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Fig. 1: SWC5090 Main Window. 

1. はじめに 
SWC5090（ソフトウエア）は D5072D/D5072S 形温度センサ用本質安全防爆バリアのコンフィギュレーション ( 設
定 ) を行う専用ソフトウエアです。以下のことができます。 コンピュータの COM ポート (USB) 経由で D5072D/
D5072S の設定パラメータの読み書き。

  バックアップ用のハードディスク等へのデータ保存 (.cfg) と復元
  ＣＯＭポート経由 (USB) による入力値をモニタリング
  モニタリング・セッションの記録とデータのファイルへの保存 

1-1. SWC5090 ソフトウエアの入手 

D5072D/D5072S 形のコンフィギュレーション ( 設定 ) を行うには別売のオプションの USB ポート用 PPC5092 ア
ダプタが必要です。ご購入頂きますとソフトウエア CD が付属していますので、それを使用して頂くか、または
GM International 社のホームページから最新バージョンが無償でダウンロードできます。 
 サイトは www.gmintsrl.com  です。 

1-2. SWC5090 ソフトウエアを使用してコン

フィギュレーション ( 設定 ) できる機種は D5072D/
D5072S 以外にも以下にリストアップした機種にも使
用できます。その中から D5072D/D5072S を選択して
使用してください。

  温度変換器：D5072D/D5072S、、D5273S, D6072D, 
D6072S, D6273S

   スマート形セーフティリレー：D5293S, D5294S
   デジタル入力：D5231E,D6231E  

1-3. コンフィギュレーション ( 設定 ) に必要
な環境条件

  Pentium class プロセサー　200MHz 以上
  800 x 600 ピクセルの画面解像度以上
  256MB RAM 以上
  USB ポート：１
  Microsoft Windows OS
  コンフィギュレーション ( 設定 ) には Fig. ２と Fig.

３のアダプター (PPC5092) と miniUSB ケーブル
（PPC5092 に付属）が必要です。また、PPC5092

アダプターのドライバーが必要です。

1-4. PPC5092 USB-to-MiniUSB アダプターのド
ライバのインストールについて

以下の３つ方法の一つをユーザーは選択してドライバをインストールください。
A. SWC5090 driver directory にある ppc5092.exe ファイルを起動します。
B. " Programs Menu/SWC5090 drirectory" にある " Install PPC5092 " link をクリックします。
C. Menu/SWC5090 software にある " ？ ” の中にある ”Install PPC5092 drivers" をクリックします。

Fig. 1　SWC5090 ソフトウエア　メインウィンドウ画面

Fig. ２ PPC5092 アダプター Fig.3  MINI-USB ケーブル
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2.  SWC5090ソフトウエアのメインウィンドーについて 

スタートアップ時にはSWC5090ソフトウエアのメインウィンドウが表示されます。 
製品モジュール(D5072D/D5072S)が既に付属ケーブルにてコンピュータに接続されている場合、SWC5090ソフ
トウエアにより自動的に検出され、ユーザーにそのモジュールのパラメータを直接読み取る（READ)かどうかの
問合せがあります。また、COMポートも以降のセッションに使用するために自動的にコンフィギュレーション 
(設定)ファイルに設定されます。スタートアップ時に製品モジュールが接続されていない場合、ユーザーは以下
の選択ができます。

  メニュー（MENU)の[モジュール(MODULE)]からコンフィギュレーション (設定)するモジュール、即ち温度変換
器（D5072D/D5072S)を選択し、OFFLINE設定の選択。

  メニュー（MENU) の [FILE] ➡ [OPEN] と進み、OFFLINE でファイルに保存された設定パラメータの読み取り（READ)
を選択。

  SWC5090 ソフトウエアをスタートアップしてからモジュール (MODULE) を接続した場合には、ユーザーは画面
右上のボタン [Read from Module] を手動でクリックして現在のモジュール (MODULE) の設定パラメータを読み
込めます。 

