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安全上のご注意 
注意または
警告 

感電の危険 
注意または
警告

安全上のご注意 
 
本装置を安全にご使用いただくため、このマニュアルでは重要な操作と安全
に関する情報には、次のような「注意事項」、「注意」、「警告」の表記を行ってい
ます。 
”注記”には、重要な詳細を喚起する短いメッセージを記載しています。 
安全上のご注意のひとつである「注意」には、使用中の機器を保護し、その性
能を維持する上で重要な情報が記載されています。
安全上のご注意のひとつである「警告」には、ユーザ本人や周囲の人の身体上
の安全を確保し、装置の損傷を防ぐ上で重要な情報が記載されています。 ご
使用状況にあてはまるすべての警告内容に十分な注意を払ってください。 
全体的な「注意」または「警告」文の前には、 ç (三角の中に感嘆符)が表
示されます。 
感電に関する「注意」または「警告」文の前には、感電注意記号 Ó (三角形の中
に雷マーク)が表示されます。 

技術サポート 
Watlow コントローラに問題が生じた場合は、付録のトラブルシューティング表
を参照してください。また、設定情報を見直し、入力、出力、アラーム、制限値な
どが用途に適した選択となっているか確認してください。 上記をチェックした
後、なお問題が解決しない場合は、地域の Watlow 代理店に技術サポートを依
頼するか、03-3518-6630までお電話ください。 - 

アプリケーション エンジニアがお客様のご利用方法についてアドバイスしま
す。
お電話を頂く際、次の情報をご用意ください。 

• モデル番号 • すべての構成情報 
• ユーザマニュアル • 診断メニュー読取値 

保証および返品に関する情報は、本マニュアルの裏表紙に記載されています。 

ご意見 
本書に関するご意見ご感想を是非お聞かせください。 以下の技術情報チー
ムまでお送り頂けると幸甚です。 Watlow Winona, 1241 Bundy Boulevard, 
P.O. Box 5580, Winona, Minnesota, 55987-5580 U.S.(米国)電話： +1 (507) 
454- 5300、ファックス: +1 (507) 452-4507 パワーシリーズ ユーザマニュアル
は、Watlow Electric Manufacturing, Inc.が著作権 ©2015を所有しています。
無断複写・転載は禁じられています。
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着脱式取り付けプレート 
パワーシリーズには、最初から
取り付けられている着脱式プレ
ートが付属します。

端子カバー 
電気的にタッチセー 
フなパッケージ 

ヒューズカバー 
高電圧コンポーネントをカバーし
ます。ヒューズのメンテナンスの
際には上下にスライドさせます。 

デジタルプログラム/ディスプレイ 
コントローラの設定、セットアップ
を行い、機能のモニタリングを行
います。

1  

4  

2 3  

パワーシリーズ  
ソリッドステート パワーコントロール  

5  6  

要約 
はじめに 

パワーシリーズは最先端のマイクロプロセッサ搭載型の、産業用ヒーター制御用のシリコ
ン コントロール整流式(SCR)パワーコントローラです。 この製品は複数の設定が可能で、
単相、3相、単相マルチゾーン機能があります。 各製品構成は、スイッチングを行う位相の
数により、定格電流が異なります。 スイッチング能力は、選択した構成または型式により異
なりますが、50℃で、65～250アンペアrms、24～600V以上に対応可能です。 パワーシリー
ズの構成オプションについての追加情報は1.2ページを参照してください。

第1章

図1.1 — パワーシリーズの機能  

アース用のタブ 
ビルトインタブがあるため、
アース接続が容易です。 

入出力ポート 
入力、再転送出力、通信、 
アラーム 

内蔵ファン 
強制空冷式モデルではファ
ンが搭載されているため、フ
ァンのために別途電源接続
を行う必要がありません。 

六角レンチ 
端子1～6と接地用ラグに使
用します。
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単相 
この構成は、パワーシリーズのすべての機能と組み合わせて購入することができます。 唯一
の制限は、購入時にお客様が選択した機能です。 ACラインの単相をスイッチングするだけ
なので、すべての構成で最高定格電流となります。 抵抗ヒーター用途のものですが、位相角
ファイアリングモードでは負荷を接続したトランスフォーマにも使用できます。 

3相2アーム構成 
この構成はニクロム発熱体など、安定した抵抗ヒーターのゼロクロスファイアリングのため
のものです。 典型的には3相3線デルタまたはY字型または星型の非接地接続のヒーターが
最も頻繁に使用され、3つのVライン相のうち2つのみをスイッチングします。 3つめの相は、
パワーシリーズのボード上のバスバー経由で直接接続し、先の2つの相によってコントロー
ルします。 このため、2アーム構成は3相Y字型または星型接地接続ヒーターには使用すべき
ではありません。 (3相の接地されたY字型/星型接続とする必要があるヒーターについては、
以下の「3相、3アーム構成」を参照してください。) 
この構成では、位相角ファイアリングは実行できないため、ヒーター付トランスフォーマや
炭化ケイ素、二珪化モリブデン、カーボングラファイト、タングステンなどの安定性の低い
ランプヒーターには使用すべきではありません。 ヒーターの故障を早めたりヒューズが飛
ぶ原因となる場合があります。 
ヒーター電流のモニタリングとkVAオプションは、3相2アーム構成のヒーター診断オプショ
ンで利用できます。 電流制限およびヒーターベークアウトを含め、位相角ファイアリングは、
利用できません。 

3相3アーム構成 
6SCR制御を搭載するパワーシリーズ構成には2種類あります。 これらの構成ではすべての
機能が利用できます。 
3アーム構成は、負荷に接続するトランスフォーマへの位相角ファイアリング、またはソフトス
タートおよび/または電流制限が必要なヒーターへの直接接続のためのものです。 
4線構成は、4線Y接続のニクロム/抵抗ヒーターへのゼロクロスファイアリングのためのもの
です。 

単相、マルチゾーン構成 
この構成は単相の2つまたは3つのゾーンで利用できます。 連続するSCRが使用され、単相
ユニットのすべての機能が利用できます。 (アラームリレーは1つしかなく、コントローラ内の
すべてのゾーンで同じ制御方法を使用する必要があります。) この構成は、独立したコントロ
ールゾーンから複数のコマンド信号のある利用法のためのものです。 マルチゾーンプラッ
トフォームは、単相パワーコントローラを複数使用する場合と比べ、パネルスペースも小さく
てすみます。 

ヒーター診断 
ヒーター診断はパワーシリーズSCRパワーコントローラの主な特徴です。 選択したモデルに
より異なりますが、ヒーター診断には、ヒーター電流のモニタリングを必要とする機能の一
部またはすべてを含むことができます。 ヒーター電流のモニタリングは、コントローラ上に
ヒーター診断機能が搭載されている場合のみ利用できます。 ヒーター電流モニタリングに
依存する機能は、ヒーターベークアウト、電流制限、ヒーター電流およびｋVAのモニタリング
のほか、再転送、およびヒーター故障、ヒーター許容範囲外、負荷バランス、ショートしたSCR
の検出/エラーを含む、ヒーターモニタリングアラームがあります。 電流制限のある位相角制
御が必要な場合は、ヒーター診断機能もインストールする必要があります。
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パワーシリーズ
電流(アンペア)

推奨最小
ワイヤ直径

(90C) (AWG)

ワイヤ曲げ
半径

      ミリ インチ

半導体
ヒューズ定格

(アンペア)
Watlow交換用

ヒューズ製品番号
Bussmann

交換用 ヒューズ
P/N

65 6 AWG 51 2.0 100 T: 0808-0102-0100 170M1317

80 4 76 3.0 125 T: 0808-0102-0125 170M1318

85 4 76 3.0 125 T: 0808-0102-0125 170M1318

90 4 76 3.0 125 T: 0808-0102-0125 170M1318

100 3 76 3.0 160 T: 0808-0102-0160 170M1319

105 3 76 3.0 160 T: 0808-0102-0160 170M1319

120 2 89 3.5 160 T: 0808-0102-0160 170M1319

125 2 89 3.5 160 T: 0808-0102-0160 170M1319

140 1 114 4.5 200 T: 0808-0102-0200 170M1320

155 1/0 140 5.5 200 T: 0808-0102-0200 170M1320

160 1/0 140 5.5 250 T: 0808-0102-0250 170M1321

165 1/0 140 5.5 250 T: 0808-0102-0250 170M1321

185 2/0 152 6.0 250 T: 0808-0102-0250 170M1321

200 3/0 165 6.5 250 T: 0808-0102-0250 170M1321

250 250 MCM 216 8.5 315 T: 0808-0102-0315 170M1322

2  

∫
警告:

設置 
以下の2つの章ではパワーシリーズ コントローラのインストール方法について説明
します。 Watlowパワーコントローラは工場出荷前に充分にテストされているため、
パワーシリーズ コントローラは受領後すぐにインストールすることができます。

第2章

感電その他の危険の可能性
を避けるため、すべての取り
付けおよび配線は米国電気
規格(NEC)およびその他の
現地適用規定に従う必要が
あります。 

注記： 接地は、配線および負
荷接続と同じサイズのワイヤ
を使用して、接地のための充
分な通電容量を確保します。 

注記： 一体型の半導体ヒュ
ーズは分岐回路としての保
護機能を認められません。

第2章と第3章ではパワーシリーズ コントローラのインストールに必要なステップ
について説明します。 第2章ではパワーシリーズの取り付け方法を、第3章では入
力、電源、負荷の配線について説明します。 
設置作業を始める前にこれらの章を読み、設置作業の全体像を理解してくださ
い。 取り付けは注意深く計画してください。 パワーシリーズを取り付ける前に、電
源、負荷、入力信号の配線について計画します。 またキャビネットのスペース、コ
ントローラの寸法、配線曲げ半径、通気についても考慮してください。 電気ノイズ
の問題を最小化するため正しい方法で配線してください。 

ベース電流、定格室温でのパワーシリーズのコードの曲げ半
径と、交換用半導体ヒューズ 
推奨最小ワイヤサイズは、米国電気規格に基づき、室温30度、レースウェイまたは
ケーブル内の通電導体3本までを基本としていますが、これはパワーシリーズの
50℃の筐体温度と半導体ヒューズ定格も考慮したものです。 銅導体のみ使用して
ください。
パワーシリーズすべてのアンペア容量について、端子ラグワイヤは、350MCM(000
サーキュラーミル)～6AWG(米国ワイヤゲージ規格)の範囲です。 推奨端子トルク
は180in.-lbs(20 Nm)です。 - 端子ラグの定格は1ラグあたり1ワイヤです。 トルクガ
イドラインについては3.1ページを参照してください。
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2.2    Watlowパワーシリーズ 第2章　設置

2 3

4 5 6

1

Power Series
Solid State Power Control

パワーシリーズのサイズ

パワーシリーズコントローラの取り付け 
注記： パワーシリーズコントローラは垂直に取り付ける必要があります。 1つのキャビネット内で複数のユニット
を使用する場合は、できるかぎり横に取り付けるようにしてください。 縦に重ねる場合、通気に必要な空間を確
保する必要があります。 2.3ページの筺体ガイドラインを参照

N20～F30モデル:
1.  パワーシリーズ コントローラを取り付けるパネルの場所を決め、以下の図にあるように4つの取り付けネジの

ための穴をドリルなどであけます。 テンプレートとして取り付けプレートを使用できます。
2.  4つのネジを使ってパワーシリーズの取り付けプレートを取り付けます。(ネジは付属していません。最小＃10

ネジ、最大1/4インチネジ)
3.  パワーシリーズヒートシンクの背面にある肩つきネジのヘッドを、取り付けプレートのキ―スロットにあわせ

ます。 装置を押し入れてから、カチッと言うまで下におろします。 取り付けが完了しました。
F35モデル:

F35モデルは、ボルトで取り付ける製品です。 上の図にあるように6つのネジ穴をあけ、1/4インチ20ボルトで取
り付けます。

煙突冷却効果を促進するた
め、追加で9インチの空間を
空けてください。 パワーシリ
ーズ取り付け時の上と下に
空間を空けます。パワーシリーズ前面図

図2.2a — パワーシリーズのサイズ 図2.2aa — F35のモデルのみ

パワーシリーズ上面図

200 mm
(7.9 インチ)

354 ミリ
(14.0インチ)

191 mm
(7.5 インチ)

337 ミリ
(13.3 インチ)

305 ミリ
(12.0インチ)

Ø7.1mm
(0.28インチ)

421 ミリ
(16.6 インチ)

356 mm
(14.0インチ)

178 mm
(7.0インチ)

191 mm
(7.5 インチ)

234.1 mm
(9.2 インチ)

33 ミリ
(1.3 インチ)

パワーシリーズの取り付けプレート

178 mm
(7.00 インチ)

39 ミリ
(1.53 インチ)

102 ミリ
(4.00 インチ)

151 ミリ
(5.93 インチ)

25 mm
(0.97 インチ)

図2.2b – 取り付けプレートのサイズ 図2.2c — コントローラを取り付ける

パワーシリーズ  
ソリッドステート パワーコントロール  

取り付け用のネジ
穴　4つ

7mm
(0.27 インチ)

取り外しタブ

キ―スロット



筐体ガイドライン 
パワーシリーズは適切な電気製品用筐体に取り付ける必要があります。 適切な
曲げスペースと冷却スペースが必要です。 ネームプレート定格で、筐体内の気
温は50℃を超えてはいけません。 その他の定格出力および筐体内気温につい
ては、2.5および2.6ページの定格出力曲線を参照してください。 
適切な冷却機能を維持するため、筐体は、パワーシリーズが生成した熱を分散
させるに十分な大きさ、または何らかのアクティブな冷却装置がなくてはなりま
せん。 
1.  空気循環 – ファンが筐体の底部に空気を運び、筐体の上部のルーバープレ

ートが空気の出口となります。 フィルタは詰まって、空気の流入を塞ぐため
お勧めできません。 ファンのCFMの80％を維持するため、空気の流出口は、
ファン側の流入口の4倍の面積が必要です。 パワーシリーズ1台1台が、空気
のよどまない場所に置かれていることを確認してください。 

2.  ボルテックスクーラーは、圧縮空気で動作し、密閉された筐体で優れた冷
却機能を果たしますが、運転音が大きく、多くの空気を消費します。 

3.  キャビネットエアコンは、密封筐体でよく機能します。 
4  ヒートパイプクーラーは、密封筐体でよく機能しますが、ボルテックスクー

ラーやキャビネットエアコンと比べると冷却機能は弱くなります。 
どの程度の冷却機能が必要となるかを判断するには、以下を実行します。 
1.  パワーシリーズにかかるアンペア容量を調べます。 アンペア容量に1.2を掛

け、さらに、コントロールする相の数を掛けます。 これがSCRが発散する出力
パワーのワット数です。 コントローラの電源装置が発散するワット数(21W)
を加え、ワット数の合計に3.41を掛けて、1時間当たりのBTU(英国熱量単位)
を算出します。 ボルテックスクーラー、ヒートパイプクーラー、キャビネットエ
アコンは、それらが取り除くことのできる熱量(BTU)で評価されます。 

2.  筐体内のその他の電子機器が生み出すワット数も加え、3.41を掛けて1
時間当たりのBTUを算出します。 

3.  筐体内の合計BTUを算出し、そのBTU量を取り除くことのできる冷却装置を
選びます。 

4  ファン冷却式の筐体では、筐体とファンのメーカーは通常、筐体にあわせて
ファンのサイズを決める無料ソフトプログラムとアプリケーションノートを提
供しています。 必要な場合はWatlow Controlsのアプリケーションエンジニア
に問い合わせてください。 

厳しい環境 
パワーシリーズはUL508、安全のための汚染度3の基準を満たしています。この
基準は以下のように定められています。 『導電性の汚染が発生、または非導電性
の汚染が発生し、予測される濃縮により導電性を持つようになります。』 しかし
Watlowは、長期的な信頼性を確保するため、パワーシリーズを清潔で乾いた環境
で使用することを推奨しています。
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ç
注意： 
手の怪我を防ぐためコント
ローラを押す際に大きなネ
ジまわしでリリースタブを
押すとよいでしょう。

パワーシリーズコントローラの取り外し 
1. 取り付けプレートからパワーシリーズコントローラを取り外すには、取り付け

プレートの上部にあるリリースタブを押します。 
2.  リリースタブを内側に入れたら、コントローラを下から上に持ち上げ、取り付

けプレートから外します。 上に持ち上げる際は、ヒートシンクの尖ったエッジに
注意してください。 少し力が要ります。 

3.  F35モデルは標準の取り付けプレートを使用していません。 取り付け方法に
ついては2.2ページを参照してください。 取り外すには、取り付け操作を逆か
ら行います。

パワーシリーズの保守作業
・ 清掃: 適切な冷却機能のためにヒートシンクのフィンはクリーンに維持す

る必要があり、プリント基板には、導電性のほこりがたまらないようにする
必要があります。 

・ キャリブレーション: 通常は必要ありません。 データの復元とバックアップ
については6.15～6.16ページを参照してください。 

• 増し締め: トルクガイドラインについては3.1ページを参照してください。 
• ソフトウエアのバックアップと更新: 必要ありません。パワーシリーズのバッ

クアップについてはA.7ページを参照してください。 

注記： パワーシリーズコントローラは出荷前に100％テストされています。
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図2.4 — F35パワーシリーズ(右)は、大きなファンで冷却されています。 
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定格出力曲線 
非ファン冷却式  
すべての曲線は、定格90°C負荷ワイヤと外線を接続し、100％出力にした場合のものです。 
各チャートでアンペアのスケールがわずかに異なる点に注意してください。 安全な操作範囲
は、1アンペアから、選択した出力アンペアコードの曲線までです。 例: F25単相は50度で最大
200アンペアまでが定格、F30単相は、50度で最大250アンペアまでが定格です。自然対流空
冷定格出力曲線は2.6ページを参照してください。 

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260  
抵抗負荷への電流(アンペア)  

3相2アーム2ゾーンマルチゾーン  

100％オンの時の単相ファン冷却式  

100％オンのファン冷却式  

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260  
抵抗負荷への電流(アンペア)  

3相3アーム3ゾーンマルチゾーン  
100％オンのファン冷却式  

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260  
抵抗負荷への電流(アンペア)   

Watlowパワーシリーズ   設置    2.5



筐
体

内
部

 
気

温
(℃

)  

65  

60

55

50

45

40

35  

30%  

N20   N25   N30  

筐
体

内
部

 
気

温
(℃

)  

65  

60  

55

50 

45

40

35  

30

25  

N20   N25   N30  

筐
体

内
部

 
気

温
(℃

)  

65  

60%  

55 

50

45

40

35  

30

25  

N20   N25   N30  

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

定格出力曲線 
自然対流  
すべての曲線は、定格90°C負荷ワイヤと外線を接続し、100％オンにした場合のものです。 各チャートでア
ンペアのスケールがわずかに異なる点に注意してください。 安全な操作範囲は、1アンペアから、選択した
出力アンペアコードの曲線までです。 例: F25単相は50℃で最大140アンペアまでの定格、F30単相は、50℃
で165アンペアが定格です。
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端子1～6と接地
ラグ 
180インチポンドの
トルクをかけます。 
(20 Nm.) 3/8インチ
のAllenレンチが提
供されます。

ワイヤの被覆を、 
6ｍｍ分はぎ取ります。  
(1-1/8インチ) 

ヒューズの取り付けには 
フィリップドライバ#3 を 
使用します。 取り付け 
以下のモデルについて 
PXX-F20X-XXXX 
PXX-N20X-XXXX 
回転トルクは 26インチポンド  
(2.93 Nm＝ニュートンメートル) 
以下のモデルについて 

PXX-F25X-XXXX 
PXX-N25X-XXXX 
PXX-F30X-XXXX 
PXX-N30X-XXXX 
PXX-F35X-XXXX 
回転トルクは 
44インチポンド  
(4.95 Nm＝ニュートンメートル)

フ
ュ

ー
ズ

  

 フ
ュ

ー
ズ

  

 フ
ュ

ー
ズ

  

パワーシリーズ 
ソリッドステート パワーコン
トロール  

ヒューズの取り付けには5/16インチのボ
ルトを使います。 
44インチポンドのトルクをかけます。 
(4.95 Nm＝ニュートンメートル)  

コントローラコネクタ  

 ワイヤの被覆を、 
6ｍｍ分はぎ取ります。　  
(0.24インチ) - 

8インチポンドのトルクをかけます。 (0.9 
Nm＝ニュートンメートル) 2.5mm(1/8 
インチ) のマイナスドライバーを使って回
転します。 12-22 AWGワイヤ、またはNo. 
22-18のAWGワイヤ2本を使用できます。

六角レンチ 
(必ず平らな面をケース側にする)  

3  
第3章 
配線
パワーシリーズコントローラの配線 
配線オプションは型式により異なります。 コントローラの右側にあるステッカーに記載され
ている端子指定をチェックし、本書に記載されているモデル番号と照合し、また本マニュア
ルの付録(A.10ページ)にある細かいモデル番号明細と照合してください。 
第3章では入力と出力の配線方法をすべてのオプションについて説明します。 端子トルクガ
イドラインは図3.1を参照してください。 

トルクガイドライン 
•  30秒ほど端子へのトルクを適切に保持し、ワイヤを固定して、コールドフローによるゆ

るみがでないようにします。 
•  48時間後すべての端子に再度トルクを掛けます。 
•  3～6カ月ごとに外線と負荷端子にトルクを掛け直すという、メンテナンスプログラムを

設定します。

図3.1 — トルクとワイヤストリップ
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(アラーム 
通常は閉)
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(アラーム 
通常は開)  

アラーム 
250V~  3A  

内部でパワーシリーズに伝達

NC 

C 
NO 

120V~   
L1 

ニュートラル

ç∫ 
警告: 
器物や装置の損傷およ
び/または人身障害や死
亡を防ぐため、パワーシ
リーズの設置、運用にあ
たっては、米国電気規格
(NEC)の標準配線法に従
ってください。 これを怠る
と器物の破損や、人身障
害、死亡を招く恐れがあ
ります。 
注記： 
入力、再転送、通信の
外部端子は、欧州規格
EN50178に従って直接
接触の場合に保護される
よう設計されています。 

注記： 
接地は、配線および負荷
接続と同じサイズのワイ
ヤを使用して、接地のた
めの充分な通電容量を
確保してください。 / 16
章を参照してください。 
Watlowパワーシリーズ 

注記：
トルクとワイヤストリップ
のガイドライン： 
• 1～23の配線をコント

ロールします。 
• ワイヤの被覆を、6ｍｍ

分はぎ取ります。 (0.24
インチ) 8インチポンド
のトルクをかけます。 
(0.9 Nm) 

• 30秒間トルクを維持
し、ワイヤを固定し、コ
ールドフローさせます。 
48時間後に再度トルク
をかけます。 

• すべてのライン接続は
3～6カ月に1回トルク
をかけなおす必要があ
ります。

入力配線 
図3.2a – コントロール電源とアラーム配線 

図3.2b – 再転送配線
パワーシリーズ  

パワーシリーズ  

パワーシリーズ  

図3.2c –通信配線 

232 REC    (EIA/TIA-232 受信In) 

232 TRAN  (EIA/TIA-232 送信Out)  
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注記： 
正しい設置には、次の4
ステップが必要です。 
• コントローラのハード

ウェア構成とモデル番
号を選択します。(付
録) 

• コントローラを取り付
けます。(第2章) 

• コントローラの配線を
行います。(第3章)  

• コントローラを設定し
ます。(第4、5、6章) 

ç∫ 
警告： 
器物や装置の損傷およ
び/または人身障害や死
亡を防ぐため、パワーシ
リーズの設置、運用にあ
たっては、米国電気規格
(NEC)の標準配線法に従
ってください。 これを怠る
と器物の破損や、人身障
害、死亡を招く恐れがあ
ります。

図3.3a – シングルゾーン入力配線 
パワーシリーズ  

図3.3b – 2ゾーン入力配線  
パワーシリーズ  

図3.3c – 3ゾーン入力配線  
パワーシリーズ  

(電圧入力 0～10V) 

(電流入力 4 ～20mA)  

(共通)  

(電圧入力 0～10V) 

(電流入力 4 ～20mA)  

(共通)  

(電圧入力 0～10V) 

(電流入力 4 ～20mA)  

(共通)  

外部コネクタ  

(電圧入力 0～10V) 

(電流入力 4 ～20mA)  
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注記： 
正しい設置には、次の4ス
テップが必要です。 
• コントローラのハード

ウェア構成とモデル番
号を選択します。(付録) 

• コントローラを取り付
けます。(第2章) 

• コントローラの配線を
行います。(第3章)  

• コントローラを設定し
ます。(第4、5、6章) 

ç∫ 
警告： 
器物や装置の損傷およ
び/または人身障害や死
亡を防ぐため、パワーシ
リーズの設置、運用にあ
たっては、米国電気規格
(NEC)の標準配線法に従
ってください。 これを怠る
と器物の破損や、人身障
害、死亡を招く恐れがあ
ります。 

注記：
トルクとワイヤストリップ
のガイドライン： 
•  1～6と接地ラグを接続

します。 
•  ワイヤの被覆を、30ｍ

ｍ分はぎ取ります。　 
(1-1/8インチ) 180イン
チポンドのトルクをか
けます。 (20 Nm) 

•  30秒間トルクを維持
し、ワイヤを固定し、コ
ールドフローさせます。 
48時間後に再度トルク
をかけます。 

•  すべての負荷接続は3
～6カ月に1回トルクを
かけなおす必要があり
ます。  

ライン出力/電源配線 
図 3.4a –  単相出力配線 

(モデル PC1X-XXXX-XXXX)  

240V~   
それ以上  

ç注意: 図3.4aは、リターン電流経
路に内部バスバーを使用し、標準接
続2を接続しないという、Watlow推奨
の出力配線を示しています。 推奨以
外の配線スキームを選択した場合は、
標準接続1または標準接続3または内
部バスバーのどちらかを適切なライン
に接続する必要があります。 推奨以外
の配線スキームを選択した場合は、標
準接続2または内部バスバーのどちら
かを適切なラインまたは中性点に接
続する必要があります。 これらのガイ
ドラインを守らないと、パワーシリーズ
を損傷する恐れがあります。

図 3.4b –  3層2アーム4SCR出力配線 
(モデル PC2X-XXXX-XXXX)

ç注意: 図3.4bは、リターン電流経
路に内部バスバーを使用し、標準接
続1と3を接続しないという、Watlow
推奨の出力配線を示しています。 推
奨以外の配線スキームを選択した場
合は、標準接続1または標準接続3ま
たは内部バスバーのどちらかを適切
なラインに接続する必要があります。 
4 標準接続1 推奨以外の配線スキー
ムを選択した場合は、標準接続1また
は標準接続3または内部バスバーの
どちらかを適切なラインに接続する
必要があります。 これらのガイドライ
ンを守らないと、パワーシリーズを損
傷する恐れがあります。

注記： この図は、分岐回路保護のための回路遮断器を示しています。  
ヒューズも使用できます。  
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図3.5e – 250A モデル用ファン配線 
120 V、50/60 Hz 
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2  

標準 
接続1 5  

ヒーター ヒーター ヒーター
1 2 3

3  接地
オンボ

ード
半導体 

ヒューズ

オンボ
ード

半導体 
ヒューズ

PC9  

標準 
接続2  6  

L1 

L2  
リミットコン

トロール  
接点 (必要 

な場合) 

