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ThankyouforpurchasingtheOMRONE5ANtempera-
turecontroller.Readthismanualcarefullybeforeusing
thecontrol【erandaiwayskeepitcloseathandwhilethe
controllerisinuse.
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Fordetailedoperatlnginsiructlons,p)easereferto
theEsANUser'sManual.
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Donota‖owmetalfragmentsorleadwlrescrapstolalllnsldethlsproductＴhIsmaycauseelectr{cshockllreornlallunctlon     (s)
DonotusethlsproductwheresubＬecttoflammableorexploslvegasDαrlosOmaycauseexpbSlon       
Nev6rdlsassemble,repa3rorrnodlfytheproductThlsmayc自useelectrlcshock,flreormalfunctlon  面
CAU了ION-RlskofElectrlcalShocka}DevlcesareOpenType,Lls{edProcessCorltrolEqulpmen|andm]stbernountedＬr)ar)enclosureb)Morethanoned{sconnectsw{tchm自yberequ`redtode-energlzetheequlpmerltbe『OreseMCmg'c}SＬgnalmputsareSELV,1|mlteder)研gyd)Caullon-ToreducenskoHlreor日eclricalshock,Donot|nterconnecttheoUtpu!so「dlfferent問ass2CIζcults.    △
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Tomamヒa|nsafetylntheeventofmalfunc!lonofthetemperaturecontroller、werecommendtaklngsafetymeasures,fOrexampje|nstall|nganexcesslvetemperaturerlsepreventlonalarmonaSepa了atelinelfmall即ctlonprev8ntSc。ntr。1、thFsmayreSultlnamaρra{】CldentDorlonouchtermlnalswhenvol恰ge|SapPl|ed  
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notaVOEded,lsIJkelytoresuitlnmlnorormoderate
enluryorprope祠ydamageReadthiSman岨l
carefulEybeforeusmgtheproduct
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Donotusethtsproductlnthefo‖owmgplaces.
・Placesdireetlysublecttoheatradiatedfromheatlngequipment
●P[acessubjecttosplashingliquidoroilatmosphere.
.Placessubjec"odlrectsurlllght
・Placessublecttodustorcorroslvegas(mPa「tlcula「,sulfldegasa「td
ammonlagas)
・PlacessubjeCttolntensetemperaturechange,
.P|acessubjecttoiClngandcondensation.
■PlacessublecttOVIbratlonandrargeshocks
Use/storew"hlntheratedtemperatureandhu而`d`tyranges
Provideforced-cool旧glfrequred.
Toallowheattoescape,donotblocktheareaaroundtheproduct、
Donotblocktheven"lationho{esorltheprodu《オ,
Besuretowrep囮periywJthcorrectpolarityeftermlnals
Usespec|fiedsize(M3、5,wldth72mmorless)cnmpedterminalsforwiring.
DonotwlrθthetermlnalswhicharenotuSed、
AIIovvasmuchspaceasposslblebetweenthecor"rolleranddevicesthat
generateapOwerfUlhigh・freqUenCyOrSUnOe.
Separatethehlgh-veltageorlarge・currentpowerlmesfromotherf旧es,and
avoldparallelorcommonwlrlngwlththθpowerlineswhenyouarewtrlngto
th∈}termlna|S
Useth|sproductwithintheratedbadandpowersupply
Makesurethattheratedvoltageisattainedvvithintwosecolldsoftummgthe
powerON
(10}Makesurethecontrolterhas30mlnutesormoreforwarmup
(11)Whenexecutlngself-tuning,tumtheloadandtheunitONslmultaneousry,
orturnthefoadONbeforeyoutumthecontrollerON
C12)Aswitcharclrcultbreakershoufdbeprovidedclosetoth`sunlt
TheSwltchorclrcultbreakershouldbewithineasyreachoftheoperator,
andmustbemarkedasadJsconnectingmeansforth`sunlt
(13)lfyouremovethecontrollerfromltscas白,orputthecontroHerlntottscase,
nevertouchnorapplyshocktotheterrninalsandtheeleCtrontcpartsifiside
Makesuretheelectroniccomponentsandthecasearenotcontactedwhen
insertingtheintemalmechanism
(14)Cleaning,DonotusepalntthinnerortheequivalentUsestandardgrade
alcoholtocleantheproduct
●Specifications
Powersupptyvoltage
Opθratirlgfrequency
Operattngvoftagerange
PowerCOnsumpt`on
Sensortnput
Controloutput
Mechanlcallifeofrelay
EiectrEcall‖feofrefay
Controlmethod
Ambienttemperature
Ambienthumrdity
Storagetemperature
Alt`tude
Recernmendedfuse
Weeght
ln$tallationenVi「onment
100』240VACtype
24VACIDCtype
50-60Hz
85to110%oftheratedvo|tage
gVA(AClOO-240V)
5VA{AC24V}
4W(DC24V)
Thermocoupfe,
ptatinumres{stancethe「momet釘,
analoglnput,
lnfraredτhemosensofESlA
RelayハtottagelCurrentoutput
t
lOmill:onoperatlons
`
100、0000perat‖ons
ONIOFForadvancedPID
-10to55。C
(AVOIdfreezingorcondensation)
RH25to85%
-25te65。Cl
{AVαdfreeZiPgorcondensation)I
Max2`000m
"「2A,250VAC,tlme-lag,
10W-breakingcapacily
Apprex、3109{mainuniton【y)
CategolyII,pollutiondegree2
(asperIEC61010-1}
●Dirnensions
DimenSions(mm)
lnthepack.
■Mainunl‡
・Wat8rtightpacktng
・Adapter
●lnstructlonmanual
.Termmalcover
{E5AN・口・5000nly)
Solderlesstermtnalslze、M35
TerminalcoverE53-CO>11
"Whendrawengoutfrom|tscase,pressdownthehookandlurnascrewdrivertoIoosenthe
screwonthelowerpartefthefrontpanet.