3. メインメニュー (Main Menu) 

メインメニュー (Main Menu)（Fig.4 参照）は次の入り口があります。

3-1. [File]
  Open: ローカルのバックアップ・ハードウエアからコンフィギュレー

ション ( 設定 ) データをアップロードします。
  Save: 現在のローカルのバックアップ・ハードウエアにコンフィギュレー

ション ( 設定 ) データを保存します。
  Save as... : 異なるローカルのバックアップ・ハードウエアにコンフィギュ

レーション ( 設定 ) データを保存します。
  Print Preview: 印刷するコンフィギュレーション ( 設定 ) レポートのスク

リーン・プレビューができます。
  Print: コンフィギュレーション ( 設定 ) レポートが印刷できます。
  Exit: コンフィギュレーション ( 設定 ) ソフトウエアを終了します。

3-2. [Settings]
  Serial( シリアル）： 

COM ポート設定画面（Fig.5 参照）において、ユーザーはトップのドロッ
プダウン・メニューから PPC5092 の COM ポートを選択できます。モ
ジュール（MODULE）との接続状態のテストは [Test Port COM#] を押す
ことで行えます。最後に [Update Com Port & Exit] ボタンをクリックし
て COM ポートを更新、または [Exit without changes]（変更しないで終了）
ボタンをクリックできます。

  MODBUS（モドバス）： 
MODBUS（モドバス）の設定画面（Fig.6 参照）において、ユーザーはモジュールの MODBUS アドレスを 1~247
から設定したり、MODBUS のボーレートを 4800, 9600,19200,38400, 57600 及び 115200bps から選択したり、
さらに MODBUS のフォーマットを ”no parity 1 stop bit, even parity 1stop bit, odd parity 1 stop bit” から選択で
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きます。変更された値を [OK] ボタンを押して更新するか、または [Cancel] ボタンを押します。
  Temperature Scale (D5072 変換器のみ適用）： 

℃または℉を選択します。設定はコンフィギュレーション・ ファイルに保存されます。

3-3. [ モジュール（MODULE）]:
  [Select Model]:　OFFLINE 設定時にモジュール (MODULE) 画面から

コンフィギュレーション ( 設定 ) するモジュール (MODULE) 型式、
即ち、D5072D/D5072S を選択します。（Fig.10 参照）

  [Show Identification]: 計測とオプションコード及びソフトウエアと
ハードウエアのバージョンを表示します。 
モジュール (MODULE) の読み込みが正しく行われた後のみ
Identification が得られます。

  [Load Factory Settings]: 該当モジュール、即ち D5072D/D5072S の
工場出荷時のデフォルト・パラメータをソフトウエア画面に表示し
ます。

3-4. [ ? ]:
  [Show EULA]: End User License Agreement ( エンドユーザーのライセンス契約）が表示され、コピーは保存でき

ます。
  [Help]:　PDF フォーマットのヘルプ画面が開きます。
  [About SWC5090]:　現在の SWC5090 ソフトウエアのリリースバージョンを表示します。
  [Updates]:　”Update Manager window”（Fig.7 参照）画面において、ユーザーは GM International 社のデータベー

スから "Last Released Version" と "Running Version" を自動的に確認できます。更新するには "Update" ボタンを
押します。更新しない場合は "Exit" ボタンを押します。

3-5. メニュー画面の右上端にショートカットボタン、"Read from Module"( 読み込み）,"Write 
to Module"（書き込み）が提供されています。最初のボタンをおしますと現在保存されているコンフィギュ

レーション ( 設定 ) 値、MODBUS 設定値及び Tag 番号をモジュール（D5072D/D5072S) から読み込み表示されます。
この操作は画面のコンフィギュレーション ( 設定 ) を上書きすることになるため、ユーザーに対して確認メッセー
ジが表示されます。"Write to Module" ボタンを押しますとコンフィギュレーション （設定）画面に表示されてい

