
■	 概要
本器は、フィールドからの接点パルス（オープンコレ
クタ）、電圧パルス、または電流パルスを受信し、設定
したパルスレートにて、絶縁されたトランジスタ接点
パルスまたは無接点 AC スイッチパルスに変換するプ
ラグイン形のパルスレート変換器です。また、本器は
パルスレートとパルス幅タイプの設定でパルス信号リ
ピータとしても動作します。
・ 第 2 出力はパルス出力または通信機能（RS-485）を

選択可能
・ パソコン（VJ77）でパルスレートなど各種パラメー

タの設定変更が可能
・ 電圧パルス（有電圧接点）を無電圧接点へ変換可能

■	 形名および仕様コード

出力点数
　1：1点
　2：2点

供給電源
　6：100-240V AC/DC（動作範囲：85～264V）
　7：15-30V DC（動作範囲：12～36V）

発信器供給電源
　1：12V DC±10％
　2：24V DC±10％

第1出力信号
　1：オープンコレクタ
　3：無接点ACスイッチ

第2出力信号
　1：オープンコレクタ
　3：無接点ACスイッチ
　P：通信機能（RS-485）
　N：なし

付加仕様
　無記入：ソケット付
　/SN：ソケットなし
　/R ：シャント抵抗付[200Ω](電流パルス入力時に指定)

形名

VJP8-0 - 0/

■	 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
ご指定により、入力フィルタの ON/OFF、入力周波数、
出力周波数、パルス幅タイプ、パルス幅時間を指定
の値に設定して出荷します。その他の設定項目に関
しては、初期設定値にて出荷いたします。設定値は、
専用の設定ツールで変更できます。

（例）形名・仕様コード：VJP8-026-1110
（例）入力フィルタ：ON

 入力フィルタが ON のとき、入力周波数は 100Hz
以下となります。

（例）パルス幅：12.5ms

■	 工場出荷時の初期設定値
以下の内容は、工場出荷時の初期設定値です。
設定値の変更には、パソコン（VJ77）が必要です。

・入力フィルタ：OFF
・パルス幅時間：30ms

 パルス幅タイプがスルーの場合、パルス幅時間の
設定値は、無効です。

●	 第 2出力で通信出力を指定した場合
・アドレス番号：01
・通信速度：9600bps
・パリティ：偶数
・データ長：8 ビット
・ストップビット：1 ビット
・プロトコル：PCLINK

■	 入力仕様
入力信号： 

2 線式： 接点 ON/OFF、電圧パルス、または
電流パルス（発信器電源供給可）

3 線式： 電圧パルス（発信器電源供給可）
入力周波数範囲：0 〜 F100

F100 は 100kHz 以下
 入力フィルタを ON に設定時は、入力周波数：

100Hz 以下、最小パルス幅：3ms
最小入力パルス幅：

入力周波数 10kHz 未満：30 μ秒
入力周波数 10kHz 以上：パルス周期の 30％

入力表示単位：Hz または kHz から選択
入力信号形態：

無電圧接点
ON 入力 接点抵抗 200 Ω以下

OFF 入力 接点抵抗 100k Ω以上

電圧パルス 電流パルス（注 1）

ハイレベル（OFF 入力） 2 〜 50V DC 10 〜 50mA DC

ローレベル（ON 入力） -1 〜 +8V DC -5 〜 +40mA DC

パルス振幅 2 〜 50V DC 10 〜 50mA DC

( 注 1) シャント抵抗 200 Ω時、最大許容電流 50mA
最大許容入力電圧：58V DC 以下
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入力抵抗：
接点パルスまたは電圧パルス：15k Ω以上
電流パルス：200 Ω（受信抵抗［シャント抵抗］外付：

付加仕様）
接点入力信号源定格：15V DC 以上 /15mA 以上
入力フィルタ：時定数約 10ms（ON/OFF 設定可能）

 入力フィルタを ON に設定時は、入力周波数：
100Hz 以下、最小パルス幅：3ms

発信器供給電源：12V DC ± 10％（4 〜 30mA 出力時）
 または 24V DC ± 10％（4 〜 30mA 出

力時）
 （電流制限回路付：Max. 50mA で制限）
パルスカウント点：オフ→オンの変化点

■	 出力仕様

1.	 第 1 出力仕様
第 1 出力と第 2 出力の動作は同じです。

出力パルス： 入力パルス数×パルスレート
 パルスレートは出力周波数／入力周波数
出力信号： オープンコレクタまたは
 無接点 AC スイッチ
出力周波数： 0 〜 F100 （F100 はオープンコレクタのと