標準 
接続3  

3つの独立した 
単相ヒーター  

1  

標準 
接続1

2  

5  4

ヒーター ヒーター ヒーター 
1  2  3  

3  接地  

PC9  

標準 
接続2  6  

標準 
接続3  

3つの独立した 
単相ヒーター  

L1 
L2 
L3 

リミットコント 
ロール接点 

(必要な場合)

ç∫ 
警告： 
器物や装置の損傷および/
または人身障害や死亡を防
ぐため、パワーシリーズの設
置、運用にあたっては、米国
電気規格(NEC)の標準配線
法に従ってください。 これを
怠ると器物の破損や、人身
障害、死亡を招く恐れがあ
ります。 

ç 
警告： 
範囲外温度条件で火災また
はその他の危険がある場合
は、上限または下限温度で
のリミットコントロールによる
保護をシステムに設定してく
ださい。 危険の可能性が存
在する場合に温度のリミット
コントロールによる保護を設
定しないと、装置や器物の損
壊、人身への障害が生じる
恐れがあります。 

注記： 
標準接続1～3では、 
ナイロン被覆され金属のグリ
ップリングの付いた0.250イ
ンチの幅、0.032インチの厚
さのある互換QCコネクタを
使用してください。 
14-16 AWG: 
Molex/ETC AA-5261、3M 
MNG14-250DFIX C-54-
503Xまたは同等のもの  

図3.5a – 4線Y接続用の3相3ア
ーム6SCR出力配線 

(モデル PC4X-XXXX-XXXX)

図 3.5b – 3層3アーム6SCR内
部デルタ

図3.5d –**マルチゾーン出力配線  

図3.5c – 3相3アーム 6SCR出力配線 
(モデル PC3X-XXXX-XXXX)

ç注意: PC3モデルでは標準接続を接続
しないでください。 このガイドラインを守ら
ないと、パワーシリーズを損傷する恐れが
あります。

PC8X-XXXX-XXX1 PC8X-XXXX-XXX3 PC9X-XXXX-XXX1 PC9X-XXXX-XXX3  

Molex/ETC AA-5261、3M 
MNG14-250DFIX 
C-54-503Xまたは同等の
もの

注記： 位相制御を選択 
した場合は、配線はA、B、 
Cのローテーションにする 
必要があります。

注記： 位相制御を選択し
た場合は、配線はA、B、Cの
ローテーションにする必要
があります。  

**注意事項: モデルPC8およびPC9の制御アームは絶縁されているため、デルタ内の位相間で、または位相から中性点へ配線
したり、またはその他の線とは独立して配線することができます。  
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パワーシリーズモデル ヒューズ定格 Watlow ヒューズの
製品番号

Bussmannヒューズの製
品番号

PC1X-N20 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC1X-N25 200 T: 0808-0102-0200 170M1320
PC1X-N30 250 T: 0808-0102-0250 170M1321
PC1X-F20 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC1X-F25 250 T: 0808-0102-0250 170M1321
PC1X-F30 315 T: 0808-0102-0315 170M1322
PC2(8)X-N20 125 T: 0808-0102-0125 170M1318
PC2(8)X-N25 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC2(8)X-N30 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC2(8)X-F20 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC2(8)X-F25 250 T: 0808-0102-0250 170M1321
PC2(8)X-F30 250 T: 0808-0102-0250 170M1321
PC3(4,9)X-F35 315 T: 0808-0102-0315 170M1322
PC2(8)X-F35 315 T: 0808-0102-0315 170M1322
PC3(4,9)X-N20 100 T: 0808-0102-0100 170M1317
PC3(4,9)X-N25 125 T: 0808-0102-0125 170M1318
PC3(4,9)X-N30 160 T: 0808-0102-0160 170M1319
PC3(4,9)X-F20 125 T: 0808-0102-0125 170M1318
PC3(4,9)X-F25 200 T: 0808-0102-0200 170M1320
PC3(4,9)X-F30 200 T: 0808-0102-0200 170M1320

480V~ 
(ac)  

L3 
L2 
L1  

ブレーカー  

CRI
コイ

ル

コントロー
ル熱電対

– 
+  

上限熱電対

F1 

G1 

H1  

T1 

S1 

R1  

480V~ (ac)  

120V~ (ac)  

PM6C2FA-ALAJAAA  

L4 

K4 

T2 

S2 

R2  

98 

99 

CC 

CA 

CB 

B5 

D6 

D5  

CRI: 高 
リミットコ
ンタクター

AC共通 AC上限  

1  

4  

2  
オンボード 

半導体 
ヒューズ  

3  

3, 2-アームゼロク
ロス ファイアリン
グパワーシリーズ

5   6  

接地  

+

–  4~20mA 

モニター出力操作へ
再転送 
パワー制御 

3層抵抗加熱器  

ç∫ 
警告： 

器物や装置の損傷および/
または人身障害や死亡を防
ぐため、パワーシリーズの
設置、運用にあたっては、米
国電気規格(NEC)の標準配
線法に従ってください。 これ
を怠ると器物の破損や、人
身障害、死亡を招く恐れが
あります。 

ç 
警告： 
範囲外温度条件で火災ま
たはその他の危険がある場
合は、上限または下限温度
でのリミットコントロールに
よる保護をシステムに設定
してください。 危険の可能
性が存在する場合に温度の
リミットコントロールによる
保護を設定しないと、装置
や器物の損壊、人身への障
害が生じる恐れがあります。 

注記： この配線例は、分岐
回路保護のための回路遮
断器を示しています。 ヒュー
ズも使用できます。   

配線例  

図3.6 - システム配線例 

200KA SCCR適合の推奨ヒューズ取り付けオプション その他のテストしていない組み合わせ
は、デフォルトでUL508Aの5KAおよびNECガイドラインに従っています。  
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上側のディスプレイ; 
動作レベルを表示 – 
下側のディスプレイ
のパラメータについ
て、必要とされる電
流、線間電圧または、
電力のフィードバック
レベル  

下側のディスプレイ: 
上側のディスプレイで
表示中の値に対応する
パラメータを表示。  

ホームキー: 
他のページやメニュー
からディスプレイルー
プに戻る。ディスプレイ
ループ内では別のゾー
ンまたは位相のプロン
プト間を移動  

第4章  
ナビゲーションとソフトウェア 
キーとディスプレイ 
この章ではキーとディスプレイ 、ナビゲーションスキルについて説明します。 完全なソフト
ウェアマップも記載します。 

小さなLED：  
通信活動中に
点滅  

アラーム表示LED：  
アラームがアクティブになると点灯　  

図4.1 — パワーシリーズのキーとディスプレイ  

上下の矢印キー -  
次のまたは前のサブメニ
ューへ移動。メニューのト
ップアイテム上にいる場合
は前のサブメニューに移
動。または、現在のメニュ
ーアイテムの値を増減。    

左右の矢印キー： サブメニ
ュー内で次または前のアイ
テムへ移動    
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パワーシリーズのナビゲーション 
ページ(設定または工場)を選択し、指定のキーシーケンスを押します。 下側のディスプレイ
に選択したページが表示されます。  

設定ページ -   
制御、アラーム、
再転送、通信を
設定します。  

工場ページ -  
キャリブレーショ
ンと診断情報を
表示します。

ディスプレイループ 
-パラメータをモニタ
リングし、マニュアル/
デジタル入力を調整
し、起動したアラーム
をクリアします。 

• 設定ページ  : ディスプレイループで、 とのキーを同時に2秒間長押しします。  

• 工場ページ: ディスプレイループで、 とと のキーを同時に2秒間長押しします。  

• ディスプレイループ: 設定または工場のページで、 キーを押します。  

注記：   
ディスプレイループの負荷活動のインジケータには、ヒーター診断機能がインストールされているか否
かにより別の表示が行われる場合があります。 ヒーター診断機能が搭載されている場合は、検出された
負荷電流が表示されます。 ヒーター診断機能が搭載されていない場合は、ゲートの対象となるSCRと現
在の線間電圧が表示されます。 

ページ内の特定のメニューを見つけるには またはを押します。 上側のディスプレイに
メニューが、下側のディスプレイには引き続きページが表示されます。 
表示されたメニューのパラメータリストに入るにはを押します。 下側のディスプレイには
メニューのパラメータが上側のディスプレイにはパラメータの値が表示されます。 パラメー
タを順番に表示するにはを押します。 
パラメータの範囲内でアルファベットや数字の値を選択するには、またはを押します。  
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[````][````][LoAd][Freq]  (コード) (コード)  

単ゾーン 単相 
[In``]または[In|c]または [In|u]   [`Out][`Hbt]    [`UoL][`Cur][`HUA]  

マルチゾーン [```] 3相 [```]    (#)  
 (#)  

     [2one]

表示するゾーン
の選択  

表示するゾーン
の選択   [Phas]   

(該当の場合)  

ディスプレイループから設定メニューに
入るには、Homeボタンと左矢印キーを同
時に2秒間長押しします。  

  

  

ディスプレイ ループ  

  
Homeボタンを押すと、どのメニューか
らでもディスプレイループに戻ります。  

設定ページのメニュー 工場ページのメニュー  
    
設定メニューから工場メニューに入るに
は、Homeボタンと左と右の矢印キーを同
時に2秒間長押しします。  

ナビゲーション  

ディスプレイループは、
パラメータをモニタリン
グし、マニュアル/デジタ
ル入力を調整し、ラッチ
式アラームをクリアする
ために使用します。  

ディスプレイ ループ    
アクティブなアラーム  

ディスプレイループ内でゾーンまたは相を選択するには、上下の矢印キー  (   ) を使
用します。 上側のディスプレイにゾーン/相が表示されます。 

ゾーンまたは相内でパラメータを選択するには左右の矢印キー (   )  を使用します。 
下側のディスプレイにパラメータが表示されます。 

あるパラメータ内で英文字または数字の値を選択するには、上下の矢印キー  (   ) を使用し
ます。 上側のディスプレイに値が表示されます。 

ゾーン/単相、2相、3相を順番に切り替えるには、Homeボタン (  ) を使用します。  

[```1] ゾーン1 [```1]   単相  
[2one]   [In1 ]̀または[In|`c1] または[In|`u1] [Out1][Hbt1][Uol1][Cur1][HUA1] 
      	 	 	 	 	 	
 
[̀ ``2]   ゾーン2  
[2one]   [In2 ]̀または[In|`c2] または[In|`u2] [Out2][Hbt2][Uol2][Cur2][HUA2]     
      	 	 	 	 	 	
 
[̀ ``3] ゾーン3 
[Zone]   [In3 ]̀または[In|`c3] または[In|`u3][Out3][Hbt3][Uol3][Cur3][HUA3] 
      	 	 	 	 	 	
 

注意事項：
各ページおよび各メニューに表示される内容は、コントローラのオプションと設定に基づ
き工場で設定されています。
入力信号方法のインジケータは、選択した入力信号方法、デジタル、電流、電圧により変化
します。 
現在の動作パラメータはキーパッドまたは通信ポートを使用していつでも変更できます。

[[`ph5]   [Uol1][Cur1]  
       
    
[```2]   2相  
[`ph5]   [Uol2][Cur2][HUa2] 	
       
 [```3]   3相  
[`ph5]   [Uol3][Cur3] 
       
   

注記： ディスプレイループ内のパラメータ、範囲情報、Modbusアドレス、および表示されるパラメータの条件の説明は、
第6章、パラメータの 6.1～6.4ページを参照してください。  
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設定ページメニュー   
[algo] アルゴリズムのコントロール 
[`Set]   [algo][`FTB][``UC] 
    
   v[cont]  [`OFF]  [`FTB]  [Urtb]  [Ph2t]

[Ctr1] ゾーン1コントロールの設定
[`Set]   [``In][ dflt][nna_][nna–][Uol_][Uol–][lrn|`A][bl`U][lrn|`U][type][rATE][Soft][rdLy]  
  
  
[Opt1] ゾーン1オプションの設定  
[`Set]   [`Hbo][Min][`HbC][`CLi][`Cla][tol_][tol–][Indf][1Cur] 
  
  
[Ctr2] ゾーン2コントロールの設定 
[`Set]    [``In][dFlt][nna_][nna–][Uol_][Uol–][lrn|`A][bl`U][lrn|`U][rATE][Soft] 
   
  
[Opt2] ゾーン2オプションの設定 
[`Set]   [`Hbo][Min][`HbC][`CLi][`Cla][tol_][tol–][Indf][1Cur] 
  
  
[Ctr3] ゾーン3コントロールの設定 
[`Set]   [``In][dFlt][nna_][nna–][Uol_][Uol–][lrn|A][bl`U][lrn|`U][rATE][Soft] 
   
  
[OPt3] ゾーン3オプションの設定 
[`Set]   [`Hbo][Min][`HbC][`CLi][`Cla][tol_][tol–][Indf][1Cur] 
  
  
[`Alr] アラーム構成の設定 
[`Set]   [A|`l9c][glbl][Open][`tol][``OT][`aLÇ][Line][p|bal][lbal][Ldif][Freq] 
  
  
                                                                                                               [C|`wd][``OU][``UC] 

[COm] 通信構成の設定 
[`Set]   [Addr][baud][`Wd][`seC][PWr]  
  
  
[rEtr] 再転送構成の設定 
[`Set]   [`Cfg][type][pha5][2one][Cur_][Cur–][HUA_][HUA–][rt|`C_][rt|`C–][rt|`U_][rt|`U–] 
  
  

*注意事項: このプロンプトは[Ctr1]でのみ、かつ、コントローラを3相に設定している場合のみ表示されます。  

設定ページ内でメニューを選択するには、上下の矢印キー  (   ) を使用します。 
上側のディスプレイにメニューが表示されます。 

メニュー内でパラメータを選択するには左右の矢印キー  (   )  を使用します。  
下側のディスプレイにパラメータが表示されます。 

あるパラメータ内で英文字または数字の値を選択するには、上下の矢印キー   
(   ) を使用します。 上側のディスプレイに値が表示されます。 

工場ページのメニュー    
[dAta] システムデータの操作 
[Fcty]  [BAuP][dFlt][rest][nUOL] 
  
  
[`Loc] グローバル/メニューロックアウト 
[[Fcty]  [glOC][`Ctr][`Opt][`Alr][COm][rEtr][`CIn][C|`rtr][dAta][diAg]  
  
  
[InFo] ユニット情報  
[Fcty]  [`Sn–][`Sn_][date][HUer][SUEr][Sbld][ratU][ratA][2onC][`Opt][```Ç] 
  
  
    [HrS_][HrS–][HIÇ`][sdÇ`][ALÇ`] 

[diAg] 診断 
[[Fcty]  [``Ad][Cnts][l!a1][l!a2][l!a3][l@a1][l@a2][l@a3][l#a1][l#a2][l#a3] 
	   
	   [rEtr][`UAL][``In][dIsp]  

[`pw] 工場パスワード  
[Fcty]   [`pw][Fcty] 
   
   
[CIn1] ゾーン1のアナログ入力信号をキャリブレーション**  
[Fcty]   [nna_][nna–][Uol_][Uol–][CALA] 
   
   
[CIn2] ゾーン2のアナログ入力信号をキャリブレーション**  
[Fcty]   [nna_][nna–][Uol_][Uol–][CALA] 
   
   
[CIn3] ゾーン3のアナログ入力信号をキャリブレーション**  
[Fcty]   [nna_][nna–][Uol_][Uol–][CALA] 
   
  
[Crtr]再転送をキャリブレーション** 
[Fcty]  [nna_][nna–][Uol_][Uol–][CALr] 
  
  

工場ページ内でメニューを選択するには、上下の矢印キー (   )  を使用します。  
上側のディスプレイにメニューが表示されます。 

メニュー内でパラメータを選択するには左右の矢印キー (   )  を使用します。  
下側のディスプレイにパラメータが表示されます。 

あるパラメータ内で英文字または数字の値を選択するには、上下の矢印キー (   )  
を使用します。 上側のディスプレイに値が表示されます。  

**注意事項: これらのメニューと表示プロンプトは、パスワードを使用する工場モードでのみ閲覧できます。 
注記： 設定ページのパラメータ(範囲情報、Modbusアドレス、表示されるパラメータの条件)の説明は、第6章パラメー 
タの6.5～6.14ページを参照してください。工場ページについての情報は、6.14~6.22ページを参照してください。  
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+   

0 

-  

SCRスイッチオンオフポイント

図5.1a — ゼロクロススイッチ 

24サイクルON     36サイクルOFF       24サイクルON     36サイクルOFF 

図5.1b — 40%の出力、固定時間ベース、60 Hz、 
1秒時間ベース  

第5章 
コントロールの方法と機能  

ゼロクロス 
ゼロクロス(バースト発火としても知られる)は、ノ
イズ(RFI)生成を最小レベルとしながら均一な出力
をもたらします。 ゼロクロスは、抵抗負荷をコントロ
ールする場合に好ましい方法です。 
コントローラは正弦波が0ボルトとなる点を交差す
るタイミングを判断し、負荷のスイッチをONにし
てRFIを最小化します。 
ゼロクロス制御はパワーシリーズのすべての構成で
利用できます。 
ソフトスタートと電流制限は、ゼロクロス制御と組
み合わせて使用することはできません。   

固定時間ベース – ゼロクロス 
固定時間ベースの制御方法では、選択した出力レベ
ルに関係なく、選択したパーセンテージの出力レベ
ルが、固定した期間(固定したサイクル数など)にわた
り生成されます。 オペレータが選択可能な出力の精
度のほうが、固定時間ベースよりも正確となる場合が
あります。 選択した出力レベルは、必要に応じてフル
サイクルの最も近い出力値へと四捨五入されます。  
線間電圧補正は固定時間ベースの制御方法では使
用されません。  

設定ページ： 
•  設定ページに入るには、 を3秒間長押しします。 

•   ディスプレイに[algo]と表示されたら、[`OFF] 
         [`Set]                   [algo]  
と表示されるまで を押し続けます。 固定時間ベース 
[`FTB]のゼロクロス、または変動時間ベース[Urtb]
のゼロクロスを選択するには、 を押します。

設定ページ： 
•  設定ページに入るには、を2秒間長押しします。
•   ディスプレイに[algo]と表示されたら、[`OFF] 
    [`Set]                    [algo]  
と表示されるまで を押し続けます。 固定時間ベー
ス [`FTB]のゼロクロスを選択するには、 を押し
ます。 

•   [1SEC] が表示されるまで ・を押します。  
[`FTB] 
  を押して[1seC] または[4seC]を選択します。
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変動時間ベース – ゼロクロス 
変動時間ベースの制御方法では、希望の出力を生成
するために、最適な割合でオンのサイクルとオフの
サイクルが使用されます。 希望の出力レベルを完全
に生成するために必要となるサイクル数は、1サイク
ル単位で増分する変数となります。 線間電圧補正ア
ルゴリズムはこのモードで動作する出力のパーセン
テージを調整するために使用します。 変動時間ベー
スの運用は最良の応答時間と精度を提供し、ヒータ
ーの寿命は最も長くなります。 
50％未満の出力の1サイクル変動時間ベースでは、
装置は1サイクル以上の時間、続けてオンになること
はありません。 50％以上の出力では、適切な出力管
理を行っている期間において、装置は1サイクル以上
の時間、続けてオフになることはありません。 
選択した場合は線間電圧補正はアクティブになりま
すが、無効にすることもできます。  

直流接触器 – ゼロクロス 
直流接触器制御モードは、ゼロクロス制御の専門的
なもので、アナログ制御入力を常に使用し、パーセン
ト出力は100％か0％に固定されています。
オンオフのしきい値は電圧入力で2.0V/3.5V、電流入
力で5.0mA/8.0mAです。 このことは、この装置は入
力電圧(電流)が、2.0V(5.0mA)以下の場合はOFFとな
り、入力電圧(電流)が3.5V(8.0mA)以上の場合はON
となることを意味します。 最大入力電圧は10.0Vで
す。
接触器モードでは、ヒーター診断操作を改善させる
ため、4秒サイクルを使用します。

位相角 
位相角制御法は、選択した出力パーセンテージに基
づき、負荷への線間電圧サイクルの限定的な部分で
ゲートが開閉します。 位相角を選択した場合は常に
ソフトスタートは含まれます。 位相角制御は3相2ア
ームシステムでは選択できません。 
ライン電圧補正はこのモードを選択した場合にこの
モードで動作する出力のパーセンテージを調整する
ために使用します。 
電流制限は、ヒーター診断機能が付いている装置で
は、位相角とあわせて使用できる有効なオプション
です。

設定ページ： 
•  設定ページに入るには、 t を2秒間長押しします。 

•   ディスプレイに [algo] と表示されたら、[`OFF] 
    [`Set]             [algo]  
と表示されるまで を押し続けます。 変動時間ベー
ス [Urtb] のゼロクロスを選択するには、 を押
します。

図 5.2a — 50% 変動時間ベース 
1 サイクルON、1サイクルOFF  

図 5.2b — 40% 変動時間ベース、1 サイクルON、 
1サイクルOFF、1 サイクルON、2サイクルOFF

ライン電圧補正は、最小直流接触器の制御には使用せ
ず、出力は100％ONまたは100％OFFになります。
設定ページ： 
•   設定ページに入るには、 t を2秒間長押しします。 
•   ディスプレイに [algo] と表示されたら、[`OFF] 
      [`Set]           {Algo]  
と表示されるまで を押し続けます。 [cont] DC接
触器を選択するには、  を押します。 

注記： ヒーター許容値、ヒーター故障、負荷バランスのアラーム
は、DC接触器制御モードでは機能しません。 

注記： パワーシリーズを接触器モードで動作させるには、温度コン 
トローラ内で変動時間ベースの設定を行わないでください。

設定ページ： 
•  設定ページに入るには、 t を2秒間長押しします。 

•   ディスプレイに [algo] と表示されたら、[`OFF]  
     [`Set]       [algo]  

と表示されるまで を押し続けます。 [Ph2t] 位相
角を選択するには、 を押します。

図5.2c— 位相角ファイアリング 

注記： 最大出力は99％です。 パワーシリーズではこれが
最大とみなされます。  
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ソフトスタート 
ソフトスタートは始動時に実行される位相角制御の
バリエーションで、最終的に選択した出力に達する
まで徐々に出力を増加させます。 ソフトスタートを
選択すると、システムは、1つのゾーンでアクティブコ
ントロールが開始するたびに、ソフトスタート シー
ケンスを実行します。 これは電源投入時および「線
損失」などのアラームからの復旧時に実行されます。 
ソフトスタート時間とは、ゾーンを再起動した後100
％の出力を達成するまでに必要な時間を指します。 
精度のため、実際の時間は設定された時間よりも長
くなりますが、実際の時間が設定された時間よりも
短くなることはありません。 割合 = 100.0 ÷ 時間 実
際に達成される出力は、温度制御入力によって設定
されます(図5.3aと5.4aを参照)。  

注記： ソフトスタートは、初期電源投入時にゆっくり出
力を増加させることだけを意図したものです。  
ソフトスタートは単相、3相、3アームモデルのみで利
用できます。 
[Soft]は[```0]と設定されていない限り、位相角制御
モードでは常にソフトスタートが使用されます。

最大変化率 
最大変化率は、位相角制御を行う通常運用時(ソフトスタ
ート シーケンス終了後)に使用され、要請されている出力
の大きな変化が徐々に行われるようにします。 出力の最
大変化率は0.1秒あたりに許容される出力の変化率として
定義されます。  これにより、1つの位相角水準から別の水
準への電流の突然の増加や減少を防ぐことができ、ヒュー
ズの損傷や破損につながる1つのサイクルから次のサイ
クルへ非線形の負荷がかかることを防止できます。  
設定ページ： 
信号変化の調整可能な最大変化率 
1)  プログラミングを開始するには、 tキーを2秒間長押

しし、設定ページに入ります。 
2)  制御率を設定します。  ディスプレイに[`Set] [Ctr1]

と表示されるまで、キーを押します。下側のディスプレ
イに[rATE]が表示されるまでを押します。 位相角制御
の場合は、希望の出力水準に達するまでの0.1秒あたり
の希望の出力変化率を  または キーを使って設定
します。 調整可能な範囲は0.1～100.0％です。  

3)    キーを押して設定ページを終了し、パワーシ
リーズを起動します。

設定ページ： 
調整可能なソフトスタート – 電源投入時 
•   設定ページに入るには、 tを2秒間長押しします。 

•   ディスプレイに [algo] と表示されたら、[Ctr1] 
     [`Set]        [`Set] 

と表示されるまで を押し続けます。 [``4.0]と  
       [Soft]  

表示されるまで ・を押します。 キーを使用して希
望のソフトスタート時間を秒単位で設定します。

注記： 設定を行いたい各ゾーンでこの手順を繰り返します。

図 5.3a — ソフトスタート   

例: 信号が0%から100%へ変化する場合  
ヒーターにかかる出力は、0.1秒間に100.0％以上変化
させるべきではありません。 100.0%の率に設定する
ということは、0％から100%の出力となるまでに0.1秒
しかかからないことを意味します。  

ヒーターにかかる出力は、0.1秒間に50.0％以上変化
させるべきではありません。 50.0%の率に設定すると
いうことは、0％から100%の出力となるまでに0.2秒し
かかからないことを意味します。 

ヒーターにかかる出力は、0.1秒間に20.0％以上変化
させるべきではありません。 20.0%の率に設定すると
いうことは、0％から100%の出力となるまでに0.5秒し
かかからないことを意味します。  

ヒーターにかかる出力は、0.1秒間に10.0％以上変化
させるべきではありません。 10.0%の率に設定すると
いうことは、0％から100%の出力となるまでに1.0秒し
かかからないことを意味します。  

注記： デフォルトでは最大変化率は0.1秒あたり10
％に設定されています。 

注記： 設定を行いたい各ゾーンでこの手順を繰り返し
ます。
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ヒーター許容値上限設定ポイント  

負荷電流  
ヒーター許容値下限設定ポイント  

100 75 50 25 0  

出力パワー  

時間  

プロセス設定ポイント

100% 

60%

温度制御コマンド信号 

0%

ヒーターベークアウト 
システムを長い期間シャットダウンしていた場合、一部
のヒーターは湿気を吸っている場合があります。 湿気が
存在するときに標準的なパワーコントローラを使用して、
フル出力をONにすると、ヒューズまたはヒーターが飛ん
でしまう場合があります。  パワーシリーズでは、ヒーター
にフルパワーをかけて破壊してしまう前に、湿ったヒータ
ーの湿気を「ベークアウト」することができます。 ヒーター
のベークアウト中、パワーシリーズはヒーターへの電圧を
徐々にあげ、出力電流をモニタリングします。 ベークアウ
ト時間が経過する前にヒーターがフル出力に達した場合
は、ヒーターは乾燥し、使用することができる状態です。 出
力は常に温度コントローラの設定ポイント内となります。 
ベークアウト中の出力電流が、ユーザ指定のトリップポイ
ントを超えた場合(ヒーター内でアーク放電が生じた場合
などに)、パワーシリーズは出力をシャットオフし、トリップ
電流超過エラー[HbOC]を起動します。 その場合オペレー
タは、最初のベークアウトの実施時間により、ベークアウト
時間を長くして再起動、または単に再起動します。 ヒータ
ーのベークアウトを開始するには、コントローラの出力を
サイクルさせる必要があります。 ヒーターベークアウトが
正常終了したら、パワーシリーズは自動的にオペレータが
事前に選択した制御モード(位相角またはゼロクロス)に
入ります。 
注記： ヒーターベークアウトは、酸化マグネシウムを充填し

