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1. 製品概要と記述範囲

P-774はPFA一体成型の液体計測用パージメータです。現

場指示タイプの他、警報、アナログ出力付きもあります。

本書ではP-774の現場指示タイプおよびリードスイッチ警

報付きの形式の取扱い、設置、運転、保守などについて記

述してあります。

2. 標準外形寸法

概算質量0.5kg
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注 )  警報アナログ出力コードがA〜Dの場合、

パネルは非磁性材をご使用ください。

P-774-00-TW-P

3. 受け入れ

ご注文の装置がお手元に届きましたら、ただちに下記の点

についてお調べください。もし不具合がありましたら、ご

注文先にご照合ください。

■ 製品形式がご注文通りのものか。

■ 輸送中の事故などで破損していないか。

■ 付属品は付属されているか。

■ その他、ご発注時またはご契約時に承認仕様となった、

受入検査項目通りのものか。

4. 保管

製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定して

ください。

■ 雨や水のかからない場所

■ 温度変化の少ない清潔で乾燥した風通しのよい場所

■ 振動の少ない場所

■ 腐食性ガスのない場所

5. 設置

1) P-774パージメータはパネル取付けタイプです。

2) 設置するパネルは垂直であることに注意して下さい。

傾きは精度不良や誤動作の原因となります。

3) 所定のパネルカットを行ないます。下図に標準パネル

カットを示します。パネル背面取付けとパネル前面取

付け、またバルブの有無や継手などの関係でこのパネ

ルカットと異なる場合もありますので、最終寸法は納

入仕様