●lnstallation
●ConnectioBs(1`heapPEicabiktyoftheelectrEctermtnaEsvarieswiththetypeofmaeh1Re)
lndlVidualmountlng(mm)
WaterproollngISlmPOSSl
b】合WlthSlde・by亀StdeＬn-
sta闘atFonWhenwater-
prooftnglsrequ{r8d,flt
watert'9htpaCklngO∩the
baCkSldeoffrontpanel
Side-by・合idemountlng(mm)
巴映〔
●o⊂-oΦ

.lnsertthemalnunltthrOughthemountmgholglnthepanel〔1・8mm
thlckness)lnsernhernountlngbrackets〔supphed}1川othef|xlng
sb恰locat白dOnthetopandbottomo「therea'case、
●Alternatelytrghtenthetopandbottomscrewsorlthemountlngl《×tures
apPlyir、geqUalpreSSUreahtlleata白meunt`ltheraChetrOtateSl佗e}y
・Whenmorethanenemachmeisinstalled,makesurethattheambt・
enlternperaturedoesnoteXCeedthespec'fledllmlt.
AlafFTtoulput
250VAC3A
{re5…合取veload〕
⊂
RS・232CRS・48S
◎●㎡SO(〕噌一θ(+}
◎◆-PD@-A{一}
{i}4戸SG◎司已Donol
罰
㌔8bgh叫
:「
Pヒ
CTs"E54CTIαE54・CT3
(白vailablesepamtB|y)
・Slncethevojtageoutput(controloutpuOIsnotelectncatlyinsu!atedfromtheintema|Wiring,oneo
otheroftheeontroloutputtermlnatsmustbeleftunearthedwhenusinganearthedglermocoupl`
thermometetorres鵬stanCethermometer.(ConneCtionmakeSmeasurer11entsunreliableduetosneal
currents)
◆PowersupPly.enputl。utpvtlandc。mmunlcatl。nterminals{form。deeswithe。mmunlcati。ns)hav・
baSiCinsu|etronbetweenthem、
WhondoubleiRsu|白tlonsrequ{red,appiysupplelnentaFmsulat↓ondefinsdinIEC60664thatL
SUitableforthemaXimumoperattngvoltageWlthclearancesorsof`dmsvlat`en.
●Namesofpartsonfrontpanel
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■No.1dlsplay
Processvalueorsetdatasymbol
・No.2display
Setpoint,setdataread・outvalueorchanged
‖nputvalue
.UpandDownkeys
Usethekeystochangethevaluesdisplayed
ontheNo2dIsplay
Eachpressof珂keylncrements。radvances
thevaluesdisplayedontheNo2display
Eachpressof図keydecrements。rretumS
thevaluesdlsplayedontheNo2display
・ec/eFtemperature
display
Usedtomdicatethatthe
valuem†hedisplay
relateStotemperature
Determined旧
accordanceWith†he
chosen"Temperature
unR`,sett)ng
F.,eF
ζ=。C
Opera"onmd|cators
・ALMI:Alarml
Llghtsupwhllea|arm1|soperatlng
funcもon、
●ALM2Alarrn2
Lightsupwhllealarm21soperatlng
furtctlOB
◆ALM3:Alarm3
Ltghtsupwhilealarm31soperatlng
funcUon
●HBHeaterburnout
Lightsuptolndicatethatheaterburn-
outhasoccurred
・OUTI
LightsupwhenProeesscontroll
lson;goesoutwhenProces$con・
troElisoff
EsAN-C〔コ[コ[=】typedoesn`thave
thisindicator
・OUT2
LlghtsupwhenProcesscontrol2
ison;goesoutwhenProcesscon'
tro|21soff
・STOP
Lightsupwhenoperationhasstop・
ped.
Lightsupdし1ringcontrotoperation
totnd!catethateventinputor
Run/Stophasbeen$ettostop、
RemainSOUtatallOtkertimeS.
