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はじめに
当社のスマート・トランスミッタAdvanced Transmitter SuperAce™ をご購入
いただき、まことにありがとうございます。

本製品の取扱説明書について
本取扱説明書は本書と付属のCDからなっています。
本書ではAdvanced Transmitter SuperAceの機能、構成および設置（配管）・配
線について説明しています。
各製品の機能、仕様、操作方法、保守については、付属のCDに収納されている
取扱説明書（詳細編）　資料番号 CM1-ATS100-2001に記載されています。
必ずお読みになり、正しく使用してください。

Advanced Transmitter SuperAce™ 差圧・圧力発信器　簡易取扱説明書 
 資料番号CM1-ATS100-2002

本書です。
機能、構成および設置（配管）・配線について説明しています。

Advanced Transmitter SuperAce™ 差圧・圧力発信器　取扱説明書 
 資料番号CM1-ATS100-2001

付属のCDにPDF形式で収納されています。
設置、配線方法、各製品の機能、仕様、操作方法、保守について説明しています。
本製品を設置、操作、保守する方は必ずお読みになり、正しく使用してください。

本シリーズの構成
本シリーズは次のような機種と形番構成となっています。

Advanced Transmitter SuperAce
差圧発信器 ゲージ圧

圧力発信器
絶対圧

圧力発信器
フランジ形
差圧発信器

JTD910S/W
JTD920S/W
JTD930S/W
JTD921S/W
JTD931S/W
JTD960S/W
JTD961S/W

JTG940S/W
JTG960S/W
JTG980S/W

JTA922S/W
JTA940S/W

JTC929S/W
JTC940S/W

Advanced Transmitter SuperAce
リモートシール形

差圧発信器
リモートシール形

圧力発信器
リモートシール形
絶対圧力発信器

JTE929S/W
JTE930S/W

JTH920S/W
JTH940S/W
JTH960S/W

JTS922S/W
JTS940S/W
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安全上の注意
■ 絵表示について
この安全上の注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害
を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守ってください。
本書ではいろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が
生じることが想定される場合

	注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみ
が発生する危険の状態が生じることが想定される場合

■ 絵表示の例

このような表示は、してはいけない「禁止」を表す内容です。

このような表示は、必ず実行していただきたい「指示」を表す内容です。
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製品取扱上の注意
設置上の注意

 警告
腐食性の雰囲気での使用はしないください。検出部の接液材質を腐食させる流体を流さないで
ください。腐食ガスにより腐食が起こり、外部漏れを起こし身体に影響を及ぼす危険があります。

人体に有害な流体を使用するときは、不活性ガスを使用して人体に影響がなくなるまで配管内
を掃気をしてから流量計を設置してください。

危険場所に取り付ける場合は、配線にあたり本器付属の耐圧パッキン式ケーブルグランド、
およびシールプラグを使用してください。

危険場所でカバーを開けたまま、通電しないでください。

危険場所や周囲雰囲気の悪い場所で設定変更を行う場合は、表示器カバーを外さないで本器
付属の小型マグネットを用いて設定変更を行ってください。

防爆エリアでの配線工事は防爆指針に定められた工事方法に従ってください。

本器を配管に設置する場合、または配管から取り外す場合には、配管内に残圧がないことを
確認してから実施してください。

本器の規定する定格圧力や接続規格、定格温度以外では使用しないでください。破損により大
きな事故となるおそれがあります。

本器の接続定格、併用する遮断弁および配管部品は、主管の圧力定格以上のものを使用してく
ださい。

本器は質量が形番により6 ～ 140 kgあります。重量物を移動、運搬するときは運搬具などで
持ち運ぶなど取り扱いに十分に注意してください。不用意に持ち上げたり落下させると、けが
をしたり破損することがあります。

本器を配管に設置するときに使用するガスケットはお客さまが用意してください。
新品を使用し、ガスケットの材質を選ぶときには、以下のことを確認してください。
•	ご使用いただく流体への耐食性が十分であること。
•	設置箇所の圧力定格に適合していること。
•	ガスケットの内径が流量計および接続する配管の内径よりも大きいこと。 

ガスケットが流路にはみ出すと流れの妨げとなり、正確な計測ができません。

ご用意いただいたガスケットに応じて、ガスケットのシール圧力を確保するために必要となる
ボルトの締付トルクが異なります。ガスケットに応じた、指定の締付トルクで締め付けてくだ
さい。ボルト締め付け後は漏れ試験を行ってください。

本器に遮断弁を接続する場合、遮断弁のシール部分は確実に接続し、遮断弁接続後、漏れ試験
を行ってください。

 注意
設置後、本器を足場などに使用しないでください。
機器が破損し、けがの原因となります。

本器の設置作業時はシャープエッジによるけがを防ぐため手袋を用いてください。

本器の変換器窓部のガラスに工具などをあてないでください。
工具などをあてると破損し、割れたガラスにより負傷する危険があります。

本器に異常が生じた際に損害が想定される場合には、適切な冗長設計を行ってください。
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配線上の注意

 警告
配線工事を行う際は、電源の供給を切った状態で行ってください。
感電するおそれがあります。

 注意
配線は仕様を十分に確認し、正しく行ってください。間違って配線すると回路に過電流が流れ、
回路破損による機器破損や誤動作の原因となります。

配線工事を行う際、端子台ねじは指定の締付トルクで締め付けてください。

過負荷保護のついた電源を使用してください。

変換器の接地用端子はD種接地以上に接地してください。不完全な接地の場合、感電するおそ
れがあります。

危険場所で使用する場合、定期的にコンジット部のゴムパッキンにひび割れなどの劣化がない
ことを確認してください。ゴムパッキンが劣化した場合、防爆性能が満足できないおそれが
あります。

保守上の注意

 警告
本器を保守のために配管より外す場合には、配管内に残圧がないことを確認してから実施して
ください。

既設の製品を本製品に置き換えるような場合、使用済みガスケットの再利用はしないでくださ
い。ガスケットの劣化により外部漏れが発生し、外部に漏れた高温ガスや高温蒸気によりやけ
どを負う、または漏れ出た有毒ガスによりけがをする危険があります。

危険場所での使用中、本器のカバーを開放しないでください。爆発などの危険があります。

 注意
蒸気などの高温流体を流した直後は本器に触らないでください。
本器が高温になっている場合があり、やけどする危険があります。
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開梱と製品の確認・保管
開　梱

本器は精密機器です。開梱にあたっては、事故や損傷を防ぐために、ていねいに
扱ってください。開梱すると次のものが入っていますので、確認してください。

•	標準付属品（Lレンチ（M3）1個）

•	取扱説明書（CD付）

仕様の確認
本器の銘板に形番および仕様が記載してあります。ご購入いただいた形番および
仕様どおりであることをご確認ください。

照会先
本器に関するお問い合わせは、最寄りの当社の支店、営業所へお願いいたします。
お問い合わせには、必ず形番（MODEL No.）と工番（PRODUCT No.）をご連絡く
ださい。

保管についての注意
ご購入になった本器をそのまま保管される場合、次の注意事項をお守りください。
•	振動や衝撃の少ない、常温、常湿の屋内に保管してください。
•	出荷時の梱包状態のまま保管してください。

ひとたび使用した本器を保管する場合は、次の手順に従ってください。
1. 本器の接液（接ガス）部の汚れを取り除き、水分を乾燥させる。
2. 端子箱カバー、メーターカバーを締め付ける。また、コンジット部を封止し、

湿気の侵入を防ぎます。
3. 出荷時の梱包状態に戻す。
4. 振動や衝撃の少ない、常温・常湿の屋内に保管する。
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1. 本器、CommStaffの機能、構成および構造

1-1 本器の機能と構成
1-1-1 機能と構成

次の図により、本器の基本的な機能と構成について説明します。
プロセス流体の流量、圧力、液位は、メータボディ部の複合半導体チップ上の差圧セン
サに伝えられます。
このセンサの出力は、複合半導体センサ上の温度センサと静圧センサにより検出された
温度および静圧と同時にA/D変換されます。
これらのA/D変換された信号は、マイクロプロセッサにより演算処理され、設定された
レンジに対応したDC 4 〜 20 mAのアナログ信号に変換されて出力します。

•	PROM ：  メータ・ボディの入出力特性、温度特性、静圧特性、機種、レンジ設定可
能範囲などを記憶させてあります。

•	EEPROM ：  発信器の各種設定データを、非通電時でも保持するための不揮発性メモリ
です。

•	A/D ： アナログ信号をデジタル信号に変換します。

•	D/A ： デジタル信号をアナログ信号に変換します。

図1-1 本器のブロック図
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1-1-2 本器の各部の名称
本器はおもに、センタボディ、エレクトロニクス・モジュール、指示計一体形端子台、
発信器ケース、ケース・カバーなどで構成されています。

（1）構造と各部の名称
次の図に本器の構造と各部の名称を示します。

アダプタフランジ センタボディカバー

センタボディ

発信部ケース

エレクトロニクス・
モジュール

指示計一体形端子台

ケース・カバー

フレキシブル・ケーブル

ボルト・ナット

図1-2 JTD、JTG、JTAの構造

フランジ／
ダイアフラムベース

センタボディ

検出部
発信部ケース

エレクトロニクス・
モジュール

指示計一体形端子台

ケース・カバー

フレキシブル・ケーブル

ボルト・ナット

図1-3 JTCの構造

キャピラリチューブ

フランジ

センタボディ

検出部発信部ケース

エレクトロニクス・
モジュール

指示計一体形端子台

ケース・カバー

フレキシブル・ケーブル

ダイアフラムベース

図1-4 JTE、JTH、JTSの構造
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•	センタボディ
複合半導体センサ、受圧ダイアフラム、過大圧保護機構などから構成されます。

