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GS 01W03G01-01JA

FN910
フィールド無線用
電磁弁操作モジュール

GS 01W03G01-01JA
2015.03.31 初版 (KP)
2019.10.31 5 版 (KP)

■ 概要
この一般仕様書（GS）は，フィールド無線用電磁弁
操作モジュールの仕様書です。本製品は，「フィール
ド無線用通信モジュール FN110」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。フィー
ルド無線ネットワーク経由で受信するホストシステ
ムの指令に従って，電磁弁を操作する信号を出力し
ます。
FN110 の一般仕様書は GS 01W03B01-01JA を参照し
てください。

■ 特長

● 空気式バルブの遠隔操作
フィールド無線ネットワーク経由でホストシステム
から指令を受けて，バルブアクチュエータを動かす
電磁弁を駆動して空気式バルブを操作します。

● フェイルセーフ機能
バッテリー残量低下や無線通信異常のエラーが発生
した際に，あらかじめ設定した安全方向にバルブア
クチュエータを動作させることができます。

● 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，電磁弁の駆動が可
能です。配線コストなどの問題で，これまで有線に
よる遠隔操作ができなかったバルブに本製品を設置
して，無線による遠隔操作ができます。

● バッテリー動作による緊急時の信頼性
内蔵バッテリーで動作するため，外部電源の異常が
原因で動作しなくなることがありません。

■ 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を使用した
バッテリーパック 4 個で駆動します。
定格電圧：28.8 V
定格容量：19 Ah
FN910 専用バッテリーパック

（別売り。4 個単位で交換してください。）

□ 性能仕様

更新周期：
4 ～ 3600 秒

電池特性：
以下の条件において一般的に 10 年間動作 *

・更新周期：4 秒
・電磁弁駆動：1 回 / 時
・周囲温度：23℃± 2℃
・内蔵指示計表示：OFF

*：  電池寿命は振動などの環境条件，更新周期および
電磁弁駆動出力回数によって変わります。
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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： -20℃ ～ 70℃
保管時： -40℃ ～ 85℃

周囲湿度：
動作時：5 ～ 95%RH（結露しないこと）
保管時：5 ～ 95%RH（結露しないこと）

耐振動：
3.5 mm 変位振幅 (5 ～ 8.4 Hz)，1G (8.4 ～ 150 Hz)

耐衝撃：
50 G　10 ms ( 無通電 )

□ 適合規格
本製品は以下の規格を満足しています。

保護等級：
IP20

防爆構造：
TIIS 防爆形

□ 形状・材質

ケース材質：
ステンレス

質量：
3.4 kg（バッテリーパック含む）
2.2 kg（バッテリーパック含まず）

取付方法：
壁取付け。
バッテリーパックを上にして地面に対して垂直に
なるように取り付けます。

□ 機能仕様

電磁弁操作機能：
バルブアクチュエータを動かす電磁弁を駆動する
信号を DO 端子から出力します。DI 端子にはバル
ブの開閉を検知する機器が接続され，開閉動作が
正しく行われていることを監視しながら駆動信号
を出力します。
組合せアクチュエータ：

単動形アクチュエータ（エアレスクローズ仕様）

接点入力機能（DI 端子）：
リミットスイッチの接点信号を入力します。
点数：6（単動形アクチュエータでは，2 点を使用

してください）
形式：無電圧接点入力
ON 抵抗：600 Ω以下
OFF 抵抗：100k Ω以上
接点 ON 時電流 (TYP)：5 mA

電磁弁駆動機能（DO 端子）：
電磁弁が内蔵するラッチング型ソレノイドを駆動
する信号を出力します。駆動回路は安全保持器相
当の機能を内蔵しています。
点数：4（単動形アクチュエータでは，2 点を使用

してください）
形式：電圧出力
出力電圧：20.4 V（無負荷時）
出力電流：34 ～ 36 mA *

*： 「■危険場所における組合せ可能機器 □ DO 端子」
記載の，動作確認した電磁弁を駆動した場合。

出力信号（COMM 端子）：
本製品と FN110 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：2 ピース構造 5 極コネクタ
接続ケーブル：専用ケーブル

電源供給 (COMM 端子 )：
FN110 への電源供給
供給電圧：3.5 V
供給電流：50 mA max.