・CMW:ewrlle"controibycommun卜
catlons
Lightsupwhen`lwrite"isenabled;
goesoffwhen"write"isdisabied
}
'
■Operationmenu
●lnputtype
tl
tl
1
●lnitialsettinglevel
controlstopPed'8
●Operatlon】evel
●Adiustmentlevel
        lnputtype       lnput   Settmg  Settlngrange
§詫吉留芒…≧一〇-E屋台言是≡石－i     Plat`numreSlstancelhernlometer  PnOO    0       一200to850{℃)/-300to1500C司
                        1       一1999to50〔}0{℃)/-1999め9000〔"F)
                        2       OOto1000(℃)/00tD2100(^F)
                JPtlOO  3       一1999to50〔}0{亡C)/-1999to9000(シF)
                        4       00to1000{℃)/ODto2100{.F)
        hputtype        1叩ut           
                        Senmg   Se油ngr帥ge
豊≧乱圧合88εるξ      The∫mocouple   K       o       一200to13DO(℃}/-300to23DO(略F〕
                        1       一2αOto5000〔℃)/00to9000(うF)
                」      2       一100to850「,C}/-TOOto1500〔亡F)
                        3       一200to4000(C}/00to7500(.F)
                T       4       一200tD400{`C)/-300tD700(企F)
                        17      一199、9to400.0{℃)/-199、9to700、0{.F)
                E       5       Oto600(.C)/Oto1100〔.F)
                し      6       －fOOto850(℃)/-100to1500(eF)
                u       7       一200to400(℃)/-300to700(繧F)
                        18      一199、9t(>400、0(℃)/-199、9tO7000(.F)
                N       8       一200to1300(C}/-300to2300(OF}
                R       9       Oto1700(℃)/Oto3000〔'F)
                S       10      Oto1700(℃)/Oto3000{.F)
                B       11      100to1800(℃}/300to3200CF)
        lnfraredTherrnosensorESIA       10-70℃ 12      OtogO(℃)/Ob190("F)
                60-120℃        13      Oto120〔℃)/080240{,F)
                115-165℃       14      Oto165〔℃)/Oto320{OF)
                160-260'C       †5     Oto260(℃)/Oto500{OF)
        Ana1091nρut    Oto50mV 16      UsethefollowlngrangeSfOrSCaling'-1999to9999,-1999to9999,VaryDependingon"L","H`'value
●Default=`'0"{bothofinputtypes}
●Aiarms
Settmg  Alarmtype       Ala∫moutp戚functlon    
                Pos巾vea}armvalue{X)lNegal`vealarmvalue(X)      
o       Noalamfunct|on  Outputo町       
†      Dev創|orlupper∫lowe71|m肖      ON→LIH」",'.'OFFSP     VaロWlポL'、Wvalues
2       DeV旧t|onupperl疎t      →`x1●-ONl",二〇FFSP   r/x』ONく、、,、,、OFFSP
3       Dev|atヨonlowerlln1|t   鍾φx」-8胃・斗一       曜X、r8自・⇒一
4       Dev頃tlonupper刈owerrange       rのL.HSr器」誼二SP      VaツWl(パしHvalues
5       DeV旧tlonリPPθrカ◇werlＬmllsta∩dbysequenceON 。,。→LIHヒOFFSP       Va巾Wlth"L'.'Hvalues
6       DeVlatlonupperhmltstandbysequenceON。   →.X4蜘8ξ・一噺た      寸X、..82・一宇
7       De∨1atlonbwerllm¢standbysequenceON    可∨X」-8P・鳳←        一ジx、-8習・⊇L
8       Absolutevalueupperllmlt 一8ド,工o       ・→,ON^,〈,,'OFFO
9       Absol恨eva】uelower!mlt 一8㌫==ゴ_o     8胃,工空_0
tO      Abso回evalueupperIlmlts{andbyse甲enceON ㌔一)】㌫_⊥二上=0      8㌫_昨
11      AbSDIutevaluelowerllmlts[andbysequenceON        』」尋8:,=ごユ_o        ・`㌫ニゴ竺_金
★1UpperandIDwerllmetscanbesetiorparamet白rs1,4andstoprovldefor
dlfferenttypesofaEammThesearemdIcatedby廿1eletter"L.and'tH"
・Default="2"
●Errordisplay(troubleshootlng)
Whenanerrorhasocclirred,theNoldisplayaltematelyindicateserrorcodes
togetherWiththecurrentdispEayitem
こn－と
1PtPしrttype▼3
川揚
ScarmgupperI[mlt
(onlywhenseWnganalogtnput)
§
一7
Lft●L
Scal|ngtowe了　lmst
(onlywhensettinganalog)nput}
d
o§`5L-L§・～口口
ウ冤
§ε百とL§占百∂'
噺屋
§5一戒§5わ∂
∀鳳
§5と§∂n
ウ再
冒ζ§～
サ㈱
●§εイ戸§詔■
申爾
§∂祀u§ひ・'
θ瓢
§脱ξ】§～
†黒
賄とξ～§～
†匝1
§月Lとヨ§～
ユ
De白malPOtnt
{onlywhensett}nganalogtnpil)
・ぴ・F、。1、㈹,'Cば
CF=F
{CStandSiorCelsius,FforFah[enれelt〕
SetpOln軸pperllm陀
SetPOInt]OWefl|m}t
◎NnVFF.an6F
P}D=ρごd
Standardc◎nttロleStAd
1→ealmgandcoohng¢ontrol民}r{.{=
{Seieet獣arlda'daont{olorheatlng
andcpo頁ngcont「elasrequ1耐)
Self・tuロm⑨ON六白O
Self-lun}ngOFF=6声声
CO殖lvlpened(OV1L1)
(UnlttSeconds)
GOnlrO}per{od(OUI」2)
{Unbt'Seconds}
D爵eCIoperatlOn=i…n-d
ReveTseoperatlOR=oノ●←戸
◎IreCtDpetationピThemanJpulated
varl8bleisIncreased|nUnθW{ththeirb・
cro蝦sein!liePV
Revθ馬eope泡t【◎n'Rever3eofDirect
Ope旭tlon
Alarmltype'Spec泊edwlode】SOnly◆3
A1arra2typeSpeClf【edm【}de治orllyg
A}anm3typeSρeoＬfledmodelSOlly;2
lm図se伽91.vel駒ablaslrsers{。spe殉舳rpr白fθr鴇d《)peraト
mgcond61Dns{inpittype,aヒ{mtyp9,00「ltrolmeヒhod,etc)
Holdlコdown
