
■	 概要
本器は、アクティブ・ディスプレイ（表示色切換機能）
を搭載した測温抵抗体信号を入力とするプラグイン
形の測温抵抗体入力ディジタル警報設定器です。
・	2 点警報（リレー c接点	［1a1b］2点）、4点警報（リ
レー a接点 4点）のいずれかを選択可能

・	警報時の警報状態を認識可能
・見やすい大型 LED表示器を標準装備
・	エコモードで低消費電力運転が可能
	（通常運転	約 0.5W、1VA）
・	前面パネルに配置された操作キーで入力レンジや
各種パラメータの設定変更が可能

・	モニタ出力（1 ～ 5V	DC、4 ～ 20mA	DC、または
RS-485 通信）を装備可能

■	 形名および仕様コード
MVRK-□0□ - □□□□ /□

形名

タイプ
 0 ：一般形

供給電源
 3 ：24V DC（±10％）
 6 ：100-240V AC/DC（動作範囲：85～264V）

入力信号
 U ：測温抵抗体入力
 Z ：特注

出力信号
 1 ：警報出力　c接点（1a1b）2点
 2 ：警報出力　a接点　4点

モニタ出力
 6 ：1～5V DC
 A ：4～20mA DC
 P ：通信（RS-485）
 N ：なし

バーンアウト
 U：UP
 D：DOWN
 N ：OFF

付加仕様
 /SN：ソケットなし
 /C0：コーティング （注1）

 /FB：ヒューズバイパス （注2）

注 1：	 付加仕様 /C0：ポリウレタン系コーティング。耐
腐食性を強化することを目的として処理を行い
ますが、効果の保証はいたしません。また、こ
の処理に関する試験データも提出いたしません
のでご了承ください。

注 2：	 注 2：付加仕様 /FB：1	次側電源ヒューズを削除し、
短絡して出荷します。

■	 ご注文時指定事項
形名・仕様コードとレンジコード No. をご指定く
ださい。
（例）形名・仕様コード：MVRK-006-U2PU
（例）レンジコードNo.：61

■	 工場出荷時の初期設定値
以下は、レンジコードNo.61 の初期設定値です。

項目 初期設定値
2点警報 4点警報

レンジコードNo. 61
入力タイプ：Pt100	(ITS-90)
計器入力レンジ：-199.9 ～ 660.0℃

エコモード 10 分
アクティブ・ディスプレイ 1（赤色固定モード）
警報動作方向 警報 1 下限警報 下限警報

警報 2 上限警報 下限警報
警報 3 ----- 上限警報
警報 4 ----- 上限警報

警報設定 警報 1 20.0 20.0℃
警報 2 80.0 30.0℃
警報 3 ----- 70.0℃
警報 4 ----- 80.0℃

ヒステリシス 3.0℃ 3.0℃
警報ONディレイ 0	秒 0	秒
警報OFF ディレイ 0	秒 0	秒
モニタ出力コード 6または Aを指定した場合
モニタ出力 -199.9 ～ 660.0℃が 0～ 100％

に相当する値
モニタ出力コード Pを指定した場合
アドレス番号 01
通信速度 9600
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 パソコンリンク

MVRK
ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形）
＜アクティブ・ディスプレイ搭載＞

GS	77J04R31-01

GS77J04R31-01
2023.04   12 版 （KP）

General
Specifi cations



■	 入力および表示仕様
●	 入力仕様
入力点数：	 1 点
信号形態：	 IEC/JIS	規格測温抵抗体 3線式
	 JIS	C	1604、IEC	60751	(ITS-90)	Pt100
	 JIS	C	1604:	1989、DIN	(IPTS-68)	Pt100
	 JIS	C	1604:	1989、JPt100	
	 JIS	C	1604:	1981、Pt50	JIS	C	1604
入力信号：	 計器入力レンジの範囲内
レンジコード
No.	* 入力タイプ 計器入力レンジ

