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安全にご使用 いただくために 必ずお読みくだ さい
・ 本ス ター トア ップマ ニュ アル は、 表紙 に記 され た形 式の 製品 の
正 しい 取り 扱い 、点 検、 調整 方法 を記 した もの です 。納 品さ れ
た 時点 で必 ずお 読み にな り、 十分 内容 を理 解さ れた 上で 製品 を
取 り扱 いく ださ い。
・ 本ス ター トア ップマ ニュ アル に記 載さ れて いる 事項 でも 、別 提
出 書類 など があ る場 合や 、弊 社及 び弊 社の 代理 店な どか ら指 示
が ある 場合 は、 それ に従 って くだ さい 。
・ 本ス ター トア ップマ ニュ アル は、 必要 時に すぐ 参照 でき るよ う
に して くだ さい 。
・ 本ス ター トア ップマ ニュ アル に記 載さ れた 仕様 は環 境条 件、 使
用 条件 によ って 満足 でき ない 場合 があ りま す。 ご使 用前 に十 分
な ご検 討、 ご確 認を お願 いし ます 。
・ 製品 、本 スタ ートア ップ マニ ュア ルに て不 明点 がご ざい まし た
ら 、ス ター トア ップ マニ ュア ルの 表紙 に記 され てい る弊 社営 業
窓 口ま でお 問い 合わ せく ださ い。
・本 スタ ート アッ プマ ニュ アル は、 超音 波式 レベ ル計 を据 付、 配
線 、お よび 設定 する 上で 、重 要と 思わ れる 事項 を抜 粋し て記 載
し てお りま す。
詳細 な説 明、 注意事 項お よび トラ ブル シュ ーテ ィン グは 、別 紙
の取 扱説 明書 に記載 して おり ます ので 、併 せて ご参 照願 いま す。
本 スタ ート アッ プマ ニュ アル に使 用さ れて いる 用語 の意 味は 、
次 の通 りで す。

危険

もし 注意 を怠 ると 、死 亡か 重大 災害 に結 び付
くよ うな 切迫 した 危険 状況 を示 しま す。

警告

もし 注意 を怠 ると 、死 亡か 重大 災害 に結 び付
くよ うな 潜在 的危 険状 況を 示し ます 。

注意

もし 注意 を怠 ると 、作 業者 の災 害か 機械 の損
傷に結び付くかもしれない危険状況を示します。

禁止 事項 を示 しま す。 この マー クの ある 説明
文は 、必 ず守 って くだ さい 。
指示 事項 を示 しま す。 この マー クの ある 説明
文は 、必 ず守 って くだ さい 。

１．仕
1.1 形式
申請 型式
7ML5221‑1BC12
7ML5221‑1AC12
7ML5221‑1DC12
7ML5221‑1CC12
1.2 主 な仕様
1.2.1 セ ンサ
品
名
形
式
計 測対 象
動 作特 性
1)表

様
形式
PLU6100F2
PLU6100F4
PLU6200F2
PLU6200F4

計測 長 6m
計測 長 6m
計測 長12m
計測 長12m

仕様
接ガス 部PVDF
接ガス 部ETFE
接ガス 部PVDF
接ガス 部ETFE

： 本 質安 全防爆 形超音 波式 レベル 計
Ｐｒ ｏｂ ｅ ＬＵ
： 上 記
： 液 体

示 ： ４桁 ＬＣ Ｄ
レベ ル値、 計測 状態な どの 表示
2)精
度 ： 最 大計測 長の± ０.１５ ％（ アナロ グ出力 ）
ま たは６ mm以内
3)分
解
能 ： ３ mm
4)計
測
長 ： PLU6100；6.0 m Max.、PLU6200； 12.0 m Max.
5)不
感
帯 ： 0.25 m Min.（超音 波放 射面よ り）
6)発 振 周 波 数 ： 54 kHz
7)超音波ビーム角 ： 10゜
8)温 度 セ ン サ ： 内 蔵
電気的特性
1)電
源 ： 安全 保持器 (ツ ェナ ーバリ ア)専用
2)ア ナ ロ グ 出 力 ： 4 〜 20 mA DC HART通信
3)突 入 電 流 ： 約 32 mA DC
4)許 容 負 荷 抵 抗 ： 176 Ω (電 源24 V DC供給 時： 安全保 持器 に
Measurement Technology Ltd.社 のMTL787S+を
使用 した場 合 ）
機械的特性
1)耐
圧
力 ： 大気 圧
周 囲状 況
1)使 用 温 度 ： ‑40 〜 +60℃
2)周 囲 温 度 ： ‑40 〜 +60℃
構
造
： IP67
そ の 他
1)材
質
a)接 ガ ス 部 ： PVDF(標 準)または ETFE
b)本
体 ： PBT(ポリブ チレン テレ フタレ ート )
c)カ バ ー ： PEI(ポリエ ーテル イミ ド)
d)Ｏ リ ン グ ： シリ コンゴ ム

