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FOUNDATIONTM フィールドバス通信形
電磁流量計
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GS 01E20F02-01

■ 概　要
横河電機の長年の経験と実績をもとに開発された
AXFシリーズ電磁流量計にFOUNDATION＊フィールドバ
ス通信形が加わりました。フィールドバスは，フィール
ドバス協会により国際的に仕様が標準化された，従来の
4～20mAアナログ通信方式に代わりフィールド機器と
制御システムを結合する，双方向で，マルチドロップ接
続が可能なデジタル通信方式です。
FOUNDATIONフィールドバス通信形AXFシリーズ電磁
流量計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。また，
配線コストの削減等のトータル計装コストの削減が可
能となるなど，システムとしてのメリットが一層期待で
きます。
＊FOUNDATIONは，Fieldbus FOUNDATIONの登録商標です。

■ 特　徴

●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，
特別なソフトウェアを使用することなく当社および他
社機器との相互運用性を実現することが可能となりま
した。

●計装コストの削減
フィールドバス上にマルチドロップ配線することによ
り，従来に比べ配線コストを大幅に削減することが可
能です。

●機能ブロック
AIファンクションブロックの他，ディスクリート入力
（Discrete Input）ブロック，積算（Integrator）ブロック，
演算（Arithmetic）ブロックを標準で搭載しました。PID
制御ブロックも付加できます。

●ユーザーフレンドリーの追求

充実した電極付着診断

電極への絶縁物付着状態を常時監視し，その診断結
果によりメンテナンス時期を決めることができます。
また着脱可能な電極構造をご使用いただきますと，
付着が生じた際には電極を取り外して洗浄すること
ができます。

豊富な表示機能

表示器にはフルドットマトリックスLCDを採用し
ていますので，1～3行表示など多彩な表示が可能
になりました。アラーム発生時には具体的な対処法
も表示いたします。

●リンクマスター機能（出荷時設定：BASIC）
フィールドバス上で行われる通信を制御するリンクマ
スター機能をサポートします。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。

●高度な自己診断機能
システムアラーム，プロセスアラーム，設定アラーム
等の高度な自己診断が可能です。

●ラインアップの拡大

微小口径フランジ形：

フランジ形は口径2.5mmまで範囲を広げました。

サニタリー形の充実：

ISO規格に準拠したクランプ，ユニオンおよび溶接
継手をラインアップしています。

豊富なオプション（付加仕様）：

ライニング鏡面仕上げ，地冷用（結露対策用），多
様なガスケット類，塗装色変更など，アプリケー
ションに最適なオプションを選択できます。

●性能・仕様の向上

拡張二周波励磁方式

二周波励磁の特徴をさらに向上した拡張二周波励磁
方式がオプションで選択できます。
高濃度スラリー混入流体や低導電率流体など，従来
以上に厳しいアプリケーションに対しても安定した
測定ができます。

最低導電率1μS/cmの実現

最低導電率を1μS/cmに拡大しました。

一体形 分離形変換器
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■ 標準仕様
下記の項目以外は，GS 01E20D01-01，GS 01E20C02-01
をご参照ください。

適用機種：
・一体形電磁流量計 AXF形
・分離形電磁流量計変換器 AXFA14形

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：
電源コード1：

・AC仕様 電源定格：100-240 V AC，50/60 Hz
・DC仕様 電源定格：100-120 V DC

電源コード2：

・AC仕様 電源定格：24 V AC，50/60 Hz
・DC仕様 電源定格：24 V DC

通信ライン条件：
電源電圧：9～32 V DC
消費電流：15 mA（最大）

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
AI
DI

IT

AR

PID

搭載数
1
2

2

1

1

実行時間
30 ms
25 ms

30 ms

30 ms

50 ms

備考
流量演算等
リミットスイッチ等
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。
種々演算・補正演算など，10種類の
演算が可。
付加仕様コード/LC1の時有効。

T01.eps

LM（リンクマスター）機能：あり
表示言語：
フィールドバス通信形は英語とします。

■ 基準性能
精度（AXF検出器と組合せ）：

PFAライニング，セラミック測定管：

T07.eps

実流速値（m/s）
0.3未満 ±1.5 mm/s

±0.5％ of rate 
±0.75 mm/s
±0.5％ of rate 

0.3以上
0.15未満
0.15以上

精度口径（mm）

2.5～15

25～400

ポリウレタンゴム/軟質天然ゴム/EPDMゴムライニング：

T08.eps

実流速値（m/s）
0.3未満 ±1.5 mm/s

±0.5％ of rate 0.3以上

精度口径（mm）

25～400

拡張二周波励磁使用時の精度（付加仕様コードHF2）には
±1 mm/sが付加されます。

当社水実流設備における出荷時精度です。精度は積算値で規
定しています。
当社設備の測定条件は以下のとおりです。
　流体温度：20℃±10℃
　周囲温度：20℃±5℃
　直管長：　上流10D以上，下流5D以上
繰り返し性：±0.1％ of rate（流速1 m/s以上）

