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1.	 はじめに

注記 
本書中で製品について，AXW□□□G 等の表記がされてい
る場合，下記のいずれかが□□□に適用できることを示しま
す。
500, 600, 700, 800, 900, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 18L

■	本製品の保護・安全・改造および廃棄に関す
る注意

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。

警告
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。

注意
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。

重要 
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。

注記 
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。

機器本体にはいくつかの記号が書かれています。その意味は下
記のとおりです。

保護接地端子

機能接地端子
（保護接地端子として使用しないこと）

交流

直流

取扱注意
人体および機器を保護するために取扱説明書を参照
する必要がある場所についています。

このたびは当社の ADMAG TI（Total Insight） シリーズ AXW 電
磁流量計をご採用いただき，まことにありがとうございます。
本書は，AXW 電磁流量計（口径：500 ～ 1800 mm）の BRAIN 
通信形，HART 通信形，Modbus 通信形およびフィールドバス
通信形の設置，配線，基本操作などについて説明した取扱説明
書です。
本書に記載されていない項目については，当社 Web ページよ
り該当する機器の取扱説明書をダウンロードし，その内容を必
ずお読みいただき，正しくお使いください。
形名および仕様の確認は，2 章および表 1.1 の一般仕様書を参
照してください。
当社 Web ページのアドレス：
http://www.yokogawa.co.jp/fld/download/
また，取扱説明書の印刷物はご購入もいただけます。詳しくは
当社営業／代理店までお問い合わせください。

表1.1　形名と必要なドキュメント番号

形名 ドキュメント名称 ドキュメント番号

AXW□□□G
AXW□□□W 
AXW4A 
AXG1A 
AX01C

ADMAG TI シリーズ 
AXG □□□, AXW □□□, AXG4A, 
AXW4A, AXG1A 電磁流量計
はじめにお読みください

IM 01E21A21-01Z1

ADMAG TI シリーズ
AXG/AXW 電磁流量計
安全マニュアル

IM 01E21A21-02JA

ADMAG TI シリーズ 
AXW 電磁流量計  
[口径：500 ～ 1800 mm] 
スタートアップマニュアル

IM 01E25A01-01JA 
（本書）

ADMAG TI シリーズ 
AXW 電磁流量計  
[口径：25 ～ 1800 mm] 
保守マニュアル

IM 01E24A01-02JA

ADMAG TI シリーズ
AXG, AXW 電磁流量計
BRAIN 通信形

IM 01E21A02-01JA

ADMAG TI シリーズ
AXG, AXW 電磁流量計
HART 通信形

IM 01E21A02-02JA

ADMAG TI Series
AXG, AXW Magnetic Flowmeter
Modbus Communication Type

IM 01E21A02-05EN

ADMAG TI シリーズ
AXG/AXW 電磁流量計
FOUNDATION フィールドバス通信形

IM 01E21A02-03JA

ADMAG TI シリーズ
AXG1A 電磁流量計
BRAIN 通信形

IM 01E22C02-01JA

ADMAG TI シリーズ
AXG1A 電磁流量計
HART 通信形

IM 01E22C02-02JA

ADMAG TI シリーズ 
AXW 電磁流量計  
[口径：500 ～ 1800 mm] 
一般仕様書

GS 01E25D11-01JA

ADMAG TI シリーズ 
AXG1A 電磁流量計 高機能変換器 
一般仕様書

GS 01E22C01-01JA

AXFA11G
AXF シリーズ 
電磁流量計 
はじめにお読みください

IM 01E20A21-01Z1

AXFA11G
AXFC

AXFA11G 電磁流量計 
高機能変換器 

［ハードウェア編／ソフトウェア編］
IM 01E20C01-01

AXFA11G 電磁流量計 
高機能変換器 
一般仕様書

GS 01E20C01-01

6th Edition: Nov. 2020 (KP)
All Rights Reserved, Copyright © 2017.  Yokogawa Electric Corporation
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・ 本製品および本製品を含むシステムの保護・安全のため，
本製品を取り扱う際は，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，本製品の保護機能が損なわれるなど，そ
の機能が十分に発揮されない場合があります。この場合，
当社は製品の品質・性能・機能および安全性を保証いた
しかねます。

・ 本製品および本製品で制御するシステムでの落雷防止装
置や機器などの，本製品や制御システムに対する保護・
安全回路の設置，または本製品や制御システムを使用す
るプロセス，ラインのフールプルーフ設計やフェールセー
フ設計，その他の保護・安全回路の設計および設置を行
う場合は，お客様の判断で，適切に実施してください。
また本製品以外の機器で実現するなど別途検討いただき，
用意するようお願いいたします。

・ 本製品の部品を交換する場合は，必ず当社の指定品を使
用してください。ヒューズの交換は，当社のサービスに
依頼してください。

・ 本製品は原子力および放射線関連機器，鉄道施設，航空
機器，舶用機器，航空施設，医療機器などの人身に直接
かかわるような状況下で使用されることを目的として設
計，製造されたものではありません。人身に直接かかわ
る安全性を要求されるシステムに適用する場合には，お
客様の責任において，本製品以外の機器・装置をもって
人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願い
いたします。

・ 本製品を改造することは固くお断りいたします。
・ 当社は，顧客が本製品に加えたすべての改造に起因する

故障や損害について責任を負わないものとします。
・ 本製品は，地域および国の法律 / 規制に従って，廃棄する

必要があります。

■	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，本製品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，当社
各営業拠点または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。

• 本書は，次の仕事を担当されるエンジニアで機器取り扱
いの技能を有する方を対象としています。

 据え付け，配線などの工事を担当する方。
 機器が運転に入った後，日常の運転業務を行う機器操作

担当（オペレータ）の方。
• 本製品をご使用前に，本書と表 1.1 の取扱説明書をよくお

読みいただき，正しくお使いください。
 製品の仕様は表 1.1 の一般仕様書をお読みください。

■	商標
・ HART は FieldComm Group の登録商標です。
・ Modbus は，AEG Schneider 社の登録商標です。
・ FOUNDATION fieldbus の「FOUNDATION」 は，FieldComm 

Group の登録商標です。
・ 本文中で使用されている横河電機製品の商品名は，横河

電機の登録商標または商標です。
・ 本文中で使用されている会社名，商品名は，各社の登録

商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には，「TM」，「®」マー

クは表示しておりません。

1.1	 本製品を安全にご使用いただくた
めに

本製品および本製品を含むシステムの保護・安全のため，本製
品を取り扱う際は，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，本
製品の保護機能が損なわれるなど，その機能が十分に発揮され
ない場合があります。この場合，本製品のご使用または使用不
能から生じる間接損害について，当社は責任を負いかねます。

(1)	 全般
・ 本製品は，EN61326-1，EN61326-2-3，EN61326-2-5， 

EN61000-3-2，EN61000-3-3 (EMC 規格 ) の製品です。
・ 本製品は，EN61326-1（EMC 規格），Class A（商工業地域

使用）の製品です。
・ 本製品（一般用）は，保護等級：IP66 および IP67 の製品です。
・ 本製品（水中用）は，保護等級：IP68 の製品です。
・ 本製品は，屋内および屋外機器です。
・ 本製品は，ミクロ汚染度 2 の製品です。
・ 本製品は，マクロ汚染度 4 の製品です。
・ 本製品は，設置上の高度 2000 m 以下の製品です。
・ 本製品は，設置上のカテゴリ（過電圧カテゴリ） II の製品

です。

注意
本製品は EN61326-1(EMC 規格 ) の Class A 製品です。家庭環
境においては，無線妨害を生ずることがあり，その場合には
使用者が適切な対策を講ずることが必要です。

重要 
周囲温度下限値は検出器本体（ライニング／測定管）の下限
流体温度によって制限されます。周囲温度の条件は表 1.1 の
一般仕様書を参照してください。
0 ～ 100％ RH の周囲湿度でもご使用いただけますが，95％
RH 以上の湿度で結露する雰囲気での長期連続使用は避けて
ください。

警告
・ 本製品の用途
 本製品は，液体流量を測定する電磁流量計です。電磁流量

計としての用途以外には使用しないでください。
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警告
• 本製品の設置，配線，保守はしかるべき技術を有する方が

行ってください。設置，配線，保守に関する事項をオペレー
タの方は行わないでください。

• 配線は適切な電線，圧着端子およびトルクで行ってくださ
い。電源配線および保護接地配線には絶縁カバー付圧着端
子を使用してください。破損による感電防止のため，配線
コードを強く引っ張らないでください。

• 雨天時および高湿度の場所ではカバーを開けないでくださ
い。カバーを開けると，規定された容器による保護はされ
ません。

• 感電防止のため，電源の供給元が OFF になっていることを
確認してください。

• カバーを開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過しているこ
とを確認してください。カバーを開ける際にはしかるべき
技術を有する方が行ってください。

・ カバーを開閉する場合，ねじ部や O リングに損傷や異物
付着がないよう，取り扱いに十分注意してください。

• 本製品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。取扱い時にはリストストラップなどで帯電防
止を行い，各電子部品および回路などに直接ふれないよう
十分注意してください。

• 配線接続にあたり供給側の電圧が本製品の定格電圧に合っ
ていることを確認してから，電源コードを接続してくださ
い。また接続の際は電源コードに電圧がかかっていないこ
とを確認してください。

• 感電防止のため，配線後は端子箱カバーを完全に締めてく
ださい。

• 感電防止のため，各入出力端子には定格を超えた電圧を印
加しないでください。

• 使用しない配線口は，付属または当社から購入した閉止プ
ラグで塞いでください。付属の閉止プラグで塞がない場合，
規定された容器による保護はされません。

重要 
• カバーを閉める場合，ハウジングとカバーを密着させるた

め，カバーが回らなくなるまで，両手を使って閉めてくだ
さい。

• カバーがスムーズに回転することを確認しながら締付けて
ください。

(2)	 設置

警告
• AXG1A ではカバーの表示部のガラスの耐衝撃等級は IK06，

金属外装の耐衝撃等級は IK08 です。試験方法は，外装を
-40℃まで冷却した後，鋼球を高さ 200mm から落下させ
ています ( 水平表面に対して実施 )。

• 電磁流量計は重量物です。うっかり落とす，無理な力を使
うなどして人体を損傷することのないよう十分注意してく
ださい。運搬には必ず運搬車を使い，取り扱いは 2 人以上
で行ってください。

• 本製品に人が乗るなどの荷重を加えないでください。
• 電磁流量計の仕様内の環境で設置してください。

・ 保護接地
 感電防止のため，本製品の電源を入れる前に必ず保護接地

を行ってください。
・ 保護接地の必要性
 本製品の内部，または外部の保護接地線を切断したり，保

護接地端子の結線を外したりしないでください。
 いずれの場合も本製品の保護動作が無効になり，危険な状

態になります。
・ 保護機能の欠陥
 本製品の保護機能に欠陥があると思われるときは，本製品

を動作させないでください。また本製品を動作させる前に
は保護機能に欠陥がないか確認してください。

・ ガス中での使用
 可燃性，爆発性のガス，蒸気，または燃えやすい粉塵のあ

る場所では，本製品を動作させないでください。そのよう
な環境下で本製品を使用することは大変危険です。腐食性
ガス（H2S，SOx など）濃度の高い環境での長時間の使用
は故障の原因になります。

・ 外部接続
 保護接地を確実に行ってから，測定対象や外部制御回路へ

の接続を行ってください。
・ 保護構造の損傷
 本書および表 1.1 の取扱説明書に記載のない操作を行うと，

本製品の保護構造が損なわれることがあります。

・ 本製品の近くに，モータ，変圧器，インバータ，その他動
力源があると誘導障害を起こすことがありますので，これ
らの機器と近接しないように注意してください。

・ 電源遮断（電源 OFF）の手段として，外部スイッチまたは
ブレーカー（容量：15 A，IEC60947-1，IEC60947-3 に適合）
を設置してください。

 流量計の近く，または作業しやすい場所に「電源遮断器」
と表示して設置してください。

・ 設置に関わるすべての事項は，各国の Electrical Code（電
気工事規定）に従って行ってください。
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(3)	 配線

警告
・ 周囲温度 50℃以上の場合は，最高許容温度 70℃以上の外

部配線を使用してください。
・ コンジット配線を行う場合は，配線接続口へコンジットを

通して水が流れ込まないように水防グランドを使用してく
ださい。また，ドレイン排出弁を設け，定期的にドレイン
抜きを行ってください。

・ 端子箱内などの絶縁を確保し，結露による障害を防止する
ため，雨天時に屋外でケーブルの接続を行わないでくださ
い。

・ 当社のサービス以外は変換器ケースを外さないでくださ
い。本製品内には高電圧の箇所があり，危険です。

・ 人体に危険を及ぼす恐れがありますので， マークの端子

より，確実に保護接地を行ってください

(4)	 運転

警告
・ パラメータの設定後，ライトプロテクト機能によるパラ

メータ書き込み禁止の設定を行ってください。
 表示器操作用の赤外線スイッチはその動作原理の特性上，

表示部のガラスに水滴や異物が付着した場合，ごくまれに
反応してしまうことがあります。台風などによる雨水の付
着や流量計設置場所付近での洗浄作業時にはその確率が高
まります。また赤外線スイッチに懐中電灯などによる光を
当てたりやめたりを繰り返す操作も誤動作の原因となりま
すので行わないでください。

 ハードウェアライトプロテクト機能は 6.3 節，ソフトウェ
アライトプロテクト機能は表 1.1 の各通信形マニュアルを
参照してください。

(5)	 保守

警告
• 保守を行う場合は表 1.1 の保守マニュアルを参照してくだ

さい。そこに記載されていない保守は行わないでください。
必要な場合は，当社代理店または最寄りの当社営業拠点に
お問い合わせください。

• 高温流体の場合，検出器本体が高温になっている恐れがあ
りますので，火傷には十分注意してください。

• プロセス流体が人体に有害な物質の場合は，保守などで本
製品をラインから取り外した後も慎重に取扱い，人体への
流体付着，残留ガスの吸入などのないよう十分注意してく
ださい。

• 表示部のガラスや銘板にゴミ，汚れ等が付着しないよう注
意してください。付着した場合は，柔らかい乾いた布で拭
き取ってください。

• 本製品の保守は，必要な機器および環境が整ったメンテナ
ンスルームで作業を行ってください。

 必要環境条件とは，5 ℃以上 40 ℃以下の周囲温度 (5℃以
上 31℃以下では最大相対湿度 80 %，31 ℃を超えるときは
40 ℃において相対湿度 50% まで直線的に減少する湿度 ) 
を指します。

(6)	 改造
• 本製品を改造することは固くお断りいたします。
• 当社は，顧客が本製品に加えたすべての改造に起因する

故障や損害について責任を負わないものとします。

(7)	 製品の廃棄
本製品は，地域および国の法律／規則に従って，廃棄す
る必要があります。

(8)	 機器の定格
機器の電源電圧が供給電源の電圧に合っているかを必ず
確認したうえで，本製品の電源を入れてください。
電源コード 1；
• AC 仕様：電源定格 100 ～ 240 V AC，50/60 Hz
• DC 仕様：電源定格 100 ～ 120 V DC
電源コード 2；
• AC 仕様：電源定格 24 V AC, 50/60 Hz
• DC 仕様：電源定格 24 V DC
消費電力：

一体形：13W
分離形 (AXW4A)：13W
分離形 (AXG1A)：32W

注： AXFA11 分 離 形 変 換 器 と の 組 み 合 わ せ の 場 合， 表 1.1 の
AXFA11 の取扱説明書を参照してください。

(9)	 microSD	カード

重要 
• 感電防止のため，静電気が発生するところや帯電した

ものがあるところ，電気的ノイズが発生するところで，
microSD カードを使用しないでください。

• microSD カードを分解，改造しないでください。
• microSD カードに衝撃，曲げ，捻りを与えないでください。
• データの書き込み中や読み出し中に電源を切ったり，振動

や衝撃を与えたり，microSD カードを引き抜いたりしない
でください。データの破壊または消失の恐れがあります。

• microSD カードは，当社指定のものを使用してください。
当社指定以外のものを使用する場合，動作を保証できませ
ん。

• microSD カードを機器に挿入する場合，microSD カードの
表裏を確認し，しっかり挿入してください。正しく挿入さ
れていないと認識されません。

• 感電防止のため，濡れた手で microSD カードに触れない
でください。

• microSD カードにゴミが付着した状態で使用しないでくだ
さい。

• microSD カードはフォーマット済みです。microSD カード
をフォーマットする場合，本製品のフォーマット機能によ
りフォーマットを行ってください。

• microSD カードに記録されたデータは，故障や損害の内容
および原因にかかわらず，当社では補償できません。

 定期的にバックアップすることを推奨します。
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1.2	 納入後の保証について
・ 本製品の保証期間は，ご購入時に当社よりお出しした見

積書に記載された期間とします。保証期間中に当社要因
により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。

・ もし本製品が不具合になった場合には，本製品の形名・
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。

・ 故障した本製品について，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。
・ 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

本製品以外の事由による故障，または損傷。

1.3	 組み合わせ変換器について

重要 
・ AXW 電磁流量計分離形検出器（口径：500 ～ 1800 mm）は，

仕様コードに従い，表 1.2 の組み合わせでお使いください。
・ AXW 分離形検出器と組み合わせる分離形変換器を AXFA11

から AXW4A に，AXG1A から AXFA11 または AXW4A に変
更もしくはその逆の場合は，実流校正によってメータファ
クタの再調整が必要です。

表1.2　検出器と変換器の組み合わせ

分離形検出器 組み合わせ可能な
分離形変換器

形名 変換器，通信・入出力
コード 形名

AXW500G ～ AXW10LG
AXW500W ～ AXW10LW -W AXW4A

AXW500G ～ AXW18LG
AXW500W ～ AXW18LW -B AXG1A

AXW500G ～ AXW18LG
AXW500W ～ AXW18LW -N AXFA11G

上記以外の変換器と組み合わせる場合は，当社各営業拠点また
は代理店までご連絡ください。

注記 
AXFA11 分離形変換器との組み合わせの場合，組合せ検出器
の種類を指定するパラメータ［C30:Select Flow Tube］は，
“ADMAG AXF” を選択してください。
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F0201.ai

図2.1　銘板（AXW	一体形電磁流量計）
F0202.ai

スタイル： S1

スタイル： S2

図2.2　銘板（AXW	分離形検出器）

本製品がお手元に届きましたら，外観に損傷がないこと，下記
の取付用部品が付属されていることを確認してください。

一体形電磁流量計
形名 部品名称 数量

AXW □□□ G 閉止プラグ（注 1） 0 ～ 2 個

分離形変換器
形名 部品名称 数量

AXW4A 取付金具 1 式
閉止プラグ（注 1） 0 ～ 2 個

AXG1A 取付金具 1 式
AXFA11G 取付金具 1 式

注 1： 付属する閉止プラグの数量は，電源コード，通信・入出力コー
ドの組み合わせに依存します。 
電源コード 通院・入出力コード 数量

-1
-D，-E，または -M，-F 1 個
上記以外 0 個

-2
-D，または -E 2 個
-P 0 個
上記以外 1 個

2.1	 形名と製品仕様の確認
図 2.1 ～図 2.5 に示すハウジング外側の銘板に，形名，仕様コー
ド，計器番号，メータファクタ，流体仕様，およびタグナンバー
などの機器情報が記載されています。また，パラメータから，
それらの機器情報を確認することができます。パラメータによ
る機器情報の確認方法は，表 1.1 の各通信形マニュアルを参照
してください。
製品仕様は，機器情報および表 1.1 の一般仕様書を参照し，確
認してください。
お問い合わせの際は，それらの情報も併せてご連絡ください。

注： 銘板上の記載
 ・ Made in ______：原産国表示
 ・ COMB NO.：組み合わせる分離形検出器または分離形変換器の

計器番号
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F0203.ai

図2.3　銘板（AXW4A	分離形変換器）
F0204.ai

	

図2.4　銘板（AXG1A分離形変換器）

F0205.ai

図2.5　銘板（AXFA11	分離形変換器）

2.2	 保管場所について
本製品がお手もとへ届いた後，長期間の保管が予想される場合
は以下の項目に注意してください。
● 本製品は，なるべく当社から出荷したときの包装状態に

して，保管してください。
● 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。
・ 雨や水のかからない場所。
・ 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%RH 程度 ) が望ましい。
温度：− 10 ～ 70℃
湿度：5 ～ 80%RH （ただし，結露しないこと）

● 設置場所へ本製品を運搬し，設置せずに保管されますと
雨水の浸入等により計器の性能を損うおそれがあります。
設置場所へ搬入された後はすぐに取付け，配線等を行っ
てください。
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3.	 設置

