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配線要領書

このたびは当社製品をご購入いただき、まことにありがとう
ございます。この設置要領書には、製品を安全に正しくご使
用いただくための必要事項が記載されております。当社製品
を担当される方は、必ずお読みになり、理解したうえでご使
用ください。いつもお手元においてご活用ください。

お願い
この設置要領書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に
確実に届くようにお取りはからいください。
この設置要領書の全部、または一部を無断で複写、または転
載することを禁じます。この設置要領書の内容を将来予告な
しに変更することがあります。
この設置要領書の内容については、万全を期しておりますが、
万一ご不審な点や記入もれなどがありましたら、当社までご
連絡ください。
お客さまが運用された結果につきましては、責任を負いかね
る場合がございますので、ご了承ください。
 ©2015–2021 Azbil Corporation. All Rights Reserved.

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、取り扱い上、気を付けていただき
たい「注意」を表す内容です。

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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 ■ 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、回路焼損に
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。
取り付けや結線は安全のため、計装工事、電気工事な
ど専門の有資格者で技術を有する人が行ってください。
配線については、内線規程、電気設備技術基準に従っ
て施工してください。
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 ● バックライト用電源
DC24 V/2線式（ループ電源仕様/形番：1A）はバックライト
が使用できます。バックライト電源はDC12 〜 36 V、35 mA
以下としてください。なお、バルス出力回路に使用する印加電
圧を併用することもできます。

 ● 分離形の配線

1）設置場所
分離形変換器は使い勝手の良い、手が届きやすい場所に設置し
てください。設置するときは、それぞれのコンジット穴に本器
に付属された専用ケーブルグランド、または専用シールプラグ
を使用してください。

2）設置時の注意事項
検出器部の端子箱と分離形のハウジング間に使用する専用ケー
ブルには、末端部に負荷を掛けないようにする必要があるため、
余裕（たるみ）を持たせてください。
専用ケーブルの途中での切断および延長は行わないでくださ
い。ご購入後、そのまま設置していただいても構いませんが、
ケーブル外皮を障害から守るための電線管やケーブルダクトを
通す場合は、以下の手順で行ってください。

◆手順◆
① 検出器部の端子箱内部にある端子台からケーブルを取り外

します。変換器ハウジング側から専用ケーブルを取り外さ
ないでください。必ず検出器側のケーブルを取り外してく
ださい。

② ケーブルグランドを緩め、専用ケーブルを引き抜きます。
③ 専用ケーブルを電線管、またはケーブルダクトなどに通し

ます。
④ 電線管、またはケーブルグランドを通した専用ケーブルを

元に戻します。ケーブルをケーブルグランドに通して変換
器部のコンジット穴を通し、ケーブルグランドを締め付け
ます。

⑤ ラベルが貼付された各導線を接続箱の端子台上の対応する
端子位置へ、元の位置に再接続します。各導線のシールド
線を接続します。

 ■ 形番：1A（ループ電源仕様）
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 ■ DC24 V/2線式（ループ電源仕様/形番：1A）の配線
端子台ねじの締付トルク：0.5 〜 0.6 N·m

 ● 電　源
電源線の太さ：AWG10 〜 20（先端の被覆を7 mmほど除去し
て使用します）
使用できるケーブルの耐熱温度：85℃
端子台側のハウジングカバーを固定している錠締用ねじを緩
め、ハウジングカバーを外します。
電源線を端子台の「LOOP POWER＋」と「LOOP POWER−」
に接続します。

 取り扱い上の注意
• 電源投入後、約10秒間は出力が不定状態になります。

 ● 4–20 mA出力
本器に使用する電源電圧には、電源入力端子上において、最低
DC 12Vが必要です。電流出力時の最大負荷抵抗は図1に示す
ように、供給電圧に応じて決定されます。
DC4–20 mAの出力回路にはフォトカプラを使用し、絶縁出力
となっています。

 ● パルス出力
下記に示した電流および電力以上の印加をすると、本器の故障
の原因になります。
• パルス出力回路に付される負荷抵抗は10 kΩ以下とすること。
• パルス出力回路を流れる電流は40 mA以下とすること。
• 電流と負荷抵抗との間に掛けられる電力は320 mW以下とす