(℃ )	*
61

Pt100	(ITS-90)
-199.9 ～ 660.0

62 -199.9 ～ 200.0
63

Pt100	(IPTS-68)
-199.9 ～ 660.0

64 -199.9 ～ 200.0
65

JPt100
-199.9 ～ 510.0

66 -199.9 ～ 190.0
67 Pt50 -199.9 ～ 649.0

Pt100（ITS-90）：R0 ＝ 100 Ω、R100/R0 ＝ 1.3851
JPt100（JIS'89）：R0 ＝ 100 Ω、R100/R0 ＝ 1.3916
Pt100（IPTS-68）：R0 ＝ 100 Ω、R100/R0 ＝ 1.3850
*	 ケルビン（K）用のレンジコード No.（71 ～ 77）

も用意しています。
バーンアウト検出電流：0.1µA
配線抵抗：	 1 線あたり入力スパン（℃）× 0.4 Ω

以下または 10 Ω以下のいずれか小さ
い値以下（各線の抵抗値は等しいこ
と）。ただし、BARD-700 と組合わせ
る場合、その内部抵抗の他に外部抵
抗として接続できる値です。

検出電流：	 約 0.2mA
許容過大入力：± 4V	DC 以下
●	 表示仕様
測定値表示器：4桁 7セグメント赤色／緑色 LED、

字高 13.5mm
データ表示器：4桁 7セグメント緑色 LED、
	 字高 9mm
警報状態表示ランプ：橙色 LED	2 個（2点警報時）

または 4個（4 点警報時）、警報時に
点灯

エコモード：一定時間内にキー操作がない場合に
表示用 LEDを消灯する機能

設定範囲：	 0（消灯しない）または 1～ 60 分
アクティブ・ディスプレイ（表示色切換機能）：
	 以下の設定種類により測定値表示器

の色を緑色から赤色または赤色から
緑色に切換える機能

設定種類：	
警報 1連動モード：警報 1に連動します。
警報 1および警報 2連動モード：警報 1およ

び警報 2に連動します。
警報 4連動モード（4点警報時のみ）：警報 1

～ 4に連動します。

SP 偏差連動モード：あらかじめ設定した SP
偏差内、偏差外で表示色が変更
します。

	 偏差範囲（上限、下限）はパラメー
タで変更可能

測定値連動モード：あらかじめ設定した測定
レンジ範囲内、範囲外で表示色
が変更します。レンジ範囲（上限、
下限）はパラメータで変更可能

色固定モード：緑色または赤色に固定します。

■	 出力仕様
信号形態：	 リレー接点
出力点数：	 接点出力 2点（c接点	[1a1b]）または

接点出力 4点（a接点）
接点容量：	 120V	AC/1A、220V	AC/0.5A（抵抗負荷）
	 30V	DC/1A、120V	DC/0.1A（抵抗負荷）
警報動作：

警報動作 リレー動作
測定値上限警報 正常時非励磁または正常時励磁
測定値下限警報 正常時非励磁または正常時励磁
偏差上限警報 正常時非励磁または正常時励磁
偏差下限警報 正常時非励磁または正常時励磁
偏差上下限警報 正常時非励磁
上下限偏差内警報 正常時非励磁
上記は警報待機動作の設定ができます。
警報待機動作：電源投入から立ち上げ期間を警報

動作オフにする設定
警報設定範囲：入力レンジの範囲内
設定分解能：1	digit（0.1℃）
目標設定：	 偏差警報時の仮想目標設定値
設定範囲：	 入力レンジの範囲内
設定分解能：1	digit（0.1℃）
ヒステリシス設定範囲：警報設定値にヒステリシ

