
 

  
 
 
 
 
 信頼 創造 奉仕 

         製  品  仕  様    ＦＺ０１－１７０Ａ１  １／３  

 
     ２線電磁流量計（水中型含む）    

 
  型式 

 
    ＴＡＶ□□□Ｖ－３０ 

 
 
    １．仕  様 
      １－１ 計測部  
                ■口径と最大流量 
                   □２０  ：０．６㎥／ｈ～ １１㎥／ｈ    □１００： １５㎥／ｈ～ ２８０㎥／ｈ 
                    □２５  ：０．９㎥／ｈ～ １７㎥／ｈ   □１２５： ２３㎥／ｈ～ ４４０㎥／ｈ 
                    □３２(30)：１．３㎥／ｈ～ ２５㎥／ｈ   □１５０： ３２㎥／ｈ～ ６３０㎥／ｈ 
                    □４０  ：２．３㎥／ｈ～ ４５㎥／ｈ   □２００： ５７㎥／ｈ～１１３０㎥／ｈ 
                    □５０  ：３．６㎥／ｈ～ ７０㎥／ｈ   □２５０： ９０㎥／ｈ～１７７０㎥／ｈ 
                   □６５  ：６．０㎥／ｈ～１２０㎥／ｈ   □３００：１２７㎥／ｈ～２５４０㎥／ｈ 
                    □８０(75)：８．０㎥／ｈ～１５０㎥／ｈ 
           注．上位２桁の設定のみ（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ )（例０．６は０６×１０－１となります） 
                          上記の範囲内で最大流量を選定して下さい 
 
                    ◆ 最大流量                  ■表示単位 
                    （数値）                     □㎥／ｈ   □Ｌ／min（φ20～φ125） 
                                                                   □㎥／min（φ150～φ300） 
                  測定範囲 
          流速約±０.５～１０ｍ／ｓ 
                  最小導電率 
                    ２ｍＳ／ｍ(２０μＳ／ｃｍ) 
                  励磁方式 
                    矩形波定磁界励磁方式 
                  構造 
          溶接による密閉構造(窒素ガス封入) 
                    ■防水性 
                                    □Ｉ：防浸型（JIS C 0920） IP67(IEC529) 
                                    □Ｋ：防浸型＋防食塗装（計測部：エポキシ樹脂系塗装） 
                                    □Ｊ：水中型（JIS C 0920） IP68(IEC529)水深2m連続使用 
                                     
                  材質 
           ■電極        □ＳＵＳ３１６Ｌ，その他＊(□チタン □ハステロイＣ □モネル) 
                                ＊その他の材質は、フッ素樹脂系PFAﾗｲﾆﾝｸﾞ選択時に可能です。 
                      計測管         ＳＵＳ３０４ 
                      外函          ＳＵＳ３０４ 
                    ■ライニング   □UEF:エポキシ樹脂           (２０～２００mm:ｳｴﾊﾀｲﾌﾟ) 
                                  ＊□UT:フッ素樹脂系ＰＦＡ      (２０～２００mm:ｳｴﾊﾀｲﾌﾟ) 
                                    □UN:クロロプレンゴム       (５０～３００mm:ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ) 
                                    ＊水中型には、フッ素樹脂系ＰＦＡライニングがありません。 
                    ■アースリング  □標準ＳＵＳ３０４ □ＳＵＳ３１６ 
                   その他(□チタン □ハステロイＣ □モネル) 
                                     (エポキシライニングは、ＳＵＳ３０４アースリング電極内蔵) 
                    ■フランジ      □標準ＳＵＳ３０４ □ＳＵＳ３１６ □なし（挟み込み） 
 
