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1. はじめに

このたびは当社の差圧・圧力伝送器 DPharp をご採用い

ただき，まことにありがとうございました。

本計器は納入に先立ち，ご注文仕様に基づいて正確に

調整されております。

本計器の全機能を生かし，効率よく，正しくご使用い

ただくために，ご使用前に本取扱説明書をよくお読み

になり，機能・操作を十分に理解され，取り扱いに慣

れていただきますようお願いいたします。

HART 通信形 ( 出力信号コード：J	) の場合には取扱説

明書 IM01C25R02-01JA を，FOUNDATIONTM フィールド

バス通信形 ( 出力信号コード：F	) の場合には取扱説明

書 IM	01C25R03-01JA を併用してください。

本書は，EJX910A，EJX930A マルチバリアブル伝送器

をカバーしています。特記すべき事項がない限り，伝

送器の図はEJX910Aマルチバリアブル伝送器を用いて

います。それ以外の製品をご使用される場合には，図

が実際とは異なる場合がある点にご注意ください。

本書は以下の製品に対応しています。製品銘板に記載

の形名とスタイルコードをご確認ください。

形名 スタイルコード
EJX910A S2
EJX930A S1

EJXマルチバリアブル伝送器の取扱説明書は下記の3つの取扱説明書から構成されています。

EJX910A, EJX930A　

 マルチバリアブル伝送器取扱説明書

 (IM 01C25R01-01JA)

この取扱説明書はハードウェアについて記述されて

います。

・	 取扱いの注意事項

・	 取付

・	 導圧管の配管

・	 配線

・	 運転

・	 保守

・	 標準仕様



EJX910A, EJX930A　

 HART通信形取扱説明書

 (IM 01C25R02-01JA)

EJX910A, EJX930A　

 フィールドバス通信形取扱説明書

 (IM 01C25R03-01JA)

この取扱説明書は HART 通信，FOUNDATION フィール

ドバス通信のパラメータ設定について記述されてい

ます。





FSA120 

 流量演算設定ソフトウェア

 取扱説明書(IM 01C25R51-01JA)

この取扱説明書は質量流量測定に関するマルチバリ

アブル伝送器のパラメータ設定について記述されて

います。
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■ 本書に対するご注意

・	 本書は，最終ユーザまでお届けいただきますよう

お願いいたします。

・	 本書の内容は，将来予告なしに変更することがあ

ります。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製

することは禁止されています。

・	 本書は，本計器の市場性またはお客様の特定目的へ

の適合などについて保証するものではありません。

・	 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一

ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありまし

たら，裏表紙に記載の当社各営業拠点またはご購

入の代理店までご連絡ください。

・	 特別仕様につきましては記載されておりません。

・	 機能・性能上とくに支障がないと思われる仕様変

更，構造変更，および使用部品の変更につきまし

ては，その都度の本書改訂が行われない場合があ

りますのでご了承ください。

この日本語マニュアルは，日本国内での機器の使用を

前提としております。機器を海外でご使用いただく場

合には，海外安全規格や海外防爆仕様の情報につい

て記載した英語版マニュアル IM	01C25A01-01E	「EJX/

EJA-E	series	Installation	Manual」をあわせて参照いただ

きますよう，お願いいたします。

■ 安全および改造に関するご注意

・	 人体および本計器または本計器を含むシステムの

保護・安全のため，本計器を取り扱う際は，本書

の安全に関する指示事項に従ってください。なお，

これらの指示事項に反する扱いをされた場合，当

社は安全性を保証いたしかねます。

・	 当該製品を無断で改造することは固くお断りいた

します。

・	 防爆形計器について，お客様が修理または改造さ

れ，原形復帰ができなかった場合，本計器の防爆

構造が損なわれ，危険な状態を招きます。修理・

改造については必ず当社にご相談ください。

・	 本製品および本書では，安全に関する次のような

シンボルマークとシグナル用語を使用しています。

回避しないと，死亡または重傷を招く恐れがある危険

な状況が生じることが予見される場合に使う表示で

す。本書ではそのような場合その危険を避けるための

注意事項を記載しています。	

回避しないと，軽傷を負うかまたは物的損害が発生す

る危険な状況が生じることが予見される場合に使う表

示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐れ，ま

たは計器を損傷する恐れがある場合，その危険を避け

るための注意事項を記載しています。

計器を損傷したり，システムトラブルになるおそれが

ある場合に，注意すべきことがらを記載しています。

操作や機能を知るうえで，注意すべきことがらを記載

しています。

機能接地端子

直流

取扱注意

人体および機器を保護するために本取扱説明

書を参照する必要がある場所についています。
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1.1 本計器を安全にご使用いただくた
めに

・	 プロセスに設置した差圧・圧力伝送器は加圧状態に

ありますから，受圧部の締付けボルトを締めたりゆ

るめたりすることは，プロセス流体の噴出を招く危

険があります。絶対に行わないでください。

・	 伝送器受圧部内のドレンまたはガスを抜く際に，プ

ロセス流体が人体に有害な物質の場合，皮膚や目へ

の流体の付着，流出ガスの吸入などが行われないよ

う十分ご注意ください。

・	 プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，メンテ

ナンスなどで伝送器をラインから取りはずした後も

慎重に取り扱い，人体への流体付着，残留ガスの吸

入などのないよう十分ご注意ください。	

本計器は防爆形計器として検定を受けた製品です。本

計器の構造，設置場所，外部配線工事，保守・修理な

どについては厳しい制約があり，これに反すると危険

な状態を招くおそれがありますのでご注意ください。

取り扱いに先だって，本書巻末の「耐圧防爆形計器に

ついての注意事項」を必ずお読みください。

本計器は FM/CSA/ATEX/IECEx などの海外防爆の認証

も取得しています。これらの認証が必要な場所に設置

し運転する際にはそれぞれの認証ごとに厳しい制約が

ありますので，EJX-A シリーズの英文版取扱説明書を

別途購入し，注意事項をお読みいただいてから取り扱

いを開始してください。

英文取扱説明書：IM01C25R01-01E

■ 納入後の保証について

・	 本計器の保証期間は，ご購入時に当社よりお出し

した見積書に記載された期間とします。保証期間

中に生じた故障は無償で修理いたします。

・	 故障についてのお客様からのご連絡は，ご購入の当

社代理店または最寄りの当社営業拠点が承ります。

・	 もし本計器が不具合になった場合には，本計器の形

名・計器番号をご明示のうえ，不具合の内容およ

び経過などについて具体的にご連絡ください。略

図やデータなどを添えていただければ幸いです。

・	 故障した本計器について，無償修理の適否は当社

の調査結果によるものとします。

● 次のような場合には，保証期間内でも無償修理の

対象になりませんのでご了承ください。

・	 お客様の不適当または不十分な保守による故障の

場合。

・	 設計・仕様条件をこえた取扱い，使用，または保

管による故障，または損傷。

・	 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での

使用，および設置場所の不適合な保守による故障。

・	 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または

修理に起因する故障，または損傷。

・	 納入後の移設が不適切であったための故障，また

は損傷。

・	 火災・地震・風水害・落雷などの天災をはじめ，原

因が本計器以外の事由による故障，または損傷。

■ 商標

・	 本文中の各社の登録商標または商標には，™	，® マー

クは表示しておりません。

・	 その他，本文中に使われている会社名・商品名は，

各社の登録商標または商標です。
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■ 製品の汚染防止管理について

中華人民共和国での電子情報製品の汚染防止管理に基づき，製品について説明しています。

電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版 RoHS）
产品中有害物质或元素的名称及含量

型号 部件名称

有害物质

铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉

(Cd)
六价铬

(Cr(VI))
多溴联苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)

EJX/EJA-E/
EJA/EJA-A Series
差压/压力变送器

壳体 × ○ ○ ○ ○ ○

膜盒组件 × ○ ○ ○ ○ ○

基板组件 × ○ ○ ○ ○ ○

电源连接线 × ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该部件的所有均质材料中的有害物质的含量均在 GB/T26572 标准中所规定的限量以下。

×：表示至少该部件的某些均质材料中的有害物质的含量均在GB/T26572 标准中所规定的限量以上。

环保使用期限：

该标识适用于SJ/T11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。

注）该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保证期。
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2. EJXマルチバリアブル伝送器

この章はEJXマルチバリアブル伝送器の機能とパラメー

タ設定方法の概要を解説します。

詳細については該当する章を参照してください。

2.1 特長

・ マルチセンシング機能

EJX マルチバリアブル伝送器は 1 台の伝送器で，差圧，

静圧および外部温度の測定が可能なマルチセンシング

機能を持っています。この 3 つの測定値を使って質量

流量を計算し，出力として取り出すことができます。

FSA120	FlowNavigator を使って，質量流量演算のパラ

メータを設定することができます。

・ アナログ・パルス同時出力機能 

（HART通信形のみ）

EJX マルチバリアブル伝送器は測定した複数のデータと

演算した結果のデータの中から１つをアナログ信号と

して出力することができ，同時にデジタルコミュニケー

ションによってすべてのデータを取り出すことができ

ます。

アナログ出力に加え，パルス信号も出力する機能も標

準で備えています。パルス信号は積算流量，瞬時流量

またはアラーム信号の中から 1 つ選択できます。

2.2 最初のチェックとパラメータ設定
方法

図 2.1 に EJX マルチバリアブル伝送器のブロックダイア

グラム，図 2.2 に最初のチェックから設置に至るまでの

基本的な流れをフローチャートで示します。

各手順の詳細は該当する章を参照してください。

流量演算のパラメータ設定は下記のステージのどちら

かで実施してください。

(1)	 設置する前にテストベンチで実施

(2)	 設置後フィールドにおいて実施

フィールドにおいてパラメータ設定を行う場合は，事

前に設置場所について安全に関するすべての設置基準

を満足していることを確認してください。

差圧センサ
静圧センサ

カプセル部

A/D

ROM

PC：流量パラメータ設定

電子回路部

RTD温度入力高圧側，低圧側入力圧

選択されたPV値の4～20mADC出力

RAM

差圧
/静圧
/外部温度
/質量流量

ROM

 MPU
  /質量流量演算
  /システム制御 D/A変換

デジタルI/O

パルス出力 パルス出力またはステータス出力
シリコンレゾナントセンサ

F0201.ai

図2.1 EJXマルチバリアブル伝送器（HART通信形）のブロック図



IM 01C25R01-01JA

2-2	 	 ＜ 2.		EJX マルチバリアブル伝送器＞

開始

開梱後仕様の確認実施
（第3章参照）

取扱上の注意事項を
確認する（第3章参照）

危険場所への
設置か?

テストベンチ
での流量パラメータ

設定
電源の接続

パソコンの接続

パラメータの設定
（第2章参照）

設置に関する注意事項
の確認(第5章参照)

伝送器の取付け
（第5章参照）

運転前の準備作業
（第8章参照）

運転開始

1.1項，3.9項

導圧管の配管
（第6章参照）

配線（第7章参照）

配管の漏れ確認

設置場所での
流量パラメータ

設定

パラメータの設定
（第2章参照）

Yes

Yes

Yes

No

No

No

F0202.ai

図2.2 受領から運転開始までのフロー図

2.3 流量演算

流量演算機能には自動補正モードとベーシックモード

が用意されています。

自動補正モードを使用するには，FSA120	FlowNavigator

流量演算設定ソフトウェアが必要です。（FSA120 の取

扱説明書 IM	01C25R51-01JA 参照）

下記の 2.4 項，2.5 項には，2 つの流量演算機能の概要

と設定方法が記載してあります。

2.4 自動補正モード

流体の物性とオリフィス等の流量センサの係数を

FlowNavigator の画面上で設定します。自動補正モード

では流量演算に関するすべてのファクタが高い精度で

常時補正されます。自動的に補正される流量ファクタ

には流出係数，絞り口径，上流側配管内径，気体膨張

補正係数，密度および粘度があります。

質量流量基本演算式

［オリフィスの場合］

Qm = ε d2 2∆PρC
(1‒β4) 4

C,	β ,	ε ,	d およびρは常に補正される流量ファクタで

す。

Qm:	質量流量

C:	流出係数

β :	絞り口径比

ε :	気体膨張補正係数

d:	絞り口径

Δ P:	差圧

ρ :	流体の密度

体積流量演算式

Qv	=	Qm	/ ρ
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物性データベース

流体条件

流量演算基準

 流量センサ
(オリフィス等)情報

伝送器補正係数

流量演算

伝送器補正係数

DIPPR*1（気体/液体）
蒸気表
天然ガス

差圧(DP)
静圧(SP)
外部温度(ET)*2

FlowNavigator EJX910A/EJX930A

センサ入力（差圧，静圧，温度）

選択された
PV値の出力

DP, SP, ET

質量流量

最適化

F0203.ai

*1: AIChE, DIPPR (Design Institute for Physical Properties) は米国化学技術者協会の登録商標です。
*2: 飽和蒸気モード（HART 7通信形 機器レビジョン12以降）の場合は，内蔵された蒸気表を利用し，静圧値から外部温度を算出します。

図2.3 自動補正モードのブロック図

2.4.1 自動補正モードのパラメータ設定方法

自動補正モードのパラメータ設定にはFlowNavigatorを

使用します。以下は，HART 通信形を例にして設定手順

を示してあります。

パラメータ設定を始める前に，あらかじめ測定流体と

流量センサに関するデータを手元にご用意ください。

(1)	 電源，パソコン，通信機器，FSA111	FieldMate お

よび FSA120	FlowNavigator を用意します。

(2)	 流量演算設定ソフトウェア FSA120	FlowNavigator

を使用するには，機器調整・設定ソフトウェア

FieldMate が必要です。これらのソフトウェアをパ

ソコンにインストールします。

(3)	 EJX マルチバリアブル伝送器に電源を接続します。

パラメータ設定は測温抵抗体を結線しなくても可能で

すが，アラーム AL.	03 が出たままとなります。

(4)	 通信機器をパソコンと伝送器の電源供給端子に接

続します。

(5)	 電源を投入し，FieldMate を使用してパラメータ設

定を行います。

(6)	 FlowNavigator を使用して流量計算シミュレーショ

ンを行い，流量パラメータが正しく設定されてい

ることを確認します。

	 シミュレーションを実行する際は，伝送器に測温

抵抗体を結線するか，模擬抵抗としてダイアル抵

抗または 100 Ωの固定抵抗を結線します。

	 ここで，差圧，静圧および温度の値を入力し，得

られた流量出力が正しいことを確認します。

	 ただし，飽和蒸気モード：ET	Fixed	=	Saturated	

Steam	（HART	7 通信形機器レビジョン 12 以降）の

場合，測定した外部温度やシミュレーションによ

り入力された外部温度の値ではなく，内蔵された

蒸気表を利用して静圧値から算出された外部温度

の値により質量流量を演算します。

	 また，HART	7 通信形機器レビジョン 12 以降では，

FSA120	FlowNavigator にて入力した流量設定情報

（ユーザ流量パラメータ）を機器に保存します。

(7)	 伝送器から HART モデムをはずします。

(8)	 電源を切ります。

・	 詳細説明は下記の取扱説明書を参照してくださ

い。

HART 通信形の EJX マルチバリアブル伝送器の設

定方法：	IM	01C25R02-01JA

フィールドバス通信形の EJX マルチバリアブル伝

送器の設定方法：	IM	01C25R03-01JA

FSA120 ソフトウェアの使用方法：

	 IM	01C25R51-01JA

	 FieldMate の使用方法：IM	01R01A01-01

・	 フィールド設置後に流量パラメータ設定を行う場

合は，4 項から 7 項までを順に実行してください。
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2.5 ベーシックモード

ベーシックモードでは手動で設定した流量係数で密度補正と流量演算が簡易的に行われます。

流量は流量係数に設定された定数を使用して演算されます。

密度補正は下記にしたがって行われます。

　気体：理想気体における温度，圧力補正

　液体：温度による補正

表 2.1 に示されるように，流体種類と流量単位のパラメータ設定によって流量演算式が選択されます。

表2.1 ベーシックモードにおける流量演算

T0201.ai

流量単位区分 Kfactor［オリフィスの場合］ 流量演算式流体
種類

質量流量

標準または
基準体積流量

液体

標準または
基準体積流量

体積流量

質量流量

体積流量

気体

*1 ユーザが個別に設定するパラメータ

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2×ρb

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2×ρb /ρnorm

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2/ρb

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2×ρb×1/K

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2×ρb×1/K /ρnorm

Kfactor =   /4×Nc×C/  1‒β4 ×ε×d2×  2/(ρb×1/K)

Qm or Qv or Qv_norm
 = Kfactor ×  ∆P×(1+Temp K1×(T‒Tb))

Qm or Qv norm
 = Kfactor ×  ∆P×Tb/T×SP/SPb

Qv = Kfactor ×  ∆P×T/Tb×SPb/SP

*1

*1

*1

表2.2 記号

＃ 記号 説明
1 Qm 質量流量
2 Qv 体積流量
3 Qv_norm 標準 / 基準体積流量
4 Nc 単位換算係数
5 Kfactor ベーシック流量演算係数
6 C 流出係数
7 ε 膨張補正係数
8 β 絞り口径比
9 d 絞り口径
10 Δ p 差圧（単位：伝送器設定による）
11 ρ b 計算基準とする Tb，SPb におけ

る流体密度
12 ρ norm 標準 / 基準状態における流体密

度
13 Tb 計算基準とする状態の温度

（単位：K）
14 T 測定温度（単位：K）
15 SPb 計算基準とする静圧

（単位：kPa	abs）
16 SP 測定静圧

（単位：kPa	abs）
17 Temp	K1 計算基準となる密度の 1℃あた

りの密度変化率（100％を 1 と
する）
体積流量の場合は 0 となる

18 K 圧縮係数

流量単位の区分

表2.3 質量流量単位（HART通信形）

単位 内蔵指示計
表示

通信機器
表示

グラム毎秒 g/s ←
グラム毎分 g/m g/min
グラム毎時 g/h ←
キログラム毎秒 kg/s ←
キログラム毎分 kg/m kg/min
キログラム毎時 kg/h ←
トン毎分 t/m	 t/min
トン毎時 t/h ←

