・ゲイン加算部�

�

電圧/電流変換部�

出力電流設定�

OUTPUT

出力処理回路�

�

37

めユーザの多様な用途に対
応できる。

（7）高機能関数群による演算機能
ユーザの用途には，複雑な
信号演算処理を必要とする
場合がある。堰式流量計や
放射温度計のリニアライズ
演算処理等は，ユニバーサ
ル演算器（VJXS）のフリー・
プログラム機能により簡単
に作成・変更できる。

3. 開発上の要点

開発上の課題は，小形ケースに
多数機種の絶縁２出力を構成する
ことであった。ケース形状（後述）
は，取付ソケットの大きさより決
定し，プリント板の構成・消費電力の低減を主眼におい
て開発した。
代表的なアナログ形信号変換器を例として本シリーズ
の回路構成を図３に示す。信号変換器は，入力部，出力
部，電源部の各ブロックがそれぞれ絶縁されている。本
シリーズは，この各ブロックを共通化し機種間による回
路，部品等の共通化を図ることにより小型ケースに納め
ることが可能となった。以下，実装設計および回路設計
上の要点を述べる。
（1）機構部実装設計

本体は，ケース部，ベース部およびソケット部に分
けられる。体積を従来の@1にする事に加え，実装部
品高さ制限がされたが，プリント板を3種類のモ
ジュール構成としたことで，本体サイズ26×71×
84 mm内（ソケット除く本体部分のみ）に配置する事
ができた。
各プリント板の大きさを示す。

図４　PWM／アナログ変換IC

　メインボードプリント板（66.5×79.5 mm）
　電源ボードプリント板 （変形47.5×79.5 mm）
　第２出力プリント板 （変形38×79.5 mm）
各プリント板は，変換器20機種全て同一形状とし，
部品レイアウト高さは，13 mm以下に統一した。第
２出力プリント板は，いわゆる"子ガメ"実装で，変
形の自由度がある。
また，ソケットとの接続部となる金具をベース部に
圧入し，各プリント板に直接接続する事により，部
品点数を最小限に抑えた。
ソケット部は，汎用リレー用を採用することにより
高信頼性を実現した。
ケースは，標準タイプ，空電タイプ，マイコン搭載
タイプの３種類の形状があり，モールド金型の一部
分コマを取り替える事によりイニシャルコストの低
減を考慮した。

図５　高圧系電源回路構成 図６　低圧系電源回路構成
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（2）入力部回路設計
入力部分は，入力処理回路，リミッタ回路，電圧／
パルス幅変換回路，パルス出力抑制回路により構成
される。（図３参照）各回路は，消費電力を下げるた
めに回路方式・電流，部品選択等の見直しを行っ
た。
入力処理回路は，各種センサからの（直流電圧・電
流，熱電対，測温抵抗体，すべり抵抗器等）信号を入
力し入力レンジ幅の調整後，必要に応じてリニアラ
イズ処理を施している。熱電対用基準接点補償回路
は，基準電圧とR J C（R e f e r e n c e  J u n c t i o n
Compensation）センサ電圧の差を求める回路方式と
し，従来よりも誤差を少なくすることができた。ま
た，リニアライズ回路は回路電流の見直し等により
消費電流の30％減少を実現した。
リミッタ回路は，次ブロックの電圧／パルス幅変換
回路に過大入力が印加されて誤動作しないように，
信号制限する部分である。電圧／パルス幅変換回路
は，前ブロックでリミットされた電圧信号をパルス
幅変換電圧信号（PWM：Pulse Wide Modulation）に
変換する。このPWM方式は，絶縁回路であるフォト
カップラに微分パルスを入力することによりスタ
ティックな大電流を流さない回路方式である。これ
は本シリーズのように低消費電力化には非常に有効
な回路方式である。パルス出力抑制回路は，電源投
入・切断時の誤動作を防止している部分である。

（3）出力部回路設計
出力部は，PWM / アナログ変換ICと出力処理回路に
より構成されている。このICは従来より使用してい
る信号変換器専用ASIC PWM / アナログ変換IC（横
河電機製）の改良型であり対ノイズ性が向上している
（図３，４参照）。これにより，本シリーズは小形形
状であるが，対ノイズ性は従来機種と同等以上の性
能を実現できた。また，PWM / アナログ変換に要し
た実装面積も約#1を削減する事ができた。さらに，
信号変換器の出力形態が電圧・電流と仕様が変わっ
てもASIC内の電圧・電流変換部と出力処理回路（電
流ブースタ）を使用する・しないの選択により切り替
えることができ，電圧・電流回路の共通化による小
スペース化に貢献している。（図３の点線矢印部）こ
れにより，第１出力・第２出力部分のモジュール構
成が実現でき電圧・電流を個別に選択できることが
可能になった。特に，第２出力は独立したプリント
板モジュールとし，２出力仕様の場合には１出力仕

様に第２出力モジュールボードを追加する構成と
し，製造性を高める事ができた。

（4）電源部回路設計
電源部には高圧系用・低圧系用共に横河電機で開発
された２種類の信号変換器専用プレーナトランスを
採用している。これは，コイル部分が絶縁体基板と
導体基板を一体形成された小型かつ薄型トランス
で，高効率・高絶縁耐圧・高品質などの特長を持っ
ている。体積は，従来のPQコア形巻線トランスに比
較して@1となり，本シリーズの小型化に大きく貢献
している。使用部品では，小形形状の入力ヒュー
ズ，整流平滑コンデンサ，出力平滑コンデンサ等を
採用する事により，従来プリント板と比較して高さ
で約４割減（20 mm→13 mm），面積でほぼ#2に小型
化できた。
図５に高圧系電源回路構成を示す。回路構成は，プ
ライマリ制御用のメインスイッチとコントロール回
路が一体となったICを採用することにより最少部品
数を実現し，シンプル化されかつ広範囲の電源入力
が可能になった。
図６に低圧系電源回路構成を示す。回路構成は，高
圧系で使用したプライマリ制御用ICが対応できず，
コントロールICとMOSFETを組み合わせた構成とし
た。その為，高圧系に比較して部品点数が増えた
が，表面実装部品の使用と小形形状の突入電流制限
抵抗，ノイズフィルターを使用することにより高圧
系・低圧系共に同形状の電源モジュール化を実現す
ることができた。

4. む　す　び

「小形絶縁２出力形　JUXTA　VJシリーズ」の特長，構
成について述べた。コストパフォーマンスの優れたVJシ
リーズを加えることで，「信号変換器　JUXTA」がこれま
で以上に幅広くご使用いただき，お役に立てば幸いであ
る。
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