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マルチプロトコルモジュール
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2014.06.24 初版（KP）
2023.02.02 8 版（KP）

■ 概要
この一般仕様書（GS）は，フィールド無線用マルチ 
プ ロ ト コ ル モ ジ ュ ー ル の 仕 様 書 で す。 本 製 品 は，

「FN120 フィールド無線用通信モジュール」と組み合
わせることで，無線フィールド機器として動作しま
す。本製品と接続したフィールド機器のセンサデー
タをフィールド無線ネットワークに送信します。
FN120 の一般仕様については GS 01W03B02-01JA を
参照してください。

■ 特長

● プロトコル変換機能
HART 通信を ISA100 Wireless プロトコルに変換し，
無線ネットワークへ送信することができます。ISA100 
Wireless はプロセスオートメーションに適した工業用
無線ネットワーク の国際標準規格です。

● バッテリー駆動による設置の柔軟性
本製品は内蔵したバッテリーで，接続されたフィー
ルド機器への給電が可能です。配線コストなどの問
題で，これまで設置できなかった場所にフィールド
機器が設置できます。

● 小型・軽量の LCD 付き筐体を実現
大幅な小型化と軽量化を実現した筐体に，通信状態
やプロセスデータを表示する LCD デジタル指示計を
搭載しています。

■ 標準仕様

□ 電源仕様

バッテリー駆動：
本製品は，塩化チオニルリチウム電池 D サイズ 2
本を使用したバッテリーパックで駆動します。
定格電圧：7.2 V
定格容量：19 Ah
バッテリーケース付属（電池は別売り）

□ 性能仕様

更新周期：
5 ～ 3600 秒

電池特性：
1 対 1 接続の場合は以下の条件において一般的に 4
年間（BootStrapTime *1*2 10 秒）あるいは 1 年間

（BootStrapTime *1*2 60 秒）動作します。 *3

・デバイス割付け：IO モード
・更新周期：10 分
・周囲温度：23℃± 2℃
・内蔵指示計表示：OFF

*1:  BootStrapTime は HART 機器に電源を提供してから，
信頼できるデータの取得が可能となるまでの時間で
す。

*2:  BootStrapTime については，接続する HART 機器の
製造元にお問い合わせください。

*3:  電池寿命は振動などの環境条件および接続する
HART 機器により変わります。

4-20 mA ループ接続の場合は以下の条件において一般的
に 8 年間（更新周期 10 秒）あるいは 5 年間（更新周期 5 秒）
動作します。*1

・デバイス割付け：IO モード
・周囲温度：23℃± 2℃
・内蔵指示計表示：OFF

*1:  電池寿命は振動などの環境条件により変わります。
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ソフトウェアダウンロード機能：
ISA100 Wireless 通信を介して，ソフトウェアを更
新することが可能です。

□ 設置環境

周囲温度：
動作時：-40 ～ 85℃ *
保管時：-40 ～ 85℃
本質安全防爆は「付加仕様」参照

*:  内蔵指示計が視認できる温度範囲は -30 ～ 80℃とな
ります。

周囲湿度：
動作時：0 ～ 100%RH（結露しないこと）
保管時：0 ～ 100%RH（結露しないこと）

温度勾配：
動作時：± 10℃/h 以内
保管時：± 20℃/h 以内

高度：
3000 m 以下

耐振動：
0.21 mm P-P (10 ～ 60 Hz), 3 G (60 ～ 2 kHz)

耐衝撃：
50 G 11 ms（無通電，3 方向正弦半波）

□ 適合規格
本製品は以下の規格を満足しています。
※ ご使用の前に，使用する地域がこれらの規格に

満足しているか必ずご確認ください。

CE マーキング：
EMC 適合規格： EN61326-1 Class A Table 2，

EN55011 Class A
一般安全適合規格： EN61010-1（Indoor/Outdoor 

use）

CSA 一般安全規格 :
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.94.1,
CAN/CSA-C22.2 No.94.2, IEC 60529

保護等級：
IP66，IP67，Type 4X
防水，防塵性能はコネクタが嵌合した状態で機能
します。

□ 機能仕様
入力信号：

本製品は HART マスタとして動作し，プライマリ，
セカンダリの通信設定が可能です。接続する HART
機器間は以下の通信仕様です。
プロトコルバージョン：HART 7 *