表2.4 標準/基準体積流量単位（HART通信形）

単位 内蔵指示計
表示

通信機器
表示

ノーマル立方メートル毎時 Nm3/h ←
ノーマルリットル毎時 NL/h ←
スタンダードリットル毎時 SL/h ←
スタンダードリットル毎分 SL/m SL/min
スタンダードリットル毎秒 SL/s ←
スタンダード立方メートル
毎時

Sm3/h ←
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表2.5 体積流量単位（HART通信形）

単位 内蔵指示計
表示

通信機器
表示

リットル毎分 L/m L/min
立方メートル毎時 m3/h ←
リットル毎秒 L/s ←
立方メートル毎秒 m3/s ←
立方メートル毎分 m3/m m3/min
リットル毎時 L/h ←

2.5.1 ベーシックモードの流量パラメータ設定

ベーシックモードでは設定ツールでも，FlowNavigator

のどちらでも流量パラメータの設定ができます。

ベーシックモードでの流量演算には流量パラメータの

設定が必要です。下記に HART 通信形を例にして設定

方法を記載します。

(1)-1　< 設定ツール使用の場合 >

	 電源，設定ツールを準備します。

(1)-2　<FlowNavigator 使用の場合 >

	 電源，パソコン，通信機器，FSA111	FieldMate お

よび FSA120	FlowNavigator を準備します。

(2)	 <FlowNavigator 使用の場合 >

	 流量演算設定ソフトウェア FSA120	FlowNavigator

を使用するには，通信機器・設定ソフトウエア

FieldMate が必要です。これらのソフトウェアをパ

ソコンにインストールします。

(3)	 EJX マルチバリアブル伝送器に電源を接続します。

測温抵抗体が結線されておらず，内蔵指示計にエラー

コード AL.03 が表示されている時でも流量パラメータ

の設定は可能です。

(4)	 設定ツールの接続端子または通信機器を EJX マル

チバリアブル伝送器に接続します。

(5)	 流量パラメータを設定します。

(6)	 設定ツールか FlowNavigator を使用して流量計算シ

ミュレーションを行い，流量パラメータが正しく

設定されていることを確認します。

	 シミュレーションを実行する際は，伝送器に測温

抵抗体を結線するか，模擬抵抗としてダイアル抵

抗または 100 Ωの固定抵抗を結線します。

	 ここで，差圧，静圧および温度の値を入力し，得

られた流量出力が正しいことを確認します。

	 ただし，飽和蒸気モード：ET	Fixed	=	Saturated	

Steam（HART	7 通信形	機器レビジョン 12 以降）の

場合，測定した外部温度やシミュレーションによ

り入力された外部温度の値ではなく，内蔵された

蒸気表を利用して静圧値から算出された外部温度

の値により質量流量を演算します。

(7)	 伝送器から設定ツールの接続端子または通信機器

をはずします。

(8)	 電源を切ります。

・	 詳細説明は下記の取扱説明書を参照してくださ

い。

HART 通信形の EJX マルチバリアブル伝送器の設

定方法：IM	01C25R02-01JA

フィールドバス通信形 EJX マルチバリアブル伝送

器の設定方法：IM	01C25R03-01JA

FSA120 ソフトウェアの使用方法：

	 IM	01C25R51-01JA

FieldMate の使用方法：IM	01R01A01-01

・	 フィールド設置後に流量パラメータ設定を行う場

合は，4 項から 7 項までを順に実行してください。
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2.5.2 ベーシックモードパラメータの演算

ベーシックモードパラメータの演算には次の 2 つの方

式があります。

方式１：流量パラメータによる Kfactor の計算

	 絞りの設計時に算出した流出係数，絞り口径比

などの流量パラメータを使用して Kfactor を計算

します。

方式 2：流量状態による Kfactor の計算

	 絞りを設計した際の流量レンジと差圧レンジ，

常用温度，常用圧力から Kfactor を計算します。

方式1.　流量パラメータによるKfactorの計算 

［オリフィスの場合］

(1)	 流量演算式の選択

	 表 2.1 に記載されている流体種類と流量単位の区分

にしたがって演算式を選定します。

(2)	 入力データ単位の確認

	 この計算に用いられる単位は以下の通りです。

	 差圧：Pa

	 静圧：kPa	abs

	 温度：K

ここで圧力単位の Pa の次元は　M・L-1・S-2

	 M：質量 (kg)

	 L：長さ (m)

	 S：時間 (s)

(3)	 Kfactor を計算するための流量パラメータの準備

	 どのパラメータも下記の単位で表します。

	 d（絞り口径）：m

	 ρ b，ρ nom( 密度 )：kg/m3

C，β，ε，K は無次元

(4)	 単位換算係数 Nc の計算

	 流量パラメータがある単位で設定されても，流量

の単位は自動的に変わることはなく，常に決まっ

た単位で出力されます。質量流量の場合は kg/s で，

体積流量の場合は m3/s で，標準体積流量の場合は

Nm3/s となります。このため目的とする流量単位

に変換するために Nc の設定が必要になります。Nc

は目的とする流量単位と使用する差圧単位の単位

変換係数となります。

(5)	 Kfactor 算出式の選択と計算

	 表 2.1 に記載されている流体種類と単位区分から

Kfactor の算出式を選択します。選んだ算出式にパ

ラメータを代入して Kfactor を計算します。

(6)	 流量パラメータの伝送器への設定

	 Kfactor，Tb，SPb および TempK1( 液体のみ ) のパ

ラメータを設定ツールか FlowNavigator を使って伝

送器に設定します。

	 なお TempK1 の単位は kg/m3/℃を使用します。

もし流量の単位もしくは差圧の単位を変更する場合

は，Kfactor と Nc の値は再計算する必要があります。
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例1：Ncの計算

(1)	 流量の単位を変更する場合は以下の式で計算します。

	 Nc ＝ ( ㎏ /s)/( 使用したい質量流量単位 )

	 Nc ＝ (m3/s)/( 使用したい体積流量単位 )

	 Nc ＝ (Nm3/s)/( 使用したい標準体積流量単位 )

表2.6 流量の単位によるNcの計算例

流量単位 Ncの計算 Nc
kg/s (kg/s)/(kg/s) ＝ (1kg/1s)/(1kg/1s) 1
kg/h (kg/s)/(kg/h) ＝ (1kg/1s)/(1kg/3600s) 3,600
t/h (kg/s)/(t/h) ＝ (1kg/1s)/(1000kg/3600s) 3.6
m3/s (m3/s)/(m3/s) ＝ (1m3/1s)/(1m3/1s) 1
l/min (m3/s)/(l/min) ＝ (1m3/1s)/(0.001m3/60s) 60,000
Nm3/s (Nm3/s)/(Nm3/s) ＝ (1Nm3/1s)/(1Nm3/1s) 1
Nm3/h (Nm3/s)/(Nm3/h) ＝ (1Nm3/1s)/(1Nm3/3600s) 3,600

(2)	 差圧単位を変更する場合は以下の式で計算します。

	 Nc =   (差圧単位)/(Pa)

表2.7 差圧の単位によるNcの計算例

T0202.ai

差圧単位 Ncの計算 Nc
Pa
kPa

(Pa) / (Pa) =   (1Pa) / (1Pa)
kPa/Pa =   1000Pa / 1Pa

1  = 1
1000 = 31.62278

(3)	 流量単位と差圧単位の両方を変更する場合は以下の式で計算します。

Nc＝(kg/s)/(使用したい質量流量単位)×  (差圧単位)/(Pa)

Nc＝(m3/s)/(使用したい体積流量単位)×  (差圧単位)/(Pa)

Nc＝(Nm3/s)/(使用したい標準体積流量単位)×  (差圧単位)/(Pa)
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例2：Kfactorの計算［オリフィスの場合］

	 Qm 単位＝ kg/s

	 差圧単位＝ kPa

Kfactor = /4 × Nc × C/  1－ β4 × ε × d2 ×   2×ρb×1/K

 = 0.7853982 × 31.62278 × 0.6043 /  1－0.1296 × 0.984 × 0.031622 ×   2×1.250380×1/1

 = 0.02502868

  0.02503 

表2.8 流量パラメータの例

T0203.ai

C
ε
β
d
D
ρb
Tb
SPb
K
  /4
Nc

記号
0.6043
0.984
0.6
0.03162 m
0.0527 m
1.250380 kg/m3

273.15 K(0 degC)
101.325 kPa abs
1
0.7853982
31.62278

値 説明
コーナタップオリフィスの流出係数　「JIS Z 8762 1995」レイノルズ数1×106 *2

気体膨張係数　β=0.6, ΔP=50,000 Pa, SP=1,000,000 Pa abs, κ=1.399502 *2

絞り口径比 *2

絞り口径 *2

上流配管内径 *2

計算基準の密度（窒素　101,325 Pa abs　273.15 K) *2

計算基準の温度　単位：K *1

計算基準の静圧　単位：kPa abs *1

圧縮係数 *2

*2 
差圧単位がkPaのときの単位換算係数　kPa/Pa  =   1000Pa / 1Pa = 31.62278 *2

*1：	 伝送器に設定するパラメータ
*2：	 Kfactor の計算に使用

例3：Qmの計算

Δ p	=	50	kPa

SP	=	500	kPa	abs

T	=	293.15	K

Qm(kg/s) = Kfactor ×   Δp × (Tb / T) ×  (SP / SPb)

 = 0.02503 ×   50 × (273.15 / 293.15) × (500 / 101.325)

 = 0.3795 (kg/s)
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方式2.　流量状態によるKfactorの計算

この方式では，Kfactor を常用状態での差圧，静圧，温度，

流量と計算基準の静圧，温度から計算します。

(1)	 流量演算式の選択

	 表 2.1 に記載されている流体種類と流量単位の区分

にしたがって演算式を選定します。

(2)	 入力データ単位の確認

	 この計算に用いられる単位は以下の通りです。

	 静圧：kPa	abs

	 温度：K

	 この 2 つのパラメータは伝送器に設定されている

実際の単位でなく，これらの単位を使って計算し

ます。流量と差圧は伝送器に設定されている単位

を使用して計算します。

(3)	 Kfactor を計算するためのパラメータの準備

	 常用状態の差圧，流量を準備します。再圧，温度に

関して常用状態での値以外を計算基準の値として

使用する場合は，それぞれの値を準備します。こ

れらに関しては (2) 項で示されている単位を使用し

ます。

(4)	 Kfactor の計算

	 (1) 項で選択した演算式に (3) 項で準備したパラメー

タを代入して Kfactor を計算します。

(5)	 流量パラメータの伝送器への設定

	 Kfactor，Tb，SPb および TempK1( 液体のみ ) のパ

ラメータを設定ツールか FlowNavigator を使って伝

送器に設定します。

	 なお TempK1 の単位は kg/m3/℃を使用します。

もし流量の単位もしくは差圧の単位を変更する場合

は，Kfactor の値は再計算する必要があります。

例1：Kfactorの計算（静圧，温度に関して常用状態の値以外を計算基準の値として使用する場合）

表2.9 流量状態の例

記号 値 説明
Qm	 0.3795	kg/s 常用状態での流量 *2

Δ p	 50	kPa 常用状態での差圧 *2

Tb 273.15	K 計算基準の温度　単位：K	*1,	*3

SPb	 101.325	kPa	abs 計算基準の静圧　単位：kPa	abs	*1,	*3

T 293.15	K 常用状態での温度　単位：K	*3

SP 500	kPa	abs 常用状態での静圧　単位：kPa	abs	*3

*1：	 伝送器に設定するパラメータ
*2：	 Kfactor の計算に使用
*3：	 静圧，温度に関して常用状態の値以外を計算基準の値として使用する場合のみ Kfactor の計算に使用

Kfactor = Qm(kg/s) /  Δp  (kPa) × (Tb / T) ×  (SP / SPb)

 = 0.3795 /  50 × (273.15 / 293.15) × (500 / 101.325)

 = 0.02503



IM 01C25R01-01JA

2-10	 	 ＜ 2.		EJX マルチバリアブル伝送器＞

例2：Kfactorの計算（静圧，温度に関して常用状態の値を計算基準の値として使用する場合）

表2.10 流量状態の例

記号 値 説明
Qm	 0.3795	kg/s 常用状態での流量 *2

Δ p	 50	kPa 常用状態での差圧 *2

Tb 293.15	K 計算基準の温度　単位：K	　Tb ＝ T		*1

SPb	 500	kPa	abs 計算基準の静圧　単位：kPa	abs	　sPb ＝ SP		*1

T 293.15	K 常用状態での温度　単位：K	
SP 500	kPa	abs 常用状態での静圧　単位：kPa	abs	

*1：	 伝送器に設定するパラメータ
*2：	 Kfactor の計算に使用

Kfactor = Qm(kg/s) /  Δp  (kPa) × (Tb / T) ×  (SP / SPb)

 = 0.3795 /  50 × (293.15 / 293.15) ×  (500 / 500)

 = 0.0536694
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3. 取扱上の注意事項

本器は工場で十分な検査をされて出荷されております。

本器がお手もとへ届きましたら，外観をチェックして，

損傷の無いことと図 3.1 のような伝送器取付用部品が付

属されていることをご確認ください。なお，取付ブラ

ケットなしあるいはプロセスコネクタなしとご指定い

ただいた場合には伝送器取付用部品は付属されません。

また，付加仕様コード /BS 付きの場合，低圧側用のプ

ロセスコネクタは付属されません。

本章では取扱いに当って必要な注意事項を記載してあ

りますので，まず本項を良く読んでください。本項記

載以外の事項については関係する項目をご参照くださ

い。

ボルト
プロセスコネクタ
プロセスコネクタガスケット

フラット形
取付ブラケット

ケーブルグランド

F0301.ai

Uボルト用
ナット

L形
取付ブラケット

伝送器固定用ボルト

Uボルト

垂直配管接続形用
可動式ブラケット

図3.1 伝送器取付用部品

3.1 形名と仕様の確認について

ケース外側のネームプレートに形名および仕様コード

が記載されていますので，お問い合せの際はそれらの

情報も合せてご連絡ください。

: Refer to USER'S MANUAL.Made in Japan
TOKYO 180-8750 JAPAN

MODEL
SUFFIX

SUPPLY
OUTPUT
MWP

mA DC
V DC

STYLE

CAL
RNG

NO.

F0302.ai

図3.2 ネームプレートの例

3.2 運搬について

運搬中の事故により損傷することを防ぐため，本伝送

器はなるべく出荷時の包装状態で設置場所まで運んで

ください。

3.3 保管場所について

長期間の保管が予想される場合は，以下の点にご注意

ください。

(1)	 保管場所は下記の条件を満足する所を選定してく

ださい。

・	 雨や水のかからぬ場所。

・	 振動や衝撃の少ない場所。

・	 保管場所の温度，湿度が次のような場所。でき

るだけ常温常湿 (25℃，65%	程度 ) が望ましい。

	 温度：	 内蔵指示計なし	 － 40 ～ 85℃

	 	 	 内蔵指示計付き	 － 30 ～ 80℃

	 湿度：	 0 ～ 100%RH

(2)	 本伝送器はなるべく当社から出荷した時の包装状

態にして，保管してください。

	 特に湿度の高い場所では，当社から出荷した時の

包装状態にして保管する必要があります。

(3)	 一度使用した本伝送器を保管する場合，カバーフ

ランジ内の高圧室・低圧室に残留している測定流

体を完全に洗浄してください。

	 また，伝送部と受圧部がしっかり固定されている

ことを確認してから保管してください。
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3.4 設置場所について

本伝送器は厳しい環境条件のもとにおいても動作する

ように設計されておりますが，安定に，精度よく，長

期にわたってご使用いただくため下記の点に注意して

ください。

■ 周囲温度

温度勾配や温度変動の大きい場所に設置することはで

きるだけ避けてください。プラント側から輻射熱など

を受けるときは，断熱措置を施したり，風通しがよく

なるように設置してください。

また，高温多湿環境が長期に連続するような場所への

設置は避けてください。

■ 雰囲気条件

腐食性雰囲気に設置することはできるだけ避けてくだ

さい。腐食性雰囲気にて使用するときは，風通しがよ

くなるよう考慮するとともに，電線管内に雨水が入っ

たり，滞留したりしないように配慮をしてください。

■ 衝撃 ・ 振動

衝撃や振動に強い構造に設計されていますが，できる

だけ衝撃や振動の少ない場所に設置してください。

■ 防爆形計器の設置

当該品は，対象ガスに応じた危険場所に設置し，使用

することができます。重要な注意事項を巻末に「耐圧

防爆形機器についての注意事項」として記載してあり

ますので，必ずお読みください。

3.5 加圧部分について

・	 プロセスに設置した差圧・圧力伝送器は加圧状態に

ありますから，受圧部の締付けボルトを締めたりゆ

るめたりすることは，プロセス流体の噴出を招く危

険があります。絶対に行わないでください。

・	 伝送器受圧部内のドレンまたはガスを抜く際に，プ

ロセス流体が人体に有害な物質の場合，皮膚や目へ

の流体の付着，流出ガスの吸入などが行われないよ

う十分ご注意ください。	

本伝送器に加圧する場合，安全にご使用していただく

ため下記の点に注意してください。

(1)	 伝送器のプロセスコネクタ締付けボルト（差圧計：

4 本，圧力計：2 本 ) が十分締付けられていること

を確認してください。

(2)	 導圧配管にリークがないことを確認してください。

(3)	 規定以上の圧力を印加しないでください。

3.6 配線接続口の防水処理について

本伝送器のケーブル配線は，ねじ部には必ず非硬化性

シール材を塗布し，防水処理を施してください。(図7.8，

図 7.9 をご参照ください。)

