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■最新回路設計と新型本安トランス採用による低消費電力化

■DIN レール採用、コンパクト設計モジュール

■チャンネル当たり低コスト実現

■全入力 /出力 / 電源間　3ポート絶縁

■断線と地絡保護検出

■プラグインコネクタ使用により、取付とメンテナンスが容易

■高実装密度

■本質安全防爆設置工事不要

■MTL5000 シリーズと互換性維持

MTL5500seriesシリーズ
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デジタル入力 頁

型式 特徴

MTL5501-SR 1 チャンネル　DI ソリッドステート出力 +LFD アラーム (SIL-3 認定 ) 4P

MTL5510 4 チャンネル　DI ソリッドステート出力 5P

MTL5510B 4 チャンネル　DI 多機能ソリッドステート出力 6P

MTL5511 1 チャンネル　DI リレー出力 7P

MTL5513 2 チャンネル　DI ソリッドステート出力 8P

MTL5514 1 チャンネル　DI リレー出力 +LFD アラーム 9P

MTL5516C 2 チャンネル　DI 切替対応リレー出力 10P

MTL5517 2 チャンネル　DI リレー出力 +LFD アラーム 11P

デジタル出力 頁

型式 特徴

MTL5521 ループ　パワー　ソレノイド　ドライバ　Ⅱ C 12P

MTL5522 ループ　パワー　ソレノイド　ドライバ　Ⅱ B 13P

MTL5523 LED 付ソレノイド　ドライバ 14P

MTL5523V LFD 付ソレノイド　ドライバ　Ⅱ C 15P

MTL5524 スイッチ操作　ソレノイド　ドライバ 16P

MTL5525 スイッチ操作　ソレノイド　ドライバ低電力 17P

MTL5526 2 チャンネル　スイッチ操作リレー 18P

振動及びパルス 頁

型式 特徴

MTL5531 1 チャンネル　振動トランスデューサ用 19P

MTL5532 1 チャンネル　パルス入力用 20P

MTL5533 2 チャンネル　振動トランスデューサ用 21P

アナログ入力 頁

型式 特徴

MTL5541 1 チャンネル　2/3 線式　伝送器リピータ 22P

MTL5541A/AS 1 チャンネル　4 線式　伝送器 ( セパレート電源 ) リピータ 23P

MTL5541S 1 チャンネル　2/3 線式　伝送器リピータ 24P

MTL5544 2 チャンネル　2/3 線式　伝送器リピータ 25P

MTL5544A/AS 2 チャンネル　4 線式　伝送器 ( セパレート電源 ) リピータ 26P

MTL5544S 2 チャンネル　2/3 線式　伝送器リピータ 27P

MTL5544D 2/3 線式　伝送器リピータ　1 入力 2 出力 28P

目　次
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目　次
アナログ出力 頁

型式 特徴

MTL5546 1 チャンネル　4-20mA 高機能絶縁ドライバ +LFD 29P

MTL5546Y 1 チャンネル　4-20mA 高性能絶縁ドライバ +oc LFD 30P

MTL5549 2 チャンネル　4-20mA 高性能絶縁ドライバ +LFD 31P

MTL5549Y 2 チャンネル　4-20mA 高性能絶縁ドライバ +oc LFD 32P

火災検出インターフェース 頁

型式 特徴

MTL5561 2 チャンネル　ループパワー　火災・煙探知機器 33P

温度入力 頁

型式 特徴

MTL5575 1 チャンネル　温度変換器、測温抵抗体又は熱電対＋アラーム 34P

MTL5576-RTD 2 チャンネル　温度変換器　測温抵抗体 35P

MTL5576-THC 2 チャンネル　温度変換器　熱電対 36P

MTL5581 1 チャンネル　ミリボルト / 熱電対用アイソレータ 37P

MTL5582 1 チャンネル　絶縁型抵抗リピータ 38P

一般 頁

型式 特徴

MTL5599 ダミーバリア 39P

MTL5500 共通仕様 39P

アクセサリ 40P

電源渡り配線用パワーバスキット（PB-8T,16T,24T,32T） 41P

ご注文方法 41P

MPA5500 AC 電源アダプタ 42P

PCS45/PCL45USB MTL 温度変換器コンフィグレータ 42P

MTL5500 エンクロージャ 43P

本安バリアについて 44P

危険場所における単純機器の定義 44P

本質安全防爆システム構造及び機器組み合わせ条件 45P

本質安全防爆について 46P

防爆バリアに関する工事指針について 48P
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4k

リーク

0.92

Line fault
detection

リップル

地絡検出ユニット、MTL4220接続用端子3も備えています。

LFD（配線異常）検出

の範囲

緑色：電源ON表示
黄色：出力ON表示
赤色：配線異常ON表示

オープンコレクタ又はロジックドライブ接点可

14 15
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detection

リップル

地絡検出ユニット、MTL4220接続用端子3も備えています。

LFD（配線異常）検出

の範囲

緑色：電源ON表示
黄色：出力ON表示
赤色：配線異常ON表示

オープンコレクタ又はロジックドライブ接点可

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

負荷設置場所
　Zone 0,IIC,T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1,Group A, 危険場所

危険場所出力
　最小出力電圧：12.8V(@48mA)

　最大出力電圧：24V(180Ω出力インピーダンス)

　電流制限：48mA

出力リップル
　＜0.5%P-P最大出力

制御入力
　24Vロジックドライブ用

　出力ON：制御入力＞18Vの時

　出力OFF：制御入力＜5Vの時

　最大制御入力電圧：28V

　最大制御システム出力リーク電流：0.5mA

応答時間
　100ms内に最終値の10%以内の数値を出力

LFD(配線異常)検出機能
　 フィールド側配線の開回路又は短絡時、断線信号ON

　 フィールド側回路インピーダンスが55Ω~4kΩの時、

LFDトランジスタOFF

LFD(配線異常)特性
　OFF時最大電圧：35V

　OFF時最大リーク電流：10μA

　ON時最大電圧降下：2V

　ON時最大電流：50mA

　*この機能には信号プラグHAZ1-3が必要です。

LED表示
　緑色：電源ON時

　黄色：出力ON時

　赤色：LFD(配線異常検出)時ON

最大消費電流
　100mA(24Vdcにて)

モジュール内の発熱電力
　1.2W標準ソレノイドバブル(ON時)

　2.0W最大

安全保持定格
　 Uo=25V　Io=147mA　Po=0.92W
　Um=253V rms又はdc

MTL5523V ソレノイド、警報用ドライバ
LFD（配線異常）検出機能付 IIC 対応

MTL5523V は危険場所の機器を安全場所側の電圧信号により操作します。 ソレノイドバルブなどの負荷

を駆動するのに適しています。 配線異常検出 (LFD) 機能を使用しますと、 いかなる出力状態でも、 短

絡又は断線時、 安全場所側ソリッドステートが励磁されます。 地絡検出ユニット、 MTL4220 接続用端子

3 も備えています。

■結線ブロック

　最小出力電圧 等価回路

■結線ブロック

端子番号 機能

1 出力 -V

2 出力 +V

3 地絡検出用

7 LFD 信号 1-ve

10 LFD 信号 1+ve

11 制御信号 -ve

12 制御信号 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

14 15
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■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。

チャンネル数
　2、全フローティング
制御回路の設置場所
　安全場所
入出力動作特性
　接点・ロジックモード
　　リレー励磁：＜450Ω又は＜1V適用
　　 リレー非励磁：＞5kΩ又は＞2V適用(最大35V)
　ループパワーモード
　　リレー励磁：＞20V
　　リレー非励磁：＜17V
電源異常検出
　停電時、出力リレー非励磁
応答時間
　25ms公称
接点(IS回路への接続に適する)
　チャンネルごとに1ポール切替
接点定格
　250Vdc,ISアプリケーション2Aに30V限定
　(無効負荷は抑制できること)
接点寿命予測
　2x107最大IS負荷で稼働
リレー駆動(スイッチ設定表参照)
　 両方のチャンネル対応のループ電源、接点、またはロ

ジック制御のスイッチ選択。
　更なるスイッチ選択”1in2out”モード
LED表示
　緑色：電源ON表示
　黄色：出力ON表示
最大消費電流
　 44mA(@24Vdc),41mA(@20Vdc),60mA(@35Vdc)
モジュール内の発熱電力
　最大1.1W(24Vにて)
安全保持定格(チャンネルごと)
　 単純機器は検討なしにいかなるIS回路へ接続すること

ができます。

MTL5526 2 チャンネル、IS 出力
接点スイッチ操作リレー

MTL5526 は安全場所の 2 つの on-off スイッチまたはロジック信号からの入力信号を 2 つの IS 回路によ

り危険場所に伝達する絶縁バリアです。 アプリケーションには、 IS サウンダーの極性 ( それに従う音 )

の変更、 IS 火災警報の試験、 IS 入力端子が互いに分離していないアナンシエーターへ安全場所信号へ

の移行及びストレイン ・ ゲージ ・ ブリッジのキャリブレーションなどです。 異なる本安防爆回路を接続し

ても安全である場合、 出力リレー接点は非エネルギー蓄積機器であり、 新たに認定を取得することなく、

どんな IS 回路にも接続できる単純機器として認定されています。

■配線端子

■結線ブロック
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MTL5531 振動トランスデューサ
インタフェース

MTL5531 は危険場所設置の振動センサからの信号を安全場所の振動モニタリングシステムに伝達しま

す。

インタフェースは 3 線式渦電流式プローブ及び加速度センサ又は 2 線式電流センサに適合しています。

モジュール上部スイッチにて選択できます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1
センサタイプ
　2又は3線式振動トランスデューサ
信号源の設置場所
　Zone 0,IIC,T4-6危険場所、本安認定品
　Div 1,Group A,危険場所
危険場所入力
　入力インピーダンス
　(端子2&3)：10kΩ
トランスデューサ供給電圧、3線式(端子3&1)

トランスデューサ供給電流、2線式
　　 3.3mA(nom.)、2線式センサ(スイッチにより選択可

能)
信号範囲
　最小電圧–20V、最大–0.5V
DC伝送精度(20℃にて)
　＜±50mV
AC伝送精度(20℃にて)
　0Hz~1kHz：±1%
　1kHz~10kHz：–5%~+1%
　10kHz~20kHz：–10%~+1%
温度係数
　±50ppm / ℃(10~65℃)
　±100ppm / ℃(–20~10℃)
電圧帯域幅
　–3dB at 47kHz(標準)
位相応答
　＜14μs,次と等価：
　　–1℃ (200Hz)
　　–3℃ (600Hz)
　　–5℃ (1kHz)
　  –50℃ (10kHz)
　–100℃ (20kHz)