接続モード：  マルチドロップモード（1 対 1 接続の
場合 4 mA 固定） 
ポイントツーポイントモード 

（4-20 mA ループ接続の場合）
入力点数：1 点
接続ケーブル： シールド付き AWG22 ～ 14 

（最大 20 m）
*:  HART プロトコルはそれ以前のバージョンと下位互

換性が確保されています。

接続機種：
HART 機器を接続した場合は，PV, SV, TV, QV が取得
できます。

出力信号：
本製品と FN120 間は以下の通信仕様です。
通信方式：半二重通信（RS485 準拠）
通信速度：9600 bps
接続コネクタ：専用 5 ピン丸形コネクタ
接続ケーブル：専用ケーブル（最大 20 m）

電源供給：
FN120 への電源供給
供給電圧： 3.5 V
供給電流： 50 mA
HART 機器への電源供給 *1*2*3

供給可能電圧： 最大 18 V（定常動作の場合）
供給可能電流： 最大 12 mA（定常動作の場合）
*1:  HART 機器は 4 mA 電流固定モードで動作させます。
*2:  ご使用の前に，接続する HART 機器の最小動作電圧

が 16.5 V 以下（負荷抵抗 0 Ωの場合）を満足するこ
とを確認してください。

*3: VOUT 端子を使用する場合のみ電源供給します。

内蔵指示計：
LCD デジタル指示計
表示： 無線状態，ライトプロテクトステータス，セ

ンサデータ，機器状態，異常時アラームメッ
セージ

別売りのマグネットを使用して表示の ON/OFF と
表示内容の切り替えが可能です。

診断機能：
電源異常，モジュール間通信異常，センサ通信異常， 
メモリ異常，バッテリー残量，周囲温度監視
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□ 形状・材質

配線接続口：
「形名およびコード一覧」参照

ケース材質：
強化プラスティック（ポリカーボネート）

質量：
500 g（取付ブラケット，クランプ，バッテリーなし）

取付方法：
「形名およびコード一覧」参照

2023.02.02-00

■ 形名およびコード一覧

形名 コード 仕様
FN310 .................................................................................................................. フィールド無線用マルチプロトコルモジュール
基本仕様 モジュール間通信 -A1 ............................................................... FN シリーズ用デジタル通信

プロセス通信 -J ............................................................. HART 通信 （HART 7*1）
ケース材質 0 ......................................................... 強化プラスティック（ポリカーボネート）
配線接続口 0 .................................................... 水平接続口 ブラインドプラグ，垂直接続口 G 1/2 めねじ付き *2

1 .................................................... 水平接続口 ブラインドプラグ，垂直接続口 1/2 NPT めねじ付き *2

2 .................................................... 水平接続口 ブラインドプラグ，垂直接続口 M20 めねじ付き *2

3 .................................................... 水平接続口 G 1/2 おねじ（クランプ付），垂直接続口 ブラインドプ
ラグ付き *3*4*5

4 .................................................... 水平接続口 1/2 NPT おねじ（クランプ付），垂直接続口 ブラインド
プラグ付き *3*4*5

5 .................................................... 水平接続口 M20 おねじ（クランプ付），垂直接続口 ブラインドプ
ラグ付き *3*4*5

6 .................................................... 水平接続口 ブラインドプラグ，垂直接続口 ブラインドプラグ付き *6

--- A ............................................. 常に A
内蔵指示計 -D ...................................... デジタル指示計
取付ブラケット J .................................... SUS316 2B 水平パイプ取付

K ................................... SUS316 2B 垂直パイプ取付
N ................................... なし

--- A ............................. 常に A
--- A ........................ 常に A
--- -A.................. 常に A
--- A ............. 常に A

付加仕様コード / □ 付加仕様

*1: HART プロトコルはそれ以前のバージョンと下位互換性が確保されています。
*2: ケーブルグランドは付属しておりませんのでお客様でご準備ください。ケーブルグランドは平ガスケット付きを選択ください。
*3: プロセス通信コード J を選択した場合に選定できます。
*4: 接続する HART 機器の配線口に直接取付ける場合に選択します。取付ブラケットコードは N を選択してください。
*5: 接続する HART 機器の接続部の強度や振動特性に問題がないか，ご使用の前に必ずご確認ください。
*6: ルーティングデバイスとして使用する場合に選択してください。
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■ 付加仕様／防爆

