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SC150
パネルマウント形導電率変換器

GS 12D10C01

GS 12D10C01
2000. 9 初版（YK）

本製品は外国為替および外国貿易管理法による規制対象品です。
日本国外に持ち出す際には日本国政府の許可が必要です。

■ 概　　要
SC150 パネルマウント形導電率変換器は，導電率検
出器と組み合わせて，プロセス液の導電率または抵抗
率を連続的に測定する際に使用する変換器です。ご好
評をいただいていますEXAシリーズとほぼ同じ機能を
搭載していますので，幅広いアプリケーションに対応で
き，メンテナンス性，操作性，設置コストを考慮した導電
率変換器です。
SC150 パネルマウント形導電率変換器は，96×96の
パネル取付ができるようにコンパクトで，奥行きも121mm
と省スペースな設計となっています。前面の操作部は防
水形構造に適合した設計となっていますので，パネルに
取りつけられた状態であれば，濡れた手での操作が可
能であり，多少の水がかかっても問題ありません。また，
表示部には320×240ドットサイズのバックライト付きグラ
フィカルLCDを採用していますので，測定値の表示はも
ちろんのこと，トレンドグラフや設定時の説明などが大き
な文字でかつ鮮明に表示され，読取が簡単です。また，
タッチスクリーン方式を採用し，LCDに操作画面が表示
されますので操作も簡単です。

■ 特　　長
・96×96パネルマウントタイプのコンパクト設計
・320×240ドットサイズのグラフィカルLCD表示
・操作は対話形のタッチスクリーン方式(保護カバー
付き)

・トレンドグラフが表示可能
・NaCl温度係数またはマトリックス(10×10)を使用
してのプロセス温度補正が可能

・検出器の診断機能搭載
・奥行きが100mm(除く端子台)とスリム
・前面の操作パネルはIP65  ( J I S  C 0 9 2 0  耐水形，
NEMA 4X相当)の防水構造

■ システム構成

 導電率検出器およびホルダ 変換器�

�SC 4A SC 8SG

SC4AはGS12D08F03をご参照ください。
SC8SGはGS12D8C1をご参照ください。
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■ 仕　　様
入力仕様：
導電率入力；2電極式検出器または4電極式検出器
温度入力　；以下の5種類の温度センサが入力可能

Pt1000，Pt100，Ni100，Pb36，8.55k
入力レンジ：
導電率：0.000μS/cm～1000mS/cmまたは0.0μS/m～

100.0S/m(基準温度25℃にて)
最小値；1μS×C(プロセス温度にて)
最大値；500mS×C(プロセス温度にて)

Cはセル定数
抵抗率：0.000kΩ・cm～999MΩ・cmまたは0.00Ω・m

～9.99MΩ・m(基準温度25℃にて)
最小値：0.002kΩ/C (プロセス温度にて)
最大値：1MΩ/C (プロセス温度にて)

 Cはセル定数
温　度：Pt1000；－20～250℃

Pt100，Ni100；－20～200℃
Pb36；－20～120℃
8.55k；－10～120℃

(ただし，使用する電極により，測定レンジは制限されます。)
出力レンジ：

導電率：最小スパン0.1μS/cm 最大スパン1000mS/cm
(ゼロサプレッション最大90%)

抵抗率：最小スパン0.001kΩ・cm 最大 スパン999MΩ・cm
(ゼロサプレッション最大90%)

温度；最小スパン 25℃，最大スパン 250℃
(注) 出力レンジの設定はこの範囲外でも設定可能です

が，スパンを小さくしすぎると微少の変化で出力が
大きく変動しますので，設定しないでください。

出力信号：2出力，4～20mADC(－側は共通)
2出力はそれぞれにレンジおよび温度係数が
個別に設定可能
最大負荷抵抗；600Ω
FAIL 信号として22mA (バーンアップ)または
3.9mA (バーンダウン)の設定が可能

接点出力：
警報種類：上下限警報，USP23，FAIL 警報
警報動作：ON/OFF 出力またはP/PI/PIDコントロール

ヒステリシス，遅延時間が設定可能
接点形式：リレー接点出力 (無電圧接点)
接点容量：250V AC, 5Aで最大100VA
　　　　　250V DC, 5Aで最大50W

接点入力：リモートレンジ切替(設定レンジの10倍)また
は導電率値1から2への切替

基準温度換算：
補正なし，NaCl係数，任意の係数(α)，マトリックス
(温度10点×導電率値10点)
(2出力にそれぞれ異なる温度係数を設定可能)
基準温度；任意に設定

校 　正：サンプルに合わせる手動校正
表 　示：320×240ドットサイズのタッチパネル付き

グラフィカルLCD表示
表示項目：導電率値1，導電率値2，抵抗率1，抵抗率2，

濃度1，濃度2，温度，分極率
　(注) 1および2は異なる温度係数を使用した時に有効

診断項目：センサ異常，温度異常，測定範囲異常
P/PI/PIDコントロール時間異常

周囲温度：－20～55℃
保存温度：－30～70℃
相対湿度：10 ～90%RH(結露しないこと)
構　　造 ：パネル部；IP65(JIS C0920 耐水形，NEMA 4X

相当)
本体；IP20

材　　質：変換器ケース；ステンレス鋼(SUS304相当)
（塗装なし）

パネル部；ポリカーボネート（黒）
パネルカバー；ポリカーボネート（透明）

重　　量：約0.75kg
電　　源：100～240V AC，50/60Hz
消費電力：最大8VA
性 　能：(変換器に模擬入力を入力した場合の性能)

導  電  率； 直線性 ≦スパンの±0.5 % ±0.02 mA
繰返性 ≦スパンの0.5 % ± 0.02 mA

抵  抗  率； 直線性 ≦スパンの±0.5 % ±0.02 mA
繰返性 ≦スパンの0.5 % ±0.02 mA

温　　度； 直線性 ≦±0.3℃ ±0.02 mA
繰返性 ≦0.3℃ ±0.02 mA

温度補正； NaCl係数 ≦スパンの1 %
マトリックス ≦スパンの3 %

周囲温度の影響；スパンの0.05 %/℃

■ 形名とMSコード一覧

パネルマウント形�

導電率変換器�

100～240V AC�

日本語または英語*1�

常に-AA

SC150�

�

電源電圧�

言語�

 -A�

      -J�

           -AA

*1：日本語と英語は設定で切り換え可能です。�

 形名 基本コード 付加コード 仕　　様�
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■ 結線図

POWER SUPPLY OUTPUTS

100-240VAC/10VA

CONTACTS INPUTS
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     100VA/50W
接点入力�

感電注意� 取説参照�

高電圧� 信号�

mA1出力�
（4－20mA DC）�
mA2出力�
（4－20mA DC）�

電源�

接点出力�
電極入力�

*1
*1

*1：シールドケーブルをご使用ください。�

■ 外形図
単位：mm

96

96

25 118

(121)

96

120
+0.5
  0

92
+0.5
  0

11
0

+
0.

5
  0

92
+

0.
5

  0

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。

パネルカット寸法
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