安全場所出力インピーダンス
　＜20Ω
LED表示
　緑色：電源ON表示
供給電圧
　20~35Vdc
最大消費電流(10mAトランスデューサ負荷)
　96mA(24Vにて)
モジュール内の最大発熱電力
　2W
安全保持定格
　端子3-1
　Uo=26.6V　Io=94mA　Po=0.66W
　Um=253V rms又はdc
　端子3-2
　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)

■結線ブロック

COM
SIG
V-

端子番号 機能

1 入力 v-

2 入力信号

3 共通

11 出力信号 -ve

12 出力信号 OV

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。

チャンネル数
　2、全フローティング
制御回路の設置場所
　安全場所
入出力動作特性
　接点・ロジックモード
　　リレー励磁：＜450Ω又は＜1V適用
　　 リレー非励磁：＞5kΩ又は＞2V適用(最大35V)
　ループパワーモード
　　リレー励磁：＞20V
　　リレー非励磁：＜17V
電源異常検出
　停電時、出力リレー非励磁
応答時間
　25ms公称
接点(IS回路への接続に適する)
　チャンネルごとに1ポール切替
接点定格
　250Vdc,ISアプリケーション2Aに30V限定
　(無効負荷は抑制できること)
接点寿命予測
　2x107最大IS負荷で稼働
リレー駆動(スイッチ設定表参照)
　 両方のチャンネル対応のループ電源、接点、またはロ

ジック制御のスイッチ選択。
　更なるスイッチ選択”1in2out”モード
LED表示
　緑色：電源ON表示
　黄色：出力ON表示
最大消費電流
　 44mA(@24Vdc),41mA(@20Vdc),60mA(@35Vdc)
モジュール内の発熱電力
　最大1.1W(24Vにて)
安全保持定格(チャンネルごと)
　 単純機器は検討なしにいかなるIS回路へ接続すること

ができます。

MTL5526 2 チャンネル、IS 出力
接点スイッチ操作リレー

MTL5526 は安全場所の 2 つの on-off スイッチまたはロジック信号からの入力信号を 2 つの IS 回路によ

り危険場所に伝達する絶縁バリアです。 アプリケーションには、 IS サウンダーの極性 ( それに従う音 )

の変更、 IS 火災警報の試験、 IS 入力端子が互いに分離していないアナンシエーターへ安全場所信号へ

の移行及びストレイン ・ ゲージ ・ ブリッジのキャリブレーションなどです。 異なる本安防爆回路を接続し

ても安全である場合、 出力リレー接点は非エネルギー蓄積機器であり、 新たに認定を取得することなく、

どんな IS 回路にも接続できる単純機器として認定されています。

■配線端子

■結線ブロック
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MTL5531 振動トランスデューサ
インタフェース

MTL5531 は危険場所設置の振動センサからの信号を安全場所の振動モニタリングシステムに伝達しま

す。

インタフェースは 3 線式渦電流式プローブ及び加速度センサ又は 2 線式電流センサに適合しています。

モジュール上部スイッチにて選択できます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1
センサタイプ
　2又は3線式振動トランスデューサ
信号源の設置場所
　Zone 0,IIC,T4-6危険場所、本安認定品
　Div 1,Group A,危険場所
危険場所入力
　入力インピーダンス
　(端子2&3)：10kΩ
トランスデューサ供給電圧、3線式(端子3&1)

トランスデューサ供給電流、2線式
　　 3.3mA(nom.)、2線式センサ(スイッチにより選択可

能)
信号範囲
　最小電圧–20V、最大–0.5V
DC伝送精度(20℃にて)
　＜±50mV
AC伝送精度(20℃にて)
　0Hz~1kHz：±1%
　1kHz~10kHz：–5%~+1%
　10kHz~20kHz：–10%~+1%
温度係数
　±50ppm / ℃(10~65℃)
　±100ppm / ℃(–20~10℃)
電圧帯域幅
　–3dB at 47kHz(標準)
位相応答
　＜14μs,次と等価：
　　–1℃ (200Hz)
　　–3℃ (600Hz)
　　–5℃ (1kHz)
　  –50℃ (10kHz)
　–100℃ (20kHz)

安全場所出力インピーダンス
　＜20Ω
LED表示
　緑色：電源ON表示
供給電圧
　20~35Vdc
最大消費電流(10mAトランスデューサ負荷)
　96mA(24Vにて)
モジュール内の最大発熱電力
　2W
安全保持定格
　端子3-1
　Uo=26.6V　Io=94mA　Po=0.66W
　Um=253V rms又はdc
　端子3-2
　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)

■結線ブロック

COM
SIG
V-

端子番号 機能

1 入力 v-

2 入力信号

3 共通

11 出力信号 -ve

12 出力信号 OV

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

18 19



MTL5532 パルスアイソレータ
パルス及び 4/20mA 電流出力

MTL5532 は危険場所設置の接点スイッチ、 近接スイッチ、 電流パルス、 電圧パルス伝送器からのパル

ス信号を安全場所に伝達します。

パルスを安全場所にリピートすることで、 パルスレートを高く、 応答時間を短くすることが可能です。 周波

数に比例したアナログ信号を出力し、 リレー出力でアラーム機能も設定でききます。 設定には PC を使用

します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1、フローティング
センサタイプ
　近接スイッチ(NAMUR/BSEN60947–5–6：2001)
　2線又は3線式電圧又はパルス伝送器
接点スイッチ設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
近接スイッチ(近接検出器又は伝送器)設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6危険場所、本安認定品
　Div 1, Group A, 危険場所
危険場所入力
　スイッチ入力
　スイッチ閉の時、出力ON
　近接スイッチ入力：
　 励起電圧：7.0v-9.0Vdc、出力インピーダンス：1kΩ、

標準
　リレー励磁：＞2.1mA(＜2kΩ)
　リレー非励磁：＜1.2mA(＞10kΩ)
　スイッチングヒステリシス：0.2mA(650Ω)、標準
　*BSEN60947-5-6：2001規格準拠(NAMUR)
　電流パルス入力：
　伝送器供給電圧：16.5Vdc(20mAの時)
　短絡電流：24mA
　 出力ON：＞9.0mA、出力OFF＜7.0mA
　スイッチングヒステリシス：0.5mA
　電圧パルス入力
　入力インピーダンス：＞10kΩ
　スイッチングポイント電圧(Vsp)：3,6又は12V標準
　(ユーザ選択：モジュール上部スイッチにて)
　出力：Vin＞Vsp=ON,Vin＜Vsp=OFF
　スイッチングヒステリシス：100mv+(0.1xVsp)標準
安全場所パルス出力
　最大遅延時間：10μs　
　OFF時最大電圧：35V
　OFF時最大リーク電流：10μA
　ON時最大抵抗：25Ω
　ON時最大電流：50mA
　電源異常時出力OFF
　【注】 LFD信号用トランジスターは、誘導負荷に対し

てツェナーダイオードで保護されます。
安全場所電流出力
　入力把握遅延時間：2信号間(5msmin.)
　信号範囲：4～20mA
　最大最低範囲：0～22mA
　負荷抵抗：0～450Ω@20mA
　出力抵抗：＞1MΩ
　リップル：＜50μAp-p値

　精度：20μA以下(20℃にて)
　温度ドリフト：＜1μA / ℃
　立ち上がり時間(10%～90%,ステップ変化後)：60ms
アラーム出力
　アラーム時にリレーON、0.5A@最大DC35V
パルス幅
　高：10μsmin
　低：10μsmin
周波数範囲
　0～50kHz–パルス出力モード
　0～10KHz–アナログ出力
LED表示
　緑色：電源ON表示
　黄色：出力ON表示
　赤色：配線異常又はエラー時点滅
最大消費電流
　65mA(24Vdcにて)
　70mA(20Vdcにて)
　55mA(35Vdcにて)
モジュール内の発熱電力
　最大1.35W(24Vにて)
　最大1.75W(35Vにて)
安全保持定格(Um=253V rms又はdc)
　端子2-1&6-1
　　Uo=10.5V　Io=14mA　Po=37mW
　端子4-3&1
　　Uo=28V　Io=93m　APo=651mW
　端子3-1
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V
以下が条件です。

　端子5-4&1
　　Vmax≤28V、Imax≤94mA、Pmax≤0.66W
コンフィギュレータ
　　 PCL45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメー

タを設定

■結線ブロック

20 21

MTL5533 2 チャンネル、振動トランスデューサ インタフェース

MTL5533 は危険場所設置の振動センサからの信号を安全場所の振動モニタリングシステムに伝達しま

す。 3 線式渦電流式プローブ及び加速度センサ又は 2 線式電流センサに適合しています。 モジュール上

部スイッチにて選択できます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2
センサタイプ
　2又は3線式振動トランスデューサ
信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品
　Div 1, Group A, 危険場所
危険場所入力
　入力インピーダンス
　　(端子 2 & 3, 5 & 6)：10kΩ
トランスデューサ供給電圧、3線式
　　(端子3 & 1、6 & 4)

トランスデューサ供給電圧、2 線式
　　�3.3mA (nom.)、2線式センサ(スイッチにより選択

可能)
信号範囲
　最小 –20V, 最大 –0.5V
DC伝送精度(20℃にて)
　＜±50mV
AC 伝送精度(20℃にて)
　0Hz ～ 1kHz： ±1%
　1kHz ～ 10kHz： –5% ～ +1%
　10kHz ～ 20kHz： –10% ～ +1%
温度係数
　±50ppm / ℃ 　(10 ～ 65℃)
　±100ppm / ℃　 (–20 ～ 10℃)
電圧帯域幅
　–3dB at 47kHz (標準)
位相応答
　＜14μs, 次と等価：
　　–1° (200Hzにて)
　　–3° (600Hzにて)
　　–5° (1kHzにて)
　  –50° (10kHzにて)
　–100° (20kHzにて)