3.7 トランシーバの使用について

本伝送器は高周波ノイズに対し十分な考慮と対策をし

ておりますが，トランシーバを伝送器およびその配線

近くで使用する場合は，高周波ノイズによる影響が考

えられます。このためトランシーバの使用にあたって

は，トランシーバを伝送器に対し数メートルの距離よ

り徐々に近づけながら，伝送器ループへのトランシー

バの影響を調査し，問題の発生しない距離でトラン

シーバを使用してください。

3.8 絶縁抵抗テストと耐電圧テストに
ついて

(1)	 テスト電圧が絶縁破壊を生じない程度の過電圧で

も絶縁を劣化させ，安全性を低下させることがあ

りますので，本テストの実施は必要最小限にとど

めてください。

(2)	 絶縁抵抗テストの電圧は	500V	DC( 内蔵アレスタつ

きの場合は 100V	DC) 以下とし，耐電圧テストでは

500V	AC( 内蔵アレスタつきの場合は 100V	AC) を超

える電圧を印加しないでください。

(3)	 テストは以下の手順で実施します。このとき伝送

ラインの配線ははずしておきます。

■ 絶縁抵抗テストの手順

①	 端子箱の SUPPLY ＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

②	 渡り配線と接地端子間に絶縁抵抗計 ( 電源 OFF) を

接続します。極性は渡り配線を正極，接地端子を

負極にします。

③	 絶縁抵抗計の電源を ON にして，絶縁抵抗を測定し

ます。電圧印加時間は 20	M Ω以上が確認されるま

での間にしてください。

④	 テスト終了後，絶縁抵抗計をはずし，渡り配線と

接地端子間に 100	k Ωの抵抗器を接続して放電させ

ます。1 秒間以上放電させ，放電中には素手で端子

に触れないようにしてください。
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■ 耐電圧テストの手順

①	 端子箱の SUPPLY ＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

②	 渡り配線と接地端子間に耐電圧試験器 ( 電源 OFF)

を接続します。耐電圧試験器の接地側を接地端子

に接続します。

③	 耐電圧試験器の電流制限値を 10mA に設定後，電

源を ON にし，印加電圧を 0V から指定値までゆっ

くり上昇させてください。

④	 指定電圧に 1 分間保持します。

⑤	 テスト終了後，電圧サージが発生しないようにゆっ

くり電圧を下げます。

3.9 耐圧防爆形の伝送器について

TIIS 耐圧防爆形の伝送器は，IEC 規格に整合した電気

機械器具防爆構造規格の技術的基準 ( 労働省通達基発

第 556 号 ) による型式検定に合格しており，可燃性ガ

スまたは蒸気の発生する危険雰囲気で使用できるよう

に作られています。

(1 種場所および 2 種場所に設置できます。)

耐圧防爆構造の機器は，安全性を確保するために，取

付け，配線，配管などに充分な注意が必要です。

また，保守や修理には安全のために制限が加えられて

おります。巻末の「耐圧防爆形機器についての注意事

項」を必ずお読みください。

（内蔵指示計なしの場合）

当該機器においては，センサ部周囲の封入液が外部

へ移動した場合に機器の出力信号は振り切れます。

万一，出力信号が振り切れた場合には防爆性能が失わ

れている可能性がありますのでアラームを出してくだ

さい。

なお，内蔵指示計付の場合には指示計の表示部にア

ラームが表示されますので上記対応は不要です。

伝送器

危険場所 非危険場所

電源
DCS

ディスプレイ

4～20 mA DC 1～5 V DC

F0303.ai

図3.3　DCS（分散型制御システム）を使用した例

図 3.4 は TIIS 耐圧防爆形伝送器の周囲／接液温度と使

用する電線あるいはケーブルの関係を示した図です。

図の範囲（A）においては最高許容温度が 60℃もし

くはそれ以上，範囲（B）においては最高許容温度が

75℃もしくはそれ以上の電線あるいはケーブルをご使

用ください。

周
囲
温
度

（℃）

接液温度（℃）

範囲(B)

F0304.ai
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図3.4　電線あるいはケーブルの選定
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4. 各部の名称

HIGH LOW

設定スイッチ

バーンアウト方向設定スイッチ

ライトプロテクト設定スイッチ

設定スイッチの
位置(注2）

BO H L

WR E D

H L H L

バーンアウト方向設定スイッチ (BO)

バーンアウト方向

F0401.ai

設定スイッチの
位置（注2）

H L

E D

H L

E D

ライトプロテクト

ハードウェアライトプロテクト設定スイッチ (WR)

YES
(書き込み不可)

NO
(書き込み可能)

垂直配管接続形

受圧部

カバーフランジ

端子部カバー

水平配管接続形

測温抵抗体接続口

ベントプラグ

ドレンプラグ

伝送部

内蔵指示計 (注1)

取付ねじ

アンプ部カバー

CPUアセンブリ

ゼロ調ねじ（注3）

電源接続口

プロセスコネクタ (注1)

プロセス接続口

( 注 1)		 ご指定によります。各製品の仕様書 (GS)	に記載のコード表をご参照ください。
( 注 2)	・	 C	P	U 異常時のバーンアウト方向の設定およびライトプロテクトの設定方法は図に示す設定スイッチ（BO	,	WR）をスライド

させて行います。納入時は，バーンアウト設定は H 側（付加仕様コード /C1 および /C2 付の場合は L 側）に，ライトプロテ
クト設定は	E 側（書き込み可能）に設定してあります。

	 ・	 設定状態は HART コミュニケータで確認できます。方法は取扱説明書	IM	01C25R02-01JA	を参照してください。
( 注 3)		 外部ゼロ調ねじは出荷時に「Disabled：無効」と設定されています。

図4.1 各部の名称

表4.1 内蔵指示計の表示

表示記号 備考
ゼロ点調整中の出力信号は増加しています。
ゼロ点調整中の出力信号は減少しています。

F0402.ai
ライトプロテクト機能が働いています。
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5. 取付

5.1 取付時の注意事項

本伝送器を設置する場合は，3.4 項「設置場所について」

の注意事項を参照してください。

設置場所の周囲条件については，各機種の仕様書（GS）

を確認してください。

・	 現地配管工事などで溶接工事を行う場合，伝送器へ

溶接電流を流さないように注意してください。

・	 本伝送器を足場にしないでください。

5.2 取付方法

・	 プロセスコネクタは必ず各製品用のものを使用し

てください。

・	 プロセスコネクタの導圧管接続口寸法は，通常

54mm で使用します。当社製の 3 バルブマニホー

ルドを使用するときはこの寸法で使用できます。プ

ロセスコネクタの取付方向を換えることにより導

圧管接続寸法が 51mm または 57mm の 3 バルブマ

ニホールドでも使用できます。なお，３バルブマ

ニホールドは寸法のみでなく，シール構造の違い

により機種によっては組合せできない場合があり

ます。必ず各伝送器との組合せに適した３バルブ

マニホールドを使用してください。

・	 プロセス接続の方向はご指定いただいた内容で出

荷されます。プロセス接続の方向を変更する場合

は，5.3 項を参照してください。

・	 伝送器は図 5.2,	5.3 のように取付ブラケットを使用

し，50A(2B) パイプに取付けます。水平パイプおよ

び垂直パイプのいずれにも取付けることができま

す。

・	 取付ブラケットを伝送器へ取付ける場合，伝送器

固定用ボルト (4 個 ) は約 39N･m{4kgf･m} のトルク

で締付けてください。

57mm 54mm 51mm

F0501.ai

図5.1 プロセスコネクタ導圧管接続口寸法

垂直パイプ取付

水平パイプ取付

伝送器固定用
ボルト

Uボルト用
ナット

取付ブラケット

50A(2B)パイプ

Uボルト

F0502.ai

Uボルト用
ナット

取付ブラケット

50A(2B)パイプ

Uボルト

伝送器固定用
ボルト

図5.2 伝送器の取付(水平配管接続形)
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F0503.ai

垂直パイプ取付
(プロセスコネクタ上部取付用)

垂直パイプ取付
(プロセスコネクタ下部取付用)

伝送器固定用ボルト

ブラケット

Uボルト用
ナット

Uボルト

50A(2B)
パイプ

垂直パイプ取付
(プロセスコネクタ上部取付用)

垂直パイプ取付
(プロセスコネクタ下部取付用)

伝送器固定用ボルト

Uボルト用
ナット

Uボルト

50A(2B)
パイプ

可動式ブラケット

■ 位置調整機能付ブラケットの場合

図5.3 伝送器の取付(垂直配管接続形)

5.2.1 可動式取付ブラケット（L形）の使用方法

可動式取付ブラケット（L	形）を取付けるための手順を

以下に述べます。（図 5.4	参照）

①	 伝送器と可動式プレートを伝送器固定ボルトを用

いてしっかり固定します。伝送器固定用ボルト (4

個 )	は約 39N･m{4kgf･m}	のトルクで締付けてくだ

さい。

②	 プロセス配管と高さを合わせながら，ブラケット

を 50A(2B)	パイプに取付けます。

③	 位置調整ねじを緩め，可動式プレートをブラケッ

ト上でスライドさせ，50A(2B)	パイプとプロセス配

管の位置関係を合わせます。※	1

④	 4	本の位置調整ねじをそれぞれ締付けて，可動式プ

レートとブラケットをしっかりと固定します。固

定後，動かないことを確認してください。

F0509.ai

上部配管取付の場合
プロセスコネクタ

伝送器

可動式プレート

伝送器固定用
ボルト

ブラケット

Uボルト用ナット

位置調整ねじ
（4か所）

2Bパイプ
スタンション

ブラケット固定用
Uボルト

下部配管取付の場合

伝送器の取付方向を図のごとく下向きにします。

図5.4  可動式取付ブラケットの取付け
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※	1：	可動式プレートは，ブラケットへの取付向きによ

り，75	～	132	mm の範囲で調整が可能です。な

お，調整幅は機種，仕様により異なります。（図 5.5

～図 5.6	参照）

※	2：	EJX930A かつプロセスコネクタ下部取付の場合，

可動式プレートは図 5.6 の反転状態でのみ使用で

きます。

F0510.ai

75～132 mmスライド

可動式プレート

図5.5  可動式プレートの調整幅

F0511.ai

プレート
最短（75 mm）

プレート
最長（110 mm）

プレート反転
最長（132 mm）

上から見たプレート可動状態
横から見たプレート可動状態

（EJX910A設置）

反転

図5.6  可動式プレート取付向きによる調整幅の違い
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5.3 プロセス接続を変更する場合

プロセス接続は，ご注文の際にご指定いただいた内容

により出荷しております。例えば，プロセス接続の出

荷状態が上側になっている本器を下側へ変更する場合

は，本項に従ってください。

図5.4を参照してドレン	(ベント)	プラグをスパナでゆっ

くり回して取りはずし，上側に取付けます。またドレ

ン ( ベント ) プラグのねじ部 ( 下図の※ 1) にシールテー

プを巻き，ドレン ( ベント ) スクリューのねじ部 ( 下図

の※ 2 へ ) には潤滑剤を塗布してねじ込んでください。

( ドレン ( ベント ) プラグは 34 ～ 39N･m{3.5 ～ 4kgf･m}

のトルクで締付けます ) プロセスコネクタを取付けるボ

ルトは 34 ～ 39N･m{3.5 ～ 4kgf･m} のトルクで均一に

固く締付け，リークのないようにしてください。

F0504.ai

※1
※2ドレン(ベント)プラグ

垂直配管接続形の場合

水平配管接続形の場合

（注）水平配管接続形の場合, プロ
セスコネクタを前後へ変更す
ることはできません。

ボルト

プロセスコネクタ
プロセスコネクタ
ガスケット

図5.7 プロセス接続を変更する場合

5.4 高圧側を変更する場合

5.4.1 受圧部を180°回転させて行う方法

この方法は，垂直配管接続形のみに適用できる方法で

す。

以下の手順により受圧部を 180°回転させます。この

作業は原則として必要な工具を用意したメンテナンス

ルームで行い，高圧側を変更したのちに現場へ設置し

てください。

①	 受圧部と伝送部のはめあい部分の六角穴付き止め

ねじ (2 か所 ) を六角棒スパナ (JIS	B4648	呼び 2.5)

で緩めます。

②	 伝送部をそのままで，受圧部のみゆっくり 180 ゜

回転します。

③	 六角穴付き止めねじ (2 本 ) を締付けて受圧部と伝

送部を固定します。(1.5N･mのトルクで締付けます)

④	 ドレン ( ベント ) プラグが上に向いているので，プ

ロセス接続を上側にして使用する場合は，5.3 項に

従ってプラグとプロセスコネクタを入れ替えてく

ださい。

伝送部に固定された回転ストッパで制限された範囲内

で回してください。

F0505.ai

プロセスコネクタ

六角穴付き止めねじ

変更前 変更後（180°回転後）

図5.8 変更前と変更後
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5.4.2 パラメータの設定変更で行う方法

この機能を利用してもカプセルアセンブリに添付され

ている H/L 表示刻印はもとのままで変わりませんの

で，導圧管の入れかえが不可能な場合のみ利用してく

ださい。

「下記パラメータ」の設定を変更すると図 5.9 のよう

に入出力の関係が逆になるのでご注意ください。

可能な限り，5.4.1 項の方法を採用してください。

HART 通信形の場合だけは，5.4.1 項のように受圧部を

180°回す必要はなく，設定ツールを使用して高圧側を

変更することができます。

HART 通 信 パ ラ メ ー タ「H/L	SWAP」 に お い て

NORMAL( 右側：高圧，左側：低圧 )	または REVERSE( 左

側：高圧，右側：低圧 ) を選択してください。

入力

NORMAL

REVERSE
F0506.ai

出
力

図5.9 入力 / 出力の関係

5.5 伝送部を回転させる場合

耐圧防爆形の場合，原則として通電中には伝送部の回

転を行わないでください。やむを得ず通電中に行う場

合には，ガス検知器などで爆発性ガスのないことを確

認しながら行ってください。

EJX シリーズの各機種は，伝送部を約± 180°回転させ，

任意の角度で固定することができます。

①	 伝送部と受圧部のはめあい部分の六角穴付き止め

ねじ (2 か所 ) を六角棒スパナで十分に緩めます。

②	 伝送部を目的の角度までゆっくり回転させます。

③	 六角穴付き止めねじ (2 か所 ) を締め，伝送部と受

圧部を固定します。（1.5N・m のトルクで締め付け

ます。）

伝送部に固定されたストッパで制限された範囲内で回

してください。

F0507.ai

垂直配管接続形

水平配管接続形

受圧部

伝送部

±180°回転

±180°回転伝送部

受圧部

電源接続口

電源接続口
ゼロ調ねじ

図5.10 伝送部の回転
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5.6 内蔵指示計の向きを変更する

耐圧防爆形の場合，指示計カバーの開閉	および指示計

の取りはずし，取付けは必ず安全場所で行ってくださ

い。

端子箱一体形アンプケースの場合，内蔵指示計を以下

の三方向のいずれかに取付けることが可能です。伝送

器を取付ける方向に応じて，あらかじめ見やすい向き

に変えてください。

指示計の取りはずし，取付けについては 9.4 項を参照く

ださい。

F0508.ai

図5.11 指示計の向き
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6. 導圧管の配管

6.1 導圧管の配管時の注意事項

プロセス圧力を伝送器へ導く導圧管は，プロセス圧力

を正確に伝送器へ伝達しなければなりません。たとえ

ば，導圧管内の液体中にガスが溜る，あるいは導圧管

内の気体中にドレンが溜ると “正確な圧力伝達” が行

われなくなります。このような場合には測定圧力に誤

差を生じることになりますので，プロセス流体（気体，

液体，蒸気）に適した配管方法にする必要があります。

導圧管の伝送器への接続，および導圧管の配管時には

下記の点にご注意ください。

6.1.1 伝送器への導圧管の接続について

(1) 伝送器の高圧側および低圧側接続口の確認

カプセルアセンブリには H（高圧側），L（低圧側）の

記号が表示されています。プロセス圧力の高圧側導圧

管は H	側へ，低圧側導圧管は L	側へ接続してください。

付加仕様コード /BS 付の場合，低圧側導圧管を L 側へ

接続することはできません。

F0601.ai

プロセス接続口 HおよびLの表示箇所

プロセス接続口

プロセスコネクタ

ボルト

図6.1 カプセルアセンブリのH, L表示箇所

(2) プロセスコネクタ導圧管接続口寸法の変更（図5.1）

	 プロセスコネクタの取付方向を換えることにより

導圧管接続口寸法を 51mm，54mm または 57mm

の 3 種類に変更することができます。導圧管をプ

ロセスコネクタへ接続する時の位置合わせに便利

です。

(3) プロセスコネクタ取付けボルトの締付け

	 プロセスコネクタを取付けているボルトは，導圧管

接続後は均一に締付けてください。（5章	表5.1参照）

(4) 伝送器と3バルブマニホールドの接続

	 3 バルブマニホールドはプロセス圧力を遮断するス

トップ弁（2 個）と伝送器の高圧側と低圧側の圧力

を同圧にする均圧弁（1 個）で構成されています。

伝送器を導圧管から取りはずす場合，あるいは伝

送器のゼロ点調整を行う場合に便利です。

	 3 バルブマニホールドには配管形と直結形がありま

すが，伝送器との接続時には下記の点にご注意く

ださい。

■ 配管形の場合

F0602.ai

ニップル

ニップル

プロセス
コネクタ

袋ナット

パイプ
アセンブリ

袋ナット

プロセス
コネクタ
用ボルト

50A(2B)パイプ

パイプ
アセンブリ

3バルブ
マニホールド

導圧管
ベントプラグ
(オプション)

ストップ弁
(低圧側)

均圧弁

ストップ弁
(高圧側)

図6.2 3バルブマニホールド（配管形）

①	3 バルブマニホールド本体の伝送器側接続口および

プロセスコネクタの導圧管接続口に，ニップルをね

じこみます。（シール性を保持するためにニップル

のねじ部にはシール用テープを巻いてください。）

②	3 バルブマニホールド本体は取付用ブラケットを U

ボルトで，50A（2B）パイプに取付けます。このと

き，U ボルトは仮締め状態にしておきます。

③	パイプアセンブリを3	バルブマニホールドとプロセ

スコネクタ間に配置し，袋ナットで仮締め状態に

しておきます。（パイプアセンブリの両端は球面状

になっています。球面に傷を付けますとシール効

果が損なわれますので取扱いにご注意ください。）

④	各ねじ部を下記の順番で十分に締付けます。

	 プロセスコネクタのボルト→伝送器側の袋ナット

→3	バルブマニホールド側の袋ナット→3	バルブマ

ニホールド取付用ブラケットの U ボルト・ナット
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■ 直結形の場合

