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■ 概要
密度はあらゆるプロセスで、貴重な指標となります。
高感度、高安定の密度計があれば、従来適当なオンラ
イン分析計がなかったために勘に頼ってきた操業を
自動化し、省力、省資源、省エネルギーさらに高品質、
品質安定化に結びつけることができます。横河電機
は、これらのニーズにこたえて、1967 年に VD6 形振
動式液体密度計を開発し、高感度、高安定の密度計
として好評を博してまいりました。
変換器にはマイクロプロセッサを搭載、検出器から
の周波数信号をダイレクトに密度値に変換し表示し
ます。さらに、ワンタッチ校正、自己診断およびシ
リアル通信出力（RS-232C）など使いやすさに優れた
各種機能が盛り込まれています。

■ システム構成

VD6SM形
サンプリング装置

VD6D形
VD6DF形 検出器
VD6DS形

DM8C形
変換器

DM8W形
専用ケーブル
最大 2km 伝送器信号

■ 標準仕様

1. 総合仕様
測定対象：	 溶液の密度
測定原理：	 振動式密度測定法
測定範囲：	 密度：	0.5 ～ 2.0	g/cm3

温度：	 -10 ～ 100℃
検出器～変換器間距離：2	km以内
電源：	 90 ～ 132	V	AC ま た は 180 ～ 264	V	

AC、50/60Hz
消費電力：	 20	VA

2. 検出器
（注）本器は、HCl、H2SO4、HNO3 など腐食性の大きい溶液、

スラリ、スラッジなどを含む溶液、付着性溶液の測定
には使用できません。なお、NaOH溶液の場合は必ず
Ni 振動子の検出器をご使用ください。

(1) 一般用検出器　VD6D 形
本体構造：	 非防爆、防雨構造
ケース材質：	アルミ合金鋳物
ケース塗色：	ジェードグリーン
	 （マンセル 7.5BG4/1.5 相当）
ケース塗装：	エポキシ樹脂焼付塗装

接液部材質：
振動子取付け基盤：	 SUS316
振動子：	 SUS316、またはニッケル（金ロウ

付け：BAu･4）
測定液温度：	-10 ～ 100℃
測定液圧力：	2	MPaG
耐圧：	 4.9	MPaG
スチームトレース：	可
プロセス接続口：	 Rc1/4
電気配線口：	G3/4 めねじ
取付：	 50A パイプ取付
周囲温度：	 -10 ～ 50℃
質量：	 約 12	kg

(2) 耐圧防爆形検出器　VD6DF 形
本体構造：	 d2G3 耐圧の防爆構造
本体構造以外は、(1)	一般用検出器　VD6D形と同じ。

(3) サニタリ用検出器　VD6DS 形
プロセス接続口：	 6A パイプ接続用特殊接手
	 	 （ガスケット有）
接液部材質：	一般用に追加
ガスケット：	フッ素樹脂（PTFE）
Oリング：	 フッ素ゴム（FKM)
スチームトレース：	不可
上記以外は、(1) 一般用検出器　VD6D形と同じ。
ただし、測温体保護管部は、取りはずし可能な構造です。

本書内で他社商品名を記載する場合がありますが、TM/	® マーク等の表記はしておりません。

 変換器  検出器

ご注意
●接液部材質を十分確認してください。プロセス流体の特
性によってはプロセス流体が漏洩し、設備に甚大な影響
を与える可能性があります。製品の接液部構造について
少しでもご不明な点は必ずお問い合わせください。
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3. 変換器　DM8C 形
表示部：	 デジタル表示、LED5 桁
表示内容：	 基準温度（中心温度）換算後の密度	

（g/cm3）
	 測定温度における密度（g/cm3）
	 測定液の温度（℃）
	 校正液の密度設定値（g/cm3）（呼出し表示）
	 校正液の温度係数設定値（× 10-5	g/cm3/℃）