安全場所出力インピーダンス
　＜20Ω
LED 表示
　緑色：電源ON 表示
供給電圧
　20 ～ 35V dc
最大消費電流(10mAトランスデューサ負荷/ch)
　130mA(24Vにて)
モジュール内の最大発熱電力
　2.7W 
安全保持定格
　端子 3-1 & 6-4
　　Uo=26.6V　Io=94mA　Po=0.66W　
　　Um=253V rms又はdc
　端子 3-2 & 6-5
　　非エネルギー貯蔵機器
　　(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)

■結線ブロック

COM
SIG
V-

COM
SIG
V-

端子番号 機能

1 Ch1 入力 v-　

2 Ch1 入力信号

3 Ch1 共通　　

4 Ch2 入力 v-　

5 Ch2 入力信号

6 Ch2 共通　　

8 Ch2 出力信号 -ve

9 Ch2 出力信号 0V　

11 Ch1 出力信号 -ve　

12 Ch1 出力信号 OV　

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

20 21



MTL5532 パルスアイソレータ
パルス及び 4/20mA 電流出力

MTL5532 は危険場所設置の接点スイッチ、 近接スイッチ、 電流パルス、 電圧パルス伝送器からのパル

ス信号を安全場所に伝達します。

パルスを安全場所にリピートすることで、 パルスレートを高く、 応答時間を短くすることが可能です。 周波

数に比例したアナログ信号を出力し、 リレー出力でアラーム機能も設定でききます。 設定には PC を使用

します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1、フローティング
センサタイプ
　近接スイッチ(NAMUR/BSEN60947–5–6：2001)
　2線又は3線式電圧又はパルス伝送器
接点スイッチ設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
近接スイッチ(近接検出器又は伝送器)設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6危険場所、本安認定品
　Div 1, Group A, 危険場所
危険場所入力
　スイッチ入力
　スイッチ閉の時、出力ON
　近接スイッチ入力：
　 励起電圧：7.0v-9.0Vdc、出力インピーダンス：1kΩ、

標準
　リレー励磁：＞2.1mA(＜2kΩ)
　リレー非励磁：＜1.2mA(＞10kΩ)
　スイッチングヒステリシス：0.2mA(650Ω)、標準
　*BSEN60947-5-6：2001規格準拠(NAMUR)
　電流パルス入力：
　伝送器供給電圧：16.5Vdc(20mAの時)
　短絡電流：24mA
　 出力ON：＞9.0mA、出力OFF＜7.0mA
　スイッチングヒステリシス：0.5mA
　電圧パルス入力
　入力インピーダンス：＞10kΩ
　スイッチングポイント電圧(Vsp)：3,6又は12V標準
　(ユーザ選択：モジュール上部スイッチにて)
　出力：Vin＞Vsp=ON,Vin＜Vsp=OFF
　スイッチングヒステリシス：100mv+(0.1xVsp)標準
安全場所パルス出力
　最大遅延時間：10μs　
　OFF時最大電圧：35V
　OFF時最大リーク電流：10μA
　ON時最大抵抗：25Ω
　ON時最大電流：50mA
　電源異常時出力OFF
　【注】 LFD信号用トランジスターは、誘導負荷に対し

てツェナーダイオードで保護されます。
安全場所電流出力
　入力把握遅延時間：2信号間(5msmin.)
　信号範囲：4～20mA
　最大最低範囲：0～22mA
　負荷抵抗：0～450Ω@20mA
　出力抵抗：＞1MΩ
　リップル：＜50μAp-p値

　精度：20μA以下(20℃にて)
　温度ドリフト：＜1μA / ℃
　立ち上がり時間(10%～90%,ステップ変化後)：60ms
アラーム出力
　アラーム時にリレーON、0.5A@最大DC35V
パルス幅
　高：10μsmin
　低：10μsmin
周波数範囲
　0～50kHz–パルス出力モード
　0～10KHz–アナログ出力
LED表示
　緑色：電源ON表示
　黄色：出力ON表示
　赤色：配線異常又はエラー時点滅
最大消費電流
　65mA(24Vdcにて)
　70mA(20Vdcにて)
　55mA(35Vdcにて)
モジュール内の発熱電力
　最大1.35W(24Vにて)
　最大1.75W(35Vにて)
安全保持定格(Um=253V rms又はdc)
　端子2-1&6-1
　　Uo=10.5V　Io=14mA　Po=37mW
　端子4-3&1
　　Uo=28V　Io=93m　APo=651mW
　端子3-1
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V
以下が条件です。

　端子5-4&1
　　Vmax≤28V、Imax≤94mA、Pmax≤0.66W
コンフィギュレータ
　　 PCL45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメー

タを設定

■結線ブロック
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MTL5533 2 チャンネル、振動トランスデューサ インタフェース

MTL5533 は危険場所設置の振動センサからの信号を安全場所の振動モニタリングシステムに伝達しま

す。 3 線式渦電流式プローブ及び加速度センサ又は 2 線式電流センサに適合しています。 モジュール上

部スイッチにて選択できます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2
センサタイプ
　2又は3線式振動トランスデューサ
信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品
　Div 1, Group A, 危険場所
危険場所入力
　入力インピーダンス
　　(端子 2 & 3, 5 & 6)：10kΩ
トランスデューサ供給電圧、3線式
　　(端子3 & 1、6 & 4)

トランスデューサ供給電圧、2 線式
　　�3.3mA (nom.)、2線式センサ(スイッチにより選択

可能)
信号範囲
　最小 –20V, 最大 –0.5V
DC伝送精度(20℃にて)
　＜±50mV
AC 伝送精度(20℃にて)
　0Hz ～ 1kHz： ±1%
　1kHz ～ 10kHz： –5% ～ +1%
　10kHz ～ 20kHz： –10% ～ +1%
温度係数
　±50ppm / ℃ 　(10 ～ 65℃)
　±100ppm / ℃　 (–20 ～ 10℃)
電圧帯域幅
　–3dB at 47kHz (標準)
位相応答
　＜14μs, 次と等価：
　　–1° (200Hzにて)
　　–3° (600Hzにて)
　　–5° (1kHzにて)
　  –50° (10kHzにて)
　–100° (20kHzにて)

安全場所出力インピーダンス
　＜20Ω
LED 表示
　緑色：電源ON 表示
供給電圧
　20 ～ 35V dc
最大消費電流(10mAトランスデューサ負荷/ch)
　130mA(24Vにて)
モジュール内の最大発熱電力
　2.7W 
安全保持定格
　端子 3-1 & 6-4
　　Uo=26.6V　Io=94mA　Po=0.66W　
　　Um=253V rms又はdc
　端子 3-2 & 6-5
　　非エネルギー貯蔵機器
　　(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)

■結線ブロック

COM
SIG
V-

COM
SIG
V-

端子番号 機能

1 Ch1 入力 v-　

2 Ch1 入力信号

3 Ch1 共通　　

4 Ch2 入力 v-　

5 Ch2 入力信号

6 Ch2 共通　　

8 Ch2 出力信号 -ve

9 Ch2 出力信号 0V　

11 Ch1 出力信号 -ve　

12 Ch1 出力信号 OV　

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

4/20mA電流リピータ
2線及び 3線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用
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安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

MTL5541A/AS 4/20mA 電流リピータ
4 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用

MTL5541A は、 別個に電源供給された 4/20mA 伝送器に入力を供給します。 HART® 通信対応伝送器

の双方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )対応となっております。

MTL5541AS は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たし

ます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数

　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

危険場所入力
　信号範囲：4～20mA

　最大最低範囲： 1.0～21.5mA

HART®通信用入力インピーダンス
　端子 1, 2：  ＞ 230Ω

最大入力電圧降下
　端子 1, 2：  ＜ 6.6V

　例：伝送器負荷330Ω(20mAの時)

安全場所出力
　信号範囲：4～20mA

　最大最低範囲： 1.0～21.5mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5541A)

　　　通常型伝送器： 0～360Ω

　　　スマート伝送器：  250Ω ±10%

　安全場所負荷 (MTL5541AS)

　　　電流シンク： 最大 600Ω

　　　最大電圧源： 24V DC

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値 (80kHzまで)

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1μA/°C

応答時間
　20ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART®(ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)
　50mA (20V にて)

　45mA (24V にて)

　35mA (35V にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)
　MTL5541A 0.8W @ 24V dc

　MTL5541AS 1.1W @ 24V dc

安全保持定格
　端子 1-2
　Um = 253V rms又はdc.

　 8.6V (ダイオード)、負荷キャパシタンスの計算時、
この電圧を考慮してください。

　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接
続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下

が条件です。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 入力 -ve

2 入力 +ve

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

4/20mA電流リピータ
2線及び 3線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用
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安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

MTL5541A/AS 4/20mA 電流リピータ
4 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用

MTL5541A は、 別個に電源供給された 4/20mA 伝送器に入力を供給します。 HART® 通信対応伝送器

の双方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )対応となっております。

MTL5541AS は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たし

ます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数

　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

危険場所入力
　信号範囲：4～20mA

　最大最低範囲： 1.0～21.5mA

HART®通信用入力インピーダンス
　端子 1, 2：  ＞ 230Ω

最大入力電圧降下
　端子 1, 2：  ＜ 6.6V

　例：伝送器負荷330Ω(20mAの時)

安全場所出力
　信号範囲：4～20mA

　最大最低範囲： 1.0～21.5mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5541A)

　　　通常型伝送器： 0～360Ω

　　　スマート伝送器：  250Ω ±10%

　安全場所負荷 (MTL5541AS)

　　　電流シンク： 最大 600Ω

　　　最大電圧源： 24V DC

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値 (80kHzまで)

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1μA/°C

応答時間
　20ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART®(ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)
　50mA (20V にて)

　45mA (24V にて)

　35mA (35V にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)
　MTL5541A 0.8W @ 24V dc

　MTL5541AS 1.1W @ 24V dc

安全保持定格
　端子 1-2
　Um = 253V rms又はdc.