警告
電磁流量計の設置はしかるべき技術を有する方が行ってくだ
さい。設置に関する事項はオペレータの方は行わないでくだ
さい。

設置場所についての一般的注意事項
本製品を安定に，長期にわたってご使用いただくため下記の事
項を考慮して設置場所を決めてください。

■	 周囲温度
温度勾配や温度変動の大きい場所に設置することはできるだ
け避けてください。プラント側から輻射熱などを受けるとき
は，断熱措置を施したり，風通しがよくなるように設置してく
ださい。

■	 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
うに配慮してください。

■	 真空
PTFE ライニングの場合，測定管内が負圧になることは避けて
ください。

■	 衝撃	・	振動
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。

3.1	 配管設計上の注意事項

重要 
本書に示す注意事項が守られないとき，計器を損傷する恐れ
や正しい流量測定ができない場合があります。注意事項に
従って正しい配管設計をしてください。

注記 
分離形検出器を例に説明します。一体形も同様の注意が必要
です。

(1)	 取付場所について

重要 
流量計の取付場所は直射日光があたらない場所を選んでくだ
さい。周囲温度下限値は検出器本体（ライニング／測定管）
の下限流体温度によって制限されます。周囲温度の条件は表
1.1 の一般仕様書を参照してください。
0 ～ 100％ RH の周囲湿度でもご使用いただけますが，95％
RH 以上の湿度で結露する雰囲気での長期連続使用は避けて
ください。

(2)	 ノイズの防止について

重要 
本製品の近くに，モータ，変圧器，インバータ，その他動力
源があると誘導障害を起こすことがありますので，これらの
機器と近接しないように注意してください。電磁流量計を複
数台使用する場合，お互いの距離を 5D（D：形名の口径）以
上離して設置してください。口径が異なるときは，大きい流
量計の口径を D としてください。

(3)	 上流側直管部の長さについて
 JIS B 7554「電磁流量計」を参考とし，かつ自社での配管

条件テストのデータをもとに，図 3.1.1 に示す配管条件を
推奨しています。ただし，条件が複合した場合はこの限
りではありません。

F0301.ai

D : 検出部口径

仕切弁全開

5D以上 2D以上

縮小管 拡大管

0でよい 0でよい 10D以上

10D以上

ティー 90゜ベンド
各種弁

0でよい5D以上 0でよい5D以上 2D以上

2D 以上

図3.1.1　必要直管長

注 1： 検出器内に磁界，起電力および流速分布を乱すものを挿入また
は設置しないでください。

注 2： 下流側は直管部がなくても差し支えありません。ただし，バル
ブなど上流側に対しても偏流を生じる場合は，2 ～ 3D の直管長
を取ってください。

注 3： 検出器内に偏流が生じないようにするため，および空からの立
ち上がりを避けるために，バルブは下流側につけてください。

注 4： 条件が複合する場合は，上流部が十分に整流された直管部に取
り付けることを考慮してください。

(4)	 液体の導電率変化について

重要 
液体の導電率が不均一になりやすい場所は避けてください。電
磁流量計の上流側で薬液を注入すると導電率が不均一になりや
すいため，流量指示に悪影響を与えることがあります。このよ
うなときは，注入部を電磁流量計の下流側に設けることを推奨
します。やむをえず上流側で薬液注入を行うときは，液体が混
じり合うために十分な直管長 ( 約 50D 以上 ) を確保してください。

F0302.ai

（×）
上流側

（○）
下流側

図3.1.2　薬液注入
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(5)	 液体パッキングを使用する場合の注意

重要 
配管に液体パッキングを使用する場合，液体パッキングが流
れて電極やアースリングに付着すると流量指示に悪影響を与
えることがありますので注意してください。特に垂直配管で
液体パッキングを使用する場合は注意してください。

(6)	 サービスエリアについて
 取付け，配線，点検等を行うためにサービスエリアが必

要となりますので，必要な広さが確保できる場所を選定
してください。

(7)	 バイパスラインの使用
 ゼロ点調整や保守を容易にするため，バイパスラインを

設けることを推奨します。

F0303.ai

バイパスバルブ

ブロックバルブ

ブロック
バルブ

図3.1.3　バイパスライン

(8)	 電磁流量計検出器の支持方法について

注意
配管の振動・衝撃・伸縮の力すべてが電磁流量計にかかるこ
とを防止するために，電磁流量計を単独で固定することを避
け，まず配管を固定し，電磁流量計を配管で支持するように
してください。

F0304.ai

支台 支台電磁流量計

電磁流量計の設置時に取付けた配管から受ける力を低減する
ため，下流側に伸縮管を取付けてください。

F0305.ai

支台 支台
伸縮管電磁流量計

垂直取付の場合は配管の重みが電磁流量計にかからないよう
にしてください。

(9)	 取付姿勢について
・ 配管内は常に満水であることが必要です。

重要 
配管内が満水でないと，流量指示に悪影響を与えることや測
定誤差の原因となりますので注意してください。
流体が常に検出器内を満たして流れるよう配管設計してくだ
さい。
相分離しやすい流体や固形物が管内に沈殿するような流体の
場合などは垂直取付けが有効です。ただし垂直取付けの場合
は，管内を常に満水にするため下から上へ流れる配管として
ください。

h
h>0

h>0
h

F0306.ai

（×）（○）
（×）（○）

図3.1.4　取付姿勢

・ 気泡がたまらない配管であることが必要です。

重要 
測定管内に気泡が入ると流量の指示に悪影響を与えることや
測定誤差の原因となります。

液体に気泡が含まれる場合は，検出器の測定管内に気泡
が溜まらない配管にしてください。
近くにバルブがある場合は，バルブにより管内の圧力が
低下し，気泡が発生することもありますので，バルブの
上流側に取付けるようにしてください。

F0307.ai

バルブ

（×）（○）

（×）

（○）

図3.1.5　取付位置

・ 取付角度について

重要 
配管内の上部に浮遊する気泡や下部の沈殿物で電極が覆われる
と測定不能になることがあります。そのため，電極が地面に対
して垂直位置にならないように検出器を取り付けてください。
また，万が一の水分の侵入を避けるために，分離形検出器の
端子箱および一体形変換部は，必ず配管位置よりも上側にな
るように取り付けてください。

気泡

F0308.ai

（○）

（×）

電極

気泡

沈殿物電極

（×）

浸水

図3.1.6　取付角度
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3.2	 取扱上の注意事項

警告
電磁流量計は重量物です。うっかり落とす，無理な力を使う
などして人体を損傷することのないよう十分注意してくださ
い。運搬には必ず運搬車を使い，取り扱いは 2 人以上で行っ
てください。

注記 
分離形検出器を例に説明します。一体形も同様の注意が必要
です。

3.2.1	 一般的な注意事項

(1)	 運搬についての注意
 電磁流量計は厳重に梱包されていますので，開梱の際，

計器を損傷しないように注意してください。
 また，設置場所への運搬中の事故による損傷を防ぐため，

納品時の梱包のままで，設置場所の近くまで運んでくだ
さい。

注意
計器をつり上げる場合には，アイボルト / アイプレートを使
い，図 3.2.1 のような方法で行ってください。測定管内に棒
を入れてつり上げることは絶対に行わないでください。

F0309.ai

90°以下90°以下

アイボルト アイプレート

図3.2.1　検出器のつり上げ方法

(2)	 衝撃についての注意

注意
落としたり過度の衝撃を加えたりしないようにしてくださ
い。特にフランジ面に衝撃を与えないよう十分注意してくだ
さい。（ライニングが損傷し，使用不能になる場合がありま
す。）

(3)	 フランジ部の保護カバーについて

重要 
配管に取り付けるとき以外は，保管中も含め常にフランジ部
分の保護カバー（ダンボール，その他クッション材）を取り
付けたままにしておいてください。

(4)	 端子カバーについて

重要 
端子箱を開けたままにしておくと絶縁劣化を起こすことがあ
ります。配線時まで端子箱を開けないでください。

(5)	 電磁流量計を未使用状態で放置する場合の注意

重要 
電磁流量計を設置後，未使用状態のままで長時間放置する場
合，次の処置をしてください。

・	計器の密閉状態確認：
端子箱カバーねじ，配線接続口等のシール性を確認して
ください。また，コンジット配管されている場合は，湿
気や水がコンジットを通り測定管内に浸入しないように
コンジットにドレイン排水プラグを設けたり水防グラン
ドを使用するなどの配慮をしてください。

・	定期点検の実施：
1 年に一回以上，上記の項目および端子箱内の状態を点検
してください。また，雨などで検出器内に浸水の恐れの
ある場合，その都度点検してください。

3.2.2	 隣接管の確認

警告
配管に倒れや偏心等があると液漏れの原因となり危険です。
また，配管フランジの破損をまねく恐れがありますので注意
してください。

(1) 配管に倒れや偏心があったり，あるいは面間寸法が許容
値に入っていない場合，計器を取り付ける前に必ず倒れ
や偏心を修正してください（図 3.2.2 参照）。

F0310.ai

倒れ 偏心

図3.2.2　隣接管の倒れおよび偏心

(2) 新しく設けた管路には，溶接くずや木片等の異物が入って
いることがあります。計器を取り付ける前に，フラッシン
グにより異物を除去してください。ライニングの破損防止
だけでなく，測定時，測定管内に異物が通過することによ
り発生する誤信号を防止します。
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3.3		 一体形または分離形検出器の設置

警告
・ 電磁流量計の配管に使用するガスケットは一部の場合を除

き，すべてお客様ご用意となります。
 アースリングのオプション付きで，ライニングが「天然硬質ゴ

ム」または「PTFE」の場合は，漏れを防ぐためにアースリング
とライニングフレア部の間にもガスケットが必要です。アース
リングを後から用意する場合も同様にガスケットの用意を忘
れないようにしてください。

・ ガスケット（お客様配管側）とガスケット（検出器側）は，同等
の硬さのガスケットを使用してください。

注記 
・ ガスケット締付けトルク値は，ライニング，ガスケットの

種類によって決まります。締付けトルク値は，表 3.3.1 を
参照して決定してください。

・ 流体が PTFE ライニングを透過しやすいと考えられる，硝酸，
フッ酸，高温の水酸化ナトリウムなどの場合は，PTFE ライニ
ングを使用しないでください。

注記 
・ PTFE ライニングは，PTFE を金属の測定管内面に接着させ

た構造になっているため，配管に取り付けて締め付ける際，
PTFE ライニングに不均一な張力や回転力が加わることの
ないよう，注意してください。

・ PTFE ライニングの場合，アースリングを付けて設置する，
または上下流に短管を付けて設置することを推奨します。

重要 
フランジ規格に合ったボルトとナットを用意してください。
ガスケットもフランジ規格および流体仕様に合ったシートガス
ケットを用意してください。

(1)	 取付方向
被測定流体の流れ方向と検出器の流れ方向指示マークの向
きとを一致させてください。口径が大きくなればなるほど，ピ
ット搬入後の方向転回がやりにくい場合が出てきますので，
搬入前に方向を確認してください。

重要 
もし一致させることが不可能な場合は，配線口向きの変更が
可能です。3.5 節を参照してください。
流体を矢印の方向と逆方向に流したい場合は，パラメータ [ 流
量方向 ] を［正方向］から［逆方向］へ変更してください。
設定方法の詳細は，表 1.1 の各通信形マニュアルを参照して
ください。AXW/AXW4A/AXG1A/AXFA11 については，表 1.1
の取扱説明書を参照してください。
表示器メニューパス（AXW/AXW4A/AXG1A）：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 演算補助 ▶ 流量方向

(2)	 搬入

F0311.ai

90°以下90°以下

アイボルト アイプレート

図3.3.1　検出器のつり上げ

警告
・ 検出器をつり上げるときは，アイボルトまたはアイプレートを

使用してください。
・ 安全を確保するため，図3.3.1に示すように，吊り角度は必ず

90°以下にしてください。

(3)		 検出器の搬入と位置決め
検出器を搬入しジャッキを用いて高さの位置出しをします。

重要 
ジャッキはフランジ外周部に当ててください。また，ジャッキは
上下の調節は行いますが，左右のズレは調整できませんので，
検出器の搬入時にそのズレをよく調整しておいてください。

(4)		 ガスケットとアースリング（オプション）の取付
■	ガスケット：

配管への接続に必要となるガスケット（お客様ご用意）は
オプションのアースリングの有無や選択内容により異な
り，これを下図に示します。
ガスケットには，フランジ規格および流体仕様に合った
シートガスケットをご使用ください。口径1100 mm 以上
のJIS F12 フランジタイプの場合は，JIS G 3443-2によるGF 
型ガスケット1 号をご使用ください。この場合，接続先配
管のフランジにガスケット溝が必要になります。
ガスケットの厚さは，口径1000 mm 以下では2 ～5 mm，
それより大きな口径では5 mm 以上とし，軟質ゴムガスケ
ット，フッ素樹脂包みゴムガスケット，または同等の硬さ
のガスケットの使用を推奨します。

・	 アースリングなしの場合

ガスケットA（お客様ご用意）

接続先配管接続先配管

A A

F0312.ai

図3.3.2　アースリングなしの場合

この場合は，ガスケットA をお客様にてご用意くださ
い。上述したGF 型ガスケット1 号をご使用の場合は，
接続先配管のフランジにガスケット溝が必要になり
ます。
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・	 アースリング付き（付加仕様コードGR1）の場合

アースリング（オプション）

ガスケットA，B（お客様ご用意）

接続先配管接続先配管

F0313.ai

A BB A

図3.3.3　アースリングGR1付きの場合

この場合は，ガスケットA とB をお客様にてご用意くだ
さい。A とB は同じガスケットを使うことを推奨します。
なお，ライニングがポリウレタンゴムまたは天然軟質
ゴムの場合，ガスケットB は必要ありません。

・	 アースリング付き（付加仕様コードGR2）の場合

接続先配管

アースリング（オプション）
（一体構造のガスケットB含む）

ガスケットA（お客様ご用意）

接続先配管

F0314.ai

A A

BB

図3.3.4　アースリングGR2付きの場合

この場合は，口径1100 mm 以上のプロセス接続JIS 
F12の場合に選択可能です。ガスケットA をお客様に
てご用意ください。軟質ゴムガスケット，フッ素樹脂包
みゴムガスケット，または同等の硬さのガスケットの
使用を推奨します。
アースリングは一体構造のガスケットB とともに検出
器本体に取り付けられ，固定されて出荷されます。

■	設置手順（アースリングなしの場合）：
準備したガスケットA とともに検出器をお客様配管へ取
付けてください。その後，適切な配線をご用意の上，お客
様配管と検出器フランジを接続し，測定流体との導通を
取ってください。

■	設置手順（口径1000	mm以下でアースリングGR1付きの場合）：
① アースリングノブには各種フランジの外径に対応する

穴があり，フランジの種類が記号で表示されています。
下表参照。

記号 プロセス
接続コード フランジ規格

ASME -CA1 ASME B16.5 Class 150,
ASME B16.47 Class 150

AWWA -CB1 AWWA C207 Class D

PN10 -CE1 EN1092-1 PN10

PN16 -CE2 EN1092-1 PN16

10K -CJ1 JIS B2220 10K

AS
-CS1,  
-CS2,  
-CT1

AS2129 table D
AS2129 table E
AS4087 PN16

F12 -CG1 JIS G3443-2 F12

② フランジの種類に対応する位置にセンタリングピンが固
定されているか確認してください。センタリングピンが固
定されていない場合は，正しい位置に固定してください。

③ アースリングをフランジ外径に引っ掛け，ガスケットBが
必要な場合は，ガスケットB をはさみます。ノブが鉛直
上方から45°になるように位置決めします。45°の位置に
ボルト穴がある場合には時計回りにボルト穴半ピッチ
分回し，検出器と同軸になるようにします。

④ アースリングのワイヤを検出器フランジのねじ部へ接
続し，ナットで固定してください。検出器の両側とも同様
の手順でアースリングを取付けてください。

⑤ お客様ご用意のガスケットAと一緒に検出器をお客様
配管に取付けます。このときガスケットBを挟んである場
合は，ガスケットA，Bとも検出器と同軸となるよう取付け
てください。

F0315.ai

ノブ

ねじ部：アースリングのワイヤ，または
お客様配管からのワイヤを接続

時計回り

ガスケットB

アースリング

ノブ

表示面側

フランジの種類の印字

検出器

センタリングピン

センタリングピン

F12
10K

穴

図3.3.5　口径1000	mm以下でアースリングGR1付きの場合
の設置方法
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■	設置手順（口径1100	mm以上でアースリングGR1付きの場合）：
① アースリングは電磁流量計検出器に4本のボルトで一

時的に仮止めの状態で取り付けられています。設置前
にガスケットBを装着するため，アースリングをクレー
ン，ホイストやチェーンブロックなどでアースリングを吊
り，落下したり，転倒しないように保持します。 

② アースリングを仮止めしている4本のボルトを外します。
③ ガスケットBを装着し4本のボルトでアースリングを固定

します。このとき4本のボルトがガスケットBを貫通する
ように，必要ならばあらかじめガスケットに穴を開けて
おいてください。

④ アースリングのワイヤを検出器フランジのねじ部へ接
続し，ナットで固定してください。検出器の両側とも同様
の手順でアースリングを取付けてください。

⑤ お客様ご用意のガスケットAと一緒に検出器をお客様
配管に取付けます。このときガスケットBを挟んである場
合は，ガスケットA，Bとも検出器と同軸となるよう取付け
てください。

F0316.ai

アースリングを
吊り上げ

アースリング固定ボルト
ガスケットに穴を開けて
ボルトを避ける

ワイヤ

アースリング

検出器

ねじ部：お客様配管，またはアースリング
からのワイヤを接続

図3.3.6　口径1100	mm以上でアースリングGR1付きの場合
の設置方法

■	設置手順（アースリングGR2付きの場合）：
ガスケットBは工場にて組み付けられ，アースリングも固定さ
れて出荷されます。
準備したガスケットA とともに検出器をお客様配管へ取付け
てください。

(5)		 ナットの締め付け
配管にボルトで結合します。ボルトはプロセス配管側より通
し，表3.3.1の金属配管用締付けトルク値に従ってナットを締
付けてください。

注意
必ず規定トルク値で締付けてください。締付けは一度に規定ト
ルク値まで締めず，3～4回に分けて対角線上に均一に締付けて
ください。
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表3.3.1　フランジ形金属配管用の締付けトルク値
単位：N・m

ライニング種類 PTFE／天然硬質ゴム／天然軟質ゴム
ガスケット種類 軟質ゴムガスケットまたは同等の硬さのガスケット(お客様ご用意)

フランジ規格

口径(mm)

ASME
B16.5	(500,	600)
B16.47	(700-1000)	

Class	150

EN1092-1	PN10
JIS	B2220	10K

EN	1092-1	PN16
AWWA	C207
Class	D

AS2129	Table	D,	E
AS4087	PN16

500 99 ～ 166 85 ～ 140 143 ～ 238 151 ～ 233

600 144 ～ 240 108 ～ 175 218 ～ 363 239 ～ 331

700 168 ～ 281 176 ～ 266 180 ～ 300 176 ～ 293 240 ～ 333

800 259 ～ 432 212 ～ 302 236 ～ 393 246 ～ 410 400 ～ 612

900 274 ～ 457 206 ～ 338 224 ～ 373 258 ～ 430 399 ～ 604

1000 274 ～ 457 277 ～ 422 307 ～ 512 286 ～ 477 422 ～ 587

単位：N・m

ライニング種類 ポリウレタンゴム

ガスケット種類 軟質ゴムガスケットまたは同等の硬さのガスケット(お客様ご用意)
フランジ規格

口径(mm)

ASME
B16.5	(500,	600)
B16.47	(700-1000)
Class	150

EN1092-1	PN10
JIS	B2220	10K

EN	1092-1	PN16
AWWA	C207
Class	D

AS2129	Table	D,	E
AS4087	PN16

JIS	F12

500 71 ～ 118 60 ～ 99 74 ～ 123 76 ～ 123 131 ～ 218

600 97 ～ 162 82 ～ 126 101 ～ 168 118 ～ 171 124 ～ 206

700 125 ～ 208 135 ～ 202 146 ～ 244 120 ～ 200 167 ～ 242 202 ～ 337

800 176 ～ 294 160 ～ 229 190 ～ 316 169 ～ 281 218 ～ 348 197 ～ 328

900 170 ～ 283 151 ～ 251 178 ～ 296 161 ～ 268 200 ～ 317 221 ～ 369

1000 175 ～ 291 206 ～ 314 220 ～ 367 165 ～ 275 253 ～ 370 218 ～ 363

単位：N・m

ライニング種類 天然硬質ゴム ポリウレタンゴム
ガスケット種類 軟質ゴムガスケットまたは同等の硬さのガスケット(お客様ご用意)

