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１．形名

ＭＳ４５０３－ □ － □ － □

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

入力信号

出力信号

供給電源

入力信号Ⅰ

番号 測定範囲 入力抵抗

-02 ±99.99 mV 10ｋΩ

-03 ±999.9 mV 100ｋΩ

-04 DC0～ 5V 500ｋΩ

-05 ±9.999 V 1 ＭΩ

-06 ±99.99 V 1 ＭΩ

-09 DC1～ 5V 1 ＭΩ

-23 ±999.9μA 100 Ω

-24 ±5.000 mA 20 Ω

-25 ±9.999 mA 10 Ω

-26 ±99.99 mA 1 Ω

-27 ±999.9 mA 0.1 Ω

-29 DC4～ 20mA 12.5Ω

精度 ：±（０．１％ of FS ＋1digit）

２３℃±５℃、４５％～９０％ＲＨの状態で規定

温度係数：±１５０ｐｐｍ／℃

使用温度範囲０～５０℃で規定

出力信号Ⅱ

番号 仕 様

１ ２点リレー接点出力

２ ４点リレー接点出力

３ ２点オープンコレクタ出力

４ ４点オープンコレクタ出力

供給電源Ⅲ

記号 電 源 電 圧

Ａ ＡＣ１００～２４０Ｖ

Ｂ ＤＣ １２～ ２４Ｖ

Ｃ ＤＣ１１０Ｖ
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２．一般仕様

・データ表示 ：４桁 文字高さ５．５ｍｍ

表示範囲 －９９９９～９９９９

オーバ表示 定格入力の１３０％を越える、または９９９９表示を越えると

で点灯表示ＵＵＵＵ

小数点表示 前面スイッチより設定

ゼロサプレス機能付

分解能 １／１００００

サンプリング周期 ６７ｍｓ

・機能番号表示 ：２桁 文字高さ５．５ｍｍ

・移動平均 ：移動平均の回数を４、８、１６、３２回または機能なしの選択設定が可能

・表示ｽｹｰﾘﾝｸﾞ機能 ：フルスケール表示 －９９９９～９９９９

オフセット表示 －９９９９～９９９９

・Ａ／Ｄ変換部 ：⊿－∑変換方式

・比較範囲 ：－９９９９～９９９９ 表示に対して比較

・比較方式 ：２点／４点独立設定、上下限、ＯＦＦ任意設定可

ＣＰＵ比較判定方式

・比較条件 ：イコールＮＧ、イコールＧＯ設定可能

・ヒステリシス幅 ：１～９９９ ２点／４点独立設定

・警報表示 ：警報出力時点灯

・出力ディレイ ：オンディレイ、０～９９秒（２点／４点共通）

・パワーオンディレイ：２～９９秒（２点／４点共通）

電源投入後約２秒間は警報出力を出しません。

・警報時励磁方式 ：励磁・非励磁設定可能（２点／４点独立設定）

３．基準性能

・応答時間 ：０．１５秒以下（９０％応答、但し移動平均機能なしの時）

・ノイズ除去率 ：ノーマルモード（ＮＭＲ） ５０ｄＢ以上

コモンモード（ＣＭＲ） １１０ｄＢ以上

電源ライン混入ノイズ １０００Ｖ

・絶縁抵抗 ：入力 － 出力間 ＤＣ５００Ｖ １００ＭΩ以上

：入出力 － 電源間 ＤＣ５００Ｖ １００ＭΩ以上

：端子一括－ 外箱間 ＤＣ５００Ｖ １００ＭΩ以上

・耐電圧 ：入力 － 出力間 ＡＣ２０００Ｖ １分間

：入出力 － 電源間 ＡＣ２０００Ｖ １分間

：端子一括－ 外箱間 ＡＣ２０００Ｖ １分間

・使用温度範囲 ：０～５０℃

・使用湿度範囲 ：３０～９０％ＲＨ（結露しないこと）

４．出力仕様

・リレー出力 ：２点 各１ｃ接点出力 または４点 各１ａ接点出力

出力接点容量 ＡＣ２５０Ｖ １Ａ（抵抗負荷）

ＤＣ ３０Ｖ ２Ａ（抵抗負荷）

電気的寿命 １０万回 （定格負荷 開閉ひん度１，８００回／ｈ）

的寿命 ５０００万回 （無負荷 開閉ひん度１８，０００回／ｈ）機械

最小適用負荷 ＤＶ５Ｖ １０ｍＡ

参考資料 最大開閉電圧 ＡＣ３８０Ｖ ＤＣ１２５Ｖ

最大開閉電力 ＡＣ２５０ＶＡ ６０Ｗ

・ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力 ：ＮＰＮタイプ（入力回路と絶縁）

２点または４点、エミッタは共通になっていません

出力容量 ＤＣ５０Ｖ １００ｍＡ
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５．電源部

・供給電源 ：ＡＣ１００～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ

ＤＣ １２～ ２４Ｖ

ＤＣ１１０Ｖ

・電源電圧許容範囲：ＡＣ ９０～２５０Ｖ

