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1. はじめに

このたびは当社のレベル計 60/80 シリーズ専用アレス

タ『USB』『USB48』をご採用いただき，誠にありがと

うございます。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，取扱いに慣れていただくよう

お願いいたします。

■  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。

・	 本書で使用されている会社名，商品名（商号）は，

各社の登録商標または商標です。また，本文中お

よび図中では，TM，®マークは表記していません。

■  安全性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，本計器を取扱う際は，本書の

安全に関する指示事項にしたがってください。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しま

す。

・	 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恐れがあ

る場合に，注意すべき事柄を記載しています。

注記
操作や機能を知るうえで，注意すべき事柄を記載して

います。
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1.1 納入後の保証について

・	 本計器の保証期間は，ご購入時に当社よりお出し

した見積書に記載された期間とします。保証期間

中に生じた故障は無償で修理いたします。

・	 故障についてのお客様からのご連絡は，ご購入の当

社代理店または最寄りの当社営業拠点が承ります。

・	 もし計器が不具合になった場合には，本計器の形名

（MODEL）・計器番号（No.）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・仕様条件を超えた取り扱い，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。

・	 放電耐量以上のサージによる故障。
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2. 取扱上の注意事項

本器は工場で充分な検査をされて出荷されております。

本器がお手元へ届きましたら，外観をチェックして，

損傷のないことをご確認ください。

本章では取扱に当って必要な注意事項を記載してあり

ますので，まず本項をよく読んでください。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。

2.1 形名と仕様の確認

ケース外側の横河銘板に形名および仕様が記載されて

いますので，形名コード一覧と仕様を対応させて，ご

注文の仕様どおりであることをご確認ください。

お問い合わせの際は形名（MODEL），計器番号（NO.）

をご連絡ください。

<USB-30,	USB-31,	USB-36>

F0201.ai

ハウジングなしの場合

ハウジング付の場合

YO
KO

G
AW

A

M
O
D
EL

ST
YL
E

N
O.

YOKOGAWA

MODEL
STYLE
NO.

形名コード
スタイルコード
計器番号

YOKOGAWA

MODEL
STYLE
NO.

 

図2.1 形名と仕様の確認（DINレール取付タイプ）

<USB48>

F0202.aiYOKOGAWA

MODEL
STYLE
NO.

形名コード
スタイルコード
計器番号

YOKOGAWA

MODEL
STYLE
NO .