フランジ規格

口径(mm)

EN1092-1	PN6 EN1092-1	PN10
AWWA	C207
Class	D

AS2129	Table	D,	E
AS4087	PN16

JIS	F12

1100 285 ～ 476

1200 180 ～ 300 327 ～ 546 298 ～ 497 400 ～ 582 281 ～ 468

1350 397 ～ 662

1400 233 ～ 388 379 ～ 632

1500 421 ～ 702

1600 238 ～ 397 532 ～ 886 532 ～ 887

1800 291 ～ 485 552 ～ 919 468 ～ 779
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3.4	 分離形変換器の設置

警告
電磁流量計の設置はしかるべき技術を有する方が行ってくだ
さい。設置に関する事項はオペレータの方は行わないでくだ
さい。

3.4.1	 設置場所についての注意

重要 
直射日光があたらない場所を選んでください。周囲温度の条
件は，表 1.1 の一般仕様書を参照してください。
0 ～ 100％ RH の周囲湿度でもご使用いただけますが，95％
RH 以上の湿度で結露する雰囲気での長期連続使用は避けて
ください。

3.4.2	 分離形変換器（AXW4A）の取付方法

AXW4A は，2B パイプに垂直，あるいは水平に取り付けること
ができます。設置場所に応じて使い分けてください。

●	 垂直取付け

取付け金具

2Bパイプ

ナット

ワッシャ

ねじ

U字ボルト

F0317.ai

図3.4.1　垂直2Bパイプ取付け

① 取付金具に 4 本のねじで本体を固定します。
② U 字ボルトで 2B パイプに固定します。

●	 水平取付け

ナット

U字ボルト

取付け金具

ワッシャ
ねじ

F0318.ai

2Bパイプ

図3.4.2　水平2Bパイプ取付け

① 取付金具に 4 本のねじで本体を固定します。
② U 字ボルトで 2B パイプに固定します。

3.4.3	 分離形変換器（AXG1A）の取付方法

取り付けは，壁取付け，2B パイプ取付け，パネル取付けの 3 
種類が可能です。設置場所に応じて使い分けてください。

●	 壁取付け
壁取付けは取付け金具を利用し，M6 ねじ （お客様ご用意）
を使用します。 

4－ø6穴
またはM6ねじ

194

65

F0319.ai

図3.4.3　壁取付け

重要 
壁取付けをする場合は，AXG1A 本体の重量（3.5kg）の 4 倍
以上の荷重に耐えるよう十分な強度を持った壁に取付けてく
ださい。
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●	 2B	パイプ取付け

2Bパイプ

取付け金具

ワッシャ

クランプねじ

F0320.ai

図3.4.4　2Bパイプ取付け

① 取付け金具に 4 本のクランプねじを通します。
② 2B パイプをはさんで AXG1A にねじ込みます。

●	 パネル取付け

パネルカット

172

R3MAX

取付け金具

ワッシャ

ねじ

クランプねじ

20
3

F0321.ai

図3.4.5　パネル取付け

① AXG1A をパネルにはめ込みます。
② 取付け金具をねじ，ワッシャを使用して AXG1A に取

り付け，2 本のクランプねじで計器を固定します。

3.4.4	 分離形変換器（AXFA11）の取付方法

取り付けは，壁取付け，2B パイプ取付け，パネル取付けの 3
種類が可能です。AXG1A と同じ手順ですので，3.4.3 を参照し
てください。

3.5	 配線口向きの変更

3.5.1	 一体形

（1） 配線口向き変更には以下の工具が必要です。
 ・六角レンチ（呼び 5）

（2） 電磁流量計の電源を切ってください。
（3） 六角レンチを使用し，一体形の変換器の下部にある 4 本

のボルトを外します。

F0322.ai

AXW一体形

注意
下図に示す配線口の反対側にあるねじは緩めないでくださ
い。

F0323.ai

（4） 変換器を希望する向きに回転させてください。回転角度
は，− 90°，+90°，+180°です。

注記 
変換器の向きは− 90°～＋ 180°の範囲まで，±90°ごとに
回転させることが可能です。それ以上は回転させないでくだ
さい。
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（5） 六角レンチを使用し，（3）で取り外した 4 本のボルトを
締めた後，変換器が動かないことを確認してください。

F0324.ai

AXW一体形

±0°

+90° +180°

-90°

上流側

下流側

3.5.2	 分離形検出器（スタイル：S1）

重要 
下記の機器は配線口向きの変更はできません。
• 水中用（形名 AXW□□□W）
• 地冷用または結露対策用機器（付加仕様コードDHC）

(1) 配線口向き変更には以下の工具が必要です。
•  六角レンチ（呼び1.5）
•  スパナ（呼び46）

(2) 電磁流量計の電源を切ってください。
(3) スパナを使用し，ネック部分の六角ナットを緩めます。

F0325.ai

(4) 六角レンチを使用し，ネック部分のねじを緩めます。
(5) 端子箱を希望する向きに回転させてください。

注記 
端子箱の向きは流れ方向矢印貼付面から−140°～＋180°まで
回転させることが可能です。それ以上は回転させないでくださ
い。

(6) 六角レンチを使用し，ネック部分のねじを締めます。

F0326.ai

+180º-140º

(7) スパナを使用し，ネック部の六角ナットを締め付けた後，端
子箱が動かないことを確認してください。



18	 	 ＜ 3.		設置＞

IM 01E25A01-01JA

3.5.3	 分離形検出器（スタイル：S2）

重要 
下記の機器は配線口向きの変更はできません。
• 水中用（形名 AXW□□□W）
• 地冷用または結露対策用機器（付加仕様コードDHC）

(1) 配線口向き変更には以下の工具が必要です。
•  六角レンチ（呼び5）

(2) 電磁流量計の電源を切ってください。
(3) 六角レンチを使用し，分離形検出器の端子箱の下部にある4 

本のボルトを外します。

F0328.ai

AXW 分離形検出器

注意
下図に示す配線口の反対側にあるねじは緩めないでくださ
い。

F0328.ai

(4) 端子箱を希望する向きに回転させてください。回転角度は，
− 90°，+90°，+180°です。

注記 
端子箱の向きは− 90°～ ＋ 180°の範囲まで，± 90°ごとに回転
させることが可能です。それ以上は回転させないでください。

(5) 六角レンチを使用し，（3）で取り外した4 本のボルトを締めた
後，端子箱が動かないことを確認してください。

F0329.ai

AXW 分離形検出器

±0°

+90° +180°

-90°
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3.6	 表示器向きの変更
(1)	 表示器側カバーの取り外し

・ 電源を切ります。
・ 六角レンチ（呼び 3）で図 3.6.1 または図 3.6.2 に示す

①のカバー錠締めねじを右（時計まわり）に回して，
カバーのロックを外してください。工場出荷時にはカ
バーはロックされています。本体を手で支えながらカ
バーを左（反時計まわり）に回して外します。

F0330.ai

カバー錠締めねじ

①

図3.6.1　カバーの取り外し（一体形）

F0331.ai

①

図3.6.2　カバーの取り外し（AXW4A分離形変換器）

(2)	 表示器の向き90゜変更
・ 表示器を手で支えながら，2 本の取付けねじを緩めま

す。
・ 表示器に接続しているコネクタとコードに注意しなが

ら右（時計まわり）に 90 ゜表示器の向きを回転させ
て取付け位置を確認します。この時，コネクタは外さ
ないでください。

・ 2 本の取付けねじで固定します。

F0332.ai90 時゚計まわり

取付ねじ（2本）

図3.6.3　表示器の向き変更

重要 
安全性を確保するために，変換器の電気回路やケーブルには
触れないでください。

(3)	 表示器側カバーの取り付け
・ 本体にカバーを右（時計まわり）に回して取り付けて

ください。
・ 六角レンチ（呼び 3）で図 3.6.1 または図 3.6.2 に示す

①のカバー錠締めねじを左（反時計まわり）に回して，
カバーをロックしてください。

重要 
カバーを閉める場合，ハウジングとカバーを密着させるため，
カバーが回らなくなるまで，両手を使ってねじ込んでくださ
い。
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4.	 配線

警告
電磁流量計の配線はしかるべき技術を有する方が行ってくださ
い。配線に関する事項はオペレータの方は行わないでください。

注意
すべての配線が済みましたら，システムに電源を与える前に
接続を確認してください。間違った配列や配線は計器の機能
を損ない，損傷する恐れがありますので注意してください。

4.1	 配線にあたっての注意事項
配線に際しては下記の注意事項をお守りください。

注意
・ 端子箱を開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過しているこ

とを確認してください。
・ 周囲温度 50℃以上の場合は，最高許容温度 70℃以上の外

部配線を使用してください。
・ 端子箱内などの絶縁を確保し，結露による障害を防止する

ため，雨天時に屋外でケーブルの接続を行わないでくださ
い。

・ 電源を入れる前に端子箱カバーを完全に締めてください。
・ 分離形の場合，検出器端子から変換器までのケーブルは，

不足のときでも継ぎ足しは行わず全体を交換してください。
・ 分離形の場合，検出器と変換器は，それぞれ個別に接地し

てください。
・ 配線端末は，端子台の形状に従い，丸形または棒形の圧着

端子で処理し，確実に結線してください。
・ 電源が 24 V 仕様で 4 芯ケーブルを使用する場合以外は，

電源線と出力信号線は必ず別々にコンジット配線してくだ
さい。分離形検出器と変換器を繋ぐケーブルは専用信号
ケーブルと励磁用ケーブルが必要ですが，これらも必ず
別々にコンジット配線してください。また配線管内に雨水
が入ったり，滞留したりしないように配慮し，シールテー
プなどを用いて水密を保ってください。

・ 使用しない配線口は，付属または当社から購入した閉止プ
ラグで塞いでください。付属の閉止プラグで塞がない場合，
規定された容器による保護はされません。閉止プラグは，
電源が 24 V 仕様，または I/O の選択により，1 個または 2
個付属します。

・ 配線はコンジット配線を推奨します。コンジット配線には，
厚鋼管 16 (JIS C 8305),　またはフレキシブルコンジット 
15 (JIS C 8309) を使用してください。

・ 配線口に水防グランド，ユニオン付水防グランドを使用す
る場合は，過度の力で締付け過ぎないように注意してくだ
さい。

・ カバーの取り付け，取り外し，錠締めねじの取り扱いは，4.4
節または 4.5 節を参照してください。

重要 
分離形検出器と分離形変換器を組み合わせる場合，励磁ケー
ブル（お客様ご用意）と専用信号ケーブルは同じ長さで用意
し，それらを近づけて敷設してください。

4.2	 使用ケーブルについて

4.2.1	 励磁／電源／入出力信号用推奨ケーブル

ビニルシースケーブル（JIS C 3401），ビニルキャブタイヤケー
ブル（JIS C 3312）または，これらに相当するケーブルを使用
してください。
外径：

グランドなし； 
ø6.5 ～ ø12 mm

水防グランド付（付加仕様コード EG，EG□，EU，EU□，EW）；
励磁ケーブル：ø10.5 または ø11.5 mm 
電源／入出力信号ケーブル：ø7.5 ～ ø12 mm

樹脂グランド付（付加仕様コード EP，EP□）； 
ø6 ～ ø12 mm

公称断面積：
単線；0.5 ～ 2.5 mm2

撚り線；0.5 ～ 1.5 mm2

水中用および付加仕様コードDHC	用励磁ケーブル：
耐熱ビニル樹脂シースケーブル
外径 ø10.5 mm

F0401.ai

変換器側 

85 85

検出器側 

単位：mm

圧着端子 

図4.2.1　励磁ケーブルの端末処理

注意
・ 励磁ケーブルおよび電源ケーブルは，必ず絶縁カバー付き

の圧着端子をご使用ください。
・ 圧着端子とケーブルの接続には，圧着端子と同じ製造者の

圧着工具をご使用ください。
・ 接続するケーブル径と合致した圧着工具をご使用ください。
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4.2.2	 分離形専用信号ケーブル（AX01C）

F0402.ai

外側シース 10.5

テープ 

シールド（C） 
内側シース

内側シース

シールド（SAおよびSB）
導体（AおよびB） 単位：mm

図4.2.2　専用信号ケーブル

流量信号の伝送には専用ケーブルを使用します。構造は 2 芯 2
重シールドで，外側シース材は耐熱ビニルを使用しています。
仕上がり外径は 10. 5 mm，耐熱温度 80℃，最大延長距離は
AXG1A/AXFA11 変換器との接続の場合は 200 m，AXW4A 変換
器との接続の場合は 100 m です。

重要 
許容最大延長距離の範囲内でケーブルが長すぎる場合は，途
中で丸めたりせず余った分を切断し，図 4.2.3 のように端末
処理をしてください。また，中継端子を使用して延長するこ
とは，シールドが途切れますので避けてください。

端末処理あり
単位：mm 

20

変
換

器
側

 

検
出

器
側

 

ø1
0.

5L（指定寸法） 

最
大

8

 

D

G 90

55

90

F

E

SA SB

A

C

B A

C

B

（白） （黒） （赤） ）白（  （黒） （赤） 

F0403.ai

15
0±

5

15
0±

5最
大

8

仕様コード 長さ 備考D E F G
AX01C-C □□□ 60 25 70 50 AXW4A 用
AX01C-B □□□ 70 25 50 60 AXG1A 用
AX01C-D □□□ 70 25 50 60 AXFA11 用

端末処理なし

キャップ

ø1
0.

5

L (指定寸法) +340 (端末処理部長さ) 
F0404.ai

図4.2.3　専用信号ケーブルの端末処理

注意
お客様で専用信号ケーブルの端末処理を行う場合は，以下の
点に注意してください。

・ A, B, SA, SB, C はそれぞれ独立した電位を持っていますの
で，お互いに接触することのないよう確実に絶縁してくだ
さい。

・ シールド相互間およびシールドとケースの接触を防止する
ため，各シールドにビニル・チューブをかぶせるか，ビニ
ル・テープを巻き付けるなどしてください。

4.2.3	 Modbus通信用推奨ケーブル

シールドされた３線ケーブル（ツイストペアとコモン）を使用
してください。

ワイヤゲージ：AWG24 以上

ケーブルの特性インピーダンス：100 Ω以上

4.2.4	 FOUNDATION	fieldbus通信用推奨ケーブル

Fieldbus type-A 仕様のケーブルを使用してください。

4.3	 配線口の処理
本器は JIS C 0920 で規定する保護構造になっています。配線口
には付加仕様で選択した場合のみ，ケーブルグランド（水防グ
ランド，ユニオン付水防グランドまたは樹脂グランド）が取付
けられて出荷されます。
ケーブルグランドは口径別に以下の種類があります。

一体形
AXW (500 ～ 1000 mm)
付加仕様
コード

仕様

EG2 水防グランド 2 個，閉止プラグ 1 個
EG3 水防グランド 3 個
EU2 ユニオン付水防グランド 2 個，閉止プラグ 1 個
EU3 ユニオン付水防グランド 3 個
EP2 樹脂グランド 2 個，閉止プラグ 1 個
EP3 樹脂グランド 3 個

分離形検出器
AXW (500 ～ 1800 mm)
付加仕様
コード

仕様

EW JIS G3/4 めねじ付水防グランド 2 個
EG 水防グランド 2 個
EU ユニオン付水防グランド 2 個

分離形変換器
AXW4A
付加仕様
コード

仕様

EG4 水防グランド 4 個，閉止プラグ 1 個
EG5 水防グランド 5 個
EU4 ユニオン付水防グランド 4 個，閉止プラグ 1 個
EU5 ユニオン付水防グランド 5 個
EP4 樹脂グランド 4 個，閉止プラグ 1 個
EP5 樹脂グランド 5 個
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分離形変換器
AXG1A
付加仕様
コード

仕様

EW5 JIS G3/4 めねじ付水防グランド 5 個
EG5 水防グランド 5 個
EU5 ユニオン付水防グランド 5 個
EP5 樹脂グランド 5 個

分離形変換器
AXFA11G
付加仕様
コード

仕様

EW JIS G3/4 めねじ付水防グランド 5 個
EG 水防グランド 5 個
EU ユニオン付水防グランド 5 個
EP 樹脂グランド 5 個

重要 
使用しない配線口に閉止プラグを使用し，密閉するなどそれ
ぞれの使用状況に合わせて適切な配線口の処理を行ってくだ
さい。

4.3.1	 防水性が必要な場合（水防グランドを使
用した配線）

重要 
不測の浸水によるトラブルを避けるため，信号配線口には，
水防グランドの使用を推奨します。水防グランドの締付けに
あたっては，工具等を使用しての過度の力での締付けは，ケー
ブルやガスケットがクリープしてトラブルの原因となること
がありますので注意してください。水防グランドは，ケーブ
ルが動かなくなることを確認できる程度の締付けで十分水密
を保つことができます。

電線管あるいは可とう管（G1/2）による工事の場合は水防グ
ランドや樹脂グランドを外し，直接配線口へ接続してくださ
い。

(1)	 水防グランド
一体形
付加仕様コード：EG2，EG3

ケーブル
水防グランド

ガスケット

ワッシャ

F0405.ai

分離形検出器
付加仕様コード：EG

ケーブル
水防グランド

ガスケット

ワッシャ

F0406.ai

分離形変換器（AXW4A）
付加仕様コード：EG4，EG5

ケーブル
水防グランド

ガスケット

ワッシャ

F0407.ai

分離形変換器（AXG1A/AXFA11）
付加仕様コード：EG5（AXG1A），EG（AXFA11）

F0408.aiケーブル
水防グランド

ガスケット

ワッシャ
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(2)	 ユニオン付水防グランド
一体形
付加仕様コード：EU2，EU3

ガスケット

ワッシャ

締付けグランド

ケーブル

G1/2

電線管あるいは可とう管（G1/2のみ）による工事の場合
F0409.ai

分離形検出器
付加仕様コード：EU

ガスケット

ワッシャ

締付けグランド

ケーブル

G1/2

電線管あるいは可とう管による工事の場合
F0410.ai

分離形変換器（AXW4A）
付加仕様コード：EU4，EU5

ガスケット

ワッシャ

締付けグランド

ケーブル

G1/2

電線管あるいは可とう管（G1/2のみ）による工事の場合

F0411.ai

分離形変換器（AXG1A/AXFA11）
付加仕様コード：EU5（AXG1A），EU（AXFA11）

ガスケット

ワッシャ

締付けグランド

電線管あるいは可とう管（G1/2のみ）による工事の場合

ケーブル

G1/2

F0412.ai

(3)	 樹脂グランド
一体形
付加仕様コード：EP2，EP3

樹脂グランド

ガスケット

F0413.ai

分離形変換器（AXW4A）
付加仕様コード：EP4，EP5

F0414.ai樹脂グランド

ガスケット

分離形変換器（AXG1A/AXFA11）
付加仕様コード：EP5（AXG1A），EP（AXFA11）

樹脂グランド
F0415.ai
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(4)	 JIS	G3/4めねじ付水防グランド
分離形検出器
付加仕様コード：EW

ガスケット
ワッシャ

＊G1/2を接続する場合は，変換プラグを外し直接配線口へ
接続してください。

ケーブル

G3/4

G1/2

変換プラグ（×2）*

F0416.ai

電線管あるいは可とう管（G3/4）による工事の場合

分離形変換器（AXG1A/AXFA11）
付加仕様コード：EW5（AXG1A），EW（AXFA11）

ガスケット
ワッシャ

＊G1/2を接続する場合は，変換プラグを外し直接配線口へ
接続してください。

電線管あるいは可とう管（G3/4）
による工事の場合

延長プラグ（×2）

ケーブル

G3/4

G1/2

変換プラグ（×5）*

F0417.ai

4.3.2	 コンジット配線を行う場合

コンジット配線を行う場合には，配線接続口へコンジットを通
して水が流れ込まないようにユニオン付水防グランドを利用
したうえ，コンジット配管を以下の図のように傾斜させてくだ
さい。また，コンジット配管の立ち上がり部分には，ドレイン
排出弁を設け，定期的にドレイン抜きを行ってください。