　 8.6V (ダイオード)、負荷キャパシタンスの計算時、
この電圧を考慮してください。

　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接
続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下

が条件です。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 入力 -ve

2 入力 +ve

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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5-4＆6

5-4＆6

MTL5541S
MTL5541S は危険場所設置の 2 線式又は 3 線式 4/20mA 伝送器にフローティング電源を供給し、 且つ

4/20mA 信号を安全場所側の負荷にリピートします。 また HART® 通信対応 2 線式伝送器の双方向信号

( ループ電流に重畳 ) に対応しています。 MTL5541S は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での

接続のための電流シンクの役割を果たします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

安全場所負荷抵抗 (MTL5541)
　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

安全場所負荷 (MTL5541S)
　電流シンク： 最大 600Ω

　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器供給電圧： 16.5V(20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2 のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時)
　51mA (24V にて)

モジュール内の発熱電力 (20mA 信号の時)
　MTL5541 0.7W @ 24V dc

　MTL5541S 1.0W @ 24V dc

安全保持定格
　端子2-1&3：
　　Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW　
　　Um = 253V rms又はdc

　端子1-3：
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V以下が条件

です。

安全度水準(SIL)準拠
　�これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 電流入力

2 伝送器電源 +ve

3 共通

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

4/20mA 電流リピータ
2 線及び 3 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用
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2 チャンネル、4/20mA電流リピータ、
2線及び 3線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器
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5-4＆6

5-4＆6

MTL5541S
MTL5541S は危険場所設置の 2 線式又は 3 線式 4/20mA 伝送器にフローティング電源を供給し、 且つ

4/20mA 信号を安全場所側の負荷にリピートします。 また HART® 通信対応 2 線式伝送器の双方向信号

( ループ電流に重畳 ) に対応しています。 MTL5541S は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での

接続のための電流シンクの役割を果たします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

安全場所負荷抵抗 (MTL5541)
　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

安全場所負荷 (MTL5541S)
　電流シンク： 最大 600Ω

　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器供給電圧： 16.5V(20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2 のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時)
　51mA (24V にて)

モジュール内の発熱電力 (20mA 信号の時)
　MTL5541 0.7W @ 24V dc

　MTL5541S 1.0W @ 24V dc

安全保持定格
　端子2-1&3：
　　Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW　
　　Um = 253V rms又はdc

　端子1-3：
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V以下が条件

です。

安全度水準(SIL)準拠
　�これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 電流入力

2 伝送器電源 +ve

3 共通

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

4/20mA 電流リピータ
2 線及び 3 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器用
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2 チャンネル、4/20mA電流リピータ、
2線及び 3線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器
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MTL5544A は、 伝送器がオペレータステーション又はハンドヘルドコミュニケータ (HHC) からの信号を受

けられるように、 別個に電源供給された 4/20mA 伝送器に入力を供給し、 HART® 通信対応伝送器の双

方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )対応となっております。

MTL5544AS は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たし

ます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

危険場所入力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲： 1.0~21.5mA

HART®通信用入力インピーダンス
　端子 1, 2 & 4, 5：  ＞ 230Ω

最大入力電圧降下
　端子 1, 2 & 4, 5：  ＜ 6.6V

　例：伝送器負荷330Ω(20mAの時)

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲： 1.0~21.5mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5544A)

　　通常型伝送器： 0 ～ 360Ω

　　スマート伝送器：  250Ω ±10%

　安全場所負荷 (MTL5544AS)

　　電流シンク： 最大 600Ω

　　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値 (80kHzまで)

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1μA / ℃

応答時間
　20ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)
　70mA (24V にて)

　85mA (20V にて)

　50mA (35V にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)

　MTL5544A 1.5W @ 24V dc

　MTL5544AS 2.0W @ 24V dc

安全保持定格
　端子1-2＆4-5：
　　Um = 253V rms又はdc.

　　 8.6V(ダイオード)、負荷キャパシタンスの計算時、

この電圧を考慮してください。

　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を
接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 

以下が条件です。

■結線ブロック

MTL5544A/5544AS ２チャンネル、4/20mA 電流リピータ、
４線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器

■配線端子
端子番号 機能

1 Ch1 入力 -ve

2 Ch1 入力 +ve

4 Ch2 入力 -ve

5 Ch2 入力 +ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve
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MTL5544S
MTL5544は危険場所設置の2つの 2線式又は 3線式 4/20mA伝送器 (HART® 通信対応 )にフローティ

ング電源を供給し、且つ4/20mA信号を安全場所側にリピートします。またスマート伝送器の双方向スマー

ト信号 (4/20mAのループ電流に重畳 )に対応しています。MTL5544Sは負荷電流を駆動するのではなく、

安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5544)

　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

　安全場所負荷 (MTL5544S)

　電流シンク： 最大 600Ω

　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器電圧： 16.5V (20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2 及び4 & 5のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)

　96mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)

　MTL5544 1.4W @ 24V dc

　MTL5544S 1.9W @ 24V dc

安全保持定格(各チャンネル)
　端子 2-1 & 3,5-4 & 6：
　　 Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW
　　Um = 253V rms又はdc

　端子 1-3 & 4-6：
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 

以下が条件です。

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

2 チャンネル、4/20mA 電流リピータ、
2 線及び 3 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器

端子番号 機能

1 Ch1 電流入力

2 Ch1 伝送器電源 +ve

3 Ch1 共通

4 Ch2 電流入力

5 Ch2 伝送器電源 +ve

6 Ch2 共通

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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MTL5544A は、 伝送器がオペレータステーション又はハンドヘルドコミュニケータ (HHC) からの信号を受

けられるように、 別個に電源供給された 4/20mA 伝送器に入力を供給し、 HART® 通信対応伝送器の双

方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )対応となっております。

MTL5544AS は負荷電流を駆動するのではなく、 安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たし

ます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

危険場所入力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲： 1.0~21.5mA

HART®通信用入力インピーダンス
　端子 1, 2 & 4, 5：  ＞ 230Ω

最大入力電圧降下
　端子 1, 2 & 4, 5：  ＜ 6.6V

　例：伝送器負荷330Ω(20mAの時)

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲： 1.0~21.5mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5544A)

　　通常型伝送器： 0 ～ 360Ω

　　スマート伝送器：  250Ω ±10%

　安全場所負荷 (MTL5544AS)

　　電流シンク： 最大 600Ω

　　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値 (80kHzまで)

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1μA / ℃

応答時間
　20ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)
　70mA (24V にて)

　85mA (20V にて)

　50mA (35V にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)

　MTL5544A 1.5W @ 24V dc

　MTL5544AS 2.0W @ 24V dc

安全保持定格
　端子1-2＆4-5：
　　Um = 253V rms又はdc.

　　 8.6V(ダイオード)、負荷キャパシタンスの計算時、

この電圧を考慮してください。

　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を
接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 

以下が条件です。

■結線ブロック

MTL5544A/5544AS ２チャンネル、4/20mA 電流リピータ、
４線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器

■配線端子
端子番号 機能

1 Ch1 入力 -ve

2 Ch1 入力 +ve

4 Ch2 入力 -ve

5 Ch2 入力 +ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve
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MTL5544S
MTL5544は危険場所設置の2つの 2線式又は 3線式 4/20mA伝送器 (HART® 通信対応 )にフローティ

ング電源を供給し、且つ4/20mA信号を安全場所側にリピートします。またスマート伝送器の双方向スマー

ト信号 (4/20mAのループ電流に重畳 )に対応しています。MTL5544Sは負荷電流を駆動するのではなく、

安全場所での接続のための電流シンクの役割を果たします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

　安全場所負荷抵抗 (MTL5544)

　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

　安全場所負荷 (MTL5544S)

　電流シンク： 最大 600Ω

　最大電圧源： 24V dc

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器電圧： 16.5V (20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2 及び4 & 5のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流(20mA 信号の時)

　96mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時)

　MTL5544 1.4W @ 24V dc

　MTL5544S 1.9W @ 24V dc

安全保持定格(各チャンネル)
　端子 2-1 & 3,5-4 & 6：
　　 Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW
　　Um = 253V rms又はdc

　端子 1-3 & 4-6：
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 

以下が条件です。

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

2 チャンネル、4/20mA 電流リピータ、
2 線及び 3 線式伝送器用、HART® 通信対応伝送器

端子番号 機能

1 Ch1 電流入力

2 Ch1 伝送器電源 +ve

3 Ch1 共通

4 Ch2 電流入力

5 Ch2 伝送器電源 +ve

6 Ch2 共通

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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ポジショナ

リップル

短絡

MTL5544D
MTL5544D は危険場所設置 2 線式又は 3 線式 4/20mA 伝送器にフローティング電源を供給し且つ

4/20mA 信号を安全場所側の 2箇所にリピートします。

また HART® 通信対応 2線式伝送器の双方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )に対応しています。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

　安全場所負荷抵抗

　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器電圧： 16.5V(20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2出力チャンネル1のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON表示

最大消費電流（20mA 信号の時）
　96mA(24V にて)

モジュール内の発熱電力（20mA 信号の時）
　1.4W @ 24V dc

安全保持定格
　端子2-1&3：
　　  Uo=28V   Io=93mA  Po=651mW  Um = 253V rms又

はdc

　端子1-3：
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下が条件

です。

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 電流入力

2 伝送器電源 +ve

3 共通

8 Ch2　出力 -ve

9 Ch2　出力 +ve

11 Ch1　出力 -ve

12 Ch1　出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

4/20mA 電流リピータ
2 線及び 3 線式伝送器用、1 入力 2 出力 HART® 通信対応伝送器
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ポジショナ

リップル

短絡
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ポジショナ

リップル

短絡

MTL5544D
MTL5544D は危険場所設置 2 線式又は 3 線式 4/20mA 伝送器にフローティング電源を供給し且つ

4/20mA 信号を安全場所側の 2箇所にリピートします。

また HART® 通信対応 2線式伝送器の双方向信号 (4/20mA のループ電流に重畳 )に対応しています。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

伝送器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

安全場所出力
　信号範囲：4~20mA

　最大最低範囲：0~24mA

　安全場所負荷抵抗

　0~360Ω@24mA

　0~450Ω@20mA

　安全場所回路出力抵抗： ＞ 1MΩ

安全場所回路リップル
　＜50μA p-p 値

危険場所入力
　信号範囲：0~24mA(オーバーレンジを含む)

　伝送器電圧： 16.5V(20mAにて)

伝送精度(20℃にて)
　15μA 以下

温度ドリフト
　＜ 0.8μA / ℃

応答時間
　50μs内に最終値の10%以内で安定

通信サポート
　HART®通信対応 (端子1 & 2出力チャンネル1のみ)

LED 表示
　緑色：電源ON表示

最大消費電流（20mA 信号の時）
　96mA(24V にて)