①	伝送器に 3 バルブマニホールドを取付けます。（取

付け時に使用する 2 個のガスケットおよび 4 本の

ボルトは 3 バルブマニホールドに付属されている

ものを使用します。ボルトは均等に締付けてくだ

さい。）

②	3 バルブマニホールドの上部（導圧管を接続する側）

に，プロセスコネクタとプロセスコネクタ用ガス

ケットを取付けます。

ボルト

プロセス
コネクタ

ガスケット

ガスケット
プロセス
コネクタ

ボルト

ストップ弁
(低圧側)

ストップ弁
(低圧側)

3バルブ
マニホールド

3バルブ
マニホールド

均圧弁

均圧弁

ストップ弁
(高圧側)

導圧管

導圧管

ストップ弁
(高圧側)

F0603.ai

図6.3 3バルブマニホールド（直結形）

伝送器と 3 バルブマニホールドの接続が完了したら，

高圧側および低圧側ストップ	弁を閉じ，均圧弁を開い

た状態にしておきます。

この操作は，伝送器の高圧側または低圧側の一方向に

過負荷の掛るのを防ぐためと，運転開始手順（8 章）

にも必要なことですから厳守してください。

6.1.2 導圧管の配管方法について

(1) プロセス圧力の取出し角度

	 プロセス配管内のドレン，ガスあるいは沈澱物な

どが導圧管内に流入した場合は，測定圧力に誤差

を生じる要因となります。これら要因を除くため

には測定する流体によって，プロセス圧力の取出

し角度を図 6.4 のようにする必要があります。

・	 プロセス流体が気体の場合は，垂直上方向または垂

直上方向から 45°以内。

・	 プロセス流体が液体の場合は，水平方向または水平

方向から下方 45°以内。

・	 プロセス流体が蒸気の場合は，水平方向または水平

方向から上方 45°以内。

[気体の場合]

圧力
取出し管

プロセス
配管

[蒸気の場合][液体の場合]

45°

45°

45° 45°

45°

45°

F0604.ai

図6.4 プロセス圧力の取出し角度（水平配管の場合）

(2) プロセス圧力の取出し部と伝送器の位置

	 導圧管内に発生したドレン（あるいはガス）が管

内に溜る場合は，定期的にドレン抜き（あるいは

ガス抜き）を行う必要があります。しかし，この

ドレン抜き（あるいはガス抜き）の操作は測定圧

力に一時的な外乱を与えることになります。この

ため，導圧管内に発生したドレン（あるいはガス）

はプロセス配管へ戻るような配管方法にしておく

必要があります。

		・プロセス流体が気体の場合は，原則として，伝

送器はプロセス圧力の取出し部よりも高い位置

に設置する。

		・プロセス流体が液体または蒸気の場合は，原則

として，伝送器はプロセス圧力の取出し部より

も低い位置に設置する。

(3) 導圧管の勾配

	 導圧管は昇りまたは下り勾配のみとし，水平部分

であっても 1/10 以上の勾配を持たせ，ドレン（あ

るいはガス）が管内に滞溜しないようにします。

(4) 2本の導圧管の温度差

	 高圧側と低圧側の導圧管に温度差が生じた場合は，

管内の液体の密度にも差が生じ，測定圧力の誤差

となります。流量測定の場合など，2 本の導圧管に

温度差が生じないように揃えて配管する必要があ

ります。



IM 01C25R01-01JA

6-3	 	 ＜ 6.		導圧管の配管＞

(5) 蒸気の流量測定時の凝結槽（コンデンス・ポット）

	 導圧管内の液体が，周囲温度あるいはプロセス温

度の変化で凝結，蒸発を繰返すような場合，高圧

側と低圧側との液頭に差を生じさせることがあり

ます。

	 液頭の差による測定圧力の誤差を避けるため，蒸

気の流量測定時には凝結槽を使用します。

(6) 凍結防止

	 伝送器および導圧管内のプロセス流体に凍結（凝

固）のおそれのある場合は，スチームジャケット

やヒータなどで保温してください。

導圧管の配管が完了したら，プロセス配管からのドレ

ン，沈澱物，塵などが導圧管へ入らないように，プロ

セス圧の取出し弁（元弁），伝送器の近傍に取付けら

れた弁（手元弁）および導圧管のドレン弁は閉めてお

いてください。

6.2 導圧管の配管例

プロセス流体が気体，液体および蒸気の場合の，典型

的な導圧管の配管例を図 6.5 に示します。実際に配管

するにあたってはプロセス流体の性質（腐食性，毒性，

可燃性など），プロセス配管の敷設状態，伝送器の設置

場所等を検討し適宜変更，追加を行ってください。

なお，この配管例を参照する場合は下記の点にご注意

ください。

・	 伝送器の高圧側接続口は右側（正面から見て）と

して示してあります。

・	 伝送器の導圧管接続方向は上または下側とする垂

直配管接続形で示してあります。

・	 導圧管の距離が長い場合は支柱に固定するなど，振

れ防止をします。

・	 使用する導圧管はプロセス圧力，温度等に見合っ

たものを使用します。

・	 プロセス圧力の取出し弁（元弁）には接続形式（フ

ランジ，ねじ，溶接），構造（グローブ弁，ゲート弁，

ボール弁）あるいは使用温度，圧力等によって多

種類のものが用意されています。プロセス流体の

条件に見合ったものを選択します。

ティー

3バルブ
マニホールド

ドレン弁
ドレンプラグ

元弁

ユニオン
または
フランジ

オリフィス

液体の流量測定 気体の流量測定

F0605.ai

凝結槽

オリフィス

蒸気の流量測定

図6.5 配管例（差圧伝送器による流量測定）
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7. 配線

7.1 配線時の注意事項

・	 7.2 項から 7.5 項（7.5.2 項は除く）では HART 通信

形について記載してあります。FOUNDATION	フィール

ドバス通信形については取扱説明書 IM	01C25R03-

01JA を参照してください。

・	 大容量の変換器，モータ，あるいは動力用電源など

のノイズ源を避けて配線してください。

・	 配線は電源接続口の防塵キャップ（プラグ）を外し

て配線します。

・	 ネジ部には防水処理を必ず施してください。

	（防水処理にはシリコン樹脂系の非硬化性シール剤

をお薦めします。）

・	 ノイズ防止のため，信号ケーブルと動力用ケーブル

は同一のダクトを使用しないでください。

・	 使用していない配線口は閉止プラグをねじ込むなど

の防水処置を施してください。

・	 測温抵抗体を配線するまでは電源を入れないでくだ

さい。

・	 防爆形の場合，防爆性能保持のため，法規に従った

配線をする必要があります。

・	 耐圧防爆形の場合，錠締ボルトを時計方向に回しカ

バーのロックを解除してからカバーを取りはずして

ください。錠締ボルトの取扱いは 9.4 項「分解およ

び組立て」を参照してください。

本取扱説明書巻末の「耐圧防爆形機器についての注意

事項」をご参照のうえ，正しく配線してください。

7.2 電線の選定

・	 配線用の電線は，600V ビニル絶縁電線（JIS	C3307）

と同等以上の性能を持つより線の電線，あるいは

ケーブルを使用します。

・	 ノイズの影響を受けやすい場所に配線する場合は

シールド線を使用します。

・	 周囲温度が高い場所あるいは低い場所に配線する

場合は，使用場所に合った電線あるいはケーブル

を使用します。

TIIS 耐圧防爆形の場合，使用する電線あるいはケーブ

ルの最高許容温度は伝送器の周囲温度と接液温度の条

件から選定します。（3.9 項の図 3.4 を参照ください）

・	 有害なガスや液体または油や溶剤の存在する雰囲

気で使用する場合は，これに耐える材料を使用し

た電線あるいはケーブルを用います。

・	 電線の端末は絶縁スリーブ付き圧着端子（4mm ね

じ）を推奨します。

7.3 出力の種類

表 7.1 に出力の種類に従った配線例を示します。

(1) アナログ出力（4～20mA DC）

DPharp は 2 線式伝送方式ですので電源配線と信号配線

を兼用しています。

伝送ループには直流電源が必要です。受信計器の抵抗

とディストリビュタ（ユーザご用意）の受信抵抗を含

めた配線の負荷抵抗は下図の範囲内になるように注意

してください。

なお，本安ループでご使用の場合は，バリアの抵抗も

含めてください。

600

250

0 10.5 16.6 25.2 42

(Ω)

電源電圧 E (V)

R= E－10.5
0.0244 通信可能範囲

(HART通信形)

F0701.ai

負
荷
抵
抗
Ｒ

図7.1 電源電圧と負荷抵抗



IM 01C25R01-01JA

7-2	 	 ＜ 7.		配線＞

(2) パルス出力とアラーム（ステータス）出力

DPharp は 2 線式伝送方式ですので電源配線と信号配線

を兼用しています。

直流電源と負荷抵抗が必要で，パルス出力へは積算計

か電子カウンタを配線します。

パルス出力の LOW 側出力は 0 ～ 2VDC となります。こ

の伝送ラインでは通信機能は使えません。

(3) アナログ信号とパルス信号の同時出力

アナログ信号とパルス信号を同時出力する場合，通信

可能距離は配線方法によって異なります。この距離制

限は表 7.1 を参照してください。

アナログ出力とパルス出力の同時出力には，負荷抵抗

を用いる必要があります。詳細は表 7.1 を参照してく

ださい。

7.4 外部配線の端子部への接続

7.4.1 電源配線の接続

・	 必ず仕様内の DC 電源を使用してください。	

商用 AC 電源を接続すると機器が破損します。

・	 DC 電源と接続する際，極性を逆に接続しないよう

に注意してください。	

	 SUPPLY ＋端子：電源の＋側に接続

	 SUPPLY －端子：電源の－側に接続

電源配線は SUPPLY の＋，－端子に接続します。

端子部
F0702.ai

電源
‒

+

図7.2 電源配線の接続

7.4.2 現場指示計用配線の接続

現場指示計用の配線は CHECK の A（＋），SUPPLY の－

端子に接続します。

・	 内部抵抗が 10 Ω以下の現場指示計をご使用くださ

い。

・	 RTD ケーブルを使用する場合，配線口がないため現

場指示計を接続することはできません。

・	 TIIS 耐圧防爆形の配線をする際は，RTD 接続口に当

社が指定する耐圧パッキン金具が必要です。当社営

業にご相談ください。

端子部

現場指示計

F0703.ai

電源
‒

+

図7.3 現場指示計の接続

7.4.3 設定ツール の接続

設定ツールの接続端子と電源間に 250	Ω以上の負荷抵

抗があれば，計器室，伝送器端子箱，伝送ループ内の

いかなる中継端子にも接続して使用することができま

す。

設定ツールは伝送器と並列に接続しますが，極性は関

係ありません。

以下に，接続例を示します。

USB
FieldMate
モデム

中継端子
ディストリ
ビュータ

計器室

端子板

F0704.ai

USB

PC/FieldMate

HART設定ツール

DPharp
(2線式伝送器)

図7.4 HART設定ツールの接続例
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7.4.4 チェックメータの接続

チェックメータは CHECK の A（＋），SUPPLY の－端子

（フック）に接続します。

・	 CHECK の A（＋），SUPPLY の－端子からは，出力

信号 4 ～ 20mA	DC の電流信号が出力されます。

内部抵抗が 10 Ω以下のチェックメータをご使用くだ

さい。

端子部

F0705.ai

電源
‒

+
チェックメータ

図7.5 チェックメータの接続

7.4.5 外部温度入力の接続

外部温度入力ケーブルのコネクタを端子箱上方の差込

口に接続します。

F0706.ai

図7.6 外部温度入力の接続

7.5 配線

防爆形計器については，周辺機器を含めて配線材料と

配線作業にはきびしい制約があります。作業の前に巻

末の「耐圧防爆形計器についての注意事項」を必ずお

読みください。

7.5.1 ループ構成

DPharp は 2 線伝送方式ですので電源配線と信号配線を

兼用しています。

伝送ループには直流電源が必要です。伝送器とディス

トリビュータとの接続は以下のように行ってください。

なお，電源電圧と負荷抵抗は 6.6 項，通信ライン条件は

11.1 項を参照してください。

(1) 一般形および耐圧防爆形の場合

（危険場所） （非危険場所）

端子部

ディストリビュータ
（電源ユニット） 受信器

F0707.ai

図7.7 伝送器とディストリビュータとの接続

(2) アナログ／パルス同時出力と個別出力のループ構

成例

表 7.1 に実際のループ構成例を示します。

ループ構成によっては通信の可，不可，可能距離など

の制限があります。また，パルスやステータス出力の

電源，負荷抵抗などにも制限がありますので，表 7.1

を参照してください。
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表7.1 HART通信形接続例（アナログ出力，パルス出力，ステータス/アラーム出力，アナログ・パルス同時出力）

250Ω

R 

伝送器端子
レコーダなど

E(16.4 ～ 30V DC)

カウント入力
コモン

伝送器端子

250Ω

24V DC

PULSE

SUPPLY
+

‒

ディストリビュータ
（またはシグナルコンディショナカードEA7など）+

B

‒

PULSE

SUPPLY

R

E

伝送器端子

電子
カウンタ

*1

*5

+
‒

PULSE

SUPPLY
*3

*5

*2

*5

*1：最大出力電流が E/R 以上の電源が必要です。
*2：最大出力電流がE/R＋25mA以上の電源が必要です。また，電源の出力インピーダンスは負荷抵抗Rの1/1000以下が必要です。
*3：最大出力電流がE/R＋25mA以上の電源が必要です。
*4：外来ノイズ対策のため，パルス出力周波数に合った電子カウンタを使用してください。
*5：接点パルス信号を直接受信できる電子カウンタの場合は不要です。
*6：「アナログ・パルス同時出力」の場合は「アナログ単独出力」よりHART通信がノイズ等の影響を受けやすくなる場合があります。

上記シールドケーブルを利用する等のノイズ対策を施したうえでご使用ください。

3芯シールドケーブル

PULSE

SUPPLY +
‒

電磁弁など

AC 電源

外部電源
30V DC, 120mA max
(接点定格)

伝送器端子

E

250Ω

R

PULSE

SUPPLY

カウント入力
コモン

レコーダなど

E(16.4 ～ 30V DC)

伝送器端子

伝送器端子

アナログ・パルス同時出力の場合は，配線方式によって伝送線からの通信可能な距離が制限されます。
設置例1～3を参照ください。

リレー

*4

ケーブルは3芯シールドケーブルを使用してください。

ケーブルは3芯シールドケーブルを使用してください。
3芯シールドケーブル

シールドケーブル

ケーブルは2芯個別シールドケーブル
を使用してください。

電子カウンタ*4

（またはパルス変換器など）

電子カウンタ*4

（またはパルス変換器など）

+
‒

B *

接続方法接続

T0701.ai

●アナログ出力
通信距離2kmまで
可能（CEVケーブル使
用時）

●パルス出力
（通信不可）

設置例1：
通信距離2kmまで可能

（CEVケーブル使用時）

+
‒

*5 250ΩR
E(10.5 ～ 30V DC) 

24V DC

PULSE

SUPPLY

ディストリビュータ
（またはシグナルコンディショナカードEA7など）

電子カウンタ*4

（またはパルス変換器，
 シグナルコンディショナカードEP1，EP3など）

+
‒

シールドケーブル

ケーブルは2芯個別シールドケーブル
を使用してください。

*1

カウント入力
コモン

0.1

 C ( µF ) × f ( kHz ) 
≦ R (kΩ) ≦

120

E (V)

（1）式と（2）により抵抗値と電力を計算し抵抗を選択してください。 (注） CEVケーブルでは　C≒0.1µF/km

P (mW) =
R (kΩ)

E2 (V)

設置例2：
通信距離200mまで可能

（CEVケーブル使用し，負
荷抵抗Rが1kΩのとき）

設置例3：
通信不可

（シールド線を使用しな
い場合）

●ステータス出力
（通信不可）

●アナログ・パルス
同時出力*6

（通信距離の制限）

●パルス出力用
負荷抵抗値 E：電源電圧（V）

f：パルス出力周波数（kHz）
R：パルス出力用負荷抵抗（kΩ）
C：ケーブルの容量（µF）
P：抵抗の電力（mW）

（1）

（2）

*

B *

B *

*：端子台上の記号は
 ＋またはB

*：端子台上の記号は＋またはB

*：端子台上の記号は
 ＋またはB

B *

B *

*：端子台上の記号は＋またはB

*：端子台上の記号は＋またはB

*：端子台上の記号は＋またはB
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7.5.2 配線工事

(1)  一般形の場合

金属管配線，または水防グランド（電線貫通金物 J	I	S	

F8801）を用いたケーブル配線を行います。

・	 配線口，フレキシブルフィッティングのねじ部に

は，非硬化性シール剤を塗布して防水処理をしま

す。

F0708.ai

フレキシブル
フィッティング

電線管

ティー

ドレンプラグ

ねじ部には非硬化性
シール剤を塗布して
防水処理を必ず施し
てください。

図7.8 電線管を用いた配線（例）

(2)  耐圧防爆形の場合

耐圧パッキン金具を用いたケーブル配線を行います。

耐圧防爆金属管配線は認可されていません。

・	 耐圧パッキン金具は，必ず，当社の選定したもの

をお使いください。

・	 配線口，耐圧パッキン金具の本体のねじ部には，非

硬化性シール剤を塗布して防水処理を行います。

F0709.ai

耐圧パッキン金具

フレキシブル
フィッティング

電線管

ティー

ドレンプラグ

ねじ部には非硬化性
シール剤を塗布して
防水処理を必ず施し
てください。

図7.9 耐圧パッキン金具を用いたケーブル配線（例）

・	 使用するケーブルの外径を 2 方向，1mm 単位まで

測ります。

・	 2	方向の平均値を求め，その値に最も近い内径の

パッキンを選びます。（表 7.2 参照）

表7.2 耐圧パッキンの種類と適用ケーブル外径

付加仕様
コード

配線口の
ねじ径

適用ケーブル
外径(mm)