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，接
続機器データ，異常時アラームメッセージ

押しボタンスイッチで表示の 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，バルブ開閉操作
異常，メモリ異常，バッテリー残量，周囲温度監視
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■ 形名およびコード一覧

形名 コード 仕様
FN910 .................................................................................................. フィールド無線用電磁弁操作モジュール

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

組合せアクチュエータ -A....................................... 単動形アクチュエータ

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

付加仕様コード / □付加仕様

■ 付加仕様／防爆

項目 仕様 コード
TIIS 防爆規格 *1*2 TIIS 本質安全防爆 本体　Ex ia IIB T4 *3 

リミットスイッチ / 圧力スイッチ　Ex ia IIC T4 X
電源 バッテリーパック (F9094UC) 4 個 DC28.8 V
接点回路 (DI 端子 )
 Uo：12.6 V，lo：15.7 mA，Po：49.5 mW 
負荷回路 1 ～ 4(DO 端子 )  IIB
 Uo：21.42 V，Io：84.7 mA，Po：561.4 mW，Lo：2.75 mH，Co：0.10 µF
アンテナ回路 (COMM 端子 )  IIC
 Uo：5.88 V，Io：252 mA，Po：570 mW，Lo：20.3 µH，Co：43 µF
周囲温度 -20℃ ～ 70℃
耐電圧 以下に耐える耐電圧性能を有する。
 回路 - 筐体間：500 VAC (50/60 Hz)，1 分間，漏れ電流  5 mA 以下
保護等級 IP20
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 TC20971

JS37

*1: 塵埃および風雨にさらされる屋外に設置する場合には，本製品を適切な防塵防水性能を備えた金属製ボックスに収納して
ください。

*2: 本製品はリミットスイッチ（LX7000 または VCX-700）および圧力スイッチとの組合わせで防爆検定に合格しています。 
TIIS 防爆規格を選択する場合には，付加仕様／リミットスイッチ（/ES □□□）を必ず指定してください。

*3: 本製品は防爆電気機器のグループ IIB に分類されます。IIA または IIB の機器が対応する雰囲気に設置してご使用ください。 
組み合わせて使用可能な機器は「■危険場所における組合せ可能機器」を参照してください。

■ 付加仕様／リミットスイッチ

項目 仕様 コード

1LX7001-JK*1*2 ヘッド形状：ローラレバー，アクチュエータ：標準ローラレバー，
ケ－ブル引き出し：G1/2，接点材質：金めっき 2 個付 ES012

1LX7001-RK*1*2 ヘッド形状：ローラレバー，アクチュエータ：標準ローラレバー，
ケ－ブル引き出し：安全増パッキン *4，接点材質：金めっき 2 個付 ES022

2LX7001-RK*1*2 ヘッド形状：プランジャ，アクチュエータ：プランジャ
ケーブル引出し：安全増パッキン *4, 接点材質：金めっき 2 個付 ES322

VCX-7001-JK*1*3 動作：センターニュートラル形，アクチュエータ：標準ローラレバー，
ケ－ブル引き出し：G3/4，接点材質：金合金 1 個付 ES711

*1: アズビル株式会社製リミットスイッチです。詳細仕様については，アズビル株式会社のホームページをご覧ください。
*2: 「付加仕様コード／防爆」の「リミットスイッチ（LX7000）」に対応します。
*3: 「付加仕様コード／防爆」の「リミットスイッチ（VCX-700）」に対応します。
*4: アズビル株式会社製の防爆用パッキンコネクタが必要です（お客様ご用意）。接続する配管，ケーブルに合わせて手配し

てください。詳細はアズビル株式会社のホームページをご覧ください。
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■ 付属品