2)電 線 投 入 口 ： M20× 1.5(２カ所 )
電 線グラ ンド 付(ポリア ミド )φ 6〜 φ12(1カ所 )
3)接 続 ケ ー ブ ル ： ２ 心シ ールド ケー ブル
(オプシ ョン )
AWG14〜 22(0.34〜 2.08 mm２ )
（推 奨：CVVS， 1.25 mm２ ）
4)質
量 ： 約 2.1 kg
5)取 付 方 法 ： G2（お ねじ）

注 意
ハ ウジ ング内 温度 は、80℃以 下のこ と
ま た結 露なき こと
1.2.2 キ ャリブ レー タ
形
式
： キャリ ブレ ータ／ ６
電気的特性
1)電
源
： 3V DC
2)インターフェース
： 赤外 線通信 (セン サと の通信 )
周 囲状 況
1)周 囲 温 度
： ‑20 〜 + 40 ℃
そ の 他
1)本 体 色
： 黒
2)サ イ ズ
： 67 mm 幅 × 100 mm 高 × 25 mm 厚
3)質
量
： 150 g
構
造
： 非防 滴構 造
1.3 検定 合格の 仕様
1.3.1 超音 波式 レベル 計
型 式 の 名 称
：１ ．１形 式参照
防 爆構 造 の 種類
：本 質安全 防爆構 造
検
定
番
号
：第 TC17447号
取 得 防 爆 規 格
：ExiaⅡCT4
製
造
者
名
：Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
1.3.2 キャ リブ レータ
型 式 の 名 称
：キ ャリブ レータ ／６
防 爆構 造 の 種類
：本 質安全 防爆構 造
検
定
番
号
：第 C16713号
取 得 防 爆 規 格
：ExiaⅡCT4
製
造
者
名
：Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
1.4 計 測対象 につ いて
超 音波式 レベ ル計は 、接 ガス部 の材 質にPVDFを使 用(標準 品)して いま
す 。PVDFはETFEに比 べ耐食 性が 劣る場 合が ありま すが 、分子 構造 が密
に なって おり ガス・ ペー パーが 透過 しにく い構 造にな ってい ます 。

２ ．形 状 お よ び 名 称
超 音波式 レベ ル計の 形状 および 名称 を図示 します ので 、設置 およ び配
線 時の参 考と してく ださ い。

図２ −１

形状 および 寸法

３ ．据
付
超音波 式レ ベル計 は、 使用条 件に 適した 取付 具を用 い、タ ンク など
の最適 な位 置に据 付け てくだ さい。
据付け の際 には、 以下 の項目 の内容 を参 考にし て据 付位置 の選 定を
行って くだ さい。

注意
超 音波式 レベ ル計の 取付 ねじサ イズ はＧ２ です 。
既 設ソケ ット のねじ サイ ズがＲ Ｐ である 場合 、勘合 しない
こ とがあ りま すので 、ご 注意く ださ い。
超 音波式 レベ ル計の 本体 は全て が樹 脂製で す。 取付具 に本
体 をねじ 込ん で取り 付け る場合 に、 工具な どで 強くね じ込
み ますと 破損 する恐 れが ありま す。 必ず手 締め にてね じ込
ん でくだ さい 。

