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1. はじめに

このたびは当社のディジタルリモートセンサ EJXC40A 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。

本書はディジタルリモートセンサに対応しています。ディジタルリモートセンサの基本仕様コードは，高圧側伝送器(プ

ライマリー ) と低圧側伝送器 ( セカンダリー )	2 台の伝送器本体部およびダイアフラムシール部から成り立っています。

製品銘板に記載の形名と伝送器本体部スタイルコード	をご確認ください。

高圧側圧力伝送器を示す用語として「マスター」，低圧側圧力伝送器を示す用語として「スレーブ」を使用しており

ましたが，それぞれ「プライマリー」「セカンダリー」に変更いたしました。お手元に旧用語で記載された製品・製

品関連ドキュメントをお持ちの場合は，それぞれ「プライマリー」「セカンダリー」と読み替えてご使用ください。

DRSケーブル

高圧側伝送器
（プライマリー）

低圧側伝送器
（セカンダリー）

F0101.ai

ねじ取付の場合：
ディジタルリモートセンサ形伝送器
 高圧側圧力伝送器（プライマリー）
 低圧側圧力伝送器（セカンダリー）

フランジ接続／サニタリ接続の場合：
ディジタルリモートセンサ形ダイアフラムシールシステム
 高圧側圧力伝送器（プライマリー）
 低圧側圧力伝送器（セカンダリー）
 高圧側ダイアフラムシール
 低圧側ダイアフラムシール
 高圧側フラッシングコネクションリング*1

 低圧側フラッシングコネクションリング*1

*1 : フラッシングコネクションリング付の場合のみ指定。

製品名称 形名 GS No. IM No.
伝送器本体 圧力伝送器 EJX530A GS	01C25F01-01JA IM	01C25F01-01JA

形名 スタイルコード
EJX530A S2
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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。

■ 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ディジタルリモートセンサ形伝

送器は加圧状態にありますから，受圧部の取付金具

あるいはユニオンナット，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。

取扱いに先だって，本書巻末の「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。

本計器は FM/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：IM	01C25W05-01EN,	IM	01C25F01-01E

1.2 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 ( 付加仕様 /WP1 付の場

合は付加仕様にて規定された期間）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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2. 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 2.1 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，あるいはダイアフラムシール付とご指定

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。	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。

水平パイプ取付

F0201.ai

Uボルト(L)用
ナット

取付ブラケット

50A(2B)パイプ

Uボルト(L)

Uボルト(S)

Uボルト(S)用
ナット

図2.1 伝送器取付用部品

2.1 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が記載

されています。製品 GS（10 章参照）に記載された形名

およびコードと仕様を対応させて，ご注文の仕様どお

りであることを確認してください。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。

F0202.ai

Yokogawa Electric Corporation Refer/Lisez IM 01C25A01-01

高圧側伝送器（プライマリー）

低圧側伝送器（セカンダリー）

TOKYO 180-8750 JAPAN

計器番号および製品形名

計器番号および製品形名

タグナンバー PRESSURE HIGH

PRESSURE LOW

図2.2 ネームプレートの例
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2.2 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。

2.3 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℃

	 	 	 または各仕様で定められた温度

	 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，受圧部分

（ダイアフラム面）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。

2.4 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。機器が直射日光やプラント

側から輻射熱などを受けるときは，遮光・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。

2.5 加圧部分について

・	 プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，伝送器	

受圧部のドレンまたはガスを抜く際，メンテナンス

などで伝送器をラインから取り外した後も慎重に取

り扱い，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。	なお，

ドレンまたはガス抜き作業は，測定圧力に外	乱を与

えることになりますので，運転中の作業は避けてく

ださい。

・	 プロセスに設置した伝送器は加圧状態にありますか

ら，フランジ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。	

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)	 導圧配管あるいはプロセス接続部にリークがない

ことを確認してください。

(2)	 伝送器のプロセス接続が十分に締付けられている

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。
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2.6 配線接続口およびDRSケーブルの
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5.6，

図 5.7 をご参照ください。)

2.7 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。

2.8 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 100VDC 以下とし，耐電

圧テストでは 100VAC 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	 高圧側伝送器 ( プライマリー )，低圧側伝送器 ( セ

カンダリー ) それぞれ単体で絶縁抵抗テストを行い

ます。

②	 高圧側伝送器（プライマリー）と低圧側伝送器（セ

カンダリー）の DRS ケーブルを取り外します。

③	 端子箱の SUPPLY ＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

④	 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。

⑤	 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 20M Ω以上が確認されるま

での間にしてください。

⑥	 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 100k 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。

⑦	 高圧側伝送器 ( プライマリー ) と低圧側伝送器 ( セ

カンダリー ) の DRS ケーブルを接続します。

■ 耐電圧テストの手順

①	 高圧側伝送器 ( プライマリー )，低圧側伝送器 ( セ

カンダリー ) それぞれ単体で耐電圧テストを行いま

す。

②	 高圧側伝送器 ( プライマリー ) と低圧側伝送器 ( セ

カンダリー ) の DRS ケーブルを取り外します。

③	 端子箱の	SUPPLY	＋端子と－端子間に渡り配線をし

ます。

④	 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。

⑤	 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。

⑥	 指定電圧に 1 分間保持します。

⑦	 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。

⑧	 高圧側伝送器 ( プライマリー ) と低圧側伝送器 ( セ

カンダリー ) の DRS ケーブルを接続します。

低圧側伝送器（セカンダリー）

接地端子
（内側）

接地端子
（外側）

高圧側伝送器（プライマリー）

接地端子
（内側）

接地端子
（外側）

F0203.ai

図2.3 接地端子
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2.9 防爆形の伝送器について

2.9.1 耐圧防爆形の伝送器について

TIIS耐圧防爆形の伝送器は，「工場電気設備防爆指針(国

際整合技術指針 )」	(Ex2015)	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，配管などに十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。

適合規格：工場電気設備防爆指針	( 国際整合技術指針 )	

	 第１編　総則	JNIOSH-TR-46-1

	 第２編　耐圧防爆構造　"d"	JNIOSH-TR-46-2

合格番号：	DEK21.0009X	( 指示計なし )	

DEK21.0010X	( 指示計付き )

防爆等級：Ex	d	IIC	T4	Gb

周囲温度：－ 40℃	～	60℃

接液温度：－ 40℃～ 120℃

測定圧力：70	MPa	max

大気圧：80kPa	to	110kPa

電源接続口：G1/2

電源電圧：42	VDC	Max

出力信号：4	to	20	mA	DC

運転：

・	 配線は関連する国内法規に従ってください。

・	 外部導線は，最高許容温度が 75℃以上の物を使用

すること。

・	 危険場所にある機器及び周辺機器に接近する場合

は，静電気による火花によって発火源とならない

よう注意すること。

保守と修理：

WARNING

・	 改造・修理された場合，認証は無効となります。

・	 横河電機株式会社から認定された作業者のみ修理

可能です。

・	 上記の温度範囲，許容圧力は防爆規格で認証された

使用条件です。これらを超えた条件で使用すること

は法令で禁止されています。

	 主銘板上には，機器のアプリケーション使用上で制

限される温度・圧力範囲が表記されることがあるた

め，防爆認証された温度や圧力範囲とは異なる，防

爆認証された温度や圧力範囲と同じか，または狭い

範囲が記載されることがあります。
・	 ご使用者による改造・修理は禁止されています。ご

使用者で改造・修理された場合，認証は無効となり

ます。

	 耐圧防爆接合部の諸寸法について情報を得るために

は，取扱説明書に従い弊社代理店にお問い合わせく

ださい。

・	 耐圧防爆金属管配線を用いた計装は認められませ

ん。必ず製品に添付された耐圧パッキン金具を用い

てケーブル配線をしてください。
・	 ケーブルは最高許容温度が 75℃以上の物を使用し

てください。
・	 ケーブル配線については耐圧パッキン金具の取扱説

明書に従ってください。
・	 六角穴付き止めねじを緩めた際は，ご使用前に	

1.5N・m のトルクで確実に締め付けてください。
・	 六角穴付き止めねじは，必ず A2-50	以上の材料のね

じをご使用ください。
・	 ゼロ調ねじを操作する場合や，製品に触る場合は，

静電気帯電による爆発の危険が最小になるように以

下の対応を取ってください。

	 また，製品表面を乾いた布でこするなどの静電気を

発生させる行いはしないでください。

1.		作業者の静電気帯電を防止するために，リスト

ストラップによる作業者の接地や導電化された

床での作業を実施し，帯電防止作業服，静電安

全靴の着用により電荷が蓄積しないようにして

ください。

2.		除電棒 (100k Ω～ 100M Ωの抵抗を介して設置

されている金属を有する棒 ) で，人体と製品を

十分に除電してください。

	 上記 1.		2. の対応が取れない設置環境の場合や静電

気の発生を抑制できない場合は，ガス検知器を携帯

し，製品の周辺に可燃性ガスまたは蒸気がないこと

を確認の上，作業してください。
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図 2.4	は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)

F0204.ai

60

40

20

0

－20
－20 0 20 40 60 80 100 120

50
45

90

範囲(A)

図2.4 電線あるいはケーブルの選定

F0205.ai

防爆記号　Ex d IIC T4 Gb
周囲温度　－40℃ to +60℃
受圧部接液温度　－40℃ to +120℃

通電中はカバーを開けないこと。
外部導線は，最高許容温度が75℃以上の物を使用すること。
静電気帯電の危険あり。取扱説明書を参照すること。

図2.5 耐圧防爆銘板

F0206.ai

製造番号

形式

図2.6 ネームプレートの例
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3. 各部の説明

3.1 高圧側伝送器（プライマリー）

設定スイッチ

バーンアウト方向スイッチ

ライトプロテクト設定スイッチ

BO H L

WR E D

DRSケーブル接続口

伝送器内蔵指示計 (注1)

取付ねじ

アンプ部カバー

CPU
アセンブリ

ゼロ調ねじ

電源接続口

 (注2)

HIGH LOW

H L

E

H L

F0301.ai

H L

E D

H L

E D

YES
(書き込み不可)

NO
(書き込み可)

バーンアウト方向設定スイッチ (BO) ハードウェアライトプロテクト設定スイッチ (WR)

バーンアウト方向 ライトプロテクト

設定スイッチの
位置 (注2)

設定スイッチの
位置 (注2)

図3.1 高圧側伝送器（プライマリー）の各部の名称

( 注 1)	ご指定によります。機器の GS にてご確認ください。（10 章参照）	
( 注 2)	CPU 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 設定ツールで確認できます。7.2.3.11CPU 異常バーンアウトスイッチとハードウェアライトプロテクト，
7.2.3.12 ソフトウェアライトプロテクトを参照ください。

	 ・	 外部ゼロ調ねじによるゼロ点調整を禁止する場合は，7.2.3.10 外部スイッチモードを参照し設定ください。付加仕様 /CJ 付の
場合，出荷時に外部ゼロ調禁止に設定されています。

表3.1 内蔵指示計の表示

表示記号 備考
表示モードは「開平」になっています。（「比例」の場合は消灯）
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。

T0301.ai
ライトプロテクト機能が働いています。
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3.2 低圧側伝送器（セカンダリー）

伝送器

CPUアセンブリ

DRSケーブル接続口

アンプ部カバー
F0302.ai

図3.2  低圧側伝送器（セカンダリー）の各部の名称
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4. 取付

4.1 取付時の注意事項

本伝送器を設置する場合は，2.4	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，10 章に記載の EJXC40A の GS を参照くだ

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。

・	 大気開放孔およびゼロ調ネジからの雨水などの侵入

を避けなければなりません。大気開放孔が上向きに

なるような取付け方はしないでください。また，大

気開放孔部に取付けられているパイプは，必ず取付

けた状態でご使用ください。パイプを付けずに使用

された場合，性能に影響が出る可能性があります。

・	 ダイアフラムシールなどを取付ける際には，ガス

ケットまたは O リングのシール面となる部分に異物

が付着していないことを確認し，組付けを行ってく

ださい。異物が付着していると，リークの発生に繋

がる可能性があります。

ゼロ調ねじパイプ
（裏側に位置）

F0401.ai

図4.1 パイプとゼロ調ねじ

4.2 取付方法

受圧ダイアフラムは薄く傷つきやすいため押したりぶ

つけたりしないようにしてください。

・	 ねじ取付けの場合，伝送器の導圧管接続口には防塵

のためのプラスチック製キャップがついている場

合がありますので配管前に取りはずしてください。

キャップを取りはずす際はねじ部に傷をつけないよ

うに注意してください。ドライバなどを申し込んで

取りはずすことはしないでください。

・	 伝送器は図 4.2 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。

・	 プロセス接続口コードにて A	をご指定された場合に

は，図 4.3 のように組合わせのガスケットが必要と

なりますので，ご用意ください。

・	 フランジ接続ダイアフラムシールシステムの場合，

伝送器は図 4.5 のようにフランジによってプロセス

に取付けます。タンク側の合フランジ，ガスケット，

スタッドボルト，ナットはご使用者にて用意してく

ださい。

・	 サニタリ接続ダイアフラムシールシステムの場合，

伝送器は図 4.6（フラッシュ形）または図 4.7（突出

し形）のようにプロセスに取り付けます。

	 弊社でご提供する取付け金具類および突出し形用の

タンクスパッドの詳細については，4.6 項を参照く

ださい。
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水平パイプ取付

垂直パイプ取付

F0402.ai

50A(2B)パイプ

Uボルト(L)

Uボルト(S)

取付ブラケット

Uボルト(S)用
ナット

Uボルト(L)用
ナット

Uボルト(L)用
ナット

取付ブラケット

50A(2B)パイプ

Uボルト(L)

Uボルト(S)

Uボルト(S)用
ナット

図4.2 伝送器のパイプ取付け

 

ガスケット
F0403.ai

図4.3 ガスケットの取付け

図 4.4	のように受圧部の六角ナットを締付けてくださ

い。

F0404.ai

受圧部

図4.4  伝送器のプロセスの取付け

F0405.ai

ガスケット

スタッドボルト

ナット

図4.5  フランジ接続ダイアフラムシール部の取付け 

ガスケットはダイアフラムシール部のガスケット当り

面の内径（ød）より大きいものをご使用ください。ガ

スケット当り面の内径より小さいガスケットを使用す

るとガスケットが接液ダイアフラムに接触し測定誤差

を生じる原因となります。

C20FW
フランジ
サイズ

80A(3B) 50A(2B) 40A(1	1/2B)

ød	(mm) 90 61 44*

*		C10FR との組合せが必須です。
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タンク

スリーブ

取付金具*
（クランプ）

ガスケット*

F0416.ai

＊ これらの部品はご使用者にてご
用意願います。

 なお，取付金具とガスケットに
つきましては，当社でも有償で
取扱っております。表4.3をご参
照ください。

図4.6 サニタリ接続ダイアフラムシール部の取付け
（フラッシュ形）

タンク

タンクスパッド*

取付金具*
（クランプ）

Oリング*

F0416.ai

＊ これらの部品はご使用者にてご
用意願います。

 なお，取付金具，Oリングおよび
タンクスパッドにつきましては，
当社でも有償で取扱っておりま
す。表4.3をご参照ください。

図4.7 サニタリ接続ダイアフラムシール部の取付け
（突出し形）

・	 タンクの液位測定の場合，最低液位（ゼロ点）は，

高圧側ダイアフラムシール部の中心より 50mm 以

上高く設定してください（図 4.9 参照）。

・	 PRESSURE	HIGH および PRESSURE	LOW のラベル表

示にしたがって，タンクの高圧側および低圧側にダ

イアフラムシール部を取付けてください。

・	 接液ダイアフラム表面に傷をつけないように注意

してください。ダイアフラムシール付の場合，約

1mm	ダイアフラム面が凸になっていますので，ダ

イアフラム面を下にして置くと傷がついてしまう可

能性があります。

・	 DRS ケーブルは風や振動により動かないように固

定します。（余分な長さの DRS ケーブルは，直径

250mm 以上の円状に，ゆるく巻いて固定してくだ

さい）。

F0406.ai

計器番号および製品形名

計器番号および製品形名

タグナンバー PRESSURE HIGH

PRESSURE LOW

図4.8 銘板記載

50mm 以上

最低液位

低圧側伝送器
（セカンダリー）

高圧側伝送器
（プライマリー）

F0407.ai

コネクタ部に負荷がかから
ないようにDRSケーブルを
固定してください。

図4.9 タンクへの取付け例
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4.3 DRSケーブルの接続方法 

高圧側伝送器 ( プライマリー ) と低圧側伝送器 ( セカン

ダリー ) を DRS ケーブルで接続します。末端に十分注

意して接続してください。

低圧側伝送器
 (セカンダリー)

高圧側伝送器
 (プライマリー)

シールド
（ポリチューブ）

Ｐ+：赤

Ｂ：青

Ｐ－：白

Ａ：黒

F0408.ai

図4.10 DRSケーブル接続

P＋：赤
P－：白
A：黒
B：青
シールド線
(ポリチューブ)

DRS ケーブル

接続コネクタ
F0409.ai

図4.11 DRSケーブル仕様

ケーブルを短くする際には，DRS ケーブル接続コネク

タとは反対側からお切りください。

DRS ケーブルの端末処置を行う場合には，それぞれ独

立した電位を持っておりますので，お互いに接触する

ことの無いように確実に絶縁してください。

シールド線と各端子の接触を防止するために，各シー

ルドにビニールチューブをかぶせるか，ビニールテー

プを巻きつけるなどしてください。

低圧側伝送器 ( セカンダリー ) に直接，電源を接続し

ないでください。直接，電源を接続すると機器を破損

する恐れがあります。

4.4 C10FRフラッシングコネクション
リングの取付け

4.4.1 受圧部への取付け

C10FR フラッシングコネクションリング付きを指定さ

れた場合，C10FR フラッシングコネクションリングは

図 4.12 のように受圧部に取付けます。製品出荷時には，

C10FR はダイアフラムシール部に接続された状態で同

梱されていますが，ネジ，ボルト / ナット，溶接等では

受圧部に組み付けられておりません。開梱時に C10FR

を取り外す際は，リングホルダー，ベント・ドレンプ

ラグ等でダイアフラムを破損しないよう，注意して取

り扱ってください。

ベント・ドレンプラグ

リング

リングホルダー

専用うず巻ガスケット

受圧部

F0410.ai

受圧部側（伝送器側）

リングの溝

図4.12 受圧部への取付け

①	 リングにリングホルダーを取付けます。この時，取

付けねじは仮締め状態にしておきます。

②	 ガスケットをリングの溝に挿入し，ダイアフラム

を傷つけないようにリングを受圧部に取付け，リ

ングホルダーの取付けねじを締めて固定します。

③	 ベント・ドレンプラグの位置を上下（垂直方向）に	

なるように調整します。
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4.4.2 プロセスへの取付け

受圧部側のガスケット当り面は締切り形になっていま

すので，リングと受圧部の間に隙間がなくなるまでフ

ランジを締め付けてください。タンク側の合フランジ，	

ガスケット，スタットボルト，ナットはご使用者にて

用意してください。

ダイアフラム

ガスケット
ご使用者用意

合フランジ
ご使用者用意 リング

専用うず巻ガスケット

受圧部

F0411.ai

図4.13 プロセスへの取付け

・	 フランジ	を締め付ける際，必ずリングと受圧部の間に隙間がないことを確認してください。	隙間がありますと，

プロセス流体の噴出を招く危険があります。

・	 リングの取付け・取はずしの際には，受圧部に取付いているリングを下側に向けないでください。	下側に向けます

と，リングが落下する危険があります。

・	 再度リングを取付ける際には，下表に示す新しいガスケット（受圧部側）に必ず交換してください。

表4.1　受圧部側ガスケット（専用うず巻ガスケット）*

フープ材質／部品番号
ガスケットサイズ 仕様 SUS316 SUS316L ハステロイC-276

Ø100 × Ø120 × t4.5 80A(3B) 用 一般用 F9350SV F9350SW F9990BR

Ø100 × Ø120 × t4.5 80A(3B) 用 高温用 F9990BK F9990BN --------

Ø100 × Ø120 × t4.5 80A(3B) 用 禁油処理 ** F9970XF F9970XG --------

Ø70 × Ø90 × t4.5 50A(2B) 用 一般用 F9350ST F9350SU F9990BQ

Ø70 × Ø90 × t4.5 50A(2B) 用 高温用 F9990BJ F9990BM --------

Ø70 × Ø90 × t4.5 50A(2B) 用 禁油処理 ** F9970XD F9970XE --------

Ø60 × Ø75 × t4.5 40A(1	1/2B) 用 一般用 F9346ZH F9970XA F9990BP

Ø60 × Ø75 × t4.5 40A(1	1/2B) 用 高温用 F9990BH F9990BL --------

Ø60 × Ø75 × t4.5 40A(1	1/2B) 用 禁油処理 ** F9970XB F9970XC --------

*：	 フィラー材質	 一般用，禁油処理：PTFE
	 	 高温用：無機質紙
**：	 付加仕様 /K31，/K35 を指定した場合
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4.5 テフロン膜の取付け

付加仕様としてテフロン膜付きの場合，テフロン膜と

フッ素系オイルが付属されます。	ダイアフラムシール

部をプロセスフランジに取付ける	前に，以下の手順で

テフロン膜を取付けてください。

①	ダイアフラムシール部のダイアフラム面が上向きに	

なるように保持してください。

②	ダイアフラム表面およびガスケット当り面に付属の

フッ素系オイルを塗布してください。このとき，ダ

イアフラムに傷をつけたり変形させたりしないよう

に注意してください。

③	ダイアフラムおよびガスケット当り面に，テフロン

膜をはめ込んでください。

④	取付け後，ダイアフラムとテフロン膜の間に空気が

残っていないことを確認してください。もし，空気

が残っている場合は，測定圧力に誤差が生じる要因

になりますので，この場合は，ダイアフラムの中心

部から外側に向かって，指で空気を押し出すように

して除去してください。ただし，ダイアフラムに変

形を及ぼすような過度な力をかけないようにご注意

ください。

⑤	テフロン膜を取付けたダイアフラムシール部にガス

ケットを当て，プロセスフランジに取付けてください。

テフロン膜
部品番号
 F9347YA［50A(2B)用］
 F9347XA［80A(3B)用］

ダイアフラム

フッ素系オイル
　部品番号F9145YN

ガスケット当り面

F0412.ai
ダイアフラムシール部

図4.14 テフロン膜の取付け

4.6 タンクスパッドの取付方法

タンクスパッドとはサニタリ接続突出し形ダイアフラ

ムシールのタンク取付部になっています。

サニタリ用は衛生面が重要となるため，タンク側から

伝送器側へ液が流れ出ることがないように，また，そ

れによって液が溜り腐敗など起こらないように，タン

クスパッドと O リングですき間を設けない構造となっ

ています。

F0417.ai

伝送器側

溶接

ISOクランプ

タンク

（A 部）

タンクスパッド

タンク内

伝送器本体

（A 部詳細図）

タンク
スパッド

Oリング

図4.15 伝送器の取付部詳細

■ タンクスパッドの溶接

タンクスパッドを溶接する場合は，熱による変形を起

こさないように十分な配慮が必要です（タンクスパッ

ドが熱変形を起こすと，O リングとの間にすき間がで

きて伝送器側へ液が漏れ腐敗の原因となります）。

■ タンクスパッドの取付位置および加工

タンクスパッドの中心が最低測定液位（ゼロ点）より

50mm 以上，下方になるように設定してください。

・	 加工穴にタンクスパッドを溶接しますので，溶接後，

洗浄を十分行ってください。

・	 機械切削以外の方法で加工した場合，グラインダで

平滑に仕上げてください。
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■ タンクスパッドの取付向き

ドレン穴を下向きにしてタンクスパッドの内側面がタ

ンク内面にできる限り平らになるようにして溶接仮止

めを外側 4 か所行います。

伝送器をつけた場合，垂直に取りつくようにタンクス

パッドはできる限り垂直にしてください。

F0418.ai

50mm

最低測定液位

タンクスパッド

溶接

タンクスパッドの中心

ドレン穴

タンク

図4.16 タンクスパッドの取付

■ 溶接方法および注意事項

・	 溶接前にタンクスパッドをドライアイスなどで予

冷し，溶接を行ってください。各部溶接箇所はド

ライアイスなどで十分冷却し，次の溶接を行って

ください。

・	 内側面の溶接が完了した後に外側の溶接を行って

ください。

・	 溶接によりタンクスパッドが変形し伝送器が取り

付かなくなる危険を避けるため，溶接の入熱量を

できる限り小さくしてください。

・	 タンクスパッド材質は SUS304,	316,	316L ですので，

溶接棒は次のものに相当するものを使用してくだ

さい。

	 被覆アーク溶接の場合. . . . . . .D316L	(JIS	Z	3221)

	 ディグ，ミグ溶接の場合	. . . .Y316L	(JIS	Z	3321)

・	 溶接の際，O リングシール部に傷をつけないよう

注意してください。

■ 溶接面の仕上げについて

タンク内側の溶接面にカスなどがたまらないようにグ

ラインダーで平らに仕上げを行ってください。

［溶接用治具］

当社ではタンクスパッドの溶接治具として次のものを

用意しておりますので，別途お申し付けください。

・	 冷却治具…溶接する際取付けることにより溶接歪

みを減少させることができます。

	 突出し長さ	L

	 	 ＝ 52mm 用：部品番号 1J	833A063-31

	 	 ＝ 102mm 用：部品番号 1J	833A063-32

・	 歪チェックゲージ…溶接後伝送器が取付けられる

かどうか判定するための伝送器のダミー。

	 突出し長さ	L

	 	 ＝ 52mm 用：部品番号 1J	833A063-41

	 	 ＝ 102mm 用：部品番号 1J	833A063-42

表4.2 タンクスパッド形名コード一覧

形名
基本仕様

コード
仕様

TS . . . . . . . . . . タンクスパッド
突出
し長
(L)

-E. . . . . . . .
-F. . . . . . . .
-J . . . . . . . .
-K. . . . . . . .

50	mm（ISO101.6 クランプ用）
100	mm（ISO101.6 クランプ用）
50	mm（ISO76.1 クランプ用）
100	mm（ISO76.1 クランプ用）

材質 U . . . . . .
V . . . . . .
W. . . . . .

SUS304
SUS316
SUS316L

溶接部板厚 A . . .

B . . .

C . . .

16	mm	
（溶接歪逃し溝付）
12	mm	
（溶接歪逃し溝付）
8	mm	
（溶接歪逃し溝付）

ISO101.6 クランプ
ISO76.1 クランプ
取付用

　＊	 タンクスパッドの外観については，4.6 項を参照してく
ださい。

表4.3 取付金具・ガスケット・Oリング

品名 部品番号 用途
取付金具

（クランプ）
G9726AE
G9726AD

ISO101.6（旧呼称 :IDF	4"）クランプ用
ISO76.1（旧呼称 :IDF	3"）クランプ用

ガスケット F9500DZ
F9500DY

ISO101.6（旧呼称 :IDF	4"）クランプ用
ISO76.1（旧呼称 :IDF	3"）クランプ用

Ｏリング F9271QK
W9995CB

ISO101.6（旧呼称 :IDF	4"）クランプ用
ISO76.1（旧呼称 :IDF	3"）クランプ用

　＊	 金具をはずす際にガスケットが磨耗，変形しているとき
は交換が必要です。

F0419.ai

図4.17 クランプの外観
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4.7 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。（1.5	N・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。

F0413.ai

六角穴付き
止めねじ

伝送部

ストッパー

図4.18 伝送部の回転

4.8 内蔵指示計の向きを変更させる 
場合

取りはずし，取付け時は，必ず電源を切り，圧力をとめ，

伝送器を非危険場所に移してから行ってください。

内蔵指示計は以下の三方向のいずれかに取付けること

が可能です。伝送器を取り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 8.4	項を参照ください。

F0414.ai

図4.19 内部指示計の向き
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5. 配線

5.1 配線時の注意事項

・	 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プラグをはずして配線しま

す。

・	 ネジ部には防水処理を必ず施してください。

	（防水処理には液状ガスケットなど，メンテナンス

の容易な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。

・	 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 8.4 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。

・	 	耐圧防爆形および本質安全防爆形の場合は必ず接地

が必要です。

5.2 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。

・	 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。

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。（2.9 項の図 2.4 を参照ください）

5.3 外部配線の端子部への接続

5.3.1 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。

電源配線は SUPPLY の＋，－端子に接続します。

負荷抵抗

電源

高圧側伝送器
（プライマリー）

端子部

F0501.ai

図5.1 電源配線の接続

5.3.2 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。

高圧側伝送器
（プライマリー）

端子部

F0502.ai

現場指示計

電源
–

+

図5.2 現場指示計の接続
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5.3.3 HART設定ツールの接続 

HART 設定ツールは高圧側伝送器（プライマリー）の	

SUPPLY	の＋，－端子（フック）に	接続します。極性は

関係ありません。以下に，接続例を示します。

高圧側伝送器
（プライマリー）

端子部

F0503.ai

電源
–

+

PC/FieldMate

250 ～ 600Ω

図5.3  HART接続ツールの接続

5.3.4 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。

高圧側伝送器
（プライマリー）

端子部

F0504.ai

電源
–

+
チェックメータ

図5.4  チェックメータの接続

5.4 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。作業の前に伝

送器本体の取扱説明書の巻末の「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。

5.4.1 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 5.6 項，通信ライン条件は

10.1 項を参照してください。

高圧側伝送器
（プライマリー）

端子部
F0505.ai

（危険場所） （非危険場所）

ディストリビュータ
(電源ユニット)

受信機

低圧側伝送器
（セカンダリー）

端子部

図5.5 伝送器とディストリビュータとの接続
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5.4.2 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。

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

低圧側伝送器（プライマリー）へ

DRSケーブル

高圧側伝送器
（プライマリー）

F0506.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。

図5.6 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。

シーリングフィッティングを用いた耐圧防爆金属管配

線は，認証上認められておりませんので行わないでく

ださい。

・	 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。

高圧側伝送器
（プライマリー）

F0507.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

低圧側伝送器（セカンダリー）へ

DRSケーブル

図5.7 ケーブル配線（耐圧パッキン金具を用いた例）

■ 耐圧パッキン金具を用いたケーブル配線

・	 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 5.1 参照）

表5.1 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

V11 G	1/2 10 ～ 12
ø10	(8-10 用 )
ø12(10-12 用 )

B1030EN

耐圧パッキン金具の取付け方法は，5.5.2 項を参照して

配線してください。

5.5 DRSケーブル接続 

高圧側伝送器 ( プライマリー ) と低圧側伝送器 ( セカン

ダリー ) の間を DRS ケーブルで接続します。配線には，

ケーブルグランド ( 耐圧パッキン金具 ) 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，配線の取りはずしを行って

ください。

・	 耐圧防爆形の場合，DRS 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	5.5.2 項を参照して配線してください。

・	 高圧側伝送器（プライマリー）と低圧側伝送器（セ

カンダリー）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。
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5.5.1 ケーブルグランドを使用する配線方法

● G1/2めねじ用ケーブルグランドの取付け方法

 （配線口コード「A, F, 5」）

・ 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。

①	 ケーブルグランド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

足りないと性能が維持できません。

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。

F0508.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5.8 ケーブルグランドの取付け

●  1/2NPTめねじ用ケーブルグランドの配線口への取

付け方法（配線口コード「2, 7, C」）

・ ケーブルグランドの構成部品

このケーブルグランドはエントリ，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。配線口

のねじ規格とケーブルグランド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。

F0515.ai

エントリ
シール

ランニングカプラ
バックナット

図5.9  ケーブルグランドの構成部品

・ ケーブルグランドの取付け手順

①		 DRS 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に通します。

	 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。

F0524.ai
コネクタ

挿入方向

図5.10 DRSケーブルの挿入

②		 DRS 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，ケーブルグランドのエ

ントリを DRS 配線口にねじ込みます。このとき

1/2NPT おねじ部に液状ガスケットなど，メンテナ

ンスの容易なシール剤を塗布して防水処理を必ず

施してください。

F0516.ai

シール剤を塗布してねじ込む

高圧側伝送器 (プライマリー)

図5.11 シール剤の塗布
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③		 DRS ケーブルを配線口に取り付けてあるエントリ

から挿入し，コネクタを接続ポートに差し込みま

す。

F0518.ai

エントリ

ランニングカプラ

高圧側伝送器 (プライマリー)

図5.12  DRSケーブルの接続①

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	 DRS 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。

F0519.ai

高圧側伝送器 (プライマリー)

図5.13  DRSケーブルの接続②

⑥	 DRS 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，DRS ケー

ブルを通してバックナットにねじ込みます。

DRS 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，

DRS コネクタ部に過度な機械的衝撃を与えないでくだ

さい。

5.5.2 耐圧パッキン金具を使用する配線方法 

●  G1/2めねじ用耐圧パッキン金具の配線口への取付

け方法（配線口コード「A，F」）

耐圧パッキン金具
(ケーブルグランド)

配線口

DRSケーブル

コネクタ拡大図

F0510.ai

高圧側伝送器
（プライマリー）

図5.14  DRSケーブルの耐圧パッキン金具の取付け

保護キャップ DRSケーブル接続ポート

高圧側伝送器 (プライマリー)

低圧側伝送器 (セカンダリー)

低圧側伝送器 (セカンダリー) 
のこちらのねじは，はずさな
いでください。

F0511.ai

図5.15  保護キャップの取外し

高圧側伝送器（プライマリー）の DRS ケーブル接続ポー

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。低圧側伝送器（セカンダリー）の

同一場所のねじは製品性能に影響を与えるので，取り

はずしは行わないでください。
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・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，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，DRS ケーブ

ルの仕上がり外径は 8.7	mm ですから，ゴムパッキンは

識別マーク「ø10」のものを使用してください。

DRS 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け手順 

①		 耐圧パッキン金具のねじを緩め，すべての部品を

取りはずします。

②	 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専

用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（5 山以上）ねじ込みます。	

F0512.ai

Oリング
本体

高圧側伝送器
   (プライマリー)

図5.16  伝送器の耐圧パッキン金具の取付け

③		 DRS ケーブルをコネクタの取付いていない端末か

らワッシャ，ゴムパッキン，ワッシャ，グランド，

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。

F0513.ai

ワッシャ

ゴムパッキン

ワッシャ

グランド

ユニオンカップリング

ユニオンカバー
コネクタ

挿入方向

図5.17  DRSケーブルの 耐圧パッキン金具の取付け

	

