
General
Specifi cations

<< 目次 >>  << 索引 >>

GS	01E21F02-01JA

ADMAG TI シリーズ
FOUNDATIONTM フィールドバス通信形
AXG/AXW 電磁流量計

GS 01E21F02-01JA
2019.08.22 初版（KP）

■	 概要
FOUNDATION フィールドバスは，FieldComm Group
により国際的に仕様が標準化された，従来の 4 ～ 
20 mA 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 AXG/AXW シリー
ズ電磁流量計は FieldComm Group 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。

■	 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，
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。
●操作・監視機能向上

安全性確保のための操作権限レベル設定，プロセ
スデータのトレンド表示，表示器バックライトの
点滅（スクウォーク）機能，表示器内蔵メモリや
microSD カードによるデータバックアップ（スト
ア）・復元（リストア）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。加えて，PID 制御（PID）ブロック，
多点アナログ出力（MAO）ブロックもサポートし
ます。
●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。
●安定測定

当社独自の二周波励磁方式は，高濃度スラリーな
どフローノイズが強い環境下でも安定した測定を
実現します。

一体形流量計 分離形変換器
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●メンテナンス性向上
プラントの予防保全に貢献する診断機能を搭載。
配管に取り付けたままで実行できる機器の健全性
診断（ベリフィケーション機能），流体のフローノ
イズや導電率を利用した状態変化検出，電極絶縁
劣化診断，電極付着診断，配線接続診断が可能です。

■	 機能
下記の項目以外は，GS 01E22A01-01JA，
GS 01E24A01-01JA，GS 01E25D11-01JA をご参照くだ
さい。
出力信号 :

FOUNDATION フィールドバスに基づくディジタル信
号

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。
Note: I/O2（パルス・ステータス出力）端子は校正時にの

みご使用ください
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ファンクションブロック仕様 :
AXG4A
ブロック名 搭載数 実行時間 備考

AI 4

10 ms

流量演算等
DI 3 リミットスイッチ等

IT 2 入力信号の正方向または逆方向の
積算信号を出力。

AR 1 種々演算・補正演算などの演算。
PID 1 PID 制御用。

MAO 1 他の機器からの信号受信。

AXW4A
ブロック名 搭載数 実行時間 備考

AI 3

10 ms

流量演算等
DI 3 リミットスイッチ等

IT 2 入力信号の正方向または逆方向の
積算信号を出力。

AR 1 種々演算・補正演算などの演算。
PID 1 PID 制御用。

リンクマスター機能 :
リンクマスター機能（LM）を搭載
表示言語 :

英語のみとなります。

■	 形名およびコード
下記の項目以外は，GS 01E22A01-01JA，
GS 01E24A01-01JA，GS 01E25D11-01JA をご参照くだ
さい。
AXG	シリーズ一体形流量計

AXG □□□ -A □□□□□□□□□□□□□ - □ F0 □□ / □
AXG4A	シリーズ分離形変換器

AXG4A- □□□□□□□ F0 □□ / □
AXW	シリーズ一体形流量計

口径 25 mm ～ 400 mm
AXW □□□ -A □□□□□□□□□□□□□ - □ F0 □□ / □
口径 500 mm 以上
AXW □□□□ -F □□□□□ - □□□□ - □□□ / □
AXW4A	シリーズ分離形変換器

AXW4A- □□□□□□□ F0 □□ / □
（注 1） 出 力 信 号 / 通 信 コ ー ド F0 ま た は 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。

■	 付属品
・  取付用ブラケット（分離形変換器のみ）：1 式

注： 選択する仕様により，付属品が異なります。

■	 端子配置図
< 入出力・電源との接続 >
M4ねじ式

F01.ai

差込式

F02.ai

端子記号 記事
ショートねじ（通常動作時は固定）
機能接地

N/-
L/+ 電源

I/O1-
I/O1+ フィールドバス通信信号 (Passive)

I/O2-
I/O2+

パルス・ステータス出力（パッシブ）
* 校正時のみにご使用ください。
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励磁，電源，入出力信号用推奨ケーブル（I/O1 を除く）:
ビニルシースケーブル（JIS C 3401），ビニルキャブ
タイヤケーブル（JIS C 3312）または，これらに相
当するケーブルを使用してください。

外径：
グランドなし：ø6.5 ～ ø12 mm

公称断面積：
単線：0.5 ～ 2.5 mm2

撚り線：0.5 ～ 1.5 mm2 
入出力信号用推奨ケーブル（I/O1）:

フィールドバスタイプ A 仕様ケーブル

■	 ご注文時指定事項
注1:	 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。

注 2:	 付加仕様の選択によっては，ご注文時に指定
が必要な指定事項がありますので注意してく
ださい。

注 3:		 次の指定事項に関しては，GS	01E22A01-01JA
もしくは，GS	01E25D11-01JA を参照してだ
さい。
●	 測定流量範囲（スパン流量の最小と最大）
●	 指定スパン・5	点実流校正（付加仕様コー
ド SC）