forat]∈∋ast
3seconds
・■
●
昏一己5
§'le
NoldiSPIay
flushes
whenhold
匡コdownfor
morethan
lsecond
→
Hold回down
foratleast
lsecond
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{Ur]ltA戊怜5
u
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、4
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●4
冒τ月!tヨLAIarrnvafee|owerflrait3
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Operatlon|evelshouldnormallybeus∈Xi
durmgopera{}onsProcessvaluecanbe
monitored
Ho「d口arld巨ヨkeys
downforatleastlsecond
●Protectlevel
{
Press口
(lessthan
lsecond)
§宮と
§∂仔
噺園
Aコ「eJcecute二二an
AT剛ce1=∂FF
§ξ紐と
§δF声
†
Comtrft3nlcatlOnw「1腫
◆6
88§
噺
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－L
音画
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wも
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1同PL良Shittlower{[Mlt
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's白nSorE撃てAs●【eCted'
替§。
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§88
§
ρ過量
◆
Froportteriarband
Jn《色9「allitae
{Un砥s鶴s}
dDenv訓・vebme
囎{Unitrsecs}
ρ』西口
5口
⇒
「ね
目O§
ー
●固
鱈
子刀
、ΦnU
F5
ρO
§呂8
(}aol'ngcaeWaft「st・:
き園
Dea曲a"d"、:','
Martua】resetvafロミ)'
(Vnit:%}"こ
菅
'§
月y5'
ξ
、噺頭、
獣舶
§・1
園
Hysteresls(《)U子宝}tsf
Hysterth61s〔PUT2},、
:Adlustmeotlevell${hg.input
'、mσdeforcohtro}andCO「r白ction
$ettlngs
↓
Hotd◎and園keys
downforatleast
3seconds
★3:Refertotheadioiningtab|esfordetailsofinputtypesandabrmtypes、
★4.Appticableonlytomodetswithatarmfunctlons
'5:AppltcableonlytomodelswtththeheaterbumoutaEarmfunction
驚6.App|icableontytomodelswithacommunicationsfunction
吉7:ApplicableOnlytomodelswlthaneventfunctron
・8'ControllerdOSellotoperateduringinitialSe廿ingleveI
(P'ocessw1‖bestopped}
■Otherfunctions
lnadClttiontotheaforementioned,therearealamhysteresi$,
automatlcreturnofdisplaymodeandothersmtheadvanced
settinglevel
Referto"E5ANUseピsManual'`fordetails
Forcommuntcailonsdetails,pleaserefertal'EsAN/EN/CN/GN
communlcatPnsUser'sManual"
巴胡ρと
自u
サ回
目こ£ρと
目
噺翻
OF}e良〕tlon∫ed}Ost「切ent
proteCt
lmtbal/CorTlmUfi{cat{on
protect
UsethefolbwinglくeyOperationsfortransttionbetweenlevels:
Operatlonievel-◎Protect{evel:回◆廷臣lkeysforatleastthreeseconds
eperationleve{→Ad}ustmentlevel:ζコkeyforlessthanonesecond
Operatlonlev6{一◆lrlitialeevel匝]keyforatleastthreeseconds
ＴheValUeSOfgrayedOUtparameterSareSh。WnOnlyWhenSet
●Operatson/Adjustmentprotect
Thefollowingtableshowstherelationshtpbetweenseinngsandprotectltm`tsre|atedto
OperatlonlevelarldAdＬustmentlevel                              
Mode    Settlng                 
        0       1       2       3
Processva如e    ○      ○      ○      ○
SetpOlnt        ◎      ◎      ◎      O
Others  ◎      ◎      ×      ×
AdlustmentleveI ◎      ×      ×      ×
◎O×
:Canbedisptayedorchanged
=Canbedispfayed
=Cannetbedlsplayedandmoveto
otherievelsnotPOSSIbre
NoldlSPIay      邸eamng Ac加n   OutPＬtS1ams    
                        Comro|o咀p虚    A|amou1仙t
～ε'当s剛      lr四1eπor'2    Chockt卜gw`nng△↓InρutSdlscor}neCt`00SSho{tsanかnpり1㎏pe     o芦F    Ope喰'esasaOCve|heしPP2rl`ml1
        A∫Dconvenererror.2     A'terlh会cor〆eclゆno占`npりtemorlomlhepo鴫rOfFlhen』ckONa㊤1内ドlhed`splay■ema`〔5竹05amolneco食lrOIIe'ひリ写1beChaηgedlllhedSPIayIsr6sto73已10AOlmallhenaplObabecヨbsec8nbee湘emalnOlsea1`eclln⊆};hecontpOlSystemChecklor■刈唇rnalnOlse   oρF    OデF
ε〃～{Elt3)    Momoηem【      F"5Ltuξw、卜gpcwp'OFFlhenbackOト2agaml`lhe6Ls惚↓e爾躍㍑1㌫&:1鴇㍑麗{駕念書認霊causecanbeext朗1alnOlsea自ochngIhoconr耐systemCトeckfole囎m剖n615θ     Oト⊂   OFド
Hε'一時杁r;    lnt合malOI佗りltθrめr42                OFF     OFデ
OMRONELECTRONICSLLC
ONECOMMERCEDRIVESCHAUMBURG,IL60173・5302USA
Phone1-847-843-7900FAX1・847・843・7787
EiUROPEANHQ:OMRONEUROPEaV
Wegalaan67・69POBOX132130AAHOOFDDORPTHE
NE…THERLANDS
Phone31^23・5681300FAX31・23-5681388
0MRONASIA'PACIFICPTELTD
83,ClemenceauAvenue,訓1-Ol,UESquare,Slngapore
239920SINGAPORE
Phone65蛤6"835'3011FAX65・6・835・27†1
竺とρと
δ井
目theinputvalueexceedsthedisplayl1MttC-1999〔-1999}to9999{9999))thoughltIswithinlhecontral
renge,[亟〕wヨ韮bedlsp「ayedunder-1999(-1999}and[三≡]above9999(9999).Under愉ese
condltゆns。coAlroloutpUtanda!aπnouEputw3110pera!enormally
Refertol'E5ANVsersManual.fordetallsotconlrolrange.
72:ErrorshownonEyfor"Processvalue/Setpolnt匂,Notshownforother
statUS.