たニクロム発熱体に使用します。  ニクロム発熱体のヒータ
ーは最大±10％の許容誤差を持つ場合があります。 この
許容誤差分は、通常運用中の最大ヒーター電流に追加さ
れる場合があります。 たとえば50アンペアのヒーターには
55アンペアの電流が流れる場合があり、その状態で正常で
ヒーターを乾燥させます。 
ヒーターベークアウトは、事前に選択した制御モードと組
み合わせて、単相(中性点への相)と3層、6SCRシステムで
選択可能です。 また、パワーシリーズにヒーター診断オプ
ションが搭載されている必要もあります。 

ヒーター許容値検出 
ヒーター許容値検出により、故障したヒーターや、ヒータ
ーが故障し始めていることを検出することができます。 負
荷電流が特定水準以下に低下したり、特定水準以上に増
加した場合にアラームがトリガされます。 たとえば、各20
アンペアのヒーターが5つあり、100％の出力で合計の負
荷電流が100アンペアの場合に、100％の出力時に負荷電
流が80アンペア未満に低下した場合に、ヒーター許容値
アラームをトリガするようプログラムすることができます。 
これは、ヒーター１台が故障(ワイヤが切れている)してい
ることを示します。 ヒーターが故障または劣化し始めてい
ることをモニタリングするには、小さすぎるまたは大きす
ぎる電流を監視することができます。 たとえば、図5.4bで
は、100％の出力時に負荷電流が90アンペア未満に低下
したり、110アンペア以上に上昇した場合に、アラームを
取りがするようプログラムしています。  

ヒーターベークアウトは電流超過トリップをセットして運
用します。 オペレータは [HbOC] プロンプトを使用してベ
ークアウト中の最大許容電流を設定する必要があります。 
これによりヒーターベークアウト中に許容される最大負荷
を設定します。 

設定ページ： 

•   設定ページに入るには、 tを2秒間長押しします。 

•   ディスプレイに[algo]と表示されたら、[Opt1] と 
     [`Set]     [`Set]  

表示されるまで を押し続けます。 [`OFF] が表示 
   	 									[`Hbo]		
されるまで ・を押します。  
  キーを使用して、ヒーターベークアウトをONにし
ます。  

•   下側のディスプレイに [Min] が表示されるまで・を押
します。 キーを使用して希望のヒーターベークアウ
ト時間を分単位で設定します。 

•   下側のディスプレイに [`HbC] が表示されるまで・を押
します。 キーを使用してヒーター ベークアウト プロ
セス中の最大負荷電流を設定します。 

注記： 設定を行いたい各ゾーンでこの手順を繰り返します。  

図5.4a— ヒーターベークアウト

パワーシリーズは、下の図が示すように、出力パーセント
にあわせて、設定ポイントを自動的に調整します。

ア
ン

ペ
ア

  

出力パーセント 

図5.4b – ヒーター許容値検出  
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電流制限 
電流制限はユーザが入力したRMS電流を使用しま
す。 あるゾーンで0.0％から、0.0％より大きな指定の
出力まで増加する場合に、ソフトウェアは、電流制限
を検出するまで、出力を、ACサイクルあたり0.1％増
分させます。 ソフトウェアは、電流制限に基づいて、
目標出力に達するまで、ACサイクル当たり0.1％単
位の増減を続けます。 通常運用中(初期の目標出力
を達成した後)、電流制限を検出すると、出力は電流
制限がアクティブでなくなるまでの間、ACサイクル
あたり0.1％低下します。 ソフトウェアは、電流制限に
基づいて、目標出力に達するまで、ACサイクルあた
り0.1％単位の増減を続けます。 
電流制限は、ヒーター診断機能が付いている装置
(製品番号(P _ _ 1 - _ _ _ _ - _ _ _ _)で利用可能で
す。 
電流制限は3相2アームシステムでは利用できませ
ん。 
電流制限は位相角制御運用時に利用できます。  

誘導負荷調整 
位相角制御における電流読取値への誘導負荷の影響
は、誘導負荷調整を要求することにより、究明すること
ができます。 この機能は、位相角ファイアリングがトラ
ンスフォーマまたはその他の誘導負荷に対し行われ
る場合に電流測定を改善するために使用します。 
この調整は、対象のゾーンで正確なRMS電流メータ
ーを使用して、5％から50％の要求出力のアクティブ
な位相角制御と組み合わせて行う必要があります。 
注記： 誘導負荷を要求した場合に、負荷が誘導性を持たない
と、電流読取値は不正確となります。 誘導因子を削除するには、 
[Indf] プロンプト内で [`CLr] パラメータを使用します。 

設定ページ： 

•   設定ページに入るには、  t を2秒間長押しします。 
•   ディスプレイに [algo]と表示されたら、[Opt1] と 

      [`Set]     [`Set]  
表示されるまで を押し続けます。 [idle] が表
示されるまで ・を押します。 

 [Indf] 

上側のディスプレイで キーを使用して [`req]
を選択します。

設定ページ： 

•   設定ページに入るには、 t を2秒間長押しします。 

•   ディスプレイに [algo] と表示されたら、[Opt1] と 
     [`Set]       [`Set]  
表示されるまで を押し続けます。 [`OFF] が表 
     [`CLi]  
示されるまで ・を押します。  
 キーを使用して、電流制限をONにします。  

•   下側のディスプレイに [`Cl`A] が表示されるま
で・を押します。  キーを使用して希望の電流制
限設定ポイントを選択します。 

注記： 設定を行いたい各ゾーンでこの手順を繰り返します。

図5.5 — 電流制限  

•  下側のディスプレイに [1CuR] が表示されるま
で、・を押します。 上側のディスプレイには誘導因
子を含まないシステムが計算した電流が表示され
ます。 正確なRMSメーターを使用して実際の電流
を測定します。値が表示されるまで キーを使
用します。 

•   下側のディスプレイに [Indf] が表示されるまで・
を押します。 上側のディスプレイで  キーを使
用して、[`act] を選択します。 5秒後、調整に成
功した場合はプロンプトに [idle] と表示され、
エラーがあった場合は、[`err] と表示されます。 

•  誘導負荷を使用しない状態に戻すには [`CLr] 
を選択します。 

注記： 誘導負荷パラメータを使用したときにパワーシリーズが
表示する電流は、正確なRMSメーターの電流読取値に一致す
る値だけ増加させることができます。 パワーシリーズが表示す
る電流読取値は、最初に計算され、表示された値より低くするこ
とはできません。 最大誘導負荷による増加として許容されるの
は、パワーシリーズによって最初に測定された非誘導電流の50
％です。 許容される調整を超える場合は、パワーシリーズは上
側のディスプレイに [`err] と表示し、下側のディスプレイに 
[Indf] と表示します。 エラーとなった場合は、上下矢印キーを
押して [`req] を選択し、プロセスを最初から実行します。
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その他の機能 
ベースライン電圧と  

電圧補正 
ベースライン電圧は、システムのパワーを一定に保
つ目的でコントローラが出力を調整するために使用
します。 この調整は電圧補正と呼ばれます。 要求出
力は、ベースライン電圧において発生すると想定さ
れます。 ライン電圧にベースライン電圧からの逸脱
がある場合は、関連する出力は調整されます。  
たとえば、システムのスタート電圧が121ボルトで、
ベースライン電圧を121ボルトに設定しました。 要
求出力は50％に設定されています。 システム制御が
開始された後、線間電圧は110ボルトに低下しまし
た。 線間電圧が110ボルトの時に、投入される出力
は、(1212/1102) x .50 = 60.5パーセントに調整され、
それによりシステムの出力は一定に保たれます。  
ベースライン電圧はソフトウェアの運用パラメータ
の調整にも使用されます。 最大限正確な運用を行う
ためには、ベースライン電圧を装置の通常の運用電
圧に調整することが重要です。  

入力 
信号の選択 
パワーシリーズは、電流、電圧、またはデジタル信号
に設定する必要があります。 

設定ページ： 
•   設定ページに入るに は、 を2秒間長押ししま

す。 
•   ディスプレイに[algo]と表示されたら、[Ctr1]

 [`Set] [`Set]  
と表示されるまでを押し続けます。[`nna]と表示さ
れるまで ・を押します。   [``In]  
  キーを使用して、電流{`nnA]、電圧{Uolt]、
またはデジタル[`dig]を選択してください。 

注記： 設定を行いたい各ゾーンでこの手順を繰り返します。 

アナログは通常、0-5V  (DC)、1-5V  (DC)、 
0-10V(DC)、 4～20mAとなります。

メニューロック 
メニューロックを使用するとパラメータへのアクセス
を制限できます。 メニュー上でロックが設定されると、
パラメータは読取専用となります。 システムはキーパッ
ドからも通信からもパラメータの変更を許可しなくな
ります。 

工場ページ： 
•    を2秒間長押しして、工場ページに入ります。 
•  ディスプレイに [dAta]と表示されたら、[`Loc]
 [Fcty] [Fcty] 

と表示されるまで	を押し続けます。 [`Unl]と表示
されるまで を押します。     [glOC] 

すべてのプロンプトの書込保護を行うグローバルロッ
クアウト{gLOC}を行うには、ロック[`Loc]を選択しま
す。 ロック解除[`Unl]に設定されている場合は、個別
のメニューでロックを設定することができます。これを
行うには、Global/Menu Lockouts Menu で個別にロッ
ク[`Loc]またはロック解除[`Unl]を設定します。  

デジタル入力は、キーパッドの手動制御または
パワーシリーズを制御するために通信に使用し
ます。 
デジタル入力は、ディスプレイループで、[`1n1]、 
[`1n2]または[`1n3]のプロンプトでキーパッドか
ら入力できます。 
電流入力は、ハードウェアで0～20mAに制限されてい
ますが、{nnA_] および{nnA–]プロンプトを使用して
スケーリングできます。 プロンプト {nnA_] +0.2mA
によって指定された電流では、出力は完全にオフとな
り、また、プロンプト{nnA–] -.2mAによって指定され
た電流では出力は完全にオンとなる点に注意してくだ
さい。 
電圧入力は、ハードウェアで0～10Vに制限されていま
すが、{Uol_]および{Uol–]のプロンプトを使用して
スケーリングできます。 プロンプト {Uol_] +0.1Vによ
って指定された電圧では、出力は完全にオフとなり、
また、プロンプト{Uol] -0.1Vによって指定された電流
では出力は完全にオンとなる点に注意してください。  
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アラーム 
アラームは通常、パラメータが定義された範囲外と
なった場合に、何かのアクションを実行する、通常は
オペレータに通知を行うためのものです。 ユーザ
は、アラームがいつどのようにトリガされるか、アラ
ーム条件が終了した場合は自動でオフになるかを
設定することができます。 アラームとエラーの説明、
その原因、トラブルシューティング方法については
A.4~A.7ページに記載されています。 

設定ページ： 
•  設定ページに入るには、 を2秒間長押しします。  

標準アラーム 
アラームを「標準」[`std]に設定している場合は、ア
ラームインジケータは、アラームがアクティブな場合
にみ起動します。 アラームインジケータは、リレー方
式でアラームにより励磁または非励磁のどちらかの
状態となるとアクティブリレー状態[ALgc]に設定さ
れ、また、ディスプレイの上部にはインジケータLED
があり、アクティブアラームの説明プロンプトが表示
されます。 アラームインジケータをオフにすると(か
つ他にアクティブなアラームがない場合は)、アラー
ムは非アクティブになります。  

アラームサイレンス 
アラームを「サイレント」[`sIl]に設定すると、リレ
ーはアクティブアラームを起動しませんが、ディスプ
レイのインジケータは表示されます。 アラームを非
アクティブにすると(かつ他にアクティブなアラーム
がない場合は)、ディスプレイのアラームのインジケ
ータはオフになります。  

アクティブリレー状態 
柔軟性を最大化するために、パワーシリーズのコン
トローラは励磁状態、非励磁状態の両方のリレーか
らアラームを生成できます。 非励磁状態のリレーか
らのアラーム生成は、アラーム生成における最も信
頼性の高い方法です。なぜなら電源喪失その他のコ

ントロール上の誤動作によりアラームが生成される
場合があるからです。  
• ディスプレイに[algo]と表示されたら、[`Alr]

 [`Set] [`Set] 

と表示されるまでを押し続けます。 

グローバルアラームの設定 
システム内のすべてのアラームを同じモードに設定
するには、グローバルアラーム設定[glbl]を使用しま
す。 個々のアラームに別々の設定を行う必要がある
場合は、グローバルアラーム設定は[`OFF]に設定す
る必要があります。  

ラッチ式アラームと、アラームインジ
ケータの解除  
アラームが「ラッチ式」[`LaT]に設定されている場合
は、アラームインジケータはユーザが解除するまでア
クティブな状態であり続けます。 ラッチ式アラームで
は、ディスプレイループの説明プロンプトには[`LaT]

と表示され、アラームを消去し、アラームインジケータ
をオフにするには、 [UnLA]へ  変更します。 一度アラ
ームインジケータをオフにしたら、オペレータはアラ
ームをラッチ状態に再設定する必要はありません。  

ラッチ式サイレントアラーム 
アラームを「ラッチ式サイレント」 [LaSI]に設定す
ると、ユーザがオフにするまでの間、ディスプレイの
アラームインジケータのみがアクティブとなります。 
アラームを解除した後、アラームディスプレイをオ
フにする必要があります。  上記のアラームインジケ
ータの解除を参照してください。  
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通信 
概要 
パワーシリーズのコントローラは、シリアル通信によ
り、コンピュータまたはプログラマブルロジックコン
トローラ(PLC)に接続することによりプログラムやモ
ニタリングが可能となります。 この通信オプションを
使用するには、パワーシリーズにEIA/TIA 232/485 (
製品番号_ _ _ - _ _ _ _ - 1 _ _ _) の通信ボードが
搭載されている必要があります。 
コンピュータを使ってコントローラの設定を表示ま
たは変更するには、Modbus™ RTUプロトコルを使
用してコントローラ内のレジスタに読取や書込を行
うソフトウェアを動作させる必要があります。  

- Modbusレジスタについては、第6章パラメータを
参照してください。 これらのレジスタはコントローラ
がどのように機能するかを決定するパラメータ値と、
システムの現在の入力および出力の値を反映する値
を含んでいます。 
通信に関するパラメータは、通信メニュー(設定ペ
ージ)に表示されます。 ボーレート[baud] をコンピ
ュータのボーレートと一致させ、アドレス[Addr] (1 
～247、デフォルトは1)を選択します。 
パワーシリーズは最大32レジスタまでの読取をサポ
ートしています。 Modbusレジスタについては、付録
A.8を参照してください。  
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パワーシリーズ  

ヒーター  

CT  
再転送 

回路  

パワーシリーズ  

記録計 
装置  

再転送 
出力負荷電流または負荷出力の再転送 
再転送機能を使用すると、出力を、アナログ信号とし
て再転送し、チャート記録計などの別の装置の入力変
数として機能させ、長期にわたるシステム性能を文書
化することができます。 

再転送機能を使用するには、ヒーター診断機能とユニ
バーサル転送ボード(製品番号P_ _ 1 - _ _ _ _ - _ 1 _ _)
をパワーシリーズに搭載する必要があります。 

設定ページ： 
• 設定ページに入るには、 を2秒間長押しします。 

• ディスプレイに[algo]と表示されたら、[rEtr]

 [`Set] [`Set] 

と表示されるまで	を押し続けます。 
 を押します。 
[`Cfg]を選択し、再転送する出力のタイプを電
流mA[`nna]または電圧ボルト[UOlt]から選
択します。 
再転送する情報のタイプ[type]を選択します。

[nOne] では、再転送はアクティブではありません。 
 [`Cur] は、選択した相[Phas]または、マルチ
ゾーン装置の場合はゾーン[2one]の負荷電流
を再転送します。 
[`HUA] では、すべてのモデルで選択したゾー
ン [2one]の負荷出力を再転送します。 

再転送信号が示す、相/ゾーンを選択するには、相
[Phas]またはゾーン[2one]を選択します。 3相の
装置では、1つのゾーンのみ可能となります。 

再転送出力信号をスケーリングするには、再転送す
る負荷電流またはｋVAの下限値を[Cur_]または
[HUA_]で設定し、再転送する負荷電流またはｋVAの
上限値を [Cur–]または[HUA–]で設定します。 たと
えば、4～20mAで50A～250Aの電流を表したい場合
は、[Cur_]を50に、[Cur–]を250に設定します。 負荷
電流は50と250Aの間で変化するため、再転送出力は
4ｍA～20ｍAの間で変化します。  

電流出力は、ハードウェアで0～20mAに制限されて
いますが、{rt| C_] および{rt| C–]プロンプトを
使用してスケーリングできます。  
電圧出力は、ハードウェアで0～10Vに制限されてい
ますが、[rt| U_]および[rt| U]のプロンプトを使
用してスケーリングできます。   

図5.9a – リモート設定ポイントの再転送  

図5.9b — 回路例  
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クィック設定 – 単相制御   
ラインと電子機器の電源に電力を投入します。 ディスプレイには[load] [`___]と表示されま
す。 ラインを接続していなくても、プログラムは実行できますが、ディスプレイにラインアラームが
表示され、また、ベースライン電圧が自動でプログラムされません。
1) プログラミングを開始するには、 キーを2秒間長押しし、設定ページに入ります。
2) 制御アルゴリズムを設定します。 ディスプレイに[`Set][algo]と表示されるまで、キーを押

します。下側のディスプレイに 
[algo]が表示されるまでキーを押します。 
 キーを使用して、以下の1つを選択します。 
[cont] DC接触器 
[`OFF] 運用なし(工場デフォルト値) 
[`FTB] 固定時間ベース – ゼロクロス 
[Urtb] 変動時間ベース – ゼロクロス 
[Ph2t] 位相角 
[`Set] [algo]に戻るには・を押します。

3) 制御信号を設定します。 [`Set] [Ctr1]が表示されるまで キーを押します。•下側のディスプ
レイに 
 [``In]が表示されるまで・を押します。 
  キーを使用して、入力信号のタイプを選択します。 
 [nna]電流(工場デフォルト値) 
 [UOlt] 電圧 
 [`dig] キーボードまたは通信 
 [`OFF]オフ

4) 信号範囲を設定または固定します。 
  A) ミリアンペアやボルトを選択するには、下側のディスプレイに[`nna]または[Uol_]が

表示されるまで、・キーを押します。 またはキーを使用して、信号下限値を入力します。 
下側のディスプレイに[nna-]または [Uol-]が表示されるまで、・キーを押します。 また
はキーを使用して、信号上限値を入力します。 
B) キーボードまたは通信を選択するには、下側のディスプレイに[dFlt]が表示されるま
で、・キーを押します。 または キーを使用して値を入力します。

5) ベースライン電圧を設定します。 下側のディスプレイに[bl`U]が表示されるまで・キーを押しま
す。 または キーを使用して、パワーシリーズの一番上にある公称AC線間電圧 (120、480、 
600など)を入力します。 あるいは キーを押して[lrn;U]を行って、パワーシリーズに電圧値を
表示させることもできます。 または キーを使用し、[`req]を選択すると、パワーシリーズ
は測定した値をベースライン電圧として設定します。 線間電圧補正、低電圧アラーム、その他こ
こで紹介していない一部の内部運用パラメータはこの値に基づきます。

6)  キーを押して設定ページを終了し、パワーシリーズを起動します。
7) 用途によりその他の設定が必要となる場合があります。
ナビゲーションについての注意事項： 設定ページに入るには、 キーを使用し、 キーは、ホーム
に戻るとき、あるいはディスプレイループ内でさまざまなゾーンや相のプロンプト間を移動すると
きに使用します。
ページ内の特定のメニューを見つけるには またはキーを押します。 上側のディスプレイにメ
ニューが、下側のディスプレイにはページタイトルが表示されます。
上に表示されたメニューのパラメータリストに入るにはキーを押します。 下側のディスプレイに
メニューのパラメータが表示され、上側のディスプレイに値が表示されます。 パラメータリストを
逆向きに表示するにはキーを押します。 ページレベルに戻ったら、再び、 またはキーを押し
てページ上の特定のメニューを表示できます。
メニュー内で特定のパラメータの範囲内で英字や数字の値を選択するには、またはキーを押
します。

クィック スタートガイド 
パワーシリーズで熱を制御する   
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5.11    機能  Watlowパワーシリーズ  

クィック設定 – 3相制御   
ラインと電子機器の電源に電力を投入します。 ディスプレイには[load] [`___]と表示されます。 
ラインを接続していなくても、プログラムは実行できますが、ディスプレイにラインアラームが表示さ
れ、また、ベースライン電圧が自動でプログラムされません。
1) プログラミングを開始するには、キーを2秒間長押しし、設定ページに入ります。
2) 制御アルゴリズムを設定します。ディスプレイに[`Set][algo]と表示されるまで、 ディスプレイに

[`Set][algo]と表示されるまで、キーを押します。下側のディスプレイに[algo]が表示され
るまでキーを押します。 
   キーを使用して、以下の1つを選択します。 

[cont] DC接触器 
[`OFF] 運用なし(工場デフォルト値) 
[`FTB] 固定時間ベース – ゼロクロス 
[Urtb] 変動時間ベース – ゼロクロス 
[Ph2t] 位相角 
[`Set] [algo]に戻るには・を押します。

3) 制御信号を設定します。 [`Set] [Ctr1]が表示されるまで キーを押します。•下側のディスプレイに 
 [``In]が表示されるまで・を押します。 
  キーを使用して、入力信号のタイプを選択します。 
 [nna]電流(工場デフォルト値) 
 [nna]電流(工場デフォルト値) 
 [UOlt] 電圧 
 [`dig] キーボードまたは通信

4) 信号範囲を設定または固定します。 
  A) ミリアンペアやボルトを選択するには、下側のディスプレイに[`nna]または[Uol_]が表

示されるまで、・キーを押します。 
またはキーを使用して、信号下限値を入力します。 下側のディスプレイに[nna-]または [Uol-]
が表示されるまで、・キーを押します。 またはキーを使用して、信号上限値を入力します。 
B) キーボードまたは通信を選択するには、下側のディスプレイに[dFlt]が表示されるまで、・
キーを押します。 または キーを使用して値を入力します。

5) ベースライン電圧を設定します。 下側のディスプレイに[bl`U]が表示されるまで・キーを押しま
す。 または キーを使用して、パワーシリーズの一番上にある公称AC線間電圧 (120、480、 
600など)を入力します。 あるいは キーを押して[lrn;U]を行って、パワーシリーズに電圧値を表
示させることもできます。 または キーを使用し、[`req]を選択すると、パワーシリーズは測定
した値をベースライン電圧として設定します。 線間電圧補正、低電圧アラーム、その他ここで紹介
していない一部の内部運用パラメータはこの値に基づきます。

6)  負荷タイプを設定します。 下側のディスプレイに[type]が表示されるまで、・キーを押します。 
 キーを使用して、負荷のタイプを選択します。

[2L`d] 3相、2アーム　デルタ(PC2x-xxxx-xxxx) 
[2Lod] 3相、2アーム、オープンデルタ(PC2x-xxxx-xxxx) 
[2LuY] 3相、2アーム、非接地Y字型(PC2x-xxxx-xxxx) 
[nOne] 未構成(PC2x-xxxx-xxxx)、(PC3x-xxxx-xxxx)、(PC4x-xxxx-xxxx) 
[3Lid] 3相、3アーム 、6 SCR内部デルタ(PC3x-xxxx-xxxx) 
[[3L`d] 3相、3アーム 、6 SCRデルタまたは非接地Y字型(PC3x-xxxx-xxxx) 
[3L9Y]3相、3アーム 、6 SCR、接地Y字型(PC4x-xxxx-xxxx) 
8)   キーを押して設定ページを終了し、パワーシリーズを起動します。
9) 用途によりその他の設定が必要となる場合があります。
ナビゲーションについての注意事項： 設定ページに入るには、 キーを使用し、 キーは、ホームに戻ると
き、あるいはディスプレイループ内でさまざまなゾーンや相のプロンプト間を移動するときに使用します。
ページ内の特定のメニューを見つけるには キーを押します。 上側のディスプレイにメニューが、下側の
ディスプレイにはページタイトルが表示されます。
上に表示されたメニューのパラメータリストに入るにはキーを押します。 下側のディスプレイにメニュー
のパラメータが表示され、上側のディスプレイに値が表示されます。 パラメータリストを逆向きに表示する
にはキーを押します。 ページレベルに戻ったら、再び、 またはキーを押してページ上の特定のメニュ
ーを表示できます。
メニュー内で特定のパラメータの範囲内で英字や数字の値を選択するには、またはキーを押します。

クィック スタートガイド 



ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 レジスタ 

読取/書込
パラメータが表示される条件 

[```]  アクティブアラーム 
[alpha) (該当の場合) 
 ディスプレイがア

ラーム状態を提示 

[```]  ディスプレイ ループ 
エラー 

 (該当の場合) 
ディスプレイがエ
ラー状態を提示 

[LoAd]  負荷アクティビティ 
インジケータ 
負荷に電力がか
かっている場合
は `alr] アクティ
ブ (1) 
[``-`] を表示  

[Freq]  電源周波数 
(Hz) 
AC電源を表示 

[`LaT] ラッチ式アクテ
ィブ (2) 
[`LaT] ラッチ式非アク
ティブ(3) 
[Unla] 非ラッチ式 (4) 

[````] 非アクティブ(0) 
[`err] アクティブ(1)  
(値については付録A.7

を参照) 
ディスプレイにより

[``-`]または[``_`]  
per display 

[``47] ～ [``63] 

[47] ～ [63]  

該当なし  

[`___]  

該当なし  

181～190 
読取/書込   

195 読取   

198 読取  

アクティブ： アクティブでマスクされ
ていないアラームがある 

ラッチ式アラームを解除するには、
個別のModbusレジスタに[Unla]

ラッチ式でない(4)アラームが書き
こみます。 

注意事項：ラッチされたアラームは、ラッチ解除する
前に [`LaT] ラッチを無効(3)にする必要があります。 
アクティブ： アクティブなエラーがあ
る 付録 A.4～7を参照  

アクティブ： 常時 
ディスプレイ ループ内に表示。 (単
相、1ゾーンでは中央のLEDのみが点
灯。単相2ゾーン、3相２アームでは
外側のLEDのみが点灯、3相3アーム
およびマルチゾーンでは、各ゾーン
で別々にLEDが点灯) 

アクティブ： 常時 
ディスプレイ ループ内に表示  

[``In]  アナログ(mAまたは V) 
または数字(%)入力
信号 
mA/Vアナログ入力
を表示。数字出力%
を選択  

1ゾーン/単相  

[``0;0] ～ [20;00] [mA] 
(0 ～ 2000) 

[``0;0] ～ [100;0] [V] 
 (0 ～ 1000) 

[``0;0] ～ [100;0] [％] 
 (0 ～ 1000)　0.1単位  

[``0;0]  150 読取 [mA]    
151 r [V] 
5102 r/w 
[dig]  