るコンフィギュレーション ( 設定 ) 値、MODBUS 設定及び Tag（タグ）値がモジュール (D5072D/D5072S) に書
き込み保存されます。このことにより以前保存された設定値は上書きされます。 
 
全てのコンフィギュレーション （設定）機能は OFFLINE 時（Monitor 又は Logger が動作していない時）のみに
可能です。即ち、ON 時は [Monitor] と [Data Logger] を STOP( 停止）してから設定ください。特に、"Write to 
Module" ボタンはコンフィギュレーション （設定）値をモジュールから又はバックアップ・ファイルから正しく
読み取った場合のみ動作します。 

4. Bottom Bar ( 下端バー） 

Bottom Bar （下端バー）（Fig.8 参照）には状況を示す "Status bar", 操作の進行を表示する "progress bar" 及び現在の
日付と時間の表示が含まれています。 
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5. アプリケーション画面 

SWC5090 ソフトウエア画面の中央にアプリケーション画面が表示されおり、モジュールの型式ごとに 
異なっています。アプリケーション画面ではユーザーはフィールドデータの読み込み、データ範囲など多くのことを
コンフィギュレーション （設定）できます。 

5-1. モジュール型式、D5072D/D5072S のアプリケーション画面
D5072D/D5072S は 2 チャンネル形の本質安全防爆仕様の汎用温度変換器です。
アプリケーション画面は以下のグループに分かれています。

  Configuration( コンフィギュレーション )
• Input( 入力） 
• Output ( 出力 )
• Alarm( 警報）

  Monitor( モニタリング）
  Data Logger( データロギング） 

5-2. コンフィギュレーション （設定）
5-2-1. Input 1 と Input 2( 入力 1 と入力 2）：(Fig.11 参照） 

センサの選択： 
□ TC( 熱電対）□ RTD( 測温抵抗体）□ Potentiometer( ポテンショメータ ) □ Voltage( 電圧）□抵抗

A. Sensor Type センサの種類： 
Input（入力）センサの選択は 10 ページに記載の 
” 温度入力表 " を参照してください。 
オプションにてカスタマイズした Input（入力）曲線のコンフィギュレーション （設定）も可能。

B. Wires:  RTD( 測温抵抗体）及び抵抗入力では 2,3, 4 線式の選択が可。
C. Downscale( ダウンスケール）：　定めた下限

Output （出力：例 4mA）値に該当する測定範囲の
入力値

D. Upscale( アップスケール）：定めた上限 Output （出
力：例 20mA）値に該当する測定範囲の入力値

E. Cold Junction Source( 零接点補償ソース）：参照さ
れる零接点補償タイプ（熱電対のみの選択） 
□ Automatic( 自動）：　内蔵された零接点補償用温
度センサ（チャンネルごとに１つ 
□ Fixed( 固定）： 特定の温度に固定した温度（プ
ログラミング可能） 
□ Other Input（その他の入力）:　2 チャンネル形
の片方のチャンネルに RTD( 測温抵抗体）を使用した遠隔零接点温度補償方法

F. Cold Junction Reference( 零接点補償参照）： 
零接点補償温度を固定する方法、-60℃～ +100℃の範囲。

Fig.9　モジュール (MODULE)　D5072D/D5072S

 Fig.11　モジュール (MODULE) Input タグ
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G. Integration speed( 積分時間）： 
 □　Slow: 250ms(mV/TC, 2 wire RTD); 375ms(Pot. ポテンショ）、500ms(3, 4 wire RTD) 
 □　Fast:  50ms(mV, 2 wire RTD); 
75ms(TC, Pot. 
ポテンショ）、100ms(3, 4 wire RTD)