KeylnPUIcanBotbeusedtOmoζ餅y
口rて)tecteddatase(tings
●AＴ(auto◇tunlng)
●ATfortemperatureadlustment
WhenATisrunning,"6nATexcute'`
TocancelAT、select`t6FFATcancel"
●ATexcute∫cancel
i塁tr計1"ン鶯
↑hedisplayreads'`OFF1'afterATIsfinished
「unntng
・NoprotectwhensettoI℃1`
●Default=1`0円
●lnitial/Communicationpretect
LimitstransitiontothetnttialsetttngleveE,CommunicationsettEngleveEantiAdvancedfunctEon
setttngtevel
Settlng 1れltlalsetllnglevel    Commu侃catlonse買'ngbvel
0       Tlansltlonposslbl6(Trans}t`ootoAdvarlcedfonctlon}evelPosslb!e}  tranSltlonPOSSIb}e
'       T'anslhor1ρosslble(Trans}tlontoAdvancedfunctlonlevelno{p(掲s3b|e       tranSttlonpOSSIble
2       丁子anSltlonnOlPOSSIble transltlonnGtpossible
・Detault="1"
●Settingchangeprotect
LimitSChangeSOfSettingbyk白yOperatlOnS.
OFF:K6y◎peratlonscarlbeusedtochangesettings
ON:Keyopelatlonscannotbeusedtochangesettings
(ProteCtleve|settingscanallbechanged)
|
---------------------[End of Page 7046]---------------------
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電子温度調節器
》廟寂寂嵩")日量
㊥
取扱説明書
オムロン製品をお買い上げいただきありがとうござい
ます。この製品を安全に正しく使用していただくために、
お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり、十
分にご理解ください。お読みになった後も、いつも手
元に置いてご使用してください。
オムロン株式会社
◎AIIRightsReserved
詳細な使用方法は別冊「形E5ANユーザー
ズマニュアル」を参照してください。
        {,ハ_…"袖"、(一⌒"一～一・一ぷM…^w－ひ…^…∨・」点鼻..・.            "A
                        
        「通電中は端子に触れないでください.感電の恐れかあり言サ,        △      
        製品の中に金属や道線を入れないでくたさい。              
        感電、火災、故障の原因になります。              
        引火性、爆発性カスのあるところでは、使用しないでください、      ⑤      
        爆発の恐れがありまず、          
        分解したり、値増、改造はしないでください,,感電、火災、故障の原因になります.     ⑤      
        注意感電の危険          
        a)当欄は、オーブノタイプのプロセスコントローラとしてULLIS{`ngの認定を受けていますので盤内でご使         
        周ください.             
        切2つ以上の退勤スイノチ壱こ使用の場合、修理点検前に全てのスイノチをOFFし製品を缶逼雷状態にし            
        τください◇C)僧号入力はSELV、制限回路です、    △      
        d}注意'火災や感電の危機を低成する為、異なるC}ass2回路の出力を内部で接続しないでください.                
        ばカリレーの寿命は、開閉容量、開閉条件により大きく異なるので必サ実使用条件を考領し、定          
        格負荷、電気的寿命回数丙でご使用ください。              
        寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損の恐れがありま噺              
        配線材料1‡銅製で、AWG24]4のより線か、棒線を使用ください、              
        ネジ締めトルクは、†13136N・m(10・121b－円)で締めてくださいc            
        ネジがゆるむと発火および誤動作の恐れがあります?         
        温詞器の各種設定値は、制御対象に合わ七て正しく設定してください。設定内容と制御対象の内容が異なる場合には、音図しない動作により装潰の破損や事故の原因にな}ノます.        ④      
        濃霧器の故障時にも安全なように、別系統で過鼻高防止警報を取り付けるなどの安全対策を行っ          
        てください。            
        故障により制御不能になると、重大な事故につながる恐れがあります.         
        警告.感電や火災の危険度を{氏威するために、占兵農2〔相支子的に汚染物質がない状態に管理さ         
        れた環境}の環境に設置してくださいo              
≦㌻篶il蕊1:誇1業念太めご注意.;遷'鶯。.
ジ
●警告表示の意味
正しい取扱いをしなけれは、この危険のために、時
に軽傷・中程度の傷害をおったり、あるいは物的損
害を受ける恐れがあります。お使いになる前にこの
取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。
■配線
下記用違L使用されろ瑞舎、当社常餐}9当吉ま(こ↓巨談のっλ仕様書なとによりご確認いたたくとともに定格'
性能に対し余裕を持」た使い方や、万一放題があ㌻ても危険を最小に下る安全回路なとの安全対笈を3じてください
S)屋外の用途、}8在的t」化学め汚染あるいは電気臼ζ妨害を被る用途またはカ多日ク
取扱説明書等に完載のない条
fZや頂幽箆での便用
b璃隷鞭謹設請暇儒澱道'航空'輸継嗣繊賊蹴雛装置・あよひ行燃関や個順
腰灘麟灘嬬裁縫慈欝、。テム、、。.。轍峡、。。`
恕1纏縫罐畜壌な嶽讐繋舟摺ぶ,ン.喘新版。、,。,、。。。ア.