アクティブ： 常時 
ディスプレイ ループ内に
表示  

6  
パラメーター 

ディスプレイ ループ 
停止状態のディスプレイでは、コントローラの設定により、以下のデータセットのうちの1

つが表示されます。   - 1つめのプロンプトは上側のディスプレイに表示され、2つめのプロンプトは下側
のディスプレイに表示されます。  

第6章  

システム情報  

[alpha)
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値) デフォルト

Modbus
 アドレス 

読取/書込
パラメータが表示される条件 

[`Out]   出力(%)
現在の 
出力を表示

[`Hbt]    ヒーター 
ベークアウト 
タイムアウト 
ヒーターベークアウ
トの 
残り時間を表示

[`UoL]   線間電位
(ボルト) rms
測定した線間電圧を
表示

[`Cur]   負荷電流
(アンペア) rms
測定した負荷電流を
表示 ピーク電流をrms
に換算し、出力％を掛
ける＝オンボードCT
により測定された平均
rms電流

[`HUA]   負荷電力 
(kVA)
展示用ディスプレイ: 計
算による(推定) 負荷電
力を表示

[``0;0] ～  [100;0]
(0～1000) 

[9999] ～  [```0]
[分]
(9999～0) 

[```0] ～  [9999]
(0～9999) 

[```0] ～  [9999]
(0～9999) 

[```0] ～  [9999]
(0～9999) 

[``0;0]

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

159 読取

157 読取  [1]

162 読取

164 読取

156 読取 

アクティブ： 常時
ディスプレイ ループ内に表示

ヒーター診断オプションが搭載され、
ヒーターベークアウトがゾーン内で
実行中の場合にアクティブ

アクティブ： 常時
ディスプレイ ループ内に表示

ヒーター診断オプションが搭載されて
いる場合にアクティブ

ヒーター診断オプションが搭載されて
いる場合にアクティブ

[```1],[```2]
[2one]  ディスプレイゾーン

選択
表示対象をゾーン1ま
たはゾーン2から選択 

[In`1],[In`2]
アナログ(mAまたはV)
または数字(%)
入力信号
mA/Vアナログ入力を
表示。数字出力%を
選択 

[Out1],[Out2]
出力(％)
現在の出力を表示 

[Hbt1],[Hbt2] ヒーター
ベークアウトタイムア
ウト 
ヒーターベークアウト
の残り時間を表示

[```1] ～  [```2]

[``0;0] ～ [10;00] [V] 
 (0 ～ 1000)

[``0;0] ～ [20;00] [mA] (0 
～ 2000) 

[``0;0] ～ [100;0] [％] 
 (0 ～ 1000)　0.1単位 

[``0;0] ～  [100;0]
(0～1000) 

[9999] ～ [```0] 
[分]
(9999～0) 

1 
 
 
 
 
 
[``0;0]

[``0;0]

該当なし

該当なし

mA, 読取 [1][2]
質問150,160
V, 読取 [1][2]
151,161dig, 読取/
書込 [1][2]
質問5102, 5202

159 読取  [1]
169 読取  [2]

157 読取  [1]
167 読取  [2]

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

ヒーター診断オプションが搭載
され、ヒーターベークアウトが
ゾーン内で実行中の場合にアク
ティブ

2ゾーン/単相  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値) デフォルト

Modbus
 アドレス 

読取/書込
パラメータが表示される条件 

[Uol1],[Uol2]
線間電位
(ボルト) rms

測定した線間電流を
表示　

[Cur1],[Cur2]
負荷電流
(アンペア) rms

測定した線間電流を
表示　

[HUa1],[HUa2]
負荷電力(kVA)
計算した(推定)負荷電
力を表示

[```0] ～  [9999]
(0～9999) 

[``00] ～  [9999]
(0～9999) 

[```0] ～  [9999]
(0～9999) 

該当なし

該当なし

該当なし

152 読取  [1]
172 読取  [2]

154 読取  [1]
174 読取  [2]

156 読取  [1]
166 読取  [2]

マルチゾーン構成の場合にアクティブ

マルチゾーン構成でヒーター診断オ
プションが搭載されている場合にア
クティブ

マルチゾーン構成でヒーター診断オ
プションが搭載されている場合にア
クティブ

[```1],[```2] [```3]
[2one]  ディスプレイゾーン

選択

表示対象をゾーン1ま
たはゾーン2またはゾ
ーン3から選択

[In`1],[In`2],[In`3]
アナログ(mAまたはV)
または数字(%)
入力信号

mA/Vアナログ入力を
表示。数字出力%を
選択

[Out1],[Out2]
出力(％)

現在の出力を表示

[Hbt1],[Hbt2],[Hbt3]
ヒーターベークアウト
タイムアウト 
ヒーターベークアウト
の残り時間を表示

[Uol1],[Uol2],[Uol3]
線間電位
(ボルト) rms

測定した線間電圧を
表示　

[```1] ～  [```3]

[``0;0] ～ [20;00] [mA] 
(0 ～ 2000) 

[``0;0] ～ [10;00] [V] 
 (0 ～ 1000)

[``0;0] ～ [100;0] [％] 
 (0 ～ 1000)　0.1単位 

[``0;0] ～ [100.0] [
％] 
 (0 ～ 1000) 

[9999] ～ [```0][分] 
(9999～0) 

[```0] ～ [9999] [V] 
 (0 ～ 9999) 

1

[``0.0]

[``0;0]

該当なし

該当なし

該当なし

mA, 読取[1][2][3]
T: 150,160,170
V, 読取[1][2][3]
T: 151,161,171

デジタル、読取/書込  
[1][2][3]

5102, 5202, 
5302

159 読取  [1]
169 読取  [2]
179 読取  [3]

157 読取  [1]
167 読取  [2]
177 読取  [3]

152 読取  [1]
162 読取  [2]
172 読取  [3]

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

ヒーター診断オプションが搭
載され、ヒーターベークアウト
がゾーン内で実行中の場合に
アクティブ

マルチゾーン構成の場合にア
クティブ

3ゾーン/単相  

注意事項： 
各ページおよび各メニューに表示される内容は、コントローラのオプションと設定に基づき工場で設定されています。  
現在の動作パラメータはキーパッドまたはシリアル入力を使用していつでも変更できます。  
入力信号方法のインジケータは、選択した入力信号方法、プロセス、電流、電圧により変化します。 注記： パラメータ設定
がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[Cur1],[Cur2],[Cur3]
負荷電流
(アンペア) rms
測定した線間電流を
表示　

[HUa1],[HUa2],[HUa3]
負荷電力(kVA)
計算した(推定)負荷電
力を表示

[``00]～[9999] [A]
(0～9999) 

[```0] ～  [9999]
[kVA] 
(0～9999) 

該当なし

該当なし

154 読取  [1]
164 読取  [2]
174 読取  [3]

156 読取  [1]
166 読取  [2]
176 読取  [3]

マルチゾーン構成でヒーター診断オ
プションが搭載されている場合にア
クティブ 

マルチゾーン構成でヒーター診断オ
プションが搭載されている場合にア
クティブ

[``In]   アナログ(mAまたはV) 
または数字(%) 
入力信号

  mA/Vアナログ入力を
表示。数字出力%を選
択

[`Out]   出力(%)
  現在の出力を表示

[```1],[```2],[```3]
[Phas] 相 
 選択1～3 
 表示する相を選択

[Uol1],[Uol2],[Uol3]

  線間電位 
(ボルト) rms 
測定した線間電圧を
表示

[Cur1],[Cur2],[Cur3]

  負荷電流 
(アンペア) rms 
測定した負荷電流を
表示

[`HUA]  負荷電力(kVA) 
計算した 
(推定)負荷電力を表示 

[``0;0] ～ [20;00] [mA] 
(0 ～ 2000)

[``0;0] ～ [10;00] [V] 
 (0 ～ 1000)

[``0;0] ～ [100;0] [％] 
(0 ～ 1000)　 
0.1単位 

[``0;0] ～ [100;0] [％] 
 (0 ～ 1000) 

[```1] ～  [```3]

[``00]～[9999] [V]
(0～9999) 

[``00]～[9999] [A]
(0 ～9999) 

[``00]～[9999] 
[kVA]  
(0 ～9999) 

[``0;0] 

[``0;0] 

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

151 読取  [V]

150 読取 [mA]

5102 読取/書込  
[デジタル] 

159 読取

152 読取  [1]
162 読取  [2]
172 読取  [3]

154 読取  [1]
164 読取  [2]
174 読取  [3]

156 読取 

アクティブ： 常時
ディスプレイ ループ内に表示

アクティブ： 常時
ディスプレイ ループ内に表示

複数相構成の場合にアクティブ 3相 
2アームモデル [```2]  
   [Phas]の表示なし

複数相構成 
の場合にアクティブ 3相 2アームモ
デル [Uol2]の表示なし

複数相構成でヒーター診断オプショ
ンが搭載されている場合にアクテ
ィブ 3相 2アームモデル 
[Cur2]の表示なし

複数相構成でヒーター診断オプショ
ンが搭載されている場合にアク
ティブ

注記： 3相2アームのシステムでは [Cur2] が表示される電流です。これは、第1相と第3相の平均です ( [Cur1] と 
[Cur3)])

複数相  

6.4    Watlowパワーシリーズ 第6章、パラメータ  



ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
レジスタ　読

取/書込

パラメータが表示される条件 

[`Set]  設定ページ選択
設定メニューに進む

 [algo]  制御 
アルゴリズム

[Ctr1]  ゾーン1の制御
[Opt1]  *ゾーン1のオプシ
ョン
[Ctr2]  ゾーン2の制御
[Opt2]  *ゾーン2のオプシ
ョン
[Ctr3]  ゾーン3の制御
[OPt3]  *ゾーン3のオプシ
ョン
[`Alr]  アラーム 

構成
[COm]  *通信 

構成
[rEtr]  *再転送 

構成

[algo]  *注意事項: これらのメニューはコントロ
ーラに搭載されたハードウェアオプション
に依存します。 これらの各メニューを表
示するためにインストールする必要のあ
るオプションについては個別のメニュー
を参照してください。 

[algo]  電力制御
アルゴリズムの選択
電力制御アルゴリズ
ムの選択

[`FTB]   固定時間ベース 
(秒)
選択したゾーンに固
定時間ベースを設定
します。

[cont] DC接触器(0)
[`OFF] 運用なし(1)
[`FTB] 固定時間ベース 

 ゼロクロス(2)
[Urtb] 変動時間ベース 

ゼロクロス(3)
[Ph2t] 位相角(4)

[1SEC] 1秒(0)
[4SEC] 4秒(1)

 [`OFF] 運用
なし(1)

 [1SEC] 1秒
(0)

55 読取/
書込 

56 読取/
書込 

アクティブ： 常時
コントローラへのいずれかの入力がデ
ジタルの場合は [cont] は利用でき
ません。 
[Ph2t] 位相角は3相2アームコントロ
ーラでは利用できません。
注記： このパラメータを変更するとシス
テムは再起動します。

[algo] が [`FTB] に設定されている
場合にアクティブ

設定ページ
設定ページに入るには、ディスプレイループでHomeボタンと左矢印キー(   )を同時に押し
ます。 工場ページ以下のメニューは 
上下の矢印キー(   )を使用します。 上下のボタンを押すと、メインメニューのオプション
で上下にスクロールします。 
メニュー内でパラメータを選択するには左右の矢印キー (  )  を使用します。 下側のディス
プレイにパラメータが表示されます。 
各パラメータの値を選択するには(英文字または数字)、上下の矢印キー(  )を使用します。 
上側のディスプレイに値が表示されます。 
このメニュー内でホームボタン( )を押すと、ディスプレイループに戻ります。 
設定ページには10のメニューがあります。  

[algo]  制御アルゴリズムの設定 
[`Set]  設定ページ 

このメニューはシステムの制御アルゴリズムを設定するために使用します。 
注記： アルゴリズムを変更するとシステムは再起動します。  

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
レジスタ 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[``UC]   ライン電圧補正  
 
ライン電圧の変動を補
正するため、自動的に
デューティサイクル出
力を調整します。 要求
電力が5％から95％の
時に発生し、変動時間
ベースまたは位相角
制御方法の場合のみ
適用されます。  

[``On] オン (0) 
[`OFF] オフ (1)  

[``On] オン 
(0) 

 80 読取/
書込   

アクティブ：  常時   

[``In]  入力信号
方法の選択
(デジタル信号、ミリア
ンペア、ボルト)
選択したゾーンの入力
信号方法を選択

[dFlt]  デフォルトの数字
入力信号(％)
選択したゾーンの電源
投入レベルを選択

[nna_]  アナログ入力下限
電流(mA)
入力が電流タイプの
場合に0％の出力に対
応する電流値を設定

[nna–] アナログ入力上限
電流(mA)
入力が電流タイプの
場合に100％の出力
に対応する電流値を
設定

[Uol_]  アナログ入力下限
電圧(ボルト)
入力が電圧タイプの
場合に0％の出力に対
応する電圧値を設定

[`OFF] オフ(0)
[`nna] 電流 (1)
[UOlt] 電圧 (2)
[`dig] キーボードまた

は通信(3)

[``0;0] 0 %～ 
[100;0] 100% 
(0～1000)

[`0;00]～ [nna–] 
[0～mA上限 -5mA]

[nna_] [+ 5mA] ～ 
[99;99]     
[mA下限 + 5mA ～ 
mA 
9999]

[`0;00]～ 
[Uol–] [- 2.5V] [0～V
上限 -2.5V]

[`nna] 電流
(1)

[``0;0] (0)

[``0;0] (0)

[20;00]

(2000)

[`0.00] (0)

5101 読取/
書込  [1]
5201 読取/
書込  [2]
5301 読取/
書込  [3]

5103 読取/
書込  [1]
5203 読取/
書込  [2]
5303 読取/
書込  [3]

5011 読取/
書込  [1]
5021 読取/
書込  [2]
5031 読取/
書込  [3]

5012 読取/
書込  [1]
5022 読取/
書込  [2]
5032 読取/
書込  [3]

5013 読取/
書込  [1]
5023 読取/
書込  [2]
5033 読取/
書込  [3]

アクティブ：  常時
設定ページの [Set`] 

[algo]が [cont] 
に設定されている場合
は、[`dig] は 利用できません。

入力信号法がデジタル [`dIG] に設
定されている場合のみアクティブ

入力信号法 [``In] が電流 
[`nna] 
に設定されている場合のみアク
ティブ

入力信号法 [``In] が電流 
[`nna] 
に設定されている場合のみアク
ティブ

入力信号法 [``In] が電圧 
[UOlt] に設定されている場合の
みアクティブ

[Ctr1] [Ctr2] [Ctr3]  ゾーン1、2、3メニューの制御の設定 
[`Set]  [`Set] [`Set]  設定ページ 

このメニューは選択したゾーンの制御を設定するために使用します。  
入力/出力構成が単相、1ゾーンまたは3相の場合はゾーン1を使用します。  
入力/出力構成が、単相、2ゾーンの場合は、ゾーン1と2を使用します。  
入力/出力構成が、単相、3ゾーンの場合には、すべてのゾーンを使用します。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 レジスタ 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[Uol–]  アナログ入力上限
電圧(ボルト)
入力が電圧タイプの場
合に100％の出力に対
応する電圧値を設定

[lrn|A]入力値取得、値取得
リクエスト(上限、下限)
ソフトウェアがアナロ
グ入力信号の上限下
限値を取得できるよう
にします。

[bl`U]  ベースライン電圧
読取/調整
ベースライン電圧の
値を表示し、この値の
手動での調整ができ
るようにします。 電圧
相を、デルタ/非接地Y
字負荷の位相または、
位相から中性点への
接地Y字負荷に一致す
るよう調整します。

[lrn|U]  ベースライン電圧
値取得要請
ソフトウェアが選択した
ゾーンへ接続するライン
から、ベースライン電圧
を取得することを許可

[type]  負荷タイプ選択
(ゾーン1のみ、3相の
み制御)
ゾーン1の負荷のタイ
プを選択します。

[Uol_] [+ 2.5V] ～
[99;99]

[下限V +2.5V～  
99.99]

[`err] 無効な入力信
号(-1)

[idle] 待機中(0)
[``LO] 下限値取得要

請(1)
[``HI] 上限値取得 要

請 (2)

最小から最大ライン電圧
(最小から最大ライン電

圧)

[`err] 無効な入力信
号(-1)

[idle]待機中(0)
[`req] 値取得要請
(1)

[2l`d] 3相2アームデル
タ(0)

[2lod] 3相2アームオー
プンデルタ(1)

[2LuY] 3相、2アーム、接
地Y字型(2)

[nOne] 未設定(3)
[3lid] 3相3アーム6
SCRデルタ内(4)
[3l`d] 3相3アーム6
SCRデルタまたは非接地

Y字型(5)
[3lgy] 3相3アーム6
SCR接地Y字型(7)  

[10;00] 

(1000)

[idle] 待機
中 
(0)

ライン電圧 
定格

[idle]待機中 
(0)

[nOne] 未設
定(3)

5014 読取/
書込  [1]
5024 読取/
書込  [2]
5034 読取/
書込  [3]

5019 読取/
書込  [1]
5029 読取/
書込  [2]
5039 読取/
書込  [3]

5594 読取/
書込  [1]
5595 読取/
書込  [2]
5596 読取/
書込  [3]

5591 読取/
書込  [1]
5592 読取/
書込  [2]
5593 読取/
書込  [3]

58 読取/
書込

入力信号法 [``In] を電圧 [UOlt] 
に設定した場合はアクティブ

入力信号法 [``In] を電流 [`nna]
または電圧 [UOlt] に設定した場
合はアクティブ

[lrn|A] に進み、アナログ入力を下
限に、コントローラを下限[``LO]
に設定 5秒間待機後、下限データが
コントローラに自動的に入力され
る 完了後、ディスプレイは [idle] 
に戻る

[lrn|A] に進み、アナログ入力を上
限に、コントローラを上限 [``HI] 
に設定 5秒間待機後、上限デー
タがコントローラに自動的に入
力される 完了後、ディスプレイは 
[idle] に戻る

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時
[lrn|U] に進み、コントローラを

[`req] に設定 5秒間待機後、コン
トローラにデータが自動入力され
る 完了後、ディスプレイは [idle] 
に戻る

コントローラが3相システムでゾーン
が1つの場合にアクティブ

注記：  利用できるパラメータはコント
ローラの入力/出力構成により異なりま
す。 このプロンプトが [nOne] 以外に設
定されていることがシステム運用の条件
となります。

注記： このパラメータを変更するとシス
テムは再起動します。

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[rATE]   最大変化率  
(%/100msec) 
入力信号が変化する
場合に、選択したゾー
ンの出力レベルの最
大変化率を設定 

[Soft]  ソフトスタート時間 
(秒) 
出力が周期的に変化
する場合に、選択した
ゾーンの出力レベル
が0％から100％まで
変化する時間を秒数
で指定 

[rdLy]   トランスフォーマ負荷
のリアクタンスディレイ 
ハーフサイクルエラー
を防止し、誘導負荷を
再起動する ハーフサ
イクルエラーが表示さ
れなくなるまで値を増
加させる  

[``0;1]～[100;0] 0.0  
～100.0%  
[0.1%単位]  
(1～1000)  

[``0;0]～[120;0] 0.0 
～120秒 [0.1秒単位]  
(1～1200)  

[``0;0] ～ [`50;0]   
(0 ～ 500)  

[`10;0](100)   

[``4;0] (40)   

[``0;0] (0)   

5104 読取/書
込  [1] 
5204 読取/書
込  [2] 
5304 読取/書
込  [3a]  

5105 読取/書
込  [1] 
5205 読取/書
込  [2] 
5305 読取/書
込  [3]  

5108 読取/
書込   

入力/出力 
構成が3相2アームでない限りアク
ティブ 

[algo] が [Ph2t] に設定されている
場合にアクティブ  

入力/出力構成が3相2アームでない限
りアクティブ 

[algo] が [Ph2t] に設定されている
場合にアクティブ  

[algo] が [Ph2t] に設定さ
れ、[type] が [3ld]または 
[3lid]に設定されている場合にア
クティブ  

[`Hbo]  ヒーターベークアウト
選択(オン/オフ)
選択したゾーンのヒー
ターベークアウトオプ
ションを選択

[Min]  ヒーターベークアウト
時間選択
選択したゾーンのヒー
ターベークアウト時間
を分単位で指定

[`HbC]  ヒーターベークアウト
過剰電流トリップ
ヒーターベークアウト
中のヒーター最大電
流を設定 この値で出
力はシャットダウンさ
れます。

[`OFF] オフ(0)
[``On] 選択済(1)

[``0;0] ～ [9999] 0 ～ 
9999分 
[1分単位]
(0～9999)

[```0] ～[`Cur] 0～
負荷電流アンペア[1ア
ンペア単位：最大値は
負荷定格により決定] 
(0～負荷
電流アンペア)

[`OFF] オフ
(0)

1440分
[1440]

負荷電流の
10.0%

5110 読取/
書込  [1]
5210 読取/
書込  [2]
5310 読取/
書込  [3]

5111 読取/
書込  [1]
5211 読取/
書込  [2]
5311 読取/
書込  [3]

5116 読取/
書込  [1]
5216 読取/
書込  [2]
5316 読取/
書込  [3]

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ
コントローラが3相2アーム構成でな
い限りアクティブ

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ
コントローラが3相2アーム構成でな
い限りアクティブ
[`Hbo] が [``On] に設定されて
いる場合にアクティブ

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ
コントローラが3相2アーム構成でな
い限りアクティブ
[`Hbo] が [``On] に設定されてい
る場合にアクティブ

[Opt1] [Opt2] [OPt3] ゾーン1、2、3の設定オプションメニュー 
[`Set] [`Set] [`Set] 設定ページ 

このメニューは選択したゾーンのオプションを設定するために使用します。 このメニューセットはヒーター診断機
能をインストールしている場合のみ利用できます。 
入力/出力構成が単相、1ゾーンまたは3相の場合はゾーン1を使用します。 
入力/出力構成が、単相、2ゾーンの場合は、ゾーン1と2を使用します。 
入力/出力構成が、単相、3ゾーンの場合には、すべてのゾーンを使用します。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[`CLi]    電流制限を選択(On/
Off)
選択したゾーンの電
流制限方法を選択 位
相角制御の場合のみ
使用

[CL`A]    電流制限設定ポイント
(A)
選択したゾーンの電流
を制限する電流制限
設定ポイントを選択

[tol_]    許容下限設定ポイント(A)
選択したゾーンのヒー
ター許容電流下限設定
ポイントを設定
値は100％の要求出力
の場合の電流レベルで、
要求出力の実際の割合
にあわせて調整される

[tol–]    許容上限設定ポイント(A)
選択したゾーンのヒー
ター許容電流上限設
定ポイントを設定
値は電流レベルが100
％フルの場合

[Indf]    誘導負荷率要求
誘導負荷調整要求

[ICur]   誘導電流
誘導電流の実際に測
定した電流を設定

[`OFF] オフ(0)
[``On] オン(1)

[```0] ～[`Cur] 0～
負荷電流アンペア[1アン

ペア単位：最大値は負
荷定格により決定] (0～
負荷電流アンペア)

[```0] ~[tol–] 0アン
ペアから上限許容値設
定ポイント[1アンペア
単位] (0～ヒーターの許
容上限設定ポピント)

[tol_] システム電流最
大許容値[1アンペア単
位] (ヒーターの下限許
容設定ポイントからパ
ワーシリーズの最大負
荷電流定格)

[`err]無効な要求(-1)
[idle]待機中(0)
[`req] 誘導負荷率調整

要求(1)
[`act] アクティブ負荷率

調整(2)
[`CLr] 係数消去(3) 

0～負荷電流定格

[`OFF] オフ
(0)

負荷 
電流の10.0%

0 (0)

最大システム 
電流

[idle] 待
機中

(0)

アクティブな
負荷電流

5112 読取/
書込  [1]
5212 読取/
書込  [2]
5312 読取/
書込  [3]

5113 読取/
書込  [1]
5213 読取/
書込  [2]
5313 読取/
書込  [3]

5114 読取/
書込  [1]
5214 読取/
書込  [2]
5314 読取/
書込  [3]

5115 読取/
書込  [1]
5215 読取/
書込  [2]
5315 読取/
書込  [3]

5106 読取/
書込  [1]
5206 読取/
書込  [2]
5306 読取/
書込  [3]

5107 読取/
書込  [1]
5207 読取/
書込  [2]
5307 読取/
書込  [3]

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

コントローラが3相2アーム構成でな
い限りアクティブ

[algo] が [Ph2t] に設定されてい
る場合にアクティブ

注記： このパラメータを変更するとシス
テムは再起動します。

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

コントローラが3相2アーム構成でな
い限りアクティブ

[algo] が [Ph2t] に設定さ
れ、[`CLi] が [``On]に設定され
ている場合にアクティブ

注記： このパラメータを変更するとシス
テムは再起動します。

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

この設定ポイントは、要求出力が20％
を超える場合のみ使用

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

この設定ポイントは、要求出力が20％
を超える場合のみ使用

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

入力/出力構成が3相2アームでない限
りアクティブ

[algo]が[Ph2t]に設定されている
場合にアクティブ

注記： [`act]または [`CLr] を選択す
るとシステムは再起動します。

ヒーター診断機能が搭載されている
場合にアクティブ

入力/出力構成が3相2アームでない限
りアクティブ

[algo]が[Ph2t]に設定され、[Indf]

が[`req]に設定されている場合に
アクティブ

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[a|lgc] アクティブリレー状態
アラーム条件の間のリ
レー状態を選択

[glbl]   グローバルアラーム構
成
グローバルアラーム構
成を選択 すべてのア
ラームを同じタイプに
設定。OFF二設定する
と個別のアラーム構成
が可能

[Open]   ヒーター故障アラーム
設定
ヒーターの故障アラー
ム構成を選択

[`tol]   ヒーター許容範囲アラ
ーム設定
ヒーターの許容範囲ア
ラームの設定を選択

[``OT]   ヒートシンクの温度超
過アラーム設定
温度超過アラーム設
定を選択

[ALÇ`]   ヒートシンクの温度超
過アラーム
ヒートシンクの温度超
過アラーム設定を選択

[Line]   ライン損失アラーム設
定
ライン損失アラーム設
定を選択

[al`C]   アラームオンで
励磁(0)

[al`O]   アラームオンで
非励磁(1)

[`std]   すべてのアラー
ムが 
アクティブ(0)

[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレン
ス (3)
[`OFF]オフ(4)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレン
ス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレン
ス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレン
ス (3)

[```0]～[`sdÇ]

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレ
ンス (3)

[al`O] アラー
ムオンで非励
磁(1)

[`std] すべて
のアラームが
アクティブ(0)

[`std] 
 アクティブ(0)

[`std] 
 アクティブ(0)

[`std] 
 アクティブ(0)

[`sdÇ] 以下の
値 ユーザ調
整可能実際の
安全停止温度
については工
場メニューを
参照

[`std] 
 アクティブ(0)

850 読取/
書込

851 読取/
書込

860 読取/
書込

861 読取/
書込

862 読取/
書込

990 読取/
書込  

863 読取/
書込

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

ヒーター診断機能が搭載されてい
る場合にアクティブ
[glbl]が[`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