H. Mains Frequency( 電源周波数）： 
 □　50Hz 
 □　60Hz: Fast 積分時間に設定時のみ
選択可

I. Offset( オフセット）：　Input( 入力）セ
ンサ値に加算又は引き算される値。μ V 
又は m Ω

J. Multiplier: 　Input（入力）値への掛け
算数値

K. Tag( タグ）：　16 桁の英数文字
（記）Downscale( ダウンスケール）と Upscale
（アップスケール）設定は出力の 

分解能への悪影響を避けるためにデータシート記載の最低スパンを遵守ください。

5-2-2.  Output ( 出力 ): (Fig.12 参照）
A. Function ( 機能） 
□　Input 1: アナログ出力は第一チャンネルの入力を示す。
□　Input 2: アナログ出力は第二チャンネルの入力を示す。
□　Input 1+2: アナログ出力は 2 つのチャンネルの入力の加算値を示す。
□　Input 1-2: アナログ出力は 2 つのチャンネルの入力の引算値を示す。
□　Min(Input 1, Input 2): アナログ出力は 2 つのチャンネルの入力の低い方の値を示す。
□　Max(Input 1, Input 2): アナログ出力は 2 つのチャンネルの入力の高い方の値を示す。
B. Type( タイプ）：
□　0-20mA Sink( シンクモード）
□　4-20mA Sink( シンクモード）
□　Custom Sink（シンクモード）　 すべての出力パラメータは完全にカスタマイズできます。
□　0-20mA Source( ソースモード）
□　4-20mA Source( ソースモード）
□　Custom Source（ソースモード）　 すべての出力パラメータは完全にカスタマイズできます。
C.  Downscale（ダウンスケール）： 通常の運転条件（範囲：0-24mA) の場合のアナログ出力の 
Downscale( ダウンスケール ) 例：4000、単位　μ A
D. Upscale（アップスケール）：　 通常の運転条件（範囲：0-24mA) の場合のアナログ出力の 
Upscale( アップスケール )　 例：20000、単位　μ A
E.  Underrange( アンダーレンジ）： Underrange( アンダーレンジ）運転（範囲：0-24mA) の場合のアナログ
出力の Downscale（ダウンスケール）　例：3600、単位　μ A
F. Overrange( オーバーレンジ）： Overrange（オーバーレンジ）運転（範囲：0-24mA）の場合のアナログ
出力の Overrange( オーバーレンジ )　　例：20800、単位　μ A
G. Fault Output Value( 故障出力値）：  故障時（範囲：0-24mA）のアナログ出力値

Fig.12　モジュール (MODULE) Output tag
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H. Fault in case of( 以下の故障の場
合に）： （範囲：0-24mA）強制される出力
値

  Burnout( バーンアウト）  
入力センサの断線

  Internal fault( 内部故障）  
モジュールの内部故障

   Sensor out of range( 測定範囲外） 
設定した入力範囲外

  Output Saturation( 出力飽和） 
出力が Underrange（アンダーレンジ）又
は Overrange（オーバーレンジ）

  Module Temp. Out of range 
モジュール内蔵の温度センサが仕様上のモ
ジュール動作温度範囲の 
Underrange（アンダーレンジ）又は Overrange（オーバーレンジ）   

5-2-3.  Alarm( 警報）(Fig.13 参照）
A. Type( タイプ）：

  None:　Alarm（警報）の解除状態
  Low alarm: "Low Set" よりソース値が下がるとトリガーされる。
  LowLock:　 "Low Set" を超えてソース値が上昇するまで警報は抑制され、標準の "Low " コンフィギュレーショ

ン （設定）のように動作する。
  High alarm: "High Set" よりソースが上がるとトリガーされる。
  LowLock:　 "High  Set" をソースが下るまで警報は抑制され、標準の "High " コンフィギュレーション （設定）の

ように動作する。
  Window: "Low Set" より下がる時と "High Set" より上がる時に Alarm（警報）がトリガーされる。
  Fault Repeater: 選択された一つ又はそれ以上の故障状態を反映した Alarm（警報）出力

