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User's
Manual

梱包内容の確認
梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の間
違いや品不足、または外観に異常が認められる場合は、お買い求め先にご連絡ください。
本体

	 本体の銘板に記載されているMODEL( 形名 ) と SUFFIX( 仕様コード ) で、ご注文どおり
の品であることを確認してください。
MODEL 仕様コード 仕様内容
PM100 外部圧力センサー

-E 海外専用
-J 日本国内専用
　-05 シールドゲージ圧：16	MPa（7/10/16	MPa レンジ）
　-06 シールドゲージ圧：70	MPa（25/50/70	MPa レンジ）
　　-P3 1/2NPT　めねじ

*	 仕様コードに「Z」が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている
場合があります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

	 	

レンジ
最大入力圧力銘板

シールドゲージ圧 16MPa モデルの例

付属品
品名 形名 / 部品番号 数量 備考
接続ケーブル 95020 1 PM100 用接続ケーブル
変換コネクタ 91083*1

91084*2
91085*2
91086*3
91087*3

1
1
1
1
1

1/8NPT	めねじに変換
1/4NPT	めねじに変換 (16	MPa モデルに付属 )
Rc1/4 めねじに変換 (16	MPa モデルに付属 )
1/4NPT	めねじに変換 (70	MPa モデルに付属 )
Rc1/4 めねじに変換 (70	MPa モデルに付属 )

圧力入力接続口
用キャップ

G9330DB 1 本機器に取り付けられて出荷

マニュアル一式 IM	PM100-01JA 1 本書
IM	PM100-92Z1 1 中国用文書
IM	00C01C01-01Z1 1 安全マニュアル (	欧州の言語 )
PIM	113-01Z2 1 国内海外の連絡先一覧

*1：最大使用圧力：84	MPa
*2：最大使用圧力：57.1	MPa
*3：最大使用圧力：98	MPa
	 変換コネクタの外形寸法

	 	

A

B

刻印部分

変換コネクタ A(mm) B(mm) 備考
91083 27.4 8.6 
91084 27.4 11.4 
91085 27.4 11.2 ” NPT” の刻印あり
91086 46.0 6.4 
91087 40.4 11.3*  

C

*：C の寸法

別売アクセサリ
	 別売アクセサリとして、次のものがあります。アクセサリについてのお問い合わせやご
注文は、お買い求め先までご連絡ください。
品名 形名または部品番号 備考
接続ケーブル 95020 PM100 用接続ケーブル
変換コネクタ 91083

91084
91085
91086
91087

1/8NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：84	MPa)
1/4NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：57.1	MPa)
Rc1/4 めねじに変換 ( 最大使用圧力：57.1	MPa)
1/4NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：98	MPa)
Rc1/4 めねじに変換 ( 最大使用圧力：98	MPa)

マニュアルリスト
本機器のマニュアルとして、次のマニュアルがあります。
マニュアル名 マニュアルNo.	 備考
PM100	外部圧力センサー
ユーザーズマニュアル

IM	PM100-01JA 本書です。本機器の取り扱い上の注意、機能、
操作、仕様などについて説明しています。

PM100	External	Pressure	Sensor IM	PM100-92Z1 中国向けの文書です。
Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )

関連するマニュアルとして、次のマニュアルがあります。
マニュアル名 マニュアルNo.	 備考
CA700 圧力キャリブレータ
ユーザーズマニュアル

IM	CA700-01JA CA700 の全機能について説明しています。
PM100 のレンジ設定など、本機器の使用方法に
ついても説明しています。、

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記のシートに記載されています。
ドキュメントNo.	 内容
PIM	113-01Z2	 国内海外の連絡先一覧

本書では、PM100 外部圧力センサーを安全に使用するための注意事項と仕様について説明しています。
このマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにきっ
とお役に立ちます。
本機器は CA700 用の外部圧力センサーです。CA700 の取扱説明書と合わせてお読みください。
ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありま
したら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

このマニュアルで使用している記号と表記法
	 このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

	 本機器で使用しているシンボルマークです。本書では、製品に表示されて
いるマークに対応する箇所の目印として、「警告」「注意」の用語と一緒に
使用しています。

	 警　　告	 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるとき
に、その危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意	 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが
発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されてい
ます。