④		 DRS 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。

⑤	 ケーブルが動かなくなるまで②で固定していた本

体にグランドをねじ込み，そこからさらに 1 回転

強しっかりねじ込み，ゴムパッキンを圧縮します。

	 次に止めねじを六角レンチでロックし，その後ク

ランプを十字穴付きねじで締付けてケーブルを固

定します。

F0514.ai

グランド

ユニオンカップリング

ユニオンカバー

止めねじ
なべ小ねじ

図5.18  DRSケーブルの耐圧パッキン金具の止め位置

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。

⑦		 ケーブル保護用の電線管が必要ならば，DRS 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。

DRS 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。
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5.5.3 電線管を使用する配線方法 

● 配線方法

①		 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，DRS ケーブルのコネクタ側

から配線口を通します。

F0520.ai

高圧側伝送器 (プライマリー)

図5.19  DRSケーブルの接続 (電線管)

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 DRS ケーブルを通し，電線管を配線

口にねじ込みます。このとき液状ガスケットなど

のメンテナンスが容易な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。

5.5.4  ケーブルグランドを使用した配線の取外
し方法

①	 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 用ケーブルグランド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，

DRS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用ケーブルグランド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	 DRS ケーブルをゆっくり引き抜きます。1/2NPT 用

ケーブルグランドの場合，DRS ケーブルとケーブ

ルグランド本体を配線口から取りはずす必要があ

るので，エントリを配線口からはずしてから行っ

てください。

④	 ケーブルグランド本体を取りはずすには，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 用ケーブルグランドの場合，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出来

ます。)

DRS ケーブルからケーブルグランドを引き抜くとき

は，コネクタの反対側から引き抜きます。

5.5.5 耐圧パッキン金具を使用した配線の取外
し方法

①	 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，

DRS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。

③	 DRS ケーブルをゆっくり引き抜きます。

④	 ケーブルグランド本体を取りはずす場合には，ロッ

クナットを緩めてから本体を回してはずします。
	

DRS 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，コネクタの反対側から引き抜きます。

5.5.6 電線管を使用した配線の取外し方法  

①	 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		 電線管を配線口からはずします。

③		 DRS ケーブルをゆっくり引き抜きます。
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5.5.7 DRSケーブルの固定 

DRS ケーブルが 15m 以上の場合あるいはケーブルグ

ランドまたは耐圧パッキン金具の締付が不十分の場

合，ケーブルの自重でコネクタ部に負荷がかかり，抜

けおちてしまう可能性があります。ケーブルグランド

または耐圧パッキン金具の取扱説明書を参照して，コ

ネクタ部に負荷がかからないように，DRS ケーブルを

固定してください。

50mm 以上

最低液位

低圧側伝送器
（セカンダリー）

高圧側伝送器
(プライマリー)

F0521.ai

コネクタ部に負荷がかから
ないようにDRSケーブルを
固定してください。

図5.20 DRSケーブルの固定

5.6 接地

本製品はアレスタが内蔵されていますので，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。

高圧側伝送器 (プライマリー)

接地端子
（内側）

接地端子
（外側）

低圧側伝送器 (セカンダリー)

接地端子
（内側）

接地端子
（外側）

F0522.ai

図5.21 接地端子

5.7 電源電圧と負荷抵抗

ループ構成をする場合，配線の負荷抵抗が下図の範囲

内になるように注意してください。

600

250

0 15.5 21.25 29.3 42

負荷抵抗
R (Ω)

電源電圧  E (V DC)

通信可能範囲
R= E‒15.5

0.023

F0523.ai

図5.22 電源電圧と負荷抵抗
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6. 運転

6.1 運転開始準備

EJXC40A ディジタルリモートセンサ形ダイアフラム

シールシステムを用いて図 6.1 に示す密閉タンクの液位

測定をする場合の運転手順を述べます。	

密閉タンク

低圧側伝送器
（セカンダリー）

高圧側伝送器
（プライマリー）

DRSケーブル

F0601.ai

図6.1 密閉タンクの液位測定

(1) 接液部のリークの確認

フランジの接続部にリークの無いことを確認します。

(2)  HART設定ツールの接続

電源を投入し HART 設定ツールを接続します。端子部

のカバーを開け	SUPPLY	の＋，－端子に	HART 設定ツー

ルを接続します（5.3.3 項参照）。

(3) 伝送器が正常状態であることの確認

HART 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。	HART 設定ツールの操作方法

につきましては 7 章をご参照ください。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。

■ 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。

F0602.ai

自己診断エラー（伝送器の異常）

図6.2 内蔵指示計のエラー表示

内蔵指示計の表示部に上記の異常表示が出た場合は	

8.5.3 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

下記のパラメータは伝送器を運転するために最低限必

要な設定項目です。ご注文時にご指定された値に設定

して出荷されていますが，必要に応じて確認あるいは

設定値変更を行ってください。

・	 測定レンジ（測定レンジの下限値，上限値，単位）

・	 出力 / 内蔵指示計モード（	比例モード / 開平モード）
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以下に，ディジタルリモートセンサ伝送器のスパン：

0	～	25.00kPa，現在のレベル：13.50kPa，現在の出力：

13.83kPa	の場合の例を示します。

・ゼロ点調整パラメータ (DP trim) の呼び出しと設定
パラメータ
の呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	→	
DP	trim	→	DP	trim（メソッド）

Auto，
Lower	Pt

合わせこみたい数値を設定

DP	trim	メソッド画面にて，Auto，Lower	Pt を選択し，

表示画面で実際のレベル値 13.50kPa	を入力すると，現

在の出力は 13.83kPa から 13.50kPa に変更されます。

	

25.00 kPa

0.00 kPa

現在のレベル
13.50 kPa

スパン：0～25.00 kPa
現在のレベル：13.50 kPa
現在の出力：13.83 kPa

F0603.ai

図6.3 タンクのレベル測定

c) 外部ゼロ調ねじを使用したゼロ調

高圧側伝送器 ( プライマリー ) にのみ，ゼロ調ネジがつ

いております。パラメータ	Ext	SW	にて，外部ゼロ調ね

じによるゼロ点調整の許可／禁止を設定することがで

きます。

外部ゼロ調ねじを使用する場合は，‘Enabled’	に設定し

てください（通常は工場出荷時には許可	‘Enabled’	に設

定されていますが，付加仕様コード /CJ 付の場合，工場

出荷時に禁止	‘Disabled’ に設定されていますので，ご

注意ください。）。

設定手順については	7.2.3.11	項を参照してください。

本体ケース外側のゼロ調ねじカバーの止めねじを緩め，

カバーをずらすとゼロ調ねじがあらわれます。出力値

を見ながら，本体ケース外側のゼロ調ねじを，マイナ

スドライバを用いて回し，出力値がゼロになるように

調整します。右回しで出力は増加，左回しで減少し，

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。

6.2 ゼロ点調整

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。

運転開始準備が終了しましたらゼロ点調整を行います。	

差圧のゼロ点調整は以下の方法で行うことができます。

( 注 )	 本伝送器には，差圧，高圧側圧力，低圧側圧力の 3 つの
ゼロ点調整機能があります。

調整方法 概要
HART 設定
ツールを使
用したゼロ
調

a) 現在の入力値を 0% にする
入力信号を	0%	状態にして 0%	出力を
調整します。
b)		別の手段で得た基準値に出力を合わ

せる
タンクレベルなど，入力信号を 0%	状
態にするのが難しい場合，グラスゲー
ジなど，他の手段で得た基準値に出力
を合わせます。

外部ゼロ調
ねじを使用
したゼロ調

c)		伝送器本体に付いているゼロ調ねじ
を使用してゼロ点調整を行う

HART	設定ツールを使用しなくてもゼ
ロ点調整が可能です。出力電流を正確
に読み取る電流計を使用して，出力電
流を	4mA，または目的の出力値に正確
に調整します。

a) 現在の入力値を0%（4mA）にする

この場合は次の手順に従ってください。この方法は測

定レンジの下限値に相当する圧力が 0（ゼロ）のときに

かぎります。

・ ゼロ点調整パラメータ（DP Zero trim）の呼出しと設

定
パラメータ
の呼出し

【ルートメニュー】（7.2.1 項参照）→	
Maintenance	→	DP	trim	→

DP		
Zero	trim

（メソッド）

安定したのち値を確定

DP	Zero	trim メソッド画面にて，加圧した	0（ゼロ）の

圧力が安定したことを確認し，値を確定します。

b) 別の手段で得た基準値に出力を合わせる

タンクのレベル測定などで，実際の水位をゼロレベル

にしてゼロ調ができない場合，グラスゲージなど，他

の測定器で得た実レベルに出力を合わせることができ

ます。
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なお，ゼロ点の調整量はゼロ調ねじを回す早さに応じ

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早く回します。

調整終了後は必ずカバーを元の状態に戻し，止めねじ

を締めてください。

F0604.ai

ゼロ調ねじカバー

高圧側伝送器 (プライマリー)

図6.4  ゼロ調ねじ

6.3 運転開始

ゼロ点調整が終了した時点で，すでに運転状態になっ

ています。以下の作業を行ってください。

①	 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。このような場合には，

HART 設定ツール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。

②	 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 HART 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。

	（8.4	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。

6.4 運転停止 

運転を停止する場合は電源を切ります。

長期間にわたって運転を停止する場合は伝送器をタン

クから取りはずしてください。

6.5 伝送器受圧部のドレン抜きおよび
ガス抜き

伝送器受圧部にドレン（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。フラッシングコ

ネクションリング付きの場合にはリングのベント・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）を抜いた

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。
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6.5.1 C10FRフラッシングコネクションリング
のドレン抜き

①	 ドレンスクリューを徐々に開き，リング内のドレ

ンを抜きます。

②	 ドレンが完全に抜け切ったら，ドレンスクリュー	

を閉じます。（ドレンスクリューは 10N・m のトル

クで締め付けます）

人体に有害なプロセス流体の場合は，液体が身体にか

からないように注意してください。

ドレンスクリュ－

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

F0605.ai

図6.5 CR10FRフラッシングコネクションリングのドレ
イン抜き方法

6.5.2 C10FRフラッシングコネクションリング
のガス抜き 

①	 ベントスクリューを徐々に開き，リング内のガス

を抜きます。

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。（ベントスクリューは 10N・m のトルク

で締め付けます）

人体に有害なプロセス流体の場合は，液体が身体にか

からないように注意してください。

ベントスクリュ－

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。

F0606.ai

図6.6  CR10FRフラッシングコネクションリングのガス
抜き方法
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6.6 ローカルパラメータ設定

内蔵指示計の押しボタンは，可燃性ガスまたは蒸気の

発生するような危険な場所では使用しないでくださ

い。押しボタンを使用する必要がある場合は，危険の

ない場所で操作してください。防爆形機器の場合は，

作業の前に巻末の「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。

・	 パラメータ設定後，すぐに伝送器の電源を切らない

でください。この手順を実行してから 30 秒以内に

電源をオフにすると，パラメータは以前の設定に戻

ります。

・	 この設定を行うには外部ゼロ調整を許可 / 禁止す

るパラメータ「Ext	SW」を「有効」にする必要

があります。設定方法は，HART 通信形の場合は	

IM	01C26T01-06JA をご確認ください。付加仕様コー

ド /CJ 付の場合，「Ext	SW」は工場出荷時に「禁止	

(Disabled)」に設定されていますので，ご注意くだ

さい。

・	 通信方式が HART または BRAIN の場合，ローカルパ

ラメータ設定機能が利用できます。

・	 周囲温度が低いと LCD の更新に時間がかかります。

－ 10℃以上で LPS 機能を使用することをお勧めし

ます。

6.6.1 ローカルパラメータ設定（LPS）の概要

ゼロ調ねじと押しボタン（内蔵指示計コード：E）によ

る構成で，タグナンバー設定，測定レンジ単位の設定，

測定レンジの下限値（LRV），上限値（URV）の設定，

ダンピング時定数の設定，出力モード（比例 / 開閉）の

設定，内蔵指示計表示（Disp	Out1）の選択，実圧を利

用したレンジ再設定（LRV/URV），機器情報の各パラメー

タを簡単・迅速に設定および確認できます。ローカル

パラメータ設定を行った場合，測定信号（アナログ出

力または通信信号）への影響はありません。

ゼロ調ねじ

F0607.ai

図6.7 ゼロ調ねじ

内蔵指示計

押しボタン
F0608.ai

図6.8 レンジ設定スイッチ（押しボタン）
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F0609.ai

押す

押す

押す

押す

押す

6. 出力モード

2. 差圧 ・圧力単位

1. タグナンバー

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

7. 内蔵指示計の表示 (Disp Out1)

8. 実圧を利用した設定 LRV

9. 実圧を利用した設定 URV

5. ダンピング時定数

プロセス測定表示

プロセス測定表示

10. 機器情報

出力モードを選択

単位を選択

タグナンバーを編集

LRV を編集

URV を編集

表示内容を選択

実圧を調整して LRV を設定

実圧を調整して URV を設定

ダンピング時定数を編集

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

値を保存／取消

押す

ねじ

ゼロ点調整

LPS モード をアクティブにする
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6.6.2 ローカルパラメータ設定を有効にする

内蔵指示計の押しボタンを押して，ローカルパラメータ設定モードをアクティブにします。10 分間何も操作しないと，

伝送器は自動的にローカルパラメータ設定モードを終了します。

6.6.3 パラメータ設定の確認

押しボタンを押すごとに，タグナンバー設定，測定レンジ単位の設定，測定レンジの下限値（LRV），上限値の設定（URV），

ダンピング時定数の設定，出力モード（比例 / 開閉）の設定，内蔵指示計表示（Disp	Out1）の選択，実圧を利用した

レンジ再設定（LRV/URV），機器情報の各パラメータの現在の設定値が順次表示されます。

F0610.ai

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す

押す プロセス測定表示

押す

プロセス測定表示

1. タグナンバー

2. 差圧 ・圧力単位

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

5. ダンピング時定数

6. 出力モード

7. 内蔵指示計表示 (Disp Out1) の選択

8. 実圧設定 - LRV

9. 実圧レンジ再設定 - URV

10. 機器情報

各パラメータ値を設定するには，各パラメータ画面でゼロ調ねじを回してから，ローカルパラメータ設定モードにし

ます。

ローカルパラメータ設定を終了するには，6.6.12 項「保存または取消」および 6.6.13 項「設定の中止」を確認ください。



IM 01C25W05-01JA

6-8	 	 ＜ 6.		運転＞

6.6.4 タグナンバーの設定（TAG NUMBER）

タグナンバーは，ゼロ調ねじを回して編集します。HART は 8 文字まで，BRAIN は 16 文字まで設定できます。

F0611.ai

ねじ

押す

Save ?/
Cancel ?

最初の文字を変更する 次の文字に移動

他のすべての文字を
同じように設定する

点滅 点滅 点滅

6.6.5 差圧・圧力単位の設定（PRESS UNIT）

差圧・圧力単位を下表の設定可能単位に変更できます。ゼロ調ねじを回し，単位をスクロールにより選択肢できます。

F0612.ai

Save ?/
Cancel ?

Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, atm

ねじ

押す

押しボタンで決定

点滅 点滅
[ 設定可能単位 ]

6.6.6 測定レンジ下限値（LRV）／上限値（URV）の設定（PRESS LRV/URV）

差圧・圧力測定レンジの LRV および URV を設定できます。各桁の値は，ゼロ調ねじを回して変更し，押しボタンを押

して設定します。数値の変更方法については 6.6.7 項「ダンピング時定数の設定」を参照してください。

設定の上限・下限を超えるとアラームが発生します。
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6.6.7 ダンピング時定数の設定

伝送部（電気回路部）のダンピング時定数を設定できます。ダンピング時定数が 0.5 秒未満に設定されると，クイック

レスポンスパラメータは自動的にオンに設定されます。ダンピング時定数は小数点以下 2 桁に四捨五入されます。

F0613.ai

Save ?/
Cancel ?

ねじ

1 桁目を変更する

他のすべての文字を
同じように設定する

設定範囲： 0.0 ～ 100.0（秒）

点滅 点滅 点滅

次の文字に移動

押す

6.6.8 出力モードの設定

ゼロ調ねじを回すことで，出力モード（比例 / 開閉）を選択できます。モードの設定方法については 6.6.5 項 [ 差圧・

圧力単位の設定 ] を参照してください。

6.6.9 内蔵指示計の表示（Disp Out1）の設定

ゼロ調ねじを回すことで，内蔵指示計の表示（Disp	Out1）の設定が可能です。表示の設定方法については，6.6.5 項「差

圧・圧力単位の設定」を参照してください。
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6.6.10 実圧を利用したレンジ再設定 
（LRV/URV）

この機能を使用すると，実際の入力を適用して，測定

レンジの下限値（LRV），上限値（URV）を設定できます。

F0614.ai

下限値と上限値の入力は以下の手順に従ってください。

[ 例 ]

下限値（LRV）を 0 に，上限値（URV）を 3	MPa に変更

する場合。

1)	 図 8.1 に示すように伝送器と装置を接続し，少なく

とも 5 分間ウォームアップします。

2)	 押しボタンを押してください。内蔵指示計の表示

は「LRV.SET」となります。

3)	 伝送器に 0	kPa（大気圧）の圧力を加える。（注 1）

4)	 ゼロ調ねじを任意の方向に回します。内蔵指示計

の出力信号は % 単位となります。（注 2）

5)	 ゼロ調ねじを回して，出力信号を 0%（1V	DC）に

調整します。押しボタンを押して保存します。こ

れで下限値（LRV）の設定は完了です。（注 3）

6)	 押しボタンを押してください。内蔵指示計の表示

は「URV.SET」となります。

7)	 伝送器に 3	MPa の圧力を加えます。（注 1）

8)	 ゼロ調ねじを任意の方向に回します。内蔵指示計

の出力信号は % 単位となります。（注 2）

9)	 ゼロ調ねじを回して，出力信号を 100%（5V	DC）

に調整します。押しボタンを押して保存します。こ

れで上限値（URV）設定は完了です。

10)	 押しボタンを押してください。その後，伝送器は 0

～ 3	MPa の測定範囲で通常動作モードに戻ります。

注 1：	圧力検出部内の圧力が安定するまで待ってから，次の手
順に進んでください。

注 2：	伝送器にかかる圧力が前回の上下限値 LRV（または
URV）を超える場合，内蔵指示計にエラー番号「AL	.30」
が表示されることがあります。（この場合，出力信号の
パーセントと「AL	.30」が 2 秒ごとに交互に表示されま
す。）「AL	.30」と表示されますが，次の手順に進むこと
ができます。それ以外のエラー番号が表示された場合は，
各通信マニュアルの「エラーと対策」を参照し，適切な
処置を行ってください。

注 3：	下限値（LRV）を変更すると，上限値（URV）も自動的
に変更され，スパンが一定に保たれます。

	 新 URV= 現行 URV+( 新 LRV- 現行 LRV)

6.6.11 機器情報の表示

機種名，通信プロトコル，デバイスレビジョン，ソフ

トウェアレビジョンが繰り返し表示されます。

6.6.12 保存または取消

各パラメータ設定の最後に，ゼロ調ねじで「SAVE?」ま

たは「CANCEL?」を選択して，押しボタンを押します。

設定したパラメータが保存，または，取消されます。

F0615.ai

保存しますか？ 保存済

保存または取消

取消しますか？ 取消済

ねじ
押す

押す

パラメータ

設定後

6.6.13 設定の中止

6.6.13.1 設定の中止（メニュー表示時）

押しボタンを 2 秒以上押し続けると，ローカルパラメー

タ設定モードが終了します。

2秒以上
ボタンを押す

プロセス値

プロセス測定表示

プロセス測定表示

1. タグナンバー

2. 差圧 ・圧力単位

3. 差圧・ 圧力 LRV

4. 差圧・ 圧力 URV

10. 機器情報

F0616.ai

通
常
モ
ー
ド
に
移
行
す
る

:

:
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6.6.13.2 設定の中止（パラメータ設定時）

各パラメータの設定中に設定を終了するには，ボタ

ンを 2 秒以上押します。その後に「SAVE?」または

「CANCEL?」を選択します。

F0617.ai

パラメータ
確認画面に戻る

保存しますか？
取消しますか？

2秒以上
押す

タグ編集
（3番目の文字）

6.6.14 ローカルパラメータ設定の保護

ローカルパラメータ設定でパラメータの変更を無効に

するには，三つの方法があります。
保護される機能

ゼロ調ねじによるゼロ
点調整を禁止する
(EXT	ZERO	ADJ=Disable)

•	ゼロ調ねじを利用したゼロ
調

•	ローカルパラメータ設定
ソフトウェアライトプ
ロテクトを実施する
(WRT	PROTECT=yes)

•	ローカルパラメータ設定
•	すべての通信パラメータ *

ハードウェアライトプ
ロテクト設定スイッチ
を D（書き込み不可）
にする

•	ローカルパラメータ設定
•	すべての通信パラメータ *

* ゼロ調ねじはロックされません。

上記パラメータの設定は，フィールドコミュニケータ

または DTM を使用して行います。設定方法は，本取扱

説明書 7 章（HART）をご覧ください。

ローカルパラメータ設定が保護されていても，内蔵指

示計の押しボタンでローカルパラメータの設定を確認

できます。

6.6.15 その他

・	 調整の度合いは，ゼロ調ねじの回転速度によって

異なります。ゆっくり回して微調整し，速く回し

て微調整します。
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7． HART通信

HART 通信の説明では，ディジタルリモートセンサの各

モジュールは以下のようになります。

高圧側伝送器（プライマリー）：モジュール 1

低圧側伝送器（セカンダリー）：モジュール 2

出荷時，プライマリー伝送器は，高圧側圧力測定用，

セカンダリー伝送器は低圧側圧力測定用として設定さ

れています。

7.1 接続

7.1.1 電源投入時の内蔵指示計の表示

DPharp ディジタルリモートセンサ伝送器に電源を投入

すると，内蔵指示計付きの場合は液晶画面が全点灯し，

その後下記のような画面表示に切り替わっていきます。

全点灯
↓

モデル名（3 秒）
↓

通信プロトコル（3 秒）
↓

機器レビジョン（3 秒）
↓

ソフトウェアレビジョン（3 秒） F0701.ai

通信プロトコルの画面ではプロトコルとして「HART」

の表示，レビジョン番号として「7」の表示が出ます。

ソフトウェアレビジョンの確認方法は以下の手順に

従ってください。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】（7.2.1	項参照）
→	Review	→	Software	rev

以下のパラメータの設定により，全点灯のみの表示
にすることも可能です。

・ 電源投入時画面設定の呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】（7.2.1 項参照）
→	Detailed	setup	→	
Display	condition	→	Disp	
condition → Power	on	info

On 電源投入時の表示は，全点灯，モ
デル名，通信プロトコル，機器・
ソフトウェアレビジョンの順番に
切り替わる。

Off 電源投入時の表示は，全点灯のみ。

7.1.2 設定ツールDDと伝送器の機器レビジョン
の整合

HART 設定ツールを使用する前に，ご使用になる伝送器

用のDD（Device	Description）が設定ツールにインストー

ルされていることを確認してください。

使用する DD としては，表	7.1.1 に示す機器タイプ，機

器レビジョンおよび DD レビジョンに対応したものを

使用ください。

表7.1.1 HARTプロトコルレビジョン，機器レビジョンと
DDレビジョン

HART
プロトコル
レビジョン

DPharp ディジタルリモートセンサー伝送器

形名 機器
タイプ

機器
レビジョン

DD
レビジョン

7 EJXC40
EJX-DRS
(0x3755)

1 1 以上

伝送器および DD の機器レビジョンは下記（1），（2）

の手順で確認できます。
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もし，正しい DD が設定ツールにインストールされて

いない場合は，HART 協会の公式サイトでダウンロード

するか，設定ツールの販売元にお問合せください。

(1) 伝送器の機器レビジョンの確認

●	内蔵指示計での確認（基本仕様コードが内蔵指示

計あり（D）を指定した場合）7.1.1 節を参照してく

ださい。

●	設定ツールでの確認

1)	設定ツールを伝送器に接続します。

2)	ルートメニューを選択します（7.2.1	項参照	)。

	 ‘Review’ 画面を表示させます。

3	 ‘Fld	dev	rev’ に伝送器の機器レビジョンが表示さ

れます。

(2) 設定ツールDDの機器レビジョンの確認

設定ツールに規定された手順に従って，インストー

ルされている DD ファイル名から機器レビジョンを

確認してください。

DD ファイル名の上２桁が機器レビジョンを，下２

桁が	DD	レビジョンを表しています。

01 0 1. X X X
DDレビジョン
機器レビジョン

DD ファイルの機器レビジョンは	16	進表記となりま

す。

7.1.3 DTMを用いたパラメータ設定

FieldMate（機器調整・設定ソフトウェア）を使用して

パラメータを設定する場合は，下表に示す	DTM（Device	

Type	Manager）をご使用ください。

表7.1.2 DTMレビジョン

DTM名称 レビジョン
EJX-DRS　FDT2.0　HART	7	DTM 5.1.0.24 以降

DTM のレビジョンは「DTM	setup」によって確認でき

ます。

Device	Files は FieldMate に含まれている媒体です。

ユーザ登録サイトには Device	Files	の最新アップデー

トプログラムが用意されています。

（ユーザ登録サイトの URL：https://voc.yokogawa.

co.jp/PMK/）

DTM のアップデートの際には「DTM	setup」による下

記の操作が必要となります。

　・DTM カタログのアップデート

　・DTM を対応するデバイスに登録（表 2.3 参照）

詳細は FieldMate	取扱説明書を参照してください。

7.1.4 DPharpと設定ツールの接続

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

F0702.ai

USB

PC/FieldMate

HART設定ツール

DPharp
(2線式伝送器)

図7.1.1 接続例
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7.2 パラメータの設定

7.2.1 メニューツリー

7.2.1.1 DDおよびDTM用メニューツリー

DD を用いた設定ツールを使用する場合，および

FieldMate（機器調整・設定ソフトウェア）を使用

し，DTM を用いてパラメータを設定する際は下記のメ

ニューツリー構造になっています。

ルートメニュー（DD）
・	Process	variables

・	Diag/Service

・	Maintenance

・	Device	setup

Basic	setup

Detailed	setup

Review

ルートメニュー（DTM）
・	Device	setup

Basic	setup

Detailed	setup

Review

・	Diag/Service

・	Process	variables

・	Maintenance

パラメータを設定するには，値を直接入力または選択

する方法と，操作手順に従い入力するメソッドによる

方法があります。（表 9.1	パラメータ一覧参照）
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7.2.2 基本設定

以下の調整を行った場合，伝送器の電源は調整終了後

30	秒間は切らないでください。調整後すぐに電源を

切りますと，設定値が元の値に戻ってしまうことがあ

ります。

7.2.2.1 タグおよび機器情報

ご注文時に指定がある場合，指定された Tag	No. および

機器情報を設定して出荷しています。

Tag	No. および機器情報は以下の手順に従って確認する

ことができます。

・ パラメータの呼出し
Tag 【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	

Device	information	→	Tag
Long	tag 【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	

Device	information	→	Long	tag
Descriptor 【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	

Device	information	→	Descriptor
Message 【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	

Device	information	→	Message
Date 【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	

Device	information	→	Date

Tag	No.	および機器情報を変更する場合は，以下の文字

数制限に従って情報を直接入力してください。

項目 文字数制限
Tag 半角英数 8 文字以内 *1

Long	tag 半角英数 32 文字以内 *2

Descriptor	 半角英数 16 文字以内 *1

Message	 半角英数 32 文字以内 *1

Date	 mm/dd/yyyy
・mm：月（2	桁数字）
・dd：日（2	桁数字）
・yyyy：年（4	桁数字）

*1：	 下記テーブルの太線で囲まれた記号，文字，数字が使用
できます。

*2：	 下記テーブルの記号，文字，数字はすべて使用できます。
SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~

*	「SP」は半角スペースを表わす

7.2.2.2 プロセス変量の設定

伝送器は差圧，モジュール 1 側圧力，モジュール 2 側

圧力，モジュール 1 側カプセル温度，モジュール 2 側

カプセル温度の 5 種類のデータ（これらをデバイス変

量と呼びます）を扱うことができます。これらの中か

ら 4 つを選択して PV（Primary	Variable），SV（Secondary	

Variable），TV（Tertiary	Variable）および QV（Quaternary	

Variable）へ割り付けます（これらをプロセス変量と呼

びます）。ＰＶに割りついた変量が４～ 20mADC	の電

流出力となります。このため，PV へはモジュール 1 側

カプセル温度，モジュール 2 側カプセル温度を割り付

けることはできません。工場出荷時には以下のように

設定してあります。

PV：差圧

SV：モジュール 1 側圧力

TV：モジュール 2 側圧力

QV：モジュール 1 側カプセル温度

・ パラメータの呼出しと設定
PV	関連パラ
メータの呼出し

【ルートメニュー】→	Process	
variables	→	Output	vars	→	PV	is	→

PV	is PV に設定されているデバイス変量
を表示

Change	PV	
Assgn

（メソッド）

PV に割り付けるデバイス変量を選
択する　DP，Pres	1，Pres	2

SV	関連パラ
メータの呼出し

【ルートメニュー】	→	Process	
variables	→	Output	vars	→	SV	is	→

SV	is SV に設定されているデバイス変量
を表示

Change	SV	
Assgn

（メソッド）

SV に割り付けるデバイス変量を
選択する　DP，Pres	1，Pres	2，
Temp1，Temp2

TV	関連パラ
メータの呼出し

【ルートメニュー】→	Process	
variables	→	Output	vars	→	TV	is	→

TV	is TV	に設定されているデバイス変量
を表示

Change	TV	
Assgn

（メソッド）

TV	に割り付けるデバイス変量を
選択する　DP，Pres	1，Pres	2，
Temp1，Temp2

QV	関連パラ
メータの呼出し

【ルートメニュー】→	Process	
variables	→	Output	vars	→	QV	is	→

QV	is QV に設定されているデバイス変量
を表示

Change	QV	
Assgn

（メソッド）

QV に割り付けるデバイス変量を
選択する　DP，Pres	1，Pres	2，
Temp1，Temp2
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7.2.2.3 単位

ご注文時の指定どおり単位を設定して出荷しています。

単位は，以下の手順で確認・変更することができます。

・ 差圧単位パラメータ（DP Unit）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	DP	setup →	DP	
unit

設定 表示される下記単位の中から選択
kPa　MPa　hPa　Pa　mbar　bar　
atm

・ モジュール1側圧力単位パラメータ（Pres 1 Unit）

の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	Pres	1	setup →	
Pres	1	unit

設定 表示される下記単位の中から選択
kPa　MPa　hPa　Pa　mbar　bar　
atm

・ モジュール2側圧力単位パラメータ（Pres 2 Unit）

の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	Pres	2	setup →	
Pres	2	unit

設定 表示される下記単位の中から選択
kPa　MPa　hPa　Pa　mbar　bar　
atm

また，PV に割り付けたデバイス変量の単位は，以下の

手順で呼出し，設定することが出来ます

・ PVレンジ設定パラメータの呼出しと設定
PV	is パラメータの

呼出し (DTM)*
【ルートメニュー】→	Basic	
setup →	PV	keypad	input →	

DP DP	unit 表示される下記単位の中か
ら選択
kPa　MPa　hPa　Pa　
mbarbar　atm

Pres	1 Pres	1	unit

Pres	2 Pres	2	unit

*：DD の場合は PV	unit となります。

DTM を使用して単位と測定レンジを同時に設定した
ときに，有効桁の不一致によりメッセージが表示さ
れる場合がありますので，単位を設定した後に測定
レンジを設定してください。

7.2.2.4 測定レンジ

ご注文時の指定どおりレンジを設定して出荷していま

す。測定レンジを変更する場合は，下記の手順に従っ

てください。

下限値（LRV）と上限値（URV）の値を独立して入力し，

測定レンジを設定することができます。

下限値と上限値の入力は以下の手順に従ってください。

・ 差圧レンジ設定パラメータ（LRV/URV）の呼出し

と設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	DP	setup →	

LRV 差圧レンジ	0％点
URV 差圧レンジ	100％点

・ モジュール1側圧力レンジ設定パラメータ（Pres 1 

LRV/Pres 1 URV）の呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	Pres	1	setup →

Pres	1	LRV モジュール 1 側圧力レンジ	0％点
Pres	1	URV モジュール 1 側圧力レンジ	100％点

・ モジュール2側圧力レンジ設定パラメータ（Pres 2 

LRV/Pres 2 URV）の呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	Pres	2	setup →

Pres	2	LRV モジュール 2 側圧力レンジ	0％点
Pres	2	URV モジュール 2 側圧力レンジ	100％点

また，PV に割り付けたデバイス変量のレンジは，以下

の手順で呼出し，設定することが出来ます。

・ PVのレンジ設定パラメータの呼出しと設定
PV	is パラメータの

呼出し (DTM)*
【ルートメニュー】→	Basic	
setup →	PV	keypad	input →	

DP LRV 差圧レンジ	0％点
URV 差圧レンジ	100％点

Pres	1 Pres	1	LRV モジュール 1 側圧力レンジ	
0％点

Pres	1	URV モジュール 1 側圧力レンジ	
100％点

Pres	2 Pres	2	LRV モジュール 2 側圧力レンジ	
0％点

Pres	2	URV モジュール 2 側圧力レンジ	
100％点

*：DD の場合は PV	LRV，PV	URV となります。
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LRV ＞ URV となるような設定も可能です。この場合，
4 ～ 20	mA	出力信号が逆転します。
	 設定条件：	LSL	≦	LRV	≦	USL
	 LSL	≦	URV	≦	USL
	 |URV	－	LRV|	≧	Min	Span
上記のような設定にした場合，指示計の目盛り設定
を，4 ～ 20	mA 出力信号に一致するように変更して
ください。
	 LSL：レンジ設定下限値
	 USL：レンジ設定上限値

7.2.2.5 出力モード

出力信号の出力モードに，「比例（Linear）」,「開平	

（Sq	root）」または「折れ線近似（Spcl	curve）」の演算モー

ドを設定することができます。

ただし，PV に割り付けられているデバイス変量が差

圧 (PV	is	DP) の場合のみ，出力モードに Sq	root と Spcl	

curve を設定することができます。

出力信号の出力モードはご注文時に指定されたモード

を設定して出荷しています。

出力モードを変更する場合は以下の手順に従ってくだ

さい。

・ 出力モードパラメータ（Xfer fnctn）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Basic	setup →	
DP	Signal	setup →

Xfer	fnctn 比例	(Linear),	開平	(Sq	root)	または
折れ線近似 (Spcl	curve) を選択

7.2.2.6 アンプダンピング時定数

差圧ダンピング時定数は	2.0	秒に設定して出荷していま

す。

付加仕様コード	/CA	を指定した場合は，ご注文時の指

定どおりに差圧ダンピング時定数を設定して出荷して

います。

0.00	～	100.00 の範囲で任意の値をダンピング時定数に

設定することができます。

ダンピング時定数を変更する場合は，以下の手順に従っ

てください。

・ ダンピング時定数パラメータ（DP damp）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup →	Sensors →	DP	setup →	DP	
damp