図2.2 形名と仕様の確認（レベル計配線口取付タイプ）

2.2 移送について

運搬中の事故による損傷を防ぐため，本器はなるべく

当社から出荷したとき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

本器がお手元へ届いてから設置までの期間が長い場合，

思わぬことから絶縁劣化や腐食等が生じることが考え

られます。あらかじめ，長期間の保管が予想される場

合は以下の項目にご注意ください。

（1）	本器は，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。

（2）	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：	‒40 〜 +70℃

（25℃程度が望ましい）

・	 保管場所の湿度：	20 〜 80％ RH

（ただし結露しないこと）

2.4 設置場所について

本器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。直射日光やプラント側から

輻射熱等を受けるときは，遮蔽措置や断熱措置を施し

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。やむを得ず腐食性雰囲気にて使用する場合は，

風通しがよくなるよう考慮するとともに，配線管内に

雨水が入っ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を選択してください。

2.5 耐電圧試験について

USB-36 は 41V,	USB-30/31 は 500V,	USB48 は 76V 以上の

電圧を印加すると放電を開始しますので，耐電圧試験

は行えません。
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3. 製品概要

3.1 概要

USB，USB48	はレベル計 60/80	シリーズ専用アレスタです。レベル計の配線口に直接取付けるタイプ (USB48)	と，

DIN	レールへ取付けるタイプ (USB-3	□	)	があります。

USB-3	□にはプラスチックまたはアルミニウム合金のハウジングをラインナップしています。

アプリケーションに合わせてお使いいただけます。

3.2 各部の名称

(1) DIN レール取付タイプ（USB-30, USB-31, USB-36）

● ハウジングなしの場合

● ハウジング付の場合

F0301.ai

・ プラスチックハウジング ・ アルミニウムハウジング

・ USB-30，USB-31 ・ USB-36

⑥
⑦

① ②

④

③

⑤

⑧
⑦

① ②

③

⑤

⑥

④

DINレール

① 本体
② DINレール
③ PE端子（USB-30，USB-31）
④ エアフィルター

⑤ 接地端子（DINレールと接続）
⑥ ハウジング
⑦ 配線口
⑧ ハウジングカバー

OUT

IN

IP 20

m
ax

. 3
00

V 
AC

/0
,5

 A
  

L1 N

L1 N

本体

ねじ端子
（IN）

ねじ端子
（IN）

PE 端子台
（付属品）

固定ねじ

固定ねじ

ねじ端子
（OUT）

ねじ端子
（OUT）OUT

IN E1 E2

A1 A2

IP20

図3.1 各部の名称

(2) レベル計配線口取付タイプ（USB48）

F0302.ai

- E +

差込式ターミナルブロック
（本体から着脱可能） レベル計配線口接続ねじ レベル計配線ケーブル

（被保護側）

ケーブルグランド接続めねじ

図3.2 各部の名称
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3.3 接続対象機種

PULS60	シリーズ

FLEX80 シリーズ
SUN60	シリーズ
MET625
DIS82
※一般形のみ接続可能です。

3.4 標準仕様

● USB-30, 31, 36（ DIN レール取付タイプ）
保護等級：本体	IP20（ハウジング付の場合 IP65）
周囲温度：− 40℃	〜＋	60℃
保存温度：− 40℃	〜＋	70℃
材質：
本体；プラスチック（	PPE）
ハウジング；	アルミニウム合金鋳物

またはプラスチック（PBT）
接続方式：ねじ端子接続（2.5mm2	以下のケーブル）

● USB48（ レベル計配線口取付タイプ）：
保護等級：IP66/68（	レベル計取付（ケーブルグランド付）時）
	 ただし，取り付けるレベル計がプラスチックハウジングの場合は IP66/IP67。
	 IP68	(20kPa) は一時的に水没が可能です。
周囲温度：−	40℃	〜	＋	85℃
保存温度：−	40℃	〜	＋	85℃
材質：本体；316Ti　ステンレス鋼
配線口取付： M20	×	1.5	または　1/2	NPT
接続方式： レベル計本体側；差込式（USB48 本体ケーブルを使用）
 電源側；差込式（1mm2	以下のケーブル）

形名 供給電圧 最大負荷電流 放電開始電圧 応答速度 放電耐量 適用アプリケーション

USB-30 100	〜	300	V	AC/DC 0.5A 500V <10-6s <10kA	(8/20	µs)
100	〜	300	V	AC/DCのレベル計
電源ライン

USB-31 100	〜	300	V	AC/DC 0.5A 500V <10-6s <10kA	(8/20	µs)
100	〜	300	V	AC/DCのレベル計
電源ライン（過電流遮断器付）

USB-36 9.6	〜	36	V	DC 1A 41V	DC <10-11s <10kA	(8/20	µs)
9.6	〜	36	V	DC のレベル計
信号ライン

USB48 9 〜 48	V	DC 1A <76V <10-6s <10kA	(8/20	µs)
9 〜 48	V	DC のレベル計
信号ライン
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3.5 形名及び仕様コード

USB（DINレール取付タイプ）
形名 基本仕様コード 仕　　様

USB アレスタDINレール取付
タイプ -30

-31
-36

100 〜 300	V	AC/DC
100 〜 300	V	AC/DC　過電流遮断器付ライン用
9.6 〜 36	V	DC

- NNN 常にNNN
ハウジング NN

PN
AN

ハウジングなし
プラスチックハウジング (IP65)	DIN レール付
アルミニウムハウジング (IP65)	DIN レール付

USB48（レベル計配線口取付タイプ）
形名 基本仕様コード 仕　　様

USB48 アレスタ　レベル計配線口取付　9〜 48	V	DC	2 線式 4-20	mA信号ライン用
防爆 -NNN なし
ハウジング MT

NT
配線口　M20	x	1.5 用
配線口　1/2	NPT 用

3.6 外形図

● USB-3 □

52
59

84

13
.5

42

EN 50 022
35 x 7.5mm

質量：175g

DINレール

F303.ai

25

※レールは本体に付属されていません。

● USB-3 □用ハウジング（プラスチックハウジング）

86

50

160
M20 x 1.5

ø4.5

F304.ai

接地端子
（DINレールと接続）

ハウジングカバー

質量：570g

12
0

77
47

※	USB-36 の場合，PE端子台は付属しません。
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● USB-3 □用ハウジング（アルミニウムハウジング）
130
116