き 100kHz 以下、無接点 AC スイッチ
のとき 1kHz 以下）

オープンコレクタ：0 〜 100kHz
無接点 AC スイッチ：0 〜 1kHz

最大許容負荷：
出力形式 最大許容負荷 出力飽和電圧
オープンコレクタ 30V DC/200mA 0.5V 以下
無電圧 AC スイッチ 100V AC/200mA 3V 以下

100V DC/200mA 3V 以下

パルスレート設定範囲：0.0001 〜 2.0000（小数点以
下 4 桁まで設定可能）

 パルス幅タイプを “スルー” に設定し
た場合は、0.0001 〜 1.0000 が有効範囲

パルス幅タイプ：スルー（変化なし）または ON パ
ルス幅固定から選択

パルス幅時間：12.5、50、100 μ s、
 12.5、30、50、100ms から選択可能
パルス幅固定時の入力周波数制限：下記の条件を満

足しない場合、出力パルス数は保証さ
れません。

入力周波数 (Hz) ≦
1

× n
パルス幅 ( 秒 ) × 2

n はパルスレートで変化します。
パルスレートが 0.0001 〜 1.0000 のとき、

n=
1

 の整数
パルスレート

（小数点以下切り捨て）
パルスレートが 1.0001 〜 2.0000 のとき、n=0.5

（注 2) パルスレートを “1” 以外に設定した場合、入力
パルスに対してパルスレートをかけた数の出力パ
ルスが均等に出るとは限りませんので注意してく
ださい。

2.	 第 2 出力仕様

●パルス出力
第 1 出力と同様

（第 1 出力または第 2 出力のいずれかが無接点 AC スイッ
チの場合、出力周波数は 1kHz 以下です。）

●通信機能
パソコン、グラフィックパネル、横河電機（株）製プ
ログラマブルコントローラ FA-M3、他社プログラマブ
ルコントローラと接続できます。

規格： EIA RS-485 準拠
最大接続台数：31 台
最大通信距離：1200m
通信方式： 2 線式半二重、調歩同期式、無手順
通信速度： 1200、2400、4800、または 9600bps
データ長： 8 または 7 ビット
ストップビット：1 または 2 ビット
パリティ： 偶数、奇数またはなし
通信プロトコル：パソコンリンク、パソコンリンク

SUM 付、MODBUS ASCII、MODBUS 
RTU、または LADDER

パソコンリンク通信：パソコン、グラフィックパ
ネル、FA-M3 の UT リンクモジュー
ルとの通信プロトコル

MODBUS 通信：パソコン（SCADA）との通信プロ
トコル

ラダー通信：FA-M3 のラダー通信モジュール、他
社プログラマブルコントローラとの
通信プロトコル

■	 設定可能な項目
以下の項目は、パソコン（VJ77 パラメータ設定ツール）
で設定可能な項目です。

入力フィルタ、パルスレート、パルス幅タイプ、パ
ルス幅時間、アドレス番号、通信速度、パリティ、デー
タ長、ストップビット、プロトコル

■	 基準性能
精度定格： 絶対値の± 0.1％（ただし、入力周波数

を通信でモニタした場合の表示値）
パルス幅時間精度：± 10％
 ただし、30ms は 25 〜 30ms（当社の

電磁カウンタ SICD 動作可能）
 無接点 AC スイッチの場合、12.5、50、

100 μ s は精度保証外です。
電源電圧変動の影響：85 〜 264V AC/DC、12 〜 36V 

DC の各電源電圧に対して誤動作しな
い（ただし、入力周波数を通信でモニ
タする場合、その表示値は± 0.1% 以下）
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周囲温度変化の影響：使用温度範囲内で誤動作しな
い（ただし、入力周波数を通信でモニ
タする場合、10℃の変化に対してその
表示値は± 0.2% 以下）

■	 安全および EMC適合規格
CSA: CAN/CSA-C22.2 No.61010-1取得 

過電圧カテゴリI、汚染度2、 
測定カテゴリO(other)

UL: UL 61010-1取得
過電圧カテゴリI、汚染度2、 
測定カテゴリO(other)