DP	damp	パラメータに設定可能な時定数を入力してく

ださい。

本項で設定するダンピング時定数は，差圧伝送部のみ

のダンピング時定数です。差圧値 (DP) のダンピング

時定数は，差圧伝送部と圧力伝送部とカプセルアセン

ブリの合計になります。それぞれの関係は下図に示し

ます。工場出荷時は差圧が PV( ４～ 20mADC の電流

出力の対象 ) に設定してあります。PV を変更する場合

は 7.2.2.2 項を参照してください。各圧力のダンピング

時定数は，7.2.3.2 項を参照してください。

F0724.ai

入力圧
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7.2.2.7 出力信号ローカット

ゼロ点付近の出力信号を安定化するために，差圧の出

力信号のローカットを行うことができます。

ローカット値は出力の 0	～	20% の間で設定できます。

（設定値に対して± 10% のヒステリシスがあります。）

また，ローカットモードとして，ローカット値以下の

出力を比例モードにする ‘Linear’ と，ゼロにする ‘Zero’

の 2 種類があります。出荷時は，‘Linear’ に設定してい

ます。

Low	cut の出荷時設定値は出力モード (Xfer	fnctn) およ

び内蔵指示計の表示方式 (Disp	DP	%	fnctn) で指定され

た Linear( 比例 ) および Sq	root( 開平 ) の組み合わせに

より下表のように異なります。

表7.2.1 Low cut初期値と出力/表示に対するローカット値

出力および表示における
特性の組み合わせ

Low	cut
出荷時
設定値

出力信号 / 表示
に対するロー
カット値# 出力 表示特性

1) Linear Linear 10% 10%/10%
2) Sq	root Sq	root 10% 10%/10%
3) Linear Sq	root 10% 1%/10%
4) Sq	root Linear 10% 10%/ ローカッ

トなし

通常出荷時設定値は	10%	ですが，出力に	Linear，表示

特性に	Sq	root	を指定した場合，Low	cut	の出荷時設定

値は	1%	になります。この時，出力信号に対するロー

カット値は	1%，内蔵指示計の表示に対するローカット

値は	Low	cut	値の平方根に相当する	10%	で設定されま

す。

なお，出力に	Sq	root，表示特性に	Linear	を指定した場合，

出力信号にはローカット機能が働きますが，内蔵指示

計の表示値に対してはローカット機能が働きません。

ローカット値，ローカットモードを変更する場合は，

以下の手順に従ってください。

・ パラメータ（Low cut）の呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Basic	setup	→	
DP	signal	setup →

Low	cut 出力の	0~20％の範囲で値を設定
Low	cut	mode 比例（Linear）またはゼロ（Zero）

の選択

ヒステリシスがあるため，実際の動作は以下の図のよ

うになります。

（例）比例出力，ローカットモード	Zero	でローカット

に 20%	を設定した場合

F0703.ai
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ローカットモード“Linear” ローカットモード“Zero”

[ 開平出力の場合 ]

Low cut 20%の場合
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Low cut 20%の場合
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出
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出
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[ 比例出力の場合 ]

Low cut 
20%の場合

入　力

出
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(%)
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Low cut 
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入　力
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図7.2.1 ローカットモード

ヒステリシスがあるため，実際の動作は以下の図のよ

うになります。

（例）比例出力，ローカットモード	Zero	でローカット

に 20%	を設定した場合

出力

設定範囲：
　　0 ～ 20％

入力
4 mA

7.2 mA(20%)

2%2%

設定値

ヒステリシスは
設定値の ±10% 固定

F0704.ai
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7.2.3 詳細設定

7.2.3.1 圧力信号に関する設定

ディジタルリモートセンサ伝送器においては高圧側圧

力／低圧側圧力を測定し表示させることができます。

導圧管接続方向を変更することができます。

導圧管接続方向の設定変更については，7.2.3.3		導圧管

接続方向反転の設定を参照してください。

導圧管接続方向を Normal( 出荷時デフォルト値 ) で使用

する場合，各モジュールは以下となります。

モジュール 1：高圧側伝送器

モジュール 2：低圧側伝送器

導圧管接続方向を Reverse で使用する場合，各モジュー

ルは以下となります。

モジュール 1：低圧側伝送器

モジュール 2：高圧側伝送器

(1) 圧力の単位設定

圧力単位は，以下の手順で確認・変更することができ

ます。

・ 圧力単位パラメータ（Pres 1 unit，Pres 2 unit）の

呼出しと設定

モジュール 1 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	1	setup →	Pres	1	
unit

設定 表示される下記単位の中から選択
kPa　MPa　hPa　Pa　mbar　bar　
atm

モジュール 2 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	2	setup →	Pres	2	
unit

設定 表示される下記単位の中から選択
kPa　MPa　hPa　Pa　mbar　bar　
atm

(2) 圧力レンジの下限値（Pres 1 LRV, Pres 2 LRV）， 

上限値（Pres 1 URV, Pres 2 URV）の設定

圧力の下限値（Pres	1	LRV,	Pres	2	LRV）と上限値（Pres	1	

URV,	Pres	2	URV）の値を入力し，測定レンジを設定する

ことができます。

下限値と上限値の入力は以下の手順に従ってください。

モジュール 1 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	1	setup →

Pres	1	LRV モジュール 1 側圧力レンジ	0％点
Pres	1	URV モジュール 1 側圧力レンジ	100％点

モジュール 2 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	2	setup →

Pres	2	LRV モジュール 2 側圧力レンジ	0％点
Pres	2	URV モジュール 2 側圧力レンジ	100％点

7.2.3.2 圧力ダンピング時定数

モジュール 1 側圧力／モジュール 2 側圧力ダンピング

時定数は 2.0	秒に設定して出荷しています。

各圧力ダンピング時定数を設定することができます。	

0.00	～	100.00	の範囲で任意の値を圧力ダンピング時定

数に設定することができます。

圧力ダンピング時定数を変更する場合は，以下の手順

に従ってください。

・ ダンピング時定数パラメータ（Pres 1 damp, Pres 2 

damp）の呼出し

モジュール 1 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	1	setup →	Pres	1	
damp

モジュール 2 側圧力

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors →	Pres	2	setup →	Pres	2	
damp

Pres	1	damp,	Pres	2	damp パラメータに設定可能な時定

数を入力してください。

本項で設定する圧力ダンピング時定数は，圧力伝送部

のみのダンピング時定数です。差圧値 (DP) のダンピ

ング時定数は，差圧伝送部と圧力伝送部とカプセルア

センブリの合計になります。それぞれの関係は 7.2.2.6	

項を参照してください。工場出荷時は差圧が PV( ４

～ 20	mADC の電流出力の対象 ) に設定してあります。

PV を変更する場合は 7.2.2.2 項を参照してください。

カプセルアセンブリのダンピング時定数は，各伝送器

本体の取扱説明書または GS（General	Specifications）

を参照してください。
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20mA (100%表示)

4mA (－100%表示)

比例出力の場合

LRV URV

F0705.ai

20mA (100%表示)
Low cut

4mA (－100%表示)

開平出力の場合

LRV URV

図7.2.2 正逆流量測定の設定

7.2.3.5 アナログ信号可変範囲の設定

正常時の出力範囲は出荷時に下表のとおりに設定され

ており，出力はこの設定値で制限されています。

下限値 上限値
標準仕様
付加仕様コード	/C1

3.8	mA 21.6	mA

付加仕様コード	/C2
付加仕様コード	/C3

3.8	mA 20.5	mA

受信側の機器にあわせるなどの目的により，この出力

範囲を設定可能範囲内（3.8	～	21.6	mA）で変更するこ

とが可能です。

出力範囲の下限値は（AO	lower	limit），上限値は（AO	

upper	limit）でそれぞれ設定します。

出力上下限値は以下の手順に従って変更してください。

・ パラメータの呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Output	condition	→	Analog	
output	→

AO	lower	limit 下限値の設定（単位	mA）
AO	upper	limit 上限値の設定（単位	mA）

（注）	 上限値と下限値は以下の関係になるように入力してくだ
さい。

	 	 下限値＜上限値

7.2.3.3 導圧管接続方向反転の設定

導圧管の逆接続を行うことができます。この機能は，

ディジタルリモートセンサ伝送器の設置において，導

圧管の低圧側と高圧側伝送器を逆に接続したいときに

使用します。

ディジタルリモートセンサ伝送器の導圧管接続方向を

変更する場合は，以下の手順に従ってください。

・ パラメータ（Pres 1/2 Swap）の呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Signal	condition →

Pres	1/2	Swap Normal/Reverse	の選択

7.2.3.4 正逆流量測定の設定

測定レンジの下限値を中心に，正負対称の出力および

表示を行います。0％入力のときの出力を	50％（12mA）

とし，ディジタルリモートセンサ伝送器を用いて正方

向の流量と逆方向の流量の両方を計測したいときに使

用します。

正逆流量測定の設定は，以下の手順に従ってください。

・ 正逆流量モードパラメータ（Bi-dir mode）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Signal	condition	→

Bi-dir	mode On/Off	の選択

Bi-dir	mode	パラメータにて On を選択してください。

出荷時は Off で設定されています。

（注）例えば，測定レンジ 0	～	10kPa において正逆流量

測定の設定を有効にした場合，測定レンジは－ 10	

～	0	～	10kPa（出力	0	～	50	～	100%）に変更されま

す。ただし，LRV	および	URV	の値は変更されません。

・	 出力モード（開平）と組み合せると出力	0	～	

50% および	50	～	100%	間をそれぞれ独立して開

平演算します。

・	 ローカット機能は	0%	点を中心に正負対称には

たらきます。
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7.2.3.6  内蔵指示計の表示方式

出力信号の出力モード（7.2.2.5	項）と内蔵指示計の表

示方式（目盛特性）のそれぞれに，「比例（Linear）」ま

たは「開平（Sq	root）」の演算モードに設定することが

できます。

内蔵指示計の表示方式はご注文時に指定された方式を

設定して出荷しています。

表示方式を変更する場合は以下の手順に従ってくださ

い。

・ 表示方式パラメータ（Disp DP % fnctn）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup	→	Display	condition	→	Disp	
condition	→

Disp	DP	%	fnctn 比例	(Linear)	または開平	(Sq	root) を
選択

内蔵指示計付きで表示方式が「開平」のときには「√」

記号が内蔵指示計に表示されます。

7.2.3.7 内蔵指示計の設定

内蔵指示計の表示は次の	7	つから選択できます。

・PV の％値

・差圧値

・モジュール 1 側圧力値

・モジュール 2 側圧力値

・モジュール 1 側カプセル温度値

・モジュール 2 側カプセル温度値

・PV のユーザスケール値

最大	4	つの変量を内蔵指示計に表示することができま

す。

表7.2.2 内蔵指示計の表示

内蔵指示計表示
PVの％値

（PV %)

差圧値
(DP)

モジュール1側圧力
(Pres 1)

モジュール1側カプセル
温度(Temp 1)

モジュール2側圧力
(Pres 2)

モジュール2側カプセル
温度(Temp 2)

PVのユーザスケール値
(Engr Disp)

記事および関連パラメータ
設定されたPVレンジに従い％値で表
示 
PV %  45.6 %

下段の表示は%とPVに割り付けられ
たデバイス変量が交互に表示されま
す。

‒99999 ～ 99999の表示範囲で差圧
値を指定単位で表示します。 

下段の表示は差圧単位とDIFF.Pが交
互に表示されます。

-99999～99999の表示範囲で
モジュール1側圧力値を指定単位で
表示します。

下段の表示はモジュール1側圧力単
位とPRESS1が交互に表示されます。

‒99999 ～ 99999の表示範囲で
モジュール1側カプセル温度値を指定
単位で表示します。

下段の表示は温度単位とTEMP1が交
互に表示されます。

-99999～99999の表示範囲で
モジュール2側圧力値を指定単位で
表示します。

下段の表示はモジュール2側圧力単
位とPRESS2が交互に表示されます。

‒99999 ～ 99999の表示範囲で
モジュール2側カプセル温度値を指定
単位で表示します。

下段の表示は温度単位とTEMP2が交
互に表示されます。

PVのユーザスケールに従ったレンジ・
単位で表示をします。
Engr LRV     0.0
Engr URV    45.0
Engr exp    ×100
Engr Unit m3/min
Engr point     1

F0706.ai
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PV のユーザスケール値は PV に設定したプロセス値が

ユーザスケールに反映されます。PV を変更した場合

は，変更した PV のレンジに応じてユーザスケールの

下限値 (Engr	LRV)，上限値 (Engr	URV) を再設定してく

ださい。

内蔵指示計の設定手順は以下の（1）～（4）に従って

ください。

(1) 表示内容の選択

Disp	select	下のパラメータ	Disp	Out	1	に設定した表示内

容が内蔵指示計に表示されます。

・ パラメータ呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Display	condition	→	Disp	select	
→	

Disp	Out	1 前述の	7	種類から，表示内容を選択
します。

Disp	Out	2 ～ 4 も同様に設定できますので，必要に応じ

て設定してください。選択項目として，上記のほかに

Not	used（使用しない）も表示されます。

(2) 周期的な表示

最大 4 つの LCD 画面を周期表示します。それぞれの

LCD 画面パラメータ（Disp	Out	1，Disp	Out	2，Disp	Out	3，

Disp	Out	4）に設定した内容をパラメータ番号順に表示

します。

(3) 表示分解能

表示数値の小数点の位置を変更します。

・ PV %の小数点位置のパラメータの呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup	→	Display	condition	→	Disp	
condition	→

Disp	PV	%	reso %	の小数点位置を下記の	2	種類か
ら選択します。
Normal：小数点第 1 位まで表示
High	Resolution：	小数点第 2 位ま

で表示

・ 差圧，圧力の小数点位置パラメータの呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup	→	Display	condition	→	Disp	
condition	→

DP	disp	point 差圧値の小数点位置を	0,1,	2,	3,	4 か
ら選択します。

Pres	1	disp	
point

モジュール 1 側圧力値の小数点位
置を	0,	1,	2,	3,	4 から選択します。

Pres	2	disp	
point

モジュール 2 側圧力値の小数点位
置を	0,	1,	2,	3,	4 から選択します。

(4) PVのユーザスケールの単位とレンジの設定

Engr	disp	range	のパラメータを使って，登録されてい

る単位の中から選択したり，ユーザ独自の単位を使用

することができます。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup	→	Display	condition	→	Engr	
disp	range	→

Set	Engr	unit
（メソッド）

下記の表から単位を選択します。

Modify	Engr	
unit（メソッド）

英数文字で単位記号を作ります。
下記注意点を参照。

Engr	LRV
Engr	URV
Engr	exp
Engr	point

レンジ，べき数と小数点位置を設
定します。

登録されている単位は以下の通りです。

kPa m3/h Nl/min
MPa m3/min Nm3/h
mbar l/h Nm3/min
bar l/min m
atm kl/h mm
kg/h kl/min kg/m3
t/h Nl/h g/cm3

なお，Modify	Engr	unit	を使った独自単位作成での単位

直接打ち込みでは以下の点に注意してください。

英数文字と ｢/」1 つで最大 8 文字まで設定可能ですが，

表示は最初の 6 桁となります。　/ が	2 個以上や下記の

記号

#　%　&　<　>　.　*　:　+　-　，　’　（　）

を使用している場合は「--	--	--	--	--	--」が表示されます。
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7.2.3.8  表示温度の単位設定

単位は℃（deg	C）に設定されて出荷されます。

表示温度の単位は以下の手順で確認することができま

す。

・ 表示温度単位パラメータ（Temp Unit）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Sensors	→	Temp	setup	→

Temp	unit 温度単位℃または K	(Kelvin) を選択

Temp	unit	パラメータにて℃（deg	C）が選択されてい

ることを確認してください。

7.2.3.9 ゼロ点調整とスパン調整

本伝送器は，仕様に基づいて工場出荷時に正確に調整

されていますが，設置環境や取付姿勢によって微小な

誤差を生じることがあります。それらの誤差を微調整

するためにゼロ点／スパン調整機能があります。ゼロ

点調整は，測定レンジの下限値を	0％出力に合わせる１

点調整です。伝送器本体の取付姿勢や圧力による差圧

誤差を補正するために使用します。スパン調整は，ゼ

ロ点を一方の基準とした２点間の入出力特性を定義し

ます。お客さま特有の圧力基準に合わせるとき，スパ

ンドリフトの疑いがあるとき，または絶対圧のように

ゼロ状態が作れないときに使用します。

(1) 差圧のゼロ点調整

本伝送器にはいくつかの調整方法があります。

現場の状況に合わせて最適な方法を選択してください。

調整方法 概要
HART 設定
ツールを使用
したゼロ調

a) 現在の入力値を 0%にする
入力信号を 0% 状態にして 0% 出力を
調整します。
b) 別の手段で得た基準値に出力を合
わせる

タンクレベルなど，入力信号を 0% 状
態にするのが難しい場合，グラスゲー
ジなど，他の手段で得た基準値に出
力を合わせます。

外部ゼロ調ね
じを使用した
ゼロ調

c) 伝送器本体に付いているゼロ調ね
じを使用してゼロ点調整を行う

HART 設定ツールを使用しなくてもゼ
ロ点調整が可能です。出力電流を正
確に読み取る電流計を使用して，出
力電流を 4mA，または目的の出力値
に正確に調整します。

a)	 現在の入力値を 0%（4mA）にする

この場合は次の手順に従ってください。この方法は

測定レンジの下限値に相当する圧力が	0（ゼロ）の

ときにかぎります。

・ ゼロ点調整パラメータ（DP Zero trim）の呼出しと

設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim	→

DP	Zero	trim
（メソッド）

安定したのち値を確定

DP	Zero	trim メソッド画面にて，加圧した 0（ゼロ）

の圧力が安定したことを確認し，値を確定します。

b)	 別の手段で得た基準値に出力を合わせる

タンクのレベル測定などで，実際の水位をゼロレベ

ルにしてゼロ調ができない場合，グラスゲージなど，

他の測定器で得た実レベルに出力を合わせることが

できます。

以下に，ディジタルリモートセンサ伝送器のスパン：

0	～	25.00kPa，現在のレベル：13.50kPa，現在の出力：

13.83kPa	の場合の例を示します。

・ ゼロ点調整パラメータ（DP trim）の呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim	→	DP	trim（メソッド）

Auto，Lower	Pt 合わせこみたい数値を設定

DP	trim メソッド画面にて，Auto，Lower	Pt を選択し，

表示画面で実際のレベル値 13.50kPa を入力すると，現

在の出力は 13.83kPa から 13.50kPa に変更されます。

25.00 kPa

0.00 kPa

現在のレベル
13.50 kPa

スパン：0～25.00 kPa
現在のレベル：13.50 kPa
現在の出力：13.83 kPa

F0707.ai

図7.2.4 タンクのレベル測定
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c)	 外部ゼロ調ねじを使用した差圧ゼロ調

パラメータ Ext	SW にて，外部ゼロ調ねじによる差

圧ゼロ点調整の許可／禁止を設定することができま

す。

外部ゼロ調ねじを使用する場合は，‘Enabled’	に設定

してください（通常は工場出荷時には許可	‘Enabled’	

に設定されていますが，付加仕様コード /CJ 付の場

合，工場出荷時には禁止 ‘Disabled' が設定されてい

ますので，ご注意ください。）。

設定手順については 7.2.3.11 項を参照してください。

出力値を見ながら，本体ケース外側のゼロ調ねじを，

マイナスドライバを用いて回し，出力値がゼロにな

るように調整します。右回しで出力は増加，左回し

で減少し，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早さに応

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早く回します。

F0708.ai

ゼロ調ねじ

高圧側伝送器
（プライマリー）

図7.2.5 ゼロ調ねじ

(2) 差圧のスパン調整

スパン調整は，測定レンジの下限値（ゼロ点）を基準

とした入出力特性を変更する機能です。したがって，

スパン調整（上限値の調整）は，必ずゼロ点調整（下

限値の調整）の後に行ってください。調整方法には，

自動調整と手動調整の 2 種類があります。

a)	 自動調整

調整したい点の圧力を加えた状態でその圧力値をパ

ラメータに設定すると，伝送器が自動的に調整量を

計算し，調整を行います。

・ 自動調整パラメータの呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim	→	DP	trim（メソッド）

Auto，Lower	Pt 合わせこみたい下限の数値を設定
Auto，Upper	Pt 合わせこみたい上限の数値を設定

下限値調整パラメータAuto,	Lower	Ptを選択します。

伝送器に測定レンジの下限値に相当する基準圧力を

与え，基準圧力が安定したところで数値を確定しま

す。

次に，上限値調整パラメータ	Auto，Upper	Pt	を選

択し，測定レンジの上限値に相当する基準圧力を与

え，基準圧力が安定したところで数値を確定します。

b)	 手動調整

実際に加えた圧力と伝送器の出力から，ゼロ点と

スパンの調整量を手計算し，その値をパラメータ

Manual，Lower	Pt，Manual，Upper	Pt	に設定します。

以下に，10	～	30	kPa	のレンジに対して過去に調整

が行われていたことを想定し，その時のゼロ・スパ

ン調整量が

	 DP	LTD	＝－	0.04kPa，DP	UTD	＝－	0.03kPa

であったとした場合の設定例を示します。

①	下限値調整パラメータ	Manual，Lower	Pt	を呼出し

ます。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim	→	DP	trim（メソッド）	→	
Manual，Lower	Pt

②	伝送器に下限値の基準圧力	10	kPa	を加えます。こ

のときの出力表示が	9.94	kPa	であったと仮定しま

す。

③	出力誤差（10	－	9.94	＝	0.06	kPa）を過去の調整量	

（－	0.04	kPa）に加算してゼロ調整量を計算します。

	 －	0.04	＋	0.06	＝	0.02	kPa

④		DP	LTD に 0.02	を入力します。

⑤		次に，上限値調整パラメータ Manual，Upper	Pt を

呼出します。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	
Maintenance →	DP	trim	→	DP	trim	

（メソッド）→	Manual，Upper	Pt

⑥	伝送器に上限値の基準圧力 30	kPa を加えます。こ

のときの出力表示が 30.15	kPa であったと仮定しま

す。

⑦	出力誤差の計算をします。

基準圧力－伝送器出力値
基準圧力値

出力誤差 ×(URV－LRV)=

30.00－30.15
30.00 ×(30.00－10.00)= －0.1=

⑧	出力誤差（－ 0.1	kPa）を過去の調整量（－ 0.03	

kPa）に加算してスパン調整量を計算します。

	 －	0.03	＋	( －	0.1)	＝－	0.13	kPa

⑨	DP	UTD に－	0.13 を入力します。



IM 01C25W05-01JA

7-14	 	 ＜ 7.		HART 通信＞

(3) 圧力のゼロ/スパン調整

圧力（Pres	1,	Pres	2）に関してゼロ	/	スパン調整を行う

ことができます。前項と同様に	HART	設定ツールを使用

して調整してください。

・ 圧力ゼロスパン調整パラメータの呼出し
パラメータ
の呼出し

Pres	1 【ルートメニュー】→	
Maintenance	→	Pres	1	trim	→	
Pres	1	trim（メソッド）

Pres	2 【ルートメニュー】→	
Maintenance	→	Pres	2	trim	→	
Pres	2	trim（メソッド）

Auto，Lower	Pt ゼロ点自動調整
Auto，Upper	Pt スパン自動調整
Manual，Lower	Pt ゼロ点手動調整
Manual，Upper	Pt スパン手動調整

(4) 調整量の消去

各種調整量を消去し，工場出荷時の状態に戻すことが

できます。

外部ゼロ調ねじにより調整された量も	Clear	DP	trim で

初期設定値に戻ります。

・ 調整量消去パラメータの呼出しと設定
差圧パラメータ
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim →	Clear	DP	trim	

（メソッド）

圧力パラメータ
パラメータ
の呼出し

Pres	1 【ルートメニュー】→	
Maintenance	→	Pres	1	trim →	
Clear	Pres	1	trim（メソッド）

Pres	2 【ルートメニュー】→	
Maintenance	→	Pres	２	trim →	
Clear	Pres	2	trim（メソッド）

7.2.3.10 アナログ出力の調整

アナログ出力値を調整する機能です。D/A	出力調整と

スケールド D/A 出力調整の	2	つの調整方法があり，4	

mA，20	mA	点の出力を，調整します。

(1) D/A出力調整（D/A trim）

D/A	trim を設定し，表示されたメッセージにしたがっ

て校正用の精密電流計を接続し，4	mA，20	mA の定電

流を発生したときの出力値をパラメータに設定するこ

とで調整できます。

・ D/A出力調整パラメータ（D/A trim）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	Analog	output	trim	→	D/A	trim

（メソッド）

(2) スケールドD/A出力調整（Scaled D/A trim）

出力量を任意の値にスケーリングして表示，設定する

ことができます。メッセージが出ますのでそれにした

がって設定してください。

例）スケーリング例（電圧値）

電流出力のループに受信抵抗	250	Ωを結線し，この

両端電圧をデジタルボルトメータで測定した場合

	 4	mA	DC	→	1	V

	 20	mA	DC	→	5	V

スケーリングした測定量を計測する校正用機器を接

続し，4	mA，20	mA	の定電流を発生したときの出

力値を実測し，その読み取り値を設定することによ

り調整します。

・ スケールドD/A出力調整の手順
手
順
1

アナログ出力パラメータ
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	
Maintenance	→	Analog	
output	trim	→	Scaled	D/A	
trim（メソッド）

2 スケーリング選択 Change	の選択
3 Low	側設定 変換する値を設定（例：1）
4 High	側設定 変換する値を設定（例：5）
5 出力調整実施 Proceed	の選択
6 Low	側	trim	実施 読み取り値を設定
7 High	側	trim	実施 読み取り値を設定

7.2.3.11 外部スイッチモード

伝送器本体に付いているゼロ調ねじからの差圧のゼロ

点調整の許可 / 禁止を設定する機能です。出荷時には許

可（Enabled）に設定されています。設定を変更するに

は以下の手順に従ってください。

・ 外部スイッチモードパラメータ（Ext SW）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Maintenance	
→	DP	trim	→	Ext	SW

Enabled 外部ゼロ調整許可
Disabled 外部ゼロ調整禁止
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7.2.3.12 CPU異常バーンアウトスイッチとハー
ドウェアライトプロテクト

伝送器本体の CPU アセンブリには 2 つのスライドス

イッチがあります。1 つは CPU 異常時のバーンアウト

方向を設定し，もう一方はライトプロテクト機能（Write	

Protect）の書き込み可能／不可を設定します。

ハードウェアライトプロテクト設定スイッチあるいは

ソフトウェアライトプロテクト（7.2.3.13	項参照）のど

ちらかが書き込み不可に設定されている時，書き込み

不可状態となります。

HIGH LOW

H L

E

H L

F0709.ai

H L

E D

H L

E D

YES
(書き込み不可)

NO
(書き込み可)

バーンアウト方向設定スイッチ (BO)

ライトプロテクト設定スイッチ (WR)

バーンアウト方向

ライトプロテクト

設定スイッチの
位置

設定スイッチの
位置 

高圧側伝送器（プライマリー）
CPUアセンブリ

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

BO H L

WR E D

図7.2.6  異常時の出力設定

・ 標準仕様および付加仕様コード/C3付の場合

バーンアウト方向設定スイッチは H：HIGH に設定され

ています。異常が発生したときは 110% 以上の出力を

出します。

・ 付加仕様コード/C1付および/C2付の場合

スイッチは L：LOW に設定されています。異常が発生

したときは－ 2.5%	以下の出力を出します。

CPU	異常が発生した際の 4-20	mADC のバーンアウト方

向はパラメータ AO	alm	typ に表示されます。なお，異

常が発生した場合は通信ができなくなります。

CPU 異常時 4-20	mADC の出力状態は以下の手順で確認

することができます。

・ アナログ出力バーンアウト方向（AO alm typ）の

呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】	→	Detailed	setup	
→	Output	condition	→	Analog	
output	→	AO	Alrm	typ

Hi High	側振り切れに設定中
Lo Low	側振り切れに設定中

7.2.3.13 ソフトウェアライトプロテクト

パスワードの設定により，通信によるパラメータの書

き込みを禁止状態にし，伝送器に設定したデータを保

護する機能です。

パスワード（英数文字	8	桁）を入力してライトプロテ

クト（Write	protect）が	‘Yes’	に設定されている場合，

伝送器はパラメータの変更を行うことができません。

ライトプロテクトを無効にするには，新規パスワード

入力画面で，スペースを	8	文字分入力してください。

なお，一時的なライトプロテクト解除は以下の方法で

行います。

パスワードが設定されている時，「Enable	wrt	10min」

にパスワードを入力することで，10	分間だけプロテク

トが解除され，パラメータの変更が可能となります。

・ ソフトウェアライトプロテクトパラメータの呼出

しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Wrt	protect	menu	→

Write	protect プロテクトモード表示		
	 Yes：ライトプロテクト中		
	 No：ライトプロテクト解除中

Enable	wrt	10	
min（メソッド）

10	分間のプロテクト解除

New	password
（メソッド）

新規パスワード設定
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7.2.3.14  折れ線近似機能の設定

差圧の％値に対して折れ線近似演算をして出力します。

異形タンクの液位計測で，比例出力を得たいときに使

用します。各点の座標は	0	－	100％間で最大	30 点まで

設定できます。座標を設定するときは出力モード「Xfer	

fnctn」が「比例（Linear）」または「開平（Sq	root）」

であることを確認してください。

座標の設定が終わって，出力に反映するときに「折れ

線近似（Spcl	curve）」にします。

また，下記の条件にある場合は，伝送器は本機能の適

用を拒否します。

・	 折れ点の	X，Y	座標が単調増加でないとき

F0710.ai

Y

X100%0%

100%

入力 出力
入力圧（％） 折れ線近似値

	

折れ線近似機能の設定は以下の手順に従ってください。

①	 折れ点座標の設定

・ 座標点数パラメータ（Num of points）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Signal	condition	→	S.C.menu	→

Num	of	points 折れ点数（0 ～ 30）を設定

Num	of	points	パラメータにて折れ点数を	0	～	30	の範囲

で入力します。

②	 座標値の設定

・ 座標設定パラメータ（X Y values）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Signal	condition	→	S.C.menu	→		
X	Y	values	→

X1 ～ X30
　	Y1 ～ Y30

X,Y	座標の値を設定

X，Y	座標に設定する値を入力します。

③	 折れ線近似機能の適用

座標値を設定した後，出力モード（Xfer	fnctn）を「折

れ線近似（Spcl	curve）」に設定すると，折れ線近似

機能が有効となり，データの変更は禁止となります。

・ 折れ線近似機能パラメータ（Xfer fnctn）の呼出し
パラメータの

呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	

→ Signal	condition	→
Xfer	fnctn Spcl	curve を選択

Xfer	fnctnパラメータにて，	Spcl	curveを選択します。

出荷時は	Linear または Sq	root	に設定しています。

DTM メニューバーから [ 機器（D）]	→	[ その他の機能 ]	

→	[Signal	Characterization] を選択することで，下記の

設定画面を使用して，タンク形状に応じた折れ点座標

を設定することができます。

手順

①	オンライン（折れ点座標を機器に設定する），オ

フライン（折れ点座標のデータベース・ファイル

を作成する）の何れかを選びます。

②	入力モードを UI	mode（タンク形状に応じたユー

ザインタフェースに従いパラメータを入力し折れ

点座標を自動計算する），User	defined	mode（折

れ点座標を手入力する）から選びます。

③	UI	mode の場合タンク形状を選び，次画面でタン

ク各部のパラメータを入力します。Calculate ボタ

ンで折れ点座標を算出します。

④	折れ線グラフと折れ点座標の表が表示されます。

（表は編集できます。UI	mode の場合，折れ点数

を変更しての再計算もできます。）

	 機器・データベースにダウンロード（適用ボタン），

ファイルに保存（Export	as	CSV ボタン）して終了

します。

・DTM メニュー :	[ 機器（D）]	→	[ その他の機能 ]	→

[Signal	Characterization] の設定画面



IM 01C25W05-01JA

7-17	 	 ＜ 7.		HART 通信＞

7.2.3.15 アラーム設定

差圧に対しての入力圧が設定した閾値を超えたときに，

表示器にアラームを発生させることができます。また，

圧力やカプセル温度も割り当てることができます。

表示されるアラームの内容については，表	8.3「エラー

メッセージ一覧」を参照してください。

(1) アラーム対象の設定

Process	Alert	パラメータにて警報を設定する対象を選択

し，その対象に対してアラートモードを設定します。

・ アラーム設定パラメータの呼出しと設定
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup		
→	Output	condition	→	Process	
Alerts	→

警報対象の選択 DP	Alert	→	
DP	alert	mode：差圧
Pres	1	Alert	→	
Pres	1	alert	mode：モジュール 1 側
圧力
Pres	2	Alert	→	
Pres	2	alert	mode：モジュール 2 側
圧力
Temp	1	Alert	→	
Temp	1	alert	mode：モジュール 1
側カプセル温度
Temp	2	Alert	→	
Temp	2	alert	mode：モジュール 2
側カプセル温度

アラートモード
の選択

Off：アラート検知無効
Hi.	Al	Detect：上限側のアラート検
知
Lo.	Al	Detect：下限側のアラート検
知
Hi/Lo.	Al	Detect：上下限両方のア
ラート検知

(2) 閾値の設定

アラームを出すときの上下限の閾値を設定します。

・ 閾値パラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup		
→	Output	condition	→	Process	Alerts	
→