モジュール内の発熱電力（20mA 信号の時）
　1.4W @ 24V dc

安全保持定格
　端子2-1&3：
　　  Uo=28V   Io=93mA  Po=651mW  Um = 253V rms又

はdc

　端子1-3：
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下が条件

です。

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

端子番号 機能

1 電流入力

2 伝送器電源 +ve

3 共通

8 Ch2　出力 -ve

9 Ch2　出力 +ve

11 Ch1　出力 -ve

12 Ch1　出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

4/20mA 電流リピータ
2 線及び 3 線式伝送器用、1 入力 2 出力 HART® 通信対応伝送器
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ポジショナ

リップル

短絡
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ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

MTL5546Y
MTL5546Y は安全場所のコントローラからの 4/20mA フローティング信号により危険場所に設置された I/

P ポジショナ ( 又は最大負荷 800 Ω ) を駆動します。 また HART® 通信対応バルブポジショナーのデジ

タル信号による双方向通信が可能です。 リードバック機能を備えたプロセス制御装置はフィールド側配線

の開回路 /短絡を検出できます。 これが生じると、 プリセットレベルまで電流値が下がります。

MTL5546Y は MTL5546 と機能が似ていますが、 MTL5546Y は短絡検出せず、 開回路 ( 断線 ) のみを

検出します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

I/Pポジショナの設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

動作範囲
　4～20mA

デジタル信号帯域幅
　500Hz～10kHz

最大負荷抵抗
　800Ω (16V(20mAにて)

最小負荷抵抗
　90Ω(短絡回路＜50Ω)

出力抵抗
　＞ 1MΩ

最小・最大範囲機能
　最低範囲 = 1mA

　最大範囲 = 24mA (負荷 ≤ 520Ω)

入出力回路リップル
　＜ 40μA peak-to-peak

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1.0μA / ℃

入力特性
フィールド

配線 MTL5546 MTL5546Y

通常 ＜ 6.0V ＜ 6.0V
開回路 ＜ 0.9mA ＜ 0.5mA

短絡回路 ＜ 0.9mA N.A.

応答時間
　100ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時、負荷250Ω)
　35mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力( 20mA 信号の時、負荷250Ω)
　0.8W(24Vにて)

安全保持定格
　Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW
　Um=253V rms又はdc

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

4/20mA、I/P ポジショナ用 HART® 通信対応

■配線端子

ポジショナ

リップル

短絡

30 31

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

30 31



ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

MTL5546Y
MTL5546Y は安全場所のコントローラからの 4/20mA フローティング信号により危険場所に設置された I/

P ポジショナ ( 又は最大負荷 800 Ω ) を駆動します。 また HART® 通信対応バルブポジショナーのデジ

タル信号による双方向通信が可能です。 リードバック機能を備えたプロセス制御装置はフィールド側配線

の開回路 /短絡を検出できます。 これが生じると、 プリセットレベルまで電流値が下がります。

MTL5546Y は MTL5546 と機能が似ていますが、 MTL5546Y は短絡検出せず、 開回路 ( 断線 ) のみを

検出します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

I/Pポジショナの設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

動作範囲
　4～20mA

デジタル信号帯域幅
　500Hz～10kHz

最大負荷抵抗
　800Ω (16V(20mAにて)

最小負荷抵抗
　90Ω(短絡回路＜50Ω)

出力抵抗
　＞ 1MΩ

最小・最大範囲機能
　最低範囲 = 1mA

　最大範囲 = 24mA (負荷 ≤ 520Ω)

入出力回路リップル
　＜ 40μA peak-to-peak

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1.0μA / ℃

入力特性
フィールド

配線 MTL5546 MTL5546Y

通常 ＜ 6.0V ＜ 6.0V
開回路 ＜ 0.9mA ＜ 0.5mA

短絡回路 ＜ 0.9mA N.A.

応答時間
　100ms、最終値200μA以内で安定

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時、負荷250Ω)
　35mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力( 20mA 信号の時、負荷250Ω)
　0.8W(24Vにて)

安全保持定格
　Uo=28V　Io=93mA　Po=651mW
　Um=253V rms又はdc

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC 61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

4/20mA、I/P ポジショナ用 HART® 通信対応

■配線端子

ポジショナ

リップル

短絡

30 31

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

30 31



MTL5549Y
MTL5549Y は安全場所のコントローラからの 4/20mA フローティング信号により危険場所に設置された I/P

ポジショナを駆動します。 また HART® 通信対応 I/P ポジショナのデジタル信号による双方向通信が可能

です。 リードバック機能を備えたプロセス制御装置はフィールド側配線の開回路 (断線 )/ 短絡を検出でき

ます。 これが生じると、 プリセットレベルまで電流値が下がります。 MTL5549Y は MTL5549 と機能が似て

いますが、 MTL5549Y は短絡検出せず、 開回路 (断線 )のみを検出します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

I/Pポジショナの設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

動作範囲
　4 ～ 20mA

デジタル信号帯域幅
　500Hz ～ 10kHz

最大負荷抵抗
　800Ω (16V＠20mA)

最小負荷抵抗
　90Ω(短絡回路＠＜50Ω)

出力抵抗
　＞ 1MΩ

最小・最大範囲機能
　最低範囲 = 1mA

　最大範囲 = 24mA (負荷 ≤ 520Ω)

入出力回路リップル
　＜40μA peak-to-peak

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1.0μA / ℃

入力特性
フィールド

配線 MTL5549 MTL5549Y

通常 ＜�6.0V ＜�6.0V
開回路 ＜�0.9mA ＜�0.5mA
短絡回路 ＜�0.9mA N.A.

応答時間
　100ms、最終値200μA以内で安定

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時、負荷250Ω)
　70mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時、負荷250Ω)
　1.6W(24Vにて)

安全保持定格(各チャンネル)
　Uo=28V　Io=93mA　Po=0.65W
　Um=253V rms又はdc

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

2 チャンネル、4/20mA、
I/P ポジショナ用 HART® 通信対応

端子番号 機能

1

2

11

12

13

14

■配線端子

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

32 33

MTL5561
MTL5561 は危険場所設置の通常型火災 ・ 煙検知器と共に使用するためのループ電源 2 チャンネルイン

タフェースです。

運転中、 検出器のトリガリングの変化が安全場所に電流出力されます。

端子 3 又は 6 と地絡検出ユニットを接続することで、 いずれの配線でも “ノー ・ フェイル” 地絡検出を行

い、 極性反転から入力回路を保護します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2、フローティング、ループパワー

火災・煙検知器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

入力電圧
　6~30V dc

電流範囲
　1~40mA, 標準

零入力安全場所電流(20℃にて)
　(危険場所端子開回路)

　＜ 400μA  Vin = 24V/チャンネル

入力極性保護
　極性反転から入力回路を保護

＂ノー・フェイル＂地絡保護
　 端子 3又は6 と地絡検出ユニットを接続することで可

能 注

　 各チャンネルの1ラインが異常の場合でも、モジュー

ルへの通電は継続されます。

【注】

　1． 2つのチャンネル間の絶縁を維持するには、地絡
検出ユニットをそれぞれ分離する必要がありま

す。

　2． 100μAの地絡検出により、1Hzのリップルが出ま

す。

最小出力電圧 (20℃にて)
　 Vin ≤ 25V： Vout = Vin – (0.38 x 電流 mA) – 2V

　 Vin ＞ 25V： Vout = 22.5V – (0.35 x電流 mA)

最大出力電圧
　28V from 300Ω

伝送精度(20℃にて)
　400μA 以下

温度ドリフト
　＜4μA / ℃ ( 0℃~60℃)

　＜15μA / ℃ (–20℃~0℃)

ステップ入力に対する応答時間
　1.5ms内に最終値の5%以内で安定

モジュール内の発熱電力
　 最大0.7W(24Vにて)(40mA 信号の時)(各チャンネル)

　 最大0.9W(30Vにて)(40mA 信号の時)(各チャンネル)

安全保持定格(各チャンネル)
　 Uo=28V　Io=93mA　Po=0.65W　
　Um=253V rms又はdc

■結線ブロック

2 チャンネル、火災・煙検知器インタフェース

端子番号 機能

1 Ch1 出力 -ve

2 Ch1 出力 +ve

3 Ch1 地絡検出用

4 Ch2 出力 -ve

5 Ch2 出力 +ve

6 Ch2 地絡検出用

8 Ch2 入力 -ve

9 Ch2 入力 +ve

11 Ch1 入力 -ve

12 Ch1 入力 +ve

13 Ch1 電源 -ve

14 Ch1 電源 +ve

■配線端子

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

32 33



MTL5549Y
MTL5549Y は安全場所のコントローラからの 4/20mA フローティング信号により危険場所に設置された I/P

ポジショナを駆動します。 また HART® 通信対応 I/P ポジショナのデジタル信号による双方向通信が可能

です。 リードバック機能を備えたプロセス制御装置はフィールド側配線の開回路 (断線 )/ 短絡を検出でき

ます。 これが生じると、 プリセットレベルまで電流値が下がります。 MTL5549Y は MTL5549 と機能が似て

いますが、 MTL5549Y は短絡検出せず、 開回路 (断線 )のみを検出します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2

I/Pポジショナの設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

動作範囲
　4 ～ 20mA

デジタル信号帯域幅
　500Hz ～ 10kHz

最大負荷抵抗
　800Ω (16V＠20mA)

最小負荷抵抗
　90Ω(短絡回路＠＜50Ω)

出力抵抗
　＞ 1MΩ

最小・最大範囲機能
　最低範囲 = 1mA

　最大範囲 = 24mA (負荷 ≤ 520Ω)

入出力回路リップル
　＜40μA peak-to-peak

通信サポート
　HART® (ハート)通信対応

伝送精度(20℃にて)
　20μA 以下

温度ドリフト
　＜ 1.0μA / ℃

入力特性
フィールド

配線 MTL5549 MTL5549Y

通常 ＜�6.0V ＜�6.0V
開回路 ＜�0.9mA ＜�0.5mA
短絡回路 ＜�0.9mA N.A.