●	 配線口向き（付加仕様コード RH）
●	 表示器向き

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，接続する検出器が口径 2.5 mm ～

500 mm の AXG または口径 25 mm ～ 400 mm
の AXW の場合は 0.0001 ～ 999999000000.0000

（演算上の有効桁数は上位 6 桁）の範囲で，口径
500 mm ～ 1800 mm の AXW の場合は 0.0001 ～ 
32000 の範囲で指定してください。小数点以下 4 
桁まで（0.0001 単位）指定可能です

 2)   分離形変換器のときは，組合せ検出器の “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。

 5)   質量単位設定（付加仕様コード MU），指定スパ
ン・5 点実流校正（付加仕様コード SC）を選択
時には，スパン流量と単位を必ず指定してくだ
さい。

3. 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。
4. Tag.No（タグプレート）
 銘板に記載するタグ情報。30 文字以内の英数字 

（－ . を含む）。
5. ソフトウエアタグ (PD_TAG)
 アルファベットの大文字，小文字，数字，「-（ ハ

イフン）」，「（. ピリオド）」，および「（ スペース）」
の半角文字の組合せの最大 32 文字で指定可能で
す。Tag No( タグプレート ), ソフトウエアタグの
いずれも指定がない場合，デフォルトの「FT1002」
が PD_TAG に設定されます。

6. ノードアドレス
 2 桁の 16 進法表示で 0x14 から 0xF7 の範囲で指

定して下さい。リンクマスター機器の場合，0x14
以上の小さい値を指定してください。

 指定がない場合，0xF4 に設定されます。
7. 動作機器クラス
 ベーシック機器にする場合は「BASIC」，リンクマ

スター機器にする場合は「LINK MASTAER」を指
定して下さい。

 指定がない場合，ベーシック機器に設定されます。
8. 質量単位設定（付加仕様コード MU）
 質量単位での流量演算を行います。流体の密度と

ともに，スパン流量，を質量単位で指定してくだ
さい。指定可能な数値の条件は，「2. スパン流量
と単位」の場合と同じです。

 （1） 密度
数値：

500 ～ 2000 kg/m3 の範囲で 6 桁以内（小数
点以下は 3 桁まで）で指定してください。
単位： kg/m3

例：  水の密度は約 1000 kg/m3 ですので，こ
の場合は "1000 kg/m3" と指定してくだ
さい。ただし，密度は温度によって変
化しますので，使用時の密度を指定し
てください。

 （2） スパン流量
数値：

値は，設定した " 密度 " を用いて体積スパン
流量を計算し，それがスパン設定範囲内に
なるように指定してください。設定可能な
数値範囲は，スパン流量（体積）の場合と
同じです。

単位：
質量単位： t, kg, g
時間単位： /h, /min, /s
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<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）
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 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「FT1002」。

ノードアドレス 注文時に指定のない場合は「0xF4」

動作機器クラス 注文時に指定のない場合は
「BASIC」

スパン流量（XD_SCALE）
の上限値，下限値

上限値は注文時指定，下限値は常
に 0。

スパン流量の単位 「スパン流量単位表」から選択さ
れた単位。

出力スケール 
（OUT_SCALE） 

の上限値，下限値

常に，スパン流量（XD_SCALE）
の上限値，下限値と同じ値。

出力スケールの単位 常に，スパン流量の単位と同じ単
位。

<スパン流量単位表>

体積・質量単位 設定可能単位

L Ml/d, Ml/h, Ml/min, kL/d, kL/h, kL/
min, kL/s, L/d, L/h, L/min, L/s

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

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し
ます。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ます。

(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
値を設定します。いつも XD_SCALE と同じと
します。

■	 関連機器

Product Document	Number
AM012 電磁流量計用専用キャリブレータ GS 1E6K2
FieldMate 機器調整・設定・管理 
ソフトウェア GS 01R01A01-01

ADMAG TI シリーズ
AXG 電磁流量計 GS 01E22A01-01JA

ADMAG TI シリーズ
AXW 電磁流量計
[ 口径：25 ～ 400 mm]

GS 01E24A01-01JA

ADMAG TI シリーズ
AXW 電磁流量計
[ 口径：500 ～ 1800 mm]

GS 01E25D11-01JA

■	 商標
"FOUNDATION" は FieldComm Group の登録商標です。
ADMAG，AXG，AXW，BRAIN TERMINAL，FieldMate
は横河電機株式会社の登録商標または商標です。
本文中で使用されている会社名，商品は，各社の登
録商標または商標です。
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。
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