（呼出し表示）
	 出力信号の設定値（%）（呼出し表示）
	 出力レンジの下限設定（g/cm3）（呼出し表示）
	 出力レンジの上限設定（g/cm3）（呼出し表示）
	 基準温度（中心温度）の設定値（℃）	

（呼出し表示）
	 測定液の温度係数設定値（× 10-5	g/cm3/℃）

（呼出し表示）
	 異常内容表示
出力信号：	 アナログ出力；4～ 20	mA	DC
	 （負荷抵抗 550 Ω以下）および
	 0-1	V	DC（負荷抵抗 250	k Ω以上）、

絶縁出力基準温度に換算した後の密度
（g/cm3）

	 シリアル通信出力；RS-232C
	 非同期方式（出力のみ）
	 伝送速度：1200	bps
	 伝送コード：ASCII
	 データ長：8ビット
	 データ：
	 基準温度に換算した密度（g/cm3）
	 測定温度における密度（g/cm3）
	 測定液温度
	 校正状態
	 フェイルアラーム

出力信号のスパン：
	 0.05 ～ 0.5	g/cm3 の間で設定可能
基準温度の設定範囲：
	 0 ～ 100℃（1℃ステップで設定可能）
異常時接点出力：1点、異常時：閉、正常動作時：開
許容電圧；	 220	V	DC、250	V	AC
許容電流；	 2	A
接点許容電力；60	W

異常検出内容：検出器異常、変換器異常など
異常出力：
アナログ信号；出力信号スパンの約 -10%にダウン
デジタル信号；エラーメッセージ出力

出力信号ホールド：
	 CALモードおよびMAINTENANCEモード時

ホールド
温度係数の設定範囲：	 0 ～ 0.002	g/cm3/℃で可変
校正方法：	 ワンタッチ校正（1点校正または2点校正）

2015.12.07-00

周囲温度：	 -10 ～ 55℃
電源：	 90 ～ 132	 V	 AC、180 ～ 264	 V	 AC、

50/60Hz
ケースの構造：	防塵防雨構造
EMC適合性：	韓国電磁波適合性基準	Class	A

塗色：
ドア；	 2.8GY6.4/0.9 相当
ケース；	 2.0GY3.1/0.5 相当
塗装：	 エポキシ樹脂焼付
取付：	 パネル取付、壁取付または 50A パイ

プ取付
エアパージコネクタ：	 Rc1/8
	 Rc1/4 または 1/4NPT めねじも可
	 （オプション）
電気接続口：	Φ 27 × 5個
	 JIS	A15相当プラスチック水防栓（4個）

および JIS	A20 相当プラスチック水防
栓（1個）付属

質量：	 約 7.0	kg

4. 専用ケーブル　DM8W 形
形式：	 6 芯 2重シールドケーブル
絶縁体：	 ポリエチレン
シール材：	 ビニール
絶縁抵抗：	 1000	M Ω /km
導体抵抗：	 15.31 Ω /km
仕上外径：	 15.8	mm
質量：	 約 0.3	kg/m

5. サンプリング装置　VD6SM 形
外形寸法：	 約 400（幅）× 400（奥）× 1350（高）	mm
塗装：	 グレー、エポキシ樹脂焼付塗装（マ

ンセルN7相当）
接液部材質：	SUS316、4 ふっ化エチレン樹脂 ( 流

量計、圧力計およびストレーナ部の
ガスケット )、Ni（ストレーナエレメ
ント /FN の場合）

プロセス条件
入口温度：	0 ～ 100℃
(注 )	測定液の温度が 100℃に近いときは、レンジ

0-150℃の温度計付きを指定します。
入口圧力：	 0 ～ 1	MPa、または 0～ 2	MPa
入口側と出口側の差圧：0.1	MPa 以上
流量：	 1 ～ 10	L/min
質量：	 約 80kg
プロセス配管接続方式：
	 ねじ結合式、フランジ接続式また