RCM: EN 55011  Class A、Group 1 適合
KC: 電磁波障害防止基準、電磁波保護基準適合

試験中、機器はレンジの ±20% 以内の測定精度
で動作し続けます。

上記規格は、15-30V DC 定格電源仕様のみ適合して
います。ただし、無接点 AC スイッチ出力の製品は
適合しません。

■	 電源とアイソレーション
電源定格電圧：100-240V AC/DC  50/60Hz または

15-30V DC 
電源入力電圧：100-240V AC/DC （-15,+10％）50/ 

60Hz または 15-30V DC （± 20％）
消費電力： 24V DC 3.7W、110V DC 3.7W
 100V AC 6.5VA、200V AC 8.6VA
絶縁抵抗： 入力と第 1 出力と第 2 出力と電源と接

地の各相互間　100M Ω /500V DC にて
耐電圧： 入力と（第 1 出力・第 2 出力）と電源

と接地の各相互間　2000V AC/1 分間
 第 1 出力と第 2 出力間　1000V AC/1 分間

■	 設置仕様
使用温度範囲：0 〜 50℃
使用湿度範囲：5 〜 90%RH（結露しないこと）
使用環境： 硫化水素ガスなどの腐食性ガスや塵埃

のない所、および潮風や直射日光のあ
たらない所。

設置高度： 標高 2000m 以下
設置場所： 屋内

■	 取付・形状
構造： 小形プラグイン構造
材質： ケース 変性 PPO 樹脂
取付方法： 壁取付、DIN レール取付、および VJ 取

付用ベースに取付可能
接続方法： M3 ねじ端子接続
外形寸法： 高 76 ×幅 29.5 ×奥行 124.5mm
 （ソケット含む）
質量： 本体：約 120g、ソケット：51g

■	 付属品
タグナンバラベル：1 枚
レンジラベル：1 枚
ソケット (T9093FL)：1 個（付加仕様コードで「/SN」

を指定しない場合）
シャント抵抗：1 個（付加仕様で /R を指定した場合）

■	 端子配列

1 入力信号 (PS＋)

(＋)

(＋)
(＋)
(－)

(－)

(－)

(N－)
(L＋)

第2出力信号

第2出力信号
第2出力信号
第1出力信号

第1出力信号
供給電源
供給電源

接地 GND

入力信号
入力信号

B（＋）

A（－）
COM

（注3）1出力形の場合、第2出力端子は使用禁止です。

使用禁止

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

信号名 第2出力
通信出力

第2出力
パルス出力

端子
No.

【注意】
 本機器を電源オンまたはオフするときに、本機器

に接続されたパルス入力機器が、1 パルスをカウ
ントする場合があります。
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■	 ブロックダイアグラム

絶縁回路
＋

－

＋

－

あき端子

L＋

N－

接地

第2出力

10

9

2

5

6

7

8

11

ハンディ
ターミナル
または
パソコン

マイコン

第1出力

供給電源

絶縁回路

電源回路

第2
出力回路

第1
出力回路

＋

－

1

3

4

発信器

発信器電源

R：200Ω
シャント抵抗外付

1

3

4
R

発信器

＋

－

＋

－

1

3

4

発信器

●無電圧接点信号（オープンコレクタ）および電圧パルスを受ける場合
　（電圧パルスのときは，3番端子を＋，4番端子を－とする）

●第2出力が通信機能の場合

●内部電源にて発信器を
　駆動し，電流パルスを
　受ける場合

●内部電源にて発信器を
　駆動し，電圧パルスを
　受ける場合

通信出力回路

B＋

A－

COM

2

5

6

通信回路

PS＋

PS＋

＋

－
3

4

または

■	 外形寸法図

通信用コネクタ (2
4.

5)

シャント抵抗
（電流パルス入力時）

26

70
.8

124.5
84 (30)

(4)

6

11-M3ねじ

DINレール

本体固定ねじ
22

29.5
10.5

59
4

72

2 - 4.2×5.0穴

単位：mm

普通許容公差＝± (JIS B 0401-2016 の公差等級 IT18 の値 )/2
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■	 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証については、ご契約時の基本条件他に定めます。下記は、製品固有の基本条件となります。

・保証期間
当社が書面にて別途合意した場合を除き、製品の保証期間は貴社指定場所（国内）に納入完了時から 36 ヶ月とし
ます。本製品に含まれるファームウェアの保証条件は、ハードウェアの保証条件と同じです。

・不適合品の扱い
保証期間内に、当社の責に帰すべき契約不適合が貴社より通知された場合は、当社同等品を納入させていただきま
す。なお、不適合品調査については、不適合解析サービスにて承ります。詳細については、担当営業にお問い合わ
せください。
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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。