品名 数量 仕様
リモートアンテナケーブル 1 3 m，FN110 取付けブラケット

スプリング式端子台 2 4 極，DO コネクタ

スプリング式端子台 1 5 極，COMM コネクタ

スプリング式端子台 2 6 極，DI コネクタ

■ アクセサリ

品名 部品番号 仕様
バッテリーパック * F9094UC 塩化チオニルリチウム電池 2 本内蔵，電池交換不可

* : 本製品 1 台あたり 4 個使用します。

2017.06.30-00
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■ 外形図
□ 本体

4-M5取付ねじ用穴

DI コネクタ（CN1）

DI コネクタ（CN2）

接地端子

DO コネクタ（CN4）

DO コネクタ（CN3）

COMM コネクタ（CN5）

押しボタン
スイッチ1

押しボタン
スイッチ2

赤外線ポート

押しボタン
スイッチ4

押しボタン
スイッチ3

バッテリーパック
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33.9 70.9

F01.ai
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□ リモートアンテナケーブル

FN910接続配線

Ø8.7±0.2

30
00

50

FN110接続コネクタ

F02.ai

配線色 信号
無色透明 筐体接地

黒 信号接地

赤 電源電圧

青 送受信データ＋側

白 送受信データ－側

単位：mm

単位：mm
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□ FN110 取付ブラケット

・2B 水平パイプ取付

19
1

FN110

リモートアンテナ
ケーブル

取付ブラケット

2Bパイプ

88

80

40

14
8

47

56

20

93
F03.ai

※ FN110 は別売りです。

・2B 垂直パイプ取付

93
20

56

リモートアンテナ
ケーブル

FN110

20922

184

取付ブラケット

2Bパイプ

80

F04.ai

※ FN110 は別売りです。

単位：mm

単位：mm
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● 機器構成図

BA

P

バルブ
アクチュエータ*1

電磁弁

FN110

FN910

清浄乾燥空気

開側リミットスイッチ

閉側
リミット
スイッチ

空気配管*2

バルブ

SOL.aCOMM DI

DO

SOL.b

F05.ai

*1 : バルブアクチュエータは，お客様で選定した機器を使用してください。
*2 : 空気回路は，使用する機器の仕様に合わせて設計してください。

● 端子配線図

F06.ai

+

-

+

-

+

-

開側
リミット
スイッチ*3

閉側
リミット
スイッチ*3

IN1

IN2

IN3

接地

FN110

リモートアンテナケーブル(付属品)

FG

SG

PS

無色
透明

黒

赤

青

白

FNシリーズ用デジタル通信

DTP

DTN

電磁弁駆動出力2
（未使用）

+

-

+

-

OUT1

OUT2

A+

A-

B+

B-

電磁弁駆動出力1

*4

電
磁
弁SOL.b

SOL.a

（未使用）

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

CN1
*1*2

CN2
*1*2

+

-

+

-

+

-

+

-

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

CN3 *1*2

CN4 *1*2 FG

SG

PS

CN5
*2

DTP

DTN

DI DO COMM
(DIコネクタ) (DOコネクタ) (COMMコネクタ)

接点入力2
（未使用）

接点入力1

*1:  すべてのコネクタのマイナス端子同士は接続されています。
*2:  コネクタは，本体に固定されたソケットと取り外し可能なスプリング式端子台（付属品）とで構成されます。
*3:  リミットスイッチの NC 端子は使用できません。リミットスイッチの動作が以下になるように設置，配線してください。

バルブアクチュエータ

リミットスイッチ
開状態 中間状態 閉状態

開側 ON OFF OFF
閉側 OFF OFF ON

*4:  他機器と FN910 の接地配線を共用しないでください。

2017.08.18-00
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■ 危険場所における組合せ可能機器

□ DI 端子
付加仕様コード／リミットスイッチから選択して
ください。

□ DO 端子
次の条件を満足する電磁弁を接続します。

・  ソレノイド： ラッチング型，定格 12 V DC，34 ～ 
36 mA

・ 防爆構造：ia，電気機器グループ：IIA または IIB
・ DO 端子の本安パラメータに適合

弊社で動作確認した電磁弁は次のとおりです。
・ 甲南電機株式会社製 454D202M-YI 

□ COMM 端子
弊社製 FN110 を接続します。
防爆仕様の製品を使用してください。

＜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）
  Tag No. が英数字で，かつ 16 字（「－」ハイフ

ンと「_」アンダースコア を含む）以内の場合
に限り，銘板へ印字します。

＜関連機器＞

フィールド無線システム概説： GS 01W01A01-01JA
フィールド無線用通信モジュール FN110：
 GS 01W03B01-01JA
フィールド無線用管理ステーション YFGW410：
 GS 01W02D01-01JA
フィールド無線用アクセスポイント YFGW510：
 GS 01W02E01-01JA
フィールド無線用アクセスポイント YFGW520：
 GS 01W02E02-01JA
FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア：
 GS 01R01A01-01
総合機器管理（PRM）： GS 30B05A10-01JA

＜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。
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