F0418.aiドレイン排出弁

図4.3.1　一体形

ドレイン排出弁
F0419.ai

図4.3.2　分離形検出器

F0420.ai

ドレイン排出弁

図4.3.3　分離形変換器（AXW4A）

F0421.ai

ドレイン排出弁

図4.3.4　分離形変換器（AXG1A/AXFA11）
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4.4	 一体形および分離形変換器の	
外部計器との配線・結線

4.4.1	 電源配線時の注意

電源を配線するときには，次の警告をお守りください。これら
を守らないと，感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

警告
・ 感電防止のため，電源の供給元が OFF になっていること

を確認してください。
・ カバーを開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過しているこ

とを確認してください。
・ 電源投入前に保護接地端子を必ず接地してください。
・ 電源配線は，端子台の形状に従い，丸形または棒形の絶縁カ

バー付き圧着端子で端末処理し，確実に結線してください。
・ 電源遮断（電源 OFF）の手段として，外部スイッチまたは

ブレーカー（容量：15 A，IEC60947-1，IEC60947-3 に適合）
を設置してください。

 流量計の近く，または作業しやすい場所に「電源遮断器」
と表示して設置してください。

配線方法
1. 本製品の電源が OFF であることを確認し，端子カバー（透

明）を外します。
2. 電源コードと機能接地コードを，電源端子に配線します。
3. 端子カバーを取り付けます。

F0422.ai

差し込み式（一体形，AXW4A分離形変換器）

M4ねじ式（一体形，AXW4A分離形変換器）

機能接地コード

電源コード

機能接地コード

電源コード

AXG1A 分離形変換器

機能接地
コード

電源コード

図4.4.1　電源配線

4.4.2	 DC電源の接続

変換器の電源として DC 電源を使用する場合は以下の点に注意
してください。

(1)	 電源との接続

重要 
DC 電源を使用する場合は，極性を逆に接続しないでくださ
い。L/+ 端子 と 電源の + 側，N/- 端子 と 電源の - 側を接続し
てください。

重要 
24 V 電源仕様（電源コード 2）の場合，電源端子を 100 V 系
または 200 V 系に接続することはできません。
もし，この接続をおこなった場合，変換器が破損しますので
注意してください。

(2)	 電源電圧の規定

重要 
・ 24 V 電源仕様（電源コード 2）の場合，電源電圧の仕様は

変換器端子電圧で 24 V（ -15％～ +20％）ですが，ケーブ
ル抵抗により，変換器の入力電圧が降下するため，図 4.4.2
の範囲内で使用してください。

・ AXFA11 分離形変換器との組み合わせの場合，表 1.1 の取
扱説明書を参照してください。

F0423.ai

断面積：1.25 mm2

断面積：2 mm2

338

603
700

600

500

400

300

200

100

0
20 22 24 26 28 30

28.8

入力電圧（V）

ケ
ー
ブ
ル
長
（m）

図4.4.2　入力電圧とケーブル長	
（一体形またはAXW4A分離形変換器の場合）
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0

100

200

300

400

20.4

391

244
219

137

断面積：1.25 mm2（口径 1100 mm 以上，消費電力32 W） 
断面積：1.25 mm2（口径 1000 mm 以下，消費電力20 W）
断面積：2 mm2（口径 1100 mm 以上，消費電力32 W）
断面積：2 mm2（口径 1000 mm 以下，消費電力20 W）

ケ
ー
ブ
ル
長
（m）

F0424.ai

20 22 24 26 28 30
28.8

入力電圧（V）

図4.4.3　入力電圧とケーブル長	
（AXG1A分離形変換器の場合）

(3)	 商用電源周波数の設定

重要 
商用電源周波数は，工場出荷時に電源周波数：49 Hz，励磁
周波数と電源周波数：非同期で設定しています。本製品を使
用する場合，これらの設定を変更しないでください。

表示器メニューパス（AXW/AXW4A/AXG1A）：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 演算補助 ▶ 電源同期
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 演算補助 ▶ 設定電源周波数

4.4.3	 接地（アース）

警告
保護接地配線は，4 mm ねじ用の丸形絶縁カバー付き圧着端
子で端末処理し，保護接地端子に確実に結線してください。

注意
接地は D 種接地工事（接地抵抗 100 Ω以下）を行ってくだ
さい。

重要 
一体形，AXW4A/AXG1A 分離形変換器は，避雷器を内蔵して
います。本機能を有効にする場合には C 種接地（接地抵抗
10 Ω以下）を行ってください。
AXFA11 分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取扱説明
書を参照してください。

・ 保護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。

・ 接地用電線には 600 V ビニル絶縁電線を使用します。

F0425.ai

保護接地端子

図4.4.4　保護接地端子の位置	
（一体形，AXW4A分離形変換器）

F0426.ai
保護接地端子

図4.4.5　保護接地端子の位置（AXG1A分離形変換器）

F0427.ai
保護接地端子

図4.4.6　保護接地端子の位置（AXFA11分離形変換器）

重要 
接地が不十分な場合，流量測定に悪影響を与える恐れがあり
ます。確実な接地を行ってください。
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電磁流量計の起電力は微小であり，ノイズの影響を受けやすい
ため，図 4.4.4 のように確実に接地する必要があります。接地
することで，検出器および変換増幅器の基準電位（端子の電
位），測定流体の電位，大地の電位を同一にし，ノイズの影響
を軽減します。
アースリングは，測定流体の接地およびライニングのフレア面
を保護する役割があります。アースリングが必要な場合，付加
仕様コードで選択することができます。

F0428.ai

接地抵抗：10 Ω以下（C 種接地）
注： 標準で内蔵されている避雷器による避雷性能が不要な場合は，

接地抵抗：100 Ω以下（D 種接地）で可。

アースリングありのとき アースリングなしのとき
（金属配管のみ）

600 Vビニル絶縁電線
公称断面積：2 mm2以上，
かつ電源線の公称断面積
以上であること

図4.4.7　接地（一体形）

4.4.4	 外部計器との結線

警告
・ 外部計器と配線をする際には，電磁流量計の電源は必ず

切ってください。
・ 接続する外部計器の電源が切れていることを確認した後

に，結線してください。

外部計器との接続は，4.6 節を参照してください。

4.4.5	 結線

(1)	 一体形および分離形変換器（AXW4A）の結線手順
1)	 カバーの取り外し

六角レンチ（呼び 3）で図 4.4.7 または図 4.4.8 に示す
①および③のカバー錠締めねじを右（時計まわり）に
回して，カバーのロックを外してください。工場出荷
時にはカバーのロックは外れています。本体を手で支
えながらカバーを左（反時計まわり）に回して外しま
す。

F0429.ai
カバー錠締めねじ

① ②

図4.4.8　端子箱カバーの取り外し（一体形）

②

③

カバー錠締めねじ

F0430.ai

①

図4.4.9　	端子箱カバーの取り外し	
（AXW4A分離形変換器）

2)	 端子配置
カバーを取り外すと接続端子が現れます。
端子記号は図 4.4.9 または図 4.4.10 を参照してくださ
い。

3)	 配線方法
1. 本製品の電源が OFF であることを確認します。
2. 各端子に，信号ケーブル，励磁ケーブルを配線し

ます。
3. カバーを取り付けます。

4)	 カバーの取り付け
本体にカバーを右（時計まわり）に回して取り付けて
ください。六角レンチ（呼び 3）で図 4.4.7 または図 4.4.8
に示す①および③のカバー錠締めねじを左（反時計ま
わり）に回して，カバーをロックしてください。
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(2)	 一体形および分離形変換器（AXW4A）の端子配置図

F0431.ai

一体形 AXW4A 分離形変換器

M4ねじ式

差込式

端子記号

N/－
L/＋

I/O4 －
I/O4 ＋
I/O3 －
I/O3 ＋
I/O2 －
I/O2 ＋
I/O1 －
I/O1 ＋

入出力信号表による

機能接地

ショートねじ
（通常動作時は固定）

保護接地（内外筐端子）

記事

電源

保護接地端子 保護接地端子

一体形／AXW4A 分離形変換器：
＜入出力・電源との接続用＞

図4.4.10　端子図（一体形，AXW4A	分離形変換器）

F0432.ai

端子記号
SA
SB
A
B
C
EX1
EX2

流量信号入力

励磁電流出力

記事

AXW4A分離形変換器：
＜分離形検出器との接続用＞

図4.4.11　端子図（AXW4A	分離形変換器）

■	 BRAIN，HART
変換器，
通信・入出力
コード

接続端子

BRAIN HART I/O1 I/O2 I/O3 I/O4

-D -E Iout1  
（アクティブ）

P/Sout1 
（パッシブ） なし なし

-H -J Iout1  
（アクティブ）

P/Sout1 
（パッシブ）

Sin
（無電圧）

P/Sout2  
（パッシブ）

-K -L Iout1  
（アクティブ）

P/Sout1 
（パッシブ）

Sin
（無電圧）

P/Sout2  
（アクティブ， 
内蔵抵抗なし）

■	Modbus
通信・	
入出力
コード

接続端子

Modbus I/O1 I/O2 I/O3	＋ I/O3	－ I/O4	＋ I/O4	－
-P −

P/Sout1
（パッシブ）

−
Modbus

C（コモン）
Modbus
B（D1）

Modbus
A（D0）-M

Iout2
（アクティブ）

■	 FOUNDATION	fieldbus
通信・入出力
コード 接続端子

Fieldbus I/O1 I/O2 I/O3 I/O4

-F Fieldbus
( パッシブ )

P/Sout
( パッシブ )

− −

Iout1: 電流出力 1（BRAIN または HART 通信の信号を重畳）
Iout2: 電流出力 2
P/Sout1: パルス・ステータス出力 1
P/Sout2: パルス・ステータス出力 2
Sin: ステータス入力
Modbus: Modbus 通信
Fieldbus: FOUNDATION fieldbus 通信
変換器，通信・入出力コードの位置：

一体形： AXW □□□ G- ■□□□□□ - □□□□ - □□□
分離形変換器： AXW4A- □□□□□□□■■□□
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(3)	 分離形変換器（AXG1A）の結線手順
1)	 カバーの取り外し

カバーを手で支えながら，ねじ保護カバーをめくりま
す。4 本のねじを緩め，カバーを取り外してください。

F0433.ai

図4.4.12　カバーの取り外し（AXG1A	分離形変換器）

2)	 端子配置
カバーを取り外すと接続端子が現れます。

F0434.ai

F0435.ai

図4.4.13　端子図（AXG1A	分離形変換器）

表4.4.1　端子記号（分離形変換器（AXG1A））

端子記号 記事	

SIGNAL

C
SA
A
B
SB

流量信号入力 

ALARM OUT ALM+
ALM- アラーム出力

STATUS OUT
So11+
So12+
COM

ステータス出力（2 点）

CURRENT OUT Iout1+
Iout1-

電流出力
4 − 20 mA DC

OPTION IO MIO+
MIO- オプション入力 / 出力

STATUS IN
Si11+
Si12+
COM

ステータス入力（2 点）

PULSE OUT P/Sout1+
P/Sout1- パルス出力

EXCITATION EX1
EX2 励磁電流出力

POWER SUPPLY N(-)
L(+) 電源

機能接地

保護接地（外筐端子）

■	 BRAIN,	HART
通信・	

入出力コード 接続端子

BRAIN HART ALM		
パッシブ

So11,	So12	
パッシブ

Iout1		
アクティブ MIO Si11,	Si12	

No-voltage
P/Sout1	
パッシブ

D0 J0 ● ● ● - ● ●

D2 J2 ● ● ● Iin  
アクティブ ● ●

D3 J3 ● ● ● P/Sout2  
パッシブ ● ●

D4 J4 ● ● ●

P/Sout2  
アクティブ 

（内蔵抵抗
なし）

● ●

D5 J5 ● ● ●

P/Sout2 
アクティブ
（内蔵抵

抗あり）

● ●

D6 J6 ● ● ● Iout2  
アクティブ ● ●

B0 H0 ● - ● - - ●

B2 H2 ● - ● Iin  
アクティブ - ●

B3 H3 ● - ● P/Sout2 
パッシブ - ●

B4 H4 ● - ●

P/Sout2 
アクティブ
（内蔵抵

抗なし）

- ●

B5 H5 ● - ●

P/Sout2 
アクティブ
（内蔵抵

抗あり）

- ●

B6 H6 ● - ● Iout2  
アクティブ - ●

Iout1：電流出力　BRAIN/HART通信
Iout2：電流出力
Iin：電流入力
P/Sout1：パルス出力またはステータス出力
P/Sout2：パルス出力またはステータス出力
Si11, Si12：ステータス入力（２個）
So11, So12：ステータス出力（２個）
通信およびＩ/Ｏコードの位置：

分離形変換器：
AXG1A-G000□□□■■1□
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重要 
AXG1A の場合，端子配置図ラベルに端子記号の記載が無い
端子には結線しないでください。

3)	 カバーの取り付け
カバーを手で支えながら，ねじ保護カバーをめくります。
4 本のねじを取り付け，カバーを取り付けてください。

(4)	 分離形変換器（AXFA11）の結線手順
1)	 カバーの取り外し

カバーを手で支えながら，ねじ保護カバーをめくりま
す。4 本のねじを緩め，カバーを取り外してください。

F0436.ai

図4.4.14　カバーの取り外し（AXFA11分離形変換器）

2)	 端子配置
カバーを取り外すと接続端子が現れます。

F0437.ai
N/– L/+ EX2EX1 P–P+

I+ I– AL+ AL– C SA A B SB
SI1+ SI2+ COM

SO1+ COMSO2+

F0438.ai

I+ I–
CURRENT OUT

AL+ AL– C SA A B SB
ALARM OUT

N/– L/+
POWER SUPPLY

EX2EX1
EXCITATION

P–P+
PULSE OUT

SIGNAL

SI1+ SI2+ COM
STATUS IN

SO1+ COMSO2+
STATUS OUT

図4.4.15　端子図（AXFA11分離形変換器）

表4.4.2　端子記号（分離形変換器（AXFA11））

端子記号 記事	

SIGNAL

C
SA
A
B
SB

流量信号入力 

ALARM OUT AL+
AL- アラーム出力

STATUS OUT
SO1+
SO2+
COM

ステータス出力（2 点）

CURRENT OUT I+
I-

電流出力
4 − 20 mA DC

STATUS IN
Sl1+
Sl2+
COM

ステータス入力（2 点）

PULSE OUT P+
P- パルス出力

EXCITATION EX1
EX2 励磁電流出力

POWER SUPPLY L /+
N/- 電源

機能接地

保護接地（外筐端子）

重要 
AXFA11 の場合，端子配置図ラベルに端子記号の記載が無い
端子には結線しないでください。

3)	 カバーの取り付け
カバーを手で支えながら，ねじ保護カバーをめくりま
す。4 本のねじを取り付け，カバーを取り付けてくだ
さい。
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4.5	 分離形検出器および分離形変換器
（検出器側）の配線・結線

警告
感電防止のため，電磁流量計の電源が OFF になっていること
を確認してから結線してください。

(1)	 カバーの取外し
六角レンチ（呼び 3）で図 4.5.1 に示す①のカバー錠締め
ねじを右（時計まわり）にまわして，カバーのロックを
外してください。工場出荷時にはカバーのロックは外れ
ています。本体を手で支えながらカバーを左（反時計ま
わり）に回して外します。

F0439.ai

(1)

図4.5.1　カバーの取り外し（分離形検出器）

(2)	 端子配置
カバーを外すと接続端子が現れます。

F0440.ai

流量信号出力

励磁電流入力

記事

保護接地（外筐端子）

端子記号
A
B
C
EX1
EX2

図4.5.2　端子図（分離形検出器）

(3)	 分離形検出器と分離形変換器の結線
1）AXW4Aとの接続

下図の通り結線します。

AXW4A変換器

検出器

 変換器 分離形
検出器

EX2

EX1

A

B

C

SA
A
B

SB
C

EX1
EX2

テーピング*
A
B

テーピング*
C

EX1
EX2

* 検出器側にSA, SBに相当する
シールド線は個別にテーピン
グを行い，絶縁処理を施して
ください。

F0441.ai

専用信号ケーブル
AX01C

励磁ケーブル

EX1

EX2

C

SA

SB

B

A

図4.5.3　結線図（AXW4A	分離形変換器）

2）AXG1Aとの接続
下図の通り結線します。

AXG1A変換器

変換器 分離形
検出器

SA
A
B

SB
C

EX1
EX2

テーピング*
A
B

テーピング*
C

EX1
EX2

* 検出器側にSA, SBに相当する
シールド線は個別にテーピン
グを行い，絶縁処理を施して
ください。

検出器

EX2

EX1

A

B

C

専用信号ケーブル
AX01C

励磁ケーブル

F0442.ai

図4.5.4　結線図（AXG1A	分離形変換器）
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3）AXFA11 との接続
下図の通り結線します。

AXFA11変換器

 変換器 分離形
検出器

F0443.ai

SA
A
B

SB
C

EX1
EX2

テーピング*
A
B

テーピング*
C

EX1
EX2

* 検出器側にSA, SBに相当する
シールド線は個別にテーピン
グを行い，絶縁処理を施して
ください。

検出器

EX2

EX1

A

B

C

専用信号ケーブル
AXFC

励磁ケーブル

I+

4-20mA出力

I‒
CURRENT OUT

AL+

アラーム出力

AL‒ C SA AC B SB
ALARM OUT

N/‒

電源入力ショートバー

L/+
POWER SUPPLY

パルス出力

P‒ SI1+ SI2+ COMP+
PULSE OUT

ステータス入力
STATUS IN

流量信号入力
SIGNAL

SO1+

ステータス出力

COMSO2+
STATUS OUT

FUSE
2.5A 250V

励磁電流出力

EX2EX1
EXCIT ATION

図4.5.5　結線図（AXFA11	分離形変換器）

(4)	 接地（アース）

警告
保護接地配線は，4 mm ねじ用の丸形絶縁カバー付き圧着端
子で端末処理し，保護接地端子に確実に結線してください。

注意
接地は D 種接地工事（接地抵抗 100 Ω以下）を行ってくだ
さい。

重要 
接地が不十分な場合，流量測定に悪影響を与える恐れがあり
ます。下記要領を参照し，確実な接地を行ってください。

電磁流量計の起電力は微小であり，ノイズの影響を受け
やすいため，図 4.5.6 のように確実に接地する必要があり
ます。接地することで，検出器および変換増幅器の基準
電位（端子の電位），測定流体の電位，大地の電位を同一
にし，ノイズの影響を軽減します。
アースリングは，測定流体の接地およびライニングのフ
レア面を保護する役割があります。アースリングが必要
な場合，付加仕様コードで選択することができます。

・ 接地抵抗：100 Ω以下（D 種接地）

600 V ビニル絶縁電線
　公称断面積：
　 2 mm2以上

F0444.ai

アースリングありのとき アースリングなしのとき
（金属配管のみ）

図4.5.6　接地（分離形検出器）

(5)	 カバーの取付け
本体にカバーを右（時計まわり）に回して取り付けてく
ださい。六角レンチ（呼び 3 ）で図 4.5.1 に示す①のカバー
錠締めねじを左（反時計まわり）に回して，カバーをロッ
クしてください。
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4.6	 入力および出力
接続端子の設定について説明します。
選択した仕様に応じて，入力端子および出力端子が異なります。
端子配置については，表 1.1 の一般仕様書または 4.4 節を参照してください。
AXFA11 分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取扱説明書を参照してください。

(1)	 出力信号
ガルバニック絶縁	：
入力，出力および電源用のすべての回路は，互いに直流的に絶縁されています。

出力タイプ 内容
アクティブ電流出力	[Iout]： 1 つの電流出力を使用できます。

4 ～ 20 mA の電流を出力します。
出力電流 4 ～ 20 mA DC 信号

負荷抵抗 750 Ω以下（一体形または AXG4A）， 
1 k Ω（AXG1A）

BRAIN 通信機器の負荷抵抗 250 ～ 450 Ω
HART 通信機器の負荷抵抗 230 ～ 600 Ω
電流出力精度 ± 8 µA （スパンの± 0.05%）

F0445.ai

変換器

受信機器

Iout-

Iout+

図4.6.1　アクティブ電流出力	[Iout]	の接続図
アクティブパルス出力	
[P/Sout]：

電子式カウンタの接続
配線時に，電圧の最大値および極性が間違っていないか確認してください。

負荷抵抗 1 k Ω以上
内部電源 24 V DC  ± 20 %
最大パルスレート 10,000 パルス毎秒
最大周波数出力レート 12,500 Hz

P/Sout-

24 V
変換器

負荷抵抗 電子式カウンタ

0 V

P/Sout+

F0446.ai

図4.6.2　アクティブパルス出力	[P/Sout]	の接続図（電子式カウンタ）

機械式カウンタの接続

最大電流 150 mA 以下
平均電流 30 mA 以下
内部電源 24 V DC  ± 20 %
最大パルスレート 2 パルス毎秒
パルス幅 20，33，50，100 ms