ること。

パルス出力回路には、DC5 〜 36 Vの電源が必要です。
パルス出力回路には、フォトカプラが使用され、単極のノーマ
ルオープン構造（定格：公称200 V、160Ω）となっています。
これは、フォトカプラが160Ωの公称オン抵抗を持ち、出力端
子を通じて耐えられる最大電圧が200 Vであることを示してい
ます。
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 ■ 形番：2B/2D（外部DC電源仕様）
 ●上段端子台/パルス出力、周波数出力、アラーム出力の
配線（絶縁出力の場合）

 ●下段端子台/電源、4–20 mA出力の配線（絶縁出力の場合）
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 ■ DC電源仕様（形番：2B、2D）の配線
端子台ねじの締付トルク：0.5 〜 0.6 N·m

 ● 電　源
電源線の太さ：AWG10 〜 20（先端の被覆を7 mmほど除去し
て使用します）
使用できるケーブルの耐熱温度：85℃
使用できる電源：DC18 〜 36 V、300 mA、9 W以下
端子側のハウジングカバーを固定している錠締用ねじを緩め、
ハウジングカバーを外します。電源線を端子台の「DC PWR＋」
と「DC PWR−」に接続します。

 取り扱い上の注意
• 電源投入後、約10秒間は出力が不定状態になります。

 ● 4–20 mA出力
本器外部電源仕様の形番：2Bには、4-20 mA出力回路が1つ搭
載されています。また、形番：2Dには、4-20 mA出力回路が
3つ搭載されています。
形番：2B、2Dに使用する電源電圧には、電源入力端子上にお
いて、最低DC112 Vが必要です。電流出力時の最大負荷抵抗
は図1に示すように、供給電圧に応じて決定されます。なお、
DC4-20 mAの出力回路には、フォトカプラを使用し、絶縁出
力となっています。

 ● パルス出力
下記に示した電流および電力以上の印加をすると、本器の故障
の原因になります。
• パルス出力回路に付される負荷抵抗は10 kΩ以下とすること。
• パルス出力回路を流れる電流は40 mA以下とすること。
• 電流と負荷抵抗との間に掛けられる電力は320 mW以下とす

ること。

パルス出力回路には、DC5 〜 36 Vの電源が必要です。
パルス出力回路には、フォトカプラが使用され、単極のノーマ
ルオープン構造（定格：公称200 V、160Ω）となっています。
これは、フォトカプラが160Ωの公称オン抵抗を持ち、出力端
子を通じて耐えられる最大電圧が200 Vであることを示してい
ます。

＊1　負荷の大きさは図1を参照のこと。
＊2　形番2Bでは使用できません。
＊3　周波数出力、パルス出力、アラーム出力だけを使用する場合でも、つねにDC POWER＋/−の電源については結線する必要があります。

 ● 警報出力
本器外部電源仕様の形番：2Bには、警報出力が1つ搭載されて
います。また、形番：2Dには、警報出力回路が3つ搭載されて
います。
警報出力回路には、DC5 〜 36 Vまでの電源が必要です。
警報出力回路には、フォトカプラが使用され、単極のノーマル
オープン構造（定格：公称200 V、160Ω）となっています。
これは、フォトカプラが160Ωの公称オン抵抗を持ち、出力端
子を通じて耐えられる最大電圧が200 Vであることを示してい
ます。なお、当フォトカプラに印加できる電流および電力は、
下記のことを遵守してください。
下記に示す電流および電力以上の印加をすると、本器の故障の
原因になります。
• 警報出力回路に付される負荷抵抗は、10 kΩ以下とすること。
• 警報出力回路を流れる電流は、40 mA以下とすること。
• 電流と負荷抵抗との間に掛けられる電力は、320 mW以下と

すること。

 ● 周波数出力
周波数出力は外部カウンタに入力されるときに使用されます。
周波数出力は1から10 kHzの間で、質量流量、体積流量、流体
温度、流体圧力、および密度のどれかを比例して出力します。
周波数出力回路には、DC5 〜 36 Vまでの電源が必要です。
なお下記に示す電流、および電力以上を印加すると本器の故障
の原因となります。
• 周波数出力回路を流れる電流は40 mA以下とすること。
• 印加される電力は200 mW以下とすること。

周波数出力回路は本器の電気部品と電源から絶縁されていま
す。なお、周波数出力の接続には、以下の2つがあります。
• 外部電源（形番：2B、2Dの直流電源ユニット）において、