±0.05％ of rate ± 0.5 mm/s
（流速1 m/s未満）

■ 形名およびコード
・一体形電磁流量計　AXF形：
　AXF□□□□‐F□□□□□-□□□□-□□□/□

・分離形電磁流量計変換器　AXFA14形：
　AXFA14□‐F□‐□□ /□
（注1） 出力信号/通信コードFがFOUNDATIONフィールドバスに

基づくディジタル通信を示します。

■ 付加仕様
下記の項目以外はGS 01E20D01-01，GS 01E20C02-01をご参照ください。
（但し，付加仕様コード /C1，/EM，/G11，/G13はフィールドバス通信形には選択できません。）

T02.eps

FOUNDATIONフィールドバス仕様FF-883に準拠
PID control調節機能付

仕様

ソフトウェアダウンロード
PID機能

項目 コード
LC1
EE
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スパン流量単位表

体積・質量単位

L

m3

cm3

m
t
kg
g

設定可能単位

Ml/d，Ml/h，Ml/min，kL/d，kL/h，kL/min，kL/s，L/d，
L/h，L/min，L/s
m3/d，m3/h，m3/min，m3/s
cm3/d，cm3/h，cm3/min，cm3/s
m/s
t/d，t/h，t/min，t/s
kg/d，kg/h，kg/min，kg/s
g/d，g/h，g/min，g/s

T04.eps

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を設定する。AXF
では流量スパンとして設定される数値がこのパラ
メーターに格納される。

（2） OUT_SCALE：出力のスケーリングを行うパラ
メーター。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。AXFではいつもXD_SCALEと同じとします。

（3） L_TYPE：出力の計算方法を選択するパラメー
ター。AXFではいつもDirectとします（センサー
からの入力値を直接出力する）。

ご注文時指定事項 

注：FOUNDATION フィールドバス通信形は，分離形の場合

は検出器と変換器を合わせてご注文ください。

1．形名，基本仕様コードおよび付加仕様コード
2．スパン流量と単位（AIブロックのXD_SCALE）
1）スパン流量はレンジの上限値の数値（小数点を
含むときは小数点を除いた数字列）が0.0001～
32000の範囲内になるよう指定してください。

2）分離形変換器のときは，組合わせ検出器の “ス
パン流量” 指定事項が変換器のXD_SCALEに設
定されます。（指定のない場合はDefault値：0.0
～ 10.0 m/s）

3）スパン流量のレンジの下限値は常に0として出
荷します。

4）スパン流量の単位は「スパン流量単位表」から
選択してください。

3．出力モード（AIブロックのL_TYPE）
L_TYPEはいつもDirectとして出荷します。

4．出力スケールと単位（AIブロックのOUT_SCALE）
OUT_SCALEはいつもXD_SCALEに同じとして出
荷します。

5．Tag.No（タグプレート）
銘板に記載するタグ情報。16文字以内の英数字
（－ .を含む）。
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（－ .を含む）。

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。

出荷時設定値

Tag No.（タグプレート）
（ネームプレートやステン
レスタグプレート）

ソフトウェアタグ
（PD_TAG）

ノードアドレス
動作機器クラス
出力モード（L_TYPE）
スパン流量（XD_SCALE）
の上限値，下限値
スパン流量の単位

出力スケール（OUT_
SCALE）の上限値，下限値
出力スケールの単位

注文時指定

注文時に指定のない場合はTagNo
（タグプレート）の指定内容。
TagNo（タグプレート）も指定がな
い場合は「FT2001」

注文時に指定のない場合は「0xF4」
注文時に指定のない場合は「BASIC」
常に「Direct」
上限値は注文時指定，下限値は常
に0。
「スパン流量単位表」から選択さ
れた単位。

常に，スパン流量（XD_SCALE） 
の上限値，下限値と同じ値。
常に，スパン流量の単位と同じ単
位。

T03.eps
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■ 端子結線図

一体形電磁流量計　AXF形

端子配置図
+

P
B

-

F01.eps

機能接地

電源 

フィールドバス通信信号

端子信号 記事

保護接地（外筐端子）

FB-

FB+

L/+

N/-

端子結線図

T05.eps

分離形電磁流量計変換器　　AXFA14形

端子配置図

SB
B
A
SA
C
EX2
EX1

FB-
FB+

L/+
N/-

F02.eps

端子結線図

T06.eps

流量信号入力 

励磁電流出力 
機能接地

電源 

フィールドバス
通信信号

端子信号 記事 

EX1

EX2

C 

SA

A

B

SB

端子信号 記事

保護接地
（外筐端子）

FB-

FB+

L/+

N/-

注意

端子台に「CAUTION注意 Don’t connect 接続禁止」
と記載された端子には接続しないでください。

〈関  連  機  器〉 

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

電磁流量計用キャリブレータ（AM012）
：GS 01E06K02-00

AXFA14G/C電磁流量計変換器
：GS 01E20C02-01

AXF電磁流量計一体形／分離形検出器
：GS 01E20D01-01

FieldMate ：GS 01R01A01-01

〈商　標〉 

本文中に使用されている会社名，商標名は，各社の登
録商標または商標です。
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