B. Source( ソース）： Alarm( 警報）トリガーの参照値
  Input 1:  第一チャンネルの Input（入力）
  Input 2:  第二チャンネルの Input（入力）
  Input1+2: 2 つのチャンネルの加算値
  Input1-2 : 2 つのチャンネルの引算値
  Min(Input1, Input2): ２つのチャンネルの Input（入力）の低い方の値
  Max(Input1,Input2): 2 つのチャンネルの Input（入力）の高い方の値

C. Condition( 条件）：
□ NE(Normally Energized):  Alarm（警報）が動作しない時は出力は通常励磁状態
□ ND(Normally Deenergized): Alarm（警報）が動作しない時は出力は通常非励磁状態
D. Low Set:  Alarm（警報）がトリガーする Source( ソース）値（low, lowLock,Window)
E. Low Hysteresys( ローヒステリシス）： Source（ソース）値が Low Set 値＋ Low Hysteresys（0-500℃、

0-50mV, 0-50%) に到達した際に、トリガーした Low Alarm（ロー警報）を解除する。
F. High Set:  Alarm（警報）がトリガーする Source( ソース）値（High, HighLock,Window)
G. High Hysteresys( ローヒステリシス）： Source（ソース）値が High Set 値＋ High Hysteresys（0-500℃、

0-50mV, 0-50%) に到達した際に、トリガーした Low Alarm（ロー警報）を解除する。

Fig.13　モジュール (MODULE) Alarm tag
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H. On Delay (ON 遅延）： Alarm（警報）
がトリガーされるまでに Source（ソース）
変数が Alarm（警報）状態となっている時
間。100ms 単位で 0 から 1000 秒でコンフィ
ギュレーション （設定）できる。

I. Off Delay(OFF 遅延）： Alarm（警報）
のトリガーが解除されるまでに Source

（ソース）変数が Alarm 
（警報）状態となっている時間。100ms 単

位で 0 から 1000 秒でコンフィギュレー
ション （設定）できる。

J. In case of fault( 故障の場合）:
□ Ignore( 無視） 　 警報は影響され
ない
□ Lock status  故障が発生する以前の状態に警報は固定される。
□ Go On   警報がトリガーされる
□  Go Off   警報が解除される
K. Faults:   "Type" が ”Fault repeater" に設定された場合に Alarm( 警報）Output （出力）がリピートさ

れる故障を選択します。In case of fault( 故障の場合）を "Ignore" 以外の場合、Alarm( 警報）に影響する故障
を選択ください。 

6. Monitor( モニタリング） 
(Fig.14 参照）
SWC5090 ソフトウエア (http://www.gmijapan.co.jp から無償ダウンロード）モジュール（D5072D/D5072S) を絶え
ずスキャンし、画面に測定温度値と 4-20mA 出力値などをリアルタイムに表示できます。 "Start" をクリックして開
始ください。 

（記）モジュール (D5072D/D5072S) がモニタリングさ
れている時はコンフィギュレーション ( 設定 ) はでき
ません。 "Stop" をクリックして停止してください。

画面には入力、理論的な出力値、故障と警報状態及び
選択された変数のグラフが表示されます。
A. Input( 入力）：  コンフィギュレー

ション （設定）された計算（Offset, Multplier
掛け算）と変換による Input（入力）変数
が表示されます。モジュール内蔵の零接
点補償用温度センサの値が Cold Junction 
Temperature( 零接点補償用温度 ) として表示
されます。Cold Junction Configuration が ”Automatic" に設定されている時には、この値は出力値に影響し
ます。

B. Output ( 出力 )：  この値は理論的な Output ( 出力 ) 値です。ある条件下では、出力端子台のこの値
は測定値と異なることがあります。

C. Alarm( 警報 ) 状態：  Alarm( 警報 ) 状態は発生しますと LED が赤になって明示されます。LED の状態は

 
Fig.15　モジュール (MODULE) Data Logger 画面

Fig.14　モジュール (MODULE) Monitor 画面
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コンフィギュレーション ( 設定 ) された Alarm( 警報 ) を反映しています。
D. Fault( 故障）：  それぞれの Fault( 故障 ) 状態は LED が赤になって明示されます。 