3.1 据付台 数
超音波 式レ ベル計 は、 同期接 続を 行うこ とが できま せん。 この ため、
同一タ ンク に他の 、超 音波式 レベル 計あ るいは 発信 周波数 が超 音波
式レベ ル計 と近似 する 他の超 音波式 レベ ル計が ある 場合に は、 超音
波パル スの 誤受信 によ り指示 が不安 定に なる可 能性 があり ます 。
超音波 式レ ベル計 を据 付ける タン クには 、他 の超音 波式レ ベル 計な
どが無 いよ うにし てく ださい 。
3.2 据付高 さ
超音波 式レ ベル計 には 、不感 帯（ センサ の超 音波放 射面付 近の 計測
不能距 離） があり ます 。計測 面が不 感帯 内に入 ると 正常な 計測 が行
えなく なり ます。 この ため、 超音波 式レ ベル計 は必 ず 上 限レ ベル
＋不感 帯 以上の 高さ の位置 に据付 けて くださ い。 超音波 式レ ベル
計の不 感帯 は、0.25[m]で す。
3.3 据付例
以下に 超音 波式レ ベル 計の据 付例 を示し ます 。

図３ −１

据付例

3.4 台管の 位置
タンク 上面 の形状 が円 錐ある いは パラボ ラ状 となっ ている 場合 、反
射波が 集音 し指示 が突 然遠方 にとぶ こと があり ます 。この ため 、セ
ンサは タン ク上面 の中 央部な ど焦点 とな る位置 を避 けて取 り付 けて
くださ い。 また超 音波 の経路 が測定 物表 面に垂 直に なるよ うに 取り
付けて くだ さい。

図 ３− ２

台 管の位 置

４ ．配 線 お よ び 結 線
結線 作業 を行う 際に は、必 ず以 下の防 爆に 関する 注意事 項を 厳守し てく
だ さい。

危 険
安 全保 持器は 、必 ず非危 険場 所に設 置し てくだ さい。

配 線工 事は工 場電 気設備 防爆 指針の 本安 回路の 配線に 従い 、
非 本安 回路か らの 静電誘 導お よび電 磁誘 導を受 けない よう に
金 属ダ クトな どに 納めて 配線 してく ださ い。
本 安回 路外部 配線 のイン ダク タンス (Lw)お よび キャパ シタ ンス
(Cw)は 安全保 持器 の許容 イン ダクタ ンス未 満、 および 許容 キャ
パ シタ ンス未 満と してく ださ い。
セ ンサ および 安全 保持器 とも 、部品 、回 路、お よび構 造の 変更
を 行わ ないで くだ さい。
静 電気 の危険 を避 けるた め、 清掃を 行う 場合は 必ず湿 った 布を
使 用し てくだ さい 。

4.1 超 音波式 レベ ル計へ の結 線
各 機器 の結線 を行 う際、 感電な どの 事故防 止の ため必 ず以 下の注
意 事項 を遵守 して くださ い。

警 告
電 圧／ 電流出 力中 は、電 圧／ 電流出 力部 および 電圧／ 電流 出力
部 に接 続され た回 路に手 を触 れない でく ださい 。
機 器を 分解し ない でくだ さい 。

作 業を 行う前 に結 線する 電線 の電源 を切 ってく ださい 。通 電状
態 で行 うと、 漏電 および 機器 の発火 や破 損の可 能性が あり ま
す。
感 電防 止のた め機 器の電 源を 入れる 前に 、各機 器のア ース 端子
は 確実 に接地 (保護接 地)して くださ い。 電源用 のケー ブル は、
導 電体 断面積 が1 mm 〜 2.5mm の ものを 使用 してく ださ い。
２

２

保 護接 地およ びヒ ューズ など の保護 機能 に欠陥 がある と思 われ
る 場合 は、機 器を 動作さ せな いでく ださ い。ま た、機 器を 動作
さ せる 前には 、保 護機能 に欠 陥がな いか 確認し てくだ さい 。
機 器の 電源電 圧が 供給電 源の 電圧に 合っ ている か必ず 確認 した
う えで 、機器 の電 源を投 入し てくだ さい 。
保 護接 地を確 実に してか ら、 超音波 式レ ベル計 や外部 制御 回路
へ の接 続をし てく ださい 。