ス値を加算した値が入力レンジの範
囲

設定分解能：1	digit（0.1℃）
警報 ONディレイ設定：警報条件成立から出力ま

での条件監視時間
設定範囲：	 0 ～ 999 秒
設定分解能：1秒（ただし、誤動作防止のため設

定時間に約 0.2 秒加算）
警報OFF ディレイ設定：正常条件成立から出力ま

での条件監視時間
設定範囲：	 0 ～ 999 秒
設定分解能：1秒（ただし、誤動作防止のため設

定時間に約 0.2 秒加算）
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■	 モニタ出力
●	 アナログ出力
出力信号：	 1 ～ 5V	DC または 4～ 20mA	DC
許容負荷抵抗：1～ 5V	DC：2k Ω以上
	 　4～ 20mA	DC：350 Ω以下
出力抵抗：	 1 ～ 5V	DC：1Ω以下
	 4 ～ 20mA	DC：500k Ω以上
出力可変範囲：-6 ～ +106％
出力スケーリング：測定入力レンジの範囲内で任

意に設定（注3）

注 3：	 出力スケーリングに対応する入力範囲が 10℃以
上になるよう設定してください。

出力精度：	 出力スパンの± 0.1％
ただし、出力スケーリングの設定により以下の
制限があります。
計器入力レンジにて出力スケーリングに対応す
る入力範囲が抵抗値換算で 38.6 Ω未満の場合

精度＝ ± 0.1	[％ ] × 38.6	[ Ω ] (％ )抵抗値換算した入力範囲 [ Ω ]

●	 通信出力（RS-485）
パソコン、グラフィックパネル、横河電機製プロ
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
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、9600、19200、

38400	bps
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、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、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

■	 基準性能
入力表示精度：計器入力レンジ範囲の± 0.1％±

1digit
警報動作点設定精度：計器入力レンジ範囲の±

0.1％± 1digit

応答速度：	 500ms（入力変化 10 ～ 90％、警報設
定点 50％で、警報が出力されるまで
の時間。警報ディレイ設定およびヒ
ステリシスが最小値の場合。）

バーンアウト：アップ、ダウン、なし
バーンアウト時間：60 秒以下
動作：	 アップ設定時は上限警報出力
	 ダウン設定時は下限警報出力
電源電圧変動の影響：各電源電圧仕様において許

容範囲の変動に対して精度範囲内
周囲温度変化の影響：10℃の変化に対してスパン

の± 0.2％以下
配線抵抗変化の影響：
	 1 線 10 Ωの変化に対して± 0.2℃以

下

■	 電源とアイソレーション
電源電圧：	 24V	DC ± 10％
	 100-240V	AC/DC	(-15％ ,	+10％ )	50/60Hz
消費電力：	 24V	DC	2.7W、110V	DC	2.5W
	 100V	AC	4.2VA、200V	AC	5.4VA
絶縁抵抗：	 入力と警報出力と電源とモニタ出力

の各相互間　100MΩ（500V	DC にて）
耐電圧：	 入力と（警報出力 1、2、3、4）とモ

ニタ出力と電源の各相互間		2000V	AC/1
分間

	 ただし以下を除く
	 （警報出力 1、4）と（警報出力 2、3）

間および
	 入力とモニタ出力間		1000V	AC/1 分間
注 4：	 2 点警報の場合は警報出力 3、4は除く

■	 設置仕様
使用温度範囲：0～ 50℃
	 （多連取付時は 0～ 40℃）
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

磁界：	 400A/m以下
連続振動：	 （5～ 9Hz）片振幅 3mm以下、
	 （9～ 150Hz）9.8m/s2 以下
	 1oct/min、3 軸方向各 90 分
衝撃：	 98m/s2 以下、11ms、3軸 6方向各 3回
設置高度：	 標高 2000m以下
ウォームアップ時間：電源投入後 30 分以上

■	 輸送、保管条件
温度：	 -25 ～ 70℃
温度変化率：20℃ /h 以下
湿度：	 5 ～ 95%RH（結露しないこと）
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■	 取付・形状
構造：	 プラグイン構造
材質：	 ケース：ABS+PC 樹脂（黒色）
	 ソケット：	変性 PPO 樹脂、ガラス繊