供給電源を周波数出力用電源として併用する場合

形番：2B、2Dの直流電源ユニットに限ります。
周波数出力に使用する電源が、流量計の電源からきていること
を考慮に入れて使用してください。
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（33）本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

〔ご注意〕この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
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東 北 支 店
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中 国 支 店
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☎

〈アズビル株式会社〉　https://www.azbil.com/jp/

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際しての
ご承諾事項」を必ずお読みください。
https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html

警報出力回路には、DC5 〜 36 Vまでの電源が必要です。
警報出力回路には、フォトカプラが使用され、単極のノーマル
オープン構造（定格：公称200 V、160Ω）となっています。
これは、フォトカプラが160Ωの公称オン抵抗を持ち、出力端
子を通じて耐えられる最大電圧が200 Vであることを示してい
ます。なお、当フォトカプラに印加できる電流および電力は、
下記のことを遵守してください。下記に示す電流および電力以
上の印加をすると、本器の故障の原因になります。
• 警報出力回路に付される負荷抵抗は、10 kΩ以下とすること。
• 警報出力回路を流れる電流は、40 mA以下とすること。
• 電流と負荷抵抗との間に掛けられる電力は、320 mW以下と

すること。

 ● 周波数出力
周波数出力は外部カウンタに入力されるときに使用されます。
周波数出力は1から10 kHzの間で、質量流量、体積流量、流体
温度、流体圧力、および密度のどれかを比例して出力します。
周波数出力回路には、DC5 〜 36 Vまでの電源が必要です。
なお下記に示す電流、および電力以上を印加すると本器の故障
の原因となります。
• 周波数出力回路を流れる電流は40 mA以下とすること。
• 印加される電力は200 mW以下とすること。

周波数出力回路は本器の電気部品と電源から絶縁されています。

 ■ 形番：3B/3D（外部AC電源仕様）
 ●上段端子台/パルス出力、周波数出力、アラーム出力の
配線（絶縁出力の場合）

 ●下段端子台/電源、4–20 mA出力の配線（絶縁出力の場合）
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＊1負荷の大きさは図1を参照してください。
＊2負荷の大きさは図2を参照してください。
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 ■ AC電源仕様（形番：3B、3D）の配線
端子台ねじの締付トルク：0.5 〜 0.6 N·m

 ● 電　源
電源線の太さ：AWG10 〜 20（先端の被覆を7 mmほど除去し
て使用します）
使用できるケーブルの耐熱温度：85℃
使用できる電源：AC85 〜 240 V（50/60 Hz）、5 W以下
端子側のハウジングカバーを固定している錠締用ねじを緩め、
ハウジングカバーを外します。電源線を端子台の「HOT」と

「NEUT」に接続します。接地線を安全接地用端子に接続します。

 取り扱い上の注意
• 電源投入後、約10秒間は出力が不定状態になります。

 ● 4-20mA出力
本器外部電源仕様の形番：3Bには、4-20 mA出力回路が1つ搭
載されています。また、形番：3Dには、4-20 mA出力回路が
3つ搭載されています。
形番：3B、3Dに使用する電源電圧には、電源入力端子上にお
いて、最低DC112 Vが必要です。電流出力時の最大負荷抵抗
は図1に示すように、供給電圧に応じて決定されます。なお、
DC4-20 mAの出力回路には、フォトカプラを使用し、絶縁出
力となっています。

 ● パルス出力
下記に示した電流および電力以上の印加をすると、本器の故障
の原因になります。
• パルス出力回路に付される負荷抵抗は10 kΩ以下とすること。
• パルス出力回路を流れる電流は40 mA以下とすること。
• 電流と負荷抵抗との間に掛けられる電力は320 mW以下とす

ること。

パルス出力回路には、DC5 〜 36 Vの電源が必要です。
パルス出力回路には、フォトカプラが使用され、単極のノーマル
オープン構造（定格：公称200 V、160Ω）となっています。これは、
フォトカプラが160Ωの公称オン抵抗を持ち、出力端子を通じて
耐えられる最大電圧が200 Vであることを示しています。

 ● 警報出力
本器外部電源仕様の形番：3Bには、警報出力が1つ搭載されて
います。また、形番：3Dには、3つの警報出力回路が3つ搭載
されています。 発行年月：2015年  8月 初　版

改訂年月：2021年 4月 第2版