識別
マーク

部品番号

G11 G	1/2
8 ～ 10

10.1 ～ 12
16	 8-10
16	 10-12

G9601AM

● 耐圧パッキン金具の配線口への取付方法

①	 耐圧パッキン金具本体を配線口にねじ込みます。こ

の場合，O －リングが配線口に接触するまで（6 山

以上）ねじ込み，レンチでロックナットを固く締

め付けます。

②	 ケーブルをユニオンカバー，ユニオンカップリン

グ，クランプナット，クランプリング，グランド，

ワッシャ，ゴムパッキン，パッキンボックスの順

に挿入します。

③	 ケーブルの先端を端子箱内に挿入します。

④	 グランドを締め付けてケーブルを固定します。グラ

ンドの締め付け量はケーブルを上下にゆすりケー

ブルが動かなくなってから約 1 回転確実に締め付

けてください。この締め付け量は非常に重要で，締

めすぎるとケーブルの断線事故につながり，締め

足りないと耐圧防爆性が維持できません。

⑤	 クランプナットを締め付けてケーブルを固定しま

す。

⑥	 ユニオンカバーに付いているロックナットを締め

付けます。

⑦	 ケーブルの各線を端子に接続します。

F0710.ai

Ｏ-リング
本体

ロックナット
レンチ

パッキンボックス
ゴムパッキン

ワッシャ
グランド

クランプリング

クランプナット

ユニオンカップリング

ロックナット

レンチ

ユニオンカバー

ケーブル

ねじ部には非硬化性
シール剤を塗布して
防水処理を必ず施して
ください。

図7.10 耐圧パッキン金具の取付け
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7.6 外部温度入力（RTD）ケーブルの
接続

外部温度を測定する場合は RTD ケーブルを配線するこ

とが必要です。配線には，耐圧パッキン金具（ケーブ

ルグランド）を使用する方法や電線管を使用する方法

がありますが，いずれも下記の手順に従って，配線や，

配線の取り外しを行ってください。

なお，温度センサ側の配線もほぼ同様な方法が必要で

すが，詳細は温度センサ側の取扱説明書をご覧くださ

い。

耐圧防爆形の場合，外部温度入力（RTD）ケーブルの

接続は耐圧パッキン金具を使用する配線方法しか許さ

れていませんので 7.6.1 項を参照して配線してくださ

い。

また，RTD ケーブルを接続しない場合，RTD 接続口に

は横河電機が供給するブラインドプラグを使用しなけ

ればなりません。

RTD 入力信号と伝送器出力信号は絶縁されていません

ので，配線がすべて完了するまでは電源を投入しない

でください。

7.6.1 耐圧パッキン金具を使用する配線方法
（外部温度入力コード：-1，-2，-3およ
び-4の場合）

・	 添付されている部品：

	 耐圧パッキン金具（ケーブルグランド）：2 組

	 コネクタ付き RTD ケーブル：指定長さ，仕上が

り外径 8.5	mm

EJX-MV伝送器

配線口

コネクタ拡大図

F0711.ai

コネクタ付き
RTDケーブル

耐圧パッキン金具
(ケーブルグランド）

・	 伝送器端子部の RTD コネクタ接続部拡大図

ALARM ALARM

保護キャップ 接続ポート口

F0712.ai

	 RTD ケーブルのコネクタ接続ポートには防塵のた

めの保護キャップをかぶせてあります。このキャッ

プはケーブルを接続するまでは取らないようにし

てください。

● G1/2めねじ用耐圧パッキン金具のRTD配線口への

取付方法（配線口コード「F」：G1/2めねじ，接続

口2箇所（1接続口はRTD用）の場合）

・耐圧パッキン金具の構成部品

	 この耐圧パッキン金具は TIIS 耐圧防爆用で，図 7.10

にあるように多くの部品から構成されていますの

で，部品がすべてそろっているかどうかを確認し

てください。なお，RTD ケーブルの仕上がり外径

は 8.5	mm ですから，ゴムパッキンは識別マーク	

「16　8-10」のものを使用してください。

RTD ケーブルは，コネクタ側から耐圧パッキン金具を

通すことはできません。ケーブル敷設前に線材側から

ケーブルを耐圧パッキン金具に通しておいてください。

・耐圧パッキン金具の取付手順

①	 耐圧パッキン金具（ケーブルグランド）のねじを

緩め，すべての部品を取り外します。

②	 RTD 配線口の防塵キャップとコネクタ接続ポート

の保護キャップをはずし，耐圧パッキン金具本体

を RTD 配線口にねじ込みます。この場合，O	－リ

ングが配線口に接触するまで（6	山以上）ねじ込み，

レンチでロックナットを固く締め付けます。

F0713.ai

ねじ部には非硬化性シール剤を塗布
して防水処理を必ず施してください。

耐圧パッキン本体を伝送器のG1/2配線口にねじ込む。

Ｏ-リング
本体

ロックナット

レンチ
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③	 RTD ケーブルをコネクタの取付いていない端末か

らパッキンボックス，ゴムパッキン，ワッシャ，グ

ランド，クランプリング，クランプナット，ユニオ

ンカップリング，ユニオンカバーの順に挿入しま

す。ゴムパッキンの内径に制限があるため，ここ

にコネクタを挿入することができませんので，こ

の順番を守ってください。

F0714a.ai

パッキンボックス

ゴムパッキン

ワッシャ

グランド

クランプリング

クランプナット

ユニオンカップリング

ロックナット レンチ

ユニオンカバー
RTDコネクタ

挿入方向

④	 RTD ケーブルのコネクタ先端からパッキンボック

ス端面までの距離が 56.5 ± 1	mm になる位置でグ

ランドを締め付けてケーブルとパッキンボックス

を固定します。ケーブルが動かなくなってから約 1

回転確実に締め付けてください。この締め付け量

は非常に重要で，締め付けすぎると断線事故につ

ながり，締め足りないと耐圧防爆性能が維持でき

ません。その後クランプナットも締め込みます。

F0714b.ai
パッキンボックス

ゴムパッキン

ワッシャ

グランド

56.5±1 mm

⑤	 RTD ケーブルのコネクタがついた先端を端子箱内

に挿入し，コネクタを接続ポートに差し込みます。

⑥	 ユニオンカバーを②で固定しておいた本体部にね

じ込みます。6 山以上ねじ込んでからロックナット

を締め付けます。

⑦	 ケーブル保護用の電線管が必要ならば，RTD ケー

ブルを配管に通したあとユニオンカップリングに

ねじ込みます。

⑧	 最後にコネクタが確実に差し込まれているかどう

かを確認します。

RTD ケーブルを固定した後は，ケーブルを引張ったり，

過度な機械的衝撃を与えないでください。

最後にコネクタが確実に差し込まれているかどうかの

確認を忘れずに行ってください。

● 1/2NPTめねじ用耐圧パッキン金具のRTD配線口へ

の取付方法（配線口コード「2」：1/2NPTめねじ，

接続口2箇所（1接続口はRTD用）の場合）

・耐圧パッキン金具の構成部品 

	 この耐圧パッキン金具はエントリ，シール，ラン

ニングカプラとバックナットで構成されています。

RTD 配線口のねじ規格と耐圧パッキン金具のエン

トリのねじ規格が合っていることを確認してくだ

さい。

F0715.ai

エントリ
シール

ランニングカプラ
バックナット

・耐圧パッキン金具の取付手順

①	 RTD ケーブルをコネクタの取付いていない端末か

らケーブルグランドを通します。

	 ゴムパッキンの内径に制限があるため，ここにコ

ネクタを挿入することができませんので，この順

番を守ってください。

F0725.ai
コネクタ

挿入方向

②	 RTD 配線口の防塵キャップとコネクタ接続ポート

の保護キャップをはずし，耐圧パッキン金具のエ

ントリを RTD	配線口にねじ込みます。このとき

1/2NPT おねじ部に非硬化性のシール剤を塗布して

防水処理を必ず施してください。

F0716.ai

シール剤を塗布してねじ込む
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③	 RTD ケーブルコネクタを接続ポートに差し込みま

す。

F0718.ai

エントリ

ランニングカプラ

④	 ランニングカプラをエントリと直線になるように

位置を合わせます。

⑤	 RTD ケーブルにシールが接触するまでランニング

カプラをねじ込みます。

F0719.ai

⑥	 RTD ケーブルがシールに接触してから，あと半回

転ランニングカプラを確実に締め込みます。

⑦	 ケーブル保護用の電線管が必要ならば，RTD ケー

ブルを通してバックナットにねじ込みます。

RTD ケーブルを固定した後は，ランニングカプラをさ

らにねじ込んだり，ケーブルを引張ったりするなど，

RTD コネクタ部に過度な機械的衝撃を与えないでくだ

さい。

7.6.2 電線管を使用する配線方法（外部温度入
力コード：-B，-Cおよび-Dの場合）

・	 添付されている部品：

コネクタ付き RTD ケーブル：

	 指定長さ，仕上がり外径 4.3	mm

F0720.ai

コネクタ拡大図

挿入

● 配線方法

①	 RTD 配線口の防塵キャップとコネクタ接続ポート

の保護キャップをはずし，RTD ケーブルのコネク

タ側から配線口を通します。

F0721.ai

挿入

②	 コネクタを接続ポートに確実に差し込みます。

③	 電線管の中に RTD ケーブルを通し，電線管を RTD

配線口にねじ込みます。このとき非硬化性シール

剤を使うなどして防水処理を必ず施してください。

ケーブルを引張ったり，過度な機械的衝撃を与えない

でください。
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7.6.3 耐圧パッキン金具を使用した配線の取
り外し方法（外部温度入力コード：-1，
-2，-3および-4の場合）

①	 RTD接続ポートに差し込まれているコネクタをゆっ

くり引き抜きます。

②	 	G1/2 用耐圧パッキン金具を使用している場合は，

配線ユニオンカバーについているロックナットを

緩め，ユニオンカバーを回してクランプナットが見

える状態にします。これでパッキンボックスごと

RTDケーブルを引き抜くことができます。必要なら，

クランプナットを緩め，次にグランドを緩めます。

	 1/2NPT用耐圧パッキン金具を使用している場合は，

ランニングカプラを緩め，シールが見える状態に

します。

③	 RTD ケーブルをゆっくり引き抜きます。

	 1/2NPT 用耐圧パッキン金具の場合，RTD ケーブル

と耐圧パッキン金具本体を配線口から取り外す必

要があるので，エントリを配線口から外してから

行ってください。

④	 耐圧パッキン金具本体を取り外すには，ロックナッ

トを緩めてから本体を回してはずします。（1/2NPT

用耐圧パッキン金具の場合は，ロックナットはな

く，エントリを回すだけではずすことができます）

RTD ケーブルから耐圧パッキン金具（ゴムパッキン，

ワッシャ，グランド，クランプリング，クランプナット，

ユニオンカップリングおよびユニオンカバー）を引き

抜くときは，RTD コネクタの反対側から引き抜きます。

7.6.4 電線管を使用した配線の取り外し方法
（外部温度入力コード：-B，-Cおよび-D
の場合）

①	 RTD接続ポートに差し込まれているコネクタをゆっ

くり引き抜きます。

②	 電線管を RTD 配線口からはずします。

③	 RTD ケーブルをゆっくり引き抜きます。

7.6.5 測温抵抗体の端子箱での配線

EJX マルチバリアブル伝送器の温度入力は，Pt100 の 3

線式測温抵抗体です。2 線式や 4 線式の場合は以下の注

意が必要です。

2 線式の場合は配線抵抗の誤差が生じます。

また，シールド線を使用していますが，シールドは測

温抵抗体のケースには触れないよう，絶縁テープを巻

くなどの処置を施してください。

RTD ケーブルは本計器に付属しているコネクタ付き

ケーブルを使用してください。

配線をする際には，芯線や絶縁被覆に傷をつけないよ

うにしてください。

3 つの芯線は個別に絶縁被覆が施されています。

シールドはそれぞれの芯線と接触しないようにしてく

ださい。

シールドおよび 3 つの信号線は対地電位からは浮いた

状態を保ってください。

2線式 3線式 4線式

A B A B b A B ba
F0722.ai

図7.11 測温抵抗体の配線方法

表7.3 測温抵抗体の端子箱内結線方法

測温抵抗
体端子箱 A a B b

2 線式 白 － 青 1 または青 2 －
3 線式 白 － 青 1 青 2
4 線式 白 空き 青 1 青 2

表の中で色が書いてあるのは RTD ケーブル芯線の絶

縁被覆の色を表します。

ケーブルの種類によっては色が変わる場合があります

ので，同じ色が 1 本だけの場合は A 端子，同じ色が 2

本ある場合は B と b 端子への結線を行ってください。

2 線式の場合は，青 1 または青 2 のどちらかを結線し，

もう一方は絶縁テープを巻くなどで他の端子に触れな

いようにしてください。
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7.7 接地

D 種接地工事（接地抵抗 100 Ω以下）を行ってください。

ただし，内蔵アレスタ付の場合は，C 種接地工事（接地

抵抗 10 Ω以下）を行ってください。接地端子は端子部

の内側と外側にそれぞれあります。どちらの端子を使

用してもかまいません。

耐圧防爆形の場合は必ず接地が必要です。	

外付避雷器を使用の場合は，下図のような連接接地を

行い，避雷器側で C 種接地工事（接地抵抗 10 Ω以下）

を行ってください。

避雷器機器

F0723.ai

F0724.ai

端子部

接地端子
（内側）

接地端子
（外側）

図7.12 接地端子
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8. 運転

8.1 運転開始準備

EJX910A/930A（垂直配管接続形，右高圧）を用いて図

8.1 に示す液体の流量測定をする場合の運転手順を述べ

ます。

プロセス圧力の取出し弁（元弁），ドレン弁および 3

バルブマニホールドのストップ弁は高・低圧側とも閉

じた状態になっていること，また 3 バルブマニホール

ドの均圧弁は開いた状態になっていることを確認しま

す。

オリフィス

元弁
(高圧側)

元弁
(低圧側)

3バルブマニホールド

ドレン弁
(高圧側)

ストップ弁
(低圧側)

ストップ弁
(高圧側)

均圧弁

F0801.ai

図8.1 液体の流量測定

(1)  伝送器の受圧部へプロセス流体の導入

下記の手順で，導圧管および伝送器へプロセス流体を

導入します。

①	 高・低圧側の元弁を開き，導圧管内をプロセス流

体で充満させます。

②	 高圧側のストップ弁を徐々に開き，伝送器の受圧

部内をプロセス流体で充満させます。

③	 高圧側のストップ弁を閉じます。

④	 低圧側のストップ弁を徐々に開き，伝送器の受圧

部内をプロセス流体で完全に充満させます。

⑤	 低圧側のストップ弁を閉じます。

⑥	 高圧側のストップ弁を徐々に開きます。このとき，

伝送器の高圧側と低圧側は等しい圧力が加わった

状態（均圧状態）となります。

⑦	 導圧管，3	バルブマニホールド，伝送器等に圧力リー

クの無いことを確認します。

(2) 伝送器の受圧部内のガス抜き

図 8.1 に示す配管例の場合はセルフベントに合った配管

をしていますので，ガス抜きの必要はありません。

セルフベントに合った配管ができない場合は 8.5 項を参

照してガス抜きを行ってください。なお，ガス抜き後

も均圧弁は開いた状態にしておきます。

(3) 設定ツールの接続

電源を投入し設定ツールを接続します。図 7.4 の接続例

のように伝送器の端子や中継端子などに設定ツールを

接続することができます。

(4) 伝送器が正常であることの確認

設定ツールを操作して，伝送器が正常であることの確

認および必要に応じてパラメータ値の確認あるいは設

定値変更を行います。

設定ツールの操作方法につきましては HART 通信形取

扱説明書	IM01C25R02-01JA またはフィールドバス通信

形	取扱説明書	IM01C25R03-01JA をご参照ください。な

お，伝送器が正常であることの確認は，伝送器の内蔵

指示計付きの場合には表示部でも確認することができ

ます。
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■ 設定ツールによる確認

・	 配線系統に異常のある場合は表示部に「No	Device	

Found」や「communication	error」の表示が出ます。

・	 伝送器に異常のある場合は表示部に「エラーメッ

セージ」が表示されます。

■ 内蔵指示計による確認

・	 配線系統に異常のある場合は表示部は「消灯」状

態になります。

・	 伝送器に異常のある場合は表示部に，異常内容に

対応した「エラー No.」の表示が出ます。

F0802.ai

自己診断エラー（伝送器の異常）

図8.2 内蔵指示計のエラー表示例

設定ツールまたは内蔵指示計の表示部に上記の異常表

示が出た場合は 9.5.2 項および 9.5.3 項を参照して，異

常内容に対する処置を行ってください。

■ 伝送器のパラメータ設定値の確認，変更

差圧レンジと単位，静圧レンジと単位，外部温度測定

レンジと単位はご注文時に指定された値に設定されて

して出荷しています。

（測定機能コード A）マルチセンシングを選択している

場合，設定ツールを使用し電流出力にどの値を選択す

るかを決定しパラメータを適切に設定してください。

（測定機能コード B）質量流量測定を選択している場合

は，FlowNavigator を使用し，流量関係パラメータの設

定が必要です。第 2 章および取扱説明書 IM	01C25R51-

01JA を参考にして設定を行ってください。

8.2 ゼロ点調整

運転開始準備が終了しましたらゼロ点調整を行います。

EJX マルチバリアブル伝送器は 3 つの値を測定していま

すので，この差圧，静圧，外部温度のゼロ点を調整す

る必要があります。ゼロ点調整は設定ツールで行いま

すが，差圧のゼロ点調整だけは伝送器本体のゼロ調ね

じで行うことができます。

なお，設定ツールでのゼロ点調整の詳細は該当する取

扱説明書を参照してください。

ゼロ点調整後，伝送器の電源はすぐに切らないでくだ

さい。30	秒以内に電源を切りますと，ゼロ点の調整

量は調整前の値に戻りますのでご注意ください。

ゼロ点調整を行う際には出力信号を確認できるよう，

デジタルマルチメータや設定ツールなどを用意してく

ださい。

8.2.1 差圧のゼロ点調整

■ 伝送器本体のゼロ調ねじで行う方法

本体ケース外側のゼロ調ねじでゼロ点調整を行う場合

は次のことを確認してください。

・	 パラメータで本体のゼロ調ねじが Enabled になっ

ていること。操作方法の詳細は 1 章に記載されて

いる各通信形の取扱説明書を参照してください。

・	 ゼロ調ねじをマイナス・ドライバを用いて回しま

す。右回しで出力は増加，左回しで出力は減少し，

設定レンジの 0.01%	の分解能でゼロ点調整を行う

ことができます。

なお，ゼロ点の調整量はゼロ調ねじを回す速さに応じ

て変わりますので，微調整をする場合はゆっくりと，

粗調整をする場合は速く回します。

F0803.ai

ゼロ調ねじ

図8.3  ゼロ調ねじ
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流体を静止させるか，3 箇所弁の均圧弁を開けるなどし