ＤＣ ９～ ３２Ｖ

ＤＣ ９０～１７０Ｖ

・消費電力 ：交流電源の場合 ＡＣ１００Ｖ 約３ＶＡ

ＡＣ２００Ｖ 約４．５ＶＡ

直流電源の場合 ＤＣ １２Ｖ 約１００ｍＡ

ＤＣ ２４Ｖ 約 ５０ｍＡ

約 １２ｍＡＤＣ１１０Ｖ

６．取付・形状

・構 造 ：プラグイン構造

・付属品 ：専用ソケット（ＤＩＮレール取付可能）

・接続方式 ：Ｍ３ねじ端子接続

・外形寸法 ：Ｗ３０×Ｈ７２×Ｄ１４０

・質量 ：約１８０ｇ（専用ソケット約４０ｇ含む）

７．材質

・ケース ：ＡＢＳ樹脂 ＵＬ９４Ｖ－０

：不飽和ポリエステル樹脂 ＵＬ９４Ｖ－０・プラグ

端子 黄銅 半田メッキ

：本体 ６ナイロン(PA6) ＵＬ９４Ｖ－２・ソケット

端子ねじ 鋼 亜鉛クロメートメッキ

金具 銅合金 スズリフローメッキ

・基板 ：ガラスエポキシ ＵＬ９４Ｖ－０
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８．標準機能

・設定の読み出し／書き込み

：設定モードの設定内容を確認するときは0を選択

設定内容を変更する時は1を選択

・ステータス表示 ：内部回路の故障診断を表示

・表示スケーリング・オフセット

：入力がZERO値に対する表示を-9999～+9999の範囲で任意に設定

ZERO値･･･測定入力が±入力の場合 0mV(mA)

測定入力が1～5V入力の場合 1V

測定入力が4～20mA入力の場合 4mA

・表示スケーリング・フルスケール

：測定入力の最大値に対する表示を-9999～9999の範囲で任意に設定

・小数点 ：表示に小数点を任意の位置に点灯

・消灯機能 ：測定モード中、スイッチ操作終了後から設定時間後にデータ表示を消灯

01～99分を設定している場合、電源投入時から消灯

スイッチ操作をすると表示は点灯する

消灯中に警報出力がONした場合は表示は点灯

その後警報出力がOFFされると、設定時間後に表示は消灯

・移動平均 ：移動平均の回数を4,8,16,32回又は機能なしの選択可能

・オフセット固定 ：ZERO値以下入力の表示をオフセット表示に固定可能

・警報値設定 ：警報出力を行う比較値を設定

・比較方式 ：各警報出力毎に“上限比較、下限比較、比較なし”を選択

・ヒステリシス ：各警報出力毎に、ヒステリシス幅を設定

・出力ディレイ ：出力ディレイはONデｨレイで上限判定又は下限判定の出力がディレイ時間遅れて警報を出力

警報1～4 共通設定

・パワーオンディレイ：電源投入から設定時間内は警報１～4を出力しない

電源投入から2秒間は、内部回路の初期化動作時間のため、警報は出力しない

・比較条件 ：警報1～4の比較条件をイコールNG又はイコールGOに切り替えることが可能

イコールNGの場合

表示値≧上限設定値･････HI

表示値≦下限設定値･････LO

イコールGOの場合

表示値＞上限設定値･････HI

表示値＜下限設定値･････LO

・励磁方式 ：on(励磁)･････警報時リレー出力のa接点がON又は、オープンコレクタ出力がON

oFF(非励磁)･･警報時リレー出力のa接点がOFF又は、オープンコレクタ出力がOFF

・テストモード ：スイッチの操作で、各警報出力のＯＮ／ＯＦＦをチェックする事が可能

・調整モード ：スイッチ操作により、表示値の微調整が可能



- 6 -

MQDDK-060111-1

９．端子配列

２点リレー接点出力 ２点ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力

＋⑫ ② ｂ接点 ＋⑫ ②

入力 入力

－⑪ S1 ⑤ ａ接点 警報１ －⑪ S1 ⑤ コレクタ 警報１

U(+) U(+)

⑦ ① コモン１ ⑦ ① エミッタ

電源 電源

⑥ ③ ｂ接点 ⑥ ③

V(-) V(-)

⑬ S2 ⑧ ａ接点 警報２ ⑬ S2 ⑧ コレクタ 警報２

⑭ ④ コモン２ ⑭ ④ エミッタ

４点リレー接点出力 ４点ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力

＋⑫ ② ａ接点 ＋⑫ ② コレクタ

S3 警報３入力 S3 警報３ 入力

－⑪ ⑤ ａ接点 －⑪ ⑤ コレクタ

U(+) S1 警報１U(+) S1 警報１

⑦ ① コモン１ ⑦ ① エミッタ

電源 電源

⑥ ③ コモン３ ⑥ ③ エミッタ

V(-)V(-)

ａ接点 ⑬ ⑧ ａ接点 コレクタ ⑬ S2 ⑧ コレクタ

S4 警報２警報４ S4 S2 警報２ 警報４

コモン４⑭ ④ コモン２ エミッタ ⑭ ④ エミッタ


