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■ 概要
FOUNDATIONTM フィールドバス通信形 EJA-J シリーズ
差圧・圧力伝送器はフィールドバス協会で定められ
た仕様に基づき，より高度で柔軟性のある計装を可
能にします。
フィールドバス通信形 EJA-J シリーズ差圧伝送器は 
１台で差圧信号の他に静圧信号も出力できるので，
密閉タンクのレベル測定など，差圧計と圧力計が必
要なアプリケーションにおいては機器台数を削減す
ることが可能になります。

■ 特長

・ インターオペラビリティの実現
FOUNDATION フィールドバスを採用することにより，
ベンダーが異なる場合でも相互運用性を確保でき
ます。

・ マルチセンシング機能
EJA-J シリーズ差圧伝送器は差圧信号に加え静圧信
号を測定します。差圧，静圧（高圧側および低圧側）
を制御信号として出力するため，3 個の AI ファン
クションブロックを搭載しました。

・ 機能ブロック
3 個 の AI フ ァ ン ク シ ョ ン ブ ロ ッ ク の 他，PID 制
御 ブ ロ ッ ク， 演 算（Arithmetic） ブ ロ ッ ク， 積
算（Integrator） ブ ロ ッ ク， 折 線 近 似（Signal 
Characterizer） ブ ロ ッ ク， 入 力 切 替（Input 
Selector）ブロックを搭載しました。

・ 多彩な信号表示（内蔵指示計付の場合）
4 つまでの入出力信号を LCD に交互表示すること
ができます。信号値の他にブロックタグ，パラメー
タ名，単位，ステータスも表示可能ですから，表
示している値の意味を容易に確認できます。

・ リンクマスター機能
フィールドバス上で行なわれる通信を制御するリ
ンクマスター機能をサポート。制御機器のバック
アップやフィールドでのローカル制御が可能にな
ります。

・ 高度なアラーム機能
各種ハイ／ローアラーム，ブロックエラー内容の
通知等，FOUNDATION フィールドバス仕様で定めら
れた多種のアラーム機能をサポートしました。
また，NAMUR NE107 に準拠したアラームを出力し
ます。

・ 高度な自己診断機能
圧力センサ・温度センサ・アンプアセンブリ等の
ハードウェア異常の他，測定レンジ異常，温度・静
圧異常等の高度な自己診断が可能です。

・ ソフトウェアダウンロード機能（付加仕
様）

FOUNDATION フィールドバスを介して，フィールド
機器内部のソフトウェアを更新することが可能に
なります。

../submenu.htm
../../index.htm


GS 01C32T02-01JA

2<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2012,  Yokogawa Electric Corporation

■ 標準仕様
下記の項目以外は各機種の個別 GS をご参照くださ
い。

適用機種：
DPharp EJA-J シリーズ全機種

出力信号：
FOUNDATION フィールドバスに基づくディジタル信
号

電源電圧：
9 ～ 32V DC

通信ライン条件：
電源電圧：9 ～ 32V DC
消費電流（定常時）：15mA（最大）
消費電流（ソフトウェアダウンロード時）：

24mA（最大）

2018.04.10-00

応答時間（Primary Value*1）：
伝送部ソフトウェアダンピング設定値が 0.00s の場
合（むだ時間約 100ms を含む）
約 150 ms*2*3

*1： 差圧伝送器では差圧出力，圧力伝送器では圧力出
力を意味

*2： 以下の機種ならびに仕様の場合は約 185 ms
 ・ EJA120J
 ・ 測定スパンコード：F
 ・ 接液部材質コード：H, M, T, A, B（EJA110J，

EJA430J）
*3： フランジ取付差圧伝送器，ダイアフラムシール付

差圧圧力伝送器は対象外

測定周期：
差圧出力，静圧出力：100ms
カプセル温度，アンプ温度：1s

内蔵指示計：
LCD ディジタル指示計（オプション）
表示内容：プロセス値 (5 桁 )，単位 (6 桁 )，入出力
プロセス信号，バーグラフ，異常時アラームメッ
セージ
表示プロセス数：最大 4 つのプロセス値を交互表示

機能仕様：
フィールドバス通信に関する機能仕様は FOUNDATION フィールドバス の標準仕様（H1）に基づきます。
ファンクションブロック仕様：

ブロック名 搭載数 実行時間 備考
AI 3 30 ms 差圧，静圧，温度のアナログ信号の他 High，Low Alarm のディスクリー

ト信号を出力。

SC 1 30 ms 折線関数は最大 21 点の座標を指定。

IT 1 30 ms 入力信号の積算信号を出力。2 つの信号の加算した積算信号も出力可。

IS 1 30 ms 最大 8 つの入力信号から最大信号など設定された信号を出力。

AR 1 30 ms 気体流量の温度・圧力補正演算など 10 種類の演算が可。

PID 1 45 ms 他のファンクションブロックと結合し，フィールドコントローラとして動
作する。

リンクマスタ機能：あり

■ 形名およびコード
EJA □□□ J - F □□□□ - □□□□□ / □
 └─  出力信号…FOUNDATION フィールドバスに基づくディジタル通信

例：EJA110J-FMS5G-912NB/EE

■ 付加仕様／防爆
FM，ATEX，CSA の各防爆規格の対応品については，GS 01C31T02-01EN をご使用ください。

項目 仕様 コード
TIIS 防爆規格
( 旧呼称 JIS 防爆 )