て 0% 入力が得られる場合は，出力が 0% になるように

調整してください。0% 入力が得られない場合は，その

ときの入力圧を別の精密圧力計で測定した値に調整し

ます。

■ 設定ツールの操作で行う方法

パラメータにて Auto,	Lower	Pt	を選択します。0% 入力

が得られている場合は数値に 0 を設定し，ENTER キー

を押せば完了です。0% 入力が得られない場合は，その

ときの入力圧を別の精密圧力計で測定した値に設定し，

ENTER キーを押せば完了です。

操作方法の詳細は 1 章に記載されている各通信形の取

扱説明書を参照してください。

8.2.2 静圧のゼロ調整

静圧のゼロ点調整は設定ツールで行います。

パラメータにて Auto,	Lower	Pt	を選択します。0% 入力

が得られている場合は数値に 0 を設定し，ENTER キー

を押せば完了です。0% 入力が得られない場合は，その

ときの入力圧を別の精密圧力計で測定した値に設定し，

ENTER キーを押せば完了です。

操作方法の詳細は 1 章に記載されている各通信形の取

扱説明書を参照してください。

8.2.3 外部温度のゼロ調整

外部温度測定のゼロ点調整は設定ツールで行います。

パラメータにて Auto,	Lower	Pt	を選択します。0℃入力

が得られている場合は数値に 0℃を設定し，ENTER キー

を押せば完了です。0℃入力が得られない場合は，その

ときの温度を別の精密温度計で測定した値に設定する

か，測温抵抗体の代わりに模擬抵抗をつなぎその抵抗

値に相当する温度を設定して ENTER キーを押せば完了

です。

操作方法の詳細は 1 章に記載されている各通信形の取

扱説明書を参照してください。

8.3 運転開始

ゼロ点調整が終了しましたら下記の手順で運転を開始

します。

①	 均圧弁を閉じます。

②	 低圧側のストップ弁を徐々に開きます。

	 この操作で，伝送器は運転状態になりました。

③	 運転状態を確認します。

	 プロセス圧力の周期的な変動によって，出力信号

が大幅に振れる（ハンチング状態）ことがあります。

この様な場合には，HART コミュニケータの操作で

伝送器の出力信号にダンピングをかけることがで

きます。受信計器あるいは内蔵指示計でハンチン

グ状態を確認し，最適なダンピング時定数に設定

してください。

④	 運転状態を確認したら下記事項を確実に実施して

ください。

・	 端子部から設定ツールをはずし，各端子にゆるみの

ないことを確認します。

・	 端子部カバー，アンプカバーを閉めます。各カバー

は回らなくなるまでしっかりねじ込んでください。

・	 耐圧防爆形の場合，錠締ボルト（六角穴付ボルト）

を特殊工具（六角 L レンチ）で反時計方向に回しカ

バーをロックします。（9.4 項「分解および組立て」

参照）

	 カバーが手では開かないことを確認してください。

・	 ゼロ調ねじ蓋を定位置に固定し取付けねじを締めま

す。
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8.4 運転停止

運転を停止する場合は下記の手順で行います。

①	 電源を切ります。

②	 低圧側のストップ弁を閉じます。

③	 均圧弁を開きます。

④	 高圧側のストップ弁を閉じます。

⑤	 高・低圧側の元弁を閉じます。

・	 長期間にわたって運転を停止する場合は導圧管内お

よび伝送器受圧部内のプロセス流体を抜いてくださ

い。

・	 均圧弁は開いた状態にしておいてください。

8.5 伝送器受圧部内のドレン抜きおよ
びガス抜き

本伝送器の垂直配管接続形はセルフドレン・セルフベ

ント構造になっていますので，導圧管をセルフドレン

（またはセルフベント）に合った配管を行った場合，ド

レン（またはガス）抜きの必要はありません。

伝送器受圧部内にドレン（またはガス）が溜まると測

定圧力に誤差を生じる要因になります。セルフドレン

（またはセルフベント）に合った配管ができない場合は，

本伝送器のベント・ドレンスクリューをゆるめてドレ

ン（またはガス）を完全に抜いてください。ドレン（ま

たはガス）を抜い後は，再びベント・ドレンスクリュー

を締めてください。

ドレン（またはガス）抜きの操作は測定圧力に外乱を

与えることになりますので，運転中の操作は避けてく

ださい。

8.5.1 ドレン抜き

①	 ドレンスクリュー（またはドレンプラグ）を徐々

に開き，	伝送器受圧部内のドレンを抜きます。（図

8.4 参照）

②	 ドレンが完全に抜け切ったら，ドレンスクリュー

（またはドレンプラグ）を閉じます。（ドレンスク

リューは 10	N・m	{1	kgf・m}，ドレンプラグは 34

～ 39	N・m{3.5 ～ 4	kgf・m} のトルクで締付けます）

人体に有害なドレンの場合は，ドレンが身体にかから

ないように注意してください。

F0804.ai

ドレンスクリュー（またはドレンプラグ）をゆるめると
矢印の方向にドレン（またはガス）が抜けます。

ドレンス
クリュー

ドレン
プラグ

図8.4 ドレン抜きの方法



IM 01C25R01-01JA

8-5	 	 ＜ 8.		運転＞

8.5.2 ガス抜き

①	 ベントスクリューを徐々に開き，伝送器受圧部内

のガスを抜きます。（図 8.5 参照）

②	 ガスが完全に抜け切ったら，ベントスクリューを

閉じます。（ベントスクリュウは 10N・m のトルク

で締付けます）

人体に有害なプロセス流体（液体）の場合は，液体が

身体にかからないように注意してください。

F0805.ai

ベントスクリューをゆるめると矢印の方向
にガス(またはドレン)が抜けます。

ベント
スクリュー

ベント
スクリュー

図8.5 ガス抜きの方法
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9. 保守

9.1 概要

・	 伝送器受圧部内のドレンまたはガスを抜く際に，プ

ロセス流体が人体に有害な物質の場合，皮膚や目へ

の流体の付着，流出ガスの吸入などが行われないよ

う十分ご注意ください。

・	 プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，メンテ

ナンスなどで伝送器をラインから取りはずした後も

慎重に取り扱い，人体への流体付着，残留ガスの吸

入などのないよう十分ご注意ください。	

本器の各部品はユニット化してありますので，保守を

容易に行うことができます。

この章では本器の保守に必要な校正，調整および部品

交換などにともなう分解・組立作業の手順を記載して

あります。

本器は高精度の機器ですので，保守に際しては以下の

各項目の説明をよくお読みになり正しい取扱いをして

ください。

・	 本器の保守は原則として，必要な機器を用意したメ

インテナンスルームで行ってください。

・	 CPU アセンブリの取扱いについて

	 CPU アセンブリは，静電気により機能破壊を受ける

部品を一部に使用しています。そのため，取扱い時

にはアースバンドなどで帯電防止を行い，各電子部

品および回路などに直接触れることのないよう十分

に注意してください。

	 また，取りはずした CPU アセンブリは帯電防止袋

に入れるなどの処置を行ってください。

9.2 校正用機器の選定

表	9.1 に本器の校正に必要な機器と，当社機器での推奨

品を記載してあります。伝送器を必要な精度内に校正

あるいは調整できる機器を選定してご使用ください。

なお，校正用機器を使用する場合には，各機器の性能

が十分に維持管理されたものをご使用ください。

表 9.1 校正用機器

当社推奨品
電源
・	SDBT あるいは SDBS 形ディストリビュータ
	［4 ～ 20mA	DC	信号用］
負荷抵抗
・	2792 形　標準抵抗器　(250 Ω± 0.005%，3W)
・	負荷調整用抵抗器　(100 Ω± 1%，1W)
電圧計
・	2501A 形　ディジタルマルチメータ
	 精度 (10V	DC レンジ )	:	± 0.002%	of	rdg ＋ 1dgt.
圧力計
・	MT220 形高精度ディジタル圧力計
1)	10kPa 用
	 精度：	 0 ～ 10kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.015%	of	rdg ＋ 0.015%	of	FS)
	 	 － 10 ～ 0kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
2)	130kPa 用
	 精度：	 25 ～ 130kPa の範囲；± 0.02%	of	rdg
	 	 0 ～ 25kPa の範囲；± 5digits
	 	 － 80 ～ 0kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
3)	700kPa 用
	 精度：	 100 ～ 700kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.02%	of	rdg ＋ 3digits)
	 	 0 ～ 100kPa の範囲；± 5digits
	 	 － 80 ～ 0kPa の範囲	；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
4)	3000kPa 用
	 精度	：	 0 ～ 3000kPa の範囲；
	 	 	 ± (0.02%	of	rdg ＋ 10digits)
	 	 － 80 ～ 0kPa の範囲	；
	 	 	 ± (0.2%	of	rdg ＋ 0.1%	of	FS)
5)	130kPa	abs 用
	 精度：	 0 ～ 130kPa	abs の範囲；
	 	 	 ± (0.03%	of	rdg ＋ 6digits)

［伝送器の測定範囲に近いものを選定してください。］
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当社推奨品
圧力発生器
・	MC100 形標準圧力発生器	（200kPa 用 ,	25kPa 用）
	 精度：	 ± 0.05%	of	F.S.
・	重錘型圧力試験器
	 精度：	 ± 0.03%	of	setting

［空気圧源が必要です。伝送器の測定範囲に近いもの
を選定してください。］

圧力源
・	6919 形　加圧調整器（加圧ポンプ）
	 加圧範囲：0 ～ 133kPa

［負圧レンジの時は真空ポンプをご用意ください。］
可変抵抗器 
・	279301　6 ダイアル可変抵抗器　
	 精度：± 0.005%

（注）ここでは 0.2% 級の校正が可能な機器を選定しています。
0.1% 級の校正を行うには，各機器の上位基準器とのト
レーサビリティを含む特別な維持・管理を必要とするこ
とから，現地での校正は困難と思われます。

	 0.1% 級の校正は，原則として当社サービス会社の工場
引取り校正といたします。

9.3 校正

定期保守時あるいは故障探索など，本器の動作確認や

精度確認をする場合には次の手順で行ってください。

9.3.1 差圧と静圧の校正

①	 差圧の場合は図 9.1 のように，静圧の場合は図 9.2

のように各機器を接続し，5 分以上ウォームアップ

します。

・	 伝送器は校正する部屋の室温とほぼ同じ温度になっ

てから校正を開始してください。

・	 伝送器を高い精度に調整する場合は，伝送器を設置

している状態に近い電源電圧，リード線などの負荷

抵抗にして調整します。

・	 測定レンジの 0% が 0	kPa または正方向に遷移され

ている場合は，下図のように高圧側に基準圧力を加

えます。（低圧側は大気開放）測定レンジの 0% が

負方向に遷移されている場合は，真空ポンプを用い

負圧の基準圧力を加えます。
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低圧側は大気開放 低圧側は大気開放

供給圧

圧力発生器

負荷抵抗
250Ω

負荷調整抵抗
100Ω

ディジタル電圧計

電源
E

V

RRc

P

圧力源と圧力計を
組み合せた場合

基準圧力

圧力源

MT220 形圧力計
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250Ω

負荷調整抵抗
100Ω
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電源
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F0901.ai

図9.1 各機器の接続（差圧の校正）
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高圧側 高圧側

供給圧

圧力発生器

負荷抵抗
250Ω

負荷調整抵抗
100Ω

ディジタル電圧計

電源
E

V

RRc

P

圧力源と圧力計を
組み合せた場合

基準圧力

圧力源

MT220 形圧力計

負荷抵抗
250Ω

負荷調整抵抗
100Ω

ディジタル電圧計

電源
E

F0902.ai

低圧側 低圧側

図9.2 各機器の接続（静圧の校正）

以下に記載する方法に従って校正した結果，設定した

レンジに対する精度が得られない場合，設定ツールを

使用してゼロ調整とスパン調整を行います。操作方法

の詳細は 1 章に記載されている各通信形の取扱説明書

を参照してください。

②	 設定ツールで電流信号出力（PVの設定）を差圧(Pres)

または静圧 (SP) に設定します。測定レンジの 0，

25，50，75，100%	に相当する基準圧力を本器に加

えます。その際，0	→	100%	に増加させながら加え

たときと，100	→	0%	へ減少させながら加えたとき

の誤差（基準圧力とディジタル電圧計の指示値と

の誤差）を計算し，必要とする精度内に入ってい

ることを確認します。

静圧の校正の場合は図 9.2 のように高圧側と低圧側に

同じ圧力を入力します。
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9.3.2 外部温度測定の校正

RTD ケーブルの測温抵抗体側に模擬抵抗としてダイア

ル式抵抗を結線します。HART コミュニケータで電流信

号出力（PV の設定）を外部温度 (ET) に設定します。測

温抵抗体 PT100 Ωの基準抵抗値表から測定レンジの 0，

25，50，75，100%	に相当する基準抵抗を本器に加え

ます。その際，0	→	100%	に増加させながら加えたとき

と，100	→	0%	へ減少させながら加えたときの誤差（基

準抵抗値表の温度とディジタル電圧計の指示値との誤

差）を計算し，必要とする精度内に入っていることを

確認します。

9.4 分解および組立て

耐圧防爆形計器についての注意事項

1.		耐圧防爆形伝送器の場合は，伝送器を非危険場所に

移してから保守を実施し，原形復帰することが原則

です。詳しくは巻末の「耐圧防爆形機器についての

注意事項」をご参照ください。

2.		耐圧防爆形伝送器では，錠締ボルト（六角穴付ボル

ト）を特殊工具（六角レンチ）で時計方向に回しカ

バーのロックを解除してからカバーを取りはずして

ください。

	 カバーを取付けたときは，必ず錠締ボルトを反時計

方向に回しカバーをロックしてください。（0.7N・

m のトルクでロックします）

錠締ボルト
（六角穴付ボルト）

F0903.ai

図9.3　錠締ボルト

部品交換あるいは保守作業の都合で各部品を分解およ

び組み立てる場合の手順を示します。

分解・組立作業は，必ず電源を切り，圧力を止めて行

います。また，工具は適切なものをお使いください。

表 9.2 に本器の分解・組立作業に必要な工具を示します。

表9.2 分解・組立用工具

工具名称 数量 備考
プラスドライバ 1 JIS	B4633　2 番
マイナスドライバ 1
六角棒スパナ 3 JIS	B4648

	 六角棒スパナ呼び 2.5,	3,	4,	
6		各 1	本

ASME	B18.3.
	 六角棒スパナ呼び 1/4		1	本	
(1/4NPT	バグスクリーン付
の場合 )	

スパナ 1 2 面幅　17mm
トルクレンチ 1
モンキレンチ 1
ボックスレンチ 1 2 面幅　16mm
ボックスドライバ 1 2 面幅　5.5mm
ピンセット 1

9.4.1 内蔵指示計の交換

内蔵指示計を交換するための手順を以下に述べます。

（図 9.4 参照）

耐圧防爆形伝送器の場合，ご使用者の改造は認められ

ておりません。従って内蔵指示計を追加したり，取り

はずしたまま使用することはできません。やむを得ず

このような改造を行う場合は当社にご相談ください。

■ 内蔵指示計の取りはずし

①	 カバーを取りはずします。

②	 内蔵指示計を手で支えながら 2	本の取付けねじを

ゆるめます。

③	 CPU アセンブリから LCD ボードアセンブリをはず

します。

	 この時，CPU アセンブリと LCD ボードアセンブリ

を接続しているコネクタを損傷させないように，

LCD ボードアセンブリはまっすぐに引き抜いてく

ださい。
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■ 内蔵指示計の取付け

①	 LCD ボードアセンブリと CPU アセンブリのコネク

タ位置を合わせ接続します。

②	 2 本の取付けねじで固定します。

③	 カバーを取付けます。

F0904.ai

手前に
倒す

出力端子ケーブル

ゼロ調ねじのピン

設定
スイッチ

ボス内蔵指示計

取付ねじ

アンプ部カバー

CPU アセンブリ
ブラケット
(ゼロ調ねじ用)