1こミ己亘¢a費の容をよくんでごください
女主上の安息
1)下記の環境では使用しないでください。
・加熱機器から輻射熱を直接受けるところ
・水がかかるところ、被油のあるところ
・直射日光が当たるところ
・塵あい、腐食性カス(とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
・温度変化の激しいところ
・氷結、結露の恐れのあるところ
・振動、衝撃の影響が大きいところ
2)周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。必要によ
り、強制冷却してくたさい。
3)放熱を妨げないよう、温調器の周辺をふさがないでくださいG温調器本体の
通風孔はふさがないでください。
4)端子の極性を確認し、正しく配線してください。
5)配線用圧着端子は、指定サイズ(M35、幅72mm以下)のものをご使用く
ださい◇
6)使用しない端子・には何も接続しないでください。
7)強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器から、できるだけ離して
設置して〈ださい。配線は、高電圧、大電流の動力線とは分離して配線して
ください。また、動力線との平行配線や同一配線を避けてください。
8>電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
9)電源投入時には.2秒以内に定格電圧に達するようにしてください。
10)ウォームアンプ時間は30分以上としてください。
11)セルフチvニンクを使用される場合は、温調器と負荷の電源を同時、ある
いは負荷の電源を先に投入してください。
12)作業者がすぐ電源をOFFできるようスイソチまたはサーキットブレーカを設
置し、適切に表示してください。
13)トra-一アウトする場合は、絶対に端子や電子部品に手を触れたり衝撃を与えた
りしないでください。挿入時に電子部品をケ～スに接触させないでください。
14)清掃について:シンナー類{ま使用しないでください。市販のアルコールをご
使用ください。
●仕様
電源電圧
許容電圧変動範囲
消費電力
センサ入力
制御出力
リレーの機械的寿命
リレーの電気的寿命
制御方式
使用周囲温度
使用周囲湿度
保存温度
ズ
ー
ユ
ヒ
度奨
高捲
質量
設置環境
ACtOO'240V、50/601iz
またはAC24V、50/60Hz
lDC24V
定格電圧の85～110%
9VA(ACIOO-240V)
5VA(AC24V}
4W(DC24V}
熱電対、白金測温抵抗体、
アナログ入力、非接触温度センサ
リレー出力AC250V5A{抵抗負荷)
電圧出力DCI2V
十15%,一一20%{40mA)
電流出力DC4-20mA負荷600Ω以1
1,000万回
10万回
2自由度]PIDまたはON/OFF
--10・-55℃
{ただし、氷結、結露しないこと}
宇目ヌ寸湿度25～85%
-25～65℃
{ただし、氷結、結露しないこと)
2.QOOrn以下
丁2A、250VACタイムラグ
低遮断容量
約3fOg(本体のみ)
設置カテゴリll、汚染度2
{iEC6to10・1による)
●外形寸法図
●取付け
●接続(機種によって端子の用途は異なります。)
・外形寸法(単位mm)
購!
』[蓮函
●フロント部の名称
梱包内容
'本体
・防水パノキンt枚
'取付金具2個
・取扱説明書
・端子カバー
(-500タイプにのみ付属}
圧着端子サイズM35
端子カバー(別売)
(珍宝ヒ形E53-COVf1>
個別取付のとき(単位mm)
                924づ8          
                                
                                口
叫囚O騨                         
                1               
                                
                                
密着取付のとき(単位mm)
防水になるように取り
付けるには、本体に防
水パノキンを挿入して
ください。
密着取付時は防水がで
きません。
『
        ㊥o†困o
        
・取り付けば、本体をパネル〈厚さ1～8mm)角穴へ入れ、付属の
取付金具をリアケースの上面および下面の固定溝にはめ込んでくだ
さい。
・上下の取付金具のネジを、交互に少しずつバラノスをとりながら、
ラチェノトが空回レ成するところまで締め付けてください。
'複数個を取り付けて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超え
ないようにご注,竜ください"
イハごント入力RS2ぼ2CRS・4SS
⑪←SDO←日c千)
◎←RD@←A{一}
(〕レ呼－SG(〕卜－Dono1
鹸
●電圧出力く制御出力)は内部回路と電気的に絶縁されていませんので接地タイプの熱電対を使用す
る堪合{‡制御出力端子のいずれかをアースに接続しないでください。(接続しますと回り込み電流{こ
より、測定温度に誤差が発生レます。}
●電源一入カー出カー通信(通信付きの堀合)端子相互間は基礎絶縁です.
二重絶縁が必要な鳩合、蜜間距離や固体絶縁などにより農高使用電圧に適した、IEC60664にて定義
されτいる福助絶縁を施レてください.
・レヘルキー
このキーを押すと、各
レベル間を移行します。
・モードキー
このキーを押すと、表
示内容が変更されます。
・回レベルキーと商モー
ドキーを同時に3秒以
上押すと、プロテクト
レヘルに切り替わりま
す。
・第ほ…示
現在値または設定データの種別を表示します。
・第2表示
目標値、設定データの読出値、変更時の入力値
を表示します。
・ダウンキー/アノブキー
第2表示の値を変更するときに使用します。
国キーを押すごとに、第2表示の値がアンプし
ます。または設定項目が進みます。
き～キーを押すごとに、第2表示の値がダウンし
ます。または設定項目が戻ります。
・℃/.F:温度単位表示
表示されているチータが、
温度の場合に表示します。
表示は選択されている
「温度単位」の設定値
により決定され、「〔」
ならば「℃」、「F」なら
ばf'F」を意味します。
ST動作中には本表示が
点滅します。
動作表示LED
・ALMI:警報1
警報1機能がONのとき、点灯します。
・A{_M2:警報2
警報2機能がONのとき、点灯します。
・ALM3:警毒昼3
警報3機能がONのとき、点灯します。
・HB=ヒータ断出力表示
ヒータ断線が発生したとき、点灯します。
・QUT1:制御出力1
制御出力1がONのとき点灯、OFF
のとき消灯します。
電流出力の場合は常時消灯になり
ます。
・OUT2:制御出力2
制御出力2がONのとき点灯、OFF
のとき消灯します。
・STOP:ストップ
運転停止時に点灯します。
制御中にイベントもしくは「ラ
ン/ストップ」をストップにし
たとき点灯します。
・CMW:通信による書込制御
通信書込が許可(ON)で点灯
禁止{OFF)で消灯します。
■操作メニュー
●入力種別
*1
*t
*1
●初期設定レベル
制御が停止します。
*8
●調整レベル
        入力種別        仕様    設定値  設定範囲
測入温大抵夕抗イ体プ    測温抵抗体      Pt100   0       一200～850(C)/」④)1500(cF)
                        1       一1999～5000{℃)/-1999～9000(ρF)