は溶接ソケット式（p7参照）

한국 전자파적합성 기준
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TI

F

FM

NV1

PI

NV2

DD

NV3

NV4BV1

エレメント仕様
F： ストレーナ本体；SUS316
 エレメント；SUS316、またはNi（付加コード：/FNの場合）
PI： 圧力計、0-1MPaまたは0-2MPa、SUS316
TI： 温度計、0～100℃または0～150℃、SUS316
FM： 流量計、金属管式1～10 L/min、SUS316
BV： ボール弁、SUS316
NV： ニードル弁、SUS316
DD： 密度検出器

入口

出口

サンプリング装置系統図

( 注 )	このサンプリング装置は、食品用アプリケーショ
ンに使用することはできません。食品用アプリケー
ションに使用したい場合は、別途ご相談ください。

■ 特性（検出器、変換器組合せ後の総合特性）
繰返し性：	 5×10-4	g/cm3（シリアル通信出力の場合）
	 スパンの 1%（アナログ出力の場合）
直線性：	 スパンの± 0.5%（スパン 0.2	g/cm3

以下のとき）
	 スパンの± 1%（スパン 0.2	g/cm3 を

超えるとき）
温度特性：	 スパンの± 0.5%/ ± 10℃（測定液温度

および検出器温度変化の補償誤差）
流量特性：	 0 ～ 5	L/min でスパンの± 0.1%
圧力特性：	 ± 0.0005	g/cm3/ ± 98	kPa
粘度誤差：	 0 ～ 1500	cP でスパンの± 0.1%

■ 標準付属品

検出器（VD6）
注射器（標準液、溶剤注入用） 1個

ブラシ（検出器掃除用） 1個

端子箱用 6角レンチ 1個

カバーロック用 6角レンチ 1個

Oリング 1組

シリカゲル 2包

変換器（DM8C）
変換器用ヒューズ（3A） 1個

フェライトコア	*1 2個

結束バンド	*1 4本

*1:	/KC のみ

■ 形名およびコード一覧

1. 検出器
(1) 一般用検出器

形　名 基本コード 付加コード 仕　様

VD6D ••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計
一般用検出器

振動子
材質

-S3
-N1

•••••••••••••••
•••••••••••••••

SUS316
ニッケル

― *B ••••••••••••••• スタイル B

(2) 耐圧防爆形検出器

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
VD6DF ••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計

耐圧防爆形検出器

振動子
材質

-S3
-N1

•••••••••••••••
•••••••••••••••

SUS316
ニッケル

― *B ••••••••••••••• スタイル B

(3) サニタリ用検出器

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
VD6DS ••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計

サニタリ用検出器

振動子材質 -S3 ••••••••••••••• SUS316
― *B ••••••••••••••• スタイル B

2. 変換器

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
DM8C ••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計変換器
電源 -A1

-A2
•••••••••••••••
•••••••••••••••

90 ～ 132V	AC、50/60Hz
180 ～ 264V	AC、
50/60Hz

― *D ••••••••••••••• スタイルD
付加仕様
エアパージコネクタ

/AP1
/AP2
/KC

Rc1/4
1/4NPT めねじ
韓国向け *1

*1:	韓国で使用する場合は、必ず選択してください。

3. 専用ケーブル

形　名 基本コード 付加コード 　仕　様
DM8W ••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計

専用ケーブル

ケーブル長 -L □□□□ ••••••••••••••• 長さ（単位：m）
― *A ••••••••••••••• スタイル A

（注）	-L □□□□には、ケーブルの長さをm単位で記入
してください。最長 2	kmです。

	 ［例］	 50	ｍのとき：	 L0050
	 		 100	ｍのとき：	 L0100

	 		 2	kmのとき：	 L2000

2015.12.07-00
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4. サンプリング装置

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
VD6SM ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 振動式液体密度計サンプリング装置 *1