応答時間
　100ms、最終値200μA以内で安定

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流 (20mA 信号の時、負荷250Ω)
　70mA (24V dc にて)

モジュール内の発熱電力(20mA 信号の時、負荷250Ω)
　1.6W(24Vにて)

安全保持定格(各チャンネル)
　Uo=28V　Io=93mA　Po=0.65W
　Um=253V rms又はdc

安全度水準(SIL)準拠
　 これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証

されています。データについてはMTLのウェブサイト
をご覧ください。

■結線ブロック

2 チャンネル、4/20mA、
I/P ポジショナ用 HART® 通信対応

端子番号 機能

1

2

11

12

13

14

■配線端子

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

32 33

MTL5561
MTL5561 は危険場所設置の通常型火災 ・ 煙検知器と共に使用するためのループ電源 2 チャンネルイン

タフェースです。

運転中、 検出器のトリガリングの変化が安全場所に電流出力されます。

端子 3 又は 6 と地絡検出ユニットを接続することで、 いずれの配線でも “ノー ・ フェイル” 地絡検出を行

い、 極性反転から入力回路を保護します。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2、フローティング、ループパワー

火災・煙検知器の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所、本安認定品

　Div 1, Group A, 危険場所

入力電圧
　6~30V dc

電流範囲
　1~40mA, 標準

零入力安全場所電流(20℃にて)
　(危険場所端子開回路)

　＜ 400μA  Vin = 24V/チャンネル

入力極性保護
　極性反転から入力回路を保護

＂ノー・フェイル＂地絡保護
　 端子 3又は6 と地絡検出ユニットを接続することで可

能 注

　 各チャンネルの1ラインが異常の場合でも、モジュー

ルへの通電は継続されます。

【注】

　1． 2つのチャンネル間の絶縁を維持するには、地絡
検出ユニットをそれぞれ分離する必要がありま

す。

　2． 100μAの地絡検出により、1Hzのリップルが出ま

す。

最小出力電圧 (20℃にて)
　 Vin ≤ 25V： Vout = Vin – (0.38 x 電流 mA) – 2V

　 Vin ＞ 25V： Vout = 22.5V – (0.35 x電流 mA)

最大出力電圧
　28V from 300Ω

伝送精度(20℃にて)
　400μA 以下

温度ドリフト
　＜4μA / ℃ ( 0℃~60℃)

　＜15μA / ℃ (–20℃~0℃)

ステップ入力に対する応答時間
　1.5ms内に最終値の5%以内で安定

モジュール内の発熱電力
　 最大0.7W(24Vにて)(40mA 信号の時)(各チャンネル)

　 最大0.9W(30Vにて)(40mA 信号の時)(各チャンネル)

安全保持定格(各チャンネル)
　 Uo=28V　Io=93mA　Po=0.65W　
　Um=253V rms又はdc

■結線ブロック

2 チャンネル、火災・煙検知器インタフェース

端子番号 機能

1 Ch1 出力 -ve

2 Ch1 出力 +ve

3 Ch1 地絡検出用

4 Ch2 出力 -ve

5 Ch2 出力 +ve

6 Ch2 地絡検出用

8 Ch2 入力 -ve

9 Ch2 入力 +ve

11 Ch1 入力 -ve

12 Ch1 入力 +ve

13 Ch1 電源 -ve

14 Ch1 電源 +ve

■配線端子

ポジショナ

リップル

0.65Ｗ

安全度水準（SIL）準拠
　これらのモデルは機能安全規格IEC61508準拠と認証さ
れています。データについてはMTLのウェブサイトをご覧く
ださい。

短絡

32 33



温

測

測

（測温抵抗体入力-応答速度500ms）

コンフィギュレータ
　PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ
　を設定

34 35

温

測

測

（測温抵抗体入力-応答速度500ms）

コンフィギュレータ
　PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ
　を設定

MTL5576RTD
MTL5576RTD は危険場所設置の測温抵抗体 (RTD) からの信号などを 4 ～ 20mA 信号に変換して安全

場所側に出力します。

専用のソフトウエアを使用して、入力タイプ、特性付け、モニタリング、試験及びタッギング設定を行います。

設定には PC を使用します。 MTL5576RTD は 2 線、 3 線式 RTD 入力に対応しております。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2
入力信号源
　2-/3-wire RTDs to BS 60751
　Pt 100, Pt 500, Pt 1000
　Cu-50 & Cu-53
　Ni 100/500/1000  DIN 43760
入力信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
入力信号範囲
　0~400Ω (0~4000Ω Pt & Ni センサ)
入力信号スパン
　10~400Ω (10~1000Ω Pt & Ni センサ)
RTD 励起電流
　200μA 標準
コモンモード除去比
　120dB、240V (50Hz又は60Hzにて)
シリーズモード除去比
　40dB(50Hz又は60Hzにて)
校正精度 (20℃にて)
　(ヒステリシス、非直線性、再現性を含む)
　入力： ± 80mΩ
　出力：  ± 16μA
温度ドリフト (標準)
　入力： ± 7mΩ / ℃
　出力： ± 0.6μA / ℃
校正精度及び温度ドリフトの計算例(RTD 入力)
　スパン： 250Ω
　精度： ±(0.08/250+16/16000) x 100% = スパンの

0.13%
　温度ドリフト： ±(0.007/250x16000+0.6)μA / ℃=±

1.0μA / ℃
バーンアウト機能(センサエラーでの安全運転)
　アップスケール、ダウンスケール又はOFF
出力範囲
　4~20mA、標準、最大360Ω(正、反比例選択可)
応答時間
　設定可能-500ms(ディフォルト値)
　(精度 100/200ms - コンタクトMTL)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示
　黄色：チャンネル状態表示
　赤色：警報表示
最大消費電流 (20mA 信号の時)
　60mA(24Vにて)
モジュール内の発熱電力(20mA信号の時)
　1.4W(24Vにて)
絶縁
　 安全場所、危険場所の回路間、チャンネル間のアイソ

レーション
安全保持定格
　 Um=253V rms又はdc認定書のパラメータ参照
コンフィギュレータ
　 PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ

を設定

■結線ブロック

2 チャンネル、温度変換器
RTD/ ポテンショメーター入力用

端子番号 機能

1 Ch1 RTD 入力 -ve

2 Ch1 RTD 入力 +ve

3 Ch1 3-WIRE RTD 入力 -ve

4 Ch2 RTD 入力 -ve

5 Ch2 RTD 入力 +ve

6 Ch2 3-WIRE RTD 入力 -ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

34 35



温

測

測

（測温抵抗体入力-応答速度500ms）

コンフィギュレータ
　PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ
　を設定

34 35

温

測

測

（測温抵抗体入力-応答速度500ms）

コンフィギュレータ
　PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ
　を設定

MTL5576RTD
MTL5576RTD は危険場所設置の測温抵抗体 (RTD) からの信号などを 4 ～ 20mA 信号に変換して安全

場所側に出力します。

専用のソフトウエアを使用して、入力タイプ、特性付け、モニタリング、試験及びタッギング設定を行います。

設定には PC を使用します。 MTL5576RTD は 2 線、 3 線式 RTD 入力に対応しております。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　2
入力信号源
　2-/3-wire RTDs to BS 60751
　Pt 100, Pt 500, Pt 1000
　Cu-50 & Cu-53
　Ni 100/500/1000  DIN 43760
入力信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
入力信号範囲
　0~400Ω (0~4000Ω Pt & Ni センサ)
入力信号スパン
　10~400Ω (10~1000Ω Pt & Ni センサ)
RTD 励起電流
　200μA 標準
コモンモード除去比
　120dB、240V (50Hz又は60Hzにて)
シリーズモード除去比
　40dB(50Hz又は60Hzにて)
校正精度 (20℃にて)
　(ヒステリシス、非直線性、再現性を含む)
　入力： ± 80mΩ
　出力：  ± 16μA
温度ドリフト (標準)
　入力： ± 7mΩ / ℃
　出力： ± 0.6μA / ℃
校正精度及び温度ドリフトの計算例(RTD 入力)
　スパン： 250Ω
　精度： ±(0.08/250+16/16000) x 100% = スパンの

0.13%
　温度ドリフト： ±(0.007/250x16000+0.6)μA / ℃=±

1.0μA / ℃
バーンアウト機能(センサエラーでの安全運転)
　アップスケール、ダウンスケール又はOFF
出力範囲
　4~20mA、標準、最大360Ω(正、反比例選択可)
応答時間
　設定可能-500ms(ディフォルト値)
　(精度 100/200ms - コンタクトMTL)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示
　黄色：チャンネル状態表示
　赤色：警報表示
最大消費電流 (20mA 信号の時)
　60mA(24Vにて)
モジュール内の発熱電力(20mA信号の時)
　1.4W(24Vにて)
絶縁
　 安全場所、危険場所の回路間、チャンネル間のアイソ

レーション
安全保持定格
　 Um=253V rms又はdc認定書のパラメータ参照
コンフィギュレータ
　 PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ

を設定

■結線ブロック

2 チャンネル、温度変換器
RTD/ ポテンショメーター入力用

端子番号 機能

1 Ch1 RTD 入力 -ve

2 Ch1 RTD 入力 +ve

3 Ch1 3-WIRE RTD 入力 -ve

4 Ch2 RTD 入力 -ve

5 Ch2 RTD 入力 +ve

6 Ch2 3-WIRE RTD 入力 -ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

34 35



MTL5576THC 2 チャンネル、熱電対
mV/THC 入力

MTL5576THCは危険場所設置の温度センサからの低電圧DC信号などを4～20mA信号に変換して安全場

所側に出力します。

専用のソフトウエアを使用して、標準熱電対のリニアライズ、モニタリング、試験及びタッギング設定を行

います。

設定にはPCを使用します。

危険場所での接続には冷接点補償機能が含まれますので、別途発注の必要はありません。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。

チャンネル数
　2
入力信号源
　 熱電対：J,K,T,E,R,S,B 又はN THCs-BS60584 とXK EMF 

入力
入力信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
入力信号範囲
　–75～+75mV
入力信号スパン
　3～150ｍV
冷接点補償
　自動又は手動のどちらか選択
冷接点補償誤差
　≤1.0℃
コモンモード除去比
　120dB、240V (50Hz又は60Hzにて)
シリーズモード除去比
　40dB（50Hz又は60Hzにて）
校正精度 (20℃にて)
　(ヒステリシス、非直線性、再現性を含む)
　入力：　 ±15μV 又は入力値の±0.05%のどちらか大

きい値
　出力：　±16μA
温度ドリフト (標準)
　入力：　入力値の±0.003％/℃
　出力：　±0.6μA/°C
バーンアウト機能（センサエラーによる安全運転）
　アップスケール、ダウンスケール又はOFF
出力範囲
　4～20mA、標準、最大300Ω（正、反比例選択可）
最大負荷抵抗
　300Ω
応答時間
　設定可能: 500ms (ディフォルト値)
　 (100/200msでの精度についてはMTLにご確認くださ