項目 *1 仕様 コード
日本防爆規格 本質安全防爆　本体　Ex ia IIB T4 X

電源  バッテリーパック (F9090FC) DC 7.2 V （電池：TL-5930/S タディラン社製 2 個） 
または 
バッテリーケース (F9090GC) DC 7.2 V （電池：TL-5930/S タディラン社製 2 個）

無線通信回路 IIC
  Uo: 5.88 V，lo: 536 mA，Po: 866 mW，Lo: 18.1μH，Co: 5.82μF
VOUT 回路 *2 IIC
  Uo: 23.1 V，lo: 85 mA，Po: 450 mW，Lo: 1.6 mH，Co: 100 nF 
周囲温度 -20℃～ 60℃
耐電圧  以下に耐える耐電圧性能を有する。 

入出力端子 - 接地端子間：500 VAC (50/60 Hz)，1 分間，漏れ電流 5 mA 以下
保護等級 IP20*4

適合規格  工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針 2008）
合格番号 TC21353

JS37*5*6

本質安全防爆　本体　Ex ia op is IIC T4 Ga
電源  バッテリーパック (F9090FC) DC 7.2 V（電池：TL-5930/S タディラン社製 2 個） 

または 
バッテリーケース (F9090GC) DC 7.2 V（電池：TL-5930/S タディラン社製 2 個）

無線通信回路 IIC
  Uo: 5.88 V. lo: 613 mA，Po: 907 mW，Co: 5.82μF，Lo: 25μH
VOUT 回路 *3 IIC
  Uo: 23.1 V，lo: 87 mA，Po: 450 mW，Co: 100 nF，Lo: 3 mH
周囲温度 -40℃ ≤ Ta ≤ +70 ℃
耐電圧  以下に耐える耐電圧性能を有する。 

入出力端子 - 接地端子間：500 V AC r.m.s  1 分間
保護等級 IP20*4

適合規格  工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針） 
JNIOSH-TR-46-1，JNIOSH-TR-46-6，JNIOSH-TR-46-11

合格番号 DEK22.0074X

JS57*5*7

*1 : FM（米国，カナダ），ATEX，IECEx の各防爆規格については，GS 01W03D01-01EN をご覧ください。
*2 : 「JS37」の場合，ケーブルは AWG18 ～ 14 を使用してください。
*3 : 「JS57」の場合，ケーブルは AWG24 ～ 14 を使用してください。
*4 : 本機器は IP66，IP67，Type 4X が確認されています。検定においては，本質安全防爆上の最低要件である IP20 の保護等級

が確認されていますが，本機器は IP66，IP67，Type 4X が要求される環境で使用することができます。
*5 : 配線接続口コード「0，1，2，6」を選択した場合は，水平接続口ブラインドプラグは金属製になります。
*6 : FN120 とは接続できません。FN110 と組み合わせて使用してください。
*7 : FN110 とは接続できません。FN120 と組み合わせて使用してください。

■ 付加仕様／その他
項目 仕様 コード

保護キャップ * 金属防水キャップ CP
Tag プレート吊下げ Tag プレート吊下げ，材質：SUS316 N4

* : 保護キャップを指定しない場合は，ラバー製防塵キャップが付属します。

■ アクセサリ
品名 部品番号 仕様

バッテリーパック *1 F9090FD*2 バッテリーケース，塩化チオニルリチウム電池 *3×2 個
電池 *4 F9915NR 塩化チオニルリチウム電池 *3 × 2 個
バッテリーケース *1 F9090GD*5 バッテリーケースのみ
マグネット F9840PA マグネットスイッチ操作用

*1: 電池は，タディラン社製 TL-5930/S を使用してください。
*2: F9090FD は，F9090FC に取扱説明書を含めたものです。F9090FC がご入り用のときは，F9090FD をお買い求めください。
*3: タディラン社製 TL-5930/S
*4: 当社指定のタディラン社製 TL-5930/S は，市販品として調達することも可能です。
*5: F9090GD は，F9090GC に取扱説明書を含めたものです。F9090GC がご入り用のときは，F9090GD をお買い求めください。
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■ 外形図
□ 配線口直接取付