ゼロ調ねじ

図9.4 内蔵指示計およびCPUアセンブリの取付けおよ
び取りはずし

9.4.2 CPUアセンブリの交換

CPU アセンブリを交換するための手順を以下に述べま

す。（図 9.4 参照）

■ CPUアセンブリの取りはずし

①	 カバーを取りはずします。

	 内蔵指示計付きの場合は，9.4.1 項を参照して取り

はずします。

②	 ゼロ調ねじのピンが図 9	.	4 のような位置になるよ

うに合わせます。

③	 出力端子のケーブル（先端に茶色のコネクタが付

いているケーブル）をはずします。

	 その際，CPU アセンブリ側のコネクタの側面を軽

く横に押し，ケーブル側のコネクタを引抜きます。

（図 9.4 左上図参照）

④	 RTD 入力のケーブル（先端に灰色のコネクタが付

いているケーブル）をはずします。

⑤	 2 本のボスをボックスドライバ（2 面幅 5.5mm）を

使用してゆるめます。

⑥	 CPU アセンブリをまっすぐに取り出します。

⑦	 CPU アセンブリとカプセルを接続しているフラッ

トケーブル（先端に白色のコネクタのついている

ケーブル）をはずします。

取りはずしの際に CPU アセンブリに無理な力をかけ

ないよう注意してください。

■ CPUアセンブリの取付け

①	 CPU アセンブリとカプセルを接続しているフラッ

トケーブル（白色のコネクタ）を接続します。

②	 RTD 入力ケーブル（灰色コネクタ）を接続します。

③	 出力端子のケーブル（茶色のコネクタ）を接続し

ます。

ケーブルをケースと CPU アセンブリの間にはさみこ

まないように注意してください。

④	 ゼロ調ねじのピンを CPU アセンブリに付いている

ブラケットの溝に合わせます。

	 アンプケースの内側にあるポストに CPU アセンブ

リをまっすぐに差し込んでください。

⑤	 2	本のボスを締めます。内蔵指示計付きの場合は

9.4.1	項を参照して取付けます。

2本のボスを締めるとき，ゼロ調ねじのピンがブラケッ

トの溝に確実に入っていることを確認してください。

もし，ゼロ調ねじのピンがブラケットの溝に入ってい

ない状態でボスを締めますと，ゼロ調機構が破損しま

すので注意してください。

⑥	 カバーを取付けます。
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9.4.3 カプセルアセンブリの清掃または交換

耐圧防爆形伝送器についての注意事項

耐圧防爆形伝送器の場合，ご使用者にての改造は認め

られておりません。測定範囲の異なるカプセルアセン

ブリに変更したい場合は当社にご相談ください。

同じ測定範囲のカプセルアセンブリを交換する場合は

以下の点を確認したときに限り実施してください。

・	 交換するカプセルアセンブリは，必ず同じ仕様のも

のを使用してください。

・	 伝送器とカプセルアセンブリの接続部は，耐圧防爆

性保持の重要な部分に該当しますので，傷などの欠

陥がないことを確認してください。

・	 保守終了後は伝送部と受圧部を固定するための六角

穴付ボルトを確実に締め付けてください。

カプセルアセンブリを清掃または交換するための手順

を以下に述べます。

■ カプセルアセンブリの取りはずし

カプセルアセンブリを清掃する場合には，次の点に注

意してください。

・	 カプセルアセンブリの取扱いは十分に注意し，特に

接液ダイアフラム面に傷をつけたり変形させたりし

ないようにしてください。

・	 清掃には塩素あるいは酸性の溶液を使用しないでく

ださい。

・	 清掃後はきれいな水ですすぎ，水気が完全になくな

るまで乾燥させてください。

①	 9.4.2項に従ってCPUアセンブリを取りはずします。

②	 伝送部と受圧部を接続している 2 本の六角穴付き

止めねじ，ストッパの止めねじとストッパをはず

します。（図 9.5 参照）

③	 伝送部と受圧部を分離します。

④	 4 個のフランジボルト用ナットをはずします。

⑤	 カプセルアセンブリを手で保持しながら高圧側の

カバーフランジを取りはずします。

⑥	 カプセルアセンブリを取りはずします。

⑦	 カプセルアセンブリの清掃または交換を行います。

■ カプセルアセンブリの組立て

①	 カプセルアセンブリに表示されている H（高圧側），

L（低圧側）の位置関係に注意し，カプセルアセン

ブリをフランジ締付ボルト間に組み込みます。

	 その際，2 枚のカプセルガスケットは新品に交換し

てください。

②	 高圧側のカバーフランジを取付け，4 個のナットを

トルクレンチを使用し，表 9.3 に示すトルクで均一

に締め付けます。

③	 受圧部組立後は必ずリークテストを行い，圧力リー

クの無いことを確認してください。

④	 受圧部に伝送部を取付けます。

⑤	 ストッパとストッパ止めねじを取付けます。2 本の

六角穴付ボルトを締付けて固定します。（1.5N・m

のトルクで締付けます）

⑥	 9.4.2 項に従って CPU アセンブリを取付けます。

⑦	 組立後には必ずゼロ点調整およびパラメータの確

認を行ってください。

ストッパ

ストッパ
止めねじ

F0905.ai

伝送部

受圧部

カバーフランジ

カプセルガスケット

カバーフランジ
締付ボルト

六角穴付き
止めねじ

ナット

図9.5 受圧部の取付けおよび取りはずし

表9.3 締付けトルク（カバーフランジ）

形名 EJX910A
EJX930A

ボルト・ナット材質コード
G, C J

トルク	(N・m)	 17 90 110
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EJX930A のカバーフランジを取りはずす際にドレン

プラグやベントプラグを取りはずしてあった場合，カ

バーフランジを再組み付けする前にドレンプラグとベ

ントプラグをあらかじめ 5.3 項に書かれたトルクでね

じ込んでおいてください。

9.4.4 プロセスコネクタガスケットの交換

プロセスコネクタのガスケット交換をするための手順

を以下に述べます。（図 9.6 参照）

ガスケット（製品によっては O リング）は必ず各製品

用のものを使用してください。

①	 2 本のボルトをゆるめ，プロセスコネクタを取りは

ずします。

②	 プロセスコネクタガスケットを交換します。

③	 プロセスコネクタを取付けます。

	 ボルトは 39 ～ 49N・m のトルクで均一に締め付け，

圧力リークの無いことを確認してください。

F0906.ai

ボルト

プロセスコネクタ

プロセスコネクタガスケット
(またはOリング)

図9.6 プロセスコネクタの取付けおよび取りはずし

9.4.5 バグスクリーンの清掃または交換

バグスクリーンの清掃，交換をするための手順を以下

に述べます。（図 9.7	参照）

①	 バグスクリーン ( ねじ 1 か所 ) を六角棒スパナ	

(JIS	B4648	呼び 6 または ASME	B18.3	呼び 1/4 ※ 1	

※ 2) で緩めます。

②	 バグスクリーンの清掃または交換を行います。	

（約 3N・m のトルクで締付けます）

※	1：	EJX910A にて，付加仕様コード /BS 付き，かつ，

プロセス接続口 0，1，2 の場合，六角棒スパナ (JIS	

B4648	呼び 6) をご使用ください。

※	2：	EJX910A にて，付加仕様コード /BS 付き，かつ，

プロセス接続口 3，4，5 の場合，六角棒スパナ

(ASME	B18.3	呼び 1/4) をご使用ください。

F0912.ai

清掃箇所

図9.7 バグスクリーンの取付けおよび取りはずし

バグスクリーンを清掃する場合には，次の点に注意し

てください。

・	 清掃には塩素あるいは酸性の溶液を使用しないでく

ださい。

・	 清掃後はきれいな水ですすぎ，水気が完全になくな

るまで乾燥させてください。
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9.5 故障探索

測定値に異常が発生した場合は，下記の故障探索フロー

に従って対処します。故障原因の中には複雑なものも

あり，下記のフローだけでは発見できないものもある

ので，難しいトラブルと思われる場合は，当社サービ

ス員にご相談ください。

9.5.1 故障探索の基本フロー

プロセスの測定値が異常を示したときには，まずプロ

セス量が本当に異常なのか，測定系に問題があるのか

を判定することが必要です。測定系に問題があると判

断できる場合には，次に問題箇所を特定して処置を検

討します。

これらの過程で本器の自己診断機能が役立ちますので，

9.5.3 項を参照してご活用ください。

測定値に異常発生

: 自己診断
  サポート部分

プロセス量
の異常か

プロセス系調査

測定系の問題箇所

受信計器異常

チェック・検討修正

受信計器調査

YES

YES

NO 測定系に異常あり

NO

F0907.ai

伝送器

伝送器チェック

使用条件

チェック・検討修正

環境条件

図9.8 基本フローと自己診断

9.5.2 故障探索フローの事例

F0908.ai

HARTコミュニケータを接続し，自己診断を確認する。

次のような現象は，本器が動作していない疑いがある。
(例) 

・出力信号が出ていない。
・プロセス量は変化しているのに，出力信号は変化しない。
・プロセス量の推定値と出力とが全く一致しない。  など

自己診断で
異常箇所を発見できたか

電源の極性は正しいか

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

圧力もれの箇所はないか

ループに
断線はないか，

ループ番号は合って
いるか

NO

YES

YES

NO

YES

9.5.3項エラーメッセ
ージ一覧または通信
編取扱説明書を参照
して対応をとる。

YES

7.4項を参照して電源
～端子箱間の極性を
調べ正しくする。

NO

7.3項を参照して規定
の電圧および負荷抵
抗にする。

NO

RTD温度センサ
は確実に結線されているか

YES

RTDコネクタを確実
に差し込み，PT100Ω
測温抵抗体端子箱内
の端子を正しく結線
する。

NO

バルブの開閉状態は
正しいか

YES

均圧弁を全閉にし，
高圧側および低圧側
のバルブを全開にす
る。

NO

導圧配管，受圧部等
の接続箇所に注意
し，圧力もれを処置す
る。

YES

断線，誤配線箇所を
正しく処置する。NO

当社サービス員にご相談ください。
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F0909.ai

HARTコミュニケータを接続し，自己診断を確認する。

0%あるいは100%側に振り切れている。

自己診断で
異常箇所を発見できたか

電源の極性は正しいか

高圧および
低圧側への導圧配管は

正しいか

ゼロ点は
正しく調整されているか

NO

YES

YES

YES

9.5.3項エラーメッセ
ージ一覧または通信
編取扱説明書を参照
して対応をとる。

YES

7.4項を参照して電源
～端子箱間の極性を
調べ正しくする。

NO

RTD温度センサ
は確実に結線されているか

YES

RTDコネクタを確実
に差し込み，PT100Ω
測温抵抗体端子箱内
の端子を正しく結線
する。

NO

バルブの開閉状態は
正しいか

YES

均圧弁を全閉にし，
高圧側および低圧側
のバルブを全開にす
る。

NO

測定対象に適した配
管にする。NO

圧力もれの箇所はないか

NO

導圧配管，受圧部等
の接続箇所に注意
し，圧力もれを処置す
る。

YES

調整する。
NO

当社サービス員にご相談ください。

F0910.ai

HARTコミュニケータを接続し，自己診断を確認する。

出力誤差が大きい。（DP, SP, ET）

自己診断で
異常箇所を発見できたか

バルブの開閉状態は
正しいか

導圧配管の接続は
正しいか

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

温度変化のはげしい
場所に設置しているか

校正用機器
は適切なものを使用してい

るか

出力調整が
正しく行われているか

YES

YES

YES

NO

YES

YES

9.5.3項エラーメッセ
ージ一覧または通信
編取扱説明書を参照
して対応をとる。

YES

NO

RTD温度センサ
は確実に結線されているか

YES

RTDコネクタを確実
に差し込み，PT100Ω
測温抵抗体端子箱内
の端子を正しく結線
する。

NO

均圧弁を全閉にし，高
圧側および低圧側の
バルブを全開にする。

NO

測定対象に適した配
管にする。NO

7.3項を参照して規定
の電圧および負荷抵
抗にする。

NO

断熱，保温を施した
り，風通しを良くする
などの対策をする。

YES

9.2項を参照して校正
用機器を選定する。NO

調整する。
NO

当社サービス員にご相談ください。
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F0911.ai

HARTコミュニケータを接続し，自己診断を確認する。

出力誤差が大きい。（Flow）

自己診断で
異常箇所を発見できたか

バルブの開閉状態は
正しいか

導圧配管の接続は
正しいか

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

温度変化のはげしい
場所に設置しているか

校正用機器
は適切なものを使用して

いるか

出力調整が
正しく行われているか

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

9.5.3項エラーメッセ
ージ一覧または通信
編取扱説明書を参照
して対応をとる。

YES

流量値と比較して
DP, SP, ETの値との関係は

正しいか

YES

流量計算のパラーメ
ータを確認し，正しく
設定する。

NO

RTD温度センサ
は確実に結線されている

か

YES

RTDコネクタを確実
に差し込み，PT100Ω
測温抵抗体端子箱内
の端子を正しく結線
する。

NO

均圧弁を全閉にし，高
圧側および低圧側の
バルブを全開にする。

NO

測定対象に適した配
管にする。NO

7.3項を参照して規定
の電圧および負荷抵
抗にする。

NO

断熱，保温を施した
り，風通しを良くする
などの対策をする。

YES

9.2項を参照して校正
用機器を選定する。NO

調整する。
NO

当社サービス員にご相談ください。
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9.5.3  異常内容と対策

下記は HART 通信形のエラーメッセージ一覧です。表示，原因，処理を参考にして適切に処置をしてください。

フィールドバス通信形のエラーメッセージ一覧は取扱説明書 IM01C25R03-01JA の 8.2 項を参照してください。

表9.4 エラーメッセージ一覧（HART通信形）

内蔵指示
計表示

原因 エラー時の出力動作 処理

AL.	01	
CAP.	ERR

圧力センサの異常です。 バーンアウト方向設定スイッチで設定
された方向に出力が振り切れます（上
限値または下限値）。
バーンアウト方向設定についてはHART
通信形編 3.3.9 項を参照してください。

電源を OFF にし再び ON にしてもエ
ラーが表示される場合にはカプセルを
交換してください。

カプセル温度センサの異常です。 カプセルを交換してください。

カプセル EEPROM メモリの異常です。

AL.	02
AMP.	ERR

アンプ温度センサの異常です。 アンプを交換してください。

アンプ EEPROM の異常です。

アンプの異常です。

A/D コンバータ異常です。

AL.	03
ET.	ERR

外部温度センサ断線 外部温度センサを確認してください。

－ デバイス ID が見つかりません。 現在値を出力します。 アンプを交換してください。

AL.	10
PRESS

差圧がカプセルの最大レンジを越えて
います。

現在値を出力します。
PV に当該の信号が設定されていた場
合，アナログ信号はその可変範囲に制
限されます。
制限値に関しては HART 通信形編 3.3.1
項を参照してください。

入力値を確認してください。

AL.	11
ST.	PRSS

静圧が仕様範囲を越えています。

AL.	12
CAP.	TMP

カプセル部の温度が範囲（－ 50 ～
130℃）を越えています。

現在値を出力します。 保温あるいは断熱処置をとり仕様温度
範囲内になるようにしてください。

AL.	13
AMP.	TMP

アンプ部の温度が範囲（－ 50 ～
95℃）を越えています。

AL.	14
EXT.	TMP

外部温度が仕様（－ 210 ～ 860℃）を
超えています。

現在値を出力します。
PV に ET を選択していた場合，アナロ
グ信号はその可変範囲に制限されます。
制限値に関しては HART 通信形編 3.3.1
項を参照してください。

AL.	15
EXT.	TMP

外部温度抵抗値が仕様（0 ～ 409.5 Ω）
を超えています

AL.	16
PLS

パルス出力周波数が仕様（10kHz）を
超えています。

パルス出力 10kHz ホールド，その他は
現在値を出力します。

設定値を確認し，変更してください。

AL.	30
PRS.	RNG

差圧が設定されたレンジを超えていま
す。

現在値を出力します。
PV に当該の信号が設定されていた場
合，アナログ信号はその可変範囲に制
限されます。
制限値に関しては HART 通信形編 3.3.1
項を参照してください。

入力値と設定レンジの確認をし，変更
してください。

AL.	31
SP.	RNG

静圧が設定されたレンジを越えていま
す。

AL.	32
F.	RNG

瞬時流量が設定されたレンジを超えて
います。

AL.	33
ET.	RNG

外部温度が設定されたレンジを超えて
います。
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内蔵指示
計表示

原因 エラー時の出力動作 処理

AL.	35
P.	HI

差圧（圧力）が設定された閾値を越え
ています。

現在値を出力します。 入力値を確認してください。

AL.	36
P.	LO

AL.	37
SP.	HI

静圧が設定された閾値を越えていま
す。

AL.	38
SP.	LO

AL.	41
F.	HI

瞬時流量が設定された閾値を超えてい
ます。

AL.	42
F.	LO

AL.	43
ET.	HI

外部温度が設定された閾値を超えてい
ます。

AL.	44
ET.	LO

AL.	50
P.	LRV

設定値が設定可能範囲外です。 直前の出力をホールドします。 仕様を確認し変更してください。

AL.	51
P.	URV

AL.	52
P.	SPN

AL.	53
P.	ADJ

現在値を出力します。 再調整してください。

AL.	54
SP.	RNG

直前の出力をホールドします。 仕様を確認し変更してください。

AL.	55
SP.	ADJ

現在値を出力します。 入力値を確認してください。

AL.	56
ET.	RNG

直前の出力をホールドします。 仕様を確認し変更してください。

AL.	57
ET.	ADJ

現在値を出力します。 再調整してください。

AL.	58
FL.	ADJ

瞬時流量レンジ設定値が設定可能範囲
外です。

直前の出力をホールドします。 仕様を確認し変更してください。

AL.	59
PLS.	ADJ

パルス出力周波数設定が 10kHz を超え
ています。

現在値を出力します。 設定値を変更してください。

－ 外部温度固定モード実行中です。 PV に ET 出力を設定している場合は
4mA 固定です。それ以外では現在値を
出力します。

外部温度固定モード確認してくださ
い。

AL.	79
OV.	DISP

表示値が－ 99999 ～ 99999 の範囲を
超えています。

現在値を出力します。 設定値を変更してください。

AL.	87
FLG.	HI

フランジ温度が上限値を超えていま
す。

Diag	Out	Option の設定に従う。

Off:
現在値を出力します。

Burnout:
AO	upper	limit または AO	lower	
limit パラメータの設定値に出力を
振り切ります。

Fall	back:
Diag	Fixed	Out	Val パラメータに設
定された値を出力します。

ヒータの故障，断線を確認してくださ
い。

カプセル温度とアンプ温度を確認して
ください。

Flg	temp	Coef の値を調整してくださ
い。

AL.	87
FLG.	LO

フランジ温度が下限値を下回っていま
す。
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内蔵指示
計表示

原因 エラー時の出力動作 処理

AL.	88
INVR.	DP

基準値取得時に，つまり検出に十分な
差圧・圧力揺動が得られていないため，
つまり検出が実行されない。

現在値を出力します。 基準値取得時のプロセス条件を見直し
てください。

AL.	88
INVR.	SL

基準値取得時に，つまり検出に十分な
低圧側静圧の揺動が得られていないた
め，つまり検出が実行されない。

AL.	88
INVR.	SH

基準値取得時に，つまり検出に十分な
高圧側静圧の揺動が得られていないた
め，つまり検出が実行されない。

AL.	88
INVR.	F

BlkF をつまり検出に使用することがで
きない。

プロセス条件を見直してください。

AL.	89
ILBD.	OV

差圧，流量がつまり検出可能範囲外。

AL.	89
B	BLK

B	Blocking	( 両側つまり）が検出され
ている。

Diag	Out	Option の設定に従う。

Off:
現在値を出力します。

Burnout:
AO	upper	limit ま た は AO	lower	
limit パラメータの設定値に出力を
振り切ります。

Fall	back:
Diag	Fixed	Out	Val パラメータに設
定された値を出力します

対象となるプロセス配管のつまりを確
認してください。

AL.	89
H	BLK

高圧側つまりが検出されている。

AL.	89
L	BLK

低圧側つまりが検出されている。

AL.	89
H	LRG

高圧側の圧力揺動が大きすぎる。

AL.	89
L	LRG

低圧側の圧力揺動が大きすぎる。

AL.	89
A	BLK

A	Blocking	( 片側つまり）が検出され
ている。

AL.	90
SIM

流量シミュレーション実行中です。 Simulate-Value の設定値を出力します。 シミュレーションモードを確認してく
ださい。

AL.	91	
F.	SIM

デバイス変量シミュレーション実行中
です。

Simulate-Value の設定値を出力します。 シミュレーションモードを確認してく
ださい。

AL.	91	
P.	SIM

AL.91	
SP.	SIM

AL.	91	
ET.	SIM

AL.	91	
TF.	SIM

AL.	91	
PCT.	SIM

AL.	91	
AO.	SIM
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10. 標準仕様

各製品の仕様，外形，形名およびコードについては，以下に記載された仕様書（General	Specification）リストを参照し，

各製品に対応する仕様書をご確認ください。

以下の仕様書は当社ウェブサイトからダウンロードできます。

当社ウェブサイトアドレス：https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/field-instruments/

■ 仕様書（General Specification）リスト
製品形名 ドキュメント名称 ドキュメントNo.

