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■ 概要
本パルス積算器は、発信装置付電力量計の出カパル
スを取り込み、積算電力量に変換するものです。
通信インタフェース (RS-485)を介してPC(パソコン )、
あるいは PLC で積算電力量を監視することが可能で、
電力モニタとともに電力計測システムの構築が可能
となります。
・	本器は最大 8点のパルスを取り込み、入力毎にパ
ルス定数を設定することにより積算電力量に変換
し、その積算電力量を通信インタフェース (RS-485)
にて伝送可能です。

・	本器は 15 台まで増設することが可能であり、最大
120 点まで計測できます。

・	汎用の PC( パソコン ) あるいは PLC から本器の設
定 ( 積算開始、停止、リセット ) および PC で積算
電力量の監視が行えます。
	 PC、PLC の通信インタフェースが RS-232C の場合
は当社のML2(RS-232C/RS485 変換器 ) が必要とな
ります。

・	プラグイン方式を採用しており、壁取付、DIN レー
ル取付が容易に行えます。

■ 形名および基本仕様コード

形名

通信プロトコル
1：パソコンリンク(チェックサム無し)
2：パソコンリンク(チェックサム有り)
3：MODBUS(RTU)
4：MODBUS(ASCII)

通信ボーレート
1：300 bps
3：1200 bps
4：2400 bps
5：4800 bps
6：9600 bps

供給電源
2： 100～240V AC

PR488-A -2

ご注文時指定事項
・形式コード：( 例 )	PR488-A16-2

■ 入力仕様
入力信号：	 無電圧接点（またはオーブンコレクタ)	

8 点
信号形態：	 ON：200 Ω以下、OFF：100	kΩ以上
接点容量：	 15V	DC	15mA以上
パルス幅：	 10	ms 以上
パルス周期：	20	ms 以上
パルス休止期問：10	ms 以上

■ 通信仕様
通信インタフェース：	 RS-485
伝送距離：	 最大約 1.2km
接続方式：	

1.	ケーブル A(-)、B(+)、SG、シールド
A(-)、B(+)：平衡形ツイストペア線
	 マルチドロップ接続、最大15台接続可、
他の機器と共通の通信ライン使用の場
合、機器の合計は最大31台まで接続可。
2.	終端抵抗	120	Ω ( 両終端 )

伝送方式：	 半 2重通信
プロトコル：	パソコンリンクとMODBUS、下表に

よる。

項目 内容
プロトコル パソコンリンク MODBUS

伝送モード他 チェック
サムなし

チエック
サムあり

R T U
モード

A S C I I
モード

ステーションアドレス 1~	15
ポーレート 9600,	4800,	2400,	1200,	300	bps

パリティ 無
データ長 8 ビット 7ビット

ストップビット 1 ビット

・	パソコンリンク通信：パソコン、FA-M3( 当社製 )
の UT リンクモジュールとの通信プロトコル

・	MODBUS 通信：同左プロトコル装備機器との通信用
	 上位機器はレスポンス受信からメッ

セージ送信まで 100msec 以上の待ち
時間が必要です。（当社製パソコンソ
フトウェアGateMODBUS は使用でき
ません）
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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。

■ 機能仕様
積算電力量演算機能

積算電力量（Wh）＝ ×1000
積算した入力パルス数

パルス定数

積算電力量演算範囲：0～ 4,294,967,295Wh
スケールオーバー時は 0Whから積算を継続し

ます。
積算開始 /停止機能：
入力毎にパルスの積算開始 /停止可能

積算電力量リセット機能：
入力毎に積算電力量をゼロにリセット可能

積算電力量スケールオーバーチェック機能：
入力毎に積算電力量がスケールオーバーした

かチェック可能
バルス定数設定機能：
入力毎にパルス定数を設定可能
パルス定数設定範囲：1 ～ 1,048,575pulse/

kWh
メモリバックァップ機能：

積算電力量および設定値は停電時もバツクァ
ツプ

■ 表示仕様
電源状態表示 LED：

電源OFF：消灯、運転状態：点灯
通信状態表示 LED：

通信待機中：消灯、通信中：点滅
パルス入力状態表示 LED：

パルス入力なし：消灯、INPUT1 ～ 8 のパルス
入力中：点滅

■ 基準性能
絶縁抵抗：入力、電源、通信各相互問 100	MΩ/500	

VDC
耐電圧：	 電源一入力、通信間 2000VAC（1分問）
	 入力一通信間 500VAC（1分問）
使用温度範囲：0～ 50℃
使用湿度範囲：5～ 90%RH（結露しないこと）
供給電源：	 100 ～ 240VAC	（50/60Hz）
電源電圧変動範囲：85 ～ 264VAC	（47 ～ 63Hz）
消費電力：	 3VA（100VAC）

■ 取付・形状
材質：	 ケース ABS 樹脂
取付方式：	 壁取付、	DIN レール取付
接続方式：	 M3.5 ねじ端子接続
外形寸法：	 85 × 72 ×	132mm（H×W×D）
	 （ソケツト部分を含む）
質量：	 約 300g
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■ 端子配列

端子番号 信号名
1 通信インタフェース	A(-)
2 INPUT	8
3 INPUT	1
4 INPUT	2
5 INPUT	3
6 INPUT	4
7 供給電源	L
8 通信インタフェース SG
9 INPUT	5
10 通信インタフェース	B(+)
11 INPUT	7
12 COM
13 なし
14 供給電源	N
15 INPUT	6
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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。

■ ブロックダイヤグラム

■ 外形寸法図

単位：mm

■ 取付寸法図

単位：mm
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