ヒーター診断機能が搭載されてい
る場合にアクティブ
[glbl]が[`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

[glbl]が[`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

アクティブ： 常時
このヒートシンクシャットダウン温
度(℃)で出力は非励磁となる デフォ
ルトの最高温度は型番により異なる

[glbl] が [`OFF]に設定されてい
る場合にアクティブ

[`Alr] アラーム構成の設定メニュー 
[`Set]  設定ページ 

このメニューはアラーム構成を設定するために使用します。 スタンダード、ラッチ式、サイレント、ラッチ式
サイレントなどのアラームのタイプの定義については、5.7ページを参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[p|bAl]  位相バランス 
アラーム構成

位相バランス構成を
選択

[lbal]   負荷バランスアラーム
構成
負荷バランスアラーム
構成を選択

[Ldif]   負荷バランスパーセン
ト
位相間負荷電流の差
異の最小パーセント
を選択

[Freq]   周波数許容範囲外ア
ラームの設定
周波数許容範囲外ア
ラームの設定を選択

[``UC]   電圧補正アラーム設
定
ライン補正アラーム設
定を選択

[``OU]   過電圧 
アラーム設定
ライン過電圧アラーム
設定を選択

[C|wd]  通信ウォッチドッグ
アラーム設定
通信ウォッチドッグア
ラーム設定を選択

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式 サイレン

ス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式 サイレン

ス (3)

[```0]～[`100]
(0～100)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレ
ンス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式 サイレン

ス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式サイレ
ンス (3)

[`std] アクティブ(0)
[`LaT] ラッチ式(1)
[`SIl] サイレンス(2)
[LaSI] ラッチ式 サイレン

ス (3)

[`std] 
 アクティブ
(0)

[

[`std] 
 アクティブ
(0)

[

[`100] (100)

[`std] 
 アクティブ
(0)

[`std] 
 アクティブ
(0)

[`std] 
 アクティブ
(0)

[`std] 
 アクティブ
(0)

864 読取/
書込

865 読取/
書込

991 読取/
書込

866 読取/
書込

867 読取/
書込

868 読取/
書込

869 読取/
書込

コントローラが3相3アーム構成の場合
はアクティブ

[glbl]が[`OFF]に設定されている場
合にアクティブ

ヒーター診断機能が搭載されている場
合にアクティブ

[glbl]が[`OFF]に設定されている場
合にアクティブ

コントローラが3相の場合はアクティブ

ヒーター診断機能が搭載されている場
合にアクティブ

コントローラが3相の場合はアクティブ

[glbl] が [`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

[glbl] が [`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

[glbl]が[`OFF]に設定されている場
合にアクティブ

通信機能がインストールされていれば
アクティブ

[glbl] が [`OFF]に設定されている
場合にアクティブ

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 レジスタ 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[Addr]  装置アドレスの選択
装置の通信用アドレス
を選択

[baud]   装置のボーレートを選
択
通信用のボーレートを
選択

[`Wd]   ウォッチドッグ選択 
(On/Off)
通信用のウォッチドッグ
をオン

[`seC]   ウォッチドッグ タイムアウ
ト(秒)
通信ウォッチドッグの
タイムアウトを秒単位
で指定

[PWr]   ウォッチドッグ障害 
出力を選択
ウォッチドッグタイムア
ウトのデフォルトの出力
レベルを選択

[```1]～[`247]

[1200] 1200 ボー
[2400] 2400 ボー 
[4800] 4800 ボー 
[9600] 9600 ボー 
[19;2`] 19200ボー 

[`OFF]オフ(0)
[``On] オン(1)

[```0]～[9999]  
(0 ～9999)

[``0;0] 0 %～ 
[100;0] 100% 
(0～1000)

[```1] 

[9600] 9600 
ボー 

[`OFF]オフ(0)

[9999] 
(9999)

[``0;0] 0 %(0)

85 読取/
書込

86 読取/
書込

87 読取/
書込

シリアル通信オプションがインストー
ルされている場合にアクティブ

シリアル通信オプションがインストー
ルされている場合にアクティブ

シリアル通信オプションがインストー
ルされている場合にアクティブ

シリアル通信オプションがインスト
ールされていて、ウォッチドッグ
[`Wd] が {``On]に設定されて
いる場合にアクティブ

シリアル通信オプションがインスト
ールされていて、ウォッチドッグ
[`Wd] が {``On] に設定されて
いる場合にアクティブ

[`Cf9]   再転送 
設定 選択再転送
再転送出力のタイプ
を選択

[type]   再転送タイプ 
選択
再転送する情報のタ
イプ[type]、アンペ
アまたはkVAから選択
します。

[`nna] mA (0)
[UOlt] ボルト (1)

[`OFF]なし(0)
[`Cur] 電流(1)
[`HUA] kVA (2)

[`nna] mA (0)
(0)

[`Cur] 電流
(1)

870 読取/
書込

871 読取/
書込

再転送およびヒーター診断オプシ
ョンが搭載されている場合はアク
ティブ

再転送およびヒーター診断オプシ
ョンが搭載されている場合はアク
ティブ

[COm]  通信構成メニューの設定 
[`Set]  設定ページ 

このメニューは通信パラメータを設定するために使用します。 シリアル通信機能が搭載されていない場合はこ
のメニューは利用できません。  

[rEtr]  再転送構成の設定メニュー 
[`Set]  設定ページ 

 このメニューは再転送パラメータを設定するために使用します。 再転送およびヒーター診断機能が搭
載されていない場合はこのメニューは利用できません。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 レジスタ 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[Phas]   再転送相 
選択
情報を再転送する相を
選択

[2one]   再転送ゾーンを 
選択
情報を再転送するゾーン
を選択

[Cur_]   最小アンペア 
再転送
再転送する最小負荷電流
を選択

[Cur-]   最大アンペア 
再転送
再転送する最大負荷電流
を選択

[HUA_]   再転送する最小kVAを選
択 

再転送する最小負荷電力
を選択

[HUA–]    
再転送する最大kVAを
選択
再転送する最大負荷電力
を選択

[rt|C_]   再転送出力電流下限
(mA)
[Cur_]または[HUA_]に
対応する出力電流を選択

[rt|C–]   再転送出力電流上限
(mA)
[Cur-]または[HUA-]に対
応する出力電流を選択

[```1] 位相1  (1)
[```2] 位相2  (2)
[```3] 位相3  (3)

[```1] ゾーン1 (1)
[```2] ゾーン2 (2)
[```3] ゾーン3 (3)

[```0]～[Cur–] 
(0から再転送する最大
電流)

[Cur_]～負荷電流 
(再転送する最小電流か
ら負荷電流)

[```0] ～[HUA–] 
(0から再転送する最大
kVA)

[HUA_]～[9999] 
(再転送する最小
kVA～9999)

[`0;00]～[rt|C–] 
(0～再転送出力上限
電流)

[rt|C_]～[20;00] 
(再転送出力下限電
流～ 
2000)

[```1] 位相 
1  (1)

[```1] ゾーン 
1 (1)

[``00]  (0)

負荷電流

[```0]  (0)

[9999] 
(9999)

[```0]  (0)

[20;00] 
(2000)

872 読取/
書込

873 読取/
書込

876 読取/
書込

877 読取/
書込

878 読取/
書込

879 読取/
書込

882 読取/
書込

883 読取/
書込

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

コントローラが3相の場合はアクティ
ブ

[rEtr] [type]が[`Cur]または 
[`HUA]に設定されている場合はア
クティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

コントローラがマルチゾーンの場合は
アクティブ

[rEtr] [type]が[`Cur]または 
[`HUA]に設定されている場合はア
クティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[rEtr] [type]が[`Cur]に設定さ
れている場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[rEtr] [type]が[`Cur]に設定さ
れている場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[rEtr] [type]が[`HUA]に設定さ
れている場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[rEtr] [type]が[`HUA]に設定さ
れている場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[`Cfg]が[`nna]に設定されている
場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[`Cfg]が[`nna]に設定されている
場合はアクティブ

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲 デフォルト Modbus
アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[rt|U_]  再転送出力電圧下限
(ボルト)
[Cur-]または[HUA-]
に対応する電圧を
選択

[rt|U–]  再転送出力電圧上限 
(ボルト)
[Cur-]または[HUA-]
に対応する電圧を選択

[`0;00]～[rt|U–]
(0～ 再転送出力電圧
上限(ボルト)

[rt|U_]～[10;00]
(再転送出力
電圧下限～1000)

[```0]  (0)

[10;00]
(1000)

880 読取/
書込

881 読取/
書込

再転送およびヒーター診断オプショ
ンが搭載されている場合はアクティブ
[`Cfg]が[UOlt]に設定されている
場合はアクティブ

再転送およびヒーター診断オプショ
ンが搭載されている場合はアクティブ
[`Cfg]が[UOlt]に設定されている
場合はアクティブ

工場ページ
工場ページに入るには、設定ページから、Homeボタンと左右の矢印キー(     ) を同時
に押します。  工場ページの以下のメニューを選択するには上下の矢印キー (   )を押し
ます。 上下のボタンを押すと、メインメニューのオプションで上下にスクロールします。 
メニュー内でパラメータを選択するには左右の矢印キー ( 	)  を使用します。 下
側のディスプレイにパラメータが表示されます。 
各パラメータの値を選択するには(英文字または数字)、 
上下の矢印キー(   )を使用します。 上側のディスプレイに値が表示されます。 
このメニュー内でホームボタン( )を押すと、ディスプレイループに戻ります。 
工場ページには9のメニューがあります。 
工場 ページの工場 モード パラメータは、パワーシリーズのキャリブレーションに使用しま
す。 パワーシリーズは工場で事前にキャリブレーションされているため、フィールド キャリ
ブレーションが必要となるのは、フィールドサービス作業を実行する場合のみとなります。 
フィールド キャリブレーション手順は、Watlowのウェブサイト http://www.watlow.com/.に
記載されています。 

*注意事項: 工場モードに入るには、パスワードが必要です。 Watlowに電話し+1 (507) 454-5300、 
アプリケーションエンジニアにパスワードを依頼してください。 パスワードを入力すると、コントローラは
工場モードとなります。 工場モードを終了するにはコントローラの電源を一旦切って再起動する必要が
あります。  

[Fcty]  工場ページ 
 工場メニューに進

む 

工場モード -> 
キャリブレーション 
パラメータにアクセ
スするには工場 パ
スワードを要求して
ください。  

[dAta]  システムデータの操作 
[`Loc]  グローバル/メニューロックアウト 
[InFo]  ユニット情報 
[diAg]  診断 
[`pw]  工場パスワード 
[CIn1]  ゾーン1のアナログ入力信号をキャリブレーション* 
[CIn2]  ゾーン2のアナログ入力信号をキャリブレーション * 
[CIn3]  ゾーン3のアナログ入力信号をキャリブレーション * 
[Crtr] 再転送をキャリブレーション *  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[BAuP]   バックアップ データ セ
ット*
ユーザ設定の可能な
適切なパラメータを
バックアップメモリに
保管 パワーシリーズ
のバックアップ情報
についてはA.7ページ
を参照

[dFlt]   デフォルトのデータセ
ット *
工場デフォルト値へ適
切なパラメータを設定 
パワーシリーズのバッ
クアップ情報について
はA.7ページを参照

[rest]  データセットを復元*
ユーザ設定の可能な
適切なパラメータを
バックアップメモリか
ら復元 パワーシリー
ズのバックアップ情報
についてはA.7ページ
を参照

[idle] バックアップ要
求なし(0)

[`all]システム、ゾーン
1、2、3にリストされて
いるすべてのパラメ
ータ(1)

[`sys]システム関連パラ
メータ。ロック、アラー
ム、再転送、通信、アル
ゴリズム、負荷タイプ、
電圧補正を含む(2)

[2n`1] ゾーン1関連の
パラメータ。[Ctr1] 
と[Opt1]のメニュー
に含まれるすべてのパ
ラメータ (3)

[2n`2] ゾーン2関連の
パラメータ。[Ctr2] 
と[Opt2] のメニュー
に含まれるすべてのパ
ラメータ(4)

[2n`3] ゾーン3関連の
パラメータ。[Ctr3] 
と[Opt] のメニューに
含まれるすべてのパラ
メータ(6)

[idle] (0)
[`all] (1)
[`sys] (2)
[2n`1] (3)
[2n`2] (4)
[2n`3] (5)

注記： - Modbus値0～ 5
の説明については上の「
データセットをバックアッ
プ」を参照

[idle] (0)
[`all] (1)
[`sys] (2)
[2n`1] (3)
[2n`2] (4)
[2n`3] (5)

注記： - Modbus値0～ 5
の説明については上の「
データセットをバックアッ
プ」を参照

[idle] バック
アップ要求な
し(0)

[idle] 無
効化 
復元(0)

[idle] 復元
を無効化(0)

951 読取/
書込

952 読取/
書込

950 読取/
書込

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

[dAta]  システムデータの操作メニュー 
[Fcty]  工場ページ 

このメニューは標準およびバックアップ システム データの保守に使用します。  

*注意事項: これらのプロンプト(データセットのバックアップ、デフォルト、復元)ではユーザはEEPROMコンテンツを操
作することができます。 
詳細は付録のp. A.7, の詳細情報を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[nUOL]  NVOL 
ストレージを有効化

不揮発性メモリを有
効/無効化

[``On] 有効 (0)
[`OFF] 無効 (1)

[``On] (0) 959 読取/
書込

アクティブ： 常時

{gLOC}   グローバルロックアウト
すべてのプロンプトを
書き込み保護できるよ
うにするグローバルロ
ックアウトの状態を設
定 ロック解除の状態
に設定すると、個別の
メニューにロックを設
定可能

[`Ctr]   制御設定メニュー 
のロックアウト
すべての制御設定メニ
ューにロックを設定

[`Opt]   オプション設定メニュ
ー 
のロックアウト
すべてのオプション
設定メニューにロック
を設定

[`Alr]   アラーム設定メニュー 
のロックアウト
アラーム設定メニュー
にロックを設定

[COm]   通信設定メニュー 
のロックアウト
通信メニューにロック
を設定

{retr}   再転送設定 
メニューのロックアウト
再転送メニューにロッ
クを設定

{`CIn}   アナログ入力工場メニ
ューのロックアウト
入力キャリブレーショ
ンメニューにロックを
設定

[C|rtr]   再転送キャリブレーシ
ョン工場メニューの 
ロックアウト
再転送キャリブレーシ
ョンメニューにロック
を設定

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状
態 (0)
[`Loc]  ロック状態 (1)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

1350 読取/
書込

1351 読取/
書込

1352 読取/
書込

1353 読取/
書込 

1354 読取/
書込 

1355 読取/
書込 

1356 読取/
書込 

1357 読取/
書込 

アクティブ： 常時

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

ヒーター診断オプションが搭載され
ている場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

シリアル通信オプションがインスト
ールされている場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

再転送およびヒーター診断オプション
が搭載されている場合はアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されてい
る場合にアクティブ

再転送およびヒーター診断オプシ
ョンが搭載されている場合はア
クティブ

[`Loc]  グローバル/メニュー　ロックアウトメニュー 
[Fcty]  工場ページ 

このメニューはロックアウトパラメータを設定するために使用します。 ロックされているとは、そのメニュー内のパ
ラメータは変更できないことを意味します。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲 
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[dAta]   システムデータ 
工場メニューの 
ロックアウト
システムデータメニュ
ーにロックを設定

[diAg]   診断工場メニューのロ
ックアウト
診断メニューにロック
を設定

[`Unl] ロック解除状態 (0)
[`Loc] ロック状態 (1)

[`Unl] ロック解除状態 (0)
[`Loc] ロック状態 (1)

[`Unl] (0)

[`Unl] (0)

1358 読取/
書込 

1359 読取/
書込 

[glOC]が[`Unl]に設定されている
場合にアクティブ

[glOC]が[`Unl]に設定されている
場合にアクティブ

[`Sn–]   装置のシリアル番号の
後半の数字
装置のシリアル番号
の後半の数字を読み
取る

[`Sn_]   装置のシリアル番号の
前半の数字
装置のシリアル番号
の前半の数字を読み
取る

[date]   製造年月日 
(yymm)
製造年月を読み取る

[HUer]   ハードウェアバージョ
ン
装置のハードウェアバ
ージョンを読み取る

[SUEr]   ソフトウェアのバージョ
ン
装置のソフトウェアバ
ージョンを読み取る

[Sbld]   ソフトウェアビルド番
号
装置のソフトウェアビ
ルドレベルを読み取る

[ratU]   装置の定格電圧(ボル
ト)
装置の負荷電圧を読
み取る

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[``00]～[``99]年(00 
～99)

[``00]～[``99] 
月(00～52)

[``0;0]～[9.999] 
 (0 ～9999)

[``0;0]～[9.999] 
 (0 ～9999)

[``0;0]～[9.999] 
 (0 ～9999)

[```0]～[`680] 
 (0 ～680)

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

1 読取 

2 読取 

5 読取 

7 読取 

4 読取 

30 読取 

51 読取

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

[InFo]  ユニット情報メニュー 
[Fcty]  工場ページ 

このメニューは製造中に保存された装置情報を読み取るために使用します。  

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[ratA]   装置の定格電流 
(アンペア)
装置の負荷電流を読
み取る

[2onC]   設定するゾーン数 
設定するゾーン数を読
み取る

[`Opt]   インストールされたオ
プション構成 

ハードウェアオプショ
ンの構成を読み取る

[```Ç]   ヒートシンク温度 
(°C)
現在のヒートシンクの
温度を読み取る

[ALÇ`]   ヒートシンクのアラー
ム温度 

ヒートシンクの温度超
過アラームの設定ポイ
ントを設定

[sdÇ`]   工場安全 
シャットダウン温度
工場安全者とダウン設
定ポイントを提示

[HIÇ`]   過去最高ヒートシンク
温度 

過去最高ヒートシンク
温度を提示

[HrS–]   累積時間 
(10K - 100M)
累積システム運用時間
を提示(時間x 10000)

[HrS_]   累積時間 
(0 - 9999)
累積システム運用時
間(時間)

[```0]～[`245] 
 (0 ～245)

[```1] 1つのゾーン(1)
[```2] 2つのゾーン(2)
[```3] 3つのゾーン(3)

[nOne] なし(0)
[```c] 通信(1)
[``r~] 再転送 (2)
[``rc] 通信/再転送(3)
[`h``] ヒーター診断(4)
[`h`c] ヒーター診断/通

信(5)
[`hr`] ヒーター診断/再

転送(6)
[`hrc] ヒーター診断/通

信/再転送2(7)

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[```0]～[`sdÇ]

工場で設定

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[```0] ～  [9999]

(0～9999)

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

50 読取

52 読取

54 読取

1590 読取 

990 読取/
書込 

57 読取

1591 読取 

1960 読取 

1961 読取

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時
設定メニューのアラーム温度に同じ 

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時
10000時間未満で非表示

アクティブ： 常時
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[``Ad]   A/D  
チャネルを選択 
読み取りを行うアナロ
グからデジタルのチャ
ネルを選択 
 

[Cnts]   選択したA/Dカウント
を読み取る 

  選択したアナログから
デジタルのチャネルを
読み取る

[l_a1]   最近の 
ライン損失 
アラームタイプ 

[l_a2]   以前の 
ライン損失 
アラームタイプ 

[l_a3]   最も古い 
ライン損失 
アラームタイプ 

[l_]  位相1.2.3のどこでアラ
ームが発生したかを
表示 

[Uref] 電圧参照入力* 
[`Tmp] ヒートシンク温

度入力*  

[AIn1] アナログ入力1*   
[AIn2] アナログ入力2*   
[AIn3] アナログ入力3*   
[Uol1] 電圧入力1*   
[Uol2] 電圧入力2*   
[Uol3] 電圧入力3*   
{CUr1] 正電流入力1*   
{CUr2] 正電流入力2*   
{CUr3] 正電流入力3*   
{CUr1] 負電流入力1*   
{CUr2] 負電流入力2*   
{CUr3] 負電流入力3*   

* 値 0～4095 

[```0] ～  [4095]  

[uUOL] (1) 最低 
電圧 

[a|Cr] (2) 追加ゼロク
ロス 

[n|Cr] (4) 非ゼロクロ
ス[`pOl] (8)無効な回
線極性 

[n|Cr] (16) 非ゼロク
ロス 

[Freq] (32) 無効な周
波数 

{HCyC] (64) 負荷半周
期損失  

該当なし

[nOne] (0)   

1560 読取  
1561 読取  

1562 読取 
1563 読取 
1564 読取 
1565 読取 
1566 読取 
1567 読取 
1568 読取  
1569 読取  
1570 読取  
1571 読取  
1572 読取  
1573 読取  

該当なし

1540 読取 
1543 読取 
1546 読取 

1541 読取 
1544 読取 
1547 読取 

1542 読取 
1545 読取 
1548 読取  

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時

電源投入後ライン損失アラームが発
生しているラインでアクティブ  

ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス読取/

書込

パラメータが表示される条件 

[diAg]  診断メニュー  
[Fcty]  工場ページ 

このメニューは診断を選択するためのものです。  

ライン損失アラーム：  
以下の9のパラメータは、今回電源を投入してから発生したライン損失あr-あ無を示しています。 パラメータはライ
ン損失アラームがあった場合にのみ表示され、また、ライン損失アラームが発生したラインについてのみ表示され
ます。 これらは電源を再投入するまで表示され続けます。  

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の制御方法と機
能を参照してください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

読取/書込

パラメータが表示される条件 

[dIsp]  表示テスト 
表示テストを要求 

[``In]   個別の入力を選択 
 
選択した入力の状態
の表示を要求

[`UAL]   選択した入力値を読
み取る 
 

[rEtr]   再転送セット 
テスト文字
再転送テストカウント
を設定

[idle]待機中(0)
[`req]表示テストを有

効化(1) 

[nOne] (0)
[pOS1] (1)
[pOS2] (2)
[pOS3] (3)
[0Cr1] (4)
[0Cr2] (5)
[0Cr3] (6)

[``LO] lo (0) 
[``HI] hi (1) 
[----] 不定 (2) 

[```0]～[4095] 
 (0 ～4095)

[idle]待機中
(0)

[nOne] (0)

{----]

[```0]  (0)

1513 読取/
書込  

1580 読取/
書込  

1581 読取 

1555 読取/
書込

アクティブ： 常時

アクティブ： 常時
書き込みのみの工場モード

入力信号法[``In]をなし [nOne]に
設定した場合はアクティブ

再転送オプションが搭載されている場
合はアクティブ
書き込みのみの工場モード

[`pw]   工場パスワード 
入力
工場パスワードを入力

[Fcty]  工場モード 
要求

工場 パスワード プロ
ンプトで設定した値に
基づいて工場モード
を要求

[```0]～[9999] 
 (0 ～9999)

[`OFF]待機中(0)
[`req] 工場モードを要

求(1)
[`act] 工場モード アク

ティブ(2)

[1234]

[`OFF]待
機中

(0)

1799 読取/
書込

1700 読取/
書込

アクティブ： 常時

工場パスワードが有効な場合はア
クティブ

工場モード  
工場 ページの工場 モード パラメータは、パワーシリーズのキャリブレーションに使用します。 パ
ワーシリーズは工場で事前にキャリブレーションされているため、フィールド キャリブレーション
が必要となるのは、フィールドサービス作業を実行する場合のみとなります。 フィールド キャリブ
レーション手順は、Watlowのウェブサイト http://www.watlow.com/.に記載されています。 
注記： 工場モードに入るには、パスワードが必要です。 Watlow+1 (507) 454-5300に電話し、アプリケーシ
ョンエンジニアにパスワードを要求してください。 パスワードを入力すると、コントローラは工場モードとなりま
す。 工場モードを終了するにはコントローラの電源を一旦切って再起動する必要があります。  

[`pw]  工場パスワード 
[Fcty]  工場ページ 

このメニューはパワーシリーズの工場モードのパスワードを設定するために使用します。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス読
取/書込

パラメータが表示される条件 
 -

[nna_]   下限mAキャリブレー
ションポイント
対応するアナログ入力
キャリブレーションの
電流下限値を設定

[nna-]   上限mAキャリブレー
ションポイント
対応するアナログ入力
キャリブレーションの
電流上限値を設定

[Uol_]  下限Vキャリブレーショ
ンポイント  

 対応するアナログ入力
キャリブレーションの
電圧下限値を設定

  
[Uol–]  上限Vキャリブレーショ

ンポイント  
対応するアナログ入力
キャリブレーションの
電圧上限値を設定  

[CALA]   アナログ入力キャリブ
レーション要求 
 
アナログ入力信号の
キャリブレーションを
要求  

[0.000]~[nna–] [ま
たは [9;999]のどちら
か小さい方](0～mA
上限キャリブレーシ
ョンポイント[または
9999])

[nna_]～[20;00] 
(mA下限キャリブレー
ションポイント ～ 
20000)*

[0;000]～ [Uol–]  
(0～V上限キャリブレ
ーションポイント)  

[Uol_]～[(999]  
(V下限キャリブレーシ
ョンポイント～ 9999)  

[`err] 無効なキャリブ
レーション(-1) 
[idle]キャリブレーシ
ョン 

非アクティブ(0) 
[`req]キャリブレーショ

ン有効化を要求(1)  

[4;000]

(4000)

[16;00]

(16000)

[1;000]  
(1000)  

[9;000]  
(9000)  

[idle]キャリ
ブレーショ
ン非アクティ
ブ(0)  

5411 読取/
書込  [1]
5421 読取/
書込  [2]
5431 読取/
書込  [3]

5412 読取/
書込  [1]
5422 読取/
書込  [2]
5432 読取/
書込  [3]

5413 読取/
書込  [1] 
5423 読取/
書込  [2] 
5433 読取/
書込  [3]  

5414 読取/
書込  [1] 
5424 読取/
書込  [2] 
5434 読取/
書込  [3]  

5415 読取/
書込  [1] 
5425 読取/
書込  [2] 
5435 読取/
書込  [3]  

工場モード内ではアクティブ

工場モード内ではアクティブ

工場モード内ではアクティブ

工場モード内ではアクティブ

工場モード内ではアクティブ

[CIn1] [CIn2] [CIn3] アナログ入力信号ゾーン1、2、3のメニューをキャリブレーション 
[Fcty]   [Fcty]   [Fcty]  工場ページ 

このメニューはアナログ入力を設定するために使用します。 
入力/出力構成が単相、1ゾーン、または3相の場合には、入力1を使用します。 
入力/出力構成が、単相、2ゾーンの場合は、入力1と入力2を使用します。 
入力/出力構成が、単相、3ゾーンの場合には、すべてのゾーンを使用します。 

注記： ノイズや信号の変動のために予期せぬ動作が起きないようにするため、各設定は、それぞれのハ
ードウェア限界との間で、余裕をもって設定するよう注意してください。  

*注意事項: ディスプレイプロンプトはディスプレイの解像度のため小数点第2位に設定されています。 
通信レジスタは、小数点第3位まで設定され保存されています。  

✓注意事項 :  前のプロンプトに入力した値が、対応するアナログからデジタルへのカウントに使用されます。 
パラメータ[`err]は、 キャリブレーションが失敗した場合に表示されます。それ以外の場合はこのパラメー
タは[idle]を返します。 