•	センタボディカバー
2個あり、センタボディを両側からはさんでいます。導圧管はここへ接続します。

•	ボルト・ナット
センタボディをセンタボディ・カバーではさんで固定します。

•	検出部
複合半導体センサ、受圧ダイアフラム、フランジ、キャピラリチューブなどから構成
されます。

•	エレクトロニクス・モジュール
差圧信号などを処理して発信する電子回路です。

•	発信部ケース
エレクトロニクス・モジュール、端子台などを収納します。

•	ケース・カバー
発信部ケースを密閉するためのカバーです。

•	指示計一体形端子台
電気信号を取り出す端子で、CommStaffはここにも接続することができます。また、
アナログ出力を表示するデジタル指示計（オプション）が一体となっています。
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1-1-3 指示計（オプション）
指示計表示部の名称は以下のとおりです。

521

4

7

6

8

12

11

14

39 1013

図1-5 指示計の表示部

表1-1 指示計の表示部
No. 表示・マーク 表示内容
1 メイン表示(4.5桁)

　　数字　Err.
PV値（実目盛、実圧）、%
ステータス番号

2 小数点（4桁） 小数点
3 16セグメント（7桁） 単位※、ステータス

外部ゼロ調整
4 % 百分率
5 指数 ×10、×100、×1000
6 絶対圧 abs
7 ゲージ圧 G
8 バーグラフ 出力%のバーグラフ
9 出力開平 OUT √
10 表示部開平 DISP √
11 鍵マーク ライトプロテクト状態
12 旗マーク 診断履歴
13 表示部更新マーク ●と○の交互表示
14 外部ゼロ調整 ↑または↓

※選択可能単位一覧（SI単位）
kPa MPa Pa hPa kPaG MPaG kPa abs

MPa abs Pa abs hPa abs g/cm3 kg/m3 m3 l
kl ml/h l/h kl/h t/h m3/h km3/h

l/min kl/min m3/min kl/d m3/d t/d kg/h
mm m % t kg none

（1）「メイン表示」表示

•	表示値が以下の範囲では表示限界値を点滅表示します。
表示値範囲 点滅表示値

表示値	<	-19999 -19999
表示値	>	19999 19999



1-5

（2）「バーグラフ」表示
本器の出力値が22セグメントのアナログバーグラフに表示されます。このときのバーグ
ラフセグメントの点灯、点滅は以下のとおりです。

出力 セグメント表示状態

　OUT< −5% 点滅 ■
−5% ≦OUT< 0% 点灯 ■

0% ≦OUT< 5% ■ ■
5% ≦OUT< 10% ■ ■ ■

10% ≦OUT< 15% ■ ■ ■ ■
15% ≦OUT< 20% ■ ■ ■ ■ ■

： ： ： ：
： ： ： ：

85% ≦OUT< 90% ■ ■ ■ ■ ■ - - - - ■
90% ≦OUT< 95% ■ ■ ■ ■ ■ - - - - ■ ■
95% ≦OUT< 100% ■ ■ ■ ■ ■ - - - - ■ ■ ■

100% ≦OUT< 105% ■ ■ ■ ■ ■ - - - - ■ ■ ■ ■
105% <OUT 右端のみ点滅 ■ ■ ■ ■ ■ - - - - ■ ■ ■ ■

（3）「出力開平」および「表示部開平」表示
本器の出力値および指示計表示値が、リニア（差圧）、または開平演算処理後のもの（流量）
であるかを判断するために使用します。

表1-2 リニア・開平の表示状態

表示 出力 表示状態 呼称

リニア 
（差圧）

リニア 
（差圧） なし リニア

開平 
（流量）

リニア 
（差圧） DISP √ 表示流量 

（表示開平）
開平 

（流量）
開平 

（流量） OUT √ 流量 
（開平）

注:  「出力リニア」かつ「表示部開平」の場合、差圧が−0.5%超～ +0.5%未満 
（開平後は±7.1%）においては表示がリニアになります。

（4）「外部ゼロ調整」表示
外部ゼロ調整（オプション）機能付の場合、その動作状態が次のように表示されます。

表1-3 外部ゼロ調整動作時の表示

調整状態
表　示

上下矢印 16セグメント
出力上昇中 ↑

ZERO.ADJ
出力下降中 ↓

（5）「鍵マーク」表示
鍵マークが表示されているとき、ライトプロテクトが有効であることを示します。ライ
トプロテクトについては、取扱説明書　CM1-ATS100-2001の3-1-2項を参照してください。

（6）「旗マーク」表示
発信器に診断履歴情報が残っていると旗マークが表示されます。履歴として残る項目に
ついては、取扱説明書　CM1-ATS100-2001の4-3-2項を参照してください。
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（7）「表示部更新マーク」表示
発信器が動作していることを示します。

（8）発信器情報の表示について
発信器の自己診断のステータスをエラー番号および項目を指示計の上段（メイン表示）、
および下段（16セグメント）にそれぞれ表示します。

例：

Erro.02
PROM

各表示内容の意味については、CM1-ATS100-2001の4.4項を参照してください。
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1-2 CommStaffの構成

1-2-1 はじめに
CommStaffはアズビル（株）製スマートデバイスと通信を行い、デバイスの各種設定を行
う設定器です。CommStaffはWindows PC上で動作するソフトウェアです。CommStaff
はWindows PCのUSB端子に通信インターフェースを接続し、アズビル（株）製スマート
デバイスの通信端子に通信ケーブルを接続し通信を行います。
CommStaffは当社オリジナルのSFN通信およびHART通信をサポートしています。

1-2-2 注意事項

•	接続デバイスを変更するときの注意事項
CommStaffはPressureなどのダイナミック値を表示している間はそれらダイナミック
値を更新するためにデバイスと通信を続けます。SFN通信時は留意してください。接
続するデバイスを変更するために通信ケーブルをデバイスから外すと通信エラーが発
生します。
通信ケーブルをデバイスから外す前にCommStaffを終了させてください。
新しいデバイスに通信ケーブルを接続したあとに再度CommStaffを起動してください。

•	PCにAC電源を接続したまま使用しないでください。

•	CommStaffソフトウェアをPCにインストールする前に通信インターフェースを接続し
ないでください。ドライバが見つからないため正常な動作ができません。

1-2-3 CommStaffと周辺機器の構成
CommStaffは以下からなります。

通信インターフェース
（図はSFN通信インターフェース）

CommStaffが
インストールされたPC

1-2-4 使用環境
フィールド・コミュニケーション・ソフトウェア CommStaff　形 CFS100（共通編）　
取扱説明書 CM1-CFS100-2001を参照してください。

1-2-5 組み合わせる機器の条件
フィールド・コミュニケーション・ソフトウェア CommStaff　形 CFS100（共通編）　
取扱説明書 CM1-CFS100-2001を参照してください。
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2. 本器の設置
この章では本器の据え付け、配管および配線の方法や重要事項などについて説明します。
設置工事を担当される方はこの章をお読みください。

2-1 設置場所の選定条件
2-1-1 一般的な設置条件

（1）はじめに
本器は長期にわたってその性能を最大限に発揮させるために、ここに述べる選定条件に
従って設置してください。
なお、防爆形の場合は、産業安全研究所指針「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆
2006）」または、労働安全衛生総合研究所指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」
にしたがって設置してください。

（2）設置場所の選定条件
本器の設置場所については次の条件に従って選定してください。
•	温度変化のできるだけ少ない場所に据え付けてください。
•	プラント側から輻射熱を受ける場所への据え付けは避けてください。
•	測定流体やシール液が凍結するおそれがある場合は保温処置を施してください。
•	できるだけ衝撃や振動の少ない場所を選んでください。
•	腐食性雰囲気への据え付けは避けてください。
•	外部ゼロ調（オプション）付の場合、磁気の強い場所（モーター、ポンプなどのある10ガ

ウス以上の場所）では、本器の出力が変動する場合があるので、これらから1 m以上離
して設置してください。
•	本器に取り付けられる導圧管は振動させないでください。
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2-1-2 防爆形発信器の設置基準

（1）防爆形発信器の設置について
防爆形発信器は労働安全衛生法に基づき、公的機関の検定に合格し、下記に示す危険場
所での使用を許可されたものです。これらの発信器には銘板に検定合格標章を貼り付け、
防爆上必要な項目が記載してあります。その内容を確認の上、正しく設置してください。

（2）耐圧防爆形設置基準
耐圧防爆形は、次の電気機器のグループと爆発性ガスの分類、温度等級と危険場所の区
分の合致する場所に設置してください。
•	対象ガスの爆発等級および発火度 

 IIC T4 
  IIC ：電気機器のグループと爆発性ガスの分類 
    （水素を含む） 
  T4 ：最高表面温度135 ℃です。
•	危険場所の区分 
「第一類危険箇所」または「第二類危険箇所」です。 
「特別危険箇所」への設置はできません。

•	温　度
下記の温度条件を満たすような場所に設置してください。
周囲温度

JT□9□□Sメータありの場合：−20 〜＋55 ℃
JT□9□□Sメータなしの場合：−20 〜＋60 ℃
JT□9□□Wメータありの場合：−20 〜＋55 ℃
JT□9□□Wメータなしの場合：−20 〜＋60 ℃

受圧部（センタボディ部）接液温度：110 ℃

注意
上記の温度を超えると防爆性能は保証できなくなります。その可能性が
ある場合は、断熱処理や通風のよいところを選ぶなど、本器の温度が範
囲内となるような処置を施してください。

本器の信号配線口には付属（指定）の耐圧パッキン式ケーブルグランドを
装着してください。また、配線の向きを変える必要があるときは、付属
のエルボジョイントを使用してください。