DP	Alert	→ 差圧を選択して閾値を設定
Pres	1	Alert	→	 モジュール 1 側圧力を選択して閾値

を設定
Pres	2	Alert	→	 モジュール 2 側圧力を選択して閾値

を設定
Temp	1	Alert	→ モジュール 1 側カプセル温度を選択

して閾値を設定
Temp	2	Alert	→ モジュール 2 側カプセル温度を選択

して閾値を設定

選択した対象に対し，下表のパラメータに閾値を設定

します。

パラメータ 内容
DP	Hi	alert	val 差圧に対する上限側アラームの閾

値を設定
DP	Lo	alert	val 差圧に対する下限側アラームの閾

値を設定
Pres	1	Hi	alert	
val

モジュール 1 側圧力に対する上限
側アラームの閾値を設定

Pres	1	Lo	alert	
val

モジュール 1 側圧力に対する下限
側アラームの閾値を設定

Pres	2	Hi	alert	
val

モジュール 2 側圧力に対する上限
側アラームの閾値を設定

Pres	2	Lo	alert	
val

モジュール 2 側圧力に対する下限
側アラームの閾値を設定

Temp	1	Hi	alert	
val

モジュール 1 側カプセル温度に対
する上限側アラームの閾値を設定

Temp	1	Lo	alert	
val

モジュール 1 側カプセル温度に対
する下限側アラームの閾値を設定

Temp	2	Hi	alert	
val

モジュール 2 側カプセル温度に対
する上限側アラームの閾値を設定

Temp	2	Lo	alert	
val

モジュール 2 側カプセル温度に対
する下限側アラームの閾値を設定

7.2.3.16 テスト出力，シミュレーション， 
スクウォーク

テスト出力（定電流出力），デバイス変量シミュレー
ションおよびステータスシミュレーションは実行後
一定時間保持され，その後は自動的に解除されます。
上記実行中に，HART	設定ツールを終了あるいは通信
ケーブルを取りはずしたりした場合でも，一定時間
保持されます。

継続時間
工場出荷時 10	分
変更可能時間 10	分	,	30	分	,	60	分	,	3	時間	,	6	時間	,	

12	時間から選択
設定変更パラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Test	device	→	Test	Auto	Release	
Time
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(1) テスト出力（定電流出力／ループテスト）

ループチェック用に3.8	mA(－	1.25%)	～	21.6	mA	(110%)

の範囲内で，アナログ信号出力下限値（AO	lower	limit）

とアナログ信号出力上限値（AO	upper	limit）の設定に

従った定電流を出力することができます。（アナログ信

号上下限の設定は	7.2.3.5	項参照のこと）この機能が動

作している際は，内蔵指示計の下段に TEST の文字が表

示されます。

テスト出力を行うには，ループテスト（Loop	test）を

呼出し，下記の 3 タイプの中から選択します。

・ 定電流出力パラメータ呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Test	device	→	Loop	test（メソッ
ド）

4	mA 4	mA	DC	の定電流値を出力
20	mA 20	mA	DC	の定電流値を出力
Other 指定した電流値を出力
End 終了

DTM の場合にテスト出力を行うには，ホットキー（Hot	

key）からループテスト（Loop	Test）を呼出し，画面の

図中にてマニュアルテストかオートテストの選択や値

の設定を行います。

(2) デバイス変量シミュレーション機能

デバイス変量の 1 つに任意の値とステータスを設定し，

出力を確認することができます。

パラメータを呼び出すとメッセージが出ますのでそれ

に従って設定してください。手順	5	の設定が完了する

とシミュレーションが開始されます。内蔵指示計はこ

の指示値とアラーム（AL.91）とが交互表示されます。

・ デバイス変量シミュレーションの実行手順
手
順
1

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】	
→	Diag/Service	→	Test	device		
→	Device	vars	simulate	

（メソッド）
2 Device	Variable

の選択
下記のパラメータから 1 つ選択	
Off	
差圧（DP）
モジュール 1 側圧力（Pres	1）
モジュール 2 側圧力（Pres	2）
モジュール 1 側カプセル温度

（Temp	1）
モジュール 2 側カプセル温度

（Temp	2）
%	値（PV	%	rnge）
電流値（Loop	current）

3 Value	の設定 シミュレート値を入力します。
単位は設定済のものです。

4 Data	quality	の
設定

下記パラメータから選択
（表 8.7 参照）
Bad	
Poor	accuracy	
Manual	/	Fixed	
Good

5 Limit	status	の
設定

下記パラメータから選択
（表 8.7 参照）
Not	limited	
Low	limited	
High	limited	
Constant

・	 差圧，圧力，カプセル温度のシミュレーションは出

力に反映されます。電流出力値，内蔵指示計表示値，

通信出力値はシミュレーション値に応じた値となり

ます。アラーム設定が行われている場合，シミュレー

ション値に応じたアラーム出力を行います。

・	 差圧，圧力のシミュレーションでは，ダンピング設

定が機能します。値を変更した場合，ダンピング時

定数に応じて値が変化します。

(3) スクウォーク

現在通信している伝送器を特定するために使用します。

スクウォークのモードとして，LCD に下記の表示パター

ンを約 10 秒間表示 ( 自動的に解除 ) する 'Once' モード

と，'OFF' するまで表示しつづける 'Continuous' モード

の 2 種類があります。スクウォークの設定は，以下の

手順に従ってください。

・ スクウォーク表示の実行
パラメータの

呼出し

【ルートメニュー】→ Diag/Service	

→	Test	device	→	Squawk	（メソッド）
Continuous スクウォーク画面を継続表示
Once スクウォーク画面を約 10 秒間表示

（自動解除）

F0711.ai

図7.2.9 スクウォーク実行時のLCD表示
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7.2.3.17 バーストモード

バーストモードの設定が有効になっている場合，伝送

器は	HART	通信を介して表 7.2.4 のデータから 3 つまで

を連続的に送信することができます。

機能の詳細は，次の (1) 項「バーストメッセージと設定」

を参照してください。

また，バーストモードの設定が有効になっている場合，

機器への設定変更や自己診断の変化を検知して，アラー

ム信号を連続的に送信することができます。

この機能の詳細は，(3) 項「イベントノティフィケーショ

ン」を参照してください。

なお，バーストモードの設定を変更する場合，Burst	

mode パラメータが Off になっていることを確認してく

ださい。

(1) バーストメッセージと設定

最大 3 つのバーストメッセージを送信することが可能

です。

各バーストメッセージは以下の設定が可能です。

・	 バーストモード対象コマンドパラメータ

・	 送信周期

・	 送信条件（Burst	Msg	Trigger	Mode	で選択）

表7.2.4 バーストモード対象コマンドパラメータ設定一覧

コマンドパラメータ Burst Command Burst Msg Trigger 
Mode Burst Trigger Source Burst Trigger Units

PV Cmd1:PV Continuous － －
Window PV PV	の割り付けによる
Rising
Falling
On-change

%	range/current
(%	値，電流値	)

Cmd2:%	range/
current

Continuous － －
Window ％	range %
Rising
Falling
On-change

Process	vars/current
( 電流値，差圧，圧力および
カプセル温度 )

Cmd3:Dyn	vars/
current

Continuous － －
Window PV PV	の割り付けによる
Rising
Falling
On-change

Device	vars/%range/	
current	with	status*1

（差圧，圧力，カプセル温度，
%	出力値，4-20	mA	出力値
の中から最大 8 個まで
選択 *2）

Cmd9:Device	vars	
w/status

Continuous － －
Window Burst	Variables の先頭

に割付けたデバイス
変量

Burst	Variables の割付
によるRising

Falling
On-change

Device	variables
（差圧，圧力，カプセル温度，
% 出力値，4-20	mA 出力値
の中から最大 4 個まで
選択 *2）

Cmd33:Device	
variables

Continuous － －
Window Burst	Variables の先頭

に割付けたデバイス
変量

Burst	Variables の割付
によるRising

Falling
On-change

Self	diagnosis	information
( 自己診断 )

Cmd48:Read	
Additional	Device	
Status

Continuous － －

On-change すべてのステータス －

*1：	 機器からバーストされる際に時刻とステータス付きの値が出力されます
*2：	 Burst	Variables	から選択
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(2) バーストモードの設定

バーストモードのパラメータ	Burst	Message	1，2	また

は	3	を呼出し，下記のフローチャートに従ってパラメー

タの設定を行います。

・ バーストモードパラメータの呼出し
【ルートメニュー】→	Detailed	setup	→	Output	
condition	→	HART	output	→	Burst	Condition	→	Burst	
Message	1，2	または	3	→	Burst	Command

①	 送信データの設定

送信データをバーストコマンドのパラメータで設定

します。

Burst	Command 送信されるパラメータ
Cmd1:PV PV（固定）
Cmd2:%	range/current %	range/current	

（%	値，電流値：固定）
Cmd3:Dyn	vars/current Process	vars/current（電流

値，差圧，圧力およびカプ
セル温度：固定）

Cmd9:Device	vars	w/
Status

Device	vars/%range/
current（ユーザによる
DeviceVariable	の割付値：
8 個まで設定）

Cmd33:Device	variables Device	vars/%range/
current（ユーザによる
DeviceVariable	の割付値：
4 個まで設定）ステータス
は含まない

Cmd48:Read	Additional	
Device	Status

Self	diagnosis	information	
（自己診断情報：固定）

②	 デバイス変数の設定

Burst	Command	が	Cmd9:Device	vars	w/Status	の場

合は最大 8 個，Cmd33 の場合は最大 4 個の設定が

できます。

・ デバイス変数パラメータの呼出しと変数
パラメータの
呼出し

Burst	Condition	→	Burst	Message1,	2	
または	3	
→	Burst	Variables	→	Burst	Variable	
Code

DP 差圧の選択
Pres	1 モジュール 1 側圧力の選択
Pres	2 モジュール 2 側圧力の選択
Temp	1 モジュール 1 側カプセル温度の選択
Temp	2 モジュール 2 側カプセル温度の選択
%rnge %	出力の選択
Loop	current 電流値の選択
PV Primary	Variable の選択
SV Secondary	Variable の選択
TV Tertiary	Variable の選択
QV Quaternary	Variable の選択
Not	used 選択しない

送信条件付 Burst	command 送信の場合，先頭に設

定したデバイス変数がトリガソースになります。

③	 送信周期の設定

送信周期を設定します。

Update	Period	と	Max	Update	Period	を設定してくだ

さい。

Update	Period	は	Max	Update	Period	より小さい値を

設定してください。

・ 送信周期パラメータの呼出しと変数
パラメータの
呼出し

Burst	Condition	→	Burst	
Message1,	2	または	3	
→	Set	Burst	Period（メソッド）

Update	Period/Max	
Update	Period

0.5	s
1	s
2	s
4	s
8	s
16	s
32	s
1	min
5	min
10	min
15	min
30	min
45	min
60	min

各プロセス値の更新周期よりも早い周期が設定された

場合は，それより大きくなるように自動的に設定され

ます。

Burst	Message	1 の Update	Period は 0.5s 固定で使用

してください。
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④	 送信条件の設定

バースト送信の条件を設定します。

Burst	Msg	Trigger	Mode	を下表のパラメータの中か

ら設定してください。

Burst	Msg	Trigger	Mode	が	Window/	Rising	/Falling

の場合は，Burst	Trigger	Level	を設定します。

・ 送信条件パラメータの呼出しと変数
パラメータの
呼出し

Burst	Condition	→	Burst	Message1,	2	
または	3	
→	Set	Burst	Trigger（メソッド）

Continuous 連続送信する。
Window Burst	Trigger	Level	が前回送信時と

の変化量になります。	
デバイス変数値が変化量を検知し
て送信します。

Rising Burst	Trigger	Level	の設定値が上限
値になります。	
デバイス変数値が上限を越えたこ
とを検知して送信します。

Falling Burst	Trigger	Level	の設定値が下限
値になります。	
デバイス変数値が下限を下まわっ
たことを検知して送信します。

On-change デバイス変数値がバースト送信開
始時点の出力値から変化したこと
を検知して送信します。

⑤	 バースト送信開始の設定

バーストモードの設定を有効にします。

Burst	mode	パラメータに	Wired	HART	Enabled	を設

定するとバースト送信が開始されます。

・ バーストモードの呼出しと設定
【ルートメニュー】→	Detailed	setup	→	Output	
condition	→	HART	output	→	Burst	Condition	→	Burst	
Message	1,	2	または	3	→	Burst	mode	→	Wired	HART	
Enabled

(3) イベントノティフィケーション

機器への設定変更や自己診断による機器ステータスの

変化をイベントとして検知して，アラーム信号を連続

的に送信することができます。

発生したイベントは履歴として最大	4	つまで保存され

ます。

この機能を使用する場合，バーストモード設定を有効

にしてください。

(3-1) イベントノティフィケーションの設定

・ イベントノティフィケーション設定の呼出し
手
順

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Output	condition	→	HART	output	
→	Event	Notification →

① Event	Mask イベントを検知する機器ステータ
スの設定

② Event	Condition
→	Set	Event	Notification	Timing（メソッド）	

Event	
Notification	
Retry	Time

イベントが発生したときのリトラ
イ時間の設定

Max	Update	
Time

イベントが無いときの更新時間の
設定

Event	
Debounce	
Interval

最小イベント継続時間の設定

③ Event	
Condition
→	Event	
Notification	
Control

イベント監視中止：Off
イベント監視状態へ移行：
	 Enable	event	notification	on	
token-passing	data	link	layer

①	 イベントを検知する機器ステータスの設定

Event	Mask	パラメータに，検知する機器ステータス

を設定します。

Device	Status	Mask
Ext	dev	status	Mask
Diagnostic	Status	0	Mask
Diagnostic	Status	1	Mask
Status	group	0	Mask	to	5	Mask,	14	Mask	to	23	Mask

機器への設定変更時は，Device	Status の

Configuration	changed(0x40) フラグ（表 8.3 参照）

がセットされ，さらに Cfg	chng	count	(7.3.1.3(5)	項

参照）が更新されます。Configuration	changed	フ

ラグの検知は Device	Status	Mask によりマスク可能

ですが，Cfg	chng	count	はマスク不可能です。従っ

て，機器への設定変更は，機器ステータスの設定に

係わらず，常にイベントとして検知されます。
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②	 送信時間・最小イベント継続時間の設定

イベントが発生したときのリトライ時間（Event	

Notification	Retry	Time），イベントが無いときの更

新時間（Max	Update	Time），最小イベント継続時間

（Event	Debounce	Interval）を設定します。

Event	Notification	Retry	Time	は	Max	Update	Time よ

り小さい値を設定してください。

Event	Notification	Retry	
Time/Max	Update	Time

Event	Debounce	Interval

－ Off
0.5	s 0.5	s
1	s 1	s
2	s 2	s
4	s 4	s
8	s 8	s
16	s 16	s
32	s 32	s
1	min 1	min
5	min 5	min
10	min 10	min
15	min 15	min
30	min 30	min
45	min 45	min
60	min 60	min

③	 イベント監視状態への移行

イベント監視状態に移行します。

Event	Notification	Control	に	Enable	event	

notification	on	token-passing	data	link	layer	を設定し

ます。

(3-2) イベントの承認

上位機器がイベントを承認すると，イベントの送信が

停止します。

イベントの承認を行う場合は，以下の手順で行ってく

ださい。

・ イベント承認の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	
setup	→	Output	condition	→	
HART	output	→	Event	Notification	
→	Acknowledge →

Acknowledge	
Event	Notification

（メソッド）

イベント番号の取得，承認

①	 イベント番号の取得

最新のイベント番号を取得します。

Acknowledge	Event	Notification メソッドを実行し

ます。

1.	 Read	Event	Notification に 0 を入力

2.	 OK

3.	 Event	Number とイベント内容を確認

②	 イベント承認

最新のイベントに対して承認を行います。

Acknowledge	Event	Notification メソッドを実行し

ます。

1.	 Send	Acknowledge を設定

2.	 OK

3.	 Event	Status	がクリアされたことを確認
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(3-3) イベント履歴の確認

イベント番号を用いて，発生したイベントの過去のス

テータス履歴を確認することができます。

・ イベント履歴の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】	→	Detailed	
setup	→	Output	condition	
→	HART	output	→	Event	
Notification →	Acknowledge	→

Acknowledge	
Event	Notification

（メソッド）

イベント番号の取得，履歴の確認

①	 イベント番号の取得

以下の手順で最新のイベント番号を取得します。

Acknowledge	Event	Notification メソッドを実行し

ます。

1.	 Read	Event	Notification	に 0	を入力

2.	 OK

3.	 Event	Number	を確認

②	 イベント履歴の確認

①で確認した Event	Number の履歴を含めて発生し

た 4 つのイベントを確認します。

Acknowledge	Event	Notification メソッドを実行し

ます。

1.	 Enter	Event	Number に ①	3. で 確 認 し た Event	

Number から 3 つまでの値を入力

2.	 OK

3.	 各回のイベント内容が表示されます。

例 ) ① 3. で確認した	Event	Number が 123 の場合

Event	Number 説明
123 最新のイベント
122 1	回前のイベント
121 2	回前のイベント
120 3 回前のイベント

7.2.3.18 マルチドロップモード

マルチドロップモードに設定した機器は，1 本の通信伝

送ライン上に最大63の機器を接続することができます。

マルチドロップ通信を有効にするには，機器アドレス

を1	～	63のいずれかの数字に設定する必要があります。

マルチドロップモードに設定すると，すべてのデータ

はディジタルで送信されるようになるため，4-20	mA

のアナログ信号出力の設定を変更する必要があります。

マルチドロップの設定は以下の手順に従って確認して

ください。

(1) ポーリングアドレスの設定

Poll	addr パラメータに	1	～	63	のいずれかの数字を入力

してください。

・ ポーリングアドレスパラメータ（Poll addr）の呼

出し
パラメータの

呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	

→	Output	condition	→	HART	output	

→
Poll	addr アドレスとして 1	～	63 の数字を

設定

マルチドロップモードで	2	台以上の伝送器に同じポー

リングアドレスが設定された場合，これらの機器との

通信はできません。
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(2) アナログ出力信号の設定

伝送器側は	Loop	current	mode	に	Disabled	を設定し，

アナログ出力信号を	4	mA	DC	に固定してください。こ

の場合バーンアウト出力も使用できなくなります。た

だし，アナログ出力信号を受信して操作するアプリケー

ションの場合，１つのループに１台のみアナログ出力

信号が使用可能です。この場合	Loop	current	mode	に

Enabled	を設定してください。

・ Loop current mode の呼出しと変数
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Detailed	setup	
→	Output	condition	→	Analog	
output	→	Loop	current	mode	→

Enabled 実行（4-20	mA	アナログ信号出力
モード）

Disabled 中止（4	mA	DC	固定モード）

(3) 設定ツール側でのマルチドロップ通信の有効化

各設定ツールの説明書を参照し，受信側のポーリング

に関する設定を行ってください。

(4) マルチドロップモードにした場合の通信

①		 電源を	ON	にした時に	HART	設定ツールがマルチド

ロップモードに設定されている機器を探します。

	 HART	設定ツールが機器に接続されている場合，

ポーリングアドレスおよびタグが表示されます。

②	 希望の機器を選択することにより，選択した機器

との通信が可能になります。ただし，この場合の

通信は低速になります。

(5) マルチドロップモードの解除

マルチドロップモードを解除するには，(1)	のポーリン

グアドレス設定の方法で	Poll	addr	パラメータを表示し，

アドレスを	0	に設定してください。

また	Loop	current	mode	を	Enabled	に戻してください。

7.3 診断

7.3.1 自己診断

7.3.1.1 HART設定ツールによる確認

伝送器の自己診断および設定不備を，HART 設定ツール

を使用して確認することができます。

自己診断には Self	test と Status があります。

Self	test を実行したとき，伝送器が設定エラーや機器異

常を知ると，設定ツールにエラーメッセージが表示さ

れます。（表 8.3 エラーメッセージ一覧参照）

・ 自己診断パラメータ（Self test）の呼出し
【ルートメニュー】→	Diag/Service	→	Test	device	→	
Self	test（メソッド）

異常が検出されなかった場合，設定ツールに Self	test	

OK と表示されます。

特定の項目についてチェックしたい場合は，Status パ

ラメータにより，目的の項目を直接確認することもで

きます。ステータスはデバイスステータス（拡張・診

断を含む集約されたステータス）とステータスグルー

プ（診断グループごとのステータス）に分類されてい

ます。

・ ステータスパラメータ（Status）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Status	→

参照先

Device	status デバイス（フィールド機器）
ステータス

表 8.5

Ext	dev	status 拡張デバイスステータス 表 8.6
Diagnostic	
Status	0,	1

診断ステータス
表 8.6

Status	group	
0,	1

モジュール 1 側ハードウェ
アステータス

表 8.3

Status	group	
2,	3,	4

モジュール 1 側プロセスス
テータス

Status	group	
5,	14

モジュール 1 側設定ステー
タス

Status	group	
15,	16

診断ステータス

Status	group	
17

シミュレーションステータ
ス

Status	group	
18

モジュール 2 側ハードウェ
アステータス

Status	group	
19,	20,	21

モジュール 2 側プロセスス
テータス

Status	group	
22,	23

モジュール 2 側設定ステー
タス
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異常が表示されなかった場合は，表 8.3 の処置に従い対

応を行ってください。

HART	設定ツールは通信ごとに診断を行います。不適切

な操作が行われた場合，エラーメッセージが表示され

ます。（表	8.4	HART	通信エラーメッセージ一覧参照）

7.3.1.2 内蔵指示計による確認

自己診断結果に異常があった場合，内蔵指示計には
エラー NO. が表示されます。
複数のエラーがある場合，3	秒間隔でエラー NO. が変
更されます。
エラー	No.	は表	8.3 を参照してください。

F0712.ai

図7.3.1 内蔵指示計による異常確認

7.3.1.3 ステータス情報

(1)  デバイスステータス

デバイスステータスはデバイスの現在の動作状態を表

しています。内容に関しては表 8.5 に，アラームとの関

係は表 8.8 に示します。

・ デバイスステータスの呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Status	→	Device	Status

(2) 拡張デバイスステータス

拡張デバイスステータスは通常使われるデバイス情報

を含みます。内容に関しては表 8.6 に，アラームとの関

係は表 8.8 に示します。

・ 拡張デバイスステータスの呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Status	→	Ext	dev	status

(3) データクオリティとリミットステータス

本伝送器は	差圧（DP），モジュール 1 側圧力（Pres	1），

モジュール 2 側圧力（Pres	2），モジュール 1 側カプセ

ル温度(Temp	1)，モジュール2側カプセル温度(Temp	2)，

PV	% 値（PV	%	rnge）および電流信号（Loop	current）

を取り扱うことができます。それぞれの変量にはデー

タ値に関する有用な情報を提供するためのデータクオ

リティとリミットステータスが含まれています。デー

タクオリティは通常「Good」となります。しかしなが

らセンサ不良や測定レンジ範囲外などの場合には「Bad」

や「Poor	Accuracy」へ変わります。リミットステータ

スはデータ値が制限を超えているかどうかを示します

（例えばプロセスに応答していないなど）。リミットス

テータスが「Constant」の場合は値が変更されないこ

とを示します。詳細は，表 8.7 を参照してください。	

・ データクオリティとリミットステータスの呼出し

方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Process	
variables	→	Device	vars	and	Status	
→

DP	Data	Quality Good,	Poor	Accuracy,	Manual/Fixed	
または	Bad	が表示される。

DP	Limit	
Status

Constant,	Low	Limit,	High	Limit	また
は	Not	Limited	が表示される。

Pres	1，Pres	2，	Temp	1，Temp	2，PV	%	rnge および
Loop	current	も同様

(4) タイムスタンプ

本伝送器が電源投入後から保持している日付と時刻情

報を表示します。プロセス値，イベントの付加情報と

して使用されます。

・ タイムスタンプの呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Status	→	Time	Stamp

Current	Date 稼働日数を示します。（1970/1/1	が
稼動開始日になります）

Current	Time 稼働時間を示します。

タイムスタンプは電源投入時にリセットされます。
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(5) 設定変更回数

ユーザがパラメータ変更や校正を行った際，履歴とし

て設定変更回数がカウントされます。この値は電源を

切断してもリセットや書き込みが行われることはあり

ません。

・ 設定変更回数の呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Status	→

Cfg	chng	count 設定変更履歴が回数として表示さ
れます。この値はリセットするこ
とはできません。

(6) 設定変更フラグのリセット

このメソッドによって設定変更のフラグをリセットす

ることができます。

設定変更フラグはデバイスステータスのConfiguration	

Changed	(0x40) です。表	8.5 を参照してください。

・ 設定変更フラグリセットの呼出し方法
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service
→	Status	→	Reset	Cfg	chng	flag	

（メソッド）

7.3.1.4 NE107ステータス情報

NE107 に基づき，アラーム情報を 4 つに分類します。

NE107 に対応した設定ツールではアラーム画面に 4 分

類したステータスを表示することができます。

NE107 ステータス
分類

機器の状態

F Failure 部品故障，機器故障，全体故障
C Function	

Check
ローカル操作，Manual 値が入力
されたなどで出力信号が一時的
に異常

S Out	of	
Specification

機器が仕様外で動作している
プロセスや環境のため，不定値と
なっている

M Maintenance	
Required

近い将来，もしくはある程度の将
来，メンテナンスが必要

設定ツールでは以下の記号が表示されます。

F0713.ai

C(Function Check)

S(Out of Specification)
M(Maintenance Required)
N(No Effect)

F(Failure)

出荷時設定は表 8.3 に示します。

4 つの分類は HART 設定ツールを使用して変更すること

ができます。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Condensed	status	map		→

Device	Status 表 8.5 参照
Ext	dev	status 表 8.6 参照
Diagnositic	
Status	0,	1
Status	group	
0 ～ 5,	14 ～ 23

表 8.3 参照

DTM メニューバーから [ 機器（D）]	→	[ その他の機能 ]	

→	[Condensed	Status] を選択することで，下記の設定

画面を使用して 4 つの分類を変更することができま

す。(各アラームを4分類の何れかにドラッグ＆ドロッ

プする。) また，シミュレーションにより 4 分類の設

定に応じた表示が行われることを確認することができ

ます。（ステータスシミュレーション中はその状態を

示すステータスと，4 分類の何れかのステータスも同

時に表示されます。）

・	 DTM メニュー：[ 機器（D）]	→	[ その他の機能 ]	→	

[Condensed	Status] の設定画面
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7.3.2 アドバンス診断

7.3.2.1 マルチセンシングプロセスモニタリン
グ監視機能とは

マルチセンシングプロセス監視機能（付加仕様コード：

/DG6）は，伝送器の持つのマルチセンシング（差圧，圧力，

温度測定）と独自の診断アルゴリズムによって，導圧

管や配管のようなプロセス環境の異常を検出する機能

です。以下	2	つの機能があります。

■ 導圧管つまり検出機能

シリコンレゾナントセンサにより差圧と圧力の揺動変

化を監視し，導圧管のつまり状態を検出します。ディ

ジタルリモートセンサ伝送器に関しては，導圧管のど

ちら側でつまりが発生したかの結果も得ることができ

ます。

■ ヒートトレース監視機能（モジュール1側のみ）

モジュール 1 側伝送器に搭載したカプセル温度とアン

プ温度からフランジ温度を算出し，配管や導圧管の凍

結防止のために用いるスチームトレース，電気ヒータ

の異常を検出します。

7.3.2.2 導圧管つまり検出

導 圧 管 つ ま り 検 出（ILBD：Impulse	Line	Blockage	

Detection）は，流体中に存在する圧力ゆらぎの計測値

（圧力揺動値）を統計的に処理することで行われます。

診断結果（つまりの発生）は	LCD	画面上のアラーム表

示やアナログアラートで確認することができます。差

圧伝送器に関しては差圧，圧力（高圧側，低圧側）の	3	

信号計測により，両側が詰まっているか高圧側低圧側

導圧管のどちらがつまっているかを特定することがで

きます。つまり検出結果は以下	4	種類のメッセージで

表示されます。

ディジタルリモートセンサ伝送器は出荷時，モジュー

ル１が高圧側圧力測定用，モジュール２が低圧側圧力

測定用に設定されています。

説明文中，高圧側をモジュール 1 側，低圧側をモジュー

ル２側に読み替えてください。

(1) A Blocking，B Blocking

差圧・圧力の揺動変化により判定された，つまり検出

結果です。片側の導圧管がつまった，両側の導圧管が

つまったかを A	Blocking，B	Blocking で示します。

ディジタルリモートセンサ伝送器では A	Blocking を
使用しません。

(2) Pres 2 Side Blocking

BlkF*	の値またはモジュール２側圧力揺動値の変化によ

り判定された，モジュール２側のつまり検出結果です。

(3) Pres 1 Side Blocking

BlkF*	の値またはモジュール１側圧力揺動値の変化によ

り判定された，モジュール１側のつまり検出結果です。

*：	 モジュール１側とモジュール２側の圧力揺動値を統計的
に比較処理して得られる「つまり度」を示す値です。詳
細は	7.3.2.2.1 項を参照ください。

・	 導圧管つまり検出の基本要素は揺動の監視です。判

定に十分な揺動が得られない場合，つまり検出は正

しく行われません。

・	 基準データ取得時に，十分な揺動が検出できない場

合，「基準値不正」としてつまり検出は実行されま

せん。

・	 揺動値監視の開始後，プラントの運転状況によって，

つまり以外の要因で揺動が減少することがありま

す。このような場合，導圧管つまりとみなしてアラー

ムを発生する可能性がありますので，プラントの運

転状態を考慮して，つまり判定結果の真偽を判断し

てください。

■ 圧力計測，液位計測における注意事項

圧力計測，液位計測においては特に以下のような場合

に，揺動が減少することがあります。

プラントの運転状態を考慮して，つまり判定結果の真

偽を判断してください。

●	 圧力測定

・		 圧力の測定にて，圧力が	ILBD	の診断可能範囲レ

ンジから外れた場合

・	 圧力が一定にもかかわらず，流量が基準データ

取得時と比較して小さくなった場合

・		 圧力変動源（ポンプ・コンプレッサー・ブロワー

など）が停止した場合

●	 液位計測

・	 タンクへの流体の流入，流出が止まった場合

・	 タンク内の攪拌機が止まった場合

・	 密閉タンクの内圧を制御する圧力変動源（コン

プレッサーなど）が停止した場合
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■ 機能ブロック図

Response Code
(Device Status)
Status group 15,16

LCD表示

Diag Error

4-20 mA DC
(Analog Output) -------(6)

F0714.ai

DP, Pres 1, Pres2
Engr Disp, PV %
Temp1, Temp2, 
Amp Temp

Ratio fDP
Ratio fP2
Ratio fP1
BlkF
fDP
fP2
fP1
Diag Applicable

-------(1)

-------(4)

-------(2)

-------(3)

-------(5)

EJX-DRS

センサ プロセス値算出

揺動演算

Alarm Masking

センサ信号

ILBD実行 つまり検出結果

つまり発生アラーム

つまり発生アラーム

つまり検出結果

Diag Output Option

図7.3.2 ILBDの機能ブロック図

ILBD	に関する出力として，以下	(1)	～（7）の出力が得られます。

表7.3.1 ILBDに関連する出力

#

(1)

Ratio	fDP

差圧揺動の二乗平均平方根（RMS：Root	Mean	Square)	を比較した値。
つまり検出の判定に用いられる。
Diag	Dpcomp（流量補正フラグ）の設定で	2	種類の出力方式がある。
[Diag	DPComp:	の設定が	Non-Compensation（補正なし）の時	]
	 Ratio	fDP	=	SQRT(fDP	/	Ref	fDP)
[Diag	DPComp:	の設定が	Compensation（補正）の時	]
	 Ratio	fDP	=	SQRT(fDP	/	Ref	fDP)	×	Ref	DPAvg	/	DPAvg

Ratio	fP2
モジュール 2 側圧力揺動の二乗平均平方根を比較した値。
つまり検出の判定に用いられる。
	 Ratio	fP2	=　SQRT(fP2	/	Ref	fP2)

Ratio	fP1
モジュール 1 側圧力揺動の二乗平均平方根を比較した値。
つまり検出の判定に用いられる。
	 Ratio	fP1	=　SQRT(fP1	/	Ref	fP1)

BlkF
モジュール 1 側圧力とモジュール 2 側圧力揺動値の比較によって特徴づけられる「つまり
度」を示す値。
つまり検出の判定に用いられる。

fDP 差圧揺動値の	2	乗和を平均した値。
fP2 モジュール 2 側圧力揺動値の	2	乗和を平均した値。
fP1 モジュール 1 側圧力揺動値の	2	乗和を平均した値。
Diag	Applicable 基準値を取得した後，検出可能なつまり・揺動異常の状態を表示します。

(2)
Response	code
Device	status

つまりを検出した際，Response	Code	Device	Status	に	More	Status	Avairable	を表示します。

(3) Status	group	15,	16 つまりを検出した際，Status	group	15,	16	につまり検出結果（アラーム内容）を表示します。
(4) Diag	Error つまりを検出した際，Diag	Error	につまり検出結果を表示します。
(5) Display	on	LCD つまりを検出した際，LCD	上につまり検出結果（アラーム内容）を表示します。
(6) Analog	Output つまりを検出した際，つまり検出結果を設定により	4-20mA	アナログ出力に反映します。
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7.3.2.2.1 つまりの判定

■ Limit パラメータ

圧力揺動に基づいたパラメータがあらかじめ設定され

た閾値を超えると，伝送器がつまりと判定し，アラー

ムを発生します。判定に用いられる閾値は下表に示す

Limit	パラメータに設定されます。

Limit パラメータ
# パラメータ Threshold value

[1] Lim	fDPmax Ratio	fDP	によって「A	Blocking」
を検出するための閾値

[2] Lim	fDPmin Ratio	fDP	によって「B	Blocking」
を検出するための閾値

[3] Lim	fP2max Ratio	fP2	によって「Large	Fluct	
Pres	2」を検出するための閾値

[4] Lim	fP2min Ratio	fP2	によって「Pres	2	Side	
Blocking」を検出するための閾値

[5] Lim	fP1max Ratio	fP1	によって「Large	Fluct	
Pres	1」を検出するための閾値

[6] Lim	fP1min Ratio	fP1	によって「Pres	1	Side	
Blocking」を検出するための閾値

[7] Lim	BlkFmax BlkF	によって「Pres	1	Side	
Blocking」を検出するための閾値

[8] Lim	BlkFmin BlkF	によって「Pres	2	Side	
Blocking」を検出するための閾値

[9] Lim	
DPAvgmax

DPAvg	によって「ILDB	over	
Range」を，	Ref	DPAvg	によって

「Invalid	Ref	DP」を検出するため
の閾値

[10] Lim	
DPAvgmin

DPAvg	によって「ILDB	over	
Range」を，	Ref	DPAvg	によって

「Invalid	Ref	DP」を検出するため
の閾値

工場出荷時は，表	7.3.2	に示した値が設定されています。

表7.3.2 工場出荷時のLimit パラメータ値（機種別）

# パラメータ 値
[1] Lim	fDPmax 3.00
[2] Lim	fDPmin 0.30
[3] Lim	fP2max 3.00
[4] Lim	fP2min 0.30
[5] Lim	fP1max 3.00
[6] Lim	fP1min 0.30
[7] Lim	BlkFmax 0.60
[8] Lim	BlkFmin -0.60
[9] Lim	DPAvgmax 1.00
[10] Lim	DPAvgmin -1.00