EJX110A 差圧伝送器 GS	01C25B01-01JA
EJX120A 微差圧伝送器 GS	01C25B03-01JA
EJX130A 差圧伝送器 GS	01C25B04-01JA
EJX210A フランジ取付差圧伝送器 GS	01C25C01-01JA
EJX310A 絶対圧力伝送器 GS	01C25D01-01JA
EJX430A 圧力伝送器 GS	01C25E01-01JA
EJX440A 圧力伝送器 GS	01C25E02-01JA
EJX530A 圧力伝送器 GS	01C25F01-01JA
EJX118A ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C25H01-01JA
EJX438A ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C25J03-01JA
EJX115A 微少流量伝送器 GS	01C25K01-01JA
EJX910A マルチバリアブル伝送器 GS	01C25R01-01JA
EJX930A マルチバリアブル伝送器 GS	01C25R04-01JA
EJXC40A ディジタルリモートセンサ GS	01C25W05-01JA
EJX-A,	EJX-J,	EJA-J EJX/EJA-J シリーズ　船級型式認証品 GS	01C26A20-01JA
EJX110J 差圧伝送器 GS	01C26B01-01JA
EJX120J 微差圧伝送器 GS	01C26B03-01JA
EJX130J 差圧伝送器 GS	01C26B04-01JA
EJX210J フランジ取付差圧伝送器 GS	01C26C01-01JA
EJX310J 絶対圧力伝送器 GS	01C26D01-01JA
EJX430J 圧力伝送器 GS	01C26E01-01JA
EJX440J 圧力伝送器 GS	01C26E02-01JA
EJX530J 圧力伝送器 GS	01C26F01-01JA
EJX118J ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C26H01-01JA
EJX118J ダイアフラムシール付差圧伝送器（導圧管レス形） GS	01C26H01-11JA
EJX438J ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C26J03-01JA
EJX438J ダイアフラムシール付圧力伝送器（導圧管レス形） GS	01C26J03-11JA
EJX115J 微少流量伝送器 GS	01C26K01-01JA
EJX213J,	EJX117J サニタリ用液位伝送器，サニタリ用ダイアフラムシール付伝送器 GS	01C26M01-01JA
EJX533J サニタリ用圧力伝送器 GS	01C26M13-01JA
EJX110A,	EJX110J,	EJX130A,	EJX130J 差圧伝送器　高減衰カプセル（付加仕様 /HD,　/HD2） GS	01C26V01-01JA
EJXC80J,	EJXC80A,	EJXC81J,	EJXC81A,	
EJXC50J,	EJXC50A,	EJAC80J,	EJAC81J,	
EJAC50J,	C80FW,	C80FE,	C20FW,	C20FE,	
C10FR,	C81FA,	C82FA,	C81FD,	C82FD,	
C70SW,	C70SE,	C30SW,	C30SE

ダイアフラムシールシステム GS	01C26W01-01JA

EJA110J 差圧伝送器 GS	01C32B01-01JA
EJA120J 差圧伝送器（ドラフト用） GS	01C32B03-01JA
EJA210J フランジ取付差圧伝送器 GS	01C32C01-01JA
EJA310J 絶対圧力伝送器 GS	01C32D01-01JA
EJA430J 圧力伝送器 GS	01C32E01-01JA
EJA530J 圧力伝送器 GS	01C32F01-01JA
EJA118J ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C32H01-01JA
EJA118J ダイアフラムシール付差圧伝送器（導圧管レス形） GS	01C32H01-11JA
EJA438J ダイアフラムシール付圧力伝送器 GS	01C32J03-01JA
EJA438J ダイアフラムシール付圧力伝送器（導圧管レス形） GS	01C32J03-11JA
EJA115J 微少流量伝送器 GS	01C32K01-01JA
EJA213J,	EJA117J サニタリ用液位伝送器 ,	サニタリ用ダイアフラムシール付差圧伝送器 GS	01C32M01-01JA
EJA533J サニタリ用圧力伝送器 GS	01C32M13-01JA
EJA110J 差圧伝送器　高減衰カプセル（付加仕様 /HD,　/HD2） GS	01C32V01-01JA
EJAC60J,	EJA560J	 サニタリ用アダプタシステム（エキレス形）	

サニタリ用圧力伝送器（エキレス形）	 GS	01C32Y01-01JA

当社ウェブサイトから該当の仕様書がダウンロードできない場合は，当社各営業拠点またはご購入の代理店までご連絡ください。
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耐圧防爆形機器についての注意事項

技術的基準（IEC整合規格）による検定合格品

1.  概要
本説明は防爆電気機器の中で耐圧防爆構造の電気機器（以下，
耐圧防爆機器と称します）に関しての注意事項を述べていま
す。
耐圧防爆機器とは労働安全衛生法に基づき，IEC 規格に整合し
た「電気機械器具防爆構造規格の技術的基準（労働省通達	基
発第 556 号）」（以下，技術的基準と称します）で，可燃性ガ
スまたは蒸気の発生する危険雰囲気で使用できる機器です。
検定合格品には検定合格標章，防爆上で必要な仕様を記載した
銘板，および防爆上で必要な注意事項を記載した注意書きが取
付けられております。これら記載されている内容を確認のう
え，仕様に合った条件のもとでご使用ください。
配線工事ならびに保守にあたっては，「電気設備技術基準，内
線規定」および「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド（ガ
ス防爆	1994）」を参考に実施してください。
耐圧防爆機器と呼称できる機器は，次の範囲に属するものに限
ります。

（1）	 労働安全衛生法に基づく公的機関の検定に合格し，検定
合格標章が取付けられている機器であること。

（2）	 検定合格標章，銘板，注意書きに記載されている内容に
合致して使用するもの。

2. 耐圧防爆構造の電気機器
耐圧防爆構造の電気機器は，工場等の事業所において可燃性ガ
スまたは蒸気が存在する場所で電気機器より爆発事故を起こ
さないよう設計されたもので，労働省の型式検定を受けていま
す。
耐圧防爆構造は，次のように定義されております。
耐圧防爆構造とは，全閉構造であって，ガスまたは蒸気が容器
内部に進入して爆発を生じた場合に，当該容器が爆発圧力に耐
え，かつ，爆発による火炎が当該容器の外部のガスまたは蒸気
に点火しないようにしたものをいう。
以上の定義を満たす特殊防爆構造，安全増防爆構造，油入防爆
構造，本質安全防爆構造等の他の防爆構造と組み合わせた耐圧
防爆構造の製品も総称として耐圧防爆構造と記載します。

3. 用語の意味
(1) 容 器
	 電気機器において，その充電部分を内蔵し，防爆構造を

構成するために必要な外被をいう。
(2) 錠締（ じょうじめ）
	 鍵締めとは，第三者が防爆電気機器の防爆性能を失わせ

るような行為をすることを防止するように設計された締
付部をいう。

(3) 容器の内容積
	 耐圧防爆構造の電気機器の容器の容積から電気機器の機

能上欠くことのできない内容物の体積を差し引いた容積
をいう。

(4) 接合面の奥行き
	 接合面において，容器の内部から外部への火炎の経路の

うちの最短距離をいう。ただし，この定義は，ねじ接合
部には適用しない。

(5) 接合面のすきま
	 接合面において，相対する面の間の距離をいう。ただし，

相対する面が円筒状の場合は，穴と円筒状部品との直径
差をいう。

注 :	 接合面のすきまと接合面の奥行の値およびねじ接合部の
山数等は，容器の内容積，接合面の構造，対象ガスまた
は蒸気の分類などに応じて規格に許容値が定められてい
ます。

4. 耐圧防爆形機器の設置
(1) 設置場所の制限
	 耐圧防爆機器は，当該機器の対象ガスに応じた 1 種また

は 2 種の危険場所に設置し，使用することができます。
耐圧防爆機器は，0 種場所では使用できません。

注 :	 危険場所は爆発性雰囲気生成の頻度および時間をもと
にして，次に示す区域に分類されています（	IEC	規格
79-10 危険場所の分類）。
0 種場所；	爆発性雰囲気が連続してまたは長時間存在す

る区域
1 種場所；	爆発性雰囲気が設備機械の正常運転時に生成

するおそれのある区域
2 種場所；	爆発性雰囲気が設備機械の正常運転時には生

成するおそれがなく，また，仮に生成するに
しても短時間のみ存在するような区域

(2) 設置場所における環境条件
	 耐圧防爆機器の設置場所における標準環境条件は，周囲

温度 -20 ～ +40℃（技術的基準による合格品の場合）の
範囲ですが，フィールド計器では +60℃まで認可されて
いるものが多くあり，これは銘板に表示されております。
機器が直射日光，プラント設備などから放射熱などを受
ける恐れのある場合には，断熱処置を講じてください。

5. 耐圧防爆形機器の外部配線工事
耐圧防爆機器の外部配線は，ケーブルを使用する場合はケーブ
ル配線工事，または絶縁電線を使用する場合は耐圧防爆金属管
配線工事を施してください。
耐圧防爆機器のケーブル配線では配線口に直接ケーブルグラ
ンド（耐圧パッキン金具），金属管配線では配線口の近くにシー
リングフィッチング金具を付け，機器を確実に密封する必要が
あります。また，容器などの非充電露出金属部分は確実に接地
してください。なお，詳しくは「ユーザーのための工場防爆電
気設備ガイド（ガス防爆	1994）」等をご参照ください。
(1) ケーブル配線
●	ケーブル配線では，機器に付属または指定されたケーブ

ルグランド（耐圧パッキン金具）を機器の配線口に直接
取付け，機器を密閉構造にしてください。

●	ケーブルグランドと機器の接続ねじは，シール性のない
JISB0202 の管用平行ねじ（記号 G または PF）が使用され
ています。機器内への腐食性ガスまたは湿気などの侵入
を防ぐため，ねじ部には液状ガスケットなどの非硬化性
のシール材を塗布し防水処理を施してください。

●	ケーブルには制御用ケーブル（JIS	C3401）等「ユーザー
のための工場防爆電気設備ガイド（ガス防爆	1994）」で
推奨されているものを使用してください。
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●	ケーブルグランド以降のケーブルは，外傷を防ぐため必
要に応じ保護管（電線管，フレキシブルチューブ），ダク
トまたはトレイなどに納めて布設してください。

●	爆発性雰囲気が保護管，ダクトなどを通って，1 種場所
または 2 種場所から種別の異なる他の所または非危険場
所へ流動するのを防止するために，それぞれの境界付近
において保護管をシールし，またはダクトの内部に砂な
どを充填するなどの適切な処理をしてください。

●	ケーブルの分岐接続およびケーブルと金属管配線におけ
る絶縁電線との接続は，耐圧防爆構造または安全増防爆
構造の接続箱内において行ってください。この場合，接
続箱へのケーブルの引込み部には，接続箱の種類に適合
した耐圧防爆または安全増防爆構造のケーブルグランド
を使用する必要があります。

(2) 耐圧防爆金属管配線
●	金属管配線に使用する電線は，600V ビニル絶縁電線

（JISC3307）等「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイ
ド（ガス防爆	1994）」で推奨されている絶縁電線を使用
してください。

●	電線管は，JIS	C8305（鋼製電線管）に規定する厚鋼電線
管を使用してください。

●	機器の配線口の近くに耐圧防爆構造のシーリングフィッ
チング金具付けてコンパウンドを充填し，機器を密閉構
造にしてください。また，電線管路を爆発性ガス，湿気
または爆発による火炎が流動することを防止するため，
次の箇所にシーリングフィッチングを設けて管路を密封
してください。

（a）	 危険場所と非危険場所の境界のいずれか一方の側。
（b）	 危険場所が異なる部分の境界線。

●	機器と電線管または電線管用付属品の接続部は，JIS	
B0202 の管用平行ねじ（記号 G または PF）により，完全
ねじ部で 5 山以上結合させてください。

	 なお，ねじ部は平行ねじのためシール性がないので，ね
じ部には液状ガスケットなどの非硬化性のシール材を塗
布し防水処理を施してください。

●	金属管部に可とう性が必要とされる場合には，耐圧防爆
構造のフレキシブルフィッチングを使用してください。

6. 耐圧防爆機器の保守
耐圧防爆機器の保守は，次より行ってください。また，詳細
については「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド（ガ
ス防爆 1994）の第 10 章	防爆電気設備の保守」を参照してく
ださい。
(1) 通電中の保守
	 耐圧防爆形機器の保守は，原則として通電中には行わな

いでください。やむを得ず通電中にふたなどを開いて保
守する場合には，ガス検知器などで爆発性ガスのないこ
とを確認しながら行ってください。また，爆発性ガスの
有無を確認できないときの保守は次の範囲に止めてくだ
さい。

a)	 目視による点検
	 耐圧防爆機器，金属管，ケーブルなどの損傷，腐食の程度，

その他の機械的構造の目視点検。
b)	 ゼロ点調整，スパン調整などの調整部
	 容器のふたなどを開けずに，外部から可動部を調整でき

る構造となっている場合にかぎります。この場合，工具
による衝撃火花を発生させないようにご注意ください。

(2) 修理
	 耐圧防爆形機器を修理する場合には，通電を停止し，安

全な場所に持ち帰って行ってください。
	 また，修理に際して次の事項にご注意ください。
a)	 修理は，機械的にも電気的にも，原形復帰が原則です。

耐圧防爆形機器は，接合面のすきま，接合面の奥行，ね
じ接合部，容器の機械的強度が防爆性を左右する重要な
要素です。したがって接合面を傷をつけたり，容器に衝
撃を与えないように十分注意してください。

b)	 耐圧防爆性保持に必要な部分（たとえば，ねじ結合のね
じ部分，接合面，のぞき窓，本体と端子箱の接合部，錠締，
外部配線引込口など）が損傷した場合には，当社にご相
談ください。

注 :	 ねじ接合部のねじの切直し，接合面の仕上直しなどは行
わないでください。

c)	 容器内部の電気回路部分，内部機構の修理は特に指定の
ない限り，耐圧防爆性に直接影響を及ぼしません（ただし，
原形復帰が原則です）。なお，修理する場合は当社が定め
た指定部品を使用してください。

d)	 修理品を再び使用する前に，耐圧防爆性保持に必要な部
分の再点検を行い，ねじのゆるみ（締め忘れ）などのな
いことを確認してください。

(3) 仕様変更，改造の禁止
	 仕様の変更，改造，たとえば外部配線引込口の追加，改

造などは行わないでください。

7. 耐圧パッキン金具の選定

技術的基準 (IEC 整合規格 ) に対応した耐圧防爆機器の外部配
線引込口に使用する，ケーブルグランド ( 耐圧パッキン金具 )
は耐圧防爆機器と組合せた状態で認可されております。従っ
て，耐圧パッキン金具は当社の指定したものをお使いくださ
い。
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平成 8 年 11 月　　　社団法人		産業安全技術協会
(2)	 ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド
	 （ガス防爆	1994）

労働省産業安全研究所
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1.　記号に関する注記を追加
端子記号変更に伴う記号，記述の更新
7.4.1 使用電源に関する注記を追加
7.6.1 接続口 2 箇所 (1/2NPT めねじ ) 仕様を追加
7.6.3 耐圧パッキン金具 (1/2NPT) 用記述を追加
10.2 接液部材質表記修正
10.4 水平配管接続仕様寸法値一部修正
端子配置・端子結線図を更新
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L 形ブラケットの形状変更を反映
4 版 2022 年 10 月 2-3, 2-5 
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飽和蒸気モード説明追加（HART 通信形機器レビジョン 12
以降の機能
可動式ブラケット（ブラケットコード P) 追加
可動式ブラケット（L 形）の使用方法追加
/BS に関する注意を追加
1/2NPT めねじ用耐圧パッキン金具取り付け方法変更
バグスクリーンの清掃または交換
標準仕様の表示内容変更
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