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の機能を参照し
てください。  
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ディスプレイ パラメータ 範囲
(Modbus値)

デフォルト Modbus
 アドレス 

リード/ライト
パラメータが表示される条件 

[nna_]   再転送キャリブレーシ
ョンmA下限 
再転送をキャリブレー
ションする、電流下限
値を選択

[nna-]   再転送キャリブレーシ
ョンmA上限
再転送をキャリブレー
ションする、電流上限
値を選択

[Uol_]  再転送キャリブレーシ
ョン電圧下限 
再転送をキャリブレー
ションする、電圧下限
値を選択

[Uol-]   再転送キャリブレーシ
ョン電圧上限 
再転送をキャリブレー
ションする、電圧上限
値を選択

[CALr]  キャリブレーション再
転送要求 
キャリブレーションの
再転送を要求

[0;000]~[nna–] [また
は[(9.999]のどちらか
小さい方] 
(0～再転送キャリブレ
ーションmA上限[また
は9999])

[0;000]~[nna–] 
 [または 
[(9.999]のどちらか小
さい方](0～再転送キ
ャリブレーションmA
上限[または9999])

[```0]～[Uol–] 
(0～再転送キャリブレ
ーション 
電圧上限)

[Uol_]～[9;999]

(再転送キャリブレーショ
ン電圧下限

～9999)

[`err] 無効なキャリブ
レーション(-1)

[idle]キャリブレーショ
ン非アクティブ(0)

[`req]キャリブレーショ
ン有効化を要求(1)

[4;000]

(4000)

[16;00]

(16000)

[1;000]

(1000) 

[9;000]

(9000) 

[idle]キャリ
ブレーション非
アクティブ(0)

5710 読取/
書込

5711 読取/
書込

5720 読取/
書込

5721 読取/
書込

5700 読取/
書込

工場モード内ではアクティブ
再転送オプションが搭載されている

場合はアクティブ

工場モード内ではアクティブ
再転送オプションが搭載されている

場合はアクティブ

工場モード内ではアクティブ
再転送オプションが搭載されている

場合はアクティブ

工場モード内ではアクティブ
再転送オプションが搭載されている

場合はアクティブ

工場モード内ではアクティブ
再転送オプションが搭載されている

場合はアクティブ

[Crtr]再転送メニューをキャリブレーション   
[Fcty]  工場ページ 

このメニューは再転送出力をキャリブレーションするために使用します。 このメニューは再転送機能をインストール
している場合のみ利用できます。  

*注意事項: ディスプレイプロンプトはディスプレイの解像度のため小数点第2位に設定されています。 
通信レジスタは、小数点第3位まで設定され保存されています。  

注記： パラメータ設定がコントローラの運用にどのように影響するかについての詳しい情報は、第5章の機能を参照して
ください。  
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トラブルシューティング 
すべての装置  

症状  
LED表示
が行われ

ない 
表示  

ディスプレイが 
動かない(ロッ
クされている)  
加熱されない  

部分的に加熱
される  

全体または一
部の 
熱を制御でき
ない 

加熱  考えられる原因  
•  コントローラに電源が入っていない 

•  ディスプレイが正しく取り付けられていない 

•  ピンが曲がっているまたは折れている 
•  装置の故障(不良)  

•  システム エラー 
•  システム エラー(問題が検出されない) 

•  システム エラーが表示されない 

•  アラーム 
•  アラーム(問題が検出されない)  

•  ヒーターまたは負荷の配線が接続され
ていない 

•  ヒューズが飛んでいる 
•  [`Set] > [algo]が[`OFF]に設定され

ている 
• 入力配線が正しくない  

修正措置  
•  装置の電源コンセントが接続されていて、電源が入って

いることを確認してください。 
•  ディスプレイをチェックし、ビニールカバーがぴったり張

り付いていることを確認してください。 
•  ディスプレイの接続をはずし、コネクタのピンを調べま

す。必要に応じて修理または交換してください。 
• 修理のため装置を工場に返却してください。  

• エラーを記録し、エラーの原因に対処します。 
•  エラーを記録し、コントローラの電源を入れ直します。 問

題が解決しない場合は、工場に支援を要請してください。 
•  コントローラの電源を入れ直します。 問題が解決しない

場合は、工場に支援を要請するか、装置を修理のため工
場に返却してください。 

•  アラームを記録し、アラームの原因に対処します。 
•  アラームを記録し、コントローラの電源を入れ直します。 

問題が解決しない場合は、工場に支援を要請してくださ
い。 

•  ラインが接続していない、またはオフになっ
ている、または電圧が低すぎる コントロー
ラが[`Alr] (ライン損失アラーム) [Line]
を表示。 

•  内部動作不良(コアPCB、SCR故障、ゲートド
ライブの動作不良、コアからの電力供給と
LM接続、電源装置とラインモニターPCBが
SCR上に正しく設置されていない)  

•  ライン入力電圧が低い  

•  SCRがショートしている  

•  入力がキャリブレーション範囲外
となっている  

•  内部故障  

•  負荷または負荷配線をチェックします。必要な場合は接
続します。 

•  ヒューズをチェックし必要な場合は交換します。 
•  6.5ページを参照し電力制御アルゴリズムを設定します。 
•  入力配線をチェックし、正しく接続していることを確認し

ます。 (配線については 3.2～3.3ページを参照してくださ
い。) 入力はディスプレイループの[In``]パラメータを使用
してモニタリングできます。 キーボード制御を使用して、
出力％を増加させてテストし、熱をチェックします。 過熱
させないよう注意してください。 

•  ライン電源が接続され、正しい電圧であることを確認し
ます。 

•  修理のため装置を工場に返却してください。  

•  ライン電源が接続され、正しい電圧であることを確認し
ます。 

•  修理のため装置を工場に返却してください。  

•  コントローラにヒーター診断機能が搭載されている場合
に、ショートしたSCRが1つあるとエラーとなり、残りの正常
なSCRもシャットダウンさせます。 修理のため装置を工場
に返却してください。 コントローラにヒーター診断機能が
搭載されていない場合に、出力(％) [`Out]ni[``0;0]と
表示され、ヒーターに電力が届いている場合は、SCRがシ
ョートしています。装置を修理のため工場へ返却し手区ア
d債。 

•  入力信号が出力0%に設定されている場合は、出力ディス
プレイをチェックしてください。[``0;0]と表示されていな
ければ、キャリブレーションを調べてください。 入力信号
が出力100%に設定されている場合は、出力ディスプレイ
をチェックしてください。[`100.0]と表示されていなけれ
ば、キャリブレーションを調べてください。 

•  修理のため装置を工場に返却してください。  
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すべての装置(続き)  

症状  
繰り返しヒューズ
が飛ぶ  

考えられる原因  
•  ヒューズの電流定格が不適切  

•  ヒューズのトルクが不適切 
•  キャビネット内の換気または冷却が不適

切 
•  ヒーター内の断続的なショート  

単相装置  

マルチゾーン装置  

症状  
加熱され
ない  

考えられる原因  

修正措置  
•  2.1ページを参照し ヒューズの電流定格が正しいことを

確認します。 
•  A.6ページのガイドラインを参照し、ヒューズのトルク設

定が正しいことを確認します。  
•   2.3ページの筐体についてのガイドラインと必要な冷却

水準をの判定方法を参照します。 
•  ヒーターを交換します。  

修正措置  
•  電源が内部のバスバーにルーティングされて

いない。 コントローラが[`Alr]  
(ライン損失アラーム) [Line]を表示。 

症状  
加熱され
ない  

考えられる原因  
• 標準接続が接続されていない  

ディスプレイに電
流がモニタリングさ
れない  

•  電源がルーティングされていない場合や内部のバスバー
に接続していない場合は、標準接続1または3(両方ではな
く)を中央ラインに接続する必要があります。 APはArubaネ
ットワークに接続している (配線については 3.4ページを
参照)  

修正措置  
•  他のラインや中性点への標準接続を各ゾーンにおいて適

切に行う必要があります。 (配線については 3.5ページを
参照)  

•  2つの位相が180°損失角になっている  

3相2アーム装置  

3相3アーム装置  

症状  
加熱され
ない  

考えられる原因  

•  マルチゾーン機能を使用する場合には、2～3のゾーンに
配線を行い、2つの位相が180度損失角にならないよう
にします。 配線図については3.5ページの図3.5Cを参照
してください。  

修正措置  
•  電源が内部のバスバーにルーティングさ

れていない。 コントローラが[`Alr]  (ラ
イン損失アラーム)[Line]を表示。 

•  3相の負荷タイプ選択[type]が、設定な
し[nOne]に設定されている 

症状  
加熱され
ない  

位相角制御が出
力を増加させ、 
[hCyL] エラーを
生じ 
シャットダウン
する  

考えられる原因  

•  電源がルーティングされていない場合や内部のバスバーに
接続していない場合は、標準接続1または3(両方ではなく)を
中央ラインに接続する必要があります。 • 電源がルーティン
グされていない場合や内部のバスバーに接続していない場
合は、標準接続1または3(両方ではなく)を中央ラインに接続
する必要があります。 (配線については 3.4ページを参照) 

•  設定ページ、ゾーン1制御設定メニューで、ゾーン1の負荷タ
イプを選択します。  

修正措置  
•  標準接続が3相3アームY字型接地装置用の

接続となっていない 
•  3相の負荷タイプ選択[type]が、設定なし
[nOne]に設定されている  

•  誘導負荷が、半周期ライン損失エラー
[hCyL] を発生させている リアクタンス
ディレイ[rdLy] が低すぎる設定になっ
ている  

•  3相3Y字接地モデルのみでは、標準接続を中性点に接続
する必要があります。 (配線については 3.5ページを参照) 

•  設定ページ、ゾーン1制御設定メニューで、ゾーン1の負
荷タイプを選択します。  

•  半周期ライン損失エラーが生じなくなるまで[rdLy]の
値を増加させます。  
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アラーム/エラー アラームやエラーが生じる条件

[`Alr] アラーム アクティブなアラームはバイナリで表示されます。 
例として、通信ウォッチドッグと位相バランスアラ
ームが存在する場合は、Modbusレジスタ180には 
0x0210が含まれます。
通信ウォッチドッグ＝ 0000001000000000
位相角バランス＝0000000000010000

ヒーター故障 = 0x0001
ヒーター許容値= 0x0002
温度超過 = 0x0004
ライン損失 = 0x0008
位相バランス＝0x0010
負荷バランス=0x0020
周波数 = 0x0040
電圧補正 = 0x0080
過電圧 = 0x0100
通信ウォッチドッグ＝0x0200

[`Alr]  ヒーター故障 
[Open] アラーム

20％より大きな出力再要求に対し、2アンペア以下(パワーシリーズの測定)が検出されるとアラームとなり
ます。 

[`Alr]  ヒーター許容範囲
[`tol]アラーム 

設定ページ > オプションメニュー > [tol_] でセットした値より負荷電流が小さい場合、
   または [tol–]に設定した数維持よりも大きい場合にアラームとなります。 これにより過電流状態のア
ラームと、ヒーター故障低電流アラームの両方が発生します。
これは20％を超える出力を要請した場合にのみ発生します。 

[`Alr]  ヒートシンク 
[``OT]  温度超過アラーム 

ヒートシンクの温度が
設定ページ> [`Alr] > [`AL℃]で設定した値よりも大きくなった場合にアラームとなります。

[`Alr]  ライン損失アラーム
[Line]

ゼロクロス信号が発生しない場合にアラームとなります。 回選極性、ゼロクロス、または電圧レベル信
号が失われた場合に発生します。 ゼロクロスのタイミングが許容範囲外のときも発生します。 このアラ
ームは電圧がベースライン電圧の半分未満のときも発生します。

[`Alr] 位相バランス 
[pbal] アラーム

3相3アームシステムの1つの位相の測定電圧が、他の位相のものと20％を超える差異がある場合にア
ラームとなります。

[`Alr] 負荷バランス
[lbal] アラーム　

負荷電流のバランスがとれていないと判断されるとアラームとなります。 ユーザは設定ページ > 
[`Alr] > [Ldif]において設定しています。 デフォルトは100％です。 

[`Alr] 周波数 
[Freq]  許容範囲外アラーム 

周波数が47～63 Hzの範囲外にあると、アラームとなります。  

[`Alr] ライン補正 
[``UC] アラーム 

電圧補正ルーティンが入力ライン電圧の変化を補正できない場合にアラームとなります。要求出力が
5%～95%の場合に発生、 [``UC] = [``On]の場合、[Urtb]、[Ph2t]制御  

[`Alr] ライン過電圧
[``OU] アラーム

ライン過電圧が装置の最大定格電圧よりも大きい場合にアラームとなります。 ライン電圧が、ライン電
圧定格より10％以上大きい場合に発生します。

[`Alr] 通信
[Cdog] ウォッチドッグアラーム

[`Out]ウォッチドッグタイムアウトで指定された時間内に通信が検出されない場合にアラームとなりま
す。 シリアル通信機能が搭載されていない場合は利用できません。

  

アラームとエラーのトラブルシューティング
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シャット
ダウン

自動 
復旧

Modbus番号 修正措置

 

以下の 
個別の 

アラームを
参照

以下の 
個別の 

アラームを
参照 

180 読取 推奨措置については個別のアラームを参照

 
なし  181 読取/書込 

(0-4)*
負荷端末からヒーターへの接続、ヒーターから戻る接続の配線をチェ
ック。 必要な場合はヒーターを交換

 

なし  182  読取/書込 (2)
(0-4)*

負荷端末からヒーターへの接続、ヒーターから戻る接続の配線をチェック。 
ワイヤサイズが適正であるか確認
必要な場合はヒーターを交換

 

なし  5214 読取/書込  [2]
(0-4)*

キャビネットの換気をよくし、冷却機能を高める ファンをチェックし、欠陥が
あれば、修理のため装置を工場に返却してください。 ヒートシンクが汚れて
いないかチェックしてください。 必要な場合、また、現在のヒートシンクの温
度上限が、工場安全シャットダウン温度より低い場合は、値を引き上げてくだ
さい。 SCR電圧低下とサーミスタの評価のため工場に送り返してください。

 

なし なし 184 読取/書込  [8]
(0-4)*

ノイズが高い場合とラインをチェックし、配線の接続をチェックしてください。
ラインセンサー回路のエラーの可能性がある場合は修理のため工場に送り
返してください。 ライン損失の種類と場所を判定するため、[l1;a1]、[l2;a1]、
または[l3;a1]について[Fcty] -> [diAg]をチェックしてください。 
[uUOL]はライン電圧がベースライン電圧の半分未満のときに発生します。 
[a|Cr]は、 ライン供給にノイズがある場合に発生します。
[n|Cr]は、ライン喪失の場合に発生します。 
[`pOl]は、ラインの半周期または喪失の場合に発生します。 
[Freq]は、 ライン供給にノイズがある場合に発生します。 
[HCYC]は、ヒーター診断機能がインストールされていて、負荷に半周期損失が検出
されていることが示されているときのみアクティブとなり、 SCRの非導通により生じ
る場合があります。

 
[Ph2t]の
場合あり

なし 185 読取/書込 
(0-4)*

各位相でライン電圧が同じであることを確認します。ライン電圧が同じ
場合は、ライン電圧キャリブレーションをチェックしてください。 ライン電
圧が同じ場合は、ライン電圧キャリブレーションをチェックしてください。

 
[Ldif]の
場合あり

なし 186 読取/書込
(0-4)*

ヒーターへの負荷バランスに対応 

 
なし  187 読取/書込 

(0-4)*
使用する電源ラインの周波数をチェックしてください。 パワーシリーズ
は47～63ヘルツの仕様外では安定して動作しません。

 
なし  188 読取/書込

(0-4)*
大きなライン電圧の変動がないか調べます。 

 
なし  189 読取/書込

(0-4)*
低ライン電圧または装置への損傷がおこる場合があります。 

 なし なし 190 読取/書込
(0-4)*

装置への通信ソースが、長い中断なく通信できるようにします。 制御
装置からの通信信号の統合性を確認します。 修理するには工場に返
却してください。
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アラーム/エラー アラームやエラーが生じる条件

[`err]  システム エラー アクティブなシステムレベルのエラーはバイナリで
表示されます。 例として、電源供給で半周期分損失
や温度上限超過状態が存在する場合、Modbusレ
ジスタ195には 0x00C0が含まれます。
温度超過エラー = 0000000001000000
半周期損失  = 0000000010000000

ヒーターベークアウト過電流 = 0x0001
SCRショート＝0x0002
システム構成 = 0x0004
AD参照失敗 = 0x0008
チェックサムエラー = 0x0010
RAMエラー = 0x0020
温度超過エラー = 0x0040
半周期損失  = 0x0080
位相回転 = 0x0100

[`err]  ヒーターベークアウ
ト
[HbOC] 過電流エラー

ヒーターベークアウト中のヒーター最大電流を超過した場合にエラーが発生します。

[`err]   SCRショートエラー
[shrt]

SCRショートエラーは、SCRを非励磁にした状態での読み取り値を、SCRが励磁した状態の読取値と比較
して検出されます。 -
SCRショートエラーは、非励磁の電流の読取値が、励磁した電流の読取値よりも10Aかつ25％以上多い
場合にアクティブになります。

[`err]   アナログからデジタル
[``Ad] 障害エラー

AD変換障害エラー

[`err]   チェックサムエラー
[`Che]

非揮発性メモリ内の無効なチェックサムエラー

[`err]   RAMエラー 
[ram]

RAM障害が検出されるとエラーが発生します。

[`err]   温度超過
[``OT] エラー

ヒートシンクの温度が工場シャットダウン温度 [`sd℃]より高い場合にエラーとなります。

[`err]  半周期ライン
[hCyL] 損失エラー

連続する5つのゾーンの再起動試行で、負荷の半周期損失が検出されるとエラーになります。 

[`err]  位相回転
[p|`rOt]  エラー

不正確なフェージング [3L`d]負荷のある3相システム、または位相角制御を行う3相供電のマルチゾーン
(PC8およびPC9)では、フェージングが不正確な場合はエラーとなります。 A、B、C位相回転(CW)

フ
ュ

ー
ズ

  

 フ
ュ

ー
ズ

  

 フ
ュ

ー
ズ

  

パワーシリーズ 
ソリッドステート パワーコン
トロール  

フューズ 
カバー  

ヒューズのチェックと交換 
すべての高電圧電源がオフになっていることを確認します。 ヒューズカバーを
スライドして下げます。 電気抵抗器を使用して、ヒューズのDC抵抗を測定し、
切れているかどうか調べます。 (通常DC抵抗は1オーム未満)  
ヒューズが切れている場合は、1/2インチのソケットとフィリップスの＃3#ねじ
まわしを使用して古いヒューズを取り外し、交換します。 ボルトやネジの端か
らにワッシャーを落とさないよう気を付けてください。 ケース内に落ちてしま
った場合は、ケースをやさしく振って取り出してください。  
ボルトにはワッシャーが2つ付いています。 装置内のSCRのサイズにより異な
りますが、下のネジには、2～3のワッシャーが付いています。 ワッシャーは、取
り外したときと同じ順番で取り付けることが重要です。 ヒューズの取り付けにあ
たっては、向きがPCボードに記載されている絵と一致するよう気を付けてく
ださい。 
新しい Cooper Bussmanヒューズを装置に取り付けたら、ボルトを44インチ
ポンドのトルクで回転し、以下のようにネジどめします。 PXX-F20X-XXXXおよ
びPXX-N20X-XXXXモデルでは、26インチポンドのトルクで回転します。 (2.93 
Nm＝ニュートンメートル) PXX-F25X-XXXX、PXX-N25X-XXXX、PXX-F30X-
XXXX、PXX-F35X- 
XXXX、PXX-N30X-XXXXでは、44インチポンドのトルクで回転します。 (4.95 
Nm＝ニュートンメートル) ヒューズのカバーを閉じます。 装置を壁から取り外
した場合は、ワイヤを再接続する際にすべての端子トルクのスペックを観察
してください。 装置の運用を再開する準備が整いました。 コントローラとライ
ン/負荷の端子に電源を再投入します。  

図A.6 — ヒューズの位置 

注記： SCCR定格を維持するにはヒューズは
Cooper Bussmanを使用する必要があります。   
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 シャット
ダウン

自動 
復旧

Modbus番号 修正措置

 なし なし 195 読取 推奨措置については下の個別のエラーを参照

 
なし なし 195 読取  (1) ヒーターベークアウトタイムを選択するには、ヒーターはあまりに濡

れていると考えられます。 ヒーターベークアウトタイムを長くし、電源
を入れ直して、ヒーターベークアウトプロセスを再開してください。

 
なし なし 195 読取  (2) 出力(%) [`Out] が[``0.0]の時は、テスト装置を使用して出力をチェックし

ます。 出力があれば、SCRを新しいものにするため装置を工場に返却してくださ
い。 出力がなければ電流のキャリブレーションをチェックしてください。

 なし なし 195 読取  (4) コントローラの電源を入れ直します。 問題が解決しない場合は、修理
のため工場に返却してください。

 
なし なし 195 読取  (8) コントローラの電源を入れ直します。 問題が解決しない場合は、修理

のため工場に返却してください。

 なし なし 195 読取  (16) コントローラの電源を入れ直します。 問題が解決しない場合は、
修理のため工場に返却してください。

 
なし なし 195 読取  (32) コントローラの電源を入れ直します。 問題が解決しない場合は、

修理のため工場に返却してください。

 
なし なし 195 読取  (64) キャビネットの換気をよくし、冷却機能を高める ファンをチェックし、

欠陥があれば、修理のため工場に返却してください。 ヒートシンクが
汚れていないかチェックしてください。
コントローラの電源を入れ直し、エラーを消去します。  SCR電圧低下
とサーミスタの評価のため工場に送り返してください。

 
なし なし 195 読取  (128) ライン電圧は半周期を損失またはSCRは正しくげーティングしていま

せん。 誘導負荷の場合は、エラーが起こらなくなるまで[rdLy]を増
加させます。 コントローラの電源を入れ直し、エラーを消去します。

 
なし なし 195 読取  (256) 3相の電力は不正確なフェージングに接続しています。 2つの位相の

入力信号を交換します。 制御電源を入れ直し、エラーを消去します。

デフォ
ルト 
値  

バックア
ップ 
EEPROM  

デフォルトのプロンプト  

デフォルト値  

キャリブレーションデフォルト 
デフォルトのプロンプト  

現在の値(キャリブレーションなし) 

終了後すぐに取り出してください。  

現在の値(キャリブレーションなし)  

ユーザ 
EEPROM  

パワーシリーズのバックアップ 
ユーザは3つのプロンプト(データセットのバックアップ 、データセット
のデフォルト、データセットの復元)でEEPROMコンテンツを操作するこ
とができます。 
- - 
- これらのプロンプトにはそれぞれ、[`all]、[`sys]、 [2n`1]、[2n`2]
、または[2n`3]の選択肢があります。  
コントローラ内に2つのデータセットが保存されています。1つめは 
ユーザEEPROMで、電源投入のたびに読み込まれます。 2つめはバッ
クアップEEPROMです。 
デフォルトのデータセットプロンプトは、ユーザEEPROMの中の選択し
た設定パラメータを、マニュアルでデフォルトとしてリストされている
値に更新します。 選択した入力を更新し、ユーザEEPROM内のキャリブ
レーションパラメータを、工場によるバックアップEEPROM内に保存さ
れている値へ再転送します。 
バックアップ データセット プロンプトは、バックアップEEPROMの中の
選択した設定パラメータを、ユーザEEPROM内に保存されている現在
の値で更新します。 キャリブレーションパラメータは上書きしません。 
データセットの復元プロンプトは、ユーザEEPROM内の選択した設定
パラメータを、バックアップEEPROM内に保存されている現在の値で更
新します。 キャリブレーションパラメータは上書きしません。  

バックアッププロンプト 

図A.7 — パワーシリーズ  
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Modbus登録番号 
相対パラメータ番号(絶対番号については、相対番号に40001を加算)  

1 装置のシリアル番号の後半の数字 
2  装置のシリアル番号の前半4桁 

ソフトウェアバージョン 
5 製造日(yymm) 
7 ハードウェアバージョン 
30 ソフトウェアのビルド番号 
50 装置の定格電流(アンペア) 
51 装置の定格電圧(ボルト) 
52 設定するゾーン数 
53 ハードウェア設定タイプ 
54 構成にインストールされたオプション 
55 電力制御アルゴリズムの選択 
56 固定時間ベース(秒) 
57 工場安全シャットダウン温度 
58  負荷タイプの選択(ゾーン1のみ制御  

3 相のみ) 
80 電圧補正(On/Off) 
85 通信ウォッチドッグの選択(On/Off) 
86 通信ウォッチドッグのタイムアウト(秒) 
87 通信ウォッチドッグの障害出力を選択 
150  アナログ(mA)入力1 信号 
151  アナログ(V)入力1 信号 
152  線間電位(ボルト) rms ライン1 
153  A/D カウント入力1 
154  負荷電流(Amps) rmsライン1 
155  単相0.1 kVAゾーン1   
156  負荷電力(kVA) ゾーン1 
157  ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン1 
159  出力1 電力(%) 
160  アナログ(mA)入力2 信号 
161  アナログ(V)入力2 信号 
162  線間電位(ボルト) rms ライン2 
163  A/D カウント入力2 
164  負荷電流(Amps) rmsライン2 
165   0.1 kVAゾーン2    
166  負荷電力(kVA) ゾーン2 
167  ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン2 
169  出力2 電力(%) 
170  アナログ(mA)入力3 信号 
171  アナログ(V)入力3 信号 
172  線間電位(ボルト) rms ライン3 
173  A/D カウント入力3 
174  負荷電流(Amps) rmsライン3 
175   0.1 kVAゾーン3    
176  負荷電力(kVA) ゾーン3 
177  ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン3 
179  出力3 電力(%) 
180  アクティブなアラーム 
181   ヒーター故障アラーム 
182   ヒーター許容範囲アラーム 
183   ヒートシンク温度超過アラーム 
184  ライン損失アラーム 
185 位相バランスアラーム 
186 負荷バランスアラーム 
187 周波数許容範囲外アラーム 
188 ライン補正アラーム 
189 ライン過電圧アラーム 
190 通信ウォッチドッグアラーム 
195 アクティブなエラー 
198  ライン周波数(Hz) 850 

アクティブリレーステート 
851 グローバルアラーム設定 
860  ヒーター故障アラーム設定 
861  ヒーター許容範囲アラーム設定 
862 温度超過アラーム設定 
863 ライン損失アラーム設定 
864 位相バランスアラーム設定 
865 負荷バランスアラーム設定 
866 周波数許容範囲外アラーム設定 
867 電圧補正アラーム設定 
868 過電圧アラーム設定 
869 通信ウォッチドッグアラーム設定 
870 設定 選択再転送 
871 選択タイプ再転送  