( 記 )LED の状態は現在のモジュール (D5072D/D5072S) のコンフィギュレーション ( 設定 ) を考慮していません。その
ために、故障時のコンフィギュレーション ( 設定 ) の動作と無関係に、ただ Fault( 故障 ) 状態の存在を現すだけです。 

7.  Data Logger( データロギング ) 
(Fig.15 参照）
SWC5090 ソフトウエアはコンフィギュレーション ( 設定 ) された時間間隔でモジュール (D5072D/D5072S) をモニタ
リングし、且つデータロギングできます。ユーザーはパラメータを変更することにより、読み取り周期と記録する期
間を決められます。"Start( スタート）" ボタンを押しますと値を .csv フォーマットで保存するファイル名（filename)
の入力を促す "prompt" が表示されます。
( 記 ) モジュール (D5072D/D5072S) が記録されている間はコンフィギュレーション ( 設定 ) 画面は使用できません。
一方、モニタリングは問題ありません。

8. コンフィギュレーション ( 設定 ) ファイル
メイン・ユーザー・インターフェース画面を閉じるたびに、コンフィギュレーション・ ファイル（SWC5090.ini)ha
保存されます。コンフィギュレーション・ ファイルにはコンフィギュレーション ( 設定 ) に使用した最後の COM Port
とソフトウエア関連のパラメータが保存されています。

９． 5700HART マルチプレクサー・モデムのパラメータ設定
5700HART マルチプレクサー・モデムのコンフィギュレーション （設定）をするためには先ず
5700 モジュールを指定のケーブルを使用してコンピュータに接続してください。接続しないと
"MODULE" 選択リストに 5700 は表示されません。必ず、5700 とコンピュータを接続してくだ
さい。設定項目は以下の３つです。
① Polling Address ( ポーリングアドレス）：　０～ 62 から選択
② Baud rate ( ボーレート）：データ伝送速度、1200 ～ 115200 bits/s から選択
③ Tag( タグ番号）：モジュールを特定する記号を入力（最大８つの英数字が入力可）

 
Figure 16: 5700 パラメータスクリーンショット
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Fig. 16　コンフィギュレーション ( 設定 ) レポート印刷例

10. Report sheet( レポート・シート）の印刷 (Fig.16 参照）

SWC5090 ソフトウエアでは A4 フォーマットで全てのコンフィギュレーション ( 設定 ) パラメータを印刷できます。
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Input specifications 温度入力表

50 IEC 60751

100 IEC 60751

200 IEC 60751

0.003850 300 IEC 60751

400 IEC 60751

500 IEC 60751

1000 IEC 60751

20 °C
(36 °F)

20 °C
(36 °F)

±0.4 °C
±0.7 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

-200 to 850 °C
(-328 to 1562 °F)

0.003916 100 ANSI

46 GOST 6651

50 GOST 6651

100 GOST 6651

0.003910 200 GOST 6651

300 GOST 6651

400 GOST 6651

500 GOST 6651

(36 °F)

20 °C
(36 °F)

20 °C
(36 °F)

±0.4 °F
±0.4 °C
±0.7 °F
±0.4 °C
±0.7 °F
±0.2 °C
±0.4 °F

±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F

(-328 to 1157 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)

(-328 to 1157 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)
-200 to 650 °C

(-328 to 1202 °F)

0.00618 100 DIN 43760

0.00672 120 DIN 43760

50 GOST 6651

0.00428 53 GOST 6651

100 GOST 6651

0.00427 9.035 ---

20 °C
(36 °F)

20 °C
(36 °F)

(36 °F)
20 °C
(36 °F)

(36 °F)