初めて使用するときは，初期値のまま使用してくだ
さい。バルブ模擬試験，実運転で十分な圧力揺動が
検出できない場合またはアラームが頻繁に発生する
場合は，7.3.2.2.10	チューニングの項を参照し，閾値
となる Limit	パラメータの値を変更してください。

■ A Blocking，B Blockingの判定

「A	Blocking」，「B	Blocking」は高圧側と低圧側の圧力揺

動値の差に基づいたつまり度から判定されるつまり検

出結果です。Ratio	fDP，すなわち	Ref	fDP	に対する	fDP

の平方根	SQRT	(fDP	/	Ref	fDP)	がつまりの判定に使用さ

れます。

Ref	fDP	は定常運転時に取得した差圧・圧力揺動の	2	乗

和平均値で，診断実行時の値（fDP）との比較で基準と

なる値です。

Ratio	fDP が Lim	fDPmax	 の 設 定 値 を 超 え る と「A	

Blocking」，Lim	fDPmin	 の 設 定 値 を 下 回 る と「B	

Blocking」と判定されます。

ディジタルリモートセンサ伝送器において高圧側と

低圧側でつまりが同時に進行した場合は	fDP	が小さ

くなりますので，両側の導圧管がつまった場合は「B	

Blocking」と判定されます。

一方，高圧側，低圧側どちらかの導圧管でつまりが進

行した場合は「A	Blocking」または「B	Blocking」とし

て判定されます。

高圧側と低圧側の圧力揺動値の差が非常に大きく
異なるような条件下では，導圧管片側つまりが「B	
Blocking」として発生する場合があります。

また，圧力測定や液位測定用に伝送器を用いている場

合，「B	Blocking」のみの判定になります。
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■ Pres 1 Side Blocking，Pres 2 Side Blockingの判定

差圧計測では導圧管の高圧側低圧側どちらがつまった

かの判定をすることができます。

導圧管片側つまりの判定には	BlkF	の値が使用されます。

BlkF	は導圧管高圧側低圧側のつまりを相対的に表した

つまり度であり，その値は	-1.0	～	1.0	の間で変化します。

高圧側がつまると	1.0	に近づき，低圧側がつまると	-1.0

に近づきます。

1

0

1

0

F0715.ai

Bl
kF

高圧側つまり検出

閾値

つまりの進行Bl
kF

低圧側つまり検出

閾値

つまりの進行

-1-1

図7.3.3 つまりの進行とBlkFの関係

BlkF	の値が	Lim	BlkFmax	の設定値を超えると「Pres	1	

Side	Blocking（高圧側つまり）」と判定されます。

BlkF	の値が	Lim	BlkFmin	の設定値を下回ると「Pres	2	

Side	Blocking（低圧側つまり）」と判定されます。

■  Pres 2 Side Blockingの判定

低圧側つまりの判定には，BlkF	の値による判定が優先

されます。しかしながら，BlkF	のつまり度が不十分で

ある場合，Ratio	fP2，すなわち	Ref	fP2	に対する	fP2	の

平方根	SQRT	(fSP2	/	Ref	fP2)	が，低圧側つまりの判定に

使用されます。

Ref	fP2	は定常運転時に取得した低圧側圧力揺動の	2	乗

和平均値で，診断実行時の値（fP2）との比較で基準と

なる値です。

Ratio	fP2	が	Lim	fP2min,	の設定値を下回ると「Pres	2	

Side	Blocking」と判定されます。

一	方，Ratio	fP2	が	Lim	fP2max	の	設	定	値	を	超	え	る	と

「Large	Fluct	Pres	2（低圧側圧力揺動値が異常）」と判定

されます。

■ Pres 1 Side Blockingの判定

高圧側つまりの判定には，BlkF	の値による判定が優先

されます。しかしながら，BlkF	のつまり度が不十分な

場合，Ratio	fP1，すなわち	Ref	fP1	に対する	fP1	の平方

根	SQRT	(fP1	/	Ref	fP1)	が，高圧側つまりの判定に使用さ

れます。

Ref	fP1	は定常運転時に取得した高圧側圧力揺動の	2	乗

和平均値で，診断実行時の値（fP1）との比較で基準と

なる値です。

Ratio	fP1	が	Lim	fP1min,	の設定値を下回ると「Pres	1	

Side	Blocking」と判定されます。

一方，Ratio	fP1	が	Lim	fP1max	の設定値を超えると

「Large	Fluct	Pres	1（高圧側圧力揺動値が異常）」と判定

されます。

■ Large Fluctuationの判定

ポンプ・コンプレッサーの起動などにより，プロセス

の状態が急激に変化すると，圧力揺動が急に大きくな

ります。圧力揺動が大きすぎる場合，つまり検出結果

に影響を及ぼします。「Large	Fluct	Pres	2」または「Large	

Fluct	Pres	1」が発生する場合には，導圧管つまり検出

が正しく動作しているか，プロセスの状況を確認する

必要があります。

異常に大きな圧力揺動を検出するための閾値が	Lim	

fP2max	と	Lim	fP1max	に設定されています。これらの

値には，異常に大きな圧力揺動を検出するための十分

な値が設定されていますので，変更する必要はほとん

どありません。

7.3.2.2.2 基準値とつまり検出結果との組合せ

■ Diag Applicable

適切な基準値がすべて測定されることによって，伝送

器は	4	種類のつまり（片側つまり，両側つまり，低圧

側つまり，高圧側つまり）と揺動異常を検出できます。

基準値のいくつかが無効である場合には，検出可能な

つまりの組み合わせは限定されます。利用可能なつま

り検出機能の組合せを下図に示します。

・	 Ref	fDP	は	7.2.2.6	項の表	7.3.2		に示された指定レベ
ルより大きな値である必要があります。十分に大
きな Ref	fDP が得られない場合，つまり検出はでき
ません。

・	つまり検出機能はつまり模擬試験で確認する必要
があります。つまり模擬試験はバルブを使用して
実行します	(7.3.2.2.8	項参照	)。
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［差圧計測］
基準揺動

パラメータ結果
模擬試験 利用可能なつまり検出

Ref	fDP：OK

Ref	fP2：OK

Ref	fP1：OK

Ref	BlkF：OK

→

•	低圧側模擬つまり試験

•	高圧側模擬つまり試験

•	両側模擬つまり試験

è

•	A/B	Blocking	(fDP	と	Ref	fDP	による判定	)*

•	Pres	2	Side	Blocking	(fP2	と	Ref	fP2	による判定	)

•	Pres	1	Side	Blocking	(fP1	と	Ref	fP1	による判定	)

•	Pres	1/Pres	2	Side	Blocking	(BlkF	による判定	)

Ref	fDP：OK

Ref	fP2：OK

Ref	fP1：OK

Ref	BlkF：NG

→

•	低圧側模擬つまり試験

•	高圧側模擬つまり試験

•	両側模擬つまり試験

è

•	A/B	Blocking	(fDP	と	Ref	fDP	による判定	)

•	Pres	2	Side	Blocking	(fP2	と	Ref	fP2	による判定	))

•	Pres	1	Side	Blocking	(fP1	と	Ref	fP1	による判定	)

Ref	fDP：OK

Ref	fP2：NG

Ref	fP1：OK

Ref	BlkF：NG

→ •	高圧側模擬つまり試験 è
•	A	Blocking	(fDP	と	Ref	fDP	による判定	)

•	Pres	1	Side	Blocking	(fP1	と	Ref	fP2	による判定	)

Ref	fDP：OK

Ref	fP2：NG

Ref	fP1：NG

Ref	BlkF：NG

→ •	両側模擬つまり試験 è •	B	Blocking	(fDP	と	Ref	fDP	による判定	)

［圧力計測，液位計測］
基準揺動

パラメータ結果
模擬試験 利用可能なつまり検出

Ref	fDP：OK → •	模擬つまり試験 è •	B	Blocking（fDP	と	Ref	fDP	による判定）
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7.3.2.2.3 操作パラメータ

■ Diag Mode

導圧管つまり検出機能の操作は	3	つのモード（停止，

実行，基準値取得）を	Diag	Mode	パラメータにて指定

することによって行います。

・ 操作パラメータ（Diag Mode）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service
→	Diag	Parameters	→	ILBD	
Parameters	→	Configuration	→	Set	
Diag	Mode（メソッド）

モード 内容
Stop つまり検出操作を停止します。
Calculation つまり検出操作を実行します。

つまり判定結果に基づき，アラームを
発生します。

Reference つまり判定に必要な圧力揺動の基準
データを取得し，最新基準データと
して更新します。基準データ取得後，
Calculation モードに自動的に切り替わ
ります。

つまり検出を開始する場合には Calculation を選択しま

す。

アラームの設定や閾値の変更を行う場合には診断を停

止する必要がありますので Stop を選択します。

圧力揺動の基準値を取得する，あるいはしなおす際に

は Reference を選択します。

DTM オンラインパラメータ Hotkey の ILBD を使用し

て導圧管つまり検出のパラメータ設定をしていると

きは，Diag	Mode	は自動的に	Stop	モードになります。

パラメータ設定が終了すると元のモードに復帰しま

す。

DTM の「機器へダウンロード」を使用して導圧管つ

まり検出（ILBD）のパラメータ設定をしているときは，

Diag	Mode	は自動的に	Stop	モードになります。

■ Diag Period

fDP	や	BlkF	のような値は一定時間内に得られた数百個

の圧力揺動値をもとに，平均化された値です。Diag	

Period	パラメータにはそのサンプリング周期を指定し

ます。

・ サンプリング周期パラメータ（Diag Period）の呼

出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	ILBD	
Parameters	→	Configuration	→	Diag	
Period	→

工場出荷時には	180	秒に設定されています。

サンプリング周期をどのような場合に変更するかにつ

いては，7.3.2.2.10	項を参照ください。

■ Diag Supp Count

Ratio	fDP	や	BlkF	のような値が閾値を数回連続して超え

たことによって，導圧管つまりと判定されます。Diag	

Supp	Count	はその判定回数を定義しています。

・ 判定回数パラメータ（Diag Supp Count）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service
→	Diag	Parameters	→	ILBD	
Parameters	→	Configuration	→	Diag	
Supp	Count	→

Diag	Supp	Count	が	3	回に設定された場合，図 7.3.4 の	

A の時点でつまり検出パラメータ（例	Ratio	fDP）が最

初の	2	回しか閾値を超えていないために，アラームは

発生しません。一方，図	7.3.4	の	B	の時点ではつまり検

出パラメータが	3	回連続して閾値を超えているため，

アラームが発生します。
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BA A A

B BBA

F0716.ai

Diag Supp Count (判定回数：3)

Diag Supp Count (判定回数：3)

Diag Period

Diag Period

上限閾値
(例：Lim fDPmax)

下限閾値
(例：Lim fDPmin)

アラーム発生

アラーム発生

時間

時間

図7.3.4 Diag Supp Countとアラームの関係

判定回数は，すべての異常アラームに対して共通の設

定です。工場出荷時は	3	回に設定されています。

閾値近傍で揺動パラメータの値がふらつく，あるいは

アラームが頻繁に発生するような場合には，つまり検

出の確度があがるように，閾値またはサンプリング周

期の値を変更してください（7.3.2.2.10	項参照）。
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7.3.2.2.4 操作手順

ILBD	の基本操作は以下の手順で行います。

1)	 初期設定

2)	 コンディションの確認

3)	 スタートアップ

4)	 ILBD	の実行

アラームが頻繁に発生する，もしくは	ILBD	実行中にプ

ロセス条件が変化した場合には，アラーム発生条件を

変更するか，基準データを再度取得してください。

また，操作する際は各過程で設定・確認した情報を付

録1の ILBDチェックリストに記入しておいてください。

F0717.ai

NG

1, 2

7

3

4

5, 6

10

1-1) アラートの設定
• つまり検出時に4-20 mAのアナログ出力をどのように取り

扱うかを設定する（Diag Out Optionパラメータを使用）。

2-1) 圧力値の確認
• Presの値が安定していることを確認する。

2-2) 圧力揺動パラメータの確認
• 圧力揺動値がILBDに適用可能であるかを確認する。

1-2) アラームのマスキング
• 通信またはLCD上に表示させるアラームを設定する（Diag 

Optionパラメータを使用）。

3-1) 基準値の取得
• 基準とするために定常運転時の揺動データを取得する。

3-2) 検出能力試験
• バルブを使用してつまり検出の

模擬試験を行う。

チューニング
• 閾値を変更する。
• サンプリング時間を変更する。

基準値の再設定
• プロセス条件に応じて差圧・圧力揺動

値を取得しなおす。

4) ILBDの実行

7.3.2.2.11項参照

7.3.2.2.10項参照

基準値を取得した時と比
較してプロセス条件が大
きく変わっている。

7.3.2.2.9項参照
誤アラームが頻繁に発生する

7.3.2.2.8項参照

7.3.2.2.7項参照

7.3.2.2.6項参照

7.3.2.2.6項参照

7.3.2.2.5項参照

7.3.2.2.5項参照1) 初期設定

2) コンディション
 の確認

3) スタートアップ

チェックシート
番号

OK

つまりアラームの発生

図7.3.5 ILBD操作フロー
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7.3.2.2.5 アラートとアラームの設定

つまり検出やフランジ温度異常（ヒートトレース監視）

のような診断結果は，アナログアラートや	LCD	上のア

ラーム表示で確認することができます。このような結

果を表示・出力させるには以下の手順でアラームやア

ラートの設定する必要があります。

 

F0718.ai

異常結果の格納
(Diag Error) 

アラームのマスキング
(Diag Option) 

ILBD診断範囲外/不正基準値
を除く設定

アナログアラート

Device Status 
More Status Available

Additional Device Status 
(Status group 15,16) 

アラームのLCD
表示

図7.3.6 アラートおよびアラームの設定

■ アラームの内容

ILBD	ならびにヒートトレース監視機能により検出され

た異常結果は	Diag	Error	パラメータに格納され，検出し

たアラーム内容が	Diag	Error	パラメータに表示されま

す。

パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Diag	Parameters	→	Diag	Error

Bit DD/DTM 分類
0 未使用
1 未使用
2 A	Blocking

ILBD

3 Large	Fluct	Pres	2
4 Large	Fluct	Pres	1
5 Pres	2	Side	Blocking
6 Pres	1	Side	Blocking
7 B	Blocking
8 Invalid	Ref	BlkF
9 Invalid	Ref	Pres	1
10 Invalid	Ref	Pres	2
11 Invalid	Ref	DP
12 ILBD	over	Range
13 Flg	Temp	Low	Alarm ヒートトレース

監視機能14 Flg	Temp	High	Alarm
15 未使用

■ ILBD over range

1)	 Lim	DPAvgmax

	 Lim	DPAvgmax パラメータは ILBD において検出可

能な範囲の上限値を示します。ILBD	を停止してい

る（Diag	Mode	パラメータにて	Stop	を設定してい

る）時に値を変更することができます。

	 DPAvg は伝送器の最大測定スパンを 1 とみなした

時の測定差圧の平均値を比で示したものです。

	 DPAvg が上限の閾値を超えると，“ILBD	over	Range”

のアラームが発生し，ILBD 検出動作が不可能にな

ります。

2)	 Lim	DPAvgmin

	 Lim	DPAvgmin	パラメータは ILBD において検出可

能な範囲の下限値を示します。ILBD を停止してい

る（Diag	Mode パラメータにて Stop を設定してい

る）時に値を変更することができます。

	 DPAvg が下限の閾値を超えると，“ILBD	over	Range”

のアラームが発生し，ILBD 検出動作が不可能にな

ります。

<	例	>

最大測定スパンが	100kPa	である伝送器によって測定可

能な範囲が，-80kPa	～	80kPa	であった場合，その検出

上下限値は以下のように設定されます。

・	 Lim	DPAvgmax：0.80

・	 Lim	DPAvgmin：-0.80

1.000

0.000

0.80

-0.80

-1.000

検出可能範囲

DPAvg

ILBD over Range 

ILBD over Range
F0719.ai
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●	Invalid	Ref	BlkF,	Pres	1,	Pres2,	or	DP

このアラームは正常なプロセス状態で取得した基準値

が無効であることを示します。Ref	BlkF の値が基準値と

して無効である時，BlkF	の検出アルゴリズムを除いた，

つまり検出のみが実行されます。BlkF のアルゴリズム

を使用したつまり検出を必要とする場合には，再度	Ref	

BlkF	を取得してください。

また，Ref	DPAvg	の値が	Lim	DPAvgmin	の閾値を下回

る，あるいは	Lim	DPAvgmax	の閾値を超える場合には，

すべての基準値が無効になりますので，すべての基準

値に関するアラーム（Invalid	Ref	DP，Invalid	Ref	Pres	2，

Invalid	Ref	Pres	1，Invalid	Ref	BlkF）が発生します。

■ アラームのマスキング

●	Diag	Option

アナログアラートや LCD 表示にどのアラームを反映さ

せるかは，Diag	Option パラメータによって選択します。

・ Diag Optionパラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Diag	Parameters	→	Diag	Option	
→

Diag	Option	パラメータの各	Bit	は	Diag	Error	パラメータ

の	Bit	と 1 対 1 で対応しています。

工場出荷時には，以下のアラームが発生するように設

定されています（16	進数表示：0x08f8）。

Bit DD /DTM
3 Large	Fluct	Pres	2
4 Large	Fluct	Pres	1
5 Pres	2	Side	Blocking
6 Pres	1	Side	Blocking
7 B	Blocking
11 Invalid	Ref	DP

アラームをアナログアラートや LCD 表示に反映させる

には，以下手順に従って行ってください。

1)	 Diag	Mode	パラメータに	Stop	を設定する。

2)	 選択可能な	Bit	2	～	14	のアラームの中より，必要な

各アラームのチェックボックスをチェックする。

■ アナログアラートの設定

●	Diag	Out	Option

導圧管つまり異常または高温 / 低温フランジ温度異常が

発生した場合，設定に応じて 4-20mA のアナログ出力

をシフトさせることができます。

・ Diag Out Optionパラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Diag	Parameters	→	Diag	Output	
→	Diag	Out	Option	→

モード 機能

Off
PV の測定を保持し，アラーム発生を出
力に反映しない。

Burnout

アラームが発生した際，AO	upper	limit
パラメータまたは AO	lower	limit	パラ
メータに設定された値にアナログ出
力が振り切れる。振り切れる方向は
Burnout	switch の設定に従う。

Fall	back

アラームが発生した際，特定の値に出
力を保持する。シフトする値は Diag	
Fixed	Out	Val パラメータによって指定
できる。

●	Diag	Fixed	Out	Val

Diag	Output	Option	パラメータに「Fall	back」を選択し

た際に使用します。

アラームが発生した際，このパラメータに指定した値

にて出力が保持される。値は	3.8	～	21.6	mA	の範囲内で

入力することができます。

・ Diag Fixed Out Valパラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/Service	
→	Diag	Parameters	→	Diag	Output	
→	Diag	Fixed	Out	Val
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■ アラームのLCD表示

ILBD	が異常を検出した時，検出結果の内容をアラーム

番号（AL.88	または	AL.89）とともに	LCD	に表示します。

AL.88	は異常検出に適用できないコンディションである

ことを示し，AL.89	は異常が検出されたことを示します。

F0720.ai

図7.3.7 Pres 1 Side Blockingの表示例

LCD 上に表示されるアドバンス診断関連のアラーム表

示内容は表 8.3 を参照ください。

「Invalid	Ref	xx」および「ILBD	over	Range」のアラーム

はアナログアラートおよびステータス接点出力に反映

されません。

7.3.2.2.6 コンディションの確認

伝送器が設置された後に	DP	の値が正常運転状態で安定

し，つまり検出可能な十分な圧力揺動であることを確

認します。

■ 圧力値の安定

正常運転条件で	10	分間，DP	値の変動を監視し，DP 値

の変化量が	10%	未満であることを確認します。

・ DPパラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Process	
variables	→	View	device	vars	→	DP

DP	値の変化量が 10%	以上である場合，統計処理される

圧力揺動の値に誤差を生じるので，つまり検出は不可

能となります。プロセス条件を見直してください。

■ 圧力揺動の値

・	 流体の圧力揺動が小さい場合，つまり検出は正しく

行われません。

・	 タンクのレベル計測，圧力計測の場合，また流体が

ガスの場合などは圧力揺動が小さいことがありま

す。

fDP，fP2，fP1，BlkF	の値それぞれが下表に示す条件を

満たしているかどうかを確認します。

・ 圧力揺動パラメータ（fDP/fP2/fP1）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	
ILBD	parameters	→	Status	→	Fluct	
Variables	→	fDP/fP2/fP1

・ つまり度パラメータ（BlkF）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	
ILBD	parameters	→	Status	→	Diag	
Variables	→	BlkF

表7.3.3  つまり検出に要求される圧力揺動パラメータの値

パラメータ 条件
fDP 7 × 10-10	以上
fP2 1 × 10-10	以上
fP1 1 × 10-10	以上
BlkF － 0.5 ～ 0.5

●	fDP	が十分でない。

fDP	が条件を満足していない場合は，すべてのつまり検

出アルゴリズムが実行されません。

●	fDP	のみが条件を満たす。

fP2	and	fP1	が条件を満たさない場合は，「A	Blocking」

または「B	Blocking」のみが検出できます。

●	fDP	と	fP1	が条件を満たす。

fP1	が条件を満たさない場合は，「Pres	1	Side	Blocking」

と「Large	Fluct	Pres	1」が検出できません。

●	fDP	と	fP2	が条件を満たす。

fP2	が条件を満たさない場合は，「Pres	2	Side	Blocking」

と「Large	Fluct	Pres	2」が検出できません。

●	fDP，fP2，fP1	が条件を満たす。

BlkF	が条件を満たさなくても，すべての	ILBD	結果が検

出できます。
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7.3.2.2.7 基準値の取得

導圧管がつまると，圧力揺動の値が減少します。その

ために，減衰率の基準となる圧力揺動値が必要となり

ます。

•	 基準値の取得時にすでにつまりが進行している場

合，つまりを正しく検出することができません。基

準値を取得する前に導圧管をクリーニングしてくだ

さい。

•	 導圧管内に液体が満たされる場合は気泡等が入って

いないことを確認してください。

•	 基準値の取得は定常運転条件で行ってください。

■ サンプリングの開始

基準値の取得は	Diag	Period	パラメータに初期設定され

た	180	秒間で行われます。

1)	 サンプリング周期	(Diag	Period	パラメータ）が 180	

秒に設定されていることを確認します。

2)	 Diag	Mode	パラメータに	Reference	を設定します

（設定後，すぐに基準値の取得を開始します）。

•	 	ILBD	検出パラメータに対してそれぞれ１つの基準

値データが得られます。Diag	Mode	パラメータを再

度 Reference	に設定した場合，新しい基準値の取得

が開始され，以前の基準値に上書きされます。

•	 Diag	Mode	パラメータが	Reference	に設定されてい

る時に伝送器の電源が	OFF	になった場合，電源復

帰後，ILBD	は停止状態になっています（Diag	Mode

パラメータが	Stop	になっています）。Diag	Mode	に

Reference	を設定して再度，基準値を取得してくだ

さい。

■ サンプリングの終了

180	秒後，基準値の取得は自動的に終了し，Diag	Mode

パラメータの設定も	Reference	から	Calculation	に自動

的に切り替わります。

Diag	Mode	パラメータが	Calculation	に切り替わってい

ることにより，サンプリングの終了を確認してくださ

い。

■ 基準値の確認

以下のパラメータに最新の基準値が格納されます。

・	 Ref	fDP

・	 Ref	fP2

・	 Ref	fP1

・	 Ref	BlkF

・	 Ref	DPAvg

・ パラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	
ILBD	parameters	→	Status	→	Diag	
Reference	→	Ref	fDP/Ref	fP2/Ref	fP1/
Ref	BlkF/Ref	DPAvg

サンプリング終了後，値が更新されていることを確認

してください。

■ 基準値不正の確認

基準となる圧力揺動値が取得できなかった場合，それ

ぞれの圧力揺動パラメータに関して基準値が無効であ

るアラームが発生し，ILBD	は一部実行されません。

Diag	Error	パラメータに基準値が無効であるアラーム

（Invalid	Ref	xx）が表示されていないことを確認してく

ださい。

基準値が無効であるアラームが発生している場合，プ

ロセス条件を再度見直し，基準値の取得を再度実行し

てください。

基準値が無効であるアラームが発生した場合でも，

Diag	Mode	パラメータの設定は	Calculation	になって

いますが，ILBD	は実行されません。
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7.3.2.2.8  つまり検出動作能力の確認

実際の	ILBD	運転を実行する前に，バルブを使用してつ

まり検出能力を確認します。

バルブを閉じて模擬的につまりを発生させた時にア

ラームが発生することを確認します。

圧力計測や液位計測において片側が大気開放状態とな

り圧力揺動がほとんどない場合，揺動が発生する片側

（高圧側または低圧側）のバルブを閉めることによっ

て，つまり検出の模擬試験を行ってください。

■ 高圧側つまりの模擬試験

1)	 高圧側のバルブを閉じます。

2)	 Pres1 の値が大きく変化していないことを確認しま

す。値が変化する場合は，バルブを完全に閉じて

いる状態から，少し開きます。

3)	 Diag	Mode	パラメータに	Calculation	を設定し，

ILBD	の動作を実行させます。

4)	 Diag	Period	パラメータと	Diag	Supp	Count	パラ

メータからなる時間が経過した後，Diag	Error	パラ

メータに「Pres	1	Side	Blocking」が表示されること

を確認します。

5)	 アラームの発生に伴い，アナログ出力がシフトす

るように設定している場合は，出力の挙動も確認

します。

6)	 バルブを全開し，アラームが消えることを確認し

ます。

■ 低圧側つまりの模擬試験

1)	 低圧側のバルブを閉じます。

2)	 Pres2 の値が大きく変化していないことを確認しま

す。値が変化する場合は，バルブを完全に閉じて

いる状態から，少し開きます。

3)	 Diag	Mode	パラメータに	Calculation	を設定し，

ILBD	動作を実行させます。

4)	 Diag	Period	パラメータと	Diag	Supp	Count	パラ

メータからなる時間が経過した後，Diag	Error	パラ

メータに「Pres	2	Side	Blocking」が表示されること

を確認します。

5)	 アラームの発生に伴い，アナログ出力がシフトす

るように設定している場合は，出力の挙動も確認

します。

6)	 バルブを全開し，アラームが消えることを確認し

ます。

■ 両側つまりの模擬試験

1)	 すべてのバルブを閉じます。

2)	 DPの値が大きく変化していないことを確認します。

値が変化する場合は，バルブを完全に閉じている

状態から，少し開きます。

3)	 Diag	Mode パラメータに	Calculation を設定し，

ILBD	動作を実行させます。

4)	 Diag	PeriodパラメータとDiag	Supp	Countパラメー

タからなる時間が経過した後，Diag	Error パラメー

タに「Pres	1	Side	Blocking」,「Pres	2	Side	Blocking」

が表示されることを確認します。

5)	 アラームの発生に伴い，アナログ出力がシフトす

るように設定している場合は，出力の挙動も確認

します。

6)	 バルブを全開し，アラームが消えることを確認し

ます。

7.3.2.2.9 ILBDの実行

コンディションの確認およびつまり検出能力の確認が

完了した上で，実際のつまり検出運転を開始します。

1)	 サンプリング周期（Diag	Period パラメータ）の値

を確認します。

2)	 圧力揺動パラメータが閾値を何回連続して超えた

時に導圧管つまりと判定するかの設定（Diag	Supp	

Count	パラメータ）を確認します。工場出荷時は	3	

回に設定されています。

3)	 Diag	Mode パラメータに	Calculation を設定し，

ILBD の動作を実行させます。

	 基準値が取得できていない場合は	Diag	Mode	パラ

メータをReferenceに設定します。基準値の取得後，

自動的に	ILBD の運転に切り替わります

	 （同時に Diag	Mode	パラメータも Calculation に切

り替わります）。
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7.3.2.2.10 チューニング

十分な大きさの圧力揺動が検出できない場合やアラー

ムが頻繁に発生する場合には，つまり判定用の閾値を

変更する，あるいはサンプリング周期を変更すること

によって，つまり検出の確度をあげるよう調整します。

調整を行う際には，Diag	Mode	パラメータに	Stop	を設

定しておく必要があります。

■ 閾値の調整

以下に，モノクロのバーによる調整効果のイメージを

示します。

F0721.ai

0-1 1

下限閾値 上限閾値

(4) Lim BlkFmin (4) Lim BlkFmax

0 1 3

下限閾値 上限閾値

(1) Lim fDPmin
(2) Lim fP2min
(3) Lim fP1min

(1) Lim fDPmax
(2) Lim fP2max
(3) Lim fP1max

a) Ratio fDP…(1)，Ratio fP2…(2)，Ratio fP1…(3)

b) SQRT (BlkF/Ref BlkF)…（4）

図7.3.8 閾値の調整イメージ

●	閾値を図中白色の方向に変更する

・	 導圧管つまり以外の外乱（流体条件変化，環境変化）

の影響により誤ったアラームを発生してしまう可

能性があります。

●	閾値を図中黒色の方向に変更する

・	 外乱の影響をより受けない方向で導圧管つまり検

出が可能になります。

・	 つまりが進行した状態でアラームを発生すること

になります。

・ 閾値関係パラメータの呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	ILBD	
parameters	→	Configuration	→	Diag	
Lim	→	

工場出荷時，それぞれの閾値は表	7.3.2 に示された値に

設定されています。

閾値の変更は，上記の効果を考慮して以下手順で行っ

てください。

1)		Set	Diag	Mode	パラメータを	Stop	に設定する。

2)		Diag	Lim	パラメータの値をそれぞれ変更する。

Limit パラメータ

パラメータ Threshold value
Lim	fDPmax Ratio	fDP によって「A	Blocking」を検出

するための閾値
Lim	fDPmin Ratio	fDP によって「B	Blocking」を検出

するための閾値
Lim	fP1max Ratio	fP1 によって「Large	Fluct	Pres	1」

を検出するための閾値
Lim	fP1min Ratio	fP1 によって「Pres	1	Side	

Blocking」を検出するための閾値
Lim	fP2max Ratio	fP2 によって「Large	Fluct	Pres	2」

を検出するための閾値
Lim	fP2min Ratio	fP2 によって「Pres	2	Side	

Blocking」を検出するための閾値
Lim	BlkFmax BlkF によって「Pres	1	Side	Blocking」を

検出するための閾値
Lim	BlkFmin BlkF によって「Pres	2	Side	Blocking」を

検出するための閾値
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■ サンプリング周期の調整

閾値近傍で圧力揺動パラメータの値がふらつくと，ア

ラームが頻繁に発生してしまいます。そのような場合

には，サンプリング周期の値をより長い時間に変更し，

つまり検出の確度をあげるよう調整します。

サンプリング周期の変更は，以下手順で行ってくださ

い。

1)	 Diag	Mode	パラメータに Stop	を設定する。

2)	 20	～	65535（秒）の範囲で Diag	Period	パラメータ

に値を入力する。

併せて，Diag	Supp	Count	パラメータにおいて，アラー

ムを発生させる条件としての判定回数を増やすことで，

つまり検出の確度をあげる可能性があります。

■ ILBD 検出範囲の設定

DPAvg	が	DPAvgmax	を超える，あるいは	DPAvgmin の

閾値を下回る時，伝送器は「ILBD	over	Range」のアラー

ムを発生します。

流量あるいは差圧が Lim	DPAvgmin	の初期設定閾値を

下回る場合，つまり検出に十分な圧力揺動が検出でき

ず，つまりとは関係ない誤ったアラームが発生する可

能性があります。

このような誤ったアラームの発生を抑止するには，閾

値を大きな値に変更します。

1)	 Diag	Mode	パラメータを	Stop	に設定する。

2)	 Lim	DPAvgmin	または	Lim	DPAvgmax	の値を変更す

る。

・ 閾値（Lim DPAvgmin/Lim DPAvgmax）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	ILBD	
parameters	→	Configuration	→	Diag	
Lim	→

■ Ratio fDPの補正

流量変化が大きすぎる，あるいは小さすぎるようなプ

ロセス条件である場合，つまりとは関係ない誤ったア

ラームが発生する可能性があります。このような場合，

圧力揺動パラメータ	Ratio	fDP	に補正を掛けることに

よって，誤ったアラームの発生を抑止することができ

ます。

Diag	DPComp	パラメータにて	Compensation	を選択し

た場合，下式に基づいた補正により，つまり検出処理

が可能な圧力揺動パラメータ	CRatio	fDP	に置き換え，

値を監視することができます。

CRatio fDP =　fDP / Ref fDP × Ref DPAvg / DPAvg

補正が必要ない場合は，Diag	DPComp	パラメータにて

Non-compensation	を選択します。この場合，監視用に

は	Ratio	fDP	は	NRatio	fDP	として取り扱われます。

・ 差圧圧力揺動パラメータ（CRatio fDP/NRatio 

fDP）の呼出し
パラメータの
呼出し

【ルートメニュー】→	Diag/
Service	→	Diag	Parameters	→	
ILBD	parameters	→	Status	→	Diag	
Vriables	→	CRatio	fDP/NRatio	fDP
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7.3.2.2.11 基準値の再設定

プラント運転時に流量を大幅に変化させる場合，あるいは流体を変更する場合には基準値を再取得してください。流

量の変化については，基準値設定時点の流量に対して，±	25%	の範囲以上に流量が変化する場合に，基準値を再び取

得してください。

基準値を再設定するときには，導圧管のつまりのパージ処理を極力行うようにしてください。

7.3.2.2.12 ILBD パラメータリスト

# パラメータ名称 出荷時
デフォルト値 説明

1 Diag	Error 0x0000 ILBD およびヒートトレース監視機能の検出結果がこのパラメータに格納
されます。診断過程での検出条件の異常も，エラーとして格納されます。

2 Diag	Option 0x08f8 LCD や出力信号に反映させるエラーメッセージ，Status をこのパラメー
タで選択します。各 bit に割り付けられたエラーは Diag	Error	の	bit と同
期しています。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，選択可能。

3 Diag	Out	Option Off エラー状態を	4-20	mA	のアナログ信号に出力させることができます。	
出力方式として，Off，Burnout，Fall	back	の	3	つがあります。

4 Diag	Fixed	Out	Val 21.6	mA Diag	Out	option	で	Fall	back	機能用のパラメータ。	
アラーム発生時に出力する，4-20	mA	アナログ信号の出力値を指定しま
す。3.8	～	21.6	mA	の範囲で指定できます。

5 Diag	Mode Stop ILBD	の操作モードを設定する。	
Stop：つまり検出を停止する。	
Calculation：つまり検出を実行する。		
検出結果に基づき，アラームを発生する。	
Reference：最新のつまり検出用データを基準値として設定する。	
基準値が更新されると，Calculation	モードに自動移行する。