単位：mm
100

21
6

FN120
93

84 21

12
20

31

53
39

28

F01.ai

マグネットスイッチ2

マグネットスイッチ1

内蔵指示計

ブラインドプラグ

接地端子

クランプ
配線接続口

※ FN120 は別売りです。

2023.02.02-00
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□ 2B 水平パイプ取付

29
4

79
93

40

100

80

FN120

F02.ai

112

48

93

14
8

47

29

2Bパイプ

ブラインドプラグ*1

内蔵指示計

配線接続口

取付ブラケット

接地端子

マグネットスイッチ1

マグネットスイッチ2

単位：mm

金属製ブラインドプラグ

*1: 付加仕様コード JS37 または JS57 を指定し，配線接続口コード「0, 1, 2, 6」を選択した場合は，水平接続口ブラインドプ
ラグは金属製になります。その場合，ブラインドプラグ形状は図中の「金属製ブラインドプラグ」になります。

□ 2B 垂直パイプ取付

F03.ai

単位：mm
112

48

29

47 50

FN120

73 47100

170

93 80
13

1接地端子

配線接続口

内蔵指示計

2Bパイプ

取付ブラケットマグネットスイッチ1

マグネットスイッチ2

ブラインド
プラグ*1

*1: 付加仕様コード JS37 または JS57 を指定し，配線接続口コード「0, 1, 2, 6」を選択した場合は，水平接続口ブラインドプ
ラグは金属製になります。その場合，ブラインドプラグ形状は 2B 水平パイプ取付図中の「金属製ブラインドプラグ」に
なります。

2023.02.02-00
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● 赤外線ポート配置図

赤外線ポート
F04.ai

● FN120 専用 5 ピンコネクタピン配置図

3 2    1
5      4

F05.ai

 

ピン 信号
1 筐体接地 *

2 信号接地

3 電源電圧

4 送受信データ + 側

5 送受信データ – 側

* FN310 筐体の内部で接地端子と接続されています。

● 端子配置図

F06.ai

 

端子

信号
1 対 1 接続

4-20 mA ループ
接続2 線式 4 線式 

（アクティブ）
4 線式 

（パッシブ）

1 電源および 
入力信号 +

未接続 ループ電源および 
入力信号＋

未接続

2 電源および 
入力信号 –

未接続 ループ電源および 
入力信号－

未接続

3 未接続 入力信号 + 未接続 入力信号＋

4 未接続 入力信号 – 未接続 入力信号－

接地端子 *

* センサケーブルのシールドに接続します。

2023.02.02-00
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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。

● 端子配線図
1 対 1 接続 *1

2 線式 4 線式（アクティブ） 4 線式（パッシブ）

1 2 3 4

HART
機器

+ ‒

F07.ai F08.ai

1 2 3 4

HART
機器

+ ‒
250Ω

外部電源+
‒

F09.ai

1 2 3 4

HART
機器

+ ‒
外部電源+

‒

4-20 mA ループ接続

2 線式 4 線式（アクティブ） 4 線式（パッシブ）

‒

+
250Ω

+

‒

ディストリビュータ

1 2 3 4

HART
機器

F10.ai F11.ai
‒

+
250 Ω

+

‒

ディストリビュータ

1 2 3 4

HART
機器 外部電源+

‒
F12.ai

‒

+
250 Ω

+

‒

ディストリビュータ

1 2 3 4

HART
機器 外部電源+

‒

*1:  日本本質安全防爆形利用時は， HART 機器を 1 対 1 接続の「2 線式」もしくは「4 線式（パッシブ）」で接続してください。

＜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. Tag No.

必要がある場合のみ指定してください。Tag 
No. は銘板と吊下げ Tag プレートに印字されま
す。アルファベットの大文字，数字，「-（ハイ
フン）」，「_（アンダースコア）」の半角文字の
組合せで，最大 16 文字まで指定できます。指
定がない場合は，ブランク（空白）で出荷され
ます。

＜関連機器＞

フィールド無線システム概説： GS 01W01A01-01JA
FN120 フィールド無線用通信モジュール：
 GS 01W03B02-01JA

YFGW410 フィールド無線用管理ステーション：
 GS 01W02D01-01JA
YFGW520 フィールド無線用アクセスポイント：
 GS 01W02E02-01JA
FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア：
 GS 01R01A01-01
統合機器管理（PRM）：  GS 30B05A10-01

＜商標＞

本文中に使用されている商標または商品名は，各社
および横河電機の商号，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。

2023.02.02-00
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