±0.4 °F
±0.2 °C
±0.4 °F
±0.4 °C
±0.7 °F

±0.7 °F
±0.2 °C
±0.4 °F

±1.8 °F

(-76 to 356 °F)
-80 to 320 °C

(-112 to 608 °F)
-50 to 200 °C

(-58 to 392 °F)

(-58 to 392 °F)
-50 to 200 °C

(-58 to 392 °F)

(-58 to 500 °F)

(-76 to 356 °F)
-80 to 320 °C

(-112 to 608 °F)
-50 to 200 °C

(-58 to 392 °F)

(-58 to 392 °F)
-50 to 200 °C

(-58 to 392 °F)

(-58 to 500 °F)

0 to 4000 --- 1 ohm ±0.4 ohm 0 to 4000 0 to 4000

100 to 10000 --- 1 % ±0.1% 0 to 100% 0 to 100%

N ---

R ---

S ---

T ---

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)

100 °C
(180 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)
20 °C
(36 °F)

±0.75 °C
±1.35 °F
±0.75 °C
±1.35 °F
±0.75 °C
±1.35 °F
±0.75 °C
±1.35 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.3 °C
±0.6 °F
±0.5 °C
±0.9 °F
±0.5 °C
±0.9 °F
±0.3 °C
±0.6 °F

25 to 2500 °C
(77 to 4532 °F)
25 to 1800 °C

(77 to  3272 °F)
25 to 1800 °C
(77 to  3272 °F)
180 to 1800 °C

(356 to 3272 °F)
-100 to 1000 °C

(-148 to 1832 °F)
-125 to 750 °C

(-193 to 1382 °F)
-125 to 1350 °C

(-193 to 2462 °F)
-100 to 800 °C

(-148 to 1472 °F)
-75 to 800 °C

(-103 to 1472 °F)
-100 to 1300 °C

(-148 to 2372 °F)
75 to 1750 °C

(167  to 3182 °F)
75 to 1750 °C

(167  to 3182 °F)
-100 to 400 °C

(-148  to 752 °F)

-10 to 2500 °C
(14 to 4532 °F)
-10 to 1800 °C
(14 to  3272 °F)
-10 to 1800 °C
(14 to  3272 °F)
-10 to 1800 °C
(14 to  3272 °F)
-250 to 1000 °C
(-418 to 1832 °F)
-200 to 1200 °C

(-328 to 2192 °F)
-250 to 1350 °C

(-418 to 2462 °F)
-200 to 800 °C

(-328 to 1472 °F)
-200 to 800 °C

(-328 to 1472 °F)
-250 to 1300 °C

(-418 to 2372 °F)
-50 to 1750 °C

(-58 to 3182 °F)
-50 to 1750 °C

(-58 to 3182 °F)
-250 to 400 °C
(-418 to 752 °F)

U --- DIN 43710 20 °C
(36 °F) ±0.6 °F (-148  to 752 °F) (-328 to 1112 °F)

DC --- --- 1 mV ±10 -50 to 80 mV -50 to 80 mV

10

20 °C ±0.2 °C -200 to 625 °C -200 to 625 °C

±0.2 °C

±0.2 °C

-200 to 650 °C

-60 to 180 °C

-200 to 650 °C

-60 to 180 °C

20 °C

20 °C

±0.4 °C

±1.0 °C

-50 to 200 °C

-50 to 260 °C

-50 to 200 °C

-50 to 260 °C

B ---

E ---

J ---

K ---

A1 --- GOST 8.585-2001

A2 --- GOST 8.585-2001

A3 --- GOST 8.585-2001

L --- DIN 43710

LR --- GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

IEC 60584
GOST 8.585-2001

±0.3 °C -100 to 400 °C -200 to 600 °C

(TC)

入力 タイプ d Ω 規格 最小スパン 精度 精度範囲 最大範囲

μV電圧

熱電対

抵抗
(Ohm)

測温
抵抗体
(RTD)

Pt

Ni

Cu

抵抗
ポテンショメータ

(mV)
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