P/Sout-

24 V
変換器

保護
ダイオード

機械式カウンタ

0 V

P/Sout+

F0447.ai

図4.6.3　	アクティブパルス出力	[P/Sout]	の接続図（機械式カウンタ）

通信・入出力コードに DG または JG を選択した場合，工場出荷時の出力は，機械式カウンタ用に設定
されています。電子式カウンタ用に変更する場合，パラメータ [ アクティブ パルス ] を [ 電磁カウン
タ用出力 ] から [ 通常出力 ] へ変更してください。設定方法の詳細は，表 1.1 の各通信形マニュアルを
参照してください。
表示器メニューパス（AXW，AXW4A，AXG1A）：
機器設定▶詳細設定▶パルス / ステータス出力▶パルス出力 2/ ステータス出力 2 ▶アクティブパルス
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出力タイプ 内容
パッシブパルス出力	
[P/Sout]：

電子式カウンタの接続
配線時に，電圧の最大値および極性が間違っていないか確認してください。

最大負荷電流 200 mA 以下
電源 30 V DC 以下
最大パルスレート 10,000 パルス毎秒
最大周波数出力レート 12,500 Hz

変換器

負荷抵抗 電子式カウンタ

P/Sout-

P/Sout+

F0448.ai

図4.6.4　	パッシブパルス出力	[P/Sout]	の接続図（電子式カウンタ）

機械式カウンタの接続

変換器

機械式カウンタ保護
ダイオード

P/Sout-

P/Sout+

F0449.ai

図4.6.5　	パッシブパルス出力	[P/Sout]	の接続図（機械式カウンタ）
アクティブステータス
出力	[P/Sout]：

アクティブステータス出力の場合，トランジスタと接続するため，配線時に電流の最大値および極性，
出力電圧レベルが間違っていないか確認してください。

負荷抵抗（外部機器） 1 k Ω以上
内部電源 24 V DC  ± 20 %

P/Sout-

24 V
変換器

負荷抵抗

0 V

P/Sout+

F0450.ai

図4.6.6　アクティブステータス出力	[P/Sout]	の接続図
パッシブステータス出力	
[P/Sout または Sout]：
[So11	または	So12]：
[ALM]：

パッシブステータス出力の場合，トランジスタと接続するため，配線時に電源電圧の最大値および極性，
電流の最大値が間違っていないか確認してください。

最大負荷電流 200 mA 以下
電源 30 V DC 以下

変換器

外部機器

P/Sout-またはSout-

P/Sout+またはSout+

F0451.ai

図4.6.7　	パッシブステータス出力	[P/SoutまたはSout]	の接続図

AC 電圧を開閉するには，リレーを直列に接続する必要があります。

変換器

P/Sout-
またはSout-

P/Sout+
またはSout+

リレー

電磁弁

交流電源

保護
ダイオード

F0452.ai

図4.6.8　	パッシブステータス出力	[P/SoutまたはSout]	の接続図（電磁弁）
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(2)	 入力信号
入力タイプ 内容

ステータス（接点）入力	
[Sin]：
[Si11	または	Si12]：

重要 
ステータス入力は無電圧で受信できます。
ステータス入力の状態で，電圧をかけると回路が壊れるおそれがありますので注意してください。

ステータス入力は，次の無電圧接点との接続に使用できます。
スイッチの状態 抵抗

短絡 200 Ω以下
開放 100 k Ω以上

変換器

Sin-

Sin+

F0453.ai

図4.6.9　ステータス入力	[Sin]	の接続図
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5.	 基本操作

5.1	 表示器による操作
表示器によるパラメータの設定は，[SET]，[SHIFT]，[ ▼ ] の 3
つの赤外線スイッチにより，変更できます。3 つの赤外線スイッ
チは，表示部のガラスの外から操作します。
表示器の基本構成と赤外線スイッチによる操作方法について
説明します。本製品は，専用のハンドヘルドターミナルや
FieldMate（調整・設定ソフトウェア）による操作も可能です。
設定方法の詳細は，表 1.1 の各通信形マニュアルを参照してく
ださい。AXFA11 分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取
扱説明書を参照してください。

警告
パラメータの設定後，ライトプロテクト機能によるパラメー
タ書き込み禁止の設定を行ってください。
表示器操作用の赤外線スイッチはその動作原理の特性上，表
示部のガラスに水滴や異物が付着した場合，ごくまれに反
応してしまうことがあります。台風などによる雨水の付着や
流量計設置場所付近での洗浄作業時にはその確率が高まりま
す。また赤外線スイッチに懐中電灯などによる光を当てたり
やめたりを繰り返す操作も誤動作の原因となりますので行わ
ないでください。
ハードウェアライトプロテクト機能は 6.3 節，ソフトウェア
ライトプロテクト機能は表 1.1 の各通信形マニュアルを参照
してください。

重要 
赤外線スイッチに直射日光などがあたらない場所で，表示器
の操作を行ってください。

注記 
・ 赤外線スイッチの操作は，必ず表示器カバーを閉じた状態

で，表示部のガラスの上から操作してください。
・ 表示部のガラスにゴミ，汚れなどが付着している場合，柔

らかい乾いた布で拭き取ってください。
・ 汚れた手袋をつけたままでは，スイッチが反応しない場合

があるため，注意してください。

注記 
工場出荷時に，表示器の表示言語は English（英語）に設定
されています。5.2.2 項を参照し，Japanese（日本語）を選
択してください。
本書に記載されている表示器のメニューパスは，日本語の場
合になります。

5.2	 表示器の構成と機能
AXW 一体形，AXW4A および AXG1A 分離形変換器の表示器に
は以下の機能があります。

5.2.1	 表示器の構成

22.000mA
0.0%

0.00000m/s

00 : 00
VEL

FLP

A01
SET SFT INC

F0501.ai

付加仕様コード MC
（microSDカード）
選択時のみ

ステータス，時間
データ表示部

（プロセス値の略語は
　表5.2.1を参照）

スイッチの機能

赤外線スイッチ

(1)　赤外線スイッチの基本操作
[SET]，[SHIFT]，[ ▼ ] の 3 つの赤外線スイッチにより，表示器
の基本操作を行います。赤外線スイッチを組み合わせて押す
と，スイッチの機能が変更になり，表示器にスイッチの機能が
表示されます。
赤外線スイッチ

（注1）
スイッチの
機能（注2）

機能

[SET ▶ ] SET
・ パラメータ，データの決定（注 3）
・ 次のメニューに進む

[SHIFT] SFT ・ カーソルを右に移動（数値型パラメータ）

[ ▼ ] INC
・ カーソルを下に移動（選択型パラメータ）
・ 数値の増加（数値型パラメータ）
・ 小数点位置の変更（数値型パラメータ）

[SHIFT] ＋ [ ▼ ]
（＝ [ ▲ ]）

DEC
・ カーソルを上に移動（選択型パラメータ）
・数値の減少（数値型パラメータ）

[SHIFT] ＋ [SET ▶ ]
（＝ [ESC ◀ ]）

ESC
・キャンセル
・前のメニューに戻る

注 1： [ A ] + [ B ] （＝ [ C ]）：[ A ] を先に押しながら，[ B ] を押すと，スイッ
チの機能が [ C ] に変更されます。

注 2： [SET]，[SFT]，[INC]，[DEC]，[ESC] は画面モードに応じたスイッ
チの機能が表示されます。すべての機能は同時に使用できません。

注 3： パラメータ，データの決定は，[SET] を 2 回押すことで行います。
正しくスイッチが動作しない場合，[SET] を 1 回押した後に，指
が表示部のガラスから完全に離れるようにしてください。
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(2)　ステータスアイコン
アイコン 内容 アイコン 内容

ライトプロテクト機能
無効

	
ライトプロテクト機能
有効

Device Busy Device Fault

microSD カード
準備完了

microSD カード
アクセス中

microSD カード
アクセス不可

パラメータ
アップロード中

パラメータ
ダウンロード中

トレンドグラフ機能
実行中

BRAIN 通信 HART 通信

Modbus 通信
FOUNDATION fi eldbus
通信

System Alarm
発生中

Setting Alarm
発生中

Process Alarm
発生中

Information
発生中

	
Warning
発生中

操作権限：
オペレーター

Display Damping
有効

操作権限：
スペシャリスト

操作権限：
メンテナンス

(3)　データ表示部
表示器で，プロセス値は最大 8 項目まで選択することができ
ます。同時に最大 4 項目まで表示器で表示することができ，
残りの 4 項目はスクロールさせながら，表示することができ
ます。

表5.2.1　表示器に表示されるプロセス値の略語一覧

略語 内容
FLP(*1) 流量％
PRV(*1) PV 値
VEL(*1) 流速
VFL(*1) 体積流量
MFL(*1) 質量流量
FLB 流量％バーグラフ
TL1(*1) 積算値 1
TL2(*1) 積算値 2
TL3(*1) 積算値 3
TAG タグナンバー

（FOUNDATION fi eldbus 通信の場合は PD tag）
LTG ロングタグ（HART 通信のみ）
COM 通信プロトコル
ADH 電極付着検知の付着レベル

（レベル 4 でアラーム）
AO1(*1) 出力電流値 1
TC1 積算 1 カウント値
TC2 積算 2 カウント値
TC3 積算 3 カウント値
MOD Modbus 通信設定

表示例（*2）：R/001/19200/E/1
FR AI1 Flow rate
FRP AI1 Flow rate(%)
FRB AI1 Flow rate(%Bar)
AI1 AI1.OUT
AI2 AI2.OUT
AI3 AI3.OUT
IT1 IT1.OUT
IT2 IT2.OUT
AR AR.OUT

(*1)： オンラインで，トレンドグラフの表示可能
(*2)： 表示内容の説明

例：R/001/19200/E/1

機器アドレス

ボーレート

伝送モード
・R：RTU
・A：ASCII

ストップビット
・1：1 bit
・2：2 bit

パリティ
・N：無し
・O：奇数
・E：偶数

F0502.ai

5.2.2	 表示器の基本機能

表示器からパラメータを設定する場合，表 5.2.2 に示す 3 種類
の操作権限に応じて，設定できるパラメータが異なり，またパ
スコードの入力が必要になります。オペレーターの場合はパス
コードの入力が不要，メンテンス権限またはスペシャリスト権
限の場合は各権限のパスコードの入力が必要になります。
パラメータの詳細は，表 1.1 の各通信形マニュアルを参照して
ください。

表5.2.2	 	表示器からのパラメータ設定と操作権限

操作権限
パラメータ
読み込み

パラメータ
書き込み

オペレーター／
Operator

全パラメータ 表示器の表示言語，表示項目に関
するパラメータを設定可能

メンテナンス／
Maintenance

全パラメータ オペレーターの権限で設定できる
パラメータ，およびゼロ点調整に
関するパラメータの設定可能

スペシャリスト／
Specialist

全パラメータ 書き込み可能な全パラメータの設
定可能

次のパラメータは，オペレーター権限（パスコード不要） で設
定できます。

(1)	 表示言語の設定
表示器メニューパス：
Device setup ▶ Language
機器設定 ▶言語

工 場 出 荷 時 の 表 示 言 語 は 英 語 に 設 定 さ れ て い ま す の で，
Japanese（日本語）を選択してください。
ご注文時の仕様コード（表示器コード）により，表示可能な言
語が異なります。
表示器コードの位置：
一体形： AXW □□□ G- □□□□□□ - □□□□ - □■□
分離形変換器：   AXW4A- □□□□□□□□□□■

AXG1A-G000 □□□□ 1 ■
表示器コード 選択可能な表示言語

₁ 英語，フランス語，ドイツ語，イタリア語，
スペイン語，ポルトガル語，日本語，ロシア語

2 英語，中国語

(2)	 表示コントラスト（濃淡）の設定
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 表示器 ▶ 表示器設定 ▶ コントラスト

表示器のコントラストを変更することができます。
設定項目 内容

︲5 ～ +5 表示器のコントラストを設定
（数字が小さい：淡い，数字が大きい：濃い）
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(3)	 表示行数の設定
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 表示器 ▶ 表示器設定 ▶ 表示ライン

表示器に表示するプロセス値の行数を選択することができま
す。
同時に最大 4 項目まで表示器で表示することができ，表示す
る行数の設定により，文字の大きさが変化します。
設定項目 内容

1 ライン : 大 表示可能なプロセス値の数：1 個（単位を表示しない）
1 ライン 表示可能なプロセス値の数：1 個（単位を表示する）
2 ライン 表示可能なプロセス値の数：2 個
3 ライン 表示可能なプロセス値の数：3 個
4 ライン 表示可能なプロセス値の数：4 個

表5.2.3	 	表示行数の設定と表示例

設定項目 表示例① 表示例②

1 ライン : 大
F0503.ai

0.50000 

00 :  00
VEL

SET SFT INC

F0508.ai

00 :  00
FNL

SET SFT INC

※  フローノイズのステータスを表示し
ない

※  32 文字のロングタグを表示可能

1 ライン

F0504.ai

0.50000 

00 :  00
VEL

SET SFT INC

m/s

F0509.ai

00 :  00
FNL

SET SFT INC
Normal

※  32 文字のロングタグを表示可能

2 ライン

F0505.ai

0.5000
50.0

m/s

%
 

00 :  00
VEL

SET SFT INC

FLP

F0510.ai

00 :  00
FNL

SET SFT INC

Normal
Long tag 1234567
89ABCDEFGabcdefg

LTG

※  32 文字のロングタグを表示可能

3 ライン
F0506.ai

0.50000
50.0

12.00

m/s
%

mA

 

00 :  00
VEL

FLP
AO1

SET SFT INC

F0511.ai

00 :  00
FNL

SET SFT INC

Normal
Long tag 1234567...
TAG12345

LTG
TAG

※  1 行目は，32 文字のロングタグを
表示可能

※  2，3 行目は，ロングタグの前半 16
文字のみ表示可能

4 ライン

F0507.ai

0.50000
50.0

12.000

m/s

%

mA
Normal

 

00 :  00
VEL

AO1
FNL

SET SFT INC

FLP

F0512.ai

00 :  00

FNL

SET SFT INC

Normal
Long tag 1234567...
TAG12345

0.50000m/s

LTG

TAG

VEL

※  ロングタグの前半 16 文字のみ表示
可能

(4)	 日付フォーマット（表示形式）の設定
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 表示器 ▶ 表示器設定 ▶ 日付フォーマット

日付の表示形式を選択することができます。
設定項目 内容

月 / 日 / 年 月 / 日 / 年で日付を表示
日 / 月 / 年 日 / 月 / 年で日付を表示
年 / 月 / 日 年 / 月 / 日で日付を表示

電源 ON/OFF のたびに，日付の設定が必要です。
日付の設定を行わなかった場合：
・ BRAIN 通信の場合は，設定値を保存しているため，設定

値からカウントを再開します。
・ HART 通信の場合は，HART 通信の仕様により， 

1900/01/01　00:00:00 からカウントを再開します。

(5)	 表示画面の白黒反転の設定
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ 表示器 ▶ 表示器設定 ▶ 白黒反転

表示器の画面を黒文字，白抜き文字に切り替えることができま
す。
設定項目 内容

ノーマル 黒文字
反転 白抜き文字
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5.3	 表示モードと設定モード
電源を ON にすると，表示モードになります。パラメータの確
認や変更をする場合，設定モードになる必要があります。表示
モードから設定モードへの変更は，次の手順に従って行いま
す。赤外線スイッチの機能は，5.2.1 項を参照してください。
[ 手順 ]
① 電源を ON にし，数秒待つと表示モードに入ります。

F0513.ai

0.00000m/s
0.00000l/min 

00 :  00
PRV

VEL

FLB
SET SFT INC

② [SET] を 2 秒間押し続けると，下記の画面に切り替わります。

F0514.ai

 

 

00 :  00

SET SFT INC

SFT + INCに触れてください

③ [SFT] と [INC] を同時に押すと，設定モードに入るための確
認画面に切り替わります。

F0515.ai

設定ﾓｰﾄﾞ

 いいえ
 はい
▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

④ 「いいえ」が反転表示され選択されていますので，[INC] を
押し，「はい」を選択してください。

F0516.ai

設定ﾓｰﾄﾞ

 はい
 いいえ
▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

⑤ [SET] を押すと「はい」が点滅する画面に切り替わります。

F0517.ai

設定ﾓｰﾄﾞ
 はい 

 

00 :  00

SET SFT INC

⑥ 再度 [SET] を押すと “操作権限” の画面に切り替わります。

F0518.ai

操作権限
 ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
 終了
 ｵﾍﾟﾚｰﾀ

▲ 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

⑦ [INC] または [DEC] でカーソルを移動させ，操作権限を選択
します。

 " ｵﾍﾟﾚｰﾀ " の場合はパスコードが不要，" ﾒﾝﾃﾅﾝｽ " または
" ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ " の場合はパスコードが必要になります。パスコー
ドは，[SFT] で桁移動，[INC] で数字変更，[SET]2 回で決定 
をします。

 工場出荷時には，パスコードは 0000 に設定されています。

F0519.ai

ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ
 ****
 0000
 0000 9999

 

 

00 :  00

SET SFT INC

⑧ 操作権限を決定すると，“機器設定” の画面に切り替わり，
設定モードに入ります。設定モー ドでパラメータの設定が
できます。

⑨ パラメータの設定後，設定モードで [ESC] を押すと，表示
モードに戻ります。

注記 
表示ソフトレブが以下の場合は，下記の手順となります。

通信 表示ソフトレブﾞ
HART，BRAIN，Modbus R2.01.02 以前
FOUNDATION フィールドバス R1.01.01 以前

① 電源を ON にし，数秒待つと表示モードに入ります。

F0520.ai

0.00000m/s
0.00000l/min 

00 :  00
PRV

VEL

FLB
SET SFT INC

② [SET] を 2 秒間押し続けると，" 操作権限” の画面に切り替
わります。

F0521.ai

操作権限
 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
 ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
 終了

▲ 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

③ [INC] または [DEC] でカーソルを移動させ，操作権限を選
択します。

 " オペレーター " の場合はパスコードが不要，" メンテナ
ンス " または " スペシャリスト " の場合はパスコードが必
要になります。

 パスコードは，[SFT] で桁移動，[INC] で数字変更，[SET]2
回で決定をします。

 工場出荷時には，パスコードは 0000 に設定されています。

F0522.ai

ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ
 ****
 0000
 0000 9999

 

 

00 :  00

SET SFT INC

④ 操作権限を決定すると，" 機器設定 " の画面に切り替わり，
設定モードに入ります。設定モードでパラメータの設定を
することができます。

⑤ パラメータの設定後，設定モードで [ESC] を押すと，表示
モードに戻ります。
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[ パスコードの確認と変更 ]
表示器からのみ，パスコードの確認と変更ができます。
表示器メニューパス：
機器設定 ▶詳細設定 ▶アクセス設定 ▶メンテコード変更
機器設定 ▶詳細設定 ▶アクセス設定 ▶スペシャルコード変更

(1) メンテナンス権限におけるパスコード（メンテコード）の
変更

メンテコードを変更する場合，メンテナンスまたはスペシャリ
ストの権限が必要です。

(2) スペシャリスト権限におけるパスコード（スペシャルコー
ド）の変更

スペシャルコードを変更する場合，スペシャリストの権限が必
要です。

重要 
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ウィザード

上記のメニューにあるパラメータを設定した場合，パラメー
タの設定後に各メニュー内の " 設定ダウンロード " を必ず実
施してください。" 設定ダウンロード " を実施しない場合，
設定したパラメータが機器に正しく反映されませんので注意
してください。

注記 
設定モードで 10 分間操作が行われない場合は，表示モード
に戻ります。

パラメータの形式
パラメータの形式は，次の 3 種類があります。
形式 表示例 内容

選択型
単位
 m3

 l (liter)
 cm3

▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

あらかじめ決められている
種類の中から希望するデー
タを選択します。

数値型
ｽﾊﾟﾝ
 +7200.00
 +2200.00
 +0.00001 +999999

 

 

00 :  00

SET SFT INC

各桁ごとに数字または小数
点の組み合わせでデータを
設定します。

英数字型
ﾀｸﾞﾅﾝﾊﾞｰ
 FT-1234
 FT-1234
 

 

 

00 :  00

SET SFT INC

英数字の組み合わせでデー
タが構成されます。（タグナ
ンバー，特殊単位など）

英数字型は，次の英数字が順に表示されます。
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[ ＼ ]^_`{|}~ スペース