防爆認証に基づく防爆性能を保証するためには、指定の耐圧パッキン式
ケーブルグラント、エルボジョイント以外は使用しないでください。

配線は下記の最高許容温度のケーブルを使用してください。
JT□9□□Sメータありの場合：65 ℃
JT□9□□Sメータなしの場合：70 ℃
JT□9□□Wメータありの場合：60 ℃
JT□9□□Wメータなしの場合：65 ℃

参考資料
産業安全研究所指針「工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008）」
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（3）本質安全防爆形（Ex ia IIC T4 Ga、Ex ia IIIC T105℃ Da）設置基準
本質安全防爆形の電気的パラメータは、以下のとおりです。

•	電気的パラメータ：Ui=30 V、Ii=93 mA、Pi=1 W、Ci=5 nF、Li=0.6 mH

本質安全防爆形は、次の電気機器のグループと爆発性ガスの分類、温度等級と危険場所
の区分の合致する場所に設置してください。

•	対象ガスの爆発等級および発火度：IIC T4
IIC ：電気機器のグループと爆発性ガスの分類（水素を含む）
T4 ：最高表面温度135 ℃です。

•	危険場所の区分：「0種場所」、「1種場所」、「2種場所」です。

•	温度：下記の温度条件を満たすような場所に設置してください。
周囲温度 ： −30 〜＋60 ℃
受圧部接液温度 ： −20 〜＋105 ℃

 受圧部接液温度の適用範囲は、センタボディ部におけるバリアダイアフラムの外側表
面部分です。
 本製品の保護等級は、IP66/IP67としての性能を有しています。 
ただし、産業安全技術協会における申請上の保護等級は、IP50として認可を受けてい
ます。

適用規格：労働安全衛生総合研究所技術指針
工場電気設備防爆指針（国際整合指針）第1篇 総則 JNIOSH-TR-46-1:2015 
 発行日　2015年　5月1日
工場電気設備防爆指針（国際整合指針）第6篇 本質安全防爆構造”ⅰ”JNIOSH-TR-46-6:2015 
 発行日　2015年　5月1日

■  耐電圧試験について 
適用規格で定める耐電圧試験には、満足していません。耐電圧試験の条件は以下のと
おりです。 
印加場所：端子箱内のSUPPLY 端子（＋端子と−端子を短絡）と、接地端子の間 
印加電圧：DC 500 V　（適用規格　第6 篇6.3.13項に基づく） 
印加時間：1 分間



2-4

2-1-3 機器の使用条件

（1） 本質安全防爆形の使用条件

•	EPL Gaを必要とする領域での設置および使用の際に、点火源となる摩擦火花および衝
撃火花が、稀にでも発生しないように行う必要があります。

•	EPL Daを必要とする領域で使用する場合は、帯電防止用の作業靴やリストバンドの使
用、帯電防止床の設置といった静電気放電の防止が必要です。

•	工場電気設備防爆指針（国際整合指針）で要求される耐電圧仕様は満足していませんの
で、絶縁バリアの使用を推奨します。ツェナーバリアを使用する場合は、ツェナーバ
リアと同じ等電位ボンディングシステムに発信器を接地してください。



2-5

2-2 据え付け
2-2-1 据付寸法

本器の外形寸法図（スペックシートまたは、納入仕様書の外形寸法図）を参照してくださ
い。

2-2-2 据付場所
2-1-2 防爆形発信器の設置基準を参照してください。

2-2-3 発信器本体の据え付け

（1）据え付けに必要な部材
本器の設置には以下の部材を用意してください。
•	2Bパイプ
•	取付ブラケット（Uボルト、ナット、取付ボルト）･･･オプション

（2）据付方法
据え付けには次の方法があります。（図2-1参照）

（i）パイプスタンション据付
取付ブラケット（2種類選択可）を用いて垂直または水平の50A（2B）パイプにUボルトで
固定します。受圧部本体の裏面に4個のボルト穴があるので、ここにブラケットを取り
付けてください。パイプは基礎にしっかり固定し、ぐらつかないようにしてください。

（ii）ラインマウント据付
パイプが50A（2B）の場合には、パイプスタンションの場合と同様に取り付けてください。
50A（2B）でない場合には、ラインパイプに50A（2B）パイプを取り付けてください。

図2-1 発信器本体の据え付け

フランジ形（JTC）は、直接タンクに据え付ける構造となります。
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〈密閉タンクレベル測定の例〉

A＞10cm

液面下限

液面上限

•	発信器の取付位置はタンクノズル位置より下側に10 cm以上の寸法を取ってください。
10 cm以上下側に設置できない場合は、「リモートシール形発信器の密閉タンクへの設
置位置」を参照してください。

•	測定流体に水素を含む場合の取り扱いにつきましては当社にご相談ください。

•	高温高真空用の場合、測定温度および周囲の温度が10 ℃以下では発信器の応答速度
が遅くなります。したがってキャピラリ・チューブとセンタボディの周囲温度が常に
10 ℃以上になるように計装してください。

（3）リモートシール形発信器の密閉タンクへの設置位置
密閉タンクの下部フランジよりも上方に発信器本体を設置する場合は、以下の条件を満
たす必要があります。リモートシール形発信器の取付位置は、タンク空の状態で考えます。

h

上部フランジ

下部フランジ

P0 ρ'

P0：タンク内圧（絶対圧：kPa abs）
ρ'：キャピラリ部の封入液の比重
h：タンク下部フランジから発信器までの高さ

上図のように発信器を設置した場合、発信器本体（下部フランジ側）のダイアフラム面にか
かる圧力は、タンク内圧のほか、キャピラリ内封入液の水頭圧により引かれる圧力があり
ます。このダイアフラム面にかかる圧力が、発信器本体の許容圧力の下限値P（kPa abs）
以上であればいいので、そのための条件を以下に示します。
タンク内圧が真空となっているアプリケーションにおいては、上図の設置をすることに
より下部フランジ側の発信器本体ダイアフラム面がより負圧に引かれるので、とくに注
意が必要です。

P0＋（ −ρ' h）≧P102

h≦（P0−P）×102
ρ'

1 kPa＝102 mmH2O
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封入液比重 
ρ'

許容圧力下限値 
P（kPa abs） 接液温度範囲（℃）

一般用 0.935 2 −40 ～＋40
高温用 1.07 2 −5 ～＋90

高温真空用 1.07 0.133 −5 ～＋100
高温高真空用 1.09 0.133 10 ～ 250

酸素用、塩素用 1.87 53 −10 ～＋40

注意：
•	上表の接液温度範囲を超える場合は許容圧力下限値も変わるので、仕様書を参照し、

対応してください。
•	周囲温度範囲は、上表の接液温度範囲と周囲温度の正常動作範囲の狭い方としてくだ

さい。
例： 一般用のリモートシール形発信器JTEを真空アプリケーションに使用することを考

えます。
•	接液温度は 常温
•	許容圧力下限値（P）は 2 kPa abs.（15 mmHg abs.）
•	封入液比重（ρ'）は 0.935

よって、発信器の仕様を満足するには、
P0＋（−ρ' h/102）≧P
1 kPa＝102 mmH2O

でなければなりません。
もし、タンク内圧（P0）が3 kPa abs.まで下がるとすれば、hの許容範囲は以下の式と
なります。

h≦（P0−P）×102/ρ'
ここでP0＝3、P＝2、ρ'＝0.935であるので、

h≦（3−2）×102/0.935＝109 mmとなります。
したがって、発信器をタンク下部フランジより、109 mm上までなら設置できます。

注意：  上記条件から外れた場合、ダイアフラム面が使用範囲以上に負圧で引っ張られ、
封入液が飽和蒸気圧を超え気泡化します。さらに負圧が大きくなるとダイアフ
ラムがバックリングを起こし、破損する可能性があります。 
当社では、これらの条件出しが、お客さまサイドで必ずしも明確にならない場
合も考慮し、下側フランジより10 cm以上下方に発信器本体を設置することを
推奨しています。
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2-2-4 プロセスへの据え付け（形 JTC、JTE、JTH、JTS）

注意
接液ダイアフラムには、出荷時に保護カバーが付いています。プロセス
への据え付け時には取り外して使用してください。

保護カバー

保護パイプ

フランジ

 例：リモートシールの場合

（1）フランジ形（形 JTC）発信器の据え付け時の注意
図2-2を参照し、フランジをプロセスに取り付けます。

（標準取付形） （突出し形）

図2-2 フランジ形発信器のタンクへの据え付け

•	据え付けに必要な部品（ボルト、ナット、ガスケット）は、プロセス側フランジに合わ
せて用意してください。選定は、口径・圧力定格・使用温度などを考慮してください。

•	漏れ防止のためにボルトは均等に固く締めてください。
実際の作業はボルト材質、ガスケットの種類・寸法、測定流体の種類・圧力、相手フ
ランジの形状などの諸条件を考慮し、適切なトルク値にて締め付けてください。表2-1
にプロセス側フランジ締付トルクの目安（参考値）を示します。

表2-1 プロセス側フランジ締付トルク（参考値）

ボルトサイズ 締付トルク目安　（N·m）

M12 20
M16 60

また、アダプタフランジを使用する場合の締付トルクは、表2-2を参照してください。

表2-2 アダプタフランジ締付トルク

材　質 締付トルク（N·m）

SNB7 20±1
SUS304 10±1
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（2）配　管

h
ρ

タ
ン
ク

100%液位

0%液位大気開放

図2-3 液位測定（開放タンク）の配管例

ストップ弁ブロー用弁

P

ρ

タ
ン
ク

100%液位

0%液位

容積器

h

図2-4 液位測定（密閉タンク・ドライレグ）の配管例
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（3）形 JTE、JTH、JTS発信器の据付方法
① フランジは取付ボルトおよびガスケット＊を用いてプロセス側フランジに取り付けま