872 選択位相再転送 
873 選択ゾーン再転送 
876 再転送最小アンペア 
877 再転送最大アンペア 
876 再転送最小kVA 
877 再転送最大kVA 
880  再転送出力電圧下限(ボルト) 設定 
881  再転送出力電圧上限(ボルト) 設定 
882  再転送出力電流下限(mA)設定 
883   再転送出力電流上限(mA)設定 
950   データセット復元 
951  データセットバックアップ 
952   データセットデフォルト 
959  NVOL ストレージを有効化 
990 ヒートシンクのアラーム温度 
991 負荷バランスパーセント 
1350  グローバルロックアウト 
1351  制御設定メニューのロックアウト 
1352  オプション設定メニューのロックアウト 
1353  アラーム設定メニューのロックアウト 
1354  通信設定メニューのロックアウト 
1355  再転送設定メニューのロックアウト 
1356  アナログ入力工場メニューのロックアウト 
1357  再転送キャリブレーション工場メニューのロックア
ウト 
1358  システムデータ工場メニューのロックアウト 
1359  診断工場メニューのロックアウト 
1513  表示テスト  
1540  ライン損失アラーム、最新のタイプ、ライン1 
1541  ライン損失アラーム、以前のタイプ、ライン1 
1542  ライン損失アラーム、最も古いタイプ、ライン1 
1543  ライン損失アラーム、最新のタイプ、ライン2 
1544  ライン損失アラーム、以前のタイプ、ライン2 
1545  ライン損失アラーム、最も古いタイプ、ライン2 
1546  ライン損失アラーム、最新のタイプ、ライン3 
1547  ライン損失アラーム、以前のタイプ、ライン3 
1548  ライン損失アラーム、最も古いタイプ、ライン3 
1555   再転送セットテスト文字 
1560~1573　選択したA/Dカウントの読み取り 
1580   個別入力の選択 
1581   選択した入力値の読み取り 
1590   ヒートシンク温度(°C) 
1591   過去最高ヒートシンク温度 
1700   工場モード要求 
1799   工場パスワード入力 
1960   累積時間(10K - 100M) 
1961   累積時間(0-9999) 
5011  アナログ入力電流下限スケール(mA)設定 ゾーン1 
5012  アナログ入力電流上限スケール(mA)設定 ゾーン1 
5013  アナログ入力電圧下限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン1 
5014  アナログ入力電圧上限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン1 
5019  入力値取得要求(下限上限) ゾーン1 
5021  アナログ入力電流下限スケール(mA)設定 ゾーン2 
5022  アナログ入力電流上限スケール(mA)設定 ゾーン2 
5023  アナログ入力電圧下限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン2 
5024  アナログ入力電圧上限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン2 
5029  入力値取得要求(下限上限) ゾーン2 
5031  アナログ入力電流下限スケール(mA)設定 ゾーン3 
5032  アナログ入力電流上限スケール(mA)設定 ゾーン3 
5033  アナログ入力電圧下限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン3 
5034  アナログ入力電圧上限スケール(ボルト)設定 ゾー

ン3 
5039  入力値取得要求(下限上限) ゾーン3 
5101  入力信号法選択(デジタル、mA、ボルト) ゾーン1 
5102  数値(%) 入力1 信号  

5103  デフォルト数値入力信号(%) 　ゾーン1 
5104  最大変化率 (%/100msec)　ゾーン1 
5105  ソフトスタート時間(秒)　ゾーン1 
5106   誘導負荷率要求　ゾーン1 
5107   誘導負荷電流　ゾーン1 
5110  ヒーターベークアウト選択(On/Off) ゾーン1 
5111  ヒーターベークアウト時間選択 ゾーン1 
5112    電流制限選択(On/Off) ゾーン1 
5113   電流制限設定ポイント(A)　ゾーン1 
5114   許容下限設定ポイント(A)　ゾーン1 
5115   許容上限設定ポイント(A)　ゾーン1 
5116  ヒーターベークアウト過電流トリップ　ゾーン1 
5201  入力信号法選択(デジタル、mA、ボルト) ゾーン2 
5202  数値(%) 入力2 信号 
5203  デフォルト数値入力信号(%) 　ゾーン2 
5204  最大変化率 (%/100msec)　ゾーン2 
5205  ソフトスタート時間(秒)　ゾーン2 
5206   誘導負荷率要求　ゾーン2 
5207   誘導負荷電流　ゾーン2 
5210  ヒーターベークアウト選択(On/Off) ゾーン2 
5211  ヒーターベークアウト時間選択 ゾーン2 
5212    電流制限選択(On/Off) ゾーン2 
5213   電流制限設定ポイント(A)　ゾーン2 
5214   許容下限設定ポイント(A)　ゾーン2 
5215   許容上限設定ポイント(A)　ゾーン2 
5216  ヒーターベークアウト過電流トリップ　ゾーン2 
5301  入力信号法選択(デジタル、mA、ボルト) ゾーン3 
5302  数値(%) 入力3 信号 
5303  デフォルト数値入力信号(%) 　ゾーン3 
5304  最大変化率 (%/100msec)　ゾーン3 
5305  ソフトスタート時間(秒)　ゾーン3 
5306   誘導負荷率要求　ゾーン3 
5307   誘導負荷電流　ゾーン3 
5310  ヒーターベークアウト選択(On/Off) ゾーン3 
5311  ヒーターベークアウト時間選択 ゾーン3 
5312    電流制限選択(On/Off) ゾーン3 
5313   電流制限設定ポイント(A)　ゾーン3 
5314   許容下限設定ポイント(A)　ゾーン3 
5315   許容上限設定ポイント(A)　ゾーン3 
5316  ヒーターベークアウト過電流トリップ　ゾーン3 
5411  下限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン1 
5412 上限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン1 
5413  下限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン1 
5414 上限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン1 
5415  アナログ入力キャリブレーション要求　ゾーン1 
5421  下限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン2 
5422 上限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン2 
5423  下限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン2 
5424 上限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン2 
5425  アナログ入力キャリブレーション要求　ゾーン2 
5431  下限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン3 
5432 上限電流キャリブレーションポイント調整　ゾーン3 
5433  下限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン3 
5434 上限電圧キャリブレーションポイント調整　ゾーン3 
5435  アナログ入力キャリブレーション要求　ゾーン3 
5591  ベースライン電圧値取得要求　ゾーン1 
5592  ベースライン電圧値取得要求　ゾーン2 
5593  ベースライン電圧値取得要求　ゾーン3 
5594  ベースライン電圧読取/調整　ゾーン1 
5595  ベースライン電圧読取/調整　ゾーン2 
5596  ベースライン電圧読取/調整　ゾーン3 
5700  キャリブレーション再転送要求 
5710   キャリブレーションmA下限再転送  
5711   キャリブレーションmA上限再転送 
5720  キャリブレーション電圧下限再転送 
5721  キャリブレーション電圧上限再転送  
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仕様  (2214) 
パワーベース 
• 単相 (2 SCR) 
• 3相 2アーム制御(4 SCR) 

抵抗負荷のみ、ゼロクロスファイアリングのみ 
• 3相 3アーム制御(6 SCR) 
• 3相 3アーム制御(6 SCR)　-4線Y字負荷 
• マルチゾーン、2つまたは3つの単相ゾーン 
出力コントロールオプション 
• ゼロクロス接触器、V=(dc)入力 
• ゼロクロス制御、固定時間ベース 

• デジタルプログラマによる、時間ベース1秒または4秒 
• ゼロクロス制御、変動時間ベース 
• 位相角制御と電流制限のある位相角制御(3相2アーム型を

除く) 
• ソフトスタート、工場デフォルト設定、電源投入時4

秒、0.0～120秒へ調整可能 
• 入力信号変更時ソフトスタート、出力変更速度を調整可

能-最大変化率を0.1秒あたり0.1～100％　 工場デフォル
トは10％ 

•必要な場合は変流器が付属  
• ライン電圧補正(変動時間ベースで位相角制御のもののみ) 
• スタンバイまたは非運用モード 
出力電圧と定格電流 
• 24V~(ac) 120V~(ac)(+10%, -15%) 
• 200V~(ac) 480V~(ac)(+10%, -15%) 
• 200V~(ac) 600V~(ac)(+10%, -15%) 
• 極性、モデルにより異なる、65 ～250 アンペア容量チャート

と流量曲線 
• 最小負荷1アンペアrms　AC 
• 標準漏洩電流5mA 
•  3.6ページのヒュージング推奨構成でSCCR 200KA 
アラーム 
• シングルアラームリレー 
• ラッチ式、非ラッチ式 
• アラームサイレント設定(抑止)、アラーム電源投入 
• アラーム表示LED、SCRのショート、ヒーターやヒューズの故
障 
•  電気機械式継電器(EMR)、フォームC接点、ソフトウェア設定

可能 
• 最小負荷電流 10 mA @ 5V= (dc) 
• 定格抵抗負荷:  3アンペア@ 250V~(ac) または30V=(dc)最

大、誘導負荷　定格1.5 アンペア 力率≥ 0.4 非接触なし 
ヒーターベークアウト 
• 単相(位相から中性点)および3相6 SCRモデルのみ(3相2ア

ームモデルを除く) 
• 過電流トリップでソフトスタート、プログラムされたベークア

ウト時間が経過するまで実行、その後ゼロクロスまたは位
相角ファイアリングへ移行 工場デフォルトは24時間 

• 過電流トリップで0 - 9999分へ調整可能 
• 変流器搭載 
コマンド信号入力 
アナログ 
• DC接触器3.5～10V=(dc)、2.5V=(dc)でオフにする必要あり 
• 現場で選択可能な線形電圧と電流の上限下限値 0

～20mA、0～10V=(dc) 
• フロントパネル経由の手動制御 
• 工場デフォルトは0～20mA 入力 
• 電圧入力インピーダンス11kΩ 公称値 
• 電流入力インピーダンス100Ω 公称値 
デジタル 
• オンボードデジタルプログラマ/ディスプレイおよびオプシ
ョンのシリアル通信 
再転送 
• 現場で選択可能、スケーラブル0-20mA、最大負荷 800Ω、
または、0～10V=(dc)、最小負荷1KΩ  デフォルトは4～20mA 
• 精度: 

mA範囲 = 公称5μA  V=(dc) = 公
称2.5mV範囲  

• キャリブレーション精度: mA 
範囲 = ±20μA V=(dc) 範
囲 = ±10mV 

• 温度安定性：  100ppm°C  

デジタルプログラム/ディスプレイ 
通信機能 
• プログラミング機能 

• 入力調整、出力制御タイプ、アラーム、ソフトスタート ヒー
ターベークアウトと電流制限プロンプト • モニタリング機能 

• 入力出力値を実際の出力電流と一緒に表示 
• 不揮発性メモリにより、停電時にデジタルプログラム/ディス

プレイのデータを保存 
シリアル通信 
• シングルドロップ制御はRS-232 
• シングルおよびマルチドロップ制御　EIA-485 

• 最大32台の装置を接続可能 追加で485のリピーターハ
ードウェア、最大247台を接続可能 

• 絶縁加工済 
• Modbus™ RTU プロトコル 
• ボーレート1200、2400、4800、9600、19200 
• データフォーマットは8データビット、パリティなし、ストップ
ビット1 
コントローラ電源供給 
• 汎用ライン電圧入力範囲100～240VÅ(ac) (+10%, -15%) @ 

55VA 最大 
• 50/60Hz  5% 回線周波数から独立 
• 電力供給のためのコントローラライン電圧は、別のライン電

圧で供給可能 
自然換気とファン式冷却モデル 
• キャビネットの通気が必要 
電力散逸(ワット) 
• 制御アームあたりおよそ1.25 ワット/アンペア　 
絶縁 
• コマンド信号から負荷へ、およびライン/負荷か

ら接地へ最低2200VÅ(ac)  
• 回路上半導体ヒューズがSCR保護を提供 
取り付け 
• F35モデルはバックパネルへ取り付け 
• その他のアンペア容量定格: 着脱式取り付けプレート 
• ヒートシンクのフィンは必ず垂直に取り付けてください 
高電流端子 
• 接触しても安全 
• 3/8インチ六角圧縮端子は#6 AWG～350 MCMワイヤを接
続可能 3/8インチソケット、10mm、6ポイントのみ用の六角レ
ンチアダプタ(付属) ・トルクは180インチポンド (20.3 Nm＝ニ
ュートンメートル) 
• ワイヤの被覆を、30ｍｍ分はぎ取る 
コントローラ端子 
• 接触しても安全 
• 2.5 mm (1/8インチ)マイナスドライバ、12-22 AWGまたは

No. 22-18 AWG ワイヤを接続可能 
・トルクは8インチポンド (0.9 Nm＝ニュートンメートル) 
• ワイヤの被覆を、6ｍｍ分はぎ取る 
• ラインおよび負荷端子では、90Cワイヤ絶縁定格が必要 
動作環境 
• 50°C (122°F)ベース定格 

• 0～60°C (32～140°F)ファン式冷却 
• 0～65°C (32～149°F)自然換気冷却 

0 ～ 90% RH、結露なし 
• EN50178準拠、汚染度3 
貯蔵温度 
• -40～ 85°C (-40～ 185°F) 
寸法 
• 幅x 高さx 奥行 

N20～F30モデルで、191 mm x 354 mm x 200 mm  (7.5
インチ x 14.0インチ x 7.9 インチ) 
F35モデルで、337 mm x 421 mm x 234.1 mm  
(13.3インチ x 16.6インチ x 9.2 インチ) 

ファン 
F35モデルで、120 V~(ac)、50/60 Hz, 14/12W、0.20/0.16A    

梱包時の重量 
• 10.3 kg. (23 lbs.) N20～F30モデル： 
• 17.2 kg. (38 lbs.) F35モデル： 
機関認証 
• UL 508、C-UL リスト、登録#E73741 
• CEマーク、A.14の適合宣言を参照  
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 単相
コード　アンペア

2ゾーン/単相
 3相、2アーム

 コード　アンペア

3ゾーン/単相
 3相、3アーム

 コード　アンペア

非ファン冷
却式

N20 100A
N25 140A
N30 165A

N20 80A
N25 105A
N30 120A

N20 65A
N25 85A
N30 105A

発注情報 
(1528) 

発注するには、以下の情報の記載された右のコード番
号をお知らせください。 

パワーシリーズ = マイクロプロセッサベース 
ソリッドステートパワーコントローラ  

パッケージスタイル  
C= 

位相 
1 =  単相
2 =  3相 2アーム制御(4 SCR) 
3 =  3相 3アーム制御(6 SCR) 
4 =  3相4線Y字接続負荷
8 =  単相2ゾーン(カスタムは01または03を指定)
9 =  単相3ゾーン(カスタムは01または03を指定) 

 
0 =  なし
1 =   ヒーター診断機能(電流制限とヒーターベークアウトは単相と3相3アー

ムコントローラのみで利用可能) 

 65～250アンペア  

製品コード _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

定格出力電流 
(以下の定格電流チャートを参照、コード番号を挿入) 定格出力電圧  

ヒーター診断機能(電流制限を含む) 

A =  24 ~ 120V 
B =  200 ~ 480V 
C =   200 ~ 600V  

通信 
 0 =  なし
 1 =  EIA/TIA 232/485 通信、絶縁(出荷後設定可能)
フィードバック/再転送 
0 =  なし
1 =   負荷電流フィードバック(0～10Vまたは0～20mA スケーラブルな再転送出

力) (ヒーター診断機能が必要) 
カスタム 
0=  なし  
AA = Watlowロゴなし、政府機関承認マークあり 
AB - ZZ = カスタマイズ。オプションについては工場に相談 
01 = PC8またはPC9を選択　単相電源供給、Watlowロゴ 
03 = PC8またはPC9を選択　マルチ相電源供給、Watlowロゴ  

電流容量表　 @ 50°C (122°F)  

非ファン冷
却式  

F20 125A 
F25 200A 
F30 250A  

F20 120A 
F25 160A 
F30 185A
F35 250A  

F20 90A 
F25 140A 
F30 155A  
F35 225A

重要な注意事項： 
位相角： 
位相角と 
電流制限のある位相角の
機能は、単相と、3相3アー
ムのモデルのみで利用で
きます。 電流制限を行うに
は、ヒーター診断機能も注
文する必要があります。 
ヒーターベークアウト： ヒ
ーターベークアウトは、ヒ
ーター診断機能の搭載さ
れた単相、3相3アームモ
デルのみで利用できます。  

注記： ユーザ書類は、場合によりフランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、英語版を用意しています。 Watlowのウェブサイト 
(www.watlow.com/)をご確認ください。 

注記： 2.1ページと3.6ページの半導体ヒューズとホルダを参照してください。  
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索引  
A 
アナログデジタル変換エラー A.4 
累積時間(0 - 9999)  6.18 
累積時間(10K - 100M)  6.18 
アクティブなアラーム6.1 
アクティブリレー状態 6.10 
電流上限キャリブレーションポイント調整　ゾ
ーン1-3 

6.21     
電圧上限キャリブレーションポイント調整　ゾ
ーン1-36.21   
電流下限キャリブレーションポイント調整　ゾ
ーン1-3 

6.21     
電圧下限キャリブレーションポイント調整　ゾ
ーン1-36.21    
アラーム5.7   

アクティブリレー状態 5.7 
グローバル  5.7 
ラッチ式5.7 
ラッチ式サイレンス5.7 
サイレンス  53 
標準 5.7 

アラーム設定メニューのロックアウト6.16  
アラーム、トラブルシューティング A.4-A.5 通信

ウォッチドッグアラーム A.4 周波数許容範
囲外アラームA.4  
ヒートシンクの過熱アラーム A.4 ヒーター
故障アラーム A.4  
ヒーター許容範囲アラーム A.4  
lライン補正アラーム  A.4  
ライン損失アラームA.4  
ライン過剰電圧アラームA.4  
負荷バランスアラームA.4  
位相バランスアラームA.4 

定格室温2.1   
アナログ(mA) 入力1 信号6.2, 6.3   
アナログ(mA) 入力2 信号6.2, 6.3   
アナログ(mA) 入力3 信号6.3   
アナログ(mA) 入力 信号6.1   
アナログ(V) 入力1 信号6.2, 6.3   
アナログ(V) 入力2 信号6.2, 6.3   
アナログ(V) 入力3 信号6.3   
アナログ(V) 入力 信号6.1, 6.4 
アナログ入力工場メニューのロックアウト 6.16   

B 
バックアップA.7 
データセットバックアップ 6.15   
ベースライン電圧5.6   
ベースライン電圧値取得要求　 ゾーン1 -3 

6.7     
ベースライン電圧読取/調整　ゾーン1-3 

6.7   

C 
キャリブレーション再転送要求6.22   
アナログ入力キャリブレーション要求　 ゾーン
1 -3 

6.21 
アナログ入力信号をキャリブレーションゾーン
1-3 

メニュー 6.21 
キャリブレーション再転送 メニュー 6.22   
通信設定メニューのロックアウト 6.16   

通信ウォッチドッグアラーム設定 6.11   
通信 5.8   
通信ウォッチドッグアラームA.4 
構成にインストールされたオプション6.18  
制御設定1.2 

3相、2アーム1.2   
3相、3アーム1.2   
３相マルチゾーン1.2 
単相1.2 

制御設定メニューのロックアウト6.16   
冷却2.3   
電流制限選択(On/Off) ゾーン1-3 

6.8 
電流制限設定ポイント(A)　ゾーン1-36.9 
電流制限5.5 

D 
直流接触器 – ゼロクロス 5.2   
データセットデフォルト6.15   
デフォルト数字入力信号 (%) ゾーン1 -3 

6.6     
診断工場メニューのロックアウト 6.17 
診断メニュー　6.19-6.20  
寸法2.2   
ディスプレイ ループエラー6.1、 A.4-A.7 
ディスプレイ ループメニュー4.2 4.3   
ディスプレイ位相選択1-3  6.4 
ディスプレイテスト 6.20   
ディスプレイ位相選択  6.56.3   

E 
NVOL ストレージを有効化6.16   
筐体ガイドライン2.3 
エラー、トラブルシューティング A.4-A.5  

アナログデジタル変換エラーA.4    
半サイクルライン損失エラーerror  A.6  
ヒーターベークアウト過電流エラー A.4 不揮発
性メモリチェックサムエラー A.6 
温度超過エラーA.6  
位相回転エラー A.6 RAMエラー A.6  
ショートSCRエラー A.4  
システム設定エラーA.4 

F 
工場モード6.20 
工場モード要求6.20 
工場ページのメニュー4.2, 4.4  
工場ページのパラメータ6.14 - 6.22    
工場パスワード6.20  
工場パスワード入力6.20   
工場安全シャットダウン温度6.18 
ファン冷却式定格出力曲線2.5   
クィックスタートガイド5.10  
固定時間ベース(秒)6.5     
固定時間ベース – ゼロクロス5.1 
周波数許容範囲外 アラーム設定 6.11    
周波数許容範囲外アラーム A.4   
ヒューズ交換A.6   

G 
グローバルアラーム設定5.7, 6.10 
グローバルロックアウト 5.6, 6.16  
グローバル/メニュー　ロックアウトメニュー 6.16-
6.17 

H 
半周期ライン損失エラーA.6 
ハードウェアバージョン 6.17 
厳しい環境2.3   

ヒートシンクのアラーム温度6.18 
ヒートシンク温度超過アラーム A.4 
ヒートシンク温度超過アラーム  

設定6.10 
ヒートシンク温度超過アラーム 

温度6.10   
ヒートシンク温度(°C)6.18   
ヒーターベークアウト5.4   
ヒーターベークアウト過電流エラーA.4 
ヒーターベークアウト過電流トリップ 

ゾーン1 -3  6.8 
ヒーターベークアウト選択(On/Off) ゾーン1-3 

6.8 
ヒーターベークアウト時間選択 ゾーン1-3  6.8 
ヒーター ベークアウト タイムアウト6.2 
ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン1  6.2, 
6.3 
ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン2  6.2, 
6.3 
ヒーター ベークアウト タイムアウト ゾーン3   6.3 
ヒーター診断機能1.2 
ヒーター故障アラーム A.4 
ヒーター故障アラーム設定 6.10 
ヒーター許容範囲アラーム A.4   
ヒーター許容範囲アラーム設定 6.10 
ヒーター許容値検出 5.4 
許容上限設定ポイント(A)　ゾーン1-3 

6.9 

I J 
誘導電流 6.9 
誘導負荷要求　6.9 
入力 5.6 

信号の選択 5.6 
入力信号法選択(デジタル、mA、ボルト)  

ゾーン1 -3  6.6   
入力配線3.2-3.3   

2ゾーン3.3 
3ゾーン3.3  
通信3.2 
 コントロール電源とアラーム3.2 
再転送3.2 
シングルゾーン 3.3 
設置 2.1-2.6  

K 
キーとディスプレイ4.1   

L 
入力値取得、値取得要請 (上限下限)ゾーン1-3 

6.7    
ライン補正アラーム A.4   
ライン周波数(Hz)  6.1   
ライン損失アラーム6.19, A.4   
ライン損失アラーム設定6.10 
ライン過電圧アラーム A.4   
線間電位(ボルト) rms ゾーン1  6.3, 6.4   
線間電位(ボルト) rms ゾーン2  6.3, 6.4   
線間電位(ボルト) rms ゾーン3  6.3, 6.4   
線間電位(ボルト) rms  6.2  
電源配線3.4 
ライン電圧補正 6.6 
負荷アクティビティインジケータ6.1   
負荷バランスアラームA.4   
負荷バランスアラーム設定 6.11   
負荷バランスパーセント6.11   
負荷電流(アンペア) rms6.2   
負荷電流(アンペア) rmsゾーン1 

6.3, 6.4   
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負荷電流(アンペア) rmsゾーン26.3, 6.4   
負荷電流(アンペア) rmsゾーン3 6.4   
負荷電力(kVA)  6.2, 6.4 
負荷電力(kVA)ゾーン1  6.3, 6.4    
負荷電力(kVA)ゾーン2  6.3, 6.4   
負荷電力(kVA)ゾーン3  6.4   
負荷タイプ選択(制御ゾーン1 

のみ、3相のみ制御)  6.7   
許容下限設定ポイント(A)　ゾーン1-3 

6.9 

M 
保守 2.4 
製造日(yymm)6.17   
再転送最大アンペア6.13   
再転送最大kVA6.13   
最大変化率5.3 

信号変化の調整可能な最大変化率5.3  
(%/100msec)ゾーン1 -3  6.8    
メニューロック 5.6   

再転送最小アンペア6.13   
再転送最小kVA6.13   
モデル番号  A.10   
取り付け2.2-2.3   

N 
自然対流出力定格 

曲線2.6 
ナビゲーションとソフトウェア 4.1-4.4   不
揮発性メモリチェックサムエラー 

A.4   
設定するゾーン数6.18   
数字(%) 入力1信号6.2, 6.3, 6.4   
数字(%) 入力2信号6.2, 6.3, 6.4   
数字(%) 入力3信号 6.3, 6.4   
数字(%)入力信号6.1   

O 
オプション設定メニューのロックアウト
6.16   
出力1電力(%)  6.2, 6.3, 6.4   
出力2電力(%)  6.2, 6.3   
出力3電力(%)  6.2, 6.3   
出力電力(%)  6.2, 6.4  
定格出力曲線2.5-2.6  
出力配線3.4-3.5   

3相、2アーム、4SCR3.4 
3相 3アーム、6 SCR、4線Y字　3.5 
3相 3アーム、SCR/ダイオードハイブリ

ッド　3.5 
マルチゾーン　3.5 
単相3.4 

温度超過エラー  A.6 
過電圧アラーム設定 6.11  

P, Q 
位相角5.2   
位相バランスアラームA.4 
位相バランスアラーム設定 6.11  
位相回転エラーA.6 
電力制御アルゴリズムの選択 6.5 
プロンプト索引A.13   

R 
RAMエラー  A.6 
選択したA/Dカウントの読み取り6.19   
選択した入力値の読み取り 6.20   
過去最高ヒートシンク温度6.18   
パワーシリーズの取り外し2.4   
データセット復元6.15   
再転送5.9   

再転送キャリブレーション工場メニュー 
のロックアウト　6.16   

キャリブレーションmA上限再転送  6.22   
キャリブレーションmA下限再転送　6.22    
キャリブレーション電圧上限再転送   6.22   
キャリブレーション電圧下限再転送 6.22   
再転送設定 選択 6.12   
再転送位相選択6.13   
再転送テスト文字設定 6.20   
再転送設定メニューのロックアウト6.16   
再転送タイプの選択6.12  
再転送配線3.2  
再転送ゾーン選択6.13   

S 
安全上のご注意　表紙裏   
アナログからデジタルのチャネル選択6.19   
個別入力の選択6.20     
アナログ入力電流上限設定 (mA) 

ゾーン1 -3  6.6     
アナログ入力電圧上限設定 (ボルト) 

ゾーン1 -3  6.7     
アナログ入力電流下限設定 (mA) 

ゾーン1 -3  6.6 
アナログ入力電圧下限設定 (ボルト) 

ゾーン1 -3  6.6       
再転送出力電流上限(mA)設定 (mA) 

6.13   
再転送出力電圧上限 (ボルト) 

6.14   
再転送出力電流下限設定 (mA) 6.13   
再転送出力電圧下限設定 (ボルト)  6.14 
アラーム構成メニュー設定6.10- 

6.11 
通信構成メニュー設定6.12 
制御アルゴリズム設定 6.5 
ゾーン1、2、3メニューの制御設定 

6.6-6.7 
ゾーン1、2、3メニューの制御設定 

T: 6.8-6.9 
設定ページメニュー4.2, 4.4   
設定ページパラメータ6.5 - 6.13 
設定ページ選択 6.5 
再転送構成メニューの設定 

6.12-6.14 
SCRショートエラー A.4   
信号の選択 5.6   
ソフトスタート5.3   

電源投入時調整 5.3 
ソフトスタート時間(秒)　ゾーン1-36.8   

ソフトウェアビルド番号6.17   
ソフトウェアのバージョン6.17   
仕様   A.9   
システム構成エラーA.4   
システムデータ工場メニューのロックアウト
6.17 
システムデータ操作メニュー  6.15 