5.4	 表示器からのパラメータの設定
表示器からのパラメータの設定方法について説明します。5.3
節を参照し，操作権限をスペシャリストに設定します。設定
モードに入り，設定するパラメータを選択します。
FOUNDATION フィールドバス通信形でパラメータを設定する場
合， パラメータに応じて適切なリソースブロック・トランス
デューサブロック・ファンクションブロックの MODE_BLK.
Target を O/S にしてから設定をする必要があります。表示
器でそれを簡略化するためのパラメータが「All block target 
mode」です。このパラメータでリソースブロック・トランス
デューサブロック・ファンクションブロックを一度に O/S に
することや，元のモードに戻すことができます。このパラメー
タを利用して下記の手順でパラメータの設定を行ってくださ
い。
1. 「All block target mode」に「O/S」を設定する。
2. 必要なパラメータを，表示器より設定する。
3. 「All block target mode」に「Restore」を設定する。

表示器メニューパス ( 以下の 5 か所 )：
機器設定 ▶ Block mode ▶ All block target mode
機器設定 ▶ 診断 / ｻｰﾋﾞｽ ▶ All block target mode
機器設定 ▶ ｳｨｻﾞｰﾄﾞ ▶ All block target mode
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ All block target mode
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ Fieldbus info ▶ All block target mode

注記 
流量単位，スパン流量，タグナンバーを例に説明します。
ご注文時指定事項の指定がある場合，指定のあるパラメー
タは，本製品に設定済で出荷されます。ご注文時指定事項
の指定がない場合，お客様による設定が必要になります。
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5.4.1	 選択型パラメータの設定例（流量単位）

選択型パラメータの流量単位を変更します。
HART 機器の表示器を例に以下説明します。
流量の単位は，物理単位と時間単位をそれぞれ設定する必要が
あります。体積流量の単位を l/min に設定する場合，物理単位
を "l (liter)"，時間単位を "/min" にそれぞれ設定します。

表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ プロセス変量 ▶ 体積流量 ▶ 単位
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ プロセス変量 ▶ 体積流量 ▶ 単位時間

F0523.ai

体積流量
 時定数:PLS/TTL
 単位
 単位時間

▲ 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

体積流量の物理単位を設定します。

上記のメニューパスに従い，[INC]，[DEC]

でカーソルを移動，[SET] で決定し，” 単位” 

を選択します。

F0524.ai

単位
 m3

 l (liter)
 cm3

▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

[INC]，[DEC] でカーソルを移動，[SET] で決

定し，” l (liter)” を選択します。選択した単

位が点滅し，[SET] で決定します。設定する

と，設定画面に戻ります。

F0525.ai

体積流量
 単位
 単位時間
 ｽﾊﾟﾝ

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

▲

体積流量の時間単位を設定します。

上記のメニューパスに従い，[INC]，[DEC]

でカーソルを移動，[SET] で決定し，” 単位

時間” を選択します。

F0526.ai

単位時間
 /s
 /min
 /h

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

▲

[INC]，[DEC] でカーソルを移動，[SET] で決

定し，” /min” を選択します。選択した単位

が点滅し，[SET] で決定します。設定すると，

設定画面に戻ります。

F0527.ai

0.00000m/s
0.00000l/min 

00 :  00
PRV

VEL

FLB
SET SFT INC

パラメータの設定後，[ESC] で表示モード

に戻ることができます。

注記 
流量単位とスパン流量の値を同時に変更する場合，必ず流量
単位を先に変更してください。
流量単位を変更した場合，変更した単位に連動し，スパン流
量の値が換算されます。

5.4.2	 数値型パラメータの設定例
（スパン流量）

数値型パラメータのスパン流量を変更します。
表示器メニューパス：
機器設定 ▶詳細設定 ▶プロセス変量 ▶体積流量 ▶スパン

注記 
流量単位とスパン流量の値を同時に変更する場合，必ず流量
単位を先に変更してください。
流量単位を変更した場合，変更した単位に連動し，スパン流
量の値が換算されます。

F0528.ai

体積流量
 時間単位 /h
 ｽﾊﾟﾝ +7200.00
 設定ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

 

 

00 :  00

SET SFT INC

▲

▼

スパン流量を設定します。

上記のメニューパスに従い，[INC]，[DEC]

でカーソルを移動，[SET] で決定し，” スパン” 

を選択します。

F0529.ai

ｽﾊﾟﾝ
 +7200.00
 +2200.00
 +0.00001 +999999

 

 

00 :  00

SET SFT INC

スパン流量を設定する場合，スイッチの機

能は次のとおりです。

正負記号および数値の変更：[INC]

桁の移動：[SFT]

パラメータの決定：[SET]

：最小値

：最大値

スパンの設定値が点滅しますので，[SET]

で決定します。設定すると，設定画面に戻

ります。

5.4.3	 英数字型パラメータの設定例
（タグナンバー）

英数字型パラメータのタグナンバーを変更します。
HART 機器の表示器を例に以下説明します。
表示器メニューパス：
機器設定 ▶ 詳細設定 ▶ デバイス情報 ▶ オーダー情報 ▶ タグナンバー

F0530.ai

ｵｰﾀﾞｰ情報
 表示器の有無
 ﾀｸﾞﾅﾝﾊﾞｰ
 電極径

 

 

00 :  00

SET SFT INC

▲

▼

タグナンバーを設定します。

上記のメニューパスに従い，[INC]，[DEC]

でカーソルを移動，[SET] で決定し，” タグ

ナンバー” を選択します。

F0531.ai

ﾀｸﾞﾅﾝﾊﾞｰ
 FT-1234
 FT-1234
 

 

 

00 :  00

SET SFT INC

タグナンバーは，表示器で最大 8 文字ま

で設定できます。

タグナンバーを設定する場合，スイッチ

の機能は次のとおりです。

数値および文字の変更：[INC]

桁の移動：[SFT]

パラメータの決定：[SET]

設定可能な文字の種類：ASCII 文字

タグナンバーの設定値が点滅しますので，

[SET] で決定します。設定すると，設定画

面に戻ります。
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5.5	 microSDカードの挿入
付加仕様コード MC を選択した場合，表示器ボードに専用の
microSD カードを挿入し，パラメータ設定を保存（バックアッ
プ）することができます。保存した設定は，機器に復元（リス
トア）することができます。各機能の詳細は，表 1.1 の各通信
形マニュアルを参照してください。

警告
microSD カードは，当社指定のものを使用してください。当
社指定以外のものを使用する場合，動作を保証できません。

(1)	 microSDカードの挿入
図 5.5 に示す microSD カードのスロットに，microSD カード
を挿入します。

F0532.ai

microSDカード

22.000mA
0.0%

0.00000m/s

00 : 00
VEL

FLP

A01
SET SFT INC

図5.5	 microSDカードの挿入

(2)	 microSDカードの取り外し
図 5.5 に示す microSD カードのスロットから，microSD カー
ドを取り外します。

重要 
microSD カードを取り外す場合，ソフトウェア上での「取り
外し」を実行しないで取り外すと，保存したデータが消失す
る場合や機器が正常に動作しなくなる場合があります。

表示器メニューパス：
機器設定 ▶ microSD ▶ 取り外し

5.6	 BRAIN設定ツール
本製品と BRAIN 設定ツール（BRAIN TERMINAL（BT200），ま
たは FieldMate（調整・設定ソフトウェア））の接続方法につ
いて説明します。BT200 の詳細は，BT200 の取扱説明書（IM 
01C00A11-01）を参照してください。BRAIN 通信による設定方
法は，表 1.1 の BRAIN 通信形のマニュアルを参照してください。

BRAIN 通信は，通信信号を 4 ～ 20 mA DC アナログ信号に重畳
して伝送します。
BRAIN 設定ツールの接続端子と本製品の間に，250 Ω 以上の負
荷抵抗があれば，計器室，伝送ループ内のいかなる中継端子に
も接続して通信することができます。
通信を行うには，BRAIN 設定ツールと本製品を並列に接続する
必要がありますが，接続に極性は関係ありません。接続例を図
5.6 に示します。

BT200

中継端子

4～20 mA DC
信号伝送ライン

電磁流量計
端子箱

計器室

負荷抵抗
250～450Ω

ディストリビュータ端子盤

F0533.ai

Iout+
Iout-

USB
FieldMate

モデム

USB

PC/FieldMate

図5.6　BRAIN設定ツールの接続

重要 
通信時は，出力信号に通信信号が重畳します。通信信号によ
る出力の影響を低減するために，受信計器側に 0.1 秒程度の
ローパスフィルターを設定することを推奨します。オンライ
ンで通信を行う際は，通信信号が上位システムに影響を与え
ないことを確認の上，通信を行ってください。

重要 
通信可能な距離に制限があります。表 1.1 の一般仕様書を参
照してください。
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5.7	 HART設定ツール
本製品と HART 設定ツール（FieldMate（調整・設定ソフトウェ
ア）） の接続方法について説明します。HART 通信による設定方
法は，表 1.1 の HART 通信形のマニュアルを参照してください。
AXFA11 分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取扱説明書
を参照してください。

注記 
・ 本書に記載されていない HART 設定ツールの詳細は，ご使

用の HART 設定ツールの取扱説明書を参照ください。
・ HART 設 定 ツ ー ル と し て FieldMate を 使 用 す る 場 合，

FieldMate R3.02.00 以降を使用してください。

注記 
HART 設定ツールでのパラメータ表示は英語のみです。言語
の設定画面で英語以外の言語を選択しても，HART 設定ツー
ルで表示されるパラメータは英語になります。

5.7.1	 HART設定ツールの接続

HART 設定ツールの接続端子と本製品の間に，230 Ω 以上の負
荷抵抗があれば，計器室，伝送ループ内のいかなる中継端子に
も接続して通信することができます。
通信を行うには，HART 設定ツールと本製品を並列に接続する
必要があります。接続に極性は関係ありません。
接続例を図 5.7 に示します。

中継端子

電磁流量計
端子箱

4～20 mA DC
信号伝送ライン

計器室

負荷抵抗
230～600Ω

ディストリビュータ端子盤
Iout+
Iout-

USB
FieldMate

モデム

USB

PC/FieldMate

F0534.ai

図5.7　HART設定ツールの接続

重要 
通信時は，出力信号に通信信号が重畳します。通信信号によ
る出力の影響を低減するために，受信計器側に 0.1 秒程度の
ローパスフィルターを設定することを推奨します。オンライ
ンで通信を行う際は，通信信号が上位システムに影響を与え
ないことを確認の上，通信を行ってください。

5.7.2	 HART設定ツールと本製品レビジョンの整合

重要 
HART 設定ツールがサポートするプロトコルレビジョンは，
本製品のプロトコルレビジョンと同一，あるいはそれ以上で
あることが必要です。それ以外の場合，通信エラーが発生し
ますので注意してください。

(1)	 Device	Description（DD）との整合
HART 設定ツールを使用いただく前に，本製品用の DD 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。
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，
HART の公式サイトからダウンロードしてインストールしてい
ただくか，設定ツールの販売元にお問い合わせください。
DD は以下に対応したものを使用してください。
DD レビジョン AXW4A：1 以上

AXG1A：1 以上
機器タイプ AXW4A (0x371B)

AXG1A (0x371C)
機器レビジョン AXW4A：1, 3

AXG1A：2, 3

・	 DDレビジョンの確認

(1)  設定ツールを本製品から切り離した状態で，電源を入
れます。

(2)  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ファイル名は4桁であり，上２桁が機器レビジョン，下
２桁がDDレビジョンを示します。

注記 
DD ファイルの機器レビジョンは 16 進数表記になります。

・	 機器レビジョンの確認
設定ツールを本製品に接続し，次のパラメータで確認しま
す。

HART 通信メニューパス：
Device root menu ▶ Detailed setup ▶
Device information ▶ HART setup ▶ Fld dev rev
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(2)	 Device	Type	Manager（DTM）との整合
HART 設定ツールとして FieldMate を使用する場合，DTM は以
下のものを使用してください。
DTM 名称 AXW4A FDT2.0 HART7 DTM

AXG1A FDT2.0 HART7 DTM
DTM レビジョン（*） AXW4A：5.9.2.0 以上

AXG1A：5.9.2.0 以上
機器タイプ AXW4A (0x371B)

AXG1A (0x371C)
機器レビジョン AXW4A：1, 3

AXG1A：2, 3

*:  レビジョンに対応する DTM は Yokogawa DTM Library HART 
8.2 に含まれています。

注記 
DTM レビジョンは，“DTM setup” で確認できます。
Device Files は，FieldMate に含まれている媒体です。
当社のユーザ登録サイトに，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。
(URL: https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/)
DTM をアップデートする場合，“DTM setup” による下記の
操作をしてください。

・ 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
詳細は，FieldMate の取扱説明書を参照してください。

5.8	 Modbus設定ツール
本製品と Modbus 設定ツールの接続方法について説明します。
Modbus 通信による設定方法は，表 1.1 の Modbus 通信形のマ
ニュアルを参照してください。

5.8.1	 Modbus設定ツールへの接続

Modbus ホストの代わりに，Modbus 設定ツールを接続するこ
とができます。
当社 FieldMate をご使用の場合は，市販の RS-485 USB アダプ
タをご準備ください。
接続例を図 5.8 に示します。

例：FieldMate

プルアップ

プルダウン

スレーブ nADMAG

LT LT平衡対

B A C コモン

D1 (+)
D0 (-)

LT：ライン終端

D R

D DR R

F0535.ai

図5.8　Modbus設定ツールの接続

5.8.2	 Modbus設定ツールと本製品レビジョンの整合

Modbus 設定ツールとして FieldMate を使用する場合，DTM
は以下のものを使用してください。
DTM 名称 AXW4A Modbus DTM
DTM レビジョン 1.1.4.0 以上
機器タイプ AXW4A
機器レビジョン 1, 3

注記 
DTM レビジョンは，“DTM setup” で確認できます。
Device Files は，FieldMate に含まれている媒体です。
当社のユーザ登録サイトに，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。
(URL: https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/)
DTM をアップデートする場合，“DTM setup” による下記の
操作をしてください。

・ 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
詳細は，FieldMate の取扱説明書を参照してください。
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5.9	 FOUNDATIONフィールドバス設定
ツール

本製品と FOUNDATION フィールドバス設定ツール（FieldMate
（調整・設定ソフトウェア）） の接続方法について説明します。

FOUNDATION フィールドバス通信による設定方法は，表 1.1 の
FOUNDATION フィールドバス通信形のマニュアルを参照してく
ださい。

5.9.1	 FOUNDATIONフィールドバス設定ツールの
接続

以下の図の様に接続することで，通信することができます。接
続時には極性がありますので注意して作業を行ってください。

終端器

終端器

フィールドバス用電源
ADMAG TI ホスト

F0536.ai

5.9.2	 FOUNDATION	フィールドバス設定ツールと
本製品レビジョンの整合

(1)	 Device	Description（DD）との整合
FOUNDATION フィールドバス設定ツールを使用いただく前に，
本製品用の DD 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。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，FieldComm Group の公式サイトからダウン
ロードしてインストールしていただくか，設定ツールの販売元
にお問い合わせください。
DD は以下に対応したものを使用してください。
DD レビジョン 1 以上
機器タイプ AXG4A (0x0016), AXW4A (0x0017)
機器レビジョン 1

尚， DD レビジョンの確認は，5.7.2 HART 設定ツールの接続 - 
DD レビジョンの確認　を参照してください。

(2)	 Device	Type	Manager（DTM）との整合
FOUNDATION フィールドバス設定ツールとして FieldMate を使
用する場合，DTM は以下のものを使用してください。
機器 AXG4A AXW4A
DTM 名称 AXG4A FF DTM AXW4A FF DTM
DTM レビジョン 3.9.2.1 以上 3.9.2.1 以上
機器タイプ AXG4A(0x0016) AXW4A(0x0017)
機器レビジョン 1 1

*: レビジョンに対応する DTM は Yokogawa Device DTM 
Library 7.8 に含まれています。

注記 
DTM レビジョンは，“DTM setup” で確認できます。
Device Files は，FieldMate に含まれている媒体です。当社の
ユーザ登録サイトに，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。
(URL: https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/) 
DTM をアップデートする場合，“DTM setup” による下記の操
作をしてください。

・ 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 
詳細は，FieldMate の取扱説明書を参照してください。
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6.	 運転

F0605.ai

実行
 実行する
 
 

 

 

00 :  00

SET SFT INC

“実行する” が点滅しますので，[SET] で

決定します。

F0606.ai

ｾﾞﾛ調が終了するまで
お待ちください... 

00 :  00

00 :  08
SET SFT INC

終了までの
残り時間

ゼロ点調整が実行されるの

で，終了するまで待ちます。

ゼロ点調整が終了するまで，

進捗状況を残り時間および

バーグラフで表示します。

F0607.ai

ｾﾞﾛ調
 
 実行
 結果
▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC
►

ゼロ点調整が終了すると，左の画面に戻

ります。

・ゼロ点調整結果の確認

F0608.ai

結果
 
 ｾﾞﾛ調値
 
▲

 
▼

 

00 :  00

SET SFT INC

ゼロ点調整の結果は，“結果” を選択し，

確認します。

F0609.ai

ｾﾞﾛ調値
 ‒ 00.018cm/s
 ‒ 00.018cm/s
 ‒ 99.999 + 99.999

 

 

00 :  00

SET SFT INC

ゼロ点調整の結果は，左の画面のように

表示されます。

注記 
ゼロ点調整の結果が規定値以上の場合は，ワーニング（警告）
として [092: ゼロ調警告 ] が表示されます。

各通信によるゼロ点調整は，以下のパラメータで実行できま
す。
BRAIN 通信：
B50:AUTOZERO EXE
HART 通信メニューパス：
Device root menu ▶ Basic setup ▶ Autozero ▶ Autozero Exe
Modbus 通信：
レジスタアドレス : 40361
FOUNDATION フィールドバス通信：
Device Configuration ▶ STB ▶ Device Configuration ▶ 
Maintenance ▶ Autozero ▶ Autozero Execute

電磁流量計は，検出器の配管への設置，各入出力機能の配線，
変換器への必要データの設定，運転前のゼロ点調整を行った
後，流体を流すと，端子より流量信号を出力します。

6.1	 運転前のゼロ点調整
ゼロ点調整は，流速がゼロの出力を 0％ (4 mA) に合わせ込む
ためのものです。工場での調整時にもゼロ点調整は行われてい
ますが，お客様の配管へ取付けた後，ご使用になる条件でもう
一度行う必要があります。
表示器によるゼロ点調整の方法について説明します。AXFA11
分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取扱説明書を参照し
てください。

重要 
・ 運転前にゼロ点調整を行ってください。ゼロ点調整中 ( 約

30 秒間 ) は設定，変更はできません。
・ ゼロ点調整は，必ず検出部を測定流体で満水にして，流体

を完全に静止させてから行ってください。
・ 測定流体を変更する場合，必ず測定流体でゼロ点調整を

行ってください。

6.2	 表示器によるゼロ点調整
ゼロ点調整の設定手順を説明します。
表示器メニューパス：
機器設定 ▶診断 / サービス ▶ ゼロ調 ▶ 実行
機器設定 ▶診断 / サービス ▶ゼロ調 ▶結果▶ゼロ調値

5.3 節を参照し，設定モードに入ります。
FOUNDATION フィールドバス通信形の場合，すべてのトランス
デューサブロックのモードを Out of Service(O/S) にしてから実
施してください。
ゼロ点調整実施後，すべてのトランスデューサブロックのモー
ドを Auto にしてください。

・ゼロ点調整の実行

F0601.ai

機器設定
 ﾌﾟﾛｾｽ値
 診断/ｻｰﾋﾞｽ
 ｳｨｻﾞｰﾄﾞ

▲ 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

►

►

►

上記のメニューパスに従い，“診断 / サー

ビス” を選択します。

F0602.ai

診断/ｻｰﾋﾞｽ
 ﾍﾞﾘﾌｨｹｰｼｮﾝ
 ｾﾞﾛ調
 電流出力/入力調整

▲ 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

►

►

►

“ゼロ調” を選択します。

※   フィールドバス通信形は，電流出力 /
入力調整はありません。
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 実行
 結果
▲
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00 :  00

SET SFT INC
►

“実行” を選択します。

F0604.ai

実行
 実行しない
 実行する
 実行しない
▲

 

▼ 

00 :  00

SET SFT INC

“実行する” を選択します。
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6.3	 ハードウェアスイッチの設定