注 意
結 線し た後電 源を 投入す る際 、瞬間 的に 約32 mAの 電流 を流
し ます が、故 障で はあり ませ ん。し ばら くする とレベ ルに 見合
っ た値 を示し ます 。
本製 品は 、起動 時に 突入電 流(約32 mA)を 必要 とする ため、 デ
ィ スト リビュ ータ のよう に電 流制限 回路 を搭載 した電 源は 使用
で きま せん。

２個 のカバ ービ スをゆ るめ 、端子 台に 結線し てく だ
さい 。
ハウ ジング は回 転しま すの で、結 線し やすい 方向
にす ること が可 能です 。
１．ケ ーブ ル先端 から約 70 mmの ところ でケ ーブル
被 覆を 取り除 いて くださ い。電 線は 電線グ ラ
ン ドを通 して くださ い。
２．極 性を 確認し 端子台 に結 線して くだ さい。
３．シ ール を保つ ため に電線 グラン ドを しっか り
締 め付け てく ださい 。
図４− １
４．カ バー ビスは きつく 締め すぎな いで くださ い。 (推 奨トル クは 1.1
〜 1.7 N･mで す)

図４ −２ 超 音波式 レベ ル計結 線図
５ ．操 作 方 法
超音波 式レ ベル計 の操 作（設 定， 調整， 状態 の確認 ）は、 キャ リブ
レータ を用 いてパ ラメ ータを 呼び出 し、 その内 容を 変更あ るい は確
認する こと により 行い ます。 パラメ ータ は、設 定， 調整を 行う 設定
用パラ メー タと、 計測 状態な どを 確認す る確 認用パ ラメー タの ２種
類に分 ける ことが でき ます。 設定 用パラ メー タは、 超音波 式レ ベル
計の設 定内 容を表 しま す。こ の内 容を数 値入 力によ り変更 する こと
によっ て、 超音波 式レ ベル計 の設 定や設 定の 変更を 行いま す。
一度設 定を 行った パラ メータ 内容 は、変 更あ るいは 初期化 を行 わな
い限り 消失 しませ ん。 確認用 パラ メータ は、 超音波 式レベ ル計 の計
測状態 (信頼性 レベ ル、ノ イズレ ベル など)を 数値で 表しま す。
超音波 式レ ベル計 のパ ラメー タは 、Ｐ＿ ＿＿ のよう にＰか ら続 く３
桁の数 字で 表示し ます 。超音 波式 レベル 計は 、電源 を投入 する と自
動的に ラン モード とな り、計 測を 開始し ます 。パラ メータ によ る操
作は、 プロ グラム モー ドに切 替え た後行 いま す。
(本パッ ケー ジ取説 では 、基本 パラ メータ のみ掲 載し ていま す。
全 ての パラメ ータ は取扱 説明書 に記 載して いま すので ご参 照くだ
さ い。 )

5.1 プ ログラ ムモ ードで の操 作
5.1.1 プ ログ ラムモ ード での表 示
プ ログ ラムモ ード では、 図５ −
１ のよ うな表 示と なりま す。

図 ５− １
① パラメ ータ 設定内 容

：表示 してい るパ ラメー タ(ポイ ント)No.に 対す
る設 定内容 を表 示しま す。
② パラメ ータ No.
： 設定 を行う パラ メータ No.を表 示しま す。
③ プログ ラム モード 表示 ：超音 波式レ ベル 計がプ ログ ラムモ ード となっ
てい るとき 表示 します 。
④ 補助表 示エ リア
： 基本 パラメ ータ (パ ラメー タNo.1〜No.10)や 、
P054の ように イン デック スを もつパ ラメ ータ
の場合 表示 します 。
パラメ ータ No.10で0を選 択し た場合 、基 本パ
ラメー タの 補助表 示エリ ア部 は表示 され ませ
ん
5.1.2 キ ャリ ブレー タ
キ ャリ ブレー タによ る操 作を行 う場 合、キ ャリ ブレー タを 図５
− ３に 示す位 置に 持ち、 操作 を行っ てく ださい 。超音 波式 レベ
ル 計を 動作さ せる ために 、表 示部に キャ リブレ ータを 向け 、各
キ ーを 押すこ とに より操 作し てくだ さい 。
超 音波 式レベ ル計と キャ リブレ ータ の距離 は300 mm以 内とし
て くだ さい。