T 
技術サポート　表紙裏   
トルク 3.1, 3.2, 3.4   
トラブルシューティング A.2-A.3   
アラームとエラーのトラブルシューティング 

A.4-A.7 

U V 
装置アドレスの選択6.12   
装置のボーレートの選択6.12   
装置の定格電流(アンペア) 6.18 
ユニット情報メニュー 6.17-18 
装置のシリアル番号の後半の数字 6.17   

装置のシリアル番号の前半の数字6.17   
装置の定格電圧(ボルト) 6.17   
変動時間ベース – ゼロクロス5.2   
電圧補正アラーム設定 6.11 

W X Y Z  
警告と注意　表紙裏 

-   
保証情報裏表紙   
ウォッチドッグ障害出力を選択 

6.12 
[`Wd] ウォッチドッグ選択(On/Off) 
ウォッチドッグタイムアウト 6.12 
ワイヤ曲げ半径2.1 
ワイヤ被覆はがし 3.1, 3.2, 3.4 
配線 3.1-3.6 入力 3.2-3.3 出
力3.4-3.5 
配線例3.6 
お客様コメント表紙裏 
ゼロクロス5.1  
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プロンプト索引 
A 
[``Ad] アナログからデジタルのチャネル選択6.19 
[Addr]  装置アドレスの選択  6.12 
[ALÇ`] ヒートシンクのアラーム温度6.18 
[ALÇ`] ヒートシンク温度超過アラーム 温度  6.10 
[a|lgc] アクティブリレー状態 6.10 
[algo] 電力制御アルゴリズムの選択6.5 
[algo] 制御アルゴリズムメニューの設定6.5- 

6.6 
{`Alr} アラーム設定メニューのロックアウト 6.16 
[`Alr] アラーム構成の設定メニュー5.7, 6.10-6.11 

B 
[baud]  装置のボーレートを選択 6.12 
[BAuP]  バックアップ データ セット6.15 
[bl`U] ベースライン電圧読取/調整　6.7 

C 
[```Ç]  ヒートシンク温度(°C)6.18 
[CALA]  アナログ入力キャリブレーション要求6.21 
[CALr] キャリブレーション再転送要求6.22 
[`Cf9] 再転送設定選択 6.12 
{`CIn} アナログ入力工場メニューロックアウト 

6.16 
[CIn1] [CIn2] [CIn3]アナログ入力信号ゾーン1、 

2、3のメニューをキャリブレーション 
6.21-6.22 

[CL`A]   電流制限設定ポイント(A)  5.5, 6.9 
[`CLi]  電流制限選択(On/Off) 5.5, 6.8 {COM} 

通信設定メニューロックアウト 6.16 
[COm]  通信構成メニューの設定   6.12 
[Cnts] 選択したA/Dカウントの読み取り  6.19 
[cont]  DC接触器5.2 
[C|rtr]   再転送キャリブレーション工場メニューの

ロックアウト   6.16 
[Crtr] キャリブレーション再転送 メニュー 6.22 
[`Ctr] 制御設定メニューのロックアウト 6.16 
[Ctr1][Ctr2][Ctr3] ゾーン1、2、3メニューの制御 
 の設定   6.6-6.8 
[`Cur] 負荷電流(アンペア) rms 6.2 
[Cur1],[Cur2],[Cur3]負荷電流(アンペア) 

rms  6.3, 6.4 
[Cur–] 再転送最大アンペア6.13 
[Cur_] 再転送最小アンペア6.13 
[C|wd] 通信ウォッチドッグアラーム設定   6.11 

D 
[dAta] システムデータ工場メニューのロックアウト 

6.17 
[dAta]  システムデータの操作メニュー 

6.15-6.16 
[date] 製造日(yymm)6.17 
[dFlt] デフォルトのデータセット   6.15 
[dFlt] デフォルト数値入力信号(%) 　  6.6 
[diAg] 工場診断メニューのロックアウト  6.17 
[diAg] 診断メニュー  6.19-6.20 
[dIsp]   表示テスト 6.20 

EF 
[Fcty] 工場モード要求6.20 
[Fcty] 工場ページ  6.14 - 6.22 
[Freq] 周波数許容範囲外アラームの 

設定6.11 
[Freq]  電源周波数(Hz)  6.1 
 [`FTB] 固定時間ベース 5.1 
[`FTB]  固定時間ベース(秒) 6.5 

G 
[glbl]  グローバルアラーム設定5.7, 6.10 {gLOC} 

グローバルロックアウト5.6, 6.16  

H 
[`HbC] ヒーターベークアウト過電流トリップ 

6.8 
[`Hbo] ヒーターベークアウト選択(On/Off)  5.4, 

6.8 
[`Hbt] ヒーター ベークアウト タイムアウト6.2 
[Hbt1] [Hbt2] [Hbt3] ヒーター ベークアウト  
 タイム 

アウト 6.2, 6.3 
[HI`Ç] 過去最高ヒートシンク温度 6.18 
[HrS–] 累積時間(10K - 100M)    6.18 
[HrS_] 累積時間(0 - 9999)  6.18 
[`HUA] 負荷電力(kVA)   6.2, 6.4 
[HUA–] 再転送最大kVA 6.13 
[HUA_] 再転送最小kVA 6.13 
[HUa1] [HUa2] [HUa3] 負荷電力(kVA)   6.3, 6.4 
[HUer]  ハードウェアバージョン 6.17 

I J K 
[ICur] 誘導電流  6.9 
[``In] アナログ(mAまたはV)または数字(%) 

入力 信号6.1, 6.4 
[``In] 入力信号法選択(デジタル、mA、 

ボルト) 6.6 
[``In] 個別入力の選択6.20 
[In`1],[In`2],[In`3] アナログ(mAまたはV) 
 または数字(%)入力信号6.2, 6.3 
[Indf] 誘導負荷率要求 6.9 
[InFo] 装置情報メニュー 6.17-6.18 

L 
[l_a1]  最近のライン損失アラームタイプ6.19 
[l!a2] [l@a2] [l#a2] ライン損失 6.19 
[l!a3] [l@a3] [l#a3] アラームタイプ  6.19 
[l@a1]  以前のライン損失アラーム  6.19 
[l#a1]  最も古いライン損失アラーム　6.19 
[lbal]  負荷バランスアラーム構成 6.11 
[Ldif]  負荷バランスパーセント 6.11 
[Line]  ライン損失アラーム設定 6.10 
[LoAd]  負荷アクティビティインジケータ6.1 
[`Loc]  グローバル/メニューロックアウトメニュ

ー 6.16-6.17 
[lrn|A] 入力値取得、値取得要求(上限下限) 6.7 
[lrn|U] ベースライン電圧値取得要求6.7 

M N 
[Min] ヒーターベークアウト時間選択   5.4, 6.8 
[nna–]  電流上限キャリブレーションポイント調

整  6.21 
[nna–]  電流下限キャリブレーションポイント調

整  6.21 
[nna–] 再転送キャリブレーションmA上限  6.22 
[nna_] 再転送キャリブレーションmA下限 6.22 
[nna-]  アナログ入力電流上限設定  (mA) 

6.6 
[nna_]  アナログ入力電流下限設定  (mA) 6.6 
[nUOL]  NVOLストレージを有効化 6.16 

O 
[Open]  ヒーター故障アラーム設定 6.10  
[`Opt]  構成 インストールオプション6.18  

オプション設定メニューのロックアウト 
6.16 

[Opt1][Opt2][OPt3]ゾーン1、2、3の設定オプ 
 ションメニュー   6.6-6.9 
[``OT]  ヒートシンクの温度超過アラーム 

設定  6.10 
[``OU]  過電圧アラーム設定 6.11 
[`Out] 出力電力(%)  6.2, 6.4 
[Out1],[Out2],[Out3] 出力電力(%)  6.2, 6.3 
P, Q 
[p| bAl]  位相バランスアラーム構成 6.11 
[Phas] ディスプレイ相 6.4 
[Phas] 再転送位相選択 6.13 
[Ph2t] 位相角 5.2 
[`pw] 工場パスワード6.20 
[`pw] 工場パスワード入力6.20 
[PWr]  ウォッチドッグ障害出力を 

選択(％) 6.12  

R
[ratA] 装置の定格電流(アンペア) 6.18 
[rATE]  最大変化率 (%/100msec)   6.8 
[ratU] 装置の定格電圧(ボルト)   6.17 
[rdLy]  リアクタンスディレイ 6.8 
[rest] データセット復元6.15 
[rEtr] 再転送テスト文字設定 6.20 
{retr} 再転送設定メニューのロックアウト6.16 
[rEtr] 再転送構成の設定メニュー 

6.12-6.14 
[rt|C–]  再転送出力電流上限設定 

(mA) 6.13 
[rt|C_]  再転送出力電流下限設定 

(mA) 6.13 
[rt|U–]  再転送出力電圧上限設定 

(ボルト)  6.14 
[rt|U_]  再転送出力電圧下限設定 

(ボルト)  6.14 

S 
[Sbld] ソフトウェアビルド番号6.17 
[sdÇ`] 工場安全シャットダウン温度6.18 
[`seC]  ウォッチドッグ タイムアウト(秒) 6.12 
[`Set] 設定ページ選択 6.5-6.13 
[`Sn–] 装置のシリアル番号の後半の数字 6.17 
[`Sn_] 装置のシリアル番号の前半の数字 6.17 
[Soft] ソフトスタート 5.3 
[Soft] ソフトスタート時間(秒)6.8 
[SUEr]  ソフトウェアのバージョン  6.17 

T 
[`tol]  ヒーター許容範囲アラーム設定   6.10 
[tol–]   許容上限設定ポイント(A) 6.9 
[tol_]   許容下限設定ポイント(A) 6.9 
[type] 負荷タイプ選択6.7 
[type] 再転送タイプの選択6.12  

U V W X Y Z 
[`UAL] 選択した入力値の読み取り 6.20 
[``UC] ライン電圧補正 6.6 
[``UC] 電圧補正アラーム 

設定6.11 
[`UoL] 線間電位(ボルト) rms   6.2 
[Uol1],[Uol2],[Uol3]線間電位(ボルト)(Volts) 

rms  6.3, 6.4 
[Uol–] 電圧上限キャリブレーションポイント調整  6.21 
[Uol–] 電圧下限キャリブレーションポイント調整  6.21 
[Uol-]  再転送キャリブレーション電圧上限　6.22 
[Uol_] キャリブレーション電圧下限再転送  6.22 
[Uol–] アナログ入力電圧上限スケール(ボルト)   6.7 
[Uol–] アナログ入力電圧下限設定(ボルト)   6.6 
[Urtb] 変動時間ベース   5.2 
[`Wd]  ウォッチドッグ選択(On/Off) 6.12 
[2onC] 設定するゾーン数6.18 
[2one] 再転送ゾーン選択6.13 
[2one] ゾーン表示選択 6.2, 6.3  
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 製品名 Crydomフィルタ Watlowフィルタ
単相 230 V~ (ac)  1F25  14-0019
3相 440 V~ (ac)  3F20  14-0020  

適合宣言書  

パワーシリーズ出力コントローラ  

WATLOW Electric Manufacturing Company ISO 90011996年  
1241 Bundy Blvd.   
Winona, MN 55987 USA(米国)  

下記の製品 名称：  パワーシリーズ出力コントローラ  
モデル番号：  PC (1、2、3、4、8 または 9)(0または1) – (NまたはF)(20、25または30)(A、BまたはC) –  
 (0または1)(0または1) 上の中の2つの文字または数字  
分類：  出力制御、設置分類 III、汚染度3、IP00  
装置供電：  100～240V~ (85 – 264)(ac), 50 またＨ60 Hz, 60 VA  
負荷供電：  モデルにより、24 ～600 V~ (ac)、 50または60 Hz、65～250A   

は、欧州連合指令の必要条件を満たし、以下に記載される関連基準を使用して準拠を示しています。  

2004/108/EC 電磁適合性指令  
EN 61326-1: 2013 測定、制御、および試験用電気機器の安全性  

EMC要件(電磁適合性・工業環境におけるイミュニティ、クラス A1、2、5エミッション)   
クラス B 環境では、フィルタ装置の追加なしに使用できません。  

EN 61000-4-2:2009  静電放出イミュニティ  
EN 61000-4-3:2010  放射無線周波電磁界イミュニティ、10V/m 80 MHz- 1GHz, 3V/m 1.4GHz-2.7GHz  
EN 61000-4-4:2012  電気的ファーストトランジェント/バーストイミニュティ  
EN 61000-4-5:2006  サージイミュニティ  
EN 61000-4-5:2006  誘導伝導妨害に対するイミュニティ  
EN 61000-4-11:2004   電圧ディップ、瞬時停電、電圧変化   
EN 61000-3-2:2009  高調波電流4 

EN 61000-3-3:2013  電圧変動とフリッカ(装置給電) 
EN 61000-3-11:2000  電圧変動とフリッカ(装置給電)3(負荷供給) 注  
1伝導放出制限を遵守するには、外部フィルタの利用が必要です。  (下の注意事項5を参照)  

2伝導放出の測定にはラインインピーダンス安定ネットワーク(LISN)を使用しました。  

3フリッカー要件を樹種するには、電源インピーダンスを引き下げる必要があります。  

4位相角制御モードは、高調波のバーストファイア制御モードの要件を満たすことはできません。  

2006/95/EC Low - 低電圧指令  
EN 50178:1997  低電圧指令   

2012/19/EU WEEE 指令    適切にリサイクルしてください。   

これらの装置は、鉛はんだを含み、RoHS指令に準拠していません。   
これらは工業用制御装置で、2011/65/EU指令の適用範囲外となります。  

5必要とされるパワーシリーズ用の外部EMIフィルタは、6アンペア以上の負荷を持つ必要があります。  
150～250kHzで6アンペアを超える負荷のあるパワーシリーズでは、外付けの電磁障害(EMI) フィルタはを使用する

必要があります。  Watlowは、以下のタンクフィルタは、SCRパワーコントローラが発生させるEMIを抑止し、伝導性放射制限
を遵守可能にすることを確認しています。   
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運用ディレクター   
権限を持つ代表者の役職名 権限を持つ代表者の署名   

  警告：  
タンクフィルタは、150～250 KHzの範囲で電源線が伝達する望ましい通信を抑止する可能性があります。  
フィルタはベビーモニターや医療用アラートシステムなどに使用される搬送電流も抑止する可能性があります。  
抑止された搬送電流やその他の電源線上の望ましい通信により、人やモノに危険が及ばないことを確認してく
ださい。   

準拠宣言   

  警告：  
フィルタの設置と配線はすべて、資格を持つスタッフが実施し、現地および国の電気規格を遵守する必要があり
ます。  この警告を守らないと器物の損壊、人身傷害、死亡事故につながる可能性があります。  

インライン電力フィルタは、適切にEMIを抑止することが証明されています。ただし、これらのフィルタは負荷
電流全体に比例させる必要があり、通常は指定のタンクフィルタよりもコストがかかります。  現場で搬送電流通
信が行われている場合は、インラインフィルタが必要となるでしょう。  

Joe Millanes  Winona, Minnesota, USA(米国)  2014年9月 
発行地 代表者名 発行日   
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図1 - タンクフィルタ, 1Ø, 230 V~

図2 - タンクフィルタ, 3Ø, 440 V~
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パワーシリーズ ソフトウェアマップ 
ディスプレイ ループ
(パワーシリーズのユーザマニュアルを参照) 

設定ページ 
[algo] 制御アルゴリズム 
[algo] 電力制御アルゴリズムの選択 _ _ _   
[`FTB]  固定時間ベース _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[``UC] ライン電圧補正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[Ctr1] ゾーン1の制御 
[``In] 入力信号法の選択 _ _ _  
[dFlt] デフォルト数値入力信号 _ _ _  
[nna_] アナログ入力電流下限設定 _ _ _ _ _  
[nna-] アナログ入力電流上限設定 _ _ _ _ _  
[Uol_]  アナログ入力電圧下限設定 _ _ _ _  
[Uol-]  アナログ入力電圧上限設定 _ _ _ _  
[lrn|A]  入力値取得、値取得要求 _ _ _ _ _ _ _   
[bl`U] ベースライン電圧読取/調整 _ _ _ _ 
_ _ _ _   
[lrn|U]  ベースライン電圧値取得要求_ _ _ _ 
_ _ _ _ _   
[type]  負荷タイプ選択_ _ _ _ _  
[rATE] 最大変化率_ _ _ _ _  
[Soft] ソフトスタート時間_ _ _ _ _ 

[Opt1]ゾーン1のオプション 
[`Hbo] ヒーターベークアウト選択_ _ _ _ _  
[Min]  HBO選択時間 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`HbC] HBO電流トリップ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`CLi] 電流制限を選択_ _ _ _ _ _ _ _  
[CL`A]  電流制限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol_]  許容下限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol-]  許容上限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[Indf ]誘導負荷率要求_ _ _ _ _ _ _ _  
[ICur]  誘導電流_ _ _ _ _ _ _ _ 

[Ctr2] ゾーン2の制御 
[``In] 入力信号法の選択 _ _ _  
[dFlt] デフォルト数値入力信号 _ _ _  
[nna_] アナログ入力電流下限設定 _ _ _ _ _  
[nna-] アナログ入力電流上限設定 _ _ _ _ _  
[Uol_] アナログ入力電圧下限設定 _ _ _ _  
[Uol-]  アナログ入力電圧上限設定 _ _ _ _  
[lrn|A]  入力値取得、値取得要求 _ _ _ _ _ _ _   
[bl`U] ベースライン電圧読取/調整 _ _  _ _ _ 
[lrn|U]  ベースライン電圧値取得要求_ _ _ _ _ _   
[rATE] 最大変化率_ _ _ _ _  
[Soft] ソフトスタート時間_ _ _ _ _ 

[Opt2]ゾーン2のオプション 
[`Hbo] ヒーターベークアウト選択_ _ _ _ _  
[Min]  HBO選択時間 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`HbC] HBO電流トリップ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`CLi] 電流制限を選択_ _ _ _ _ _ _ _  
[CL`A]  電流制限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol_]  許容下限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol-]  許容上限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[Indf] 誘導負荷率要求_ _ _ _ _ _ _ _  
[ICur]  誘導電流_ _ _ _ _ _ _ _ 

[Ctr3] ゾーン3の制御 
[``In] 入力信号法の選択 _ _ _  
[dFlt] デフォルト数値入力信号 _ _ _  
[nna_] アナログ入力電流下限設定 _ _ _ _ _  
[nna-] アナログ入力電流上限設定 _ _ _ _ _  
[Uol_]  アナログ入力電圧下限設定 _ _ _ _  
[Uol-]  アナログ入力電圧上限設定 _ _ _ _  
[lrn|A]  入力値取得、値取得要求 _ _ _ _ _ _ _   
[bl`U] ベースライン電圧読取/調整 _ _ _ _ _ _ _ _   
[lrn|U]  ベースライン電圧値取得要求_ __ _ _ _ _ _   
[rATE] 最大変化率_ _ _ _ _  
[Soft] ソフトスタート時間_ _ _ _ _ 

[OPt3]ゾーン3のオプション 
[`Hbo] ヒーターベークアウト選択_ _ _ _ _  
[Min]  HBO選択時間 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`HbC] HBO電流トリップ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`CLi] 電流制限を選択_ _ _ _ _ _ _ _  
[CL`A]  電流制限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol_]  許容下限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[tol-]  許容上限設定ポイント_ _ _ _ _ _ _ _  
[Indf] 誘導負荷率要求_ _ _ _ _ _ _ _  
[ICur]  誘導電流_ _ _ _ _ _ _ _ 

[`Alr] アラーム構成 
[a|lgc] アクティブリレー状態_ _ _ _ _ _ _ _  
[glbl] グローバルアラーム_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[Open] ヒーター故障アラーム_ _ _ _ _ _ _ _   
[`tol] ヒーターアラーム_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[``OT] ヒートシンクの温度超過アラーム_ _ _ _ _  
[ALÇ`]ヒートシンク温度超過アラーム温度_ _ _ _ _  
[Line] ライン損失アラーム_ _ _ _ _ _ _ _   
[p| bAl] 位相バランスアラーム_ _ _ _ _ _ _ _   
[lbal]  負荷バランスアラーム_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[Ldif] 負荷バランスパーセント _ _ _ _ _ _ _ _ _    
[Freq] 周波数許容範囲外アラーム _ _ _ _ _ _ _ _   
[``UC] ボルト計算アラーム_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[``OU]  過電圧アラーム _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[C|wd] 通信ウォッチドッグアラーム _ _ _ _ _ _ _ 

[COm] 通信構成 
[Addr] 装置アドレスの選択 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[baud] 装置のボーレートを選択 _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[`Wd] ウォッチドッグ選択 _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[`seC] ウォッチドッグ タイムアウト _ _ _ _ _ _ _ __   
[PWr] ウォッチドッグ障害出力パスワード選択 _ _ _ 

[rEtr] 再転送構成 
[`Cf9]  再転送選択_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[type] 再転送タイプの選択_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[Phas] 再転送相選択_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[2one] 再転送ゾーン選択_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[Cur_] 再転送最小アンペア_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[Cur-] 再転送最大アンペア_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[HUA_] 再転送最小kVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[HUA–]  再転送最大kVA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[rt|C_]  再転送出力電流下限設定_ _ _ _   
[rt|C–] 再転送出力電流上限設定_ _ _ _ _ _ _ _ _   
[rt|U_] 再転送出力電圧下限設定_ _ _ _ _ _ _ _ _  
[rt|U-] 再転送出力電圧上限設定_ __ _ _ _ _  _ _  

工場ページ 
[dAta] システムデータの操作 
[BAuP] データ セットのバックアップ_ _ _ _ _ _ _ _    
[dFlt] デフォルトのデータセット _ _ _ _ _ _ _ _ _   
[rest] データセットを復元_ _ _ _ _ _ _ _ _   
[nUOL] NVOLストレージを有効化_ _ _ _ _ _ _ _ _   

[`Loc] グローバル/メニューロックアウト 
{gLOC} グローバルロックアウト_ _ _ _ _ _ _ _ _    
[`Ctr] 制御設定メニューのロック_ _ _ _ _ _ _ _ _    
[`Opt] オプション設定メニューのロック _ _ _ _ _   
[`Alr] アラーム設定メニューのロック _ _ _ _ _ _    
[COm] 通信設定メニューのロック _ _ _ _ _ _    
[rEtr] 再転送設定メニューのロック _ _ _ _ _ _    
[`CIn] アナログ入力メニューのロック _ _ _ _ _ _   
[C|rtr] 再転送メニューのロック _ _ _ _ _   
[dAta] システムデータメニューロック _ _ _ _ _   
[diAg] 診断メニューのロック _ _ _ _ _   

[InFo] ユニット情報 
[`Sn-] 装置のシリアル番号の後半の数字 _ _ _ _    
[`Sn–] 装置のシリアル番号の前半の数字 _ _ _ _    
[date]  製造日_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[HUer] ハードウェアバージョン _ _ _ _ _  _ _ _ _ _   
[SUEr] ソフトウェアのバージョン _ _ _ _ _   
[Sbld] ソフトウェアビルド番号 _ _ _ _ _   
[ratU] 装置の定格電圧 _ _ _ _ _  _ _ _ _ _   
[ratA] 装置の定格電流_ _ _ _ _ _ _ _ _  
[2onC]  # ゾーン_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[`Opt] インストールされたオプション _ _ _ _ _   
[```Ç] ヒートシンク温度 _ _ _ _ _   
[ALÇ`] ヒートシンクのアラーム温度 _ _ _ _ _   
[sdÇ`] 安全シャットダウン温度 _ _ _ _ _   
[HIÇ`] ヒートシンク温度上限 _ _ _ _ _ _ _ _  
[HrS_] 累積時間_ _ _ _ _ _ _ _  
[HrS_] 累積時間_ _ _ _ _ _ _ _ 

[diAg] 診断 
[``Ad] A/D チャネルを選択_ _ _ _ _ _ _ _  
[Cnts] 選択したA/Dカウントを読み取る_ _ _ _ _  

ライン損失アラーム： 
[l!a1]  最新  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l@a1]  ライン損失_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l#a1]  アラームタイプ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[l!a2]  以前    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l@a2]  ライン損失_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l#a2]  アラームタイプ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[l!a3]  最も古い _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l@a3]  ライン損失_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[l#a3]  アラームタイプ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[dIsp] 表示テスト _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
[``In] 個別の入力を選択  
[`UAL] 選択した入力値の読み取り _ _ _ _ _ _ _ _ 
[rEtr] 再転送テスト文字設定 _ _ _ _ _ _ _ 

工場ページにはコントローラの日常使用に
は必要のないキャリブレーションパラメータ
も含まれています。 キャリブレーションのパラ
メータと手順はパワーシリーズのユーザマニ
ュアルに説明があります。  

A.16    Watlowパワーシリーズ   付録   

このページに自分の設定
を記入してください。  





認定 Watlow 販売店住所：  

連絡先

連絡方法 

 
100％ 

顧客 
満足度 

3年保証 

品質重視と 
社是: 
Watlow Winonaは、世界最
高の産業用温度制御製品、
サービス、システムのサプラ
イヤーとして、当社の顧客、
社員、株主の期待を超えてい
きます。  

• 電話番号: +1 (507) 454-5300 
• ファックス番号： +1 (507) 452-4507 
•  技術サポートはアプリケーションエンジニアにご用命ください。 
•  ご注文は顧客サービスにご用命ください。 
• カスタマイズについてのご相談はパワーシリーズ製品マネジャーが承ります。 

保証 
 Watlowパワーシリーズは、装置の誤用がないことを条件に、最初の購買者へ
の納品から36カ月間、原材料と製造上の欠陥がないことが保証されています。 
Watlow は、製品の使用、または時に起こる誤使用に対して管理することが不可
能なので、故障に対して保証することはできません。 本書におけるWatlow の
義務は、指定された保証期間内における検査により欠陥と認められた部品に
ついて、Watlowの選択において交換、修理、購入価格の払い戻しを行うことに
限定されます。 この保証は、輸送、改造、誤使用、乱用などに起因する損傷には
適用されません。 

返品 
•  コントローラを返送される場合は事前にカスタマーサービスに電話または

ファックスし、返送資材承認(RMA) 番号を入手していただけますようお願い
申し上げます。 

•  梱包ラベルに RMA 番号を記載し、問題について説明する文書を添付してく
ださい。 

•  返品され在庫となるすべての標準品目について、再在庫手数料として実質価
格の20% が徴収されます。 

Watlowパワーシリーズのユーザマニュアル 
Watlow Winona, 1241 Bundy Boulevard, P.O. Box 5580, Winona, Minnesota  USA 55987-5580(米国) 

電話： +1 (507) 454-5300、ファックス： T: +1 (507) 452-4507  
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