6 Diag	Period 180	(sec) ILBD	用データのサンプリング周期を	20	～	65535	秒の間で設定します。	
プロセス揺動値が不安定な場合，サンプリング周期を増やすと診断の確
度が良くなる場合があります。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。

7 Diag	Supp	Count 3 アラーム発生の判定回数
8 Diag	Description メモ欄。英数	32	文字以内で入力。
9 fDP 差圧揺動の	2	乗和平均値
10 fDP	Status fDP	のステータス
11 fP2 モジュール２側圧力揺動の	2	乗和平均値
12 fP2	Status fP2	のステータス
13 fP1 モジュール 1 側圧力揺動の	2	乗和平均値
14 fP1	Status fP1	のステータス
15 BlkF モジュール 1 側とモジュール 2 側の圧力揺動値を比較して得られる	

片側つまり度合いを示す値
16 BlkF	Status BlkF	のステータス
17 DPAvg 最大スパンに対して測定差圧の比を平均化した値
18 DPAvg	Status DPAvg	のステータス
19 Ratio	fDP 差圧揺動	RMS	比較値	

導圧管のつまりが片側か両側かの判定に使用される
20 Ratio	fDP	Status Ratio	fDP	のステータス
21 Ratio	fP2 モジュール 2 側圧力揺動	RMS	比較値	

モジュール 2 側導圧管のつまりの判定に使用される
22 Ratio	fP2	Status Ratio	fP2	のステータス
23 Ratio	fP1 モジュール 1 側圧力揺動	RMS	比較値	

モジュール 1 側導圧管のつまりの判定に使用される
24 Ratio	fP1	Status Ratio	fP1	のステータス
25 Ref	fDP 定常運転時に得られた，つまり検出の基準となる	fDP	の値
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# パラメータ名称 出荷時
デフォルト値 説明

26 Ref	fDP	Status Ref	fDP	のステータス
27 Ref	fP2 定常運転時に得られた，つまり検出の基準となる	fP2	の値
28 Ref	fP2	Status Ref	fP2	のステータス
29 Ref	fP1 定常運転時に得られた，つまり検出の基準となる	fP1	の値
30 Ref	fP1	Status Ref	fP1	のステータス
31 Ref	BlkF 定常運転時に得られた，つまり検出の基準となる	BlkF	の値
32 Ref	BlkF	Status Ref	BlkF	のステータス
33 Ref	DPAvg 定常運転時に得られた	DPavg	の値
34 Ref	DPAvg	Status DP	Avg	のステータス
35 Lim	fDPmax 表	4.2	参照 導圧管つまり検出に用いる差圧揺動（Ratio	fDP）の上限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
36 Lim	fDPmin 導圧管つまり検出に用いる差圧揺動（Ratio	fDP）の下限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
37 Lim	fP2max 導圧管つまり検出に用いるモジュール 2 側圧力揺動（Ratio	fP2）の上限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
38 Lim	fP2min 導圧管つまり検出に用いるモジュール 2 側圧力揺動（Ratio	fP2）の下限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
39 Lim	fP1max 導圧管つまり検出に用いるモジュール 1 側圧力揺動（Ratio	fP1）の上限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
40 Lim	fP1min 導圧管つまり検出に用いるモジュール 1 側圧力揺動（Ratio	fP1）の下限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
41 Lim	BlkFmax 導圧管つまり検出に用いる片側つまり度合い（BlkF）の上限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
42 Lim	BlkFmin 導圧管つまり検出に用いる片側つまり度合い（BlkF）の下限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
43 Lim	DPAvgmax DPAvg	の上限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
44 Lim	DPAvgmin DPAvg	の下限値。	

Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。
45 Ref	Lim	fDPmin 7.0E-10 基準値測定で得られた差圧揺動	2	乗和平均（Ref	fDP）の下限値。	

導圧管つまり検出用基準値としての適用可否を判断する。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。

46 Ref	Lim	fPmin 1.0E-09 基準値測定で得られた圧力揺動	2	乗和平均（Ref	fP2，fP1）の下限値。	
導圧管つまり検出用基準値としての適用可否を判断する。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。

47 Ref	Lim	BlkFmax 0.5 基準値測定で得られた	F	値（Ref	BlkF）の上限値。	
導圧管つまり検出用基準値としての適用可否を判断する。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，入力可能。

48 Status	group	15 プロセスに関する	Device	status	情報
49 Status	group	16 プロセスに関する	Device	status	情報
50 CRatio	fDP 流量変動が非常に大きいまたは小さい場合に，Ratio	fDP	をモニタリング

をしやすくするために	fDP	を補正した値。	
Sqrt	(fDP	/	Ref	fDP)	X	｜	(Ref	DPAvg	/	DPAvg)	｜	Diag	DP	Comp	にて補正	

（Compensation）が選択されている必要がある。
51 CRatio	fDP	Status CRatio	fDP	のステータス
52 NRatio	fDP Diag	DP	Comp	にて補正なし（Non-compensation）が選択された場合，

fDP の値を参照値	NfDP	として用いる。	
NRatio	fDP	=	Sqrt	(fDP	/	Ref	fDP)

53 NRatio	fDP	Status NRatio	fDP	のステータス
54 Diag	DPComp Compensation 流量補正フラグ。	

Ratio	fDP	を	CRatio	fDP	または	NRatio	fDP で参照するかを設定する。
55 Diag	Applicable 基準値を取得後，検出可能なつまり・揺動異常の状態を表示する。
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7.3.2.3 ヒートトレース監視機能

ヒートトレース監視機能は，モジュール１側伝送器に

搭載されたカプセル温度・アンプ温度から近似的にフ

ランジ温度を算出し，あらかじめ設定した温度の閾値

を超えた場合に異常としてアラームを発生させます。

フランジ温度は，以下のパラメータと計算式により算

出されます。

[ パラメータ ]

パラメータ名称 説明
Temp	1	(CT) モジュール 1 側カプセル温度

（伝送器の温度センサによる実
測値）

Amp	temp	(AT) アンプ温度（伝送器の温度セン
サによる実測値）

Flg	temp	(FT) フランジ温度（算出値）
Flg	temp	coef	(Cf) フランジ温度係数
Flg	temp	Hi	alert	val 高温異常検出用閾値
Flg	temp	Lo	alert	val 低温異常検出用閾値

[ 計算式 ]

Flg	temp	(FT)	=	CT	＋	Cf	×	(CT － AT)

フランジ温度は導圧管，モジュール１側伝送器のカプ

セル部（受圧部）が電気ヒータまたはスチームで加熱・

保温された状態であることを想定した計算式により求

めています。常温以下の場合はアンプ温度がカプセル

温度より高くなるので，若干の誤差	(3	～	4℃程度	)	が

生じます。

アンプ温度

カプセル温度

Amp temp

Temp1

Flg Temp Coef

Flg temp

ヒートトレース
監視機能の実行

CT+Cf×(CT-AT) 

フランジ温度
計算

Temp1

Flg temp

Diag Error

LCD表示

Response Code
(Device Status)
Status Group 15

4-20mA DC
(Analog Output)

Amp temp

センサ信号センサ Process Value 計算

アラームの
マスキング

フランジ温度異常結果

アラーム

フランジ温度異常結果

F0722.ai

図7.3.9 ヒートトレース監視機能のブロック図
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7.3.2.3.1 Flg temp coef の設定

以下の手順で算出した値を	Flg	temp	coef	に設定します。

・	 フランジ温度の計算精度を高めるために温度セン

サなどによりフランジの温度を実測します。

・	 伝送器で測定されたカプセル温度，アンプ温度そ

れぞれの値を取得します。

・	 フランジ温度の実測値と上記計算により得られた

比を用いて次式より	Flg	Temp	Coef	を算出します。

 (フランジ温度の実測値) - CT
CT - AT

=Flg Temp Coef (Cf)

DTM の場合 Tuning 機能を使用することで Flg	temp	

coef	を設定することができます。

フランジ温度の実測値を入力することにより伝送器で

測定されたカプセル温度，アンプ温度から	Flg	temp	

coef を算出します。

・ Tuningの呼出し
Hotkey	→	ILBD	→	Advanced	Diag	Configuration	→
Heat	Trace	→	Tuning

7.3.2.3.2 アラームの発生

フランジ温度があらかじめ設定した測定範囲より外れ

た場合，アラートやアラームを発生させることができ

ます。

アラートやアラームの設定方法は	4.2.2.5	項を参照くだ

さい。

測定範囲は上限値（Flg	temp	Hi	alert	val）および下限値

（Flg	temp	Lo	alert	val）を指定することによって設定さ

れます。－	50	～	130℃の範囲内で設定することができ

ます。

フランジ温度
（Flg temp）

F0723.ai
時間

低温異常アラームの発生

高温異常アラームの発生

Flg temp Hi alert

Flg temp Lo alert
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7.3.2.3.3 ヒートトレース監視機能に関するパラメータ一覧

# パラメータ名称 出荷時
デフォルト値 説明

1 Diag	Error 0x0000
ILBD	およびヒートトレース監視機能の検出結果がこのパラメー
タに格納されます。診断過程での検出条件の異常も，エラーとし
て格納されます。

2 Diag	Option 0x08f8

LCD	や出力信号に反映させるエラーメッセージ，Status	をこの
パラメータで選択します。各	bit	に割り付けられたエラーは	Diag	
Error	の	bit	と同期しています。	
Diag	Mode	が	Stop	のとき，選択可能。

3 Diag	Out	Option Off
エラー状態を	4-20	mA	のアナログ信号に出力させることができ
ます。出力方式として，Off，Burnout，Fall	back	の	3	つがあります。

4 Diag	Fixed	Out	Val 21.6	mA

Diag	Out	option	で	Fall	back	機能用のパラメータ。	
アラーム発生時に出力する，4-20mA	アナログ信号の出力値を指
定します。	
3.8	～	21.6	mA	の範囲で指定できます。

5 Temp	1 カプセル温度測定値
6 Amp	temp アンプ温度測定値
7 Flg	temp (*1) フランジ温度計算値

8 Flg	temp	coef 0
フランジ温度算出用係数	(Cf：	Rt1/Rt2)
		Rt1：フランジ，カプセル間の熱抵抗
		Rt2：フランジ，アンプ間の熱抵抗

9 Flg	temp	Hi	alart	val	 120	degC フランジ温度の上限値
10 Flg	temp	Lo	alart	val －	40	degC フランジ温度の下限値

（*1）：工場出荷時には Flg	temp	coef が 0 に設定されていますので，フランジ温度はカプセル温度と同じ温度を示します。
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8. 保守

8.1 概要

・	 伝送器受圧部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

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。

8.2 校正用機器の選定

表	8.1 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 8.1 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。］
圧力発生器
・	7674 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
［負圧レンジの時は真空ポンプをご用意ください。］
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8.3 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。

①	 図 8.1 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。

1.	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。また，高圧側と低圧側の位

置を同じ高さにします。

2.	測定レンジの	0%	が	0kPa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，差圧計の場合は，低圧

側に基準圧力を加えます。（高圧側は大気開放）圧

力計の場合は，真空ポンプを用い，負圧の基準圧力

を加えます。

P

P

V

基準圧力

負荷抵抗, 250Ω

MT220形圧力計

低圧側伝送器
（セカンダリー）

Rc R
負荷調整抵抗

100Ω
デジタル
電圧計

電源
E

7674形
圧力発生器

圧力源

供給圧

圧力発生器を
使用した場合

圧力源と圧力計を
組み合わせた場合

高圧側伝送器
（プライマリー）

PC/FieldMate

F0801.ai

図8.1 各機器の接続

②	 測定レンジの 0，50，100% 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。

（注）	 出力モードが「開平」の場合は，測定レンジの 0，6.25，
25，56.25，100% に相当する基準圧力を本器に加えます。
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8.4 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。

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）

F0802.ai

図8.2　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 8.2 に本器の分解・組立作業に必要な工具を示します。

表8.2 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 2.5,	3,	4		各 1 本
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

8.4.1 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 8.3 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。

■ 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。

カプセル
接続ケーブル

高圧側伝送器（プライマリー）

低圧側伝送器（セカンダリー）

設定スイッチ

DRSケーブル
接続口

内蔵指示計

取付ねじ

アンプ部カバー

ゼロ調ねじ

電源接続口

ゼロ調ねじの
ピン

手前に
倒す

出力端子ケーブル

DRS出力ケーブル

F0803.ai

CPUア
センブリ

CPUアセンブリ

DRS
ケーブル続口

アンプ部カバー

出力端子
ケーブル

カプセル
接続ケーブル

図8.3 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
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8.4.2 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 8.3 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，8.4.1 項を参照して取りはずします。

②	 ゼロ調ねじのピンが図 8.3 のような位置になるよう

に合わせます。

③	 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。

④	 CPU アセンブリをまっすぐに取り出します。

⑤	 出力端子のケーブル ( 高圧側伝送器：先端に茶色の

コネクタ付き，低圧側伝送器：先端に白色のコネ

クタ付き）をはずします。その際，高圧側伝送器

はコネクタロックがありますので，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 8.3 左上図参	照）

⑥	 DRS 出力ケーブル（先端に白色のコネクタが付い

ているケーブル）を外します。DRS 出力ケーブル

は高圧側伝送器にのみあります。

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		 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。

③	 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。

④		 2	本のボスを締めます。内蔵指示計付きの場合は

8.4.1	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。

⑤	 DRS 出力ケーブル（先端に白色のコネクタが付い

ているケーブル）を接続します。DRS 出力ケーブ

ルは高圧側伝送器にのみあります。

⑥	 カバーを取付けます。

8.4.3 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。
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①		 8.4.2	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 8.4	参照）

③		 伝送部と受圧部を分離します。

④		 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		 受圧部に伝送部を取付けます。

②		 ストッパを止めねじで締付けて固定します。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）

③		 8.4.2	項に従って CPU	アセンブリを取付けます。

④		 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。

伝送部

受圧部

六角穴付き
止めねじ

ストッパ

ストッパ
止めねじ

F0804.ai

図8.4  受圧部の取付けおよび取りはずし

8.5 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。

8.5.1 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，

8.5.3	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

プロセス値
の異常か

測定系の問題個所

チェック・検討修正

受信計器調査

伝送器チェック

測定系に異常あり

YES

NO

NO

YES

環境条件

使用条件

伝送器

チェック・検討修正

受信計器異常

F0805.ai

プロセス系調査
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8.5.2 故障探索フローの事例

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

YES

NO

YES

HART 通信ツールを接続し，自己診断を確認する。

自己診断で異常箇所を
発見できたか

外部配線の
電源の極性は正しいか

DRS ケーブルの
接続は正しいか

電源電圧および
負荷抵抗は正しいか

ループに断線はないか，
ループ番号はあっているか

当社サービス員にご相談ください。

断線，誤配線箇所を正しくする。

5.3 項を参照して電源～端子箱間の
極性を調べ正しくする。

4.3 項を参照して DRS ケーブルの
接続を調べ正しくする。

5.6 項を参照して既定の電圧および
負荷抵抗にする。

8.5.3 項エラーメッセージ一覧を
参照して対応をとる。

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が全く一致しない。

F0806.ai

YES

NO

NO

YES

NO

YES

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

F0807.ai

HART 通信ツールを接続し，自己診断を確認する。

自己診断で異常箇所を
発見できたか

外部配線の
電源の極性は正しいか

DRS ケーブルの
接続は正しいか

正しくプロセスに
接続されているか

当社サービス員にご相談ください。

調整する。

5.3 項を参照して電源～端子箱間の
極性を調べ正しくする。

4.3 項を参照して DRS ケーブルの
接続を調べ正しくする。

圧力もれの箇所はないか

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。

データプレートに記載されている測定
範囲内で使用する。

8.5.3 項エラーメッセージ一覧を
参照して対応をとる。

0% あるいは 100% 側に振り切れている。

プロセス圧は適当か

ゼロ点は正しく
調整されているか

正しく接続する。
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YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

F0808.ai

外部からのノイズが
含まれている

8.3 項を参照して校正機器を選別する。

4.1 項を参照して正しく取付けを行う。

HART 通信ツールを接続し，自己診断を確認する。

自己診断で異常箇所を
発見できたか

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

導圧管もしくは
ダイアフラムシール部の

取付けは正しいか

当社サービス員にご相談ください。

調整する。

5.6 項を参照して既定の電圧および
負荷抵抗にする。

接地を完全にする。シールド線を使用
するなどノイズ対策をする。

断熱，保温を施したり，風通しを良く
するなどの対策を行う。

8.5.3 項エラーメッセージ一覧を
参照して対応をとる。

出力誤差が大きい。

校正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
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8.5.3  異常内容と対策

表8.3 エラーメッセージ一覧

内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.	01	
CAP1.ER

F Pres	1	Sensor	
Failure	(AL-01)

モジュール 1 側圧力セ
ンサの異常です。(AL-01)

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
設定についていは
7.2.3.12	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。

0

H
ar
dw

ar
e	
Fa

ilu
re

Temp	1	Sensor	
Failure	(AL-01)

モジュール 1 側カプセ
ル温度センサの異常で
す。(AL-01)

モジュール 1 側のカ
プセルを交換してく
ださい。

Cap	1	EEPROM	
Failure	(AL-01)

モジュール 1 側カプセ
ル EEPROM メモリの異
常です。(AL-01)

AL.	02	
AMP1.ER

F Amp	T	Sensor	
Failure	(AL-02)

モジュール 1 側アンプ
温度センサの異常です。
(AL-02)

モジュール 1 側のア
ンプを交換してくだ
さい。

Amp	1	EEPROM	
Failure	(AL-02)

モジュール 1 側アンプ
EEPROM メモリの異常
です。(AL-02)

CPU	1	Board	
Failure	(AL-02)

モジュール 1 側 CPU
ボードの異常です。
(AL-02)

1

AL.03		
CAP2.ER

F Pres	2	Sensor	
Failure	(AL-03)

モジュール 2 側圧力セ
ンサの異常です。(AL-03)

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。

18

Temp	2	Sensor	
Failure	(AL-03)

モジュール 2 側カプセ
ル温度センサの異常で
す。(AL-03)

モジュール 2 側のカ
プセルを交換してく
ださい。

Cap	2	EEPROM	
Failure	(AL-03)

モジュール 2 側カプセ
ル EEPROM メモリの異
常です。(AL-03)

AL.04	
AMP2.ER

F Amp	2	EEPROM	
Failure	(AL-04)

モジュール 2 側アンプ
EEPROM メモリの異常
です。(AL-04)

モジュール 2 側のア
ンプを交換してくだ
さい。

CPU	2	Board	
Failure	(AL-04)

モジュール 2 側 CPU
ボードの異常です。
(AL-04)

AL.05	
MDL2.ER

F Module	2	
Failure	(AL-05)

モジュール 2 起動時の
異常です。(AL-05)

1) ケーブル，接続を
確認してください。	
2) 通信ノイズ低減対
策をしてください。	
3) モジュール 2 側の
アンプを交換してく
ださい。

AL.06	
COMM.ER

F Intercom	Failure	
(AL-06)

モジュール間通信の異
常です。(AL-06)

－ F No	Device	ID デバイス	ID	が見つかり
ません。

現在値を出力しま
す。	

モジュール 1 側のア
ンプを交換してくだ
さい。

1
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内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.10	
DIFF.P

S DP	outside	Limit	
(AL-10)

差圧が測定仕様範囲を
超えています。(AL-10)

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	
7.2.3.5 項を参照して
ください。

入力値を確認してく
ださい。

2

Tr
an

sd
uc

er
	S
ta
tu

s

AL.11	
PRESS1

S Pres	1	outside	
Limit	(AL-11)

モジュール 1 側圧力が
カプセルの最大レンジ
を超えています。(AL-11)

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	
7.2.3.5 項を参照して
ください。

AL.12	
TEMP1

S Temp	1	outside	
Limit	(AL-12)

モジュール 1 側カプセ
ル温度が測定仕様範囲
(-50	to	130	degC) を超え
ています。(AL-12)

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

S Amp	T	outside	
Limit	(AL-13)

モジュール 1 側アン
プ温度が測定仕様範囲
(-50	to	95	degC) を超え
ています。(AL-13)

AL.14	
PRESS2

S Pres	2	outside	
Limit	(AL-14)

モジュール 2 側圧力が
カプセルの最大レンジ
を超えています。(AL-14)

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	
7.2.3.5 項を参照して
ください。

入力値を確認してく
ださい。

19

AL.15	
TEMP2

S Temp	2	outside	
Limit	(AL-15)

モジュール 2 側カプセ
ル温度が測定仕様範囲
(-50	to	130	degC) を超え
ています。(AL-15)

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。
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内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.30	
DP.RNG

S DP	over	Range	
(AL-30)

差圧が設定されたレン
ジを超えています。
(AL-30)

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	
7.2.3.5 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。

3

Tr
an

sd
uc

er
	S
ta
tu

s

AL.31	
P1.RNG

S Pres	1	over	
Range	(AL-31)

モジュール 1 側圧力が
設定されたレンジを超
えています。(AL-31)

AL.32	
P2.RNG

S Pres	2	over	
Range	(AL-32)

モジュール 2 側圧力が
設定されたレンジを超
えています。(AL-32)

20

AL.35	
DP.	HI

N DP	High	Alarm	
(AL-35)

差圧が設定された上限
の閾値を超えています。
(AL-35)

現在値を出力しま
す。

入力値を確認してく
ださい。

4

AL.36	
DP.	LO

N DP	Low	Alarm	
(AL-36)

差圧が設定された下限
の閾値を超えています。
(AL-36)

AL.37	
P1.	HI

N Pres	1	High	
Alarm	(AL-37)

モジュール 1 側圧力が
設定された上限の閾値
を超えています。(AL-37)

AL.38	
P1.		LO

N Pres	1	Low	
Alarm	(AL-38)

モジュール 1 側圧力が
設定された下限の閾値
を超えています。(AL-38)

AL.39	
TMP1.HI

N Temp	1	High	
Alarm	(AL-39)

モジュール 1 側カプセ
ル温度が設定された上
限の閾値を超えていま
す。(AL-39)

AL.40	
TMP1.LO

N Temp	1	Low	
Alarm	(AL-40)

モジュール 1 側カプセ
ル温度が設定された下
限の閾値を超えていま
す。(AL-40)

AL.41	
P2.	HI

N Pres	2	High	
Alarm	(AL-41)

モジュール 2 側圧力が
設定された上限の閾値
を超えています。(AL-41)

21

AL.42	
P2.		LO

N Pres	2	Low	
Alarm	(AL-42)

モジュール 2 側圧力が
設定された下限の閾値
を超えています。(AL-42)

AL.43	
TMP2.HI

N Temp	2	High	
Alarm	(AL-43)

モジュール 2 側カプセ
ル温度が設定された上
限の閾値を超えていま
す。(AL-43)

AL.44	
TMP2.LO

N Temp	2	Low	
Alarm	(AL-44)

モジュール 2 側カプセ
ル温度が設定された下
限の閾値を超えていま
す。(AL-44)
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内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.50	
DP.	LRV

C Illegal	DP	LRV	
(AL-50)

差圧のレンジ設定値
LRV が設定範囲外です。
(AL-50)

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。

5

Co
nfi

gu
ra
tio

n

AL.51	
DP.	URV

C Illegal	DP	URV	
(AL-51)

差圧のレンジ設定値
URV が設定範囲外です。
(AL-51)

仕様を確認し変更し
てください。

AL.52	
DP.	SPN

C Illegal	DP	Span	
(AL-52)

差圧のスパンが設定範
囲外です。(AL-52)

仕様を確認し変更し
てください。

AL.53	
DP.	ADJ

C DP	Zero	Trim	Err	
(AL-53)

差圧のゼロ調整量が仕
様範囲外です。(AL-53)

現在値を出力しま
す。

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

DP	Span	Trim	
Err	(AL-53)

差圧のスパン調整量が
仕様範囲外です。(AL-53)

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

AL.54	
P1.	RNG

C Illegal	Pres	1	LRV	
(AL-54)

モジュール 1 側圧力の
レンジ設定値 LRV が設
定範囲外です。(AL-54)

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。

Illegal	Pres	1	
URV	(AL-54)

モジュール 1 側圧力の
レンジ設定値 URV が設
定範囲外です。(AL-54)

仕様を確認し変更し
てください。

Illegal	Pres	1	
Span	(AL-54)

モジュール 1 側圧力の
スパンが設定範囲外で
す。(AL-54)

仕様を確認し変更し
てください。

AL.55	
P1.	ADJ

C Pres	1	Zero	Trim	
Err	(AL-55)

モジュール 1 側圧力の
ゼロ調整量が仕様範囲
外です。(AL-55)

現在値を出力しま
す。

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

14

Pres	1	Span	Trim	
Err	(AL-55)

モジュール 1 側圧力の
スパン調整量が仕様範
囲外です。(AL-55)

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

AL.56	
P2.	RNG

C Illegal	Pres	2	LRV	
(AL-56)

モジュール 2 側圧力の
レンジ設定値 LRV が設
定範囲外です。(AL-56)

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。

22

Illegal	Pres	2	
URV	(AL-56)

モジュール 2 側圧力の
レンジ設定値 URV が設
定範囲外です。(AL-56)

仕様を確認し変更し
てください。

Illegal	Pres	2	
Span	(AL-56)

モジュール 2 側圧力の
スパンが設定範囲外で
す。(AL-56)

仕様を確認し変更し
てください。

AL.57	
P2.	ADJ

C Pres	2	Zero	Trim	
Err	(AL-57)

モジュール 2 側圧力の
ゼロ調整量が仕様範囲
外です。(AL-57)

現在値を出力しま
す。

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

23

Pres	2	Span	Trim	
Err	(AL-57)

モジュール 2 側圧力の
スパン調整量が仕様範
囲外です。(AL-57)

仕様範囲内になるよ
うに調整してくださ
い。

－ C Pres	2	Fixed	
Mode

モジュール 2 側の圧力，
カプセル温度が固定
モード実行中です。

現在値を出力しま
す。	
ただし，PV= モ
ジュール 2 側圧力の
場合は 4mA 固定出
力します。

固定モードを確認し
てください。

AL.60	
SC.	CFG

C S.C.	Config	Error	
(AL-60)

折れ線近似の設定値が
単調増加していません。
(AL-60)

現在値を出力しま
す。

単調増加になるよう
に設定してくださ
い。

14

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。

－ －



IM 01C25W05-01JA

8-12	 	 ＜ 8.		保守＞

内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.87	
FLG.	HI

M Flg	Temp	High	
Alarm	(AL-87)

フランジ温度が設定さ
れた上限の閾値を超え
ています。(AL87)

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。

1) ヒータの故障，断
線を確認してくださ
い。		
2) モジュール 1 側カ
プセル温度とアンプ
温度を確認してくだ
さい。
	3)Flg	temp	coef	の
値を調整してくださ
い。

15

Tr
an

sd
uc

er
	S
ta
tu

s

AL.87	
FLG.	LO

M Flg	Temp	Low	
Alarm	(AL-87)

フランジ温度が設定さ
れた下限の閾値を超え
ています。(AL87)

AL.88	
INVR.DP

C Invalid	Ref	DP	
(AL-88)

差圧の搖動基準値がつ
まり検出に必要なレベ
ルを満たしていません。	
つまり検出機能が使用
できません。(AL-88)

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。

15

AL.88	
INVR.P1

C Invalid	Ref	Pres	
1	(AL-88)

モジュール 1 側の圧力
搖動基準値がつまり検
出に必要なレベルを満
たしていません。(AL-88)

AL.88	
INVR.P2

C Invalid	Ref	Pres	
2	(AL-88)

モジュール 2 側の圧力
搖動基準値がつまり検
出に必要なレベルを満
たしていません。(AL-88)

AL.88	
INVR.F

C Invalid	Ref	BlkF	
(AL-88)

つまり度の基準値がつ
まり検出に必要なレベ
ルを満たしていません。
(AL-88)

AL.89	
ILBD.OV

N ILBD	over	Range	
(AL-89)

プロセス値がつまり診
断の適用可能範囲を超
えています。(AL-89)

プロセス条件を見直
してください。

15

AL.89	
B	BLK

M B	Blocking	
(AL-89)

B つまり ( 両側つまり )
が検出されています。
(AL-89)

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。

1) プロセスや導圧管
の状態を確認してく
ださい。	
2) 流量に大きな変化
がある場合は，基準
値を取り直してくだ
さい。

16

AL.89	
P1	BLK

M Pres	1	Side	
Blocking	(AL-89)

モジュール 1 側つまり
が検出されています。
(AL-89)

AL.89	
P2	BLK

M Pres	2	Side	
Blocking	(AL-89)

モジュール 2 側つまり
が検出されています。
(AL-89)

AL.89	
P1	LRG

M Large	Fluct	Pres	
1	(AL-89)

モジュール 1 側の圧力
揺動が大きすぎます。
(AL-89)

AL.89	
P2	LRG

M Large	Fluct	Pres	
2	(AL-89)

モジュール 2 側の圧力
揺動が大きすぎます。
(AL-89)

AL.89	
A	BLK

M A	Blocking	
(AL-89)

A つまり ( 片側つまり )
が検出されています。
(AL-89)
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内蔵指示計
表示

NE107 
(初期値)

設定ツールの
表示

原因
エラー時の

出力動作
処理

ステータス
グループ

Diagnostic 
List 

グループ

AL.91	
DP.	SIM

C DP	Simulate	
Mode	(AL-91)

差圧に関してデバイス
変量シミュレーション
実行中です。(AL-91)

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。

17

Tr
an

sd
uc

er
	S
ta
tu

s

AL.91	
P1.	SIM

C Pres	1	Simulate	
Mode	(AL-91)

モジュール 1 側圧力に
関してデバイス変量シ
ミュレーション実行中
です。(AL-91)

AL.91	
P2.	SIM

C Pres	2	Simulate	
Mode	(AL-91)

モジュール 2 側圧力に
関してデバイス変量シ
ミュレーション実行中
です。(AL-91)

AL.91	
T1.	SIM

C Temp	1	
Simulate	Mode	
(AL-91)

モジュール 1 側カプセ
ル温度に関してデバイ
ス変量シミュレーショ
ン実行中です。(AL-91)

AL.91	
T2.	SIM

C Temp	2	
Simulate	Mode	
(AL-91)

モジュール 2 側カプセ
ル温度に関してデバイ
ス変量シミュレーショ
ン実行中です。(AL-91)

AL.91	
PCT.SIM

C PV	%	rnge	Sim	
Mode	(AL-91)

% 出力に関してデバイ
ス変量シミュレーショ
ン実行中です。(AL-91)

AL.91	
AO.	SIM

C Loop	current	
Sim	Mode	
(AL-91)

電流出力に関してデバ
イス変量シミュレー
ション実行中です。
(AL-91)

AL.92	
STS.SIM

N Status	Sim	
Mode	(AL-92)

ステータスシミュレー
ション実行中です。
(AL-92)
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表8.4 HART通信エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ 原因／内容 対策
Invalid	selectiom 選択データが範囲外です。 設定値を変更してください。

Value	was	too	high 設定値が高すぎます。

Value	was	too	low 設定値が低すぎます。

Too	few	data	bytes	received 通信データ数が合いません。 －

In	write	prorect	mode ライトプロテクトモードになっています。 －

Lower	range	value	too	high LRV	の設定値が高すぎます。 設定レンジを変更してください。

Lower	range	value	too	low LRV	の設定値が低すぎます。

Upper	range	value	too	high URV	の設定値が高すぎます。

Upper	range	value	too	low URV	の設定値が低すぎます。

Span	too	small スパン設定値が小さすぎます。

Applied	process	too	high 差圧／圧力が高すぎます。 差圧／圧力を調整してください。

Applied	process	too	low 差圧／圧力が低すぎます。

New	lower	range	value	pushed	upper	range	
value	over	upper	sensor	limit

LRV	の設定により，URV	値が	USL	を超えてい
ます。

URV	値を変更してください。

Excess	correction	attempted 補正量が大きすぎます。 補正量を調整してください。

Lowercase	conversion	not	succeeded 小文字変換は出来ません。（例：％） 設定を修正してください。

Not	in	fixed	current	mode 定電流モードになっていません。 定電流モードに設定してください。

In	multidrop	mode マルチドロップモードに設定されています。 －

Not	write	protect	mode パスワード無効モードになっています。 －

Lower	range	value	and	upper	range	value	out	
of	limits

URV/LRV	の設定値が上下限設定範囲外です。 設定値を変更してください。

表8.5 デバイスステータス（Device Status)

デバイスステータス（Device Status） NE107（初期値） 内容
Device	Malfunction（機器異常）(0x80) N ハードウェア故障の影響で，機器が異常状態になっています。

Configuration	Changed*（設定変更あり）
(0x40)

N 機器の設定が変更されました。

Cold	Start（コールドスタート）(0x20) N 以下のどちらかの事象が発生しました。	
・機器のリセットが発生しました。	
・機器の電源を	OFF	にして再度	ON	にしました。

More	Status	Available（その他の警告あり）
(0x10)

N その他の警告があります。機器の状態を確認してください。

Loop	Current	Fixed（電流出力固定）(0x08) N 電流出力が固定値になっています。	
実入力の変化に連動していません。

Loop	Current	Saturated（電流出力飽和）(0x04) S 電流出力が上限（下限）値に達しています。	
出力値をこれ以上増加（減少）することができません。

Non	PV	out	of	Limits（Primary	Variable	以外測
定範囲外）(0x02)

S Primary	Variable	以外の変量が機器の測定範囲を超えています。

PV	out	of	Limits（Primary	Variable	測定範囲外）
(0x01)

S Primary	Variable	が機器の測定範囲を超えています。

*：			 このフラグはリセットすることができます。
			 操作方法は	7.3.1.3 項を参照してください。
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表8.6 拡張デバイスステータス（Ext dev Status）と診断ステータス（Diagnostic Status） 0, 1

拡張デバイスステータス（Ext dev Status） NE107（初期値） 内容
Maintenance	Required	(0x01) N 近い将来，もしくはある程度の将来，メンテナンスが必要です。

Device	Variable	Alert	(0x02) S 機器変量の測定値が警告状態になっています。

Critical	Power	Failure	(0x04) F 電源の故障です。

Failure	(0x08) N 部品故障，機器故障，全体故障です。

Out	of	Specification	(0x10) N 機器が仕様外で動作しています。	
プロセスや環境のため，不定値となっています。

Function	Check	(0x20) N ローカル操作，Manual 値が入力されたなどで出力信号が一時的
に異常です。

診断ステータス（Diagnostic Status）0 NE107 （初期値） 内容
Device	Variable	Simulation	Active(0x01) C シミュレーション中です。