配管接続 -JPT
-10K
-20K
-150
-300
-151
-301
-WST

•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••

Rc1/2
JIS	10K	15	RF	フランジ
JIS	20K	15	RF フランジ
ANSI	Class	150	1/2	RF	フランジ
ANSI	Class	300	1/2	RF	フランジ
JPI	Class	150	1/2	RF	フランジ
JPI	Class	300	1/2	RF	フランジ
1/2B	ウェルディングソケット

圧力計レンジ -PG10
-PG20
-PK10
-PK20

•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••

1MPa
2MPa
隔膜式圧力計、1MPa
隔膜式圧力計、2MPa

温度計レンジ -T100
-T150

•••••••••••••••
•••••••••••••••

0 ～ 100℃
0～ 150℃

― *B ••••••••••••••• スタイル B

付加仕様
ストレーナエレメント材質

/ST
/FN

スチームトレース *2
ニッケル *3

*1：	 VD6SMサンプリング装置は、検出器が含まれていません。別途手配してください。
	 	 このサンプリング装置に組み込める検出器は、VD6Dと VD6DFです。
	 	 振動式密度計システムとしては、他に変換器および専用ケーブルが必要です。
*2：	スチームトレースが必要な場合は、隔膜式圧力計を選択してください。

*3：	NaOH（30%以下）を含む溶液の場合、必ずニッケルエレメントを選択してください。

■ 結線図

A2 N.C
アラーム

C

（赤） A2

A3 （青） A3

A4 （黄） A4

A6 （茶） A6

A5 （緑） A5

B4 （白） B4

B5 （灰） B5

G
G

検出器 変換器専用ケーブル *1

SG

RS-232CRD

TD

＋
0-1V DC

−

＋
4-20mA DC

−

異常検出時および
電源断時に"閉"

・基準温度換算後
  の密度信号

・基準温度換算前
  の密度信号

・温度信号

基準温度換算後の
密度信号

電源

L1 L2

*1 :  付加仕様 “/KC” を選択した場合は、必ず専用ケーブルの両端に付属のフェライトコアを装着してください。

2015.12.07-00
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■ 外形寸法
1. 検出器
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位:mm
一般用および耐圧防爆形検出器　VD6D、VD6DF 形

246

100

192

ø1
10

10
4 15

3

34
2

10
0

78

20
0

58

ø160

146

ø116

ø74
Rc1/4
サンプル入口

スチーム接続口　Rc1/4

サンプル出口　Rc1/4

50Aパイプ

電気配線引込口

（水平または垂直）

G3/4

サニタリ用検出器　VD6DS 形

*1： サンプル出入口への配管は、先端に6Aパイプを溶接して行います。
　    配管はグランドを緩めることにより取り外し可能です。

246

100

192

ø1
10

10
4 15

3

グランド

サンプル入口 *1

166

34
5

10
3

73

20
0

サンプル出口 *1 

50Aパイプ
（水平または垂直）

電気配線引込口
G3/4

58

ø160

146

ø116

ø74

2015.12.07-00
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2. 変換器　DM8C 形
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位:mm

23

14

31
35

27
2

240

183
138
116

200

28
8

34 34 34 34

212±1 222

27
5±

1

2-ø9穴
または
M8ねじ

配線用穴（5-ø27）
（ゴムプラグ付）

パージ空気出口
（シール付）

取付パイプ
（50A）

パイプ取付用金具

パージ空気入口　Rc1/8 *1

取付金具（パネル取付、パイプ取付、壁面取付兼用）

取付パネル厚
Max. 12

*1： ご指定があった場合は、Rc1/4または1/4NPT（めねじ）コネクタ付加。

パネルカット寸法 壁面取付寸法

3. 専用ケーブル　DM8W
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位:mm

YELLOW

B4

B5

A4

A2

A3

A5

A6

B4

B5

A2

A3

A4

A5

A6

A B

ø15.8

(灰)

(黄)

(茶)

(赤) (赤)

(白) (白)

(青) (青)