す。洩れ防止のためにボルトは均等に固く締めてください。締付トルクの目安（参考値）
は、表2-1を参照してください。
周囲の温度差による影響を小さくするため、高圧側と低圧側のキャピラリ・チューブ
は一緒に束ね合わせます。また、キャピラリ・チューブが風や振動で動かないように
固定してください。（余ったキャピラリ・チューブもゆるく巻いて固定することをお
勧めします）
＊ フランジガスケットはプロセス側で用意してください。セミメタル形またはゴム製

のガスケットを使用する場合は、ガスケットが検出器ダイアフラムに接触しない形
状のものを選定してください。

② 開放容器の液面位測定におけるフランジはなるべく温度変化が少なく、振動のない場
所にしっかり固定してください。シール・ダイアフラムは傷をつけないよう保護をつ
けると同時に、ドレンおよびじん埃がたまらないよう注意してください。

注意：
•	キャピラリ・チューブはねじらないように取り扱ってください。
•	キャピラリ・チューブをほどくときは、フランジ部を持ってチューブの大きな輪を戻

すように回してください。
•	キャピラリ取出方向は、できるだけ水平より下側に取り付けることをお勧めします。
•	フランジの付け根付近に、ねじりがかかるような回し方をしないでください。
•	キャピラリ・チューブは振動防止のため、途中を固定されるようお勧めします。

③ フランジ部のガスケット選定（3Bフラッシュマウントタイプ）
フランジ部のガスケット選定にあたっては、下記の事項に注意してください。
ダイアフラム径は95 mmφとなっているので、市販の3B用ガスケットを使用すると
ダイアフラムにあたり、誤差の原因となる場合があります。流体、使用圧力、使用温
度などにより適切な材料を選定するとともに、内径にも注意が必要です。（ずれたり
つぶれてもダイアフラムにあたらない内径が必要です）

注意：

（1） ガスケット内径に注意してください（ダイアフラム径95 mmφ）。市販の3B用ガス
ケットは内径が小さいです。（80 ～ 90 mmφ）

（2） つぶれたり変形したりしても、ダイアフラムにあたらないようにしてください。
•	ガスケット材質が柔らかい場合、締め付けによる変形があります。
•	ガスケットが垂直のとき、とくに垂れ、ずれが発生する場合があります。ガスケッ

トのセンター出しを確実に行ってください。

（3） FEP保護膜付きの場合は（1）、（2）以外に下記の事項に注意してください。
•	締め付け過ぎの場合は保護膜が破損することがあります。
•	保護膜は別紙「FEP保護膜取付手順」に従って取り付けてください。
•	受圧部を取り付けたときにゼロ点が大きくずれる場合はグリースが多すぎるか、

ガスケットのずれが考えられます。
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ダイアフラム
95mm

図2-5 3Bフラッシュマウントタイプのダイアフラム径
選定例

流体：海水
温度：常温
圧力：300 kPa max
FEP保護膜付き
フランジ：3BJIS10k

図2-6 ガスケットの選定例（寸法）
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（4）形 JTE発信器による密閉タンク液面測定時のフランジ取り付け時の注意
以下に密閉タンクの液面測定を行う場合の注意事項を示します。開放タンクの接続例、
設定レンジの計算方法は、取扱説明書　CM1-ATS100-2001の3-10-2の（3）を参照してくだ
さい。

注意：
•	発信器の高圧側（HP）フランジをタンク上部に取り付ける場合と、タンク下部に

取り付ける場合とでは設定レンジが変わります。詳しくは、取扱説明書　CM1-
ATS100-2001の3-10-2の（3）の（i）を参照してください。
•	発信器の高圧側（HP）フランジをタンク下部に取り付ける場合、封入液補正機能を利

かせるには、高さの値にマイナス（−）符号を付け設定します。 
（取扱説明書　CM1-ATS100-2001の3-10-2の（3）の（ii）参照）
•	JTE930S形は、発信器の高圧側（HP）を必ずタンク上部に取り付けてください。

タンク
上部

発信器本体

タンク
下部

取付ブラケット

パイプ
スタンション

キャピラリチューブ

図2-7 密閉タンクへの据え付け（JTE）

（5）形 JTH、JTS発信器による液面測定時のフランジ取り付け
以下に開放タンクの液面測定を行う場合の取付例を示します。

発信器本体

取付ブラケット
パイプ
スタンション

キャピラリチューブ

取付フランジ

タンク

図2-8 開放タンクへの据え付け（JTH、JTS ）
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2-2-5	 FEP保護膜の取り付け時の注意（形	JTE、JTH、JTC）

•	FEP保護膜が破損する場合がありますので、締め付け過ぎには注意してください。

•	受圧部をプロセス側フランジに取り付けたときにゼロ点が大きくずれる場合はグリー
スが多すぎるか、ガスケットのずれが考えられますので、取付状態を確認してください。

•	スラリー流体、固着流体によるダイアフラムの変形対策、または半導体市場などでダ
イアフラムの金属イオンを嫌うときに適用します。
使用温度範囲：0～ 110 ℃ 
仕様圧力範囲：大気圧～フランジ定格値 
（JIS10K、ANSI150、JPI150まで）（負圧では使用できません）

受圧部をプロセス側のフランジに取り付ける直前に、以下の作業を行ってください。

① 発信器の受圧部のダイアフラム面が上向きになるように保持してください。

② フランジのダイアフラム面およびガスケット当たり面に、FEP保護膜取り付け用グ
リースを約10 g（チューブの約1/4）塗布し、ガスケット面で0.5 mm程度の厚さになる
ように指で平に伸ばしてください。

 

図2-9  グリースの塗布 
注意：
•	グリースを塗布するとき、無理な力を与え、ダイアフラムを変形させないようにして
ください。
•	グリース内に空気（泡）が残らないようにしてください。

③ フランジのダイアフラム面にFEP保護膜をはめ込んでください。なお、この時一方向（片
側）を持ち上げ、反対方向から空気が入らないように静かにはめ込んでください。

 

図2-10  FEP保護膜の取り付け
注意：
•	FEP保護膜を金属ダイアフラムに密着するようにしてください。
•	FEP保護膜の波部は、凸にならないようにしてください。

ダイアフラム
グリース

フランジ

FEP保護膜
（厚み 0.4 mm）
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④ 取り付け後、ダイアフラムとFEP保護膜の間に空気が残っていないことを確認してく
ださい。もし、空気が残存していると、測定精度の誤差が大きくなることがあります。
この場合は、ダイアフラムの中心部から外側に向かって、指で空気を押し出すように
して、除去してください。

図2-11  余分なグリースの除去

⑤ 受圧部フランジにガスケットを当て、プロセス・フランジに取り付けてください。 
ボルト、ナットの締付トルクの目安の（参考値）を表2-3に示します。

注意：  ボルト締めの際、各ボルトは均一な締付トルクとなるように締め付けてくださ
い。

表2-3　締付トルク（参考値）

フランジ定格 締付トルク（N･m）

JIS10k 80A 45
JIS10k 50A 30
JIS10k 40A 20
ANSI/JPI 3B 45

ANSI/JPI 150# 2B 28
ANSI/JPI 150# 1-1/2B 20

⑥ ゼロ点変動で操業に支障の発生する場合はコミュニケータなどでフランジ締め付け前
後のデータをとり、±0.1 kPa程度の変動となっていることを確認してください。変
動幅が大きい場合、受圧部をプロセスから取り外し、FEP保護膜の取付状態を確認し、
異常がないか確認してください。

注意：  ゼロ点の変動を少なくグリースを塗る作業はかなり熟練を必要とします。
  うまくいかない時は当社サービス員にお申し付けください。
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2-2-6 ピッタンクの据え付け（形 JTE）
（1）概　要

ピッタンクとは、リモートシール形発信器に取付キット（アダプタ、チューブクランプ）
を付属することにより、快適なタンクレベル計装を実現するものです。ピッタンクを使っ
て計装すると、発信器本体を設置するスタンションを必要としません。また、リモートシー
ル形発信器に標準で組み込まれているアズビル（株）独自の封入液の温度補正機能やキャ
ピラリチューブの整線により、温度特性が得られます。

タンク

保護パイプ

発信器側フランジ

キャピラリチューブ

チューブクランプ

アダプタ
発信器側フランジ

図2-12 ピッタンクの設置例

図2-13 リモートシール形発信器とピッタンク用取付キット

（2）特　長
1. すっきり、らくらく快適計装
•	アダプタを使ってタンクに直接取り付けができます。2Bスタンションパイプが不

要なので、タンク周りはすっきりと省スペースが実現できます。
•	チューブクランプを使ってキャピラリチューブをすっきりと固定できます。タンクの

フランジ間距離がわかれば、最適なキャピラリーチューブ長の製品が入手できます。
2. 抜群の周囲温度特性を実現
•	アズビル（株）のリモートシールなら、封入液の温度補正機能（特許公告済）により

ヘッド圧としてかかる封入液圧力の周囲温度変化による影響を最小限とし、ゼロ点
シフトを大幅に改善します。（季節温度変化の影響：従来比1/5 〜 1/10）
•	キャピラリチューブを専用のチューブクランプで束ねることにより、キャピラリの

温度差によるゼロ点シフトを従来の1/2に低減させます。
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（3）仕　様
ここでは、リモートシール形発信器に付属されるピッタンク用取付キットの仕様を示し
ます。組み合わせるリモートシール形発信器の仕様は、スペックシートを参照してくだ
さい。