維入り（黒色）
取付方法：	 壁取付、DIN レール取付
	 本器を隣接設置する場合、5mm以上

の間隔が必要です。
接続方法：	 入出力、電源はM3.5 ねじ端子接続
	 モニタ出力は 3 ピン 2 ピースコネク

タ
外形寸法：	 高86.5×幅51×奥行132mm（ソケッ

ト含む）
質量：	 本体：200g 以下
	 ソケット：80g 以下

■	 付属品
スペーサ：	 1 個（DIN レール取付の場合に使用）
ソケット (A1654MR)：1 個（付加仕様コードで「/SN」

を指定しない場合）
タグナンバラベル：1枚
レンジラベル：1枚
モニ	タ出力端子コネクタ：1個（モニタ出力コード

６、A、Pを指定した場合）

■	 前面パネル

測定値表示器
測定値やパラメータ
記号などを表示

データ表示器
パラメータ設定値や
警報種類などを表示

警報状態表示ランプ
警報時に点灯

・2点警報：2個
・4点警報：4個

READYランプ
電源がオンの時に点灯

モニタ出力端子（オプション）

UP/DOWNキー

SET/ENTキー
パラメータ種類の切換や
パラメータの登録などを
行います。

押すと値が増加
押すと値が減少

1～5V DC、4～20mA DC、 
またはRS-485通信出力
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■	 端子配列

MVRK-0[][]-[]1[][] の場合 MVRK-0[][]-[]2[][] の場合
端子No. 信号名 端子No. 信号名
1 警報出力 2 (COM) 1 警報出力 2,	3 (COM)
2 警報出力 2 (NO) 2 警報出力 2 (NO)
3 警報出力 2 (NC) 3 警報出力 3 (NO)
4 入力 (A) 4 入力 (A)
5 入力 (B) 5 入力 (B)
6 入力 (B) 6 入力 (B)
7 供給電源 (L+) 7 供給電源 (L+)
8 供給電源 (N-) 8 供給電源 (N-)
9 警報出力 1 (COM) 9 警報出力 1,	4 (COM)
10 警報出力 1 (NO) 10 警報出力 1 (NO)
11 警報出力 1 (NC) 11 警報出力 4 (NO)

■	 ブロックダイヤグラム

リレーマイコン
入
力
処
理
回
路

第1警報出力回路

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NO

COM

NO

NO

COM

供給電源
L+

N−
電源回路

リレー
第2警報出力回路

●4点警報出力の場合
第1警報出力回路

第4警報出力回路

第2警報出力回路

リレー

第3警報出力回路

リレー

警報出力1

警報出力2

警報出力1

警報出力2

警報出力3

警報出力4

注記：○内数字はソケットの端子番号を示します。
 □内数字はモニタリング出力端子を示します。前面向かっ

て左から1、2、3番端子になります。

入力端子「4」と「6」の
配線抵抗を一致させ
てください。

A

B

B

測温抵抗体
4

6

10

115

7

8

9

2

3

1

10

9

11

2

1

3

モニタ出力（通信出力） モニタ出力（アナログ出力）

+

–

B+

COM

A–

1

3

1

2

3

出
力
回
路

出
力
回
路

＜2点警報の接点構成についての注意＞
2点警報の1c接点は、1a1bリレーにより構成されています。
a接点とb接点の非同時動作性による接点MBB化*の短絡や大
電流を開離するときなどの、アークによる短絡を考慮してくだ
さい。
* 接点が動作するとき、ab両接点閉となる状態

マイコン リレー

リレー
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■	 外形寸法図
単位：mm

103
13250

* モニタ出力指定時に付加されます。

モニタ出力端子 *
10

29 (3.3) 7.8

2-ø4.5
取付穴

（深さ24.5）

DINレール

40

35
.4

(1
8.

5)

818086
.5

85

本　体 ソケット

51以下

11-M3.5×7
セムスねじ

	 取付寸法

5以上

2-ø4.5または
2-M4

56以上

40±0.2

・ 変換器を隣接設置する場合には変換器の両側に5mm以上の間隔が必要です。
・ DINレール取付時は付属のスペーサをご使用ください。5mmの間隔が確保されます。

普通許容公差＝± (JIS	B	0401-2016 の公差等級 IT18 の値 )/2

■	 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。