図５ −２

図５ −３

5.1.3 プ ログ ラムモ ード でのキ ャリブ レー タのキ ー操 作
プ ログ ラムモ ードで は、 各キー の機 能は以 下の ように なり ます。

： ポイン トNo.、 パラメ ータNo.、パラ メータ 設定 内容の 入力 切替
を行 いま す。イ ンデ ックス の付く パラ メータ では 、イン デッ ク
スの 切替 ＊も行 いま す。
〜

： 数値キ ー

：小 数点キ ー

： マイナ スキー

：入 力内容 の消去

： パラメ ータの 入力 完了キ ー

：設 定値の 単位と ％の 切替

： パラメ ータを スク ロール

：パ ラメー タをス クロ ール

： プログ ラムモ ード 中でも １回 のみ、 計測 を行い ます 。
プロ グラム 中に 現在の 状態を 確認 するの に便 利です 。
： ランモ ードへ 切替 えます 。
＊ パラメ ータ の中に は、 インデ ック スとい う階層 が存 在する もの があ
ります 。例 えば、 パラ メータ P054： 近似 などが イン デック スを 持っ
ていま す。 インデ ック スのあ るパラ メー タは、 パラ メータ 設定 状態
で
を数 回押し てイン デッ クス表 示部 をの状 態 ̲̲̲にし ます。
この状 態で 必要な イン デック スの数 だけ 入力し てい きます 。

注意
基本 パラ メータ の設 定内容 を変 更した 場合 、自動 的に応 用パ ラ
メー タの 設定内 容が 変更さ れる 場合が あり ます。
この ため 、基本 パラ メータ の設 定内容 を変 更した 場合に は、 全
ての パラ メータ の設 定内容 を再 度確認 して くださ い。
5.1.4 パ ラメ ータの 設定 方法
(1) 超音 波式 レベル 計に 電源を 投入
する と自 動的に ラン モード とな
り、 計測 を開始 しま す。

(2)

,

を 押すと 、ディ スプ レイ
に
が 表示 され、 プログ ラム
モード に切 替わり ます ｡

(3)

を押 すと 、パラ メー タNo.の
位置に アン ダーバ ーが 現れ、
入力待 機の 状態と なり ます。

(4) パラ メー タNo.を入 力す ると、
その パラ メータ 内容 を表示 し、
パラ メー タ内容 の設 定が可 能
な状 態と なりま す。 また、
を押 し、 パラメ ータ No.をスク
ロー ルに より呼 び出 すこと がで
きま す。
(5) ポイ ント No.ごとに 入力 が必要
なパ ラメ ータは 、補 助表示 エリ
アに ポイ ントNo.が 現れ ます｡

(6)

を２ 回押 すと、 ポイ ントNo.
の 位置に アン ダーバ ーが現 れ、
入力 待機 の状態 とな ります 。

(7) ポイ ント No.を入力 する と、そ
のポ イン トのパ ラメ ータ内 容を
表示 し、 パラメ ータ 内容の 設定
が可 能な 状態と なり ます。

(8) 数値 を入 力し、 パラ メータ 内容
の設 定を 行いま す。 を押 すと
％値 入力 が可能 とな ります 。

(9) 誤っ た入 力を行 った 場合は 、
を押 すこ とによ り、 その内 容を
消去 する ことが でき ます。
また 、パ ラメー タ内 容を初 期値
に戻 す場 合は、 パラ メータ 内容
の 入力を 行う 状態に て
を
押 します 。
(10) パラメ ータ 内容の 決定 は、
を押す こと により 行い ます。
パラメ ータ 内容が 一度 点滅し
入力が 完了 します 。
(11) 上記の (3)〜(7)の 操作 を、設
定が必 要な パラメ ータ No.すべ
てに対 し行 います 。
(12) 設定が すべ て完了 した 後、
を押し 、ラ ンモー ドに 切替え
ます。
設定作 業は 、これ で完 了とな
ります 。
(13)すべ ての パラメ ータ 内容の 設定
を初 期値 に戻す 場合 は、
Ｐ９ ９９ を呼び 出し 、
を押
しま す。 パラメ ータ 内容は すべ
て 初期値 とな ります 。