                        2       00～fOOO(桧C}/00^》2100{へF)
                J臼vOO  3       '1999～500馴0(4C>/-1999～9000(oF)
                        4       0.0～1000(℃)/0馴0～2100(OF}
                                
        入力種別        仕様    設定値  設定範囲
斡電対人カタイブ        熱電対  K       0       一200～1300(℃)/-300～2300("F)
                        1       一20(1～500.0(C)/00～9000(oF)
                」      2       －toO～850{℃)/-100～侍00〈τF}
                        3       一200～400.0{℃)/0.0～7500ぐF)
                ↑      4       一200{400{℃)/・300～ア00("F)
                        17      一1999～400.0(℃)/-1999～7000(つF)
                E…     5       0～600(℃)/0～1100("F)
                し      6       一100～850(C)/-fOO～1500{^F)
                ∪      7       一200～400ぐC)/-300～70DくるF)
                        18      一1999～40αO(℃)/一～999～7000(。F〕
                N       8       一200～1300(℃)/-300～2300(eF)
                R       9       0～f700(C}/0～3000{^F}
                S       10      0～1700(C)/0～3000(吟F戊
                B       刊      10ト1800(℃〉/300～3200(℃F)
        奔接触高度センサ形ESIA  10～70℃        12      0～90(℃)/0～190{。F)
                60司20℃        13      0～120(℃}/O～240(▽F)
                115～f65℃      t4      0～165(℃)/0～320(.F)
                160～260℃      15      O～260{℃)/0～500〔。F)
        γナログ入力    0～50mV 16      スケーリングにより一1999～gggg、-1999～9999の範囲で使用∨
・初期値は両人カタイブとも「0」ですL.
●警報種別
設定値  警報種別        籔報出力機能    
                蜜報値{X)が正1警報値(X)が負     
0       劉罐能なし      出力OFF 
1       上下限  吟」しlH㌔一8告組誤     LHの佃による
2       上限    r・・x」-8㌫一躍=       膿二字
3       下限    画∨Xk-8脊・熱轟        qJX㌔■㌫⇒一
4       上下限範囲      病メし・H叉←8㌫一項一  LHの側入る
5       上下脹待機シーケンス付  →いH」8㌫三梨= LHの佃による
6       上限待機シーケンス付    r・・x、⇒8:・一一誤    一●JX㎏一8P・辛こ
7       下限待機シーケンス付、  ・xべ一㌫隅一   rJX㌔一8P・⇒一
8       絶対値上限      」)領㌫_L工D    A●8㌫」甦=0
9       絶対値下限      ㌫コ螢_ ・●8告遭Lo
To      絶対値上限待機シーケンス付      8㌫「江 a`8告.ユ
1f      絶対値下限待梼シーケンス付      8P,=鑑_0        8斗三主_0
*1:設定値1、4、5は警報種別の上・下限値が個別に設定でき、L,Hで表して
います。
・初期値は「2Jです。
●異常時の表示について(トラブルシューティング)
異常が発生すると、第1表示にエラー内容を表示します。エラー表示によって
エラーの内容を確認し、その内容についての処置をしてください。
荊妻示  興常内容        鎚賢    異常芦の出力秋鯖        
                        苦し御出刀      宝田出力
5ε'〔SE,r〕    入力異常*2      入力の鵠配線断線、短絡ゐよびλ力御見を跨記してくたさい9 OFF     鋭密高品として処理
        AOコンバータ無常字2     λ力異常を確拓後、砲身をλ牡直してくた各L㌔顕示内容が変わらない場合L‡交換が必要です,正常になった場合13ノイスの影安か考えらわるのて.!ノズ〆発生して、・もいか句[閲してくたさい  OFF     OFF
ε㍑hEqll       メモリ異常      ます電源をλれ直してく九さ.㌦表示内容が変わらな.・攻合は交換〃2墓てす"正常になつた堀合●ノノズの影青が考7られるので.ノイズが発生∨ていな.・力賃結してくださ、㌔ OFF     O'F
村εκ'HErd     HB異骨*2                OFF     OFF
"竜人フ鯛*:
u
角⇔スう一リングヒ限練
3けζアナログ入力設k}fのみ〕
スケーリング1・限依
(アナログ入力設定講のみ】
少和文位置
「ア十ログ入力般定時のみ)
ti－鐸霊議長,、。。、、か
に戎定Lまサや)
ON/orvの時∂n6F
PユDのSYρごd
標準制御の枯Stnti
加熱●却制御の時日r£
f栢曄制御またはカ∬熟冷却制御を選択
しまず,}
SkST'kＬV7"a－二胡o鵬・n
OFFcoaさ6F声
制{印周期{◎UTD
〔Ilt{{ピ秒)
1祖脚周期(oUT2;"
〔単位,初
江鋤の時∂r㎡
地動{うの吋er・r
認臨も誤瓢靱÷㌫雛
輸1曄別*3
灘コ稲別‡3
陶艮3酬‡3
初期設定レベルで1ま、入力種別、警報種別、制御
方式等のお宮様のご使用条件を設定します。
§一～5
§〆・u
回キー
3秒以上
r荻示か声産し制陶
が「停止します")
固キー
1秒以上
●運転レベル
ζとヒ_鋤緬モニタ
Sく¥.tte;A}*5
'-5ランの略"un
戸μ百スト/ブ力暗5と6P
'現
用』
`脱走
`肌
脱∂
繁雑C限1博2*4
月と～L融獺俺2*4
荒
肌三
月とヨ
欝報鮫3*4
警報下限値3*4
運転中は通常、運転レベルでご使用くだ
さい。鏡在値についてモニタできます。
口+團キー
1秒以上
↓
◎遍キー
3秒以上
〔
1秒未満
§Nと鰍{の晦
石FFAT中止の問
う翻・
§昂当'・通雛込*も
§'、
§§
墨銭情
口角,
δFS
ビラタ,電翻直モニ'タ
(単花:A)*5・'
'冒'鵠嬬糟出*5
"号圃
『5煕幽・・
∀
『5ρ弓㌔融パ
サ園'"
昏'こ内憂繊入痴醜.・
‖':
氾':'
サ翻・..∵'
,ご縮
'』ポタ
ξd口
、L
:L限}妄誕入力柵工値'
/'(非接触温度モンサ":、
,"選択〕砂.　、・
下線温擾人力矯正値
{非接触侃魔センサ
選択幼)
'"昏
ρ
'邑'日β
週
匿'ξ
§∂ヨ
{.