(緑) (緑)

(茶)

(黄)

(灰)

130(Aから)

密度検出器側

(Bから)100

密度変換器側

(Bから)
80

(Bから)
120

(Bから)
110

(Bから)100

(Bから)90

(Bから)80

110(Aから)

110(Aから)

110(Aから)

60(Aから)

60
(Aから)

60
(Aから) 寸法指定

 -L□□□□（注）

（注）-L□□□□は、ケーブル長をメートル単位で指定します。
　　例：50mの場合、 -L0050
　　　　100mの場合、-L0100
　　　　2kmの場合、 -L2000

2015.12.07-00
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4. サンプリング装置　VD6SM 形
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位:mm

400270

50
50300

400アンカ
ボルト用

4 - ø15穴

温度計

密度検出器

圧力計

1350

約407

34

L

サンプル
出口

スチーム
入口 *1
サンプル
入口

100 200

150

200

125 150

（ウェルディング
　ソケット接続）

（フランジ接続）

L (100)

復水出口 *1

（注）図では、スチームトレース管
　　（保温材を含む）が
　　省略されています。

流量計

P P

矢視図　P-P
(スチームトレースのみ) *1

スチーム
トラップ *1

*1： スチームトレース付き
　   の場合のみ

ストレーナ

形名コード 配管接続部規格 L
VD6SM	-	JPT	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B Rc	1/2	めねじ 0

VD6SM	-	10K	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B JIS	10K	15	RF	フランジ 100

VD6SM	-	20K	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B JIS	20K	15	RF	フランジ 100

VD6SM	-	150	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B ANSI	Class	150	1/2	RF	フランジ 100

VD6SM	-	300	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B ANSI	Class	300	1/2	RF	フランジ 100

VD6SM	-	151	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B JPI	Class	150	1/2	RF	フランジ 100

VD6SM	-	301	-	P □□ 0	-	T1 □ 0*B JPI	Class	300	1/2	RF	フランジ 100

VD6SM	-	WST	-	PG □ 0	-	T1 □ 0*B 1/2	B	ウェルディングソケット 100
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振動式液体密度計　御引き合い仕様書
横河電機の振動式液体密度計のお引き合いをいただき、誠にありがとうございます。該当する□内にチェック ( ﾚ）
を入れ、空白部分には所定の事項を記入の上ご照会くださいますよう、お願いいたします。

一般事項
御社名：	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御担当者：	 　　　　　　　　　　　　　　　　	　　　　
御所属：	 　　　　　　　　　　（TEL.　　　-	　　　-　　　　	)
プラント名：	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
装置名：	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
測定個所：	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用目的：	 □指示	 □記録	 □警報	 □制御
電源：	 　　　　　V	AC、　　　　　　Hz

測定条件
（1）測定液名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）測定液成分：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（3）液　温：	　　　　　　　　～　　　　　　　　、通常　　　　　　　［℃］
（4）液　圧：	　　　　　　　　～　　　　　　　　、通常　　　　　　　［kPa］
（5）流　量：	　　　　　　　　～　　　　　　　　、通常　　　　　　　［L/min］
（6）流　速：	　　　　　　　　～　　　　　　　　、通常　　　　　　　［m/s］
（7）スラリまたは汚れ成分：	 □無	　　　□有り　　　　　　　　　　　　
1、　　　　　　　　　約　　　　　　　　　mg/L
2、　　　　　　　　　約　　　　　　　　　mg/L
3、　　　　　　　　　約　　　　　　　　　mg/L

（8）その他：	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設置場所
（1）周囲温度：約　　　　　℃
（2）設置場所：□屋内　　　	□屋外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（3）その他：	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご要求仕様
（1）測定レンジ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）振動子材質：□ SUS316　　　□ニッケル
（3）検出器～変換器間ケーブル長：　　　　　m
（4）サンプリング装置：□無　　　□有り　VD6SM
（5）その他：	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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