5.2 基本パ ラメ ータ
計 測を開 始す るのに 最低 限必要 な設 定を行 うパ ラメー タです 。
Ｐ ０００ →セ キュリ ティ ：不注 意に よるパ ラメー タ変 更を防 止し ます。
(初期 値：１ ９５ ４)
すべ てのパ ラメ ータを 入力 後、１ ９５ ４以
外の数 値を 入力し てく ださい 。パラ メー タ
ロック 状態 となり 、パ ラメー タの内 容は 確
認でき ます が変更 する ことが できな くな り
ます。 再び 、パラ メー タを変 更する とき は、
１９５ ４を 入力し てく ださい 。
１ ９５ ４
：パ ラメー タ変 更可能
１ ９５ ４以外 の数 値：パ ラメー タロ ック(変 更不可 )

Ｐ ００１ →計 測モー ド： 表示お よび 出力す る計測 値の 定義を 行い ます。
(初期 値：１ )
１ ： レベ ル(ゼロ 点〜計 測面 間の距 離を 計測)
２ ： 空間 (スパ ン点〜 計測 面間の 距離を 計測 )
３ ： 距離 (超音 波放射 面〜 計測面 間の距 離を 計測)
Ｐ ００２ →計 測対象 ：計 測対象 の種 類に応 じた演 算処 理を選 択し ます。
(初期 値：１ )
１ ： 液体 ある いは計 測面が 平面 (反 射効 率の良 いもの )
２ ： 計測 面が 凹凸(反射 効率 の悪い もの )
Ｐ ００３ →応 答スピ ード ：液面 の変 動する 速度に 合わ せて設 定を 行い
(初期 値：１ )
ます 。通常 、安全 を考 慮して 液面 変動率 の
２倍以 上に 相当す る数 値を選 択しま す。
(た だし、 必要 以上に 速度 を速く する こと
は、計 測が 不安定 とな ります ので注 意し て
くださ い。 )
１ ： ＳＬ ＯＷ
(０． １ｍ／ ｍｉ ｎ)
２ ： ＭＥ ＤＩ ＵＭ(１ｍ ／ｍ ｉｎ)
３ ： ＦＡ ＳＴ
(１０ ｍ／ｍ ｉｎ )
Ｐ ００５ →単 位：計 測値 の単位 を設 定しま す。
(初期 値：１ )
１： メー トル(ｍ) ４： フィ ート(ｆｔ )
２ ：セ ンチ(ｃｍ ) ５： インチ (ｉ ｎ)
３ ：ミ リ(ｍｍ)
Ｐ ００６ →ゼ ロ値： 最大 計測範 囲(超音 波放射 面〜 ゼロ点 間の 距離)を
入力 します 。
(初期 値：PLU6100 6.000m , PLU6200 12.000m)
数 値入 力(Ｐ００ ５で 設定し た単 位で入 力)
入 力範 囲：PLU6100 0.000〜 6.000m , PLU6200 0.000〜12.000m
Ｐ ００７ →ス パン値 ：ゼ ロ点〜 スパ ン点間 の距離 。
Ｐ ００６ の設 定内容 によ り、自 動的に 最大 値に
て 設定さ れま す。
(初期 値：PLU6100 5.725m , PLU6200 11.725m)
数 値入 力(Ｐ００ ５で 設定し た単 位で入 力)
入 力範 囲：PLU6100 0.000〜 6.000m , PLU6200 0.000〜12.000m

注意
P007はP211(20mAの 設定点 )と連動 して います 。P007を変 更すれ
ばP211も 同じ値 に変 更され ます。
基 本パラ メー タにつ いての 補足 説明
Ｐ ００１ およ びＰ０ ０６ ，Ｐ０ ０７ の設定 内容に つい て各パ ラメ ータ
の 関係は 、図 ５−４ のよ うにな りま す。

