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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、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 社お よび 弊社 の代 理店 など から 指
示が ある 場合 は、そ れに した がっ 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。
・ 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 、リ キッド フォ ークセ ンサを 取付 、結
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 び保守 ・点 検は、 別紙の 取扱 説明
書 (SS02‑0277)に 記載し てい 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．取

付

1.1 動作位 置
セン サの動 作位置 を図１ に示し ます(但 し、測 定液が 水の場合 )。
また 、代表 的な取 付例を 図２に 示しま す。

図 １．動 作位置

図２． センサ 設置例
1.2 取付方 法
1.2. 1 ねじ取 付
六角部 の対辺 は41mm です。 モンキー レンチ ､
プライ ヤなど を用い て取り付 けてく ださい 。
また、 六角部 には溝 があり ますの で、この 溝
位置を 参考に してセ ンサフ ォーク 部の向き を
合わせ てくだ さい。 (図３参 照)
ねじ部 にシー ルテー プを巻い て取り 付けて く
ださい (図４参 照)。

図 ３．検 出部

図４ ．シー ルテー プ巻付 作業
1.2. 2 クラン プ取付
ＳＧ５ １０− ３１形 のサニ タリー ヘルール
フラン ジは、 クラン プを用 いて取 り付け て
くださ い。( 図５参照 )
(ガス ケット は測定 物に適 した材質 を
選択 してく ださい 。)

図５． サニタ リー
ク ランプ取 付

1.3 取付時 の注意事 項
(1) 水平取 付の場 合は、 センサフ ォーク 部のギ ャップ
が垂直 になる よう取 り付け てくだ さい。
(図６ 参照)(六 角締め 付け部 の溝が 上側あ るい
は下 側に位置 するよ うに取 り付け てくだ さい。 )
(2) 配管な ど流れ のある 場所で の垂直取 付は、 センサ
フォー ク部の ギャッ プが流れ に対し 平行に なるよ
う取り 付けて くださ い。(図 ７参照 )
図６． 水平取 付図
(六角締 め付け 部の溝 が、流 れの上 流側ある いは
下流 側に位置 するよ う取り 付けて くださ い。)
(3) センサフ ォーク 部は、 必ずタ ンク内 あるい は配管
内へ突出 するよ う取り 付けて くださ い。
付着に より誤 動作す る可能性 があり ます。
(図 ８参照)
(4) ケーブ ルを伝 って水 滴が接続 プラグ 内部へ 浸入
しない よう、 電線口 およびケ ーブル の施工 を行っ
てくだ さい。 (図９参 照)
図７．流 れに対 す
(5) フォー ク先端 からタ ンクま たは配管 壁まで は
る取付
13mm以 上のク リアラ ンスを設 けてく ださい 。

図８． フォー ク部に は
付 着しな いよう設 置

図９． ケーブ ル設置 例

２．結

線

配線 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
静電 気発生 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。

2.1 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。
弊社 サービ スマン 以外は 、機器を 分解し たりし 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 １mm ２ 〜 2.5mm ２ のもの を使用し てくだ さい。
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 。

注意
耐圧 パッキ ン式ケ ーブル グランド の適合 ケーブ ル径は φ9.7〜
φ1 2.0mmで す｡また 、接続 可能な リードの 最大導 体断面 積は2. 5mm ２
です 。この 範囲を 考慮の 上、ケー ブルを 選定く ださい 。
３線 式にて ご使用 の場合 は、必ず シール ドケー ブルを ご使用 くだ
さい 。 推奨 ケーブ ルは、 MVVSケ ーブル 0.75mm ２ × 3心 です。
セン サの近 くにサ ージを 発生する 機器が ある場 合、そ の発生 源に
バリ スタな どのサ ージ吸 収素子を 取り付 けてく ださい 。
接地 端子()ある いは外 部接地端 子のど ちらか 一方は 、必ず
10 Ω 以下の 良質な 接地を 行って くださ い。