い。)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示
　黄色：チャンネル状態表示
　赤色：警報表示
最大消費電流（20mA 信号の時）
　60mA (24V にて)
モジュール内の発熱電力（20mA 信号の時）
　1.4W (24V にて)
絶縁
　 安全場所、危険場所の回路間、チャンネル間のアイソ

レーション
安全保持定格
　Um=253V rms又はdc認定書のパラメータ参照
コンフィギュレータ
　 PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ

を設定

■結線ブロック

端子番号 機能

1 Ch1 THC/EMF 入力 -ve

3 Ch1 THC/EMF 入力 +ve

4 Ch2 THC/EMF 入力 -ve

6 Ch2 THC/EMF 入力 +ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

36 37

MTL5581
MTL5581 は危険場所に設置された電源からの低電圧 DC 信号を絶縁し、 安全場所の受信器に伝送しま

す。 外部に冷接点補償を用いた熱電対用に設計されています。 上部のスイッチは熱電対バーンアウト又

はケーブル破損の際の安全機能の選択、 第二スイッチにより適宜アップスケール又はダウンスケールオ

ペレーションの選択が出来ます。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1

入力信号源
　直流ミリボルト電源

ミリボルト電源設置場所
　Zone O、IIC T4 ~ T6 危険場所、本安認定

　Div 1, Group A, 危険場所

入力信号範囲
　0~±50mV, overrange to ±55mV

出力抵抗
　60Ω 標準

伝送精度 (20℃にて)
　 リニアリティー及び再現精度は、読み値の0.05% 以

下、若しくは±5μVのいずれか値の大きい方

温度ドリフト
　＜ 2μV / ℃、最大

応答時間
　通常 150μsec内に最終値の10%以内で安定

周波数応答帯域
　dc~4kHz 標準

熱電対のバーンアウト時での安全運転
　 モジュール上部2 つのスイッチによりバーンアウトの

可否及びアップ・ダウンスケールを選択

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流
　最大30mA、20V dc~35V dc

モジュール内の発熱電力
　0.7W 標準 (24V にて)

　0.91W (35V にて)

安全保持定格
　端子 1-2
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下が条件
です。

■結線ブロック

ミリボルト / 熱電対用アイソレータ
低電圧 DC 信号

端子番号 機能

1 THC/EMF 入力 -ve

2 THC/EMF 入力 +ve

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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MTL5576THC 2 チャンネル、熱電対
mV/THC 入力

MTL5576THCは危険場所設置の温度センサからの低電圧DC信号などを4～20mA信号に変換して安全場

所側に出力します。

専用のソフトウエアを使用して、標準熱電対のリニアライズ、モニタリング、試験及びタッギング設定を行

います。

設定にはPCを使用します。

危険場所での接続には冷接点補償機能が含まれますので、別途発注の必要はありません。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。

チャンネル数
　2
入力信号源
　 熱電対：J,K,T,E,R,S,B 又はN THCs-BS60584 とXK EMF 

入力
入力信号源の設置場所
　Zone 0, IIC, T4-6 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
入力信号範囲
　–75～+75mV
入力信号スパン
　3～150ｍV
冷接点補償
　自動又は手動のどちらか選択
冷接点補償誤差
　≤1.0℃
コモンモード除去比
　120dB、240V (50Hz又は60Hzにて)
シリーズモード除去比
　40dB（50Hz又は60Hzにて）
校正精度 (20℃にて)
　(ヒステリシス、非直線性、再現性を含む)
　入力：　 ±15μV 又は入力値の±0.05%のどちらか大

きい値
　出力：　±16μA
温度ドリフト (標準)
　入力：　入力値の±0.003％/℃
　出力：　±0.6μA/°C
バーンアウト機能（センサエラーによる安全運転）
　アップスケール、ダウンスケール又はOFF
出力範囲
　4～20mA、標準、最大300Ω（正、反比例選択可）
最大負荷抵抗
　300Ω
応答時間
　設定可能: 500ms (ディフォルト値)
　 (100/200msでの精度についてはMTLにご確認くださ

い。)

LED 表示
　緑色：電源ON 表示
　黄色：チャンネル状態表示
　赤色：警報表示
最大消費電流（20mA 信号の時）
　60mA (24V にて)
モジュール内の発熱電力（20mA 信号の時）
　1.4W (24V にて)
絶縁
　 安全場所、危険場所の回路間、チャンネル間のアイソ

レーション
安全保持定格
　Um=253V rms又はdc認定書のパラメータ参照
コンフィギュレータ
　 PCS45/PCL45USBを使用してPC上で上記パラメータ

を設定

■結線ブロック

端子番号 機能

1 Ch1 THC/EMF 入力 -ve

3 Ch1 THC/EMF 入力 +ve

4 Ch2 THC/EMF 入力 -ve

6 Ch2 THC/EMF 入力 +ve

8 Ch2 出力 -ve

9 Ch2 出力 +ve

11 Ch1 出力 -ve

12 Ch1 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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　Zone O、IIC T4 ~ T6 危険場所、本安認定

　Div 1, Group A, 危険場所

入力信号範囲
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出力抵抗
　60Ω 標準

伝送精度 (20℃にて)
　 リニアリティー及び再現精度は、読み値の0.05% 以

下、若しくは±5μVのいずれか値の大きい方

温度ドリフト
　＜ 2μV / ℃、最大

応答時間
　通常 150μsec内に最終値の10%以内で安定

周波数応答帯域
　dc~4kHz 標準

熱電対のバーンアウト時での安全運転
　 モジュール上部2 つのスイッチによりバーンアウトの

可否及びアップ・ダウンスケールを選択

LED 表示
　緑色：電源ON 表示

最大消費電流
　最大30mA、20V dc~35V dc

モジュール内の発熱電力
　0.7W 標準 (24V にて)

　0.91W (35V にて)

安全保持定格
　端子 1-2
　　 単純機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を接続できま

す。ただし、本安防爆ループ電圧は28V 以下が条件
です。

■結線ブロック

ミリボルト / 熱電対用アイソレータ
低電圧 DC 信号

端子番号 機能

1 THC/EMF 入力 -ve

2 THC/EMF 入力 +ve

11 出力 -ve

12 出力 +ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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150ｇ

EN50022準拠Tセクション35mmDINレール
（7.5mm又は15mm）レール

MTL5582
測温抵抗体 (RTD) 信号リピート用 MTL5582 は危険場所に設置された 2 線、 3 線又は 4 線式測温抵抗

体 (RTD) 及び他の抵抗に接続され、 その入力抵抗を絶縁した上で安全場所のモニタリングシステムに

正確に再現します。

モジュールは Pt100 3 線式測温抵抗体の使用を想定しておりますが、 他のものも使用可能です。

2 線、 3 線又は 4 線式測温抵抗体の切換はユニット上部のスイッチにより選択できます。

MTL5582 はノンコンフィギュラブルな MTL5575 の代替モデルと考えていただき、 4/20mA ではなく抵抗入

力が必要な RTD に使用されます。

使いやすさ、再現性に優れた設計安全場所側回路と危険場所回路は互いに独立絶縁されていますので、

其々の配線端子に接続できる本数は自由に選択できます。 フィールド側配線の断線時に出力をアップス

ケールにします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1
測温抵抗体(RTD)の設置場所
　ZONE 0、ⅡC、T4 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
抵抗源
　　 2 線式、3 線式又は4 線式*RTDsとBS 1904/DIN 43760

（100Ω at 0℃）
　 *ユニット上部のスイッチにより切換可能、工場出荷

時は3 線式に設定されています。
抵抗測定範囲
　10Ω~400Ω
RTD 励起電流
　200μA 標準
出力設定
　 2線式、3線式又は4 線式(危険場所側選択モードと無

関係)
出力範囲
　 10Ω~400Ω (100μA~5mA ソース電流)
温度ドリフト
　±10mΩ/ C°(0.01% / ℃ @ 100Ω)
応答時間
　通常 1sec内に最終値の4%以内
断線検出時(センサ開回路での安全運転)
　アップスケール420Ω以上標準
伝送精度(20℃にて)
　＜0.15Ω at 励起電流 1~5mA
　＜0.25Ω at 励起電流 0.5~1mA
LED 表示
　緑色：電源ON 表示
最大消費電流, Vs
　33mA(24Vにて)
　35mA(20Vにて)
　28mA(35Vにて)

モジュール内の最大発熱電力
　0.8W(24Vにて)
　1.0W(35Vにて)
安全保持定格
　端子1&3
　　 Uo = 1.2V  Io = 4mA  Po = 1.2mW
　　Um= 253V rms又はdc
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は5V 
以下が条件です。

　端子1&3&4&5
　　Uo = 6.6V  Io = 42mA  Po = 69mW

■結線ブロック

抵抗アイソレータ

端子番号 機能

1 RTD 入力 -ve

3 RTD 入力 +ve

4 3-WIRE RTD 入力 -ve

5 4-WIRE RTD 入力 +ve

9 出力 RTD-ve

10 出力 RTD+ve

11 出力 RTD-ve

12 出力 RTD+ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子

38 39
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150ｇ

EN50022準拠Tセクション35mmDINレール
（7.5mm又は15mm）レール

MTL5582
測温抵抗体 (RTD) 信号リピート用 MTL5582 は危険場所に設置された 2 線、 3 線又は 4 線式測温抵抗

体 (RTD) 及び他の抵抗に接続され、 その入力抵抗を絶縁した上で安全場所のモニタリングシステムに

正確に再現します。

モジュールは Pt100 3 線式測温抵抗体の使用を想定しておりますが、 他のものも使用可能です。

2 線、 3 線又は 4 線式測温抵抗体の切換はユニット上部のスイッチにより選択できます。

MTL5582 はノンコンフィギュラブルな MTL5575 の代替モデルと考えていただき、 4/20mA ではなく抵抗入

力が必要な RTD に使用されます。

使いやすさ、再現性に優れた設計安全場所側回路と危険場所回路は互いに独立絶縁されていますので、

其々の配線端子に接続できる本数は自由に選択できます。 フィールド側配線の断線時に出力をアップス

ケールにします。

■主な仕様
■MTL5500シリーズの共通仕様もご覧ください。
チャンネル数
　1
測温抵抗体(RTD)の設置場所
　ZONE 0、ⅡC、T4 危険場所
　Div 1, Group A, 危険場所
抵抗源
　　 2 線式、3 線式又は4 線式*RTDsとBS 1904/DIN 43760