Non-Volatile	Memory	Defect(0x02) F 不揮発性メモリ不良です。

Volatile	Memory	Defect(0x04) F 未使用

Watchdog	Reset	Executed	(0x08) F 未使用

Power	Supply	Conditions	Out	of	Range(0x10) S 未使用

Environmental	Conditions	Out	of	Range(0x20) S 内部状態または環境状態が許容限界を超えています。

Electronic	Defect(0x40) F センサに関連しないハードウェアの問題が検出されています。

Device	Configuration	Locked(0x80) N 設定禁止状態です。

診断ステータス（Diagnostic Status）1 NE107 （初期値） 内容
Status	Simulation	Active(0x01) N シミュレーション中です。

Discrete	Variable	Simulation	Active(0x02) C 未使用

Event	Notification	Overflow(0x04) N 未使用

表8.7 データクオリティとリミットステータス

データクオリティ（Data Quality） 内容
Good（正常） 正常値です。

Poor	Accuracy（精度劣化） 値の精度が悪くなっています。

Manual	/	Fixed（手動モード／固定値） 手動モードまたは固定値となっています。

Bad（異常） 異常値です。

リミットステータス（Limit Status） 内容
Constant（固定値） 固定値になっています。

Low	Limited（下限値） 下限値に到達しています。

High	Limited（上限値） 上限値に到達しています。

Not	Limited（正常範囲） 正常範囲です。
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表8.8 アラームとValue/Statusの関係

内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.	01	
CAP1.ER

Pres	1	Sensor	
Failure	
(AL-01)

Device	Malfunction
(0x80)

Failure
(0x08)

F Value:	Hold した値
Status:	Bad,	Constant

Value:	測定
値	
Status:	
Good,	Not	
Limited

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited

Value:	Hold した値		
Status:	Bad,	Low	
Limited/High	
Limited*1

Temp	1	
Sensor	
Failure	
(AL-01)

F Value:	測定値		
Status:	Poor	Accuracy,	
Not	Limited

Value:	測定
値		
Status:	
Bad,	Not	
Limited

Cap	1	
EEPROM	
Failure	
(AL-01)

F Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	Constant

Value:	測定
値		
Status:	
Bad,	Not	
Limited

AL.	02	
AMP1.ER

Amp	T	
Sensor	
Failure		
(AL-02)

F Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

Amp	1	
EEPROM	
Failure		
(AL-02)

F Value:	Hold した値	
	Status:	Bad,	Constant

Value:	測定
値		
Status:	
Bad,	Not	
Limited

CPU	1	Board	
Failure		
(AL-02)

F Value:	Hold
した値	
Status:	Bad,		
Constant/
Value:	測定
値	
Status:	
Good,		
Not	
Limited/
Value:	測定
値	
Status:	
Bad,	Not	
Limited

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による



IM 01C25W05-01JA

8-17	 	 ＜ 8.		保守＞

内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.03		
CAP2.ER

Pres	2	Sensor	
Failure		
(AL-03)

Device	Malfunction	
(0x80)

Failure
(0x08)

F Value:	Holdし
た値	
Status:	Bad,	
Constant

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited

Value:	
Hold した
値	
Status:	
Bad,	
Constant

Value:	測
定値		
Status:	
Good,	Not	
Limited

Value:	Hold した値		
Status:	Bad	|	Low	
Limited/High	
Limited*1

Temp	2	
Sensor	
Failure		
(AL-03)

F Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Bad,	Not	
Limited

Cap	2	
EEPROM	
Failure		
(AL-03)

F Value:	Holdし
た値	
Status:	Bad,	
Constant

Value:	
Hold した
値	
Status:	
Bad,	
Constant

Value:	測
定値	
Status:	
Bad,	Not	
Limited

AL.04	
AMP2.ER

Amp	2	
EEPROM	
Failure		
(AL-04)

F Value:	測
定値		
Status:	
Bad,	Not	
Limited

CPU	2	Board	
Failure		
(AL-04)

F Value:	
Hold した
値		
Status:	
Bad,	
Constant/
Value:	測
定値	
Status:	
Bad,	Not	
Limited

AL.05	
MDL2.ER

Module	2	
Failure		
(AL-05)

F Value:	
Hold した
値	
Status:	
Bad,	
Constant

AL.06	
COMM.ER

Intercom	
Failure		
(AL-06)

F

－ No	Device	ID － Failure
(0x08)

F Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.10	
DIFF.P

DP	outside	
Limit	
	(AL-10)

当該信号が PV の場
合
Primary	Variable	
Out	of	Limits	(0x01)	
当該信号が PV 以外
の場合
Non-Primary	
Variable	Out	of	
Limits	(0x02)

Device	Variable	
Alert	(0x02)
Out	of	
Specification	
(0x10)

S Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Good,	Not	
Limited

Value:	測定
値		
Status:	
Good,	Not	
Limited

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

当該信号が PV の場
合	
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.11	
PRESS1

Pres	1	
outside	Limit		
(AL-11)

S Value:	測
定値		
Status:	
Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

当該信号が PV の場
合	
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.12	
TEMP1

Temp	1	
outside	Limit		
(AL-12)

Non-Primary	
Variable	Out	of	
Limits		
(0x02)

S Value:	測定
値	
Status:Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

AL.13	
AMP.	TMP

Amp	T	
outside	Limit		
(AL-13)

S Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

AL.14	
PRESS2

Pres	2	
outside	Limit		
(AL-14)

当該信号が PV の場
合
Primary	Variable	
Out	of	Limits	(0x01)	
当該信号が PV 以外
の場合
Non-Primary	
Variable	Out	of	
Limits	(0x02)

S Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Good,	Not	
Limited

当該信号が PV の場
合	
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.15		
TEMP2

Temp	2	
outside	Limit		
(AL-15)

Non-Primary	
Variable	Out	of	
Limits		
(0x02)

S Value:	測
定値		
Status:	
Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.30	
DP.RNG

DP	over	
Range.	
(AL-30)

当該信号が PV の
場合 Loop	Current	
Saturated	
(0x04)

Device	Variable	
Alert	(0x02)
Out	of	
Specification	
(0x10)

S Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合		
Status:	Bad,	Low	
Limited/High	
Limited*2	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.31	
P1.RNG

Pres	1	over	
Range		
(AL-31)

S

AL.32	
P2.RNG

Pres	2	over	
Range		
(AL-32)

S

AL.35	
DP.	HI

DP	High	
Alarm		
(AL-35)

－ － N Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

AL.36	
DP.	LO

DP	Low	
Alarm		
(AL-36)

N

AL.37	
P1.	HI

Pres	1	High	
Alarm		
(AL-37)

N

AL.38	
P1.		LO

Pres	1	Low	
Alarm		
(AL-38)

N

AL.39	
TMP1.HI

Temp	1	High	
Alarm		
(AL-39)

N

AL.40	
TMP1.LO

Temp	1	Low	
Alarm		
(AL-40)

N

AL.41	
P2.	HI

Pres	2	High	
Alarm		
(AL-41)

N

AL.42	
P2.		LO

Pres	2	Low	
Alarm		
(AL-42)

N

AL.43	
TMP2.HI

Temp	2	High	
Alarm		
(AL-43)

N

AL.44	
TMP2.LO

Temp	2	Low	
Alarm		
(AL-44)

N

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.50	
DP.	LRV

Illegal	DP	
LRV		
(AL-50)

－ Function	Check		
(0x20)

C Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	Hold した値	
Status:	Bad,	
Constant	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.51	
DP.	URV

Illegal	DP	
URV		
(AL-51)

C

AL.52	
DP.	SPN

Illegal	DP	
Span		
(AL-52)

C

AL.53	
DP.	ADJ

DP	Zero	Trim	
Err		
(AL-53)

C Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy	|	
Not	Limited

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

DP	Span	
Trim	Err		
(AL-53)

C

AL.54	
P1.	RNG

Illegal	Pres	1	
LRV		
(AL-54)

C Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	Hold した値	
	Status:	Bad,	
Constant	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

Illegal	Pres	1	
URV		
(AL-54)

C

Illegal	Pres	1	
Span	
	(AL-54)

C

AL.55	
P1.	ADJ

Pres	1	Zero	
Trim	Err		
(AL-55)

C Value:	測定値		
Status:	Poor	Accuracy,	
Not	Limited

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

Pres	1	Span	
Trim	Err		
(AL-55)

C

AL.56	
P2.	RNG

Illegal	Pres	2	
LRV		
(AL-56)

C Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	Hold した値	
	Status:	Bad,	
Constant	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited	

Illegal	Pres	2	
URV		
(AL-56)

C

Illegal	Pres	2	
Span		
(AL-56)

C

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.57	
P2.	ADJ

Pres	2	Zero	
Trim	Err		
(AL-57)

－ Function	Check		
(0x20)

C Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Poor	
Accuracy,	
Not	
Limited

Value:	測
定値		
Status:	
Good,	Not	
Limited

当該信号が PV の場
合
Value:	測定値		
Status:	Poor	
Accuracy,	Not	
Limited	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値	
Status:Good,	Not	
Limited

Pres	2	Span	
Trim	Err		
(AL-57)

C

－ Pres	2	Fixed	
Mode

当該信号が PV の場
合
Loop	Current	Fixed	
(0x08)

C Value:	測定値		
Status:Good,	Not	Limited

Value:	測定値		
Status:Good	,	
Constant

当該信号が PV の場
合
Value:	Hold した値	
Status:	Good,	
Constant	
当該信号が PV 以外
の場合	
Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.60	
SC.	CFG

S.C.	Config	
Error		
(AL-60)

C Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	測定値	
Status:	Bad,	Not	
Limited

AL.79	
OV.DISP

－ N Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited	

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.87	
FLG.	HI

Flg	Temp	
High	Alarm		
(AL-87)

－ Maintenance	
Required		
(0x01)

M Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Diag	Out	Option に
“Off” を設定した場
合	
Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited	
Diag	Out	Option に
“Burnout” を設定し
た場合	
Value:	Low	Limited/
High	Limited		
Status:	Bad,	Low	
Limited/High	
Limited*1	
Diag	Out	Option に
“Fall	back” を設定し
た場合	
Value:	固定値			
Status:	Bad,	
Constant

AL.87	
FLG.	LO

Flg	Temp	
Low	Alarm		
(AL-87)

M

AL.88	
INVR.DP

Invalid	Ref	
DP		
(AL-88)

Function	Check		
(0x20)

C Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

AL.88	
INVR.P1

Invalid	Ref	
Pres	1		
(AL-88)

C

AL.88	
INVR.P2

Invalid	Ref	
Pres	2		
(AL-88)

C

AL.88	
INVR.F

Invalid	Ref	
BlkF	
	(AL-88)

C

AL.89	
ILBD.OV

ILBD	over	
Range		
(AL-89)

－ N Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

AL.89	
B	BLK

B	Blocking		
(AL-89)

Maintenance	
Required	(0x01)

M Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Diag	Out	Option に
“Off” を設定した場
合	
Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	
Limited	
Diag	Out	Option に
“Burnout” を設定し
た場合	
Value:	Low	Limited/
High	Limited		
Status:	Bad,	Low	
Limited/High		
Limited*1	
Diag	Out	Option に
“Fall	back” を設定し
た場合	
Value:	固定値		
Status:	Bad,	
Constant

AL.89	
P1	BLK

Pres	1	Side	
Blocking		
(AL-89)

M

AL.89	
P2	BLK

Pres	2	Side	
Blocking		
(AL-89)

M

AL.89	
P1	LRG

Large	Fluct	
Pres	1		
(AL-89)

M

AL.89	
P2	LRG

Large	Fluct	
Pres	2		
(AL-89)

M

AL.89	
A	BLK

A	Blocking		
(AL-89)

M

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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内蔵
指示計

表示

設定ツール
の表示

デバイス
ステータス

拡張デバイス
ステータス

NE107 
( 初期値 )

Value と Status（Data Quality, Limit Status）

差圧
モジュール 1 モジュール 2 

%
レンジ

電流出力
圧力

カプセル
温度

圧力
カプセル

温度

AL.91	
DP.	SIM

DP	Simulate	
Mode		
(AL-91)

PV	に当該の信号が
設定されていた場
合，Loop	Current	
Fixed	(0x08)

Function	Check		
(0x20)

C Value:	設定値	
Status:	設定値

Value:	測定値		
Status:	Good,	Not	Limited

PV	に当該の信号が
設定されていた場
合，PV の Value/
Status と同じ	
上記以外	
Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited	

AL.91	
P1.	SIM

Pres	1	
Simulate	
Mode		
(AL-91)

C Value:	測定値	
Status:	Good,	
Not	Limited

Value:	設
定値	
Status:	設
定値

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.91	
P2.	SIM

Pres	2	
Simulate	
Mode		
(AL-91)

C Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	設
定値	
Status:	設
定値

Value:	測
定値	
Status:	
Good,	Not	
Limited

AL.91	
T1.	SIM

Temp	1	
Simulate	
Mode		
(AL-91)

－ C Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	設定
値	
Status:	設
定値

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

AL.91	
T2.	SIM

Temp	2	
Simulate	
Mode		
(AL-91)

C Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	設
定値	
Status:	設
定値

Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	
Limited

AL.91	
PCT.SIM

PV	%	rnge	
Sim	Mode		
(AL-91)

Loop	Current	Fixed	
	(0x08)

C Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	設定値	
Status:	設定値

AL.91	
AO.	SIM

Loop	current	
Sim	Mode		
(AL-91)

C Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

Value:	設定値	
Status:	設定値

AL.92	
STS.SIM

Status	Sim	
Mode		
(AL-92)

－ － N Value:	測定値	
Status:	Good,	Not	Limited

*1:		ハードウェアスイッチの設定による
*2:		レンジオーバの方向による
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9. パラメータ一覧

表9.1 パラメータ一覧

機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

アナログ出力 AO	Alrm	typ ハード故障時の出力 ハードウェア異常時の（CPU	異常も含む）
出力方向を表示する。（Hi，Lo）

ハードウェア
のスイッチに
よる

R

AO	lower	limit 出力電流の下限値 出力電流の下限値を設定する。	
（3.80	～	21.60	mA）

3.80	mA W

AO	upper	limit 出力電流の上限値 出力電流の上限値を設定する。	
（3.80	～	21.60	mA）

21.60	mA W

Auto	recover センサ異常時の自動復帰機
能

センサ異常の要因が解消した場合の動作を
指定する。（On，Off）

On W

アナログ出力
調整

Clear	D/A	trim 出力調整クリア 電流出力の調整量をクリアする。 M

D/A	trim D/A	出力調整 4	mA	点，20	mA	点について，電流出力の調
整を行う。

M

Scaled	D/A	trim スケールド	D/A		
出力調整

4	mA	点，20	mA	点について，電流出力の調
整を行う。出力量を任意の値にスケーリン
グして表示する。

M

Channel	flags アナログチャンネルフラグ アナログチャネルのフラグを表示する。 0x00 R

正逆流量
モード

Bi-dir	mode 正逆流量モード 正逆流量モードの	ON/OFF	を選択する。
（On，Off）

Off W

バースト
モード

Burst	mode バーストモードへの移行／
離脱	

バーストモードへの移行／離脱の切り替え
を行う。（Wired	HART	Enabled，Off）

Off W

Burst	Command バーストメッセージのデバ
イス変数

Cmd	1:	PV	
Cmd	2:	%	range/current	
Cmd	3:	Dyn	vars/current	
Cmd	9:	Device	vars	w/	status	
Cmd	33:	Device	Variables	
Cmd	48:	Read	Additional	Device	Status.

Cmd	1:	PV W

Burst	Variable	Code バーストメッセージのデバ
イス変数	

バーストメッセージのデバイス変数を設定
する。最大	8	個まで設定可能。

W

Set	Burst	Trigger バーストトリガー設定 バーストトリガーモードとトリガー値を設
定する。

M

Set	Burst	Period バースト周期設定 バースト周期とバースト最長更新時間を設
定する。

M

Burst	Msg	Trigger	
Mode

バーストメッセージのトリ
ガーモード	

バーストメッセージのトリガーモードを表
示する。（Continuous，Window，Rising，
Falling，On-change）

Continuous R

Burst	Trigger	Level トリガー値	 トリガー値を表示する。 0.000000 R

Update	Period バースト周期	 バースト最短更新時間を表示する。 Burst	Message		
1:	0.500	s	
2:	60.000	s	
3:	60.000	s

R

Max	Update	Period バースト最長更新
時間

バースト最長更新時間を表示する。 3600.000	s R

イベント監視 Event	Notification	
Control

イベント監視状態への移行
／離脱

イベント監視状態への移行／離脱を設定す
る。	
バーストモードが	Wired	HART	Enabled	の場
合のみ	On	にできる。

Off W

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

イベント監視 Device	status	Mask イベントを検知する機器ス
テータスの選択

イベントを検知する機器ステータスを設定
する。

W

Status	group	0	
Mask	～	5	Mask,		
14	Mask	～	23	Mask

Ext	dev	status	Mask

Diagnostic	status	0	
Mask

Diagnostic	status	1	
Mask

Set	Event	
Notification	Timing

イベント監視時間設定 イベントが発生したときのリトライ時間，
イベントが無い場合の更新時間，最小イベ
ント継続時間を設定する。

M

Event	Notification	
Retry	Time

イベントが発生したときの
リトライ時間

イベントが発生したときのリトライ時間を
表示する。

60.000	s R

Max	Update	Time イベントが無い場合の更新
時間

イベントが無い場合の更新時間を表示する。60.000	s R

Event	Debounce	
Interval

最小イベント継続時間 イベントを検知する判定時間を表示する。 Off R

Acknowledge	
Event	Notification

イベントの承認 最新のイベントを取得し，イベントの承認
をする。

M

Event	Status 発生したイベントのステー
タスを示す。

0x00	イベント承認済またはイベント発生なし	
0x10	設定変更イベント未承認	
0x20	デバイスステータスイベント未承認	
0x40	その他ステータスイベント未承認

R

機器情報 Date 日付 日付 W

Descriptor 記述 記述 ご注文時指定 W

Message メッセージ 自由記入欄。英数	32	文字以内 ご注文時指定 W

Country 国コード 国コード JP W

Dev	id デバイス	ID デバイス	ID R

Distributor ディストリビュータ ディストリビュータ YOKOGAWA R

Drain	vent	matl ベントプラグ材質 ベントプラグ材質 W

Extra	No. 特注調要 No. 特注調要 No. R

Fill	fluid 封入液材質 封入液材質 W

Final	asmbly	num ファイナル	Assy	No. ファイナル	Assy	No. W

Fld	dev	rev 伝送器固有コマンドレビ
ジョン

伝送器固有コマンドレビジョン R

Gasket	matl ガスケット材質 ガスケット材質 W

Isoltr	matl カプセル材質 カプセル材質 W

Mftr	Date 製造日付 製造日付 R

MS	code	1 モデル名	1 モデル名	1 W

MS	code	2 モデル名	2 モデル名	2 W

MS	code	3 モデル名	3 モデル名	3 W

Module	rev モジュール 2	ソフトウェア
レビジョン

モジュール 2 のソフトウェアレビジョンを
表示する。

R

Num	of	RS ダイアフラムシール
個数

ダイアフラムシール個数情報を記録／表示
する。

W

Process	Conn	matl プロセスコネクション	
（接続）材質

プロセスコネクション（接続）材質情報を
記録／表示する。

W

Process	Conn	size プロセスコネクション	
（接続）サイズ

プロセスコネクション（接続）サイズ情報
を記録／表示する。

W

Process	Conn	type プロセスコネクション	
（接続）タイプ

プロセスコネクション（接続）タイプ情報
を記録／表示する。

W

RS	fill	fluid ダイアフラムシール
封入液材質

ダイアフラムシール封入液材質情報を記録
／表示する。

W

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

機器情報 RS	isoltr	matl ダイアフラムシール
材質

ダイアフラムシール材質情報を記録／表示
する。

W

RS	type ダイアフラムシールタイプ ダイアフラムシールタイプ情報を記録／表
示する。

W

Serial	No. 計器番号 計器のシリアルナンバーを表示する。
（16	文字以内）

R

Software	rev ソフトウェアレビジョン 伝送器のソフトウェアレビジョンを表示す
る。

R

Style	No. スタイルナンバー 製品のスタイルナンバーを表示する。 1.00 R

Universal	rev ユニバーサルコマンドレビ
ジョン

HART	通信のユニバーサルコマンドのレビ
ジョンを表示する。

7 R

Device	Profile デバイスプロファイル 機器プロファイルを表示する。 Process	
automation	
device

R

Max	dev	vars デバイス変数の最大値 デバイス変数の最大値を表示する。 4 R

Model モデル 機種名＋カプセルレンジを表示する。
（例）	“EJX530	A”

R

表示設定 Bar	indicator バーグラフの表示設定 バーインジケータ（バーグラフ）の	ON/OFF
を指定する。（On，Off）

On W

Power	on	info 電源投入時の画面設定 電源投入時の画面表示方法を設定する。
（On，Off)

On W

Disp	Out	1 内蔵指示計の表示選択	(1) LCD	の画面に表示する内容を指定する。
(PV	%，DP，Pres	1，Pres	2，Temp	1，
Temp2，Engr)

PV	% W

Disp	Out	2	
Disp	Out	3	
Disp	Out	4

内蔵指示計の表示選択	(2),	
(3),	(4)

LCD	の画面に表示する内容を指定する。	
(PV	%，DP，Pres	1，Pres	2，Temp	1，
Temp2，Engr，Not	used)

Not	used W

Disp	DP	%	fnctn 差圧％値表示モード 差圧の	LCD	表示値に対する演算モードを指
定する。（Linear，Sq	root）

Linear W

Disp	PV	%	reso PV％値表示分解能 PV％値の表示分解能を選択する。
（Normal，High	Resolution）

Normal W

Engr	exp PV のユーザスケール指数
表示

PV のユーザスケール値の指数部を表示す
る。（…，X10，X100，X1000）

…または	
ご注文時指定

W

Engr	disp PV のユーザスケール値 PV のユーザスケール値を表示する。 R

Engr	unit PV のユーザスケール単位 PV のユーザスケール値の単位を表示する。
英数	8 文字以内。

ご注文時指定 R

Engr	LRV PV のユーザスケール下限
値

PV のユーザスケールの最小値を設定する。 ご注文時指定 W

Engr	point PV のユーザスケール小数
点位置

LCD	のユーザスケール値の小数点以下桁数
を指定する。（0，1，2，3，4）

2 W

Engr	URV PV のユーザスケール上限
値

PV のユーザスケールの最大値を設定する。 ご注文時指定 W

Modify	Engr	unit PV のユーザスケール単位
変更

PV のユーザスケールの単位文字列を編集す
る。

M

DP	disp	point 差圧値表示小数点位置 LCD	の差圧値の小数点以下桁数を指定する。
（0，1，2，3，4）

2 W

Set	Engr	unit PV のユーザスケール単位
選択

PV のユーザスケール値の単位を選択する。 M

Pres	1	disp	point モジュール 1 側圧力値表示
小数点位置

LCD	のモジュール 1 側圧力値の小数点以下
桁数を指定する。（0，1，2，3，4）

2 W

Pres	2	disp	point モジュール 2 側圧力値表示
小数点位置

LCD	のモジュール 2 側圧力値の小数点以下
桁数を指定する。（0，1，2，3，4）

2 W

Squawk スクウォーク 通信中のデバイスを特定する
(LCD	を点灯させる	)。

M

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

差圧設定 DP	damp 差圧ダンピング時定数 差圧のダンピング時定数を指定する。
（0.00	～	100.00	s）

2.00	s	またはご
注文時指定

W

Min	span 差圧最小スパン 差圧の最小スパン表示する。 R

LRV 差圧最小レンジ 差圧レンジの最小値を設定する。 ご注文時指定 W

LSL 差圧レンジ下限値 差圧レンジの設定可能下限値を表示する。 R

URV 差圧最大レンジ 差圧レンジの最大値を設定する。 ご注文時指定 W

USL 差圧レンジ上限値 差圧レンジの設定可能上限値を表示する。 R

Xfer	fnctn 出力モード 差圧の出力モードを選択する。
（Linear，Sq	Root、Spcl	curve）

Linear	または
ご注文時指定

W

エラー履歴 Error	log	clear エラー履歴のクリア 異常履歴をクリアする。 M

Error	log	view エラー履歴表示 異常履歴を表示する。（Log1（最新エラー）
～	Log4（3	回前のエラー））

M

ループテスト Loop	test テスト出力 4-20mA	テスト出力を行う。mA	で設定する。
（3.8	～	21.6	mA）

M

Test	Auto	Release	
Time

テスト自動解除時間 Loop	test,	Status	Simulation,	Device	Variable	
Simulation	の自動解除時間を設定する。(10	
min,	30	min,	60	min,	3	hour,	6	hour,	12	hour)

10	min W

ローカット Low	cut ローカット値設定 出力のローカット判定基準値を％で表示／
設定する。（0.00	～	20.00%）

10.00	% W

Low	cut	mode ローカットモード ローカット時の出力動作を指定する。
（Linear，Zero）

Linear W

プリアンブル
数

Num	req	preams リクエストプリアンブル数 HART 通信の送信プリアンブル数を表示す
る。

5 R

Num	resp	preams レスポンスプリアンブル数 返信プリアンブル数を設定する。 5 R

導圧管接続
方向反転

Pres	1/2	Swap Pres	1/2	反転 導圧管接続方向の反転機能を選択する。
（Normal，Reverse）

Normal W

ポーリング
アドレス

Poll	addr ポーリングアドレス マルチドロップ接続用として，ポーリング
アドレスの表示／設定を行う。（0	～	63）

0 W

Loop	current	mode ループ電流モード マルチドロップにおける，電流出力固定／
可変を設定する。（Disabled，Enabled）

Disabled W

アラーム設定 DP	alert	mode 差圧の	Hi/Lo アラートモー
ド

差圧に対する	Hi/Lo	アラームの動作モー
ドを指定する。（Off，Hi.	Al	Detect，Lo.	Al	
Detect，Hi/Lo.	Al	Detect）

Off W

DP	Hi	alert	val 差圧の	High	側アラート値 差圧に対する	High	側アラームの閾値を設定
する。

W

DP	Lo	alert	val 差圧の	Low	側アラート値 差圧に対する	Low	側アラームの閾値を設定
する。

W

Pres	1	alert	mode モジュール 1 側圧力の	Hi/
Lo	アラートモード

モジュール 1 側圧力に対する	Hi/Lo	アラー
ムの動作モードを指定する。（Off，Hi.	Al	
Detect，Lo.	Al	Detect，Hi/Lo.	Al	Detect）

Off W

Pres	1	Hi	alert	val モジュール 1 側圧力	High	
側アラート値

モジュール 1 側圧力に対する	High	側アラー
ムの閾値を設定する。

W

Pres	1	Lo	alert	val モジュール 1 側圧力	Low	
側アラート値

モジュール 1 側圧力に対する	Low	側アラー
ムの閾値を設定する。

W

Pres	2	alert	mode モジュール 2 側圧力の	Hi/
Lo	アラートモード

モジュール 2 側圧力に対する	Hi/Lo	アラー
ムの動作モードを指定する。（Off，Hi.	Al	
Detect，Lo.	Al	Detect，Hi/Lo.	Al	Detect）

Off W

Pres	2	Hi	alert	val モジュール 2 側圧力	High	
側アラート値

モジュール 2 側圧力に対する	High	側アラー
ムの閾値を設定する。

W

Pres	2	Lo	alert	val モジュール 2 側圧力	Low	
側アラート値

モジュール 2 側圧力に対する	Low	側アラー
ムの閾値を設定する。

W

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

アラーム設定 Temp	1	alert	mode モジュール 1 側カプセル温
度の	Hi/Lo	アラートモード

モジュール 1 側カプセル温度に対する	Hi/Lo	
アラームの動作モードを指定する。（Off，Hi.	
Al	Detect，Lo.	Al	Detect，Hi/Lo.	Al	Detect）

Off W

Temp	1	Hi	alert	val モジュール 1 側カプセル温
度	High	側アラート値

モジュール 1 側カプセル温度に対する	High	
側アラームの閾値を設定する。

120	℃ W

Temp	1	Lo	alert	val モジュール 1 側カプセル温
度	Low	側アラート値

モジュール 1 側カプセル温度に対する	Low	
側アラームの閾値を設定する。

－	40	℃ W

Temp	2	alert	mode モジュール 2 側カプセル温
度の	Hi/Lo	アラートモード

モジュール 2 側カプセル温度に対する	Hi/Lo	
アラームの動作モードを指定する。（Off，Hi.	
Al	Detect，Lo.	Al	Detect，Hi/Lo.	Al	Detect）

Off W

Temp	2	Hi	alert	val モジュール 2 側カプセル温
度	High	側アラート値

モジュール 2 側カプセル温度に対する	High	
側アラームの閾値を設定する。

120	℃ W

Temp	2	Lo	alert	val モジュール 2 側カプセル温
度	Low	側アラート値

モジュール 2 側カプセル温度に対する	Low	
側アラームの閾値を設定する。

－	40	℃ W

デバイス変数 DP	Limit	Status デバイス変数リミットス
テータス

差圧値のリミットステータスを表示する。
（表 8.7）

R

DP	Data	Quality デバイス変数データクオリ
ティ

差圧値のデータ品質テータスを表示する。
（表 8.7）

R

Pres	1	Limit	Status デバイス変数リミットス
テータス

モジュール 1 側圧力のリミットステータス
を表示する。

R

Pres	1	Data	Quality デバイス変数データクオリ
ティ

モジュール 1 側圧力のデータ品質ステータ
スを表示する。

R

Pres	2	Limit	Status デバイス変数リミットス
テータス

モジュール 2 側圧力のリミットステータス
を表示する。

R

Pres	2	Data	Quality デバイス変数データクオリ
ティ

モジュール 2 側圧力のデータ品質ステータ
スを表示する。

R

Temp	1	Limit	Status デバイス変数リミットス
テータス

モジュール 1 側カプセル温度のリミットス
テータスを表示する。

R

Temp	1	Data	
Quality

デバイス変数データクオリ
ティ

モジュール 1 側カプセル温度のデータ品質
ステータスを表示する。

R

Temp	2	Limit	Status デバイス変数リミットス
テータス

モジュール 2 側カプセル温度のリミットス
テータスを表示する。

R

Temp	2	Data	
Quality

デバイス変数データクオリ
ティ

モジュール 2 側カプセル温度のデータ品質
ステータスを表示する。

R

PV	%	rnge	Limit	
Status

デバイス変数リミットス
テータス

%	値のリミットステータスを表示する。 R

PV	%	rnge	Data	
Quality

デバイス変数データクオリ
ティ

%	値のデータ品質ステータスを表示する。 R

Loop	current	Limit	
Status

デバイス変数リミットス
テータス

電流値	(mA)	のリミットステータスを表示す
る。

R

Loop	current	Data	
Quality

デバイス変数データクオリ
ティ

電流値	(mA)	のデータ品質ステータスを表示
する。

R

DP	update	time	
period

差圧更新周期 差圧の更新周期を表示する。 90	ms R

Pres	update	time	
period

圧力更新周期 圧力の更新周期を表示する。 90	ms R

Temp	update	time	
period

温度更新周期 温度の更新周期を表示する。 1	s R

自己診断 Self	test 自己診断 自己診断を実行する。 M

Master	test マスターテスト ソフトウェアリセットを行ったあとセルフ
テストを実行する。

M

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

センサ調整 Clear	DP	trim 差圧調整量クリア 差圧の調整量をクリアする。 M

Cler	Pres	1	trim モジュール 1 側圧力調整量
クリア

モジュール 1 側圧力の調整量をクリアする。 M

Cler	Pres	2	trim モジュール 2 側圧力調整量
クリア

モジュール 2 側圧力の調整量をクリアする。 M

DP	LTD 差圧ゼロ調整量（L	側） 差圧下限側（ゼロ調）調整量と調整点の値
を表示する。

R

DP	LTP 差圧ゼロ調整点（L	側） R

DP	UTD 差圧スパン調整量（H	側） 差圧上限側（スパン調）調整量と調整点の
値を表示する。

R

DP	UTP 差圧スパン調整点（H	側） R

DP	trim 差圧調整 差圧の調整を行う。（自動調整，手動調整） M

DP	Zero	trim 差圧ゼロ点調整 均圧にてゼロ点調整を行う。 M

Ext	SW 外部ゼロ調ボリュームの許
可／禁止

外部ゼロ調ボリュームの許可／禁止 Enabled*2 W

Pres	1	LTD モジュール 1 側圧力ゼロ調
整量（L	側）

モジュール 1 側圧力の下限側（ゼロ調）調
整量の値を表示する。

R

Pres	1	LTP モジュール 1 側圧力ゼロ調
整点（L	側）

R

Pres	1	UTD モジュール 1 側圧力スパン
調整量（H	側）

モジュール 1 側圧力の上限側（スパン調）
調整量の値を表示する。

R

Pres	1	UTP モジュール 1 側圧力スパン
調整点（H	側）

R

Pres	1	trim モジュール 1 側圧力調整 モジュール 1 側圧力の調整を行う。（自動調
整，手動調整）

M

Pres	2	LTD モジュール 2 側圧力ゼロ調
整量（L	側）

モジュール 2 側圧力の下限側（ゼロ調）調
整量の値を表示する。

R

Pres	2	LTP モジュール 2 側圧力ゼロ調
整点（L	側）

R

Pres	2	UTD モジュール 2 側圧力スパン
調整量（H	側）

モジュール 2 側圧力の上限側（スパン調）
調整量の値を表示する。

R

Pres	2	UTP モジュール 2 側圧力スパン
調整点（H	側）

R

Pres	2	trim モジュール 2 側圧力調整 モジュール 2 側圧力の調整を行う。（自動調
整，手動調整）

M

Trim	Date 調整実施日 調整を行った日を設定，表示する。（**/**/**） W

Trim	Desc 調整に関する記述	（メモ） 調整に関する情報を記録するメモ欄。
英数	16	文字以内

W

Trim	Loc 調整実施場所 調整を行った場所を記録する。
英数	8	文字以内

W

Trim	Who 調整実施者 調整を行った人を記録する。
英数	8	文字以内

W

折れ線近似 Num	of	points 折れ点の数 折れ線近似の折れ点数を設定する。
（0 ～ 30）

19 W

Tank	memo タンク設定に関する記述 タンク設定に関するメモを記録する。
英数	32	文字以内

W

X1 ～ X30 X	座標 折れ線の点（％） W

Y1 ～ Y30 Y	座標 折れ線の点（％） W

X	End X	座標終点 折れ線の終点 100.000	% R

X	Start X	座標始点 折れ線の始点 0.000	% R

X	Y	initialize X,	Y 座標の初期化 以下の設定を選択可能。
全点 0％（Set	all	X,Y	in	0%），
5％均等（Divide	X,Y	into	20	(5%/div)）