6.3.1	 一体形および分離形変換器（AXW4A）

注記 
一体形を例に説明します。AXW4A 分離形変換器も同様の注
意が必要です。

重要 
・ ハードウェアスイッチの設定には，表示器側カバーの取り

外し，および取り付けが必要です。カバーの取り外しおよ
び取り付けは 3.6 節の手順に従って実施してください。カ
バーを開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過していること
を確認してください。この作業は，安全に関する知識を有
し，トレーニングを受けられた方が行ってください。

・ 安全性を確保するために，ハードウェアスイッチ以外の電
気回路やケーブルには触れないでください。

・ カバーを閉める場合，ハウジングとカバーを密着させるた
め，カバーが回らなくなるまで締めてください。

(1) 表示器側のカバーを取り外します。
(2) 表示器を手で支えながら，2 本の取付けねじを緩めます。
(3) 表示器に接続しているコネクタとコードに注意しながら，

ハードウェアスイッチを使用します。この時，コネクタ
は外さないでください。

セーフティカバー

F0610.ai

④ ⑤

H
L

1 2
ON

OFF

ON
OFF

SW1

1 21 21 03 25 47 6

0
1

SW3 SW2ADDRESS

① ② ③

① アドレススイッチ（ADDRESS）
② プルアップ，プルダウンスイッチ（SW3）
③ ライン終端スイッチ（SW2）
④ バーンアウトスイッチ（SW1-1）
 フィールドバス通信の場合は，シミュレーションスイッチ
⑤ ライトプロテクトスイッチ（SW1-2）
 フィールドバス通信の場合は，ライトロックスイッチ

図6.3.1　ハードウェアスイッチ

(4) ハードウェアスイッチを使用した後，コネクタとコード
に注意しながら，2 本の取付けねじを取り付けます。

 表示器固定ねじ締付けトルク 0.6 ± 0.05 N・m
(5) 表示器側のカバーを取り付けます。

警告 
感電防止および，性能維持のため，セーフティカバーは外さ
ないでください。

注記 
アンプの前面にあるハードウェアスイッチは，バーンアウト
スイッチ（SW1-1）とライトプロテクトスイッチ（SW1-2）
が隣接しています。設定を行う場合，スイッチをご確認の上，
正しく設定してください。

●	 バーンアウトスイッチの設定	
（FOUNDATION フィールドバス通信形以外）

バーンアウト機能は，CPU 異常時における電流出力方向を設
定するものです。
工場出荷時には，バーンアウトの出力方向は High 側 [>21.6 mA]
に設定されていますが，付加仕様コード C1 または C2 を選択し
た場合，バーンアウトの出力方向は Low 側 [<2.4 mA] に設定さ
れます。
バーンアウトの出力方向は，図 6.3.1 に示すバーンアウトスイッ
チ（SW1-1）により変更できます。

表6.3.1	 バーンアウトスイッチ（SW1-1）

スイッチの	
位置

バーンアウト
方向

バーンアウト
出力 備考

1 2

ON
OFF

H
L

High > 21.6 mA

付加仕様コード C1 ま
たは C2 を選択しない
場合，High 側に設定
しています。

1 2

ON
OFF

H
L

Low < 2.4 mA

付加仕様コード C1 ま
たは C2 を選択する場
合，Low 側 に 設 定 し
ています。

●	 ライトプロテクトスイッチの設定	
（FOUNDATION フィールドバス通信形以外）

ライトプロテクト機能はパラメータの書き込みを禁止するものです。
ライトプロテクトは，図 6.3.1 に示すライトプロテクトスイッ
チ（SW1-2）と，パラメータ設定の，2 つの方法により変更で
きます。どちらかでライトプロテクトが設定されるとパラメー
タの書き込みはできなくなります。

表6.3.2	 ライトプロテクトスイッチ（SW1-2）

スイッチの	
位置 ライトプロテクト機能

1 2

ON
OFF

H
L

OFF（出荷時）：
パラメータの書き込み可能

1 2

ON
OFF

H
L

ON：
パラメータの書き込み不可

注記 
・ ハードウェアのライトプロテクトスイッチを "ON" に設定

した場合，スイッチを "OFF" にしない限り，書き込み禁止
状態を解除することはできません。

・ ソフトウェアのパラメータ設定によるライトプロテクト機
能の設定方法は，表 1.1 の各通信形マニュアルを参照して
ください。
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●	 シミュレーションスイッチの設定	
（フィールドバス通信形のみ）

ファンクションブロックの入力を模擬するシミュレーション
機能が FF にはあります。
このスイッチ（SW1-1）を，ON 側に移動するとシミュレーショ
ン動作が可能になります。（表 6.3.3 参照）
メンテナンストランスデューサブロックの SIM_ENABLE_
MSG（インデックス 2922）に，文字列 "REMOTE LOOP TEST 
SWITCH" を書き込むと，上のスイッチを ON にしたときと同じ
動作をします。ただし，このパラメータの値は，電源を切ると
失なわれます。シミュレーション可能状態では，リソースブ
ロックからアラームが発生するため，使用後は，速やかにシ
ミュレーションを禁止してください。

表6.3.3	 シミュレーションスイッチ（SW1-1）

スイッチの	
位置 シミュレーション機能

1 2

ON
OFF

H
L

ON：
シミュレーション機能有効

1 2

ON
OFF

H
L

OFF：
シミュレーション機能無効

●	 ライトロックスイッチの設定	
（フィールドバス通信形のみ）

ライトロック機能はパラメータの書き込みを禁止するものです。
ライトロックは，図 6.3.1 に示すライトロックスイッチ（SW1-
2）と，パラメータ設定 ( ソフトウェアライトロック機能 ) の，
2 つの方法のいずれかで変更できます。どちらでライトロック
機能が有効化するかについては，リソースブロックのパラメー
タ，Feature Selection で設定可能です。詳細は，ADMAG TI シリー
ズ AXG 電磁流量計 フィールドバス通信形　5.12 節を参照くだ
さい。

表6.3.4	 ライトロックスイッチ（SW1-2）

スイッチの	
位置 ライトロック機能

1 2

ON
OFF

H
L

OFF：
ライトロックスイッチ OFF

（ライトロックが無効になるかは，Feature Selection
の設定に依存）

1 2

ON
OFF

H
L

ON：
ライトロックスイッチ ON

（ライトロックが有効になるかは，Feature Selection
の設定に依存）

●	 アドレススイッチ（ADDRESS）の設定
このスイッチは Modbus 通信仕様でのみ使用します。
Modbus 通信仕様では，機器アドレスを設定する必要がありま
す。
機器アドレスの設定は，図 6.3.1 に示すアドレススイッチ

（ADDRESS）と，パラメータ設定の 2 つの方法により設定でき
ます。

・	 アドレススイッチ（ポジション 7）
アドレススイッチのポジション 7 により，ハードウェアスイッ
チまたはパラメータ設定で指定した機器アドレスのどちらを
有効にするか選択します。

表6.3.3	 アドレススイッチ（ポジション7）

スイッチの位置 説明
1 03 25 47 6

0
1

ハードウェアスイッチ（ポジション 0 ～ 6）
で設定した機器アドレスを有効にします。

1 03 25 47 6

0
1

パラメータ設定の機器アドレスを有効に
します。
出荷時設定。

・	 アドレススイッチ（ポジション 0～ 6）
アドレススイッチのポジション 0 ～ 6 により，機器アドレス
を設定します。
設定範囲 : 1 ～ 127
アドレススイッチが 0 に設定されている場合，機器アドレス
は自動的に 1 に変換されます。
設定例：
アドレススイッチのポジション 6 のみが 1 の場合，機器アド
レスは 64 になります。
(1 * 26 + 0 * 25 + 0 * 24 + 0 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 0 * 20)

●	 ライン終端スイッチ（SW2）の設定
このスイッチは Modbus 通信仕様でのみ使用します。
Modbus 通信をするためには，伝送ライン両端の終端が必要で
す。
図 6.3.1 に示すライン終端スイッチ（SW2）により，伝送ライ
ン片側の終端モードを設定できます。

表6.3.4	 ライン終端スイッチ（SW2）

スイッチの位置 終端モード 説明
1 2

ON
OFF

Bus end
（終端）

SW2-1，SW2-2 の両方が “ON”。
（抵抗は 150 Ω）

1 2

ON
OFF

Not bus end
（終端なし）

SW2-1，SW2-2 の両方が “OFF”。
出荷時設定。

SW2-1，SW2-2 の両方を同じ位置に設定する必要があります。
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●	 プルアップ，プルダウンスイッチ（SW3）の設定
このスイッチは Modbus 通信仕様でのみ使用します。
伝送ラインがアイドル状態の場合，D1 がプルアップされず，
かつ D0 がプルダウンされていないと電位が不安定になりま
す。
プルアップ，プルダウンモードは，図 6.3.1 に示すプルアップ，
プルダウンスイッチ（SW3） により設定できます。

表6.3.5	 プルアップ，プルダウンスイッチ（SW3）

スイッチの位置
プルアップ，
プルダウン
モード

説明

1 2

ON
OFF

使用する
SW3-1，SW3-2 の両方が “ON”。

（ 抵 抗 は 600 Ω， プ ル ア ッ プ 電 圧 
+5 V）

1 2

ON
OFF

使用しない
SW3-1，SW3-2 の両方が “OFF”。
出荷時設定。

SW3-1，SW3-2 の両方を同じ位置に設定する必要があります。

マスター

プルアップ

プルダウン

スレーブ nADMAG

LT LT平衡対

B A C コモン

D1 (+)
D0 (-)

LT：ライン終端

D R

D DR R

F0611.ai

図6.3.2　Modbus通信接続

6.3.2	 分離形変換器（AXG1A）

重要 
・ 切り換えスイッチの設定には，表示器カバーの取り外し，

および取り付けが必要です。カバーの取り外しおよび取り
付けは 4.4.5 項の手順に従って実施してください。カバー
を開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過していることを確
認してください。この作業は，安全に関する知識を有し，
トレーニングを受けられた方が行ってください。

・ 安全性を確保するために，切り換えスイッチ以外の電気回
路やケーブルには触れないでください。

(1) カバーを取り外します。

F0612.ai

図6.3.3　カバーの取り外し

(2) 切り換えスイッチを設定します。

F0613.ai

図6.3.4　切り換えスイッチ

(3) カバーを取り付けます。

注記 
アンプの前面にある切り換えスイッチは，バーンアウトス
イッチ（スイッチ 1-1）とライトプロテクトスイッチ（スイッ
チ 1-2）が隣接しています。設定を行う場合，スイッチをご
確認の上，正しく設定してください。
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(1)	 バーンアウトスイッチの設定
バーンアウト機能は，CPU 異常時における電流出力方向を設
定するものです。
工 場 出 荷 時 に は， バ ー ン ア ウ ト の 出 力 方 向 は High 側

（>21.6 mA）に設定されていますが，付加仕様コード C1 ま
たは C2 を選択した場合，バーンアウトの出力方向は Low 側

（<2.4 mA）に設定されます。
バーンアウトの出力方向は，図 6.3.4 に示すバーンアウトスイッ
チ（スイッチ 1-1）により変更できます。

表6.3.6	 バーンアウトスイッチ（スイッチ1-1）

スイッチの	
位置

バーンアウト
方向

バーンアウト
出力

備考

1

2
ON

L

OFF

H

High >21.6 mA

付加仕様コード C1 ま
たは C2 を選択しない
場合，High 側に設定
しています。

1

2
ON

H

OFF

L

Low <2.4 mA

付加仕様コード C1 ま
たは C2 を選択する場
合，Low 側 に 設 定 し
ています。

(2)	 ライトプロテクトスイッチの設定
ライトプロテクト機能はパラメータの書き込みを禁止するも
のです。
ライトプロテクトは，図 6.3.4 に示すライトプロテクトスイッ
チ（スイッチ 1-2）と，パラメータ設定の，2 つの方法により
変更できます。どちらかでライトプロテクトが設定されるとパ
ラメータの書き込みはできなくなります。

表6.3.7	 ライトプロテクトスイッチ（スイッチ1-2）

スイッチの	
位置 ライトプロテクト機能

1

2
ON

H

OFF

L
OFF（出荷時）：
パラメータの書き込み可能

1

2
ON

H

OFF

L
ON：
パラメータの書き込み不可

注記 
・ ハードウェアのライトプロテクトスイッチを "ON" に設定

した場合，スイッチを "ON" にしない限り，書き込み禁止
状態を解除することはできません。

・ ソフトウェアのパラメータ設定によるライトプロテクト機
能の設定方法は，表 1.1 の AXG1A 分離形変換器の取扱説
明書を参照してください。

6.3.3	 分離形変換器（AXFA11）

重要 
・ 切り換えスイッチの設定には，表示器カバーの取り外し，

および取り付けが必要です。カバーの取り外しおよび取り
付けは 4.4.5 項の手順に従って実施してください。カバー
を開ける際は，電源 OFF 後，20 分経過していることを確
認してください。この作業は，安全に関する知識を有し，
トレーニングを受けられた方が行ってください。

・ 安全性を確保するために，切り換えスイッチ以外の電気回
路やケーブルには触れないでください。

(1) 表示器のカバーを取り外し，表示器を手で支えながら，
図 6.3.5 のように 2 本の取付けねじを緩めます。

F0614.ai

表示器取付けねじ（2本）

図6.3.5　表示器取付けねじの取り外し

(2) 表示器に接続しているコネクタとコードに注意しながら，
表示器を図 6.3.6 のように移動させ，切り換えスイッチを
使用します。この時，コネクタは外さないでください。

F0615.ai

スイッチ①　　　　　　  2 ← バーンアウトスイッチ
スイッチ②　　　　　　  1 ← ライトプロテクトスイッチ

Enable Protect

Low High

図6.3.6　切り換えスイッチ

(3) 切り換えスイッチを使用した後，コネクタとコードに注
意しながら，2 本の取付けねじを取り付けます。

(4) 表示器のカバーを取り付けます。

注記 
アンプの前面にある切り換えスイッチは，バーンアウトス
イッチ（スイッチ①）とライトプロテクトスイッチ（スイッ
チ②）が隣接しています。設定を行う場合，スイッチをご確
認の上，正しく設定してください。
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(1)	 バーンアウトスイッチの設定
バーンアウト機能は，CPU 異常時における電流出力方向を設
定するものです。
工場出荷時には，バーンアウトの出力方向は High 側（25 mA）
に設定されていますが，付加仕様コード C1 を選択した場合，
バーンアウトの出力方向は Low 側（0 mA）に設定されます。
バーンアウトの出力方向は，図 6.3.4 に示すバーンアウトスイッ
チ（スイッチ①）により変更できます。

表6.3.8	 バーンアウトスイッチ（スイッチ①）

スイッチの	
位置

バーンアウト
方向

バーンアウト
出力

備考

Low High
High 25 mA

付 加 仕 様 コ ー ド C1
を 選 択 し な い 場 合，
High 側に設定してい
ます。

Low High
Low 0 mA

付加仕様コード C1 を
選 択 す る 場 合，Low
側に設定しています。

(2)	 ライトプロテクトスイッチの設定
ライトプロテクト機能はパラメータの書き込みを禁止するも
のです。
ライトプロテクトは，図 6.3.4 に示すライトプロテクトスイッ
チ（スイッチ②）と，パラメータ設定の，2 つの方法により変
更できます。どちらかでライトプロテクトが設定されるとパラ
メータの書き込みはできなくなります。

表6.3.9	 ライトプロテクトスイッチ（スイッチ②）

スイッチの	
位置 ライトプロテクト機能

Enable Protect

Enable（出荷時）：
パラメータの書き込み可能

Enable Protect

Protect：
パラメータの書き込み不可

注記 
・ ハードウェアのライトプロテクトスイッチを "Protect" に

設定した場合，スイッチを "Enable" にしない限り，書き込
み禁止状態を解除することはできません。

・ ソフトウェアのパラメータ設定によるライトプロテクト機
能の設定方法は，表 1.1 の AXFA11 分離形変換器の取扱説
明書を参照してください。
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7.	 異常内容と対策（表示器）
エラーメッセージの一覧は以下になります。AXFA11 分離形変換器の場合，表 1.1 の AXFA11 の取扱説明書を参照してください。

NE107	ステータスの説明：
NE107	ステータス 機器の状態

F Failure 部品故障，機器故障，全体故障

C Function Check ローカルな操作や手動で値が入力されたことにより，出力信号が一時的に異常

S Out of Specification 機器を仕様の範囲外で動作しているプロセスや環境のため，値が不定

M Maintenance Required 近い将来，保守が必要

N No Effect 上記以外の状態

■	 System	Alarm
機器が故障し，正常な測定ができていない。製品交換の必要性あり。

NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

F 010: CPU 異常 (M) CPU（メインボード）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 011: 逆演算異常 逆演算処理の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 012: EEPROM 異常 (M) EEPROM（メインボード）の異常を検出した。
温度仕様の範囲内で再度電源を入れてください。改善され
ない場合は，最寄りの当社サービスセンターへご連絡くだ
さい。

F 013: EEPROM 初期値 EEPROM（メインボード）が初期値になった。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 014: Snsr/B 異常 センサボードの異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 015: Snsr 通信異常 センサの通信の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 016: AD1 異常 [ 信号 ] A/D 変換器 1（流速信号）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 017: AD2 異常 [ 励磁 ] A/D 変換器 2（励磁電流）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 018: ｺｲﾙ断線 検出器のコイルが断線した。
電源を OFF にして，検出器のコイルと励磁ケーブルを確認
してください。

F 019: ｺｲﾙ短絡 検出器のコイルが短絡した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 020: 励磁回路異常 励磁回路の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 021: PWM1 停止 パルス幅変調 1 の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 022: PWM2 停止 パルス幅変調 2 の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 023: Opt/B 不一致 オプションボードの不一致を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 024: Opt/B 異常 EEPROM（オプションボード）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 025: Opt/B A/D 異常 A/D（オプションボード）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 026: Opt/B SPI 異常 SPI（オプションボード）の異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 027: ﾘｽﾄｱ失敗 パラメータのリストアに失敗した。 パラメータのリストア機能を再実行してください。

F 028: Ind/B 異常 表示器ボードの異常を検出した。
周囲温度が表示器動作仕様の範囲内であることを確認して
ください。改善されない場合は，最寄りの当社サービスセ
ンターへご連絡ください。

F 029: EEPROM 異常 (I) EEPROM（表示器ボード）の異常を検出した。
温度仕様の範囲内で再度電源を入れてください。改善され
ない場合は，最寄りの当社サービスセンターへご連絡くだ
さい。

F 030: LCD 回路異常 表示器のドライバーの異常を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 031: Ind/B 不一致 表示器ボードの不一致を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

F 032: Ind 通信異常 表示器ボードの通信の異常を検出した。 メインボード，表示器ボードの接続を確認してください。

F 033: microSD 異常 microSD カードの異常を検出した。 microSD カードを交換してください。

F 244:Amp EEP FAIL アンプの EEPROM の故障。 アンプまたは機器の交換

C 249:SoftDL Incmplt ソフトウェアダウンロードが不完全です。
ケーブルや電源，そして MTB SoftDL Error (MTB.SOFTDL_
ERROR) パラメータを確認してください。

C 250:SoftDL FAIL ソフトウェアダウンロードに失敗しました。
ダウンロードファイルと，MTB SoftDL Error (MTB.SOFTDL_
ERROR) パラメータを確認してください。

F 251:Abnml Boot PRS 機器の起動処理中に，異常が発生しました。
ケーブルや電源，そして MTB SoftDL Error (MTB.SOFTDL_
ERROR) パラメータを確認してください。

F 335:IT1 ttl bkup ERR
IT1 ブロック 積算値保存異常です。最新の  IT1 Output.
Value (IT1.LAST.VALUE) パラメータ保存処理を，正常に
行うことができませんでした。

最寄りの営業所，サービスセンターへご連絡ください。

F 339:IT2 ttl bkup ERR
IT2 ブロック 積算値保存異常です。最新の  IT2 Output.
Value (IT2.LAST.VALUE) パラメータ保存処理を，正常に
行うことができませんでした。

最寄りの営業所，サービスセンターへご連絡ください。
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■	 Process	Alarm
機器は正常であるが，プロセス上の問題により，正常な測定ができていない。保守などの必要性あり。

NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

S 050: 入力信号異常 入力信号の異常を検出した。 信号ケーブル，接地ケーブルの接続を確認してください。

S 051: 検出器非満水 ( 空 ) 検出器が非満水であることを検出した。（空検知） 検出器を満水にしてください。

N 052: H/L HH/LL 異常
流量が上限値 / 下限値または上上限値 / 下下限値を超え
た。

流量およびアラームの上限 / 下限機能関連のパラメータの設
定を確認してください。

S 053: 電極付着異常
電極からの抵抗値がレベル 4 の値を超えた。 

（電極の絶縁物付着検知）
電極を洗浄してください。

N 364:AI1 HH Alarm High High アラームが発生しています。
AI1 Output.Value (AI1.OUT.VALUE) の値や，AI1 Hi Hi Lim (AI1.
HI_HI_LIM)，AI1 Hi Hi Pri (AI1.HI_HI_PRI) の設定を確認してく
ださい。

N 365:AI1 LL Alarm Low Low アラームが発生しています。
AI1 Output.Value (AI1.OUT.VALUE) の値や，AI1 Lo Lo Lim (AI1.
LO_LO_LIM)，AI1 Lo Lo Pri (AI1.LO_LO_PRI) の設定を確認し
てください。

N 366:AI1 Hi Alarm High アラームが発生しています。
AI1 Output.Value (AI1.OUT.VALUE) の値や，AI1 Hi Lim (AI1.
HI_LIM)，AI1 Hi  Pri (AI1.HI_PRI) の設定を確認してください。

N 367:AI1 Lo Alarm Low アラームが発生しています。
AI1 Output.Value (AI1.OUT.VALUE) の値や，AI1 Lo Lim (AI1.
LO_LIM)，AI1 Lo Pri (AI1.LO_PRI) の設定を確認してください。

N 368:AI2 HH Alarm High High アラームが発生しています。
AI2 Output.Value (AI3.OUT.VALUE) の値や，AI2 Hi Hi Lim (AI2.
HI_HI_LIM)，AI2 Hi Hi Pri (AI2.HI_HI_PRI) の設定を確認してく
ださい。

N 369:AI2 LL Alarm Low Low アラームが発生しています。
AI2 Output.Value (AI2.OUT.VALUE) の値や，AI2 Lo Lo Lim (AI2.
LO_LO_LIM)，AI2 Lo Lo Pri (AI2.LO_LO_PRI) の設定を確認し
てください。

N 370:AI2 Hi Alarm High アラームが発生しています。
AI2 Output.Value (AI2.OUT.VALUE) の値や，AI2 Hi Lim (AI2.
HI_LIM)，AI2 Hi  Pri (AI2.HI_PRI) の設定を確認してください。

N 371:AI2 Lo Alarm Low アラームが発生しています。
AI2 Output.Value (AI2.OUT.VALUE) の値や，AI2 Lo Lim (AI2.
LO_LIM)，AI2 Lo Pri (AI2.LO_PRI) の設定を確認してください。

N 372:AI3 HH Alarm High High アラームが発生しています。
AI3 Output.Value (AI3.OUT.VALUE) の値や，AI3 Hi Hi Lim (AI3.
HI_HI_LIM)，AI3 Hi Hi Pri (AI3.HI_HI_PRI) の設定を確認してく
ださい。

N 373:AI3 LL Alarm Low Low アラームが発生しています。
AI3 Output.Value (AI3.OUT.VALUE) の値や，AI3 Lo Lo Lim (AI3.
LO_LO_LIM)，AI3 Lo Lo Pri (AI3.LO_LO_PRI) の設定を確認し
てください。

N 374:AI3 Hi Alarm High アラームが発生しています。
AI3 Output.Value (AI3.OUT.VALUE) の値や，AI3 Hi Lim (AI3.
HI_LIM)，AI3 Hi  Pri (AI3.HI_PRI) の設定を確認してください。

N 375:AI3 Lo Alarm Low アラームが発生しています。
AI3 Output.Value (AI3.OUT.VALUE) の値や，AI3 Lo Lim (AI3.
LO_LIM)，AI3 Lo Pri (AI3.LO_PRI) の設定を確認してください。

N 392:PID HH Alarm High High アラームが発生しています。
PID Output.Value (PID.OUT.VALUE) の値や，PID Hi Hi Lim (PID.
HI_HI_LIM)，PID Hi Hi Pri (PID.HI_HI_PRI) の設定を確認して
ください。

N 393:PID LL Alarm Low Low アラームが発生しています。
PID Output.Value (PID.OUT.VALUE) の値や，PID Lo Lo Lim (PID.
LO_LO_LIM)，PID Lo Lo Pri (PID.LO_LO_PRI) の設定を確認し
てください。

N 394:PID Hi Alarm High アラームが発生しています。
PID Output.Value (PID.OUT.VALUE) の値や，PID Hi Lim (PID.
HI_LIM)，PID Hi  Pri (PID.HI_PRI) の設定を確認してください。

N 395:PID Lo Alarm Low アラームが発生しています。
PID Output.Value (PID.OUT.VALUE) の値や，PID Lo Lim (PID.
LO_LIM)，PID Lo Pri (PID.LO_PRI) の設定を確認してください。
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■	 Setting	Alarm
機器は正常であるが，パラメータの設定エラーが発生している。パラメータ設定の必要性あり。

NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

S 060: ｽﾊﾟﾝ設定ﾐｽ
スパン流量の設定エラーを検出した 。（0.05 [m/s] ＜ス
パン流量＜ 16 [m/s]）

スパン関連のパラメータの設定を確認してください。

S 061: PV F 設定ﾐ ｽ PV をフローノイズに設定した。 PV 関連のパラメータの設定を確認してください。

S 062: AO1 ﾘﾐｯﾄ設定ﾐ ｽ
電流出力 1 の設定エラーを検出した。（下限値＜上限値
を満足していない）

電流出力 1 関連のパラメータの設定を確認してください。

S 063: AO2 ﾘﾐｯﾄ設定ﾐ ｽ
電流出力 2 の設定エラーを検出した。（下限値＜上限値
を満足していない）

電流出力 2 関連のパラメータの設定を確認してください。

N 065: H/L 設定ﾐｽ
アラームの上限  /  下限機能の設定エラーを検出した。

（上限値 - 下限値＞ ヒステリシス , 上上限値 - 下下限値
＞ヒステリシスを満足していない）

アラームの上限 / 下限機能関連のパラメータの設定を確認し
てください。

S 066: 密度設定ﾐｽ
PV を質量流量に設定した場合，密度の設定エラーを検
出した。

密度関連のパラメータの設定を確認してください。

S 067: PLS1 設定ﾐｽ パルス出力 1 の設定エラーを検出した。 パルス出力 1 関連のパラメータの設定を確認してください。

S 068: PLS2 設定ﾐｽ パルス出力 2 の設定エラーを検出した。 パルス出力 2 関連のパラメータの設定を確認してください。

C 069: 口径設定ﾐｽ
口径の設定エラーを検出した。0.99 mm ＜口径＜ 
3000.10 mm を満足していない）

口径関連のパラメータの設定を確認してください。

C 070: 付着ﾚ ﾍﾞﾙ設定ﾐｽ
電極の付着検知機能の設定エラーを検出した。（レベル 
1 ＜レベル 2 ＜レベル 3 ＜レベル 4 を満足していない）

付着検知関連のパラメータの設定を確認してください。

C 071: FLN ﾚﾍﾞﾙ設定ﾐｽ
フローノイズ診断機能の設定エラーを検出した。（レベ
ル 1 ＜レベル 2 ＜レベル 3 ＜レベル 4 を満足していな
い）

フローノイズ関連のパラメータ設定を確認してください。

C 072: ﾛｸﾞ未稼働 データログを開始できなかった。 microSD カードを挿入してください。

C 247:RB O/S Mode リソースブロックが，O/S モードになっています。
RB Block Mode.Target (RB.MODE_BLK.Target) パラメータを，
Auto モードに変更してください。

C 300:AI1 O/S Mode AI1 ブロックが， O/S モードになっています。
AI1 Block Mode.Target (AI1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 301:AI1 Man Mode AI1 ブロックが， Man モードになっています。
AI1 Block Mode.Target (AI1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 302:AI1 Not Schedule AI1 ブロックが，スケジューリングされていません。 AI1 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 303:AI1 Simulate Act
AI1 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

AI1 Simulation En/Disable (AI1.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 304:AI2 O/S Mode AI2 ブロックが， O/S モードになっています。
AI2 Block Mode.Target (AI2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 305:AI2 Man Mode AI2 ブロックが， Man モードになっています。
AI2 Block Mode.Target (AI2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 306:AI2 Not Schedule AI2 ブロックが，スケジューリングされていません。 AI2 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 307:AI2 Simulate Act
AI2 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

AI2 Simulation En/Disable (AI2.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 308:AI3 O/S Mode AI3 ブロックが， O/S モードになっています。
AI3 Block Mode.Target (AI3.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 309:AI3 Man Mode AI3 ブロックが， Man モードになっています。
AI3 Block Mode.Target (AI3.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 310:AI3 Not Schedule AI3 ブロックが，スケジューリングされていません。 AI3 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 311:AI3 Simulate Act
AI3 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

AI3 Simulation En/Disable (AI3.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 328:PID O/S Mode PID ブロックが， O/S モードになっています。
PID Block Mode.Target (PID.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 329:PID Man Mode PID ブロックが， Man モードになっています。
PID Block Mode.Target (PID.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 330:PID Not Schedule PID ブロックが，スケジューリングされていません。 PID ブロックを，スケジューリングしてください。

C 331:PID Bypass Mode PID ブロックが， Bypass モードになっています。
PID Bypass (PID.BYPASS) パラメータを， OFF に変更してくだ
さい。

C 332:IT1 O/S mode IT1 ブロックが， O/S モードになっています。
IT1 Block Mode.Target (IT1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 333:IT1 Man mode IT1 ブロックが， Man モードになっています。
IT1 Block Mode.Target (IT1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 334:IT1 Not Schedule IT1 ブロックが，スケジューリングされていません。 IT1 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 336:IT2 O/S Mode IT2 ブロックが， O/S モードになっています。
IT2 Block Mode.Target (IT2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 337:IT2 Man Mode IT2 ブロックが， Man モードになっています。
IT2 Block Mode.Target (IT2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 338:IT2 Not Schedule IT2 ブロックが，スケジューリングされていません。 IT2 ブロックを，スケジューリングしてください。
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NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

C 340:DI1 O/S Mode DI1 ブロックが， O/S モードになっています。
DI1 Block Mode.Target (DI1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 341:DI1 Man Mode DI1 ブロックが， Man モードになっています。
DI1 Block Mode.Target (DI1.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 342:DI1 Not Schedule DI1 ブロックが，スケジューリングされていません。 DI1 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 343:DI1 Simulate Act
DI1 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

DI1 Simulation En/Disable (DI1.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 344:DI2 O/S Mode DI2 ブロックが， O/S モードになっています。
DI2 Block Mode.Target (DI2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 345:DI2 Man Mode DI2 ブロックが， Man モードになっています。
DI2 Block Mode.Target (DI2.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 346:DI2 Not Schedule DI2 ブロックが，スケジューリングされていません。 DI2 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 347:DI2 Simulate Act
DI2 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

DI2 Simulation En/Disable (DI2.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 348:DI3 O/S Mode DI3 ブロックが， O/S モードになっています。
DI3 Block Mode.Target (DI3.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 349:DI3 Man Mode DI3 ブロックが， Man モードになっています。
DI3 Block Mode.Target (DI3.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 350:DI3 Not Schedule DI3 ブロックが，スケジューリングされていません。 DI3 ブロックを，スケジューリングしてください。

C 351:DI3 Simulate Act
DI3 ブロックのシミュレーションモードが有効になって
います。

DI3 Simulation En/Disable (DI3.SIMULATE.SIMULATE_ENABLE) 
パラメータを， Disable に変更してください。

C 352:AR O/S Mode AR ブロックが， O/S モードになっています。
AR Block Mode.Target (AR.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto モードに変更してください。

C 353:AR Man Mode AR ブロックが， Man モードになっています。
AR Block Mode.Target (AR.MODE_BLK.Target) パラメータを， 
Auto か他のモードに変更してください。

C 354:AR Not Scheduled AR ブロックが，スケジューリングされていません。 AR ブロックを，スケジューリングしてください。

C 359:No FB Scheduled Function Block がスケジューリングされていません。
FB をスケジューリングしてください。また，LAS との通信
を確認してください。

C 360:STB O/S Mode
センサートランスデューサブロックが， O/S モードに
なっています。 

STB Block Mode.Target (STB.MODE_BLK.Target) パラメータ
を， Auto モードに変更してください。

C 361:DTB O/S Mode
診断トランスデューサブロックが， O/S モードになって
います。 

DTB Block Mode.Target (DTB.MODE_BLK.Target) パラメータ
を， Auto モードに変更してください。

C 362:MTB O/S Mode
メンテナンストランスデューサブロックが， O/S モード
になっています。 

MTB Block Mode.Target (MTB.MODE_BLK.Target) パラメータ
を， Auto モードに変更してください。

C 363:LTB O/S Mode
LCD トランスデューサブロックが， O/S モードになって
います。 

LTB Block Mode.Target (LTB.MODE_BLK.Target) パラメータ
を， Auto モードに変更してください。
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■	Warning
機器は正常であり，正常測定も実施しているが，ワーニングが発生している。

NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

S 080: AO1 飽和 電流出力 1 の飽和を検出した。
電流出力 1 およびスパン関連のパラメータの設定を確認し
てください。

S 081: AO2 飽和 電流出力 2 の飽和を検出した。
電流出力 2 およびスパン関連のパラメータの設定を確認し
てください。

S 082: PLS1 飽和 パルス出力 1 の飽和を検出した。
パルス出力 1 およびスパン関連のパラメータの設定を確認
してください。

S 083: PLS2 飽和 パルス出力 2 の飽和を検出した。
パルス出力 2 およびスパン関連のパラメータの設定を確認
してください。

S 084: AI 飽和 電流入力の飽和を検出した。
電流入力値と電流入力関連のパラメータ設定を確認してく
ださい。

C 085: 誤配線警告 ケーブルの誤配線を検出した。 信号ケーブル，励磁ケーブルの接続を確認してください。

C 086: ｺｲﾙ絶縁劣化警告 コイルの絶縁劣化を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

M 087: 電極付着警告
電極からの抵抗値がレベル 3 の値を超えた。（電極の絶
縁物付着検知）

電極を洗浄してください。

N 088: 低導電率警告 導電率の低下を検出した。 流体の導電率を確認してください。

M 089: 絶縁不良警告 電極の絶縁劣化を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

C 092: ｾﾞﾛ調警告 ゼロ点調整の結果が 10 cm/s を超えた。
ゼロ点調整実行時に流体が停止しているか確認してくださ
い。

C 093: Verif 警告 ベリフィケーション機能の中断を検出した。 ベリフィケーション機能を再実行してください。

C 094: 工場ﾉ ｲｽﾞ警告 流体の揺動が大きくなった。 流体に異常がないか確認してください。

C 095: ｼﾐｭﾚｰ ｼｮﾝ中
流速，体積流量，質量流量，熱量，電流出力，パルス出力， 
ステータス入力，ステータス出力いずれかのテストモー
ドを実行された。

テストモードを解除してください。

S 096: AO1 固定 電流出力 1 の固定を検出した。 電流出力 1 が固定されている要因を確認してください。

S 097: AO2 固定 電流出力 2 の固定を検出した。 電流出力 2 が固定されている要因を確認してください。

S 098: PLS1 固定 パルス出力 1 の固定を検出した。 パルス出力 1 が固定されている要因を確認してください。

S 099: PLS2 固定 パルス出力 2 の固定を検出した。 パルス出力 2 が固定されている要因を確認してください。

S 100: AI 固定 電流入力の固定を検出した。 電流入力が固定されている要因を確認してください。

C 101: ﾘｽﾄｱ中 パラメータのリストア機能が実行中。 −

N 102: 表示ｵｰﾊﾞｰ 表示器で表示可能な桁数を超えた。 表示関連のパラメータ設定を確認してください。

N 103: SD ｻｲｽﾞｵｰﾊﾞｰ microSD カードの空き容量が 10% 未満になった。 microSD カードの空き容量を増やしてください。

M 104: ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ未完 パラメータのバックアップに失敗した。 パラメータのバックアップ機能を再実行してください。

S 105: SD ｶｰﾄﾞ未対応 microSD カードの不一致を検出した。 microSD カードを交換してください。

M 106: SD 取外しﾐｽ microSD カードの取り外しに失敗した。
パラメータで microSD カードの取り外しを実行後，本製品
から microSD カードを取り外してください。

N 131: 変換器ﾀｲﾌﾟﾐｽ ﾏｯﾁ 検出器と変換器の組み合わせの不一致を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

■	 Information
機器は正常であり，正常測定も実施している。参考情報である。

NE107	
ステータス

エラーメッセージ
エラー内容 エラー対策

表示器

N 120: Watchdog ウォッチドッグのタイマーエラーを検出した。 最寄りの当社サービスセンターへご連絡ください。

N 121: Power off 電源の OFF を検出した。 −

N 122: Inst power FAIL 瞬時停電を検出した。 −

N 123: ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ中 パラメータのバックアップ機能が実行中。 −

N 124: ﾛｸﾞ中 データログ機能が実行中。 −

N 130: Dev ID 未設定 Device ID の未設定を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

N 132:Modbus 設定更新
Modbus 設定が変更されたが，製品に設定が反映され
ていない。

Modbus 通信を再起動してください。

N 133:G/A 不一致 診断の結果，内部回路の不一致を検出した。 最寄りの当社サービスセンターへ連絡してください。

N 246:Simulate SW OFF シミュレーションスイッチが OFF シミュレーションスイッチを ON にします。

N 248:Simulate SW ON
ソフトウェアか，ハードウェアのシミュレーションス
イッチが ON になっています。

MTB Sim Enable Message (MTB.SIM_ENABLE_MSG) パラメー
タを削除変更するか，ハードウェアシミュレーションスイッ
チを OFF にしてください。.

N 246: ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ SW OFF シミュレーションスイッチが OFF シミュレーションスイッチを ON にします。



IM 01E25A01-01JA

57

説明書　改訂情報
資料名称	 :	 ADMAG	TI シリーズ	AXW電磁流量計	[口径：	500	～	1800	mm]	スタートアップマニュアル

資料番号	 :	 IM	01E25A01-01JA

版No. 改訂日付 ページ 訂正・変更箇所
初版 2017 年 6 月 − 新規発行
2 版 2018 年 10 月 1

2
6
8

20
27

33，34
39
40

41，42
44 ～ 46

Modbus 通信仕様に対する IM 情報を追加。
商標（HART，Modbus）の情報を追加。
閉止プラグ数量の表を修正。
設置場所についての注意事項を追加。
Modbus 通信用のケーブル情報を追加。
Modbus 通信仕様の接続端子表を追加。
Modbus 通信仕様関連の情報を追加。
Modbus 設定ツールの説明を追加。
Modbus 通信のパラメータ情報を追加。
Modbus 通信に関するハードウェアスイッチの情報を追加。
エラーメッセージの一覧表を修正。

3 版 2019 年 7 月 表紙
1
2
3
4
5
6
7

8 ～ 13
15
16
17

20 ～ 23
24
25

27 ～ 29
30

33 ～ 34
36，37

39
40，41

43
49 ～ 53

スタイルを 2 に更新，AXG1A を追加
フィールドバス通信，AXG1A を追加
フィールドバス通信，EN 規格を追加
(2) に AXG1A の警告を追加
(8) に機器の定格を変換器ごとに変更
表 1.2 に AXG1A を追加
2. に AXG1A を追加
分離形変換器の図を変更，AXG1A を追加
分離形変換器の図を変更
3.4.3 を追加
AXFA11 を 3.4.4 に移動
分離形変換器の図を変更
4.2.2 に AXG1A を追加
AXG1A を追加
4.4.3 に AXG1A を追加
フィールドバス通信追加，AXG1A を追加，分離形変換器の図を変更
AXG1A を追加
AXG1A，フィールドバス通信を追加
5.4.1 に追記
AXG1A を追加
フィールドバス通信を追加
6.3.2 を AXG1A に書換，AXFA11 を 6.3.3 に移動
7. に Fieldbus 通信のエラーメッセージを追加

4 版 2019 年 12 月 2
9

28

(1) 全般　一般安全事項追記
取付角度　重要記載変更
FOUNDATION fieldbus 通信・入出力コード誤記修正

5 版 2020 年 3 月 38 5.3 表示モードから設定モードへの手順変更およびソフトレブの注記追加。
6 版 2020 年 11 月 1

43
44

表 1.1 ドキュメント番号変更
5.7.2(1) 機器レビジョン更新
5.7.2(2)，5.8.2 機器レビジョン更新
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