（100Ω at 0℃）
　 *ユニット上部のスイッチにより切換可能、工場出荷

時は3 線式に設定されています。
抵抗測定範囲
　10Ω~400Ω
RTD 励起電流
　200μA 標準
出力設定
　 2線式、3線式又は4 線式(危険場所側選択モードと無

関係)
出力範囲
　 10Ω~400Ω (100μA~5mA ソース電流)
温度ドリフト
　±10mΩ/ C°(0.01% / ℃ @ 100Ω)
応答時間
　通常 1sec内に最終値の4%以内
断線検出時(センサ開回路での安全運転)
　アップスケール420Ω以上標準
伝送精度(20℃にて)
　＜0.15Ω at 励起電流 1~5mA
　＜0.25Ω at 励起電流 0.5~1mA
LED 表示
　緑色：電源ON 表示
最大消費電流, Vs
　33mA(24Vにて)
　35mA(20Vにて)
　28mA(35Vにて)

モジュール内の最大発熱電力
　0.8W(24Vにて)
　1.0W(35Vにて)
安全保持定格
　端子1&3
　　 Uo = 1.2V  Io = 4mA  Po = 1.2mW
　　Um= 253V rms又はdc
　　 非エネルギー貯蔵機器(≤1.5V、≤0.1A、≤25mW)を

接続できます。ただし、本安防爆ループ電圧は5V 
以下が条件です。

　端子1&3&4&5
　　Uo = 6.6V  Io = 42mA  Po = 69mW

■結線ブロック

抵抗アイソレータ

端子番号 機能

1 RTD 入力 -ve

3 RTD 入力 +ve

4 3-WIRE RTD 入力 -ve

5 4-WIRE RTD 入力 +ve

9 出力 RTD-ve

10 出力 RTD+ve

11 出力 RTD-ve

12 出力 RTD+ve

13 電源 -ve

14 電源 +ve

■配線端子
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5500 シリーズ　アイソレータ
　型式をご指定下さい。　例 MTL5575
個別アイソレータ認識用
　ＴＨ 5000 タグホルダー（20 パック）
コネクタ -MTL4500 ＆ MTL5500
　HAZ1-3 危険場所側プラグ、端子 1,2 ＆ 3
　HAZ4-6 危険場所側プラグ、端子 4,5 ＆ 6
　HAZ-CJC 危険場所側プラグ、端子 1 ＆ 3
 冷接点補償センサ内蔵
　HAZ-CJC2 危険場所プラグ、端子 4 ＆ 6
 冷接点補償センサ内蔵
　SAF1-3 安全場所側プラグ、端子 1,2 ＆ 3
　SAF4-6 安全場所側プラグ、端子 4,5 ＆ 6
コネクタ -MTL5500
　SAF7-9 安全場所側プラグ、端子 7,8 ＆ 9
　SAF10-12 安全場所側プラグ、端子 10,11 ＆ 12
　PWR5000 電源コネクタ、端子 13 ＆ 14
パワーバス -MTL5500
　PB-8T 8 台用
　PB-16T 16 台用
　PB-24T 24 台用
　PB-32T 32 台用

MTL5500 取付アクセサリ
　THR2 1m 長さ DIN レール
　MS010 DIN レール用、スペーサ、10mm 厚み、5 個 / 袋
MTL5500 アースレール及びタグプレート用アクセサリ
　IMB57 絶縁取付ブロック
　ERB57S アースレールブラケット、ストレート形
　ERL7 アースレール、1m 長さ
　ETM7 アース端子、50 個 / 袋
　TAG57 タグ・プレート、1m 長さ
　TGL57 タグ・プレート用ラベル 10 枚（0,5m 長）
収納容器
　DX070 MTL5500 × 4 台用
　DX170 MTL5500 × 10 台用
　DX430 MTL5500 × 26 台用
コンフィギュレータ（温度変換器用）
　PCL45USB  コンフィギュレータ（設定ツール）とソ

フトウェア
　PCS45  ソフトウェア
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5500 シリーズ　アイソレータ
　型式をご指定下さい。　例 MTL5575
個別アイソレータ認識用
　ＴＨ 5000 タグホルダー（20 パック）
コネクタ -MTL4500 ＆ MTL5500
　HAZ1-3 危険場所側プラグ、端子 1,2 ＆ 3
　HAZ4-6 危険場所側プラグ、端子 4,5 ＆ 6
　HAZ-CJC 危険場所側プラグ、端子 1 ＆ 3
 冷接点補償センサ内蔵
　HAZ-CJC2 危険場所プラグ、端子 4 ＆ 6
 冷接点補償センサ内蔵
　SAF1-3 安全場所側プラグ、端子 1,2 ＆ 3
　SAF4-6 安全場所側プラグ、端子 4,5 ＆ 6
コネクタ -MTL5500
　SAF7-9 安全場所側プラグ、端子 7,8 ＆ 9
　SAF10-12 安全場所側プラグ、端子 10,11 ＆ 12
　PWR5000 電源コネクタ、端子 13 ＆ 14
パワーバス -MTL5500
　PB-8T 8 台用
　PB-16T 16 台用
　PB-24T 24 台用
　PB-32T 32 台用

MTL5500 取付アクセサリ
　THR2 1m 長さ DIN レール
　MS010 DIN レール用、スペーサ、10mm 厚み、5 個 / 袋
MTL5500 アースレール及びタグプレート用アクセサリ
　IMB57 絶縁取付ブロック
　ERB57S アースレールブラケット、ストレート形
　ERL7 アースレール、1m 長さ
　ETM7 アース端子、50 個 / 袋
　TAG57 タグ・プレート、1m 長さ
　TGL57 タグ・プレート用ラベル 10 枚（0,5m 長）
収納容器
　DX070 MTL5500 × 4 台用
　DX170 MTL5500 × 10 台用
　DX430 MTL5500 × 26 台用
コンフィギュレータ（温度変換器用）
　PCL45USB  コンフィギュレータ（設定ツール）とソ

フトウェア
　PCS45  ソフトウェア
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入力電圧
　AC 85-265V(45-65Hz)
効率
　AC 230V　71％
消費電力
　AC 230V　1.2W
入力端子
　適合したケージクランプ端子
　最大　標準1.5mm2　標準16AWGシングルコア
入力保護
　ヒューズ（ユーザー交換不可）
出力電圧
　DC25V　±10％
出力電流
　25V 120mA
使用周囲動作温度
　-20℃～+60℃　使用時
　-40℃～+80℃　保管時
取り付け
　 MTL5500シリーズI/Oモジュールのプラグにクリップ

による取り付け
湿度
　5～95% RH
機械
　IP保護　IP20
　材質　ポリカーボネート
　重量　28g
規格準拠
　EN61326,EN61010

使用場所
　安全場所
使用方法
　PC：USBポート接続
　温度変換器：MTL丸形プラグとケーブル付
ケーブル長
　コンバータ側　1.5m 
　USBケーブル　A(M)-B(M)2m
使用周囲温度
　(-)10～(+)60℃(使用温度)
　(-)20～(+)70℃(保存温度)
使用周囲湿度
　5～95%　相対湿度、結露しないこと
重量
　200g
PCS45コンフィグレーションソフトウェア
　Windows 2000 又はXP
ソフトウェア媒体
　CD
　アップデートはWebより
推奨最小PCコンフィグレーション
　Microsoft Windows 2000 又はWindows XP
最小ハードディスクスペース 20MB
　CD ROMドライブ
　USBポート
　プリンタ（ローカル又はネットワーク）

MTL5500 シリーズモジュールは通常 DC24V の電源供給
です。（ループパワーを除く）
MPA5500 は、AC 電源からの電源供給を可能にします。
プラグは MTL5500 モジュール電源ソケット（端子 13
及び 14）とモジュールハウジング上にセキュリティー
クリップを挟みこみ、シングルモジュールに十分な
DC25V を出力します。

PCS45/PCL45USB（ソフトとインターフェース）キット
を使用しますと MTL の各種プログラマブル形温度変換
器、MTL4000,4500,5000,5500 のパラメータを PC によ
り自由に設定できます。PCL45 の USB ネクタを PC に接
続、片方はプラグを温度変換器のソケットに接続します。
温度変換器は使用する前に必ず設定が必要です。

■主な仕様 ■主な仕様

3-pole 
jack plug 
3.5mm

PCL45USB PC LINK

II (1) G [EEX ia] IIC Um = 250V
Max. tamb. 60ºC

For electrical data and application conditions see approval

TÜV 99 ATEX 1390

0032
S/N: 1201

Made in Bochum, Germany
MTL Instruments GmbH

USB 
connector

Use adapter 
cable provided

Interfacing link
MTL4073
MTL4075

MTL5073
MTL5074

MTL5500

PCS45 
software CD

MTL4500

Safe area
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MPA5500 PCS45/PCL45USB
AC 電源アダプタ  MTL 温度変換器コンフィグレータ

（本質安全防爆認定品）

構造
　グラス強化ポリカーボネイト　ベース-DX070
　グラス強化ポリエステル　ベース-DX170,DX430
　透明ポリカーボネイト蓋
保護
　耐塵及び耐水（IP65）
蓋固定
　専用スクリュー
重量（バリア／アイソレータを除く）Kg
　DX070　　0.8
　DX170　　2.6
　DX430　　4.1
供給アイテム
　DINレール　取付済み
　ETL7000 アースターミナル（２x）　取付済み
　“Take care IS” 正面粘着ラベル
　ケーブルトランキング（DX070を除く）
　注）アイソレータは含みません。

設置
　壁掛け用ラグ供給
タギング及びアースレール
　MTL5500シリーズアクセサリ適用
設置場所
　安全場所

MTL5500アイソレータの数量
注）タギング／アースを含めてIMB57マウンティングブロックを使用した場合。

MTL5500アイソレータの数量
DX070 4 （2）
DX170 10 （8）
DX430 26 （24）

周囲温度制限
　取付ユニットに依存。

■主な仕様
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Hazard Area Interfaces
Intrinsic Safety Isolators

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社

〒107-0052　東京都港区赤坂 8-11-37　ユニゾ乃木坂ビル7F

TEL：03-6434-7890　FAX：03-6434-7871

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田 3-4-5　毎日インテシオ12F

TEL：06-6940-6080　FAX：06-6136-6107

E-mail: MTL-JP@eaton.com


