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本変更票は，ディジタル指示調節計US1000を対象とします。
お手数ですが，お手元の取扱説明書を下記のように訂正のうえ，ご使用いただきますようお願い致します。

取扱注意�

本機器は，測定分類1（CAT.1）に適合した機器ですので，測定分類2，3および4の計測に使用しないでください。

測定分類�
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測定分類表示

CAT.1

CAT.2

CAT.3

CAT.4

備考�

�

家電機器，携帯工具など�

配電盤，回路遮断器など�

架空線，ケーブル系統など�

   説　　　明

主電源に直接接続しない回路上で実施する測定のためのものです。�

低電圧設備に直接接続された回路上で実施する測定のためのものです。�

建造物設備内で実施する測定のためのものです。�

低電圧設備への供給源で実施する測定のためのものです。�

  

屋内配線�

コンセント�

引込み線�4
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■ 8.3 有寿命部品（P.8-2：変更）
変更前）なお，制御リレー出力用リレーは，お客様自身で交換可能です（次節を参照）
変更後）なお，制御リレー出力用リレーは交換可能ですが，交換の際には，安全上，検査が必要になりますので，当社代理店，営業所，ま

たは横河エンジニアリングサービス（株）に依頼してください。

■ 8.4 制御リレー出力用リレーの交換方法（P.8-3：変更）
変更前）注意：以下の交換手順の内容は，電気関係および機器取扱技能を有した計装の保守担当者，計装エンジニアを対象にしていま

す。
変更後）注意：以下の交換手順の内容は，安全上，検査が必要になりますので，当社代理店，営業所または横河エンジニアリングサービ

ス（株）に依頼してください。

■ 付録1 ハードウェア仕様（P.付1-1：追加）
■アナログ入力およびアナログ電圧入力3（測定分類1）
　定格入力電圧 ：10VDC max.
　対地間電圧 ：300VAC r.m.s max.
　定格過渡過電圧 ：1500V（注）
　注：IEC/EN61010-1で測定分類1の場合に想定される安全規格上の値であり，機器性能を保証する値ではありません。

■ 安全規格およびEMC適合規格（P.付1-3：変更）
変更前）一般安全規格　IEC1010-1（1990）およびEN61010-1（1993）に適合
変更後）一般安全規格　IEC/EN61010-1：2001に適合

変更前）EMC適合規格　EMI（エミッション） EN55011：1991 Class A, Group 1
EMS（イミュニティ） EN50082-2：1995

変更後）EMC適合規格　EN61326に適合

■ 構造，取付，配線（P.付1-3：変更）
変更前）（IP65適合）
変更後）（IP65準拠）

■ 電源，アイソレーション仕様（P.付1-4：変更）
■外部サーキットブレーカ定格
変更前）IEC947-1またはIEC947-3適合品の使用を推奨します。
　　　  US1000が設置されている同一室内での取付を推奨します。
変更後）IEC60947-1またはIEC60947-3適合品を使用してください。
　　　  US1000が設置されている同一室内に取付し，US1000の切断装置であることを明示してください。

■環境条件（P.付1-4：変更）
変更前）IEC1010に基づく設置（注1）：2
　　　  IEC1010に基づく汚染（注2）：2
変更後）IEC61010に基づく設置（注1）：2
　　　  IEC61010に基づく汚染（注2）：2
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This supplement updates the information for the US1000 digital indicating controller user's manual.
Please correct your user's manual as follows before use.

CAUTION

This equipment has Measurement category I, therefore do not use the equipment for measurements within  measurement cat-
egories II, III and IV.
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Measurement category

CAT.1

CAT.2

CAT.3

CAT.4

            Remarks

Appliances, portable equipments, etc.

Distribution board, circuit breaker, etc.

Overhead wire, cable systems, etc.

Description

For measurements performed on circuits not directly connected to MAINS.

For measurements performed on circuits directly connected to the low voltage installation.

For measurements performed in the building installation.

For measurements performed at the source of the low-voltage installation.

  

Internal Wiring

Outlet

Entrance
Cable
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■  8.3 Limited Life Components and Maintenance (P.8-1 : Change)
The control output relays can be replaced by the user (as outlined in the next section).
Change to the following.
The control output relays can be replaced. But to carry out the replacement, contact YOKOGAWA sales staff or Repair Center because the inspec-

tion is required for safety.

■  8.4 Procedure for Replacing Control Output Relays (P.8-2 : Change)
NOTE : The replacement work described should be carried out by maintenance personnel or instrumentation engineers capable of handling electric-

ity and electirc equipment.
Change to the following.
NOTE : Contact YOKOGAWA sales staff or Repair Center for the replacement work described because the inspection is required for safety.

■  Appendix 1 Hardware Specification (App.1-1 : Addition)
Add the following.
●  Analog input and analog voltage input 3 (Measurement category I)

Rated input voltage :10V DC max.
Voltage across ground :300V AC r.m.s max.
Rated transient overvoltage :1500V (Note)

Note : It is a value on the safety standard which is assumed by IEC/EN61010-1 in measurement category I, and is not the value which guarantees an
apparatus performance.

■  Conformance to Safety (App.1-3 : Change)
General safety standard requirements IEC1010-1:1990

EN61010-1:1993
EMC standards:

EMI (Emission) EN55011 : 1991, Class A, group 1
EMS (Immunity) EN50082-2 : 1995

Change to the following.
General safety standard requirements IEC/EN61010-1 : 2001
EMC standards : Compliant with EN61326.

■  Construction, Installation, and Wiring (App.1-3 : Change)
Construction
Dust-proof and drip-proof (IP65)
Change to the following.
Dust-proof and drip-proof (Conforms to IP65)

●  Power Supply and Isolatin (App.1-3 : Change)
Circuit-breaker rating : Use a 5A circuit breaker (100/200V AC) in compliance with IEC947-1 or IEC947-3.
Installation in the same room as the US1000 is recommended.
Change to the following.
Circuit-breaker rating : Use a 5A circuit breaker (100/200V AC) in compliance with IEC60947-1 or IEC60947-3.
Install the breaker in the same room as the US1000, and clearly indicate that it is used to de-energize the US1000.

■ Environmental Conditions (App.1-4 : Change)
IEC1010 regulation
Change to following.
IEC61010 regulation
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