−−ピッタンク用取付キット仕様−−
材　料

アダプタ ： SCS13（SUS304相当）
アダプタ固定用ボルト ： SUS304（M8）
チューブクランプ ： 黄銅＋ニッケルメッキ

アダプタ取付
計器側 ： アダプタ固定用ボルト4本で取り付け
フランジ側 ： アダプタ固定用ボルト4本で取り付け
チューブクランプ ： 折り返したキャピラリチューブと他方とを束ねてクランプ

質　量：約600 g

（4）組み合わせ可能な形式
JTE929

•	上記リモートシール形差圧発信器の一般用だけです。高温用、高温真空用、高温高真
空用とは組み合わせられません。

（5）設置要領
（i）設置寸法

図2-14にプロセスに取り付けたときのアダプタ組付図を、図2-15にアダプタ外形図を、
本器の外形寸法図（スペックシートまたは納入仕様書の外形寸法図）に取付キットのア
ダプタ長を示します。

保護パイプ

プロセス側

プロセス側フランジ発信器側フランジ

アダプタ固定用ボルト

リモートシール形
差圧発信器

アダプタ

図2-14 アダプタ組付図（JTE）

図2-15 アダプタ外形図 図2-16 アダプタ長
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（ii）設置場所
2-1-1 一般的な設置条件の注意事項を参照してください。

（iii）設置方法

① 発信器本体にアダプタを取り付け
発信器本体にアダプタが4本のボルトでしっかりと固定されていることを確認し
てください。固定されていない場合は、しっかりと固定してください。（図2-17参照）

リモートシール形
差圧発信器

アダプタ

アダプタ固定用
ボルト

図2-17 発信器アダプタ取り付け

② 本体を取り付ける発信器側フランジのプロセス側フランジへの取り付け
発信器を固定したい発信器側フランジ＊を①で発信器に固定されたアダプタの他
端に固定する前に、プロセス側フランジに取り付けてください。（図2-18参照）

＊発信器は、高圧側/低圧側どちらのフランジにも固定できます。

注意
発信器にJTE929□以外のものを使って密閉タンク計装を行う場合は、高
圧側接続フランジ（HP）をプロセス上部側に取り付けてください。

図2-18 プロセス側フランジ取り付け　その1
③ プロセス側フランジへの取り付け

発信器側フランジは、取付ボルトおよびガスケットを用いてプロセス側フランジ
に取り付けます。

注意
発信器にJTE929□以外のものを使って密閉タンク計装を行う場合は、高
圧側接続フランジ（HP）をプロセス上部側に取り付けてください。
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④ フランジ部のガスケット選定
フランジガスケットはプロセス側で用意してください。このとき、受圧部ダイア
フラムに接触しない形状のものを選定してください。
流体、使用圧力、使用温度により適切な材質を選定するとともに、内径にも注意
してください。

注意
フランジ形状が3Bフラッシュマウントタイプの場合は、ダイアフラ
ム径が95 mmになっているので、市販の3B用ガスケット（内径80 ～
90 mm）は使用しないでください。市販の3Bガスケットは内径が小さい
ため、ダイアフラムと接触して誤差の原因となったり、ダイアフラムを
破損させるおそれがあります。

ガスケットがずれたり、変形したりしてもダイアフラムにあたらないも
のを選定してください。ガスケット材質が柔らかい場合は、締め付けに
よる変形のおそれがあります。

ガスケットのセンター出しを確実に行ってください。ガスケットが垂直
のとき、とくに垂れやずれが発生する場合があります。

FEP保護膜付きの場合は、別項「FEP保護膜の取り付け」に従って取り付け、
決して締め付けすぎないでください。保護膜が破損する場合があります。

発信器本体をプロセス上部側のフランジに取り付ける場合は、タンク内
圧が大気圧以上であることが条件です。この範囲を外れる場合は、プロ
セス下部側に取り付けてください。

⑤ 発信器本体＋アダプタを発信器側フランジに取り付け
⑤で確認した発信器本体＋アダプタを②で取り付けた発信器側フランジに4本の
固定用ボルトでしっかりと固定してください。（図2-19参照）

リモートシール形
差圧発信器

アダプタ

保護パイプ

プロセス側

プロセス側フランジ
アダプタ固定用ボルト

発信器側フランジ

図2-19 発信器側フランジへの取り付け

⑥ 残りの発信器側フランジをプロセス側フランジに取り付け
まだプロセス側に取り付けていない方の発信器側フランジをプロセス側フランジ
に取り付けてください。（図2-20および③、④参照）

 

図2-20 プロセス側フランジ取り付け　その2
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（iv）チューブクランプによるキャピラリチューブの整線
付属のチューブクランプを用いて、キャピラリチューブを束ねます。このとき、チュー
ブクランプは、キャピラリチューブをつぶさない程度にしっかりと固定します。 

（図2-21参照）

タンク

発信器側
フランジ

チューブクランプ

キャピラリチューブ

アダプタ
発信器側
フランジ

保護パイプ

図2-21 チューブクランプの取り付け

（v）キャピラリチューブの扱い方

•	キャピラリチューブはねじらないように取り扱ってください。

•	キャピラリチューブをほどくときは、フランジ部を持ってチューブの大きな輪を戻す
ように回してください。

•	キャピラリチューブを折り返すときは、必要以上に無理な力を加えないでください。
曲げ径（直径）は最小で5 cm程度です。また、キャピラリチューブの曲げ伸ばしを繰り
返すことはしないでください。

•	フランジの付け根付近にねじれがかかるような回し方をしないでください。

•	振動防止のために途中を固定することをお勧めします。

注意
図2-21のように折り返すキャピラリチューブをプロセス下部側フラン
ジより上げるには、タンク内圧が大気圧以上であることが条件です。
この範囲を外れる場合は、折り返すキャピラリチューブをプロセス下部
側フランジより下げるようにしてください。

キャピラリ取出方向を上向きにする場合は、キャピラリチューブにオレ
フィン被覆を指定してください。

オレフィン被覆なしの場合は、キャピラリ取出方向を水平より下側に取
り付けてください。上側に取り付けるとキャピラリ取出口の保護パイプ
内に雨水が溜まるおそれがあります。
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（vi）ゼロ調整
発信器をタンクに設置した後、ゼロ点の調整を行ってください。
ゼロ点調整方法については、CM1-ATS100-2001の3-7、3-9 項を参照してください。

（vii）封入液の温度補正機能の設定
CommStaffを用いてフランジ間高さを設定します。
設定方法および機能については、CM1-ATS100-2001の3-10-2 の（3）項を参照してくだ
さい。本機能を設定することにより、周囲温度変化による影響を最小限とし、ゼロ点
シフトを大幅に改善します。

（viii）条件別設置例
図2-22を参照してください。

タンク内圧：大気圧、タンク下部取付
キャピラリチューブオレフィン被覆付

タンク内圧：大気圧、タンク上部取付
キャピラリチューブオレフィン被覆付

タンク内圧：大気圧、タンク下部取付
キャピラリチューブオレフィン被覆なし

タンク内圧：大気圧、タンク上部取付
キャピラリチューブオレフィン被覆なし

タンク内圧：真空（大気圧未満）

図2-22 条件別の設置例
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2-2-7 1/2Bリモートの据え付け（形 JTE、JTH）
（1）設置要領

（i）設置寸法
スペックシートまたは納入仕様書の外形寸法図を参照してください。

（ii）設置方法

① 発信器にアダプタを固定
キャピラリチューブの先端にアダプタが4組のボルト/ナットでしっかりと固定さ
れていることを確認し、固定されていない場合はしっかりと固定してください。
このとき、締付ボルトにグリスを塗布してください。

② プロセスの取り付け
タンクへの取り付け例を図2-23に示します。
詳細については、2-2-4項プロセスへの据え付けを参照してください。

発信器本体

パイプ
スタンション

キャピラリチューブ

タンク

図2-23 タンクレベルの計装例

注意
キャピラリチューブを折り曲げるときはねじらないでください。

キャピラリチューブの曲げ径（直径）は最小で5 cm程度です。
必要以上に無理な力で曲げないでください。

測定流体の性状によっては、アダプタ内に固結し、測定に支障をきたす
場合があります。アダプタ周りを十分に保温し、流体が固結しないよう
にしてください。
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2-2-8 圧抜き用リング組立（リングタイプ）の据え付け（形 JTE、JTH、JTS、JTC）
（1）機能および構造

この章ではリモートシール形およびフランジ形発信器のオプションである圧抜き用リン
グの機能および構成について説明します。初めて圧抜き用リングを使用される方は、こ
の項により基本事項を理解してください。

（i）圧抜き用リングの機能
圧抜き用リングはフランジ接続形発信器と、相手方プロセスフランジとの間に挟み込
むことで、調整・メンテナンスの際にプロセスフランジを取り外すことなくベントや
ドレンを抜くことができます。

図2-24 圧抜き用リングの使用例（リモートシール形発信器との組み合わせ）

（ii）各部名称および構成
圧抜き用リングは圧抜き用リング、ベント・ドレンプラグ、ベント・ドレンブッシン
グにより構成されています。次の図に構造と各部の名称を示します。

•	圧抜き用リング
発信器のダイアフラムベースと相手方プロセスフランジとの間に挟んで使用しま
す。

•	ベント・ドレンプラグ、ベント・ドレンブッシング
ベントやドレンを抜くときに使用します。

図2-25 　圧抜き用リングの構成部品

圧抜き用リング

ベント・ドレンプラグ

圧抜き用リング

ベント・ドレンブッシング
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図2-26 　ベント・ドレンプラグ、ベント・ドレンブッシング詳細図

注意
ベント・ドレンプラグを緩めるとベント・ドレンブッシングに空いた小穴
から内部の流体が噴出し、内圧を抜くことができます。その際、作業者
周囲の機具などに流体がかかり危害を与えないように注意してください。