6882

ø5.5
72

M20 x 1.5

接地端子
（DINレールと接続）

F305.ai

質量：700g

※	USB-36 の場合，PE端子台は付属しません。

● USB48-NNNMT

F306.ai

質量：236g

M20 x 1.5 

ガスケット

-
E
 +27

M20 x 1.5めねじ 

76

8

単位：mm

56

● USB48-NNNNT

F307.ai

質量：236g

1/2NPT

-
E
 +27

1/2NPTめねじ

76

56
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4. 設置

4.1 取付け

(1)	DINレール取付タイプ（USB-30,	USB-31,	USB-36）

本体の固定ねじを緩めパネルまたはハウジングのDIN

レールに取付け，ねじをしっかりと締めます。

アレスタと被保護機器の間のケーブルができるだけ短

くなるようにしてください。

OUT

IN

IP20

L1 N

L1 N

固定ねじ

F0401.ai

図4.1 本体固定ねじ

ハウジング付の場合，浸水を防ぐため，必ず配線接続

口を下に向けて取付けてください。

OUT

IN IP20

F0402.ai

図4.2 ハウジングの取付け

ハウジング内部のDIN レールは，ハウジング外側の接

地端子と接続されています。

ハウジング付の場合は，この接地端子を使用して接地

を行ってください。

(2)	レベル計配線口取付タイプ（USB48）

レベル計に付属するケーブルグランドを取り外し，配

線口にレベル計配線ケーブルを差込，本体をねじ込み

ます。詳細は 4.2.4 項	端子への結線をご覧ください。

配線口がM20 の場合保護等級の性能を保持するため，

付属するガスケットは必ず使用してください。

必要な場合グリスを使用し，手で締められるところま

で締めた後，レンチ（二面幅 27）で半回転ほど締め付

けてください。

レベル計がプラスチックハウジングの場合，グリスは

使用できません。

ケーブルグランドをUSB48 に取り付けてください。

重要
USB48 は腐食性雰囲気への設置はできません。
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4.2 配線

4.2.1 配線にあたっての注意事項

配線に際しては，次の注意事項をお守りください。

注意
・	大容量の変圧器，モータあるいは動力用電源等のノ

イズ源を避けて配線してください。

・	端子部の絶縁確保と，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。

・	ケーブル長が不足した場合でも，継ぎ足しは行わず

ケーブル全体を交換してください。

・	 DIN レール取付タイプハウジング付の場合，配線接

続口から浸水することのないよう配線口を下に向け

て設置してください。また，伝送ケーブルは使用中

に動かないよう固定してください。

警告
感電防止のため，関連装置の電源を含めOFFになって

いることを確認してから結線してください。

4.2.2 ケーブル選定上の注意

配線に用いるケーブルは以下の項目を考慮して，お客

様ご自身でご用意ください。

・	 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ケーブルで 2.5mm2

以下（USB48 は 1mm2 以下）のものを使用してく

ださい。

・	 ノイズの影響を受けやすい場所では，シールドケー

ブルを使用してください。

・	 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，使用場所にあったケーブルを使用してく

ださい。

・	 有害なガスや液体または油や溶剤の存在する雰囲

気で使用する場合は，これに耐える材料を使用し

たケーブルを使用してください。

4.2.3 端子配置図

(1) USB-30，USB-31 (2) USB-36
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図4.3 端子配置図

4.2.4 端子への結線

警告
感電防止のため，関連装置の電源を含めOFFになって

いることを確認してから結線してください。

● DIN レール取付タイプ　結線の手順
※付きはハウジング付の場合のみの手順です。

（1）	 ハウジングカバーを外してください。(※)

（2）	 ケーブルグランドの締め付けナットを緩めてくだ

さい。（※）

（3）	 ケーブル被覆を剥き，芯線を 1cm程度出してく

ださい。

（4）	 ケーブルグランドからケーブルを挿入してくださ

い。（※）

（5）	 4.2.5 項に従い，ケーブルを配線してください。

	 USB-30,31 の場合，PE端子台が付属します。

	 接地線を配線してください。

注記
性能を保持するために，アレスタと被保護機器の間の

ケーブルは可能な限り短くしてください。
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（6）	 USB-30 の場合，4.2.5 項に従い，接地を行ってく

ださい。

	 ハウジング付の場合は，ハウジング外側の接地端

子を，DIN レールに取付ける場合，DIN レールを

使用してください。

（7）	 ケーブルがしっかりと固定されていることをご確

認ください。また，芯線ではなくケーブル被覆を

挟んでいないかも確認してください。導通不良の

原因となります。

（8）	 ケーブルグランドを締め付けてください。(※)

（9）	 ハウジングカバーを戻してください。(※)