Note	 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

本機器を安全にご使用いただくために
本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたっては下記の安全注意
事項を必ずお守りください。このマニュアルで指定していない方法で使用すると、本機器
の保護機能が損なわれることがあります。なお、これらの注意に反したご使用により生じ
た障害については、YOKOGAWAは責任と保証を負いかねます。
このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。本機器を廃棄するまで、
本機器を使用するときにすぐご覧になれるところに、このマニュアルを大切に保存してく
ださい。
本機器には、次のようなシンボルマークを使用しています。

	 “取扱注意”(人体および機器を保護するために、ユーザーズマニュアルやサー
ビスマニュアルを参照する必要がある場所に付いています。)

次の注意事項をお守りください。使用者の生命や身体への危険や機器損傷の恐れがあり
ます。

	 警　　告
本機器の用途
	 本機器は、圧力測定用の圧力センサーです。圧力測定以外には使用しないでく
ださい。

外観の確認
	 外観に異常が認められる場合は、本機器を使用しないでください。
変換コネクタ
・	 シールドゲージ圧の異なるモデルには、最大使用圧力が異なる変換アダプタが
付属されています。使用する PM100 のシールドゲージ圧に合った変換アダプ
タをご使用ください。

・	 付属の変換コネクタを本機器以外には使用しないでください。
高圧流体の測定
・	 測定用配管および圧力コネクタは，測定圧に対し十分な強度があるものをご使
用ください。

・	 測定用配管，コネクタおよび結合部からの測定流体の漏れ，および結合部の外
れがないようにしてください。測定流体が漏れた場合，または結合部が外れた
場合には，圧力により，人体や周辺機器に対し危険が生じる可能性があります。
圧力が高くなるほど危険が増しますのでご注意ください。

・	 1MPa	以上の気体を取り扱う場合，ガスの使用量や種類などによっては，高圧
ガス保安法において，管理が義務付けられています。

・	 可燃性，爆発性，毒性，腐食性のある流体を測定しないでください。
	 人体に対し危険が生じる可能性があります。
	 Directive	2014/68/EU	Article	13(1)a; で規定されているGroup1 の物質や混合物
( 危険な液体 ) を測定しないでください。

・	 高圧の液体や気体が噴出した場合、噴出しているところに手や身体を近づけな
いでください。高圧の液体や気体が皮膚を貫通して重傷を負う可能性がありま
す。

・	 加圧するときは、ゆっくりと加圧してください。急激に加圧すると、測定用配
管のまっすぐに伸びる力により、本機器および測定用配管が揺り動かされ、人
体や周辺機器に対し危険が生じる可能性があります。

圧力の制限
	 許容入力以上の圧力を加えないでください，許容入力以上の圧力を加えると、
物理的爆発などにより、人体や周辺機器に対し危険が生じる可能性があります。

ケースの取り外し・分解・改造の禁止
	 当社のサービスマン以外は、本機器のケースの取り外し、分解、または改造し
ないでください。

ガス中での使用
	 本機器は防爆構造ではありません。
	 可燃性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では、本機器を動作させないでく
ださい。そのような環境下で本機器を使用することは大変危険です。

設置または使用する場所
・	 本機器は保護等級 IP54 に準拠しています。保護等級を超えるような場所に本
機器を設置しないでください。

	 注　　意
・	 本機器を運搬、取扱うときは、振動や落下等の衝撃を与えないでください。
・	 本機器を使用しないときは、圧力入力接続口とケーブル接続端子にキャップを
付けてください。

・	 本機器に加えている圧力を急激に下げると、本機器内部が結露して故障の原因
になることがあります。圧力を変更する場合は、結露しないように徐々に変更
してください。

クリーニングするときの注意
・	 本機器の圧力入力接続口のクリーニングに、CA700 用の洗浄ユニット 91040、
91041 を使用しないでください。

・	 本機器の圧力入力接続口から、圧力を検出するダイアフラムが見えます。クリー
ニングするときは、ダイアフラムに触れないように十分注意してください。

・	 ケースをクリーニングするときは、中性洗剤か水に浸した布で拭いてください。
研磨剤や有機溶剤は使用しないでください。

使用環境の制限
本製品はクラスＡ	(	工業環境用 )	の製品です。家庭環境においては、無線妨害を
生ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となる
ことがあります。

PM100
外部圧力センサー
ユーザーズマニュアル
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廃電気電子機器
	 (EU	WEEE	指令は EEA*	で、	UK	WEEE	規則は UK	で有効です。)

	 この製品はWEEE	指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電
気電子製品を各国内の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示し
ます。	EEA	または UK	で製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご
連絡ください。