内圧を除いた後は再度ベント・ドレンプラグを締めてから使用してくだ
さい。締め忘れると内部流体が噴出します。

ベント・ドレンプラグ、ベント・ドレンブッシングから漏れがないこと
を定期的に確認して使用してください。

（2）設置要領
この項では圧抜き用リングの据え付け、配管方法や重要事項などについて説明します。
長期にわたって圧抜き用リングの性能を最大限に発揮させるために、以下に述べる選定
条件に従って設置してください。

（i）設置場所の選定条件
圧抜き用リングの設置場所は次の条件に従って選定してください。
•	測定流体が凍結するおそれがある場合は保温処置を施してください。
•	できるだけ衝撃や振動の少ない場所を選んでください。
•	腐食性雰囲気への据え付けは避けてください。

（ii）据え付け

警告
本器は毒性ガスなど微量の漏洩により人体に影響を及ぼす流体には使用
しないでください

設置の際、プロセスとの接続部（フランジとの接続）はガスケットがは
み出さないようにしてください。測定流体が漏れ出し、やけどなど身体
に有害な影響を及ぼす危険があります。

運転時はベント・ドレンプラグを閉めてください。測定流体が漏れ出し、
やけどなど身体に有害な影響を及ぼす危険があります。

人体に有害な流体を扱うときはゴーグルやマスクなどの安全対策をしてく
ださい。皮膚や目への付着、吸い込みにより有害な影響を及ぼす危険があ
ります。
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注意
運搬の際、圧抜き用リングを両手で掴むようにしてください。落下させ
ると、けがを負うことや本器を破損することがあります。

設置時、ガスケット面保護のカバーは取り外してください。誤って使用
すると測定流体が漏れ出し、身体に有害な影響を及ぼす危険があります。

（iii）据付寸法
圧抜き用リングの外形寸法図（スペックシートまたは、納入仕様書の外形寸法図）を参
照してください。

（iv）据付場所
（i）設置場所の選定条件を参照してください。

（v）圧抜き用リング組立本体の据え付け
① 据え付けに必要な部材

圧抜き用リングの設置には以下の部材を用意してください。
•	通しボルト
•	ナット
•	ガスケット

② 据付方法
次の図に従い、発信器および圧抜き用リングを据え付けてください。
•	ベント・ドレンプラグの向きに注意して据え付けてください。
•	据え付けに必要な部品（通しボルト、ナット、ガスケット）は、プロセス側フラ

ンジに合わせて用意してください。選定は、口径・圧力定格・使用温度などを
考慮してください。
•	漏れ防止のためにボルトは均等に硬く締めてください。

ナット（お客さま準備品）

受圧部（この絵はリモートシール形）

圧抜き用リング

通しボルト（お客さま準備品）

ナット（お客さま準備品）

ガスケット（お客さま準備品）

ガスケット（お客さま準備品）

図2-27 圧抜き用リングの据付方法の一例
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2-3 配　管
2-3-1 流量測定の配管（形 JTD）

（1）配管について
（i）はじめに

配管方法は本器の位置、パイプラインの設置状態などにより異なりますが、一般的には
3方マニホールド弁を使用し、必要に応じて延長用のエクステンション・パイプを接続し
ます。
JTDには高圧側と低圧側の配管接続口があるので、工事の際は注意してください。
3方マニホールド弁は別売です。

•	3方マニホールド弁（別売）
3方マニホールド弁には次に示す一般形があります。

図2-28 3方マニホールド弁

•	エクステンションパイプ（別売）

図2-29 エクステンション・パイプ
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（ii）本器の高圧側の表示
本器のセンタボディの高圧側には、高圧を示すHが表示してあるので、配管の際に必ず
確認してください。無印の側が低圧となります。

　　→
低圧側

←
高圧側

図2-30 センタボディ上の高圧側表示

（iii）使用配管の選択
プロセスからの導圧配管は、プロセス圧力などの条件により配管のスケジュール番号や
呼び厚さを決めてください。
例としては、1/2B、スケジュール番号80の鋼管があります。

（iv）必要な部品
配管には次の部品が必要です。配管例の図を参考にして用意してください。
•	3方マニホールド弁
•	配　管
•	元　弁
•	ユニオンまたはフランジ
•	ティー
•	ドレン弁
•	ガス抜きプラグ
•	コンデンサ（蒸気流量測定用導圧配管の場合だけ）
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（2）液体または気体流量測定の配管
（i）液体流量測定の場合の推奨配管例

本器がプロセス配管の差圧取り出し口より下にある場合の代表的な配管例を次に図示し
ます。
次の点をお守りください。

•	差圧取り出し部の配管は勾配をつけて取り出してください。 
図中の勾配記号  の意味：低位  高位

•	配管後、導圧管、3方マニホールド弁、発信器などに圧力漏れがないことを確認してく
ださい。

差圧取り出し口

オリフィス

高圧側低圧側

元弁

ガス抜きプラグ

勾配

勾配

勾配

プロセス配管（垂直）

元弁

オリフィス

ガス抜きプラグ

差圧取り出し口

3方マニホールド弁

低圧側 高圧側

ドレン弁

ドレン弁 ドレンプラグ

ティ－

勾配
勾配

勾配

プロセス配管（水平）

図2-31 液体流量測定の配管例
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（ii）気体流量測定の場合の推奨配管例
本器がプロセス配管の差圧取り出し口より上にある場合の代表的な配管例を次の図に示
します。
次の点をお守りください。

•	差圧取り出し部の配管は、1/10以上の勾配をつけて取りつけてください。 
図中の勾配記号   の意味：低位   高位

•	配管後、導圧管、3方マニホールド弁、発信器などに圧力漏れが起きないことを確認し
てください。

オリフィス
差圧取り出し口

元弁

ガス抜きプラグ

高圧側低圧側

勾配

勾配

プロセス配管（垂直）

オリフィス

差圧取り出し口

元弁

ガス抜きプラグ

ガス抜きプラグ

高圧側

低圧側

3方マニホールド弁

ティ－

勾配

勾配

プロセス配管（水平）

図2-32 気体流量測定の配管例
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（3）蒸気流量測定の配管
（i）推奨配管例

本器がプロセス配管の差圧取り出し口より下にある場合の代表的な配管例を次頁の図に
示します。次の点をお守りください。

•	差圧取り出し部の配管は1/10以上の勾配をつけて取りつけてください。 
図中の勾配記号  の意味：低  高位

•	配管後、導圧管、3方マニホールド弁、発信器などに圧力漏れが起きないことを確認し
てください。

•	垂直配管のとき、シールポットを図のように段違いの位置に設置すると、これまで生
じやすかった差圧計のゼロドリフトが予防できます。 
なお、この場合は従来行った3方マニホールド弁によるゼロ調整はできません。コンデ
ンサを滴水に段違い位置で生ずるゼロシフトは、CommStaffでゼロ調整を行います。

オリフィス
元弁

差圧取り出し口

高圧側低圧側

コンデンサ

勾配

勾配

勾配

プロセス配管（垂直）

オリフィス

元弁

差圧取り出し口

コンデンサ

高圧側

低圧側

ドレン弁

ドレン弁

ティー

勾配

勾配

勾配

3方マニホールド弁

ドレンプラグ

プロセス配管（水平）

図2-33 蒸気流量測定の配管例（本器がプロセス配管の差圧取り出し口より下にある場合）
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2-3-2 圧力測定の配管（形 JTD、JTG、JTA）
（1）配管について

（i）はじめに
本器の高圧側をプロセス配管に接続し、低圧側を大気開放にします。

（ii）本器の高圧側表示
本器のセンタボディの高圧側には、高圧を示すHが表示してあるので、配管の際に必ず
確認してください。無印の側が低圧となります。

図2-34 センタボディ上の高圧側表示

（iii）必要な部品
配管には次の部品が必要です。配管例の図を参考にして用意してください。
•	配　管
•	元　弁
•	ユニオンまたはフランジ
•	ティー
•	ドレン弁
•	ガス抜きプラグ
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（2）圧力測定の配管

（i）推奨配管例
気体圧力測定の配管例の代表的なものを示します。
次の点をお守りください。

•	圧力取り出し部の配管は垂直に取り付けてください。

•	配管後、導圧管、発信器などに圧力漏れが起きないことを確認してください。

ガス抜きプラグ

元弁

手元弁

ドレン弁

プロセス配管

ガス抜きプラグ

ティー

図2-35 圧力測定の配管
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（ii）配管方法
測定流体の配管方法はメータの据付位置、パイプラインなどの状態により異なります。
圧力計を用いた代表的な配管例を次に図示します。
次のように配管してください。

1. 導圧管ラインにT形接手を用います。

2. 導圧管入口とT形接手の間に元弁を設けます。

3. プロセスが水平配管の場合は圧力ラインのドレンが抜けるように匂配をつけます。 
注）高圧の場合は接手の規格・形状・管寸法・材料について注意してください。

4. プロセスからの配管はプロセス圧力等の条件により導管のスケジュール番号や呼び厚
さを決めてください。

図2-36 配管例

（iii）補助装置
① オイルシールおよびエアパージ 

測定流体が、懸濁液、高粘度、高温度や腐食性などで直接本器に導けない場合、シー
ルまたはパージを行います。シールやパージの方法については当社担当までお問い
合わせください。

② 脈動防止のための絞り弁 
プロセス流体に高速な脈動や、大きな圧力変動がある場合は、導圧管の途中に絞り
などを設けることで変動を抑えることができます。
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2-3-3 液位測定の配管（形 JTD、JTG）
（1）配管について