	 これで結線は終了です。

● レベル計配線口取付タイプ（USB48） 　結線の手順
（1）	 レベル計のハウジングカバーを外してください。

（2）	 表示・操作モジュール PLICSCOMが装着されてい

る場合は外してください。

	 左に軽く回すと外れます。

（3）	 ケーブルグランドを外してください。

（4）	 レベル計配線ケーブルを，配線口から挿入してく

ださい。

（5）	 4.1 項（2）に従い，アレスタをレベル計へ取付け

てください。

注記
性能を保持するために，レベル計配線ケーブルは可能

な限り短くしてください。

（6）	 4.2.5 項（4）に従い，赤色と黒色のケーブルをレ

ベル計に配線してください。

	 レベル計の結線方法は，該当するレベル計の取扱

説明書を参照ください。

（7）	 4.2.5 項（4）に従い，緑／黄色のケーブルをレベ

ル計ハウジング内の接地端子に配線してくださ

い。該当するレベル計の取扱説明書を参照し，ハ

ウジング外側の接地端子から接地を行ってくださ

い。

（8）	 プライヤで差込式ターミナルブロックを抜き取っ

てください。

（9）	 信号ケーブルをケーブルグランドに通し，4.2.5 項

（4）に従い，差込式ターミナルブロックに配線し

てください。

（10）	 ケーブルがしっかりと固定されていることをご確

認ください。また，芯線ではなくケーブル被覆を

挟んでいないかも確認してください。導通不良の

原因となります。

（11）	 プライヤで差込式ターミナルブロックを元の向き

に差し込んでください。

（12）	 ケーブルグランドをアレスタに締め付けてくださ

い。

（13）	 PLICSCOM，ハウジングカバーを戻してください。

	 これで結線は終了です。

F0405.ai

レベル計配線ケーブル
（3本）

図4.4 取付および配線後
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4.2.5 配線接続図

(1) USB-30
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(2) USB-31
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(3) USB-36
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(4) USB48
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注）	 これらの配線図では，シグナルコンディショナ／ PLC
や 4線式の電流出力側は保護されていません。対応する
アレスタを組み合わせてシステムを構成してください。

4.2.6 ブロックダイヤグラム

(1) USB-30
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(2) USB-31
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注）	 USB-31 はラインサージ側に過電流遮断器が付いている
場合に使用します。

図4.10 USB-31

(3) USB-36
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4.3 接地

接地が不充分な場合，測定に悪影響を与える恐れがあ

りますので，確実に接地を行ってください。

・	 連接用配線は，接地抵抗に比べ充分低い実効抵抗

を持つような線材を使用してください。

・	 接地は C種接地工事（接地抵抗 10Ω以下）を行っ

てください。

・	 接地用電線には 600V ビニル絶縁電線をご使用くだ

さい。

・	 USB の接続端子はDIN レール経由で，ハウジング

またはパネル外部の接地端子と接続されています。
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5. 運転・保守

5.1 運転開始前確認

運転開始前に，以下の事項を確認してください。

1．	4.2.5 項「配線接続図」に従って結線がされていま

すか？

2．	4.3 項「接地」に従い正しく接地されていますか？

5.2 保守

点検は定期的に行ってください。

注記
雷の発生は気づかない場合が多く，遠雷の場合でも誘

導サージが発生することがあります。アレスタはサー

ジを受けると劣化します。劣化したアレスタまたは破

損したアレスタでは保護性能を損ねる場合があります

ので、交換が必要です。本体の劣化を発見するために

も，雷シーズンの前と後の年 2回程度，定期的に点検

を行ってください。また，大きな雷があったときは，

その都度必ず点検をしてください。

緊急時に備えて，予備のアレスタを準備されることを

お勧めします。

5.2.1 点検要領

下記の点について確認を行ってください。

1．	4.2.5 項「配線接続図」に従って結線がされている

か

2．	4.3 項「接地」に従い正しく接地されているか

3．	本体が劣化や腐食していないか

4．	ケーブルが傷んでいないか

点検で異常が認められた場合には，アレスタを交換し

てください。
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◆ 取扱説明書　改版履歴
資料名称：USB, USB48 レベル計 60/80 シリーズ専用アレスタ
資料番号：IM 01H04L01-01

版	 改版日付	 変更箇所

2版	 2004 年 3月

3版	 2010 年 10月	 外形図変更他

4版	 2012 年 7月	 端子配置図，PE端子接続図の追加他

5版	 2017 年 6月	 USB48 追加他
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