注意
２線 式セン サは、 必ず負 荷を介し て電源 を接続 してく ださい 。
負荷 なしで 電源を 接続す ると、内 部回路 が破損 する可 能性が あり
ます 。
２線 式セン サの開 閉容量 は20〜5 00 mAで す。接 続負荷 はこの電 流
範囲 のもの を選定 してく ださい。
３線 式セン サの制 御出力 は500 m A Max.で す。接 続負荷 はこの 電流
範囲 のもの を選定 してく ださい。
リレ ー出力 式セン サの接 点定格お よび故 障率は 、以下 の通り です｡
250V 5 A AC M ax. 60V 1.5A D C Max. 30V 5A DC Max.
故障率 (P水準 )；5V 10mA DC
接続 負荷は この定 格内の ものを選 定して くださ い。
2.2 結線方法
2.2. 1 ケーブ ル結線 準備
ケーブ ル結線 時カバ ーを開 けると き
には 図１０で 示すカ バー回 転防止 止
め具部 ねじを 緩めて からカ バーを 開
け結線 してく ださい 。

図１ ０

注意
結線 しカバ ーを閉 めた後 、必ずカ バー回 転防止 止め具 部ねじ を締
めて くださ い。通 電時カ バーが開 くのを 防止し ます。
センサ の端子 は全て裸 線入線 方式( 2.5mm ２ Max. )となっ ていま すので、 接
続ケー ブルの 端末は絶 縁被覆 を剥が した裸 の心線 部を端 子に挿入 して締 め
付けて くださ い。圧着 端子を 使用さ れる場 合は、 差込型 圧着端子 (SP‑1 ､富
士端子 工業な ど)を使 用して くださ い。

2.2. 2 結線方 法
それぞ れの結 線図に したが って、
結線し てくだ さい。

図１ １

結 線図

注意
２線 式セン サの負 荷とし て使用す るリレ ーは、 ACリレ ーの場 合
です と、大 半のリ レーが ブリーダ 抵抗を 必要と します 。また 、
電源 電圧が 高くな るほど ブリーダ 抵抗値 の容量 値が大 きくな り
発熱 の影響 が問題 となり ます。こ のよう な場合 は、24 V DC電源
とし 、負荷 として DCリレ ーをご使 用くだ さい。
３線 式セン サはPN Pオープ ンコレ クタ出 力のため 、プラ スコモ
ン( シンクタ イプ) のシー ケンサ入 力ユニ ットに 直接接 続する こと
はで きませ ん。こ のよう な場合は 、２線 式もし くは３ 線式セ ンサ
にリ レー負 荷を接 続し、 負荷の接 点出力 をシー ケンサ に接続 する、
ある いはリ レー出 力式セ ンサのご 使用を 推奨い たしま す。

2.3 結線時 の注意事 項
(1) センサ 消費電 流の影 響(２線 式セン サ)
２線式 センサ はOFF時 でも回 路を作 動させ るため、 わずか な電流 (3mA
Max.)が 漏れ電 流とし て消費 されます 。この ため接 続負荷 に電圧 が残り 、
負荷の 復帰不 良やう なりがお こるこ とがあ ります 。ご使 用前に、 この
電圧が 負荷の 復帰電 圧以下で あるこ とを確 認して くださ い。
また、 本セン サのON時 におけ る開閉 容量は 20mA以 上です。 センサ ON時
の消費 電流は 、20mA以 上とな るよう にして くださ い。
(但し 、最大電 流500 mAを越え ないよ うにし てくだ さい。 )
( a) セン サOFF時 の消費 電流の 影響対 策方法
セン サOFF時 の消費 電流の 影響対 策とし て、負荷 と並列 にブリ ーダ抵
抗を 接続す る方法が ありま す。こ のブリ ーダ抵 抗を接 続するこ とに
より 、負荷 に流れる 漏れ電 流をバ イパス し、負 荷に流 れる電流 を減
少さ せ、負 荷の電圧 を復帰 電圧以 下にす ること ができ ます。
( b) ブリ ーダ抵 抗につ いて
セン サOFF時 の負荷 に残る 電圧が 、負荷 の復帰電 圧以下 になる ようブ
リー ダ抵抗 値を選択 してく ださい 。また 、セン サON時に は負荷 に
20mA 以上の電 流を流 す必要 があり ます。 ブリー ダ抵抗値 および 許容
電力 は次式 により算 出して くださ い。
Ｒ ：ブ リーダ 抵抗値 (kΩ)
Ｖｓ：電 源電圧 (V)
Ｉ ：負 荷電流 (mA)
＊ ：セ ンサO N時の残 留電圧 (V)
Ｐ ：ブ リーダ 抵抗の 容量値 (mW)