                ■配管方式 
                    □ウエハタイプ    フランジ部品による挟み込み接続 
                                     □ＷＶ：日本水道協会規格(ＪＷＷＡ) 
                                      □ＡＶ：ＪＩＳ１０ｋ □ＢＶ：ＪＩＳ２０ｋ 
                    □フランジタイプ  □ＷＶ：日本水道協会規格(ＪＷＷＡ) 
                                      □ＡＶ：ＪＩＳ１０ｋ □ＢＶ：ＪＩＳ２０ｋ 
      １－２ 変換部 
                ■出力信号 
                    □Ｘ：４～２０ｍＡＤＣ(流量比例信号)・・・・・・・・・・・・・２線式 
                    □Ｙ：４／１０ｍＡＤＣ(電流パルス出力)・・・・・・・・・・・・２線式 
                    □Ｚ：４～２０ｍＡＤＣ(流量比例信号) 
                                        ＋オープンコレクター(単位パルス出力)・・４線式 
                    □Ｒ：４／１０ｍＡＤＣ(電流パルス出力) 
                                        ＋オープンコレクター(単位パルス出力)・・４線式 
 
        ■については選択項目で、◆については書込項目です。 
 
 

 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 信頼 創造 奉仕 

         製  品  仕  様    ＦＺ０１－１７０Ａ１  ２／３  

 
     ２線電磁流量計（水中型含む）    

 
  型式 

 
    ＴＡＶ□□□Ｖ－３０ 

 
 
 
                  電源電圧 
                      ±１８～４８Ｖ ＤＣ 
                ◆  専用ケーブル長 
                                                             標準：１０ｍ、最大：２線の場合１００ｍ 
                                            ４線の場合 ５０ｍ 
                    最大負荷抵抗 
                      ４～２０ｍＡＤＣアナログ出力の場合 
                        ０(１８Ｖ)～１５００(４８Ｖ)Ω 
                      ４／１０ｍＡＤＣ単位パルス(オープンコレクター)出力の場合 
                        ０(１８Ｖ)～３０００(４８Ｖ)Ω 
                    最大負荷電流 
                      単位パルス(オープンコレクター)出力の場合 
                        コレクタ容量 ４８ＶＤＣ１０ｍＡ以下 
                    流量範囲 
                      アナログ出力の場合 
                        ４ｍＡの点を流速－１０～＋１０ｍ／ｓに相当する任意流量に設定可能 
                        ２０ｍＡの点を流速－１０～＋１０ｍ／ｓに相当する任意流量に設定可能 
                        (注)但し、４ｍＡの点の流速と２０ｍＡの点の流速の差を１ｍ／ｓ以上とします。 
                      パルス出力の場合 
                        流量範囲は、流速０～＋１０ｍ／ｓまたは０～－１０ｍ／ｓに相当する流量に 
                        なります。 
                ■単位パルス 
                    □なし 
                    □あり  （下表：あり時のパルスレート） 
 
    口径(ｍｍ)          単位パルスのレート(Ｌ／ｐ)  

      Ａ       Ｂ        Ｃ          Ｄ 

   ２０～  ２５  □    ０.１  □       １  □       １０  □       １００ 

   ３２～  ８０  □      １  □      １０  □      １００  □      １０００ 

 １００～２５０  □    １０  □    １００  □    １０００  □   １００００ 

 ３００  □   １００  □  １０００  □  １００００  □  １０００００ 

 ＯＮ時間(ｍｓ)    ６．２５     ５０     １２５       １２５ 
 
                    応答速度 
                      １，２，４，８，１６，３２，６４秒から選択(工場出荷時は４秒) 
                      電源の極性によりモード１，モード２各々の流量範囲、単位パルスレート、応答速度を 
           設定できます。 
 
                 ＊1現地表示 
                      瞬間流量表示 
            液晶４.５桁、正負記号、小数点付きの数値表示を行います。表示単位によりメイン、 
            サブ、スパン比の３種があります。単位はメインでｍ３／ｈまたはＬ／ｍｉｎ(口径 
            １２５ｍｍ以下)またはｍ３／ｍｉｎ(口径１５０ｍｍ以上)、サブでＬ／ｓ、スパン比 
            で％です。UPまたはSHIFTキーを押すか、リード・スイッチにマグネットを近づける 
            ことで選択します。３分間以上の同一の表示で放置すると、その瞬間流量表示が「表 
            示頭だし」や電源ＯＮ時の表示となります。「表示頭だし」はUPキーとSHIFTキーを 
            同時に押して行います。 
 