TIIS 耐圧防爆 *1 Ex do IIC T4X（内蔵指示計なし） Ex do IIC T4（内蔵指示計付）
周囲温度：－ 20 ～ 60℃，接液温度：－ 20 ～ 120℃ JF3

耐圧パッキン金具付 *2 電源接続口：G1/2 めねじ用
適用ケーブル外径：∅ 8 ～∅ 12

1 個付 G11
2 個付 G12

*1： 電源接続口 G1/2 めねじ（電源接続口コード０， ５）の場合に限り適用。適合規格と合格番号は各機器の GS を参照ください。
*2： TIIS 耐圧防爆機器への配線がケーブル配線方式の場合には，当社認定品の耐圧パッキン金具（/G □）を必ず付加してくだ

さい。
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■ 付加仕様
下記の項目以外は各機種の個別 GS をご参照ください。

項目 仕様 コード
パラメータ設定 *1 ソフトウェアダンピング CC
ソフトウェアダウンロード FOUNDATION フィールドバス仕様 FF-883 に準拠

ダウンロードクラス：クラス 1 EE

*1：  ご注文時指定事項の項目も参照ください。

〈ご注文時指定事項〉
1.  形名，基本仕様コードおよび付加仕様コード
2.  校正レンジと単位（AI1 ブロックの XD_SCALE）

1）校正レンジは，レンジの下限値および上限値の数値（小数点を含む時は小数点を除いた数字列）が 
－ 32000 ～ 32000 の範囲内となるよう指定してください。

2）単位は Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar から指定。
3. 出力モード（AI1 ブロックの L_TYPE）
 Direct/Indirect Linear/Indirect SQRT の中から選択してください。指定のない場合は Direct が選択されます。
4. 出力スケールと単位（AI1 ブロックの OUT_SCALE）
 デジタル指示計付の場合，レンジの下限値および上限値の数値（小数点を含む時は小数点を除いた数字列）が

－ 32000 ～ 32000 の範囲内としてください。また，デジタル指示計に表示できる単位は 6 文字（/ を除く）以
内です。出力モード（L_TYPE）で Direct が選択されている場合，この設定は出力に反映されません。

5. Tag No.（タグプレート）
 銘板に記載するタグ情報。22 文字以内の英数字（－と . も可）。－と . 以外で使用可能な英記号についてはお

問合せください。
6. ソフトウェアタグ（PD_TAG）
 タグプレートと異なるタグ情報をアンプメモリに入力する場合，指定してください。32 文字以内の英数字 

（－と . も可）。－と . 以外で使用可能な英記号についてはお問合せください。
7. ノードアドレス
8. 動作機器クラス
 機器クラスをベーシック機器にする場合は「BASIC」を，リンクマスター機器にする場合は「LINK MASTER」

を指定してください。
［付加仕様 コード /CC 選択時］

9. ソフトウェアダンピング（TB ブロックの PRIMARY_VALUE_FTIME）
 0.00 ～ 100.00（秒）の範囲で指定してください。

例） 0.5 ～ 10 kPa の校正レンジで出力レンジを 0 ～ 100% とする場合：
校正レンジ 上限値：10
 下限値：0.5
校正単位：kPa
出力レンジ 上限値：100
 下限値：0
出力レンジの単位：%
出力モード：Indirect Linear
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

＜出荷時設定値＞

Tag No.（タグプレート） 注文時指定

ソフトウェアタグ（PD_TAG） 注文時に指定のない場合は Tag No.（タグプレート）
の指定内容。Tag No.（タグプレート）も指定がない場
合は「PT2001」

ノードアドレス 注文時に指定のない場合は「0xF5」

動作機器クラス 注文時に指定のない場合は「BASIC」

Primary Value*1 関連 出力モード（L_TYPE） 注文時に指定のない場合は「Direct」

校正レンジ（XD_SCALE）の上限値，下限値 注文時指定

校正レンジの単位 Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar の中から選択

出力スケール（OUT_SCALE）の上限値，下限値 注文時に指定のない場合は「0-100」

出力スケール（OUT_SCALE）の単位 注文時に指定のない場合は「％」

ソフトウェアダンピング *2 注文時に指定のない場合は「２秒」

静圧設定 0 ～各機種の最大使用圧力（MPa），ゲージ圧（高圧側
/ 低圧側測定の設定は機種による）

*1： Primary Value の内容は以下の通り。
 差圧伝送器：差圧値　圧力伝送器：圧力値
*2： /CC オプション付加時の指定項目。

フィールドバスパラメーター解説：
(1) XD_SCALE：AI ファンクションブロック内での演算における 0% 点と 100% 点に対応する，トランスデューサ

ブロックからの入力値（センサの入力レンジ）を設定する。EJA-J シリーズでは校正レンジとして設
定される数値がこのパラメータに格納される。

(2) OUT_SCALE：出力のスケーリングを行なうパラメータ。AI ファンクションブロック内での演算における 0%
点と 100% 点に対応する出力値を設定する。EJA-J シリーズでは出力スケールとして設定される数値
がこのパラメータに格納される。また LCD 付きの場合は，LCD 表示の数値はこの出力値となる。

(3） L_TYPE：出力の計算方法を選択するパラメータ。Direct （センサからの入力値を直接出力する），Indirect 
Linear（比例），Indirect SQRT（開平）を選択可能。

＜関連機器＞
機器メンテナンスツール，ターミネータ，フィールドバス電源等はお客様にてご用意ください。

＜商標＞
・  は横河電機の登録商標です。
・ その他，文中に使用されている会社名，商標名は各社の商標または登録商標です。
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