M

Y	End Y	座標終点 折れ線の終点 100.000	% R

Y	Start Y	座標始点 折れ線の始点 0.000	% R

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

圧力設定 Pres	1	damp モジュール 1 側圧力ダンピ
ング設定

モジュール 1 側圧力のダンピング時定数を
設定する。（0.00	～	100.00	s）

2.00	s W

Pres	1	LRV モジュール 1 側圧力最小値 モジュール 1 側圧力の測定最小値を設定す
る。

0.000000	MPa W

Pres	1	LSL モジュール 1 側圧力レンジ
下限値

モジュール 1 側圧力の設定可能な下限値を
表示する。

R

Pres	1	Min	span モジュール 1 側圧力最小ス
パン

モジュール 1 側圧力の最小スパン情報を表
示する。

R

Pres	1	URV モジュール 1 側圧力最小値 モジュール 1 側圧力の測定最大値を設定す
る。

W

Pres	1	USL モジュール 1 側圧力レンジ
上限値

モジュール 1 側圧力の設定可能な上限値を
表示する。

R

Pres	2	damp モジュール 2 側圧力ダンピ
ング設定

モジュール 2 側圧力のダンピング時定数を
設定する。（0.00	～	100.00	s）

2.00	s W

Pres	2	LRV モジュール 2 側圧力最小値 モジュール 2 側圧力の測定最小値を設定す
る。

0.000000	MPa W

Pres	2	LSL モジュール 2 側圧力レンジ
下限値

モジュール 2 側圧力の設定可能な下限値を
表示する。

R

Pres	2	Min	span モジュール 2 側圧力最小ス
パン

モジュール 2 側圧力の最小スパン情報を表
示する。

R

Pres	2	URV モジュール 2 側圧力最小値 モジュール 2 側圧力の測定最大値を設定す
る。

W

Pres	2	USL モジュール 2 側圧力レンジ
上限値

モジュール 2 側圧力の設定可能な上限値を
表示する。

R

Fixed	value モジュール 2 側圧力固定
モード

モジュール 2 側圧力のモードを設定する。
（No，Yes，Fall	Back）

No W

Pres	2	fixed	val モジュール 2 側圧力固定値 モジュール 2 側圧力の固定値を設定する。 0.000000	MPa W

ステータス Device	status フィールド機器ステータス デバイスの状態を表示する。 R

Diagnostic	status	0 診断ステータス 診断ステータス R

Diagnostic	status	1 診断ステータス 診断ステータス R

Status	group	0 ハードウェアのステータス
情報

モジュール 1 側のハードウェア故障エラー
を表示する。

R

Status	group	1 ハードウェアのステータス
情報

モジュール 1 側のハードウェア故障エラー
を表示する。

R

Status	group	2 プロセスのステータス情報 モジュール 1 側のプロセス異常（仕様範囲
外エラー）を表示する。

R

Status	group	3 プロセスのステータス情報 モジュール 1 側のプロセス異常（仕様範囲
外エラー）を表示する。

R

Status	group	4 プロセスのステータス情報 モジュール 1 側のプロセス異常（設定レン
ジ外）エラーを表示する。

R

Status	group	5 設定関連ステータス情報 モジュール 1 側の設定異常エラーを表示す
る。

R

Status	group	14 設定関連ステータス情報 R

Status	group	15 プロセスのステータス情報 診断アラームを表示する。 R

Status	group	16 プロセスのステータス情報 診断アラームを表示する。 R

Status	group	17 プロセスのステータス情報 Simulate	状態を表示する。 R

Status	group	18 ハードウェアのステータス
情報

モジュール 2 側のハードウェア故障エラー
を表示する。

R

Status	group	19 プロセスのステータス情報 モジュール 2 側のプロセス異常（仕様範囲
外エラー）を表示する。

R

Status	group	20 プロセスのステータス情報 モジュール 2 側のプロセス異常（仕様範囲
外エラー）を表示する。

R

Status	group	21 プロセスのステータス情報 モジュール 2 側のプロセス異常（設定レン
ジ外）エラーを表示する。

R

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

ステータス Status	group	22 設定関連ステータス情報 モジュール 2 側の設定異常エラーを表示す
る。

R

Status	group	23 設定関連ステータス情報 R

Ext	dev	status 拡張フィールド機器ステー
タス

デバイスの状態を表示する。 R

Cfg	chng	count 設定変更カウンター パラメータの設定変更回数を表示する。 0 R

Reset	Cfg	chng	flag 設定変更フラグリセット 設定変更フラグ	(	コンフィグレーションチェ
ンジフラグ	)	をリセットする。

M

Current	Date データのタイムスタンプ データを読みに行った時点の	UTC 年月日を
表示する。基準日は上位システムから設定
する。

1970/01/01 R

Current	Time データのタイムスタンプ データを読みに行った時点の	UTC	時刻を表
示する。基準日は上位システムから設定す
る。

00:00:00 R

タグナンバ Tag タグナンバ タグナンバを表示，設定する。
英数文字，最大	8	文字

ご注文時指定 W

Long	tag ロングタグナンバ ロングタグナンバを表示，設定する。
英数文字，最大	32	文字

ご注文時指定 W

温度補正 T.Z.	Cmp	mode	1 モジュール 1 側温度ゼロ補
正モード

モジュール 1 側温度ゼロ補正モードを選択
する。（On，Off)

Off W

T.Z.	Cmp	mode	2 モジュール 2 側温度ゼロ補
正モード

モジュール 2 側温度ゼロ補正モードを選択
する。（On，Off)

Off W

Temp	1	zero モジュール 1 側温度ゼロ補
正係数

モジュール 1 側温度ゼロ補正係数の温度勾
配を設定する。（-99.999	～	99.999%/℃）

0.000%/degC W

Temp	2	zero モジュール 2 側温度ゼロ補
正係数

モジュール 2 側温度ゼロ補正係数の温度勾
配を設定する。（-99.999	～	99.999%/℃）

0.000%/degC W

温度センサ Amp	temp モジュール 1 側アンプ温度 アンプ（電気回路部）の温度を表示する。 R

Temp	2	fixed	val モジュール 2 側カプセル温
度固定値

モジュール 2 側カプセル温度の固定値を設
定する。

23	degC W

単位 DP	unit 差圧単位 差圧の単位を設定する。 W

Pres	1	unit モジュール 1 側圧力単位 モジュール 1 側圧力の単位を設定する。 W

Pres	2	unit モジュール 2 側圧力単位 モジュール 2 側圧力の単位を設定する。 W

Temp	unit 温度単位 温度の単位を設定する。 W

ライトプロテ
クト

Enable	wrt	10min ライトプロテクト解除 ライトプロテクトを一時的に（10	分間）解
除する。（英数	8	文字のパラメータを入力）

M

New	password パスワード設定 ライトプロテクトの解除パスワードの設定
および機能の有効／無効を制御する。

（英数	8 文字）

M

Write	protect 通信書き込み禁止／許可 Write	Protect	の状態を表示する。（Yes，No）No R

デバイス変量 Loop	current 出力電流値 4-20mA	出力の電流値を表示する。 R

PV	%	rnge ％出力値 4-20mA	出力を％表示する。 R

DP 差圧値 差圧値を表示する。

Pres	1 モジュール 1 側カプセル圧
力値

モジュール 1 側カプセル圧力値を表示する。 R

Pres	2 モジュール 2 側カプセル圧
力値

モジュール 2 側カプセル圧力値を表示する。 R

Temp	1 モジュール 1 側カプセル温
度値

モジュール 1 側カプセル温度センサの温度
を表示する。

R

Temp	2 モジュール 2 側カプセル温
度値

モジュール 2 側カプセル温度センサの温度
を表示する。

R

デバイス変数
シミュレー
ション

Device	vars	
simulate

デバイス変数のシミュレー
ションの実行

シミュレーションを実行する。 M

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

プロセス変量 Change	PV	Assgn PV	割付 PV(Primary	variable)	に割り付けるデバイス
変量を指定する。（DP，Pres	1，Pres	2））

M

PV	is PV	割付 現在 PV に割り付けられているデバイス変量
を表示する。

DP R

Change	SV	Assgn SV	割付 SV(Secondary	variable)	に割り付けるデバイ
ス変量を指定する。（DP，Pres	1，Pres	2，
Temp	1，Temp	2）

M

SV	is SV	割付 現在	SV	に割り付けられているデバイス変量
を表示する。

Pres	1 R

Change	TV	Assgn TV	割付 TV(Tertiary	variable)	に割り付けるデバイ
ス変量を指定する。（DP，Pres	1，Pres	2，
Temp	1，Temp	2）

M

TV	is TV	割付 現在	TV	に割り付けられているデバイス変量
を表示する。

Pres	2 R

Change	QV	Assgn QV	割付 QV(Quaternary	variable)	に割り付けるデバ
イス変量を指定する。（DP，Pres	1，Pres	2，
Temp	1，Temp	2）	

M

QV	is QV	割付 現在	QV	に割り付けられているデバイス変量
を表示する。

Temp	1 R

アドバンス
診断（ILBD）

Diag	Applicable 検出可能な診断 基準値の取得終了後，利用可能なつまり検
出機能を表示する。

R，G

Diag	DPComp Ratio	fDP	補正の選択 Ratio	fDP	の補正有無を設定する。
Compensation	または	Non-Compensation

Compensation W，G

Diag	Error ILBD	およびヒートトレー
ス監視の検出結果	

導圧管つまりならびにフランジ温度アラー
ムへ検出結果を表示する。

0x0000 R，G

Lim	fDPmax Ratio	fDP	の上限閾値 Ratio	fDP	によって「A	Blocking」を検出す
るための閾値

3.00 W，G

Lim	fDPmin Ratio	fDP	の下限閾値 Ratio	fDP	によって「B	Blocking」を検出する
ための閾値

0.30 W，G

Lim	fP2max Ratio	fP2	の上限閾値 Ratio	fP2	によって「Large	Fluct	Pres	2」を検
出するための閾値

3.00 W，G

Lim	fP2min Ratio	fP2	の下限閾値 Ratio	fP2	によって「Pres	2	Side	Blocking」を
検出するための閾値

0.30 W，G

Lim	fP1max Ratio	fP1	の上限閾値 Ratio	fP1	によって「Large	Fluct	Pres	1」を検
出するための閾値

3.00 W，G

Lim	fP1min Ratio	fP1	の下限閾値 Ratio	fP1	によって「Pres	1	Side	Blocking」を
検出するための閾値

0.30 W，G

Lim	BlkFmax BlkF	の上限閾値 BlkF	によって「Pres	1	Side	Blocking」を検出
するための閾値

0.60 W，G

Lim	BlkFmin BlkF	の下限閾値 BlkF	によって「Pres	2	Side	Blocking」を検出
するための閾値

－	0.60 W，G

Lim	DPAvgmax DPAvg	の上限閾値 DPAvg	によって「ILDB	over	Range」を，	Ref	
DPAvg	によって「Invalid	Ref	DP」を検出す
るための閾値

1.00 W，G

Lim	DPAvgmin DPAvg	の下限閾値 DPAvg	によって「ILDB	over	Range」を，	Ref	
DPAvg	によって「Invalid	Ref	DP」を検出す
るための閾値

－	1.00 W，G

Set	Diag	Mode ILBD	の動作モード 停止（Stop)，実行（Calculation)，基準値の
取得（Reference）を設定する。

Stop M，G

Diag	Mode ILBD	の動作モード 停止（Stop），実行（Calculation），基準値
の取得（Reference）を表示する。

Stop R，G

Diag	Option アラームのマスキング 出力，表示させるアラームを設定する。 0x08f8 W，G

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

アドバンス
診断（ILBD）

Diag	Out	Option Advance	診断アラーム発生
時の	4-20mA	の出力モード

Off，Burnout，Fall	back	より選択する。 Off W，G

Diag	Fixed	Out	Val Advance	診断アラーム発生
時の電流出力値

Diag	Out	Option	パラメータにて	Fall	back	を
選択した際に，	出力値を設定する（3.80	～
21.60	mA）。

21.60	mA W，G

Diag	Period 	サンプリング周期 1	カウント（Diag	Supp	Count）あたりのサ
ンプリング時間

180	s W，G

Diag	Description メモ欄 英数	32	文字以内 W，G

fDP 差圧揺動の	2	乗和平均値 R，G

fDP	Status fDP	のステータス 　 R，G

fP2 モジュール 2 側圧力揺動の	
2	乗和平均値

R，G

fP2	Status fP2	のステータス R，G

fP1 モジュール 1 側圧力揺動の	
2	乗和平均値

R，G

fP1	Status fP1 のステータス R，G

Ref	fDP fDP	の基準値 W，G

Ref	fDP	Status Ref	fDP	のステータス R，G

Ref	fP2 fP2	の基準値 W，G

Ref	fP2	Status Ref	fP2	のステータス R，G

Ref	fP1 fP1	の基準値 W，G

Ref	fP1	Status Ref	fP1	のステータス R，G

Ref	BlkF BlkF	の基準値 W，G

Ref	BlkF	Status Ref	BlkF	のステータス R，G

Ref	DPAvg DPAvg	の基準値 W，G

Ref	DPAvg	Status Ref	DPAvg	のステータス R，G

Ref	Lim	fDPmin 最小	fDP	の基準閾値 つまり検出実行に必要な	Ref	fDP	の最小値 7.000E-10 W，G

Ref	Lim	fPmin 最小	fP1，fP2	の基準閾値 つまり検出実行に必要な	Ref	fP1，fP2	の最
小値

7.000E-10 W，G

Ref	Lim	BlkFmax 最大	BlkF	の基準閾値 つまり検出実行に必要な	Ref	BlkF	の最大値 0.50 W，G

Diag	Supp	Count アラーム発生の判定回数 差圧・圧力揺動パラメータが閾値を何回連
続した場合に，異常アラームを発生するか
の判定回数を設定する。

3 W，G

Ratio	fDP SQRT	(fDP/Ref	fDP) 差圧揺動の二乗平均平方根	
（RMS：Root	Mean	Square)	を比較した値

R，G

Ratio	fDP	Status Ratio	fDP	のステータス R，G

Ratio	fP2 SQRT	(fP2/Ref	fP2) モジュール 2 側圧力揺動の二乗平均平方根
を比較した値

R，G

Ratio	fP2	Status Ratio	fP2	のステータス R，G

Ratio	fP1 SQRT	(fP1/Ref	fP1) モジュール 1 側圧力揺動の二乗平均平方根
を比較した値

R，G

Ratio	fP1	Status Ratio	fP1	のステータス R，G

BlkF モジュール 1 側圧力とモ
ジュール 2 側圧力揺動の比
較値

モジュール 1 側圧力とモジュール 2 側圧力
揺動値の比較によって特徴づけられる「つ
まり度」を示す値

R，G

BlkF	Status BlkF	のステータス R，G

DPAvg 平均差圧 最大スパンに対して測定差圧の比を平均化
した値

R，G

DPAvg	Status DPAvg	のステータス R，G

CRatio	fDP 補正	fDP 平均差圧で補正した	fDP	値 R，G

CRatio	fDP	Status Cratio	fDP	のステータス R，G

NRatio	fDP 補正なし	fDP 補正なしの	fDP	値 R，G

NRatio	fDP	Status NRatio	fDP	のステータス R，G

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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機能 ラベル 項目 内容 出荷時
デフォルト値

設定
可否*1

アドバンス
診断（ヒート
トレース監視
機能）

Flg	temp	coef フランジ温度係数 0 W，G

Flg	temp	Hi	alert	val フランジ温度の上限値 高温異常と判定する上限閾値を設定する。 120	degC W，G

Flg	temp	Lo	alert	
val

フランジ温度の下限値 低温異常と判定する上限閾値を設定する。 －	40	degC W，G

Flg	temp フランジ温度 R，G

付加仕様機能
追加

Option	Password ソフトウェア付加仕様の機
能追加パスワード

ソフトウェア付加仕様を有効にするパス
ワードを設定する。

(Space) W

*1：		 	R：表示のみ，Ｗ：表示および設定，M：メソッド（操作命令），G：付加仕様コード	/DG6	のときに有効
*2：		 付加仕様コード /CJ が指定された場合は 'Disabled' に設定。
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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。ディジタルリモートセンサに関する情報は GS	01C25W05-01JA でご確認

いただけます。フランジ取付形の場合は，あわせて GS	01C26W01-01JA をご覧ください。含まれる伝送器単体につい

ての情報は，EJX530A の GS をご覧ください。

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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付録 1. 安全計装システムの設置にあたって

本伝送器を安全計装システム（Safety	Instrumented	

Systems:	SIS）用途として用いる際には，本伝送器の安

全度を保つために本付録で述べる指示と手順を遵守し

てください。

付1.1 適用範囲と目的

本項では，安全計装システム用途として設計された安

全度を保つ上で求められる，本伝送器の設置と操作の

際に必要な使用上の注意点と行うべき作業の概要につ

いて述べます。ここで取り上げる項目は，伝送器のプ

ルーフテストと修理・交換，安全性データ，耐用年数，

環境および用途に関する制限，パラメータの設定です。

付1.2 安全計装システム用途における
本伝送器のご使用

付1.2.1 安全確度

本伝送器の規定安全確度は 2% です。これは内部部品の

故障により生じる誤差が 2% 以上の場合に，機器の故障

として扱われるということです。

付1.2.2 診断応答時間

本伝送器は内部故障の発生を10秒以内に通知できます。

付1.2.3 設定

HART 設定ツールを用いて，レンジと単位を設定して

ください。伝送器の設置後，レンジと単位が正しく設

定されていることをご確認ください。伝送器の校正は，

パラメータの設定後に行ってください。

付1.2.4 必要なパラメータの設定

安全度を保つために，以下のパラメータ設定が必要で

す。

表付1.1 設定パラメータ

項目 説明
バーンアウト方向
スイッチ

内部故障検出時の出力の値を
21.6	mA 以上あるいは 3.8	mA 以
下に指定します。

ライトプロテクト
スイッチ

書き込み機能を無効にします。

付1.2.5 プルーフテスト

伝送器の意図した通りの安全機能の実行を阻害するよ

うな，自己診断で検知されない故障を検出するために

プルーフテストの実施が必要です。

プルーフテストの間隔は，本伝送器を含む安全計装機

能ごとに行われる安全度計算により決定します。安全

計装機能の安全度を維持するには，安全度計算で指定

した頻度またはそれ以上でプルーフテストを行う必要

があります。プルーフテストでは，以下の試験を実施

する必要があります。プルーフテストの結果は文書化

される必要があり，その文書はプラントの安全管理の

一部とすべきです。故障が検出された場合は当社まで

ご連絡ください。

伝送器のプルーフテストを行う作業者は，バイパス手

順，本伝送器のメンテナンス，変更管理の手順など，

安全計装システムの運用について熟知している必要が

あります。

表 付1.2 プルーフテスト

試験方法 必要なツール 予想される結果 備考
機能試験
1.	必要に応じ，ロジックソルバーをバイパスするための
変更管理手順にすべて従います。

2.	HART コマンドを実行してハイアラーム（21.6mA）の
値を出力させ，電流がこの水準にあるか検証します。

3.	HART コマンドを実行してローアラーム（3.8mA）の値
を出力させ，電流がこの水準にあるか検証します。

4.	ロジックソルバーの動作を復元させ，検証を行います。

・HART	設定ツール

・校正圧力源

プルーフテスト

カバー率：81.3%

伝送器が正確な

信号を出してい

るか確認するた

めに出力を監視

する必要があり

ます。

三点校正を上記の機能試験と同時に行います。
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付1.2.6 修理・交換

プロセスがオンライン中に	本伝送器の修理を行う場合

は，本伝送器をバイパスしてください。ユーザーはバ

イパス手順を正しく設定する必要があります。検出さ

れた故障については当社までご連絡ください。本伝送

器の交換に際しては，本取扱説明書の手順に従ってく

ださい。本伝送器の修理あるいは交換の際は，訓練を

受けたエンジニアが行ってください。

付1.2.7 起動時間

本伝送器は，電源投入後 10 秒以内に有効な信号を出力

します。

付1.2.8 ファームウェアの更新

ユーザーはファームウェアの更新を行うことはありま

せん。ファームウェアの更新が必要と判断された場合，

更新は引取りによって行います。

付1.2.9 安全性データ

故障率と故障モードは以下の値です。

Device λSD λSU λDD λDU SFF
EJX	DRS － 161 977 95 92.3%

本伝送器は単独使用において，安全計装機能全体の	

PFD	avg による安全度水準（Safety	Integrity	Level:	SIL）

2 までに適用できるという認証を受けています。また冗

長構成では最大安全度水準（SIL）3 までの適用が可能

として認定されています。

冗長構成で使用する際には，安全計装機能の PFD 計算

のための共通原因故障率（β -factor）2% にすること

を推奨します。( 冗長構成の伝送器同士で導圧管を共有

する場合，または導圧管が詰まる可能性がある場合に

は，10% にするようお勧めします）。導圧管の故障率を

PFDavg の計算に算入する必要があります。

付1.2.10 耐用年数の制限

本伝送器の予測耐用年数は	50	年です。FMEDA レポー

トの信頼性データは 50 年を有効とします。50 年を超

えて使用されると本伝送器の故障率は上昇すると考え

られるので，FMEDA レポートに記載された安全性デー

タに基づいた安全度水準は達成できない可能性があり

ます。

付1.2.11 環境の制限

本伝送器の環境に関する制限は，本取扱説明書で規定

しています。

付1.2.12 用途の制限

本取扱説明書で規定した本伝送器の用途に関する制限

を外れて使用する場合，付1.2.9に記載された安全性デー

タは無効です。

付1.3 用語と略語

付1.3.1 用語

安全

受容できないリスクから免れている状態

(JIS	C	0508 の表現です )

機能安全

機器・機械・プラント・装置に対して安全と定義さ

れた状態を達成または維持するために必要な動作を

実行するシステムの能力を指します。

基本的安全

感電，火災，爆発などの危険から人間を保護するよ

うに機器は設計および製造されなければなりませ

ん。こうした保護は，通常使用時および 1 故障時で

も常に有効でなければなりません。

検証

適合　確認

ライフサイクルの各段階で，各段階の最初に意図し

た目的と要求事項に見合うものが最終的に得られた

ことを実証します。検証は，分析あるいは試験，ま

たはその両方により行われるのが普通です。

妥当性確認

安全関連システムあるいはその組み合わせと，外的

リスク軽減施設が，あらゆる点において安全要求仕

様を満たしていることを実証します。妥当性検査は，

試験により行われるのが普通です。

安全アセスメント

安全関連システムによって安全性が実現されたこと

を，証拠に基づいて判断するための調査を指します。

その他の安全手法および対策で用いられる用語の定義

および安全関連システムの説明については，JIS	C	0508-

4(IEC	61508-4) をご参照ください。

付1.3.2  略語

FMEDA	(Failure	Mode,	Effects	and	Diagnostic	Analysis)	

故障モード，影響および診断分析

SIF	(Safety	Instrumented	Function)　安全計装機能

SIL	(Safety	Integrity	Level)　安全度水準

SIS	(Safety	Instrumented	Systems)　安全計装システム

SLC	(Safety	Lifecycle)　安全ライフサイクル
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付録 2. ILBDチェックリスト

導圧管つまり検出（ILBD）の操作手順に従い，つまり検出に必要な情報をチェックシートに記入してください。また，

ILBD を実行する前に必ずこのチェックシートの記載内容を確認してください。

チェックシート（1/5）
No. 項目 パラメータ 結果 記入例
1	 4-20	mA	アナログ信号設定 Diag	Out	Option Off: □

Burnout: □ □
・	アラーム発生時の出力モードを選択してくだ
さい。

Fall	back: □ □
Diag	Fixed	Out	Val 　　　mA 21.6	mA

2 定常運転時の差圧・圧力の確認
・	DP のステータスが「GOOD」であることを確
認してください。

・	DPの最大値および最小値を確認してください。

Status Good
DP Max.:

Min.:
Max.:	12.3kPa
Min.:	12.1kPa

3 定常運転時の圧力揺動パラメータ（fDP）の確認
・	fDP の値が 7x10-10 以上であることを確認して
ください。

fDP □

4 基準値取得の開始
・	Diag	Mode パラメータにて Reference を設定
してください。

Diag	Mode □

5 基準値サンプリングの終了確認
・	Diag	Mode パラメータにて Calcuration が設定	
されていることを確認してください。

Diag	Mode □

6 アラームの設定
・	Diag	Option パラメータのチェックボックス状
況を記録してください。

Diag	Option
A	Blocking □
Large	Fluct	Pres	2 □
Large	Fluct	Pres	1 □
Pres	2	Side	Blocking □
Pres	1	Side	Blocking □
B	Blocking □
Invalid	Ref	BlkF □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □ □
Invalid	Ref	DP □
ILBD	over	Range □ □
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チェックシート（2/5）
No. 項目 パラメータ 結果 記入例
7	 発生アラームの確認

•		Diag	Error パラメータに表示されたアラーム内
容を確認してください。
•		Diag	Error パラメータに	「ILBD	over	range」のア
ラームが発生していないことを確認してくださ
い。

Diag	Error
A	Blocking □ □
Large	Fluct	Pres	2 □ □
Large	Fluct	Pres	1 □ □
Pres	2	Side	Blocking □ □
Pres	1	Side	Blocking □ □
B	Blocking □ □
Invalid	Ref	BlkF □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □ □
Invalid	Ref	DP □ □
ILBD	over	Range □ □

8	 ILBD パラメータの確認
•		ILBD 運転に必要なパラメータの値を記録して
ください。
•		ILBD 運転に必要なパラメータの Status を記録
してください。

*：	各パラメータの Status が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

Diag	Period 180
Lim	fDPmax 3.000000
Lim	fDPmin 0.300000
Lim	fP2max 5.000000
Lim	fP2min 0.500000
Lim	fP1max 5.000000
Lim	fP1min 0.500000
Lim	BlkFmax 0.600000
Lim	BlkFmin -0.600000
Lim	DPavgmax 1.000000
Lim	DPAvgmin 0.050000
Diag	Supp	Count 3
Ref	fDP* 7.43245E-09
Ref	fP2* 7.25765E-09
Ref	fP1* 7.18374E-09
Ref	DPAvg* 5.36425E+00
fDP	* 7.48562E-09
fP2	* 7.23277E-09
fP1	* 7.14085E-09
BlkF	* -0.287259
DPAvg	* 0.055957
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チェックシート（3/5）
Diag Error チェック 

項目Invalid Ref Pres 1 Invalid Ref Pres 2 Invalid Ref DP
□ □ □ → 9-a

□ → 9-b

	 :	アラームが発生している。
□	 :	アラームが発生していない。

No. 項目 パラメータ 結果 記入例
9-a つまり検出動作の模擬試験

・Pres	1	Side	Blocking：	9-a-1
・Pres	2	Side	Blocking：	9-a-2
・B	Blocking：	9-a-3

9-a-1 Pres	1	Side	Blocking
・高圧側のバルブを完全に閉じてください。
•		サンプリング（Diag	Period	X	Diag	Supp	Count）
の終了後，右記パラメータの値を記録してくだ
さい。

*：	各パラメータの Status が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

fDP* 3.74856E-08

fP2* 6.23277E-09

fP1	* 1.51409E-10

BlkF 0.8658873

•			Diag	Option	パラメータのチェックボックス状
況を記録してください。

・	「A	Blocking」と「Pres	1	Side	Blocking」が設定
されていることを	確認してください。

注：		「ILBD	over	Range」のアラームが発生してい
る場合，	バルブをきつく閉じすぎている可能
性があります。バルブを少し開いた後，各
パラメータの更新状況を記録してください。

Diag	Option
A	Blocking □
Large	Fluct	Pres	2 □ □
Large	Fluct	Pres	1 □ □
Pres	2	Side	Blocking □ □
Pres	1	Side	Blocking □
B	Blocking □ □
Invalid	Ref	BlkF □ □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □ □
Invalid	Ref	DP □ □
ILBD	over	Range □ □

・	「Pres	1	Side	Blocking	のアラームが発生してい
ることを確認してください。

・	「Pres	2	Side	Blocking	のアラームが発生してい
ないことを確認してください。	

Diag	Error
Pres	2	Side	Blocking □ □

Pres	1	Side	Blocking □
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チェックシート（4/5）
No. 項目 パラメータ 結果 記入例

9-a-2 Pres	2	Side	Blocking
・	低圧側のバルブを完全に閉じてください。
•		サンプリング（Diag	Period	X	Diag	Supp	Count）
の終了後，右記パラメータの値を記録してくだ
さい。

*：	各パラメータの	Status	が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

fDP* 6.48562E-08

fP2	* 2.23277E-10

fP1	* 7.01528E-09

BlkF -0.827259

•		Diag	Option パラメータのチェックボックス状
況を記録してください。
•		「A	Blocking」と「L	Side	Blocking」が設定され
ていることを	確認してください。

注：	「ILBD	over	Range」のアラームが発生してい
る場合，	バルブをきつく閉じすぎている可能
性があります。バルブを少し開いた後，各
パラメータの更新状況を記録してください。

Diag	Option
A	Blocking □
Large	Fluct	Pres	2 □ □
Large	Fluct	Pres	1 □ □
Pres	2	Side	Blocking □
Pres	1	Side	Blocking □ □
B	Blocking □ □
Invalid	Ref	BlkF □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □ □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	DP □ □
ILBD	over	Range □ □

•		「Pres	2	Side	Blocking	のアラームが発生してい
ることを確認してください。	

・	「Pres	1	Side	Blocking	のアラームが発生してい
ないことを確認してください。	

Diag	Error
Pres	2	Side	Blocking □

Pres	1	Side	Blocking □ □

9-a-3 B	Blocking
•	両側のバルブを完全に閉じてください。
•		サンプリング（Diag	Period	X	Diag	Supp	Count）
の終了後，右記パラメータの値を記録してくだ
さい。

*：	各パラメータの	Status	が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

fDP* 1.48562E-10

fP2	* 1.72328E-10

fP1	* 1.14085E-10

BlkF -0.387451

•		Diag	Option	パラメータのチェックボックス状
況を記録してください。

・	「Pres	2	Side	Blocking」，「Pres	1	Side	Blocking」，	
「B	Blocking」が設定されていることを確認して
ください。

注：	「ILBD	over	Range」のアラームが発生してい
る場合，	バルブをきつく閉じすぎている可能
性があります。バルブを少し開いた後，各
パラメータの更新状況を記録してください。

Diag	Option
A	Blocking □ □
Large	Fluct	Pres	2 □ □
Large	Fluct	Pres	1 □ □
Pres	2	Side	Blocking □
Pres	1	Side	Blocking □
B	Blocking □
Invalid	Ref	BlkF □ □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □ □
Invalid	Ref	DP □ □
ILBD	over	Range □ □

•		「B	Blocking	のアラームが発生していることを
確認してください。	

Diag	Error
B	Blocking □
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チェックシート（5/5）
No. 項目 パラメータ 結果 記入例
9-b つまり検出動作の模擬試験

•		「Invalid	Reference	Value」のアラームが発生し
ていない側のバルブを完全に閉じてください。

高圧側のバルブを閉じた場合：
•		サンプリング（Diag	Period	X	Diag	Supp	Count）
の終了後，右記パラメータの値を記録してくだ
さい。

*：	各パラメータの	Status	が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

fDP* 5.48562E-08

fP1	* 7.14085E-11

低圧側のバルブを閉じた場合：
•		サンプリング（Diag	Period	X	Diag	Supp	Count）
の終了後，右記パラメータの値を記録してくだ
さい。

*：	各パラメータの	Status	が「GOOD」であるこ
とを確認した上，パラメータの値を記録して
ください。

fDP* 3.48562E-08

fP2	* 1.12328E-10

•		Diag	Option	パラメータのチェックボックス状
況を記録してください。

・	「B	Blocking」が設定されていることを確認し
てください。

注：	「ILBD	over	Range」のアラームが発生してい
る場合，	バルブをきつく閉じすぎている可能
性があります。バルブを少し開いた後，各
パラメータの更新状況を記録してください。

Diag	Option
A	Blocking □ □
Large	Fluct	Pres	2 □ □
Large	Fluct	Pres	1 □ □
Pres	2	Side	Blocking □ □
Pres	1	Side	Blocking □ □
B	Blocking □
Invalid	Ref	BlkF □
Invalid	Ref	Pres	1 □ □
Invalid	Ref	Pres	2 □
Invalid	Ref	DP □ □
ILBD	over	Range □ □

•		「B	Blocking	のアラームが発生していることを
確認してください。	

Diag	Error
B	Blocking □
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耐圧防爆形機器についての注意事項

工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）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，「工場電気設備防
爆指針 ( 国際整合技術指針 )」にて公益社団法人		産業安全技術
協会の型式検定を受けたもの ( 以下，検定合格品と称します )
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，「電気設備に関する技術
基準 ( 経済産業省令 )」，「電気設備の技術基準の解釈」および

「ユーザーのための工場防爆設備ガイド（JNIOSH-TR-No.44）」
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益社団法人		産業安全技術協会
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）	 上記 (1) において，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，公益社団法人		産業安全技術協
会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，爆発性ガス雰囲気の点火源となることがで
きる部品または部分を内蔵し，内部で発生した爆発性混合物の
爆発によって発生する圧力に耐え，かつ，その容器の周囲の爆
発性ガス雰囲気への爆発の伝播を防止する容器をいう。
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
	 電気機器の防爆構造及び／又は保護等級（IP）を維持する

容器壁，ドア，カバー，ケーブルグランド，操作軸，軸棒，
回転軸など全てのもの。

(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第一類ま

たは第二類の危険箇所に設置し，使用することができま
す。耐圧防爆機器は，特別危険箇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。
特別危険箇所；	 爆発性雰囲気が連続してまたは長時

間存在する区域
第一類危険箇所；	 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
第二類危険箇所；	 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 -40 ～ +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）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
設備ガイド (JNIOSH-TR-No.44)」をご参照ください。
●	ケーブル配線では必ず，機器に付属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。機器に付属されたケー
ブルグランド（耐圧パッキン金具）以外は使用しないで
ください。

●	ケーブルには制御用ケーブル（JIS	C3401）等「ユーザー
のための工場防爆設備ガイド (JNIOSH-TR-No.44)」で推奨
されているものを使用してください。
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2	 	 ＜耐圧防爆形についての注意事項＞

●	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，第一類危
険箇所または第二類危険箇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。

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。よって，耐圧パッキン金具は機器に付属
のものをお使いください。

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設備ガイド (JNIOSH-
TR-No.44)」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)	 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。
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