§
/㎡
§
昭
◆
掴P5ζ'
§娼
θ邑
融#
唱・▼
'も
て
目8§
、
比例帯、ミ'
領分時湘'/、',,1'.
.(樹立:秒)1㌢:'
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調整レ〔ルは、制御を行うため
の段定値や補正値を入力するモー
ドです。
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モード  設定値                  
        o       1       2       3
現在値  O       ○      ○      ○
目標値  ◎      ◎      ◎      O
その他  ◎      ◎      ×      ×
調整レベル      ◎      ×      ×      X
○運転/調整プロデクト
設定値とプロテクト範囲の関係は下の表のとおりです。
◎=表示/変更可能
○:表示可能
×:表示またはレベル移行不可能
*3入力種別と警報種別の項目は、左の表を参照してください。
*4警報2、3がある機種だけ機能します。
*5ヒータ断線警報機能がある機種だけ機能します。
*6通信機能がある機種だけ機能しますc
*7.イベント機能がある機種たけ機能します。
*8:初期設定レベルへ移行すると制御が停止します。
以下の操作で各レベルに移行できます。
運転レベル→プロテクトレヘル:口十芭キー3秒以上
運転レベル→調整レヘル:匝1キー1秒未満
運転レベル→初期設定レベル:固キー3秒以上
グレー表示になっている設定パラメータは、設定により、
表示/非表示となります。
■その他の機能
操作方法で説明している機能の他に警報ヒステリシス、表示
モード自動復帰などの機能が別レベルにあります。詳細は「形
EsAN.1.一ザーズマニュ7ルjを参照してください。通信に
ついては、「形E5AN!EN/CN!GN通信機能ユーザースマ=ユ
アル」を参照してください。
●プロテクトレベル
・設定値「0」のときはプロテクトがかかりません。
・初期値は「0」です。
●初期/通信プロテクト
初期設定レベル、通信設定レベル、高機能設定レベルへの移行を制限します。
.§胡ρと
§叩ρと
入力がXli御可能範囲内で表示可能範囲(-1999(-i999}～999919999))を超えた場合、司999
1-1999)よ↓」4Nさい値は疏、9999(9999}より大きい値1`a「::M;nと表示します、
この表示のときは制御出力および筈報出力ともに正常に動作します。
判御可能範囲についての詳細は「形E5ANユーザーズマニュアル」を参照しτください。
*2:表示がf現在値/目標値」のときだけエラー一表示します。他の状態ではエ
ラー表示しません。
§宮とρと
6FF
プロテクトのかけられた設定データの
キー操作での詮変更を制限します。
●AT(オートチューニング)
・調整レベルのAT
ATを実行するときはfδo:AT実行」、AT実行を中
止したいときは、「6FF:AT中止」を指定してください。
AT終了後、OFFになります。
「AT実行/中止」
,L`、月
月。4
、一/
只日日8
設定値  初期設定レヘル  通信設定レベル
0       移行可能(r高機能設定レヘル移行」表示)   移行可能
1       移行可能(1高機能設定レベル移行」非表示) 移行可能
2       移行不可能      移行不可能
・初期値は「1」です。
●設定変更プロテクト
キー操作での設定変更を制限します。
OFFlキー操作での設定変更可能
ON:キー操作での設定変更不可能
(ただしプロテクトレベルの設定チータは、すべて変更可能)
オムロン株式会社営業統轄事業部
東京都品∫li区大崎1パ1ケトシティ大崎ウエスFタワー14F「Y141-0032)
●営熱_ご用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールにお電話ください
音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください"
フリー=)一－lbフ0120919066
携帯電εき・PHS等移動通信からのお電話は、お手数ですが、
TEL:055-982・5015G為8舌料がかかります)へおかけください"
{技術のお問い合わせ時間】
民営異時間:900～1200/13'00～柏00{土・日・祝祭日は9'OO～1200/1300～":00}
■営莫日:年末年始を除く
上記フり一コール以外↓ご、055・9825000く通話料がかカ、`」ます)
におかけいただくことにより、直接制海機器の技術窓口にっなかりまず,
【営業のお問い合わセ時間1
■営業時間:900～惚00/13.00～1ノ:30(土・E{・祝祭日は休業}
■営業日:土・日・祝祭日/春季・夏季・年末年始を除く
§月と
目∂FF
→
囚
FAXによるお問い合わせば下記をご利用くたさいo
一クニカルセンタあ害様相鼓室FAXO55982・50t
インターソトによるお問い合わせば下記をご利用ください、
!twwfaomfoace
AQ(}ホームベーン
VtWWiNくiOC臼omroncoqsf
あいロせ
納期・価格・修理・サンプノい承認[刮よ貴社のお取引先、または貴社の担当オム寝ン営業員にご相談くださいく
---------------------[End of Page 7047]---------------------
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