図５− ４
Ｐ ８３７ →自 動不要 エコ ーキャ ンセ ル機能 ：近距 離に 存在す る障 害物
(初期 値：０ )
などか ら反 射エコ ーを 無視す るため に使 用しま す。
自 動不 要エコ ーキ ャンセ ル距 離(P838)を初 めに 設定
し てP837を使 用し ます。
０ ：オ フ(未使 用)
１ ：'学習 した 'Ｔ ＶＴカ ーブ の使用
２ ：'学習 '
Ｐ ８３８ →自 動不要 エコ ーキャ ンセ ル距離 ：レベ ル計 から測 定物 表面
(初期 値：1.000)
への 実際 の距離 を測 定(実測)しま す。 この距 離
か ら0.5 m引 いた 値を入 力し ます。 自動 不要エ
コ ーキャ ンセ ル機能 (P837)と組 み合わ せて 行い
ま す。
入力 範囲 ：０． ００ ０〜 ６． ０００ (Ｐ ＬＵ ６１０ ０)
０． ００ ０〜１ ２．０ ００ (Ｐ ＬＵ ６２０ ０)
自動不 要エコ ーキ ャンセ ル機 能設定 方法
超 音波式 レベ ル計の 計測値 が上 限に振 り切 れる、 ある いは特 定の レベ
ルと 正しい レベ ルの間 を変動 する などの 不具 合が発 生し ている 場合 、タ
ンク 内に障 害物 が存在 し、そ の障 害物に よる 不要エ コー キャン セル 機能
を使 用し、 範囲 内でＴ ＶＴを 上げ 、台管 もし くはタ ンク 内の障 害物 によ
って 発生す る不 要エコ ーのキ ャン セルを 行い ます。
・ タンク を空 にする か、ま たは 空に近 い状 態にま で測 定物を 抜い てく
ださい 。
・ レベル 計か ら計測 面まで の距 離を測 定(実測 )し ます 。測定 結果４ ｍ
であっ たと します 。
・
を押し プロ グラム モー ドに切 り替え てく ださい 。
・ P838を 選択し 、計 測面ま での 距離か ら０ ．５ｍ 引い た距離 を入力 し
てくだ さい。 ここ では計 測面 までの 距離 が４ｍ であ ったの で、
４−０ ．５＝ ３． ５(ｍ)入力 します 。
・ P837を 選択し てく ださい 。
・
(学 習)を押 し
を押 しま す。P837の値 は2〜3秒後 自動 的に1(学
習した ＴＶＴ )に戻り ます ｡

5.3 ランモ ード での操 作
5.3.1 概 要
適 切な パラメ ータ 内容の 設定を 行っ た後、 ラン モード に切 替え
る と計 測を開 始し ます。 ラン モード では 、計測 値はデ ィス プレ
イ の計 測値表 示エ リアに 表示 し、電 流出 力信号 を出力 しま す。
ま た電 流出力 値・ 温度な どの数 値を ディス プレ イの補 助表 示エ
リ アに 表示さ せ、 計測値 以外 の情報 を確 認する ことが でき ます。
5.3.2 ラ ンモ ードで の表 示
ラ ンモ ードで は、
図 ５− ５のよ うな 表示
と なり ます。

図５− ５
① 計測値 表示 エリア ：計 測値を 表示し ます 。
② 計測状 態表 示
：計 測状態 を判断 し、 正常、 異常 の表示 を行 います 。
正 常計測 時
③ 単位
④ バーグ ラフ
⑤ 補助表 示エ リア

異常計 測時

：レベ ルの ゼロ〜 スパ ンに連 動し たバー グラフ 表示
を 行いま す。
：電 流出力 値、温 度な どの表 示を 行いま す。

5.3.3 ラ ンモ ードで のキ ャリブ レータ のキ ー操作
ラ ンモ ードで は、各 キー の機能 は以 下のよ うに なりま す。
：現 在出 力して いる 電流値 (ｍ Ａ)を補 助表示 エリ アに表 示し ます。
：現 在、 センサ が検 出して いる 温度を 補助表 示エ リアに 表示 します 。
：本 キー を押し た後 、パラ メー タＮＯ ．を数 値入 力する と、 そのパ ラ
メー タの 内容を 補助 表示エ リアに 表示 します 。
：計 測の 信頼性 レベ ルを表 示し ます。
：現 在、 計測し てい る距離 を補 助表示 エリア に表 示しま す。
：プ ログ ラムモ ード に切り 替え ます。
：表 示し ている 計測 値を％ 値に 切替え ます。