                      モード表示 
                        電源の極性によりモード１あるいはモード２のどちらかが選択されているのかを表示。 
 
               ■については選択項目で、◆については書込項目です。 
 
 

 
           （ｍ） 
 
 



  
 
 
 
 
 信頼 創造 奉仕 

         製  品  仕  様    ＦＺ０１－１７０Ａ１  ３／３  

 
     ２線電磁流量計（水中型含む）    

 
  型式 

 
    ＴＡＶ□□□Ｖ－３０ 

 
                 ＊2現地設定 
                      流量出力／流量範囲／流れ方向／パルスの重み／ゼロカット値／ゼロ調整値／ダンピング 
           ／異常時の出力を４個の押しボタンを用いて設定可能。 
 
                   チェック 
                      チェック用端子付。専用チェッカーを用いて現地にてチェック可能です。 
 
                    ＊1：水中型は、現地表示ありません。 
                    ＊2：水中型において、現地設定は当社サービスマンにより可能です。 
 
          消費電力 
                      自己消費電力：７２ｍＷ 
                      最大駆動電力：９６０ｍＷ 
 
                    接続 
                      電線管接続口 
                        Ｃ３１薄鋼電線管ネジ(オネジ) 
 
                      接続ケーブル 
                        ＣＶＶＳＢ  ２.０ｓｑ×２(２線式) 
                        ＣＶＶＳＢ１.２５ｓｑ×４(４線式) 
 
                    外函材質 
                     アルミダイキャスト(防浸型の場合) 
           ステンレス鋳物（水中型の場合） 
 
                    塗装 
                      メラミン樹脂焼き付け塗装（アルミダイキャスト） 
           耐防食塗装（ポリアミドアミン硬化型エポキシ樹脂系塗料二回塗り） 
           ※防水性の項で防食塗装を選択し、かつウエハタイプのチタン電極の口径20～200mm 

の場合のみです。(フランジタイプは不可) 
 
       1－３ 性能 
                   精度 
                     アナログ出力の場合 
                       ±０.５％ＲＳ(２０～１００％スパン) 
                       ±０.１％ＦＳ(０～２０％スパン) 
                     パルス出力の場合 
                       ±０.５％ ＲＳ(流速０.２～１０ｍ／ｓ) 
                       ±０.０１％ＦＳ(流速０～０.２ｍ／ｓ) 
 
                   正常動作条件 
                     流体温度範囲 
                       フッ素樹脂ＰＦＡライニング・・・・・・・・・・・・－１０～＋１２０℃ 
                       クロロプレンゴムライニング・・・・・・・・・・・・－１０～ ＋６０℃ 
                       エポキシ樹脂ライニング・・・・・・・・・・・・・・－１０～ ＋５０℃ 
                     周囲温度 
                       －１０～＋５０℃（水中型の水没時０～＋３０℃） 
                     液体圧力 
                       ２ＭＰａ(２０kgf/cm2) ｍａｘ 
 
    ２．取扱上の注意 
              ２－１ 設置環境 
                  (１) 電磁ノイズの多い場所、腐食性の雰囲気はさけること 
         （２）防浸型では、水没の恐れのある場所はさけること 
         （３）直射日光に当たる場所で使用する際は、付属品の保護カバーを必ず取付てください 
              ２－２ 配管条件 
                  (１) 常に満流であること 
                  (２) 固形物が沈殿しないこと 
                  (３) エアーを吸い込まないこと 
                  (４) 上流直管部 ５Ｄ以上、下流直管部 ２Ｄ以上必要(Ｄ：口径) 
 