	 *	EEA:	European	Economic	Area

欧州圧力機器指令
本機器は、欧州圧力機器指令 (PED(Pressure	Equipment	Directive)) における SEP(Sound	
Engineering	Practice) 製品です。

EEA	内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA	内で本製品の当社認定代理人 (AR)	を務めます。横河ヨー
ロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先 (PIM	113-01Z2)	をご覧ください。

本機器の廃棄について
	 本機器を廃棄するときは、廃棄する国、地域の法令に従って廃棄してください。

概要
本機器は、圧力キャリブレータ CA700 に接続して使用する圧力センサーです。
本機器のレンジの設定方法や CA700 での使用方法については、CA700 の取扱説明書をご
覧ください。

取扱上の注意
保管場所
次のような場所を避けて保管してください。
・	 保存温湿度範囲を超えるような場所
・	 直射日光の当たる場所や熱発生源の近く
・	 屋外、雨や水のあたる場所
・	 油煙、湯気、ほこり、腐食性ガスなどの多い場所
・	 機械的振動の多い場所
・	 不安定な場所
・	 ちり、ゴミ、塩分、鉄分の多い場所
設置場所

	 次の条件に合う場所に設置してください。
	 平坦で水平な場所
	 本機器に内蔵されている圧力センサーを使って圧力測定するときは、左右前後とも
水平な、安定した場所に設置してください。不安定な場所や傾いた場所に設置すると、
正しく圧力を測定できないことがあります。

	 使用場所の高度、周囲温度および周囲湿度
	 次の環境下で使用してください。
	 周囲温度：	 －	10℃～	50℃
	 周囲湿度：	 20％	RH	～	80％	RH、	ただし結露のないこと
	 使用高度：	 2000	m	以下

Note
・	 精度のよい測定をするには、23℃±	3℃で使用してください。
・	 周囲の湿度が 30％以下の場所で使用する場合は，静電気防止マットなどを使用して，静電気
の発生を防いでください。

・	 温度、湿度の低い場所から高い場所への移動や、急激な温度変化があると、結露することがあ
ります。このようなときは、周囲の温度に 1	時間以上慣らしてから使用してください。

各部の名称

	

キャップキャップフォルダ ケーブル接続端子圧力入力接続口

接続

	 警　　告
・	 本機器に加圧する前に、適切に配管されていることを確認してください。適切
に配管されていないと、気体漏れや液体漏れによりけがをしたり、本機器が損
傷する恐れがあります。

・	 使用後は、圧縮された気体や液体が噴出しないように、十分減圧してから、配
管を外してください。

	 注　　意
本機器のコネクタに配管するときは、本機器の六角部分をスパナなどで固定して
接続してください。スパナを配管側だけにかけて締めると，本器の内部を損傷す
る恐れがあります。

CA700 との接続
	 本機器に付属されている接続ケーブルを使って、本機器のケーブル接続端子と
CA700 の外部センサー接続端子を接続します。

	 接続ケーブルの両端のねじをしっかりと締めてください。ねじが緩んだ状態では
IP54 の仕様を満たしません。

Note
・	 本機器の電源は、接続ケーブルを介して CA700 から供給されます。
・	 本機器は、以下のファームウエアバージョンの CA700 に接続して使用できます。
	 	 16	MPa モデル：1.10 以降
	 	 70	MPa モデル：1.20 以降
	 CA700 の最新のファームウエアは当社のWeb	ページからダウンロードできます。
・	 付属品の接続ケーブルを半径 30	mm以下に曲げないように注意してください。
	 接続ケーブルの断線の原因になります。

圧力入力接続口
1.  配管側のねじ部にシールテープを巻きます。
2.  2	本のスパナを使って、本機器の圧力入力接続口に配管側の変換コネクタをしっかり
取りつけます。

	 	

3. 本機器の圧力入力接続口は、1/2NPT	めねじ (	入力接続仕様 -P3)	です。配管のコネク
タが接続口と合わないときは、付属の変換コネクタを利用してください。

	 91083( 変換コネクタ )：1/8NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：84	MPa)
	 91084( 変換コネクタ )：1/4NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：57.1	MPa)
	 91085( 変換コネクタ )：Rc1/4	めねじに変換 ( 最大使用圧力：57.1	MPa)
	 91086( 変換コネクタ )：1/4NPT	めねじに変換 ( 最大使用圧力：98	MPa)
	 91087( 変換コネクタ )：Rc1/4	めねじに変換 ( 最大使用圧力：98	MPa)