（i）はじめに
JTD発信器を用いてタンク内の液位を測定する場合、開放タンクか、密閉タンクかによ
り配管の方法が異なります。また、密閉タンクの場合、ガス・シール方式にするか（ドラ
イレグ）、液シール液方式にするか（ウェットレグ）によっても配管の方法が異なります。
JTG発信器を用いて液位測定を行う場合は、一般的に開放タンクでの測定となります。

（ii）形 JTDの高圧側の表示
JTDのセンタボディの高圧側には、高圧を示すHが表示してあるので、配管の際に必ず
確認してください。（無印の側が低圧となります）

低圧側 高圧側

図2-37 センタボディ上の高圧側表示

注意： 製品出荷時の銘板に記載のレンジのサプレッション量がスパンの1/2より大きい
場合、Hの表示は正面向かって左下側に刻印されます。この場合、プロセス接続
口の高圧側を発信器の正面向かって右側、Hの刻印がない無印のほうに接続して
ください。

例 レンジ：−50 ～ 20 kPaのとき
サプレッション＝50 kPa　スパン＝70 kPa
50>70/2＝35となりサプレッション量のほうが大きいので、Hの刻印は正面向
かって左下側、このとき、プロセス接続口の高圧側は右側となります。

また、付加仕様コードJT□･･･−･･･−･･･−□C7、『プロセス配管逆組み付け』
が選択されている場合も同様に、Hの刻印が正面向かって、左下側に刻印されます。
この場合、プロセス接続口の高圧側を左のHの刻印があるほうに接続します。

（iii）必要な部品
配管には次の部品が必要です。配管例の図を参考にして用意してください。
•	3方マニホールド弁
•	配　管
•	元　弁
•	ユニオンまたはフランジ
•	ティー
•	ドレン弁
•	ガス抜きプラグ
•	シールポット（密閉タンク、ウェットレグの場合だけ）
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（2）開放タンクの配管
（i）推奨配管例

開放タンクの場合は、本器の高圧側をタンク下部につなぎ、低圧側を大気開放にします。
配管後、導圧管、発信器、3方マニホールド弁などに圧力漏れのないことを確認してくだ
さい。
この場合の代表的な配管例を次に示します。
必ず本器の高圧側をタンク下部に接続してください。
また、本器は最小測定液面位より下部に据え付けてください。
 

液面
開放タンク

元弁

ドレンプラグ

3方マニホールド弁

JTD形発信器

低圧側
高圧側

大気開放

ティー

ドレン弁

液面
開放タンク

元弁

ドレンプラグ

ティー

JTG/JTA形
発信器

ドレン弁

図2-38 液位測定（開放タンク）の配管例
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（3）密閉タンクの配管
（i）ドライレグの推奨配管例

ドライレグの場合は、本器の高圧側をタンク下部につなぎ、低圧側をタンクのガスシー
ル用配管側につなぎます。
配管後、導圧管、発信器、3方マニホールド弁などに圧力漏れのないことを確認してくだ
さい。
JTD発信器を用いた場合の代表的な配管例を次に示します。
必ず発信器の高圧側をタンク下部に接続してください。
また、本器は最小測定液面位より下部に据え付けてください。

液面
ガス抜きプラグ

低圧側

高圧側

ガスシール用配管

元弁

元弁

ティー

ティー
ガス抜きプラグ

ドレン弁

ドレン弁

ティー

3方マニホールド弁

ドレンプラグ

図2-39 液位測定（密閉タンク・ドライレグ）の配管例
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（ii）ウエットレグの推奨配管例
ウエットレグの場合は本器の高圧側をタンクの液シール用配管側につなぎ、低圧側をタ
ンク下部につなぎます。
配管後、導圧管、発信器、3方マニホールド弁などに圧力漏れのないことを確認してくだ
さい。
JTD発信器を用いた場合の代表的な配管例を次に示します。必ず発信器の高圧側をタン
ク上部に接続してください。
また、本器は最小測定液面位より下部に据え付けてください。

液シール用配管

3方マニホールド弁

ドレンプラグ

ガス抜きプラグ

元弁

元弁

高圧側

低圧側

ドレン弁

ドレン弁

シール・ポット
液面

図2-40 液位測定（密閉タンク・ウェットレグ）の配管例
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2-4 電気配線
2-4-1 一般形の配線

（1）はじめに
ここでは防爆基準の適用を受けない配線について説明します。
防爆形の場合は、ここでの説明に加えて後述の耐圧特殊防爆形と本質安全防爆形の場合
の説明をそれぞれ参照して工事を行ってください。

（2）配　線
配線は次の図を参照して行ってください。

一般配線
Supply －

DC 電源
＋

－

DC 電源
＋

－

外部メータ
＋

－

負荷抵抗

負荷抵抗

ジャンパ板 接地

Supply ＋

（CHK－／ S－端子） （S＋端子）

Meter －

接地

Meter ＋（CHK－／ M－端子）
（M＋端子）

外部メータ接続配線

Supply －

DC 電源
＋

－

DC 電源
＋

－

外部メータ
＋

－

負荷抵抗

負荷抵抗

ジャンパ板 接地

Supply ＋

（CHK－／ S－端子） （S＋端子）

Meter －

接地

Meter ＋（CHK－／ M－端子）
（M＋端子）

 注：高負荷抵抗（10Ωより大きい場合）の外部指示計を使う際は、オプションの選定が必要です。

図2-41 配　線

注意
本製品の電源には、過電流保護機能付きの電源を使用してください。

CommStaffとの通信には、外部負荷抵抗が250Ω以上必要です。受信
計器側の負荷抵抗合計が250Ω以下の場合は、必要な抵抗をループに挿
入してください。

外部メータに当社の現場形指示計（NWS300、NWS35）を使う場合は、
本器の形番の付加仕様で「B7」（現場メータ（高負荷抵抗）取り付け用）が
指定されていることを確認してください。また、接続方法の詳細について
は、使用する外部メータの取扱説明書をご覧ください。
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（3）配線用配管
発信部ケースへの配線の引き込みは、次のように行ってください。
•	本器の端子部への配線の引き込みは、本器横のコンジット穴（G1/2めねじ）にコンジッ

トパイプを取りつけ、ここを通してください。
•	雨水などの本器への侵入を防止するため、コンジット接続部はシール剤またはシール

プラグにより塞いでください。
•	配線のケーブルは、本器の本体に下方から入るように設置してください。
•	必要に応じて電気配線方向変更用エルボ（付加仕様 に示してあるG1、G2またはG3）を

使用してください。

（4）接　地
接地端子は本器内部の端子台と外部の2カ所にありますので、どちらかを接地してくだ
さい。
•	接地端子はD種接地（接地抵抗100Ω以下）、もしくはより良質の接地に接続してください。
•	防爆形の場合は、必ず接地工事が必要です。
•	発信器近傍で溶接工事がある場合の注意

溶接機および溶接電源変圧器の接地は直接行い、発信器設置用のスタンションパイプ
への接地は行わないでください。溶接電流の影響を受ける場合があります。
•	外部接地配線は、2枚の平座金の間に端子を入れてください。（ハウジングに直接付け

ないでください）

（5）供給電源と外部負荷抵抗
本器の場合の外部負荷抵抗と、使用する電源電圧との関係は、次の図の斜線の範囲内と
なるように決める必要があります。外部の負荷抵抗とは、ループを構成するケーブルの
抵抗、途中に接続する計器の内部抵抗など、本器の出力端子に接続される抵抗の総和と
なります。
この図の横軸は本器の供給電源電圧、縦軸は外部負荷抵抗値です。

1482

1345

限界動作範囲

正常動作範囲
245

0 12.5 17.9 42 45

供給電圧 E（DC V）

負
荷

抵
抗

 R（
Ω

） R＝
E－12.5
0.0219

図2-42 供給電源電圧と外部負荷抵抗の関係
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（6）ケース・カバーの開閉方法
ケース・カバーを開閉する際には以下の点に注意してください。

本器はケース・カバーと発信部ケースの間に隙間がない状態を作ることで外気に対する
シール性が確保できる構造となっています。
ケース・カバー締付トルク目安：10 〜 15 N·m

10 N·m（≒100 kgf/cm）のイメージ

10cm 

10kgf

ケース・カバーの中心から10 cmの位置に
10 kgfの力を加えると約10 N·mになります。

ケース・カバーを閉じるときに過剰な力を加えないように注意してください。ケース・
カバーを必要以上のトルクで締めると、以下のようなことが起こるおそれがあります。

•	ケース・カバーを開けるときに大きな力が必要となり、開けるのが困難となります。

•	機器の別の部位を損傷するおそれがあります。（例：発信部ケースとセンタボディの接
合部が緩んでしまう、アルミ製の発信部ケースが割れる、など）

•	ケース・カバーの溝に工具をかけて過剰な力で締めると、工具が滑りけがをする危険
性があります。

•	ケース・カバーの溝に工具をかけて過剰な力で締めると、工具が滑りケース・カバー
の塗装を剥がすおそれがあります。

長い工具（棒）をケース・カバーの溝にかけて開閉すると、少ない力でも大きなトルクが
かかります。長い工具を使用する場合は、ケース・カバーの近くを持って回してください。

ケース・カバーの近くを持って回して
ください。

ケース・カバーから距離のあるところ
を持って回すと、少ない力で大きなト
ルクが生じるため（てこの原理）、絶対
に行わないでください。
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2-4-2 耐圧防爆形の配線

（1）指　針
耐圧防爆形の配線については、2-4-1 一般形の配線の説明と以下の説明を参照して工事を
行ってください。詳細は、独）労働安全衛生総合研究所「ユーザーのための工場防爆設備
ガイド」、「工場電気設備防爆指針−国際規格に整合した技術指針2008」を参照してくだ
さい。