図１２

ブリ ーダ抵抗 接続結 線図

※1. 安 全のた めブリー ダ抵抗 は計算 値の3〜 5倍以 上のＷ数 でご使 用くだ さい。
※2. ブ リーダ ー抵抗な しで使 用でき るリレ ーは次 の通り です。
表１
メー カー名
形 式
定格電 圧
ＯＭＲ ＯＮ社製
ＭＹ 形
24V DC
ＭＭ 形
24V DC
100/200 V AC
和泉電 気社製
ＲＨ 形
24V DC
ＲＲ 形
富士電 機社製
ＨＨ 形
24V DC
松下電 工社製
ＨＣ 形
24V DC
ＨＧ 形
24V DC
但し、上 記形式 であっ ても、 接点構 成(極数 )によっ てはブ リーダ 抵抗を 必要と
する場合 があり ます。 ご使用 リレー の仕様 書を必ず ご確認 くださ い。

(2) 金属配 管の実 施
センサ ケーブ ルを動 力線、 電力線の 近くへ 布設す る場合 、誤動 作や破
損を防 止する ため、 単独金属 配管を 実施し てくだ さい。
(3) サージ につい て
センサ の近く にサー ジを発 生する機 器があ る場合 は、そ の発生 源にバ
リスタ などの サージ 吸収素子 を取り 付けて くださ い。
(4) インバ ータか らの影 響につ いて
高キャ リア周 波数PM W制御を 用いた 低騒音 形インバ ータを ご使用 の場合 、
これよ り発生 するノ イズでセ ンサが 誤動作 するこ とがあ ります。
このよ うな場 合はイ ンバータ のキャ リア周 波数の 設定を 下げるか 、イ
ンバー タのメ ーカー が推奨す る対策 方法に したが ってく ださい。

３．設定方法

注意
２線 式のセ ンサ(S G510‑21 ‑00,SG5 10‑31‑0 0)は、電 源投入 と同時
に瞬 時リレ ー接点 が切り 替わりま す。
この ことに より制 御機器 などの誤 動作が 起きな いよう 対応し て
くだ さい｡
セン サの動 作モード および 遅延時 間は、 内部の 動作モ ード切替 スイッ チを
切り 替える ことによ り設定 できま す。
動作 モード 切替スイ ッチに よって ､「Wet ‑On Mod e」､「D ry‑On M ode」の 設定
と「 動作遅 延時間( ﾃﾞｨﾚｰﾀｲ ﾑ)」の 設定を用 途に合 わせて 行って くださ い。
・ Wet‑On Mode ： 接液時 にON信 号(非接 液時に OFF信号 )を取り 出す動 作。
・ Dry‑On Mode ： 非接液 時にON 信号(接 液時に OFF信号 )を取り 出す動 作。
・ 動作遅 延設定 ：液位 検出動作 を一定 時間遅 らせて 、波立 ちなど の影響
による チャタ リング を防止す る機能 です。

図 １３． 設定パ ネル部 説明図

注 ． 電 源を 投 入 し た ま ま で スイ ッ チ を 切 替 え ま す と、 数
秒 間切 り 替 え 以 前 の 動 作を 保 持 す る こ と が あ りま す 。
電 源Ｏ Ｆ Ｆ に て 切 り 替 えを 行 う か 、 切 り 替 え 後３ ０

図１４． 動作モ ード切 替スイ ッチ説 明図

秒 程 度 待機 し て か ら 本 運 転 する よ う に し て く だ さい 。

４．トラブルシューティング
故 障内容
セン サのLE D
が消 灯
セン サが非
接液 (接液)
状態 にもか
かわ らず
OFFし ない
()内 はDry‑
Onに よる結
線

セン サが非
接液 (接液)
状態 にもか
かわ らず
OFFし ない
()内 はDry‑
Onに よる結
線

原
結線 ミス

因

インバ ータな どから 発
生する ノイズ の影響
センサ 検出部 に付着 物
がある
センサ 検出部 がノズ ル
内に入 り込ん でおり 測
定物が 滞留し ている

動作モ ード(W et On、
Dry On )が反対 である ｡
もしく は推奨 安全保 持
器の設 定スイ ッチが 反
対であ る。

処 置
・結線 に誤りが ないか 確認く
ださ い
・ノイ ズの発生 源を調 査しノ
イズ の影響を 受けな いよう
対策 してくだ さい
・付着 物を取り 除いて くださ
い
・ノズ ル内の付 着物を 取り除
いて ください
・セン サ検出部 はタン クまた
は配 管内に突 出する よう取
り付 けを変更 してく ださい
・動作 モード、 スイッ チ位置
を正 常な状態 にして くださ
い。