仕様
16MPa モデル
圧力の種類 シールドゲージ圧
測定レンジ 0~7	MPa	sg 0~10	MPa	sg 0~16	MPa	sg
測定表示範囲 ～ 8.4000	MPa ～ 12.0000	MPa ～ 19.2000	MPa
確度 ( 校正後 6ヶ月 )
( ゼロ補正後 *1)

正圧　± (0.02%	of	
reading+2kPa)

正圧　± (0.02%	of	
reading+3kPa)

正圧　± (0.02%	of	
reading+5kPa)

確度 ( 校正後 1年 )
( ゼロ補正後 *1)

正圧　± (0.02%	of	
reading+2.8kPa)

正圧　± (0.02%	of	
reading+3.8kPa)

正圧　± (0.02%	of	
reading+5.8kPa)

表示分解能 0.0001	MPa(0.1	kPa)
許容入力 2.7	kPa	abs ～ 23	MPa	sg
温度の影響 ± (0.001%	of	reading+0.16	kPa)	/	℃以下
姿勢の影響 ゼロ点± 1	kPa 以下
応答時間 *2 2.5	s 以下

70MPa モデル
圧力の種類 シールドゲージ圧
測定レンジ 0～ 25	MPa	sg 0 ～ 50	MPa	sg 0 ～ 70	MPa	sg
測定表示範囲 ～ 30.0000	MPa ～ 60.0000	MPa ～ 77.0000	MPa
確度 ( 校正後 6ヶ月 )
( ゼロ補正後 *1)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+6	kPa)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+10	kPa)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+16	kPa)

確度 ( 校正後 1年 )
( ゼロ補正後 *1)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+9.5	kPa)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+13.5	kPa)

正圧　±	(0.02%	of	
reading+19.5	kPa)

表示分解能 0.0001	MPa(0.1	kPa)
許容入力 2.7	kPa	abs	～	98	MPa	sg
温度の影響 ±	(0.001%	of	reading+0.7	kPa)	/	℃以下
姿勢の影響 ゼロ点±	1	kPa	以下
応答時間 *2 2.5	s 以下

共通
内容積 約 6	cm3
入力接続 1/2NPT めねじ
ウォームアップ時間 約 5分
測定流体 気体及び液体 ( 非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の流体 )

(Directive	2014/68/	EU	Article	13(1)a: で規定されている物質および混合物は
測定対象外 )

測定流体温度 -10 ～ 50℃、ただし液体は 5～ 50℃
圧力センサー シリコンレゾナントセンサ
測定部材質 ダイアフラム：ハステロイ C276 または ASTM	N10276

入力ポート：SUS316L または ASTM	grade	316L
保護等級 IP54
推奨校正周期 1年
接続コネクタ 防水コネクタ
ケーブル⻑ 1	m
外形寸法 112	mm(W) × 75	mm(H) × 148	mm(D)	

ただし入力ポート、突起部除く
質量 約 1.2kg
使用環境条件 温度：-10 ～ 50℃　湿度：20 ～ 80%RH( 結露がないこと )

高度：2000	m 以下
保管環境条件 温度：-20 ～ 60℃　湿度：20 ～ 80%RH( 結露がないこと )
安全規格 適合規格	 EN	61010-1

屋内使用
汚染度２*3

エミッション 適合規格	 EN	61326-1	Class	A、EN55011	Class	A、Group	1
	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC	規制
	 EN55011	Class	A、Group	1
	 韓国電磁波適合性基準 (	한국 전자파적합성기준	)
本製品はクラス A(	工業環境用 )	の製品です。家庭環境においては、無線妨
害を生ずることが	あり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが
必要となることがあります。

イミュニティ 適合規格	 EN61326-1	Class	A	Table	2(	工業立地用 )
	 イミュニティー環境における判定基準 A
	 測定入力：± 20％	of	range 以内

環境規格 *4 欧州 RoHS 指令適合
*1	ゼロ補正条件：大気圧開放
*2	応答時間の測定条件：3.5	MPa から大気圧開放し、0	MPa ± 3.5	kPa 以内に収まるまでの時間
	 ( ただし、入力部は無負荷状態 )
*3	汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するも
のです。汚染度 2	は通常の室内雰囲気 (	非導通性汚染 )	だけに適用されます。

*4	欧州圏以外の環境規制 /	規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問い合わせくだ
さい (PIM	113-01Z2)。

外形図
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指示なき寸法公差は、±3%（ただし10 mm未満は±0.3 mm）とする。