注意
本器に付属の耐圧パッキン式ケーブル・アダプタは、発信器ケースの一
部として検定試験を行い、合格の証明を得ています。したがって、付属
のケーブル・アダプタ以外のものとの組み合わせで外部配線の引き込み
を行った場合は、防爆の保証がありませんので十分ご注意ください。

ケースカバーは最後まで十分に締めつけ、錠締めしてください。

防爆形は発信部ケースの蓋に錠締をすることが義務付けられています。

（2）錠締め
本器は錠締構造となっています。まずM3の六角レンチを使用して発信器ケースの錠締を
外してから配線を行います。

錠締

図2-43 発信器ケースの錠締め

（3）外部配線の引き込み
本器へのケーブルの引き込みには、必ずメーカー指定の次の図に示す耐圧パッキン式ケー
ブルグランド（オプション）を使用してください。そのための接続スペースを確保してく
ださい。また、周囲温度が50 ℃を超える場合、配線に使用するケーブルは最高許容温度
が周囲温度より10 ℃以上高いものを使用してください。

図2-44 耐圧パッキン式ケーブルグランド



2-41

2-5 プロセス接続口の位置変更
2-5-1 プロセス接続口の上下位置を変更する（形 JTD、JTG、JTA、JTC）

（1）はじめに
JTD、JTG、JTA、JTCのセンタボディカバーのプロセス接続口の上下位置は、形番選
定された位置（上部または下部）となっていますが、変更することができます。ここでは
本器の下部に付いているプロセス接続口を、上部へ変更する場合について説明します。

アダプタ・フランジ

プロセスコネクタ・
ガスケット

ベント・ドレンプラグ

図2-45 プロセス接続口の上下位置変更

◆手順◆
① 高圧側、低圧側のアダプタフランジを固定しているボルト4本を外します。

② 高圧側、低圧側のベント・ドレンプラグ2本を外します。

③ 2個のアダプタフランジを本器の上部にボルトで固定します。このときプロセスコ
ネクタ・ガスケットを忘れないように気をつけてください。 
ボルトは下記の規定トルクで締め付けてください。

規定トルク： SNB7/SUS630 20±1 N·m
 SUS304 10±0.5 N·m

④ ベント・ドレンプラグ2本のねじ部にシールテープを巻き、潤滑剤を吹きつけます。

⑤ ベント・ドレンプラグを本器の下部に締め込みます。 
プラグは規定トルクで締め付けてください。

規定トルク： 5±0.3 N·m

上部から下部へ移動する場合も同様の手順で行います。
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ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
さて、本資料により当社製品（システム機器、フィールド機器、コントロールバルブ、制御機器）をご注文・ご使用いただ
く際、見積書、契約書、カタログ、仕様書、取扱説明書などに特記事項のない場合には、次のとおりとさせていただきます。

1.	 保証期間と保証範囲
1.1	 保証期間

当社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後１年とさせていただきます。
1.2	 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により故障が生じた場合は、納入した製品の代替品の提供または修理対応品の
提供を製品の購入場所において無償で行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外
させていただきます。
①	お客さまの不適当な取り扱い	ならびに	ご使用の場合	
（カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守）

②	故障の原因が当社製品以外の事由の場合
③	当社	もしくは	当社が委託した者以外の改造	または	修理による場合
④	当社製品の本来の使い方以外で使用の場合
⑤	当社出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった場合
⑥	その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社は、当社製品の故障により誘発される
お客さまの損害につきましては、損害の如何を問わず一切の賠償責任を負わないものとします｡

2．	 適合性の確認
お客さまの機械・装置に対する当社製品の適合性は、次の点を留意の上、お客さま自身の責任でご確認ください。
①	お客さまの機械・装置などが適合すべき規制・規格	または	法規
②	本資料に記載されているアプリケーション事例などは参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の
機能や安全性をご確認の上ご使用ください。

③	お客さまの機械・装置の要求信頼性、要求安全性と当社製品の信頼性、安全性の適合
当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に部品・機器は	ある確率で故障が生じることは避
けられません。当社製品の故障により、結果として、お客さまの機械・装置において、人身事故、火
災事故、多大な損害の発生などを生じさせないよう、お客さまの機械・装置において、フールプルー
フ設計（※1）、フェールセーフ設計（※2）（延焼対策設計など）による安全設計を行い要求される安全の作
り込みを行ってください。さらには、フォールトアボイダンス（※3）、フォールトトレランス（※4）などに
より要求される信頼性に適合できるようお願いいたします。

※1.	フールプルーフ設計：人間が間違えても安全なように設計する
※2.	フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する
※3.	フォールトアボイダンス：高信頼度部品などで機械そのものを故障しないように作る
※4.	フォールトトレランス：冗長性技術を利用する

3.	 用途に関する注意制限事項
3.1	 用途に関する制限事項

原子力・放射線関連設備でご使用の場合は、以下の表に従ってください。
原子力品質（※5）要 原子力品質（※5）不要

放射線管理区域（※6）内 使用不可（原子力向けリミットスイッチ（※7）を除く）使用不可（原子力向けリミットスイッチ（※7）を除く）

放射線管理区域（※6）外 使用不可（原子力向けリミットスイッチ（※7）を除く）使用可

※5.	原子力品質：JEAG	4121に適合すること
※6.		放射線管理区域：「電離放射線障害防止規則：第三条」「実用発電原子炉の設置、運転等に関する

規則：第二条	2	四」「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件：第四条」等で設定要件が
定められている

※7.		原子力向けリミットスイッチ：IEEE	382かつJEAG	4121に従って設計・製造・販売されるリミッ
トスイッチ

医療機器には、原則使用しないでください。
産業用途製品です。一般消費者が直接設置・施工・使用する用途には利用しないでください。なお、一部製品
は一般消費者向け製品への組み込みにご利用になれますので、そのようなご要望がある場合、まずは当社販売
員にお問い合わせください。

3.2	 用途に関する注意事項
次の用途に使用される場合は、事前に当社販売員までご相談の上、カタログ、仕様書、取扱説明書などの技術
資料により詳細仕様、使用上の注意事項などを確認いただくようお願いいたします。
さらに、当社製品が万が一、故障、不適合事象が生じた場合、お客さまの機械・装置において、フールプルーフ設計、
フェールセーフ設計、延焼対策設計、フォールトアボイダンス、フォールトトレランス、その他保護・安全回
路の設計および	設置をお客さまの責任で実施することにより、信頼性・安全性の確保をお願いいたします。



①	カタログ、仕様書、取扱説明書などの技術資料に記載のない条件、環境での使用
②	特定の用途での使用

＊	原子力・放射線関連設備	
【放射線管理区域外かつ原子力品質不要の条件での使用の際】	
【原子力向けリミットスイッチを使用する際】

＊	宇宙機器／海底機器
＊	輸送機器	
【鉄道・航空・船舶・車両設備など】

＊	防災・防犯機器
＊	燃焼機器
＊	電熱機器
＊	娯楽設備
＊	課金に直接関わる設備／用途

③	電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が
必要な設備

④	公官庁	もしくは	各業界の規制に従う設備
⑤	生命・身体や財産に影響を与える機械・装置
⑥	その他、上記①～⑤に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

4.	 長期ご使用における注意事項
一般的に製品を長期間使用されますと、電子部品を使用した製品やスイッチでは、絶縁不良や接触抵抗の増大
による発熱などにより、製品の発煙・発火、感電など製品自体の安全上の問題が発生する場合があります。
お客さまの機械、装置の使用条件・使用環境にもよりますが、仕様書や取扱説明書に特記事項のない場合は、
10年以上は使用しないようお願いいたします。

5.	 更新の推奨
当社製品に使用しているリレーやスイッチなど機構部品には、開閉回数による磨耗寿命があります。
また、電解コンデンサなどの電子部品には使用環境・条件にもとづく経年劣化による寿命があります。当社製
品のご使用に際しては、仕様書や取扱説明書などに記載のリレーなどの開閉規定回数や、お客さまの機械、装
置の設計マージンのとり方や、使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に特記事項のな
い場合は5～10年を目安に製品の更新をお願いいたします。
一方、システム機器、フィールド機器（圧力、流量、レベルなどのセンサ、調節弁など）は、製品により部品
の経年劣化による寿命があります。経年劣化により寿命ある部品は推奨交換周期が設定してあります。推奨交
換周期を目安に部品の交換をお願いいたします。

6.	 その他の注意事項
当社製品をご使用するにあたり、品質・信頼性・安全性確保のため、当社製品個々のカタログ、仕様書、取扱
説明書などの技術資料に規定されています仕様（条件・環境など）、注意事項、危険・警告・注意の記載をご理
解の上厳守くださるようお願いいたします。

7.	 仕様の変更
本資料に記載の内容は、改善その他の事由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
お引き合い、仕様の確認につきましては、当社支社・支店・営業所	または	お近くの販売店までご確認くださる
ようお願いいたします。

8.	 製品・部品の供給停止
製品は予告なく製造中止する場合がありますので、予めご了承ください。製造中止後は保証期間内においても
納入した製品の代替品を提供できない場合があります。
修理可能な製品について、製造中止後、原則5年間修理対応いたしますが修理部品がなくなるなどの理由でお
受けできない場合があります。
また、システム機器、フィールド機器の交換部品につきましても、同様の理由でお受けできない場合があります。

9.	 サービスの範囲
当社製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は、別途費用を申し
受けます。
①	取り付け、調整、指導	および	試運転立ち会い
②	保守・点検、調整	および	修理
③	技術指導	および	技術教育
④	お客さまご指定の条件による製品特殊試験	または	特殊検査

なお、原子力管理区域（放射線管理区域）および被爆放射能が原子力管理区域レベル相当の場所においての上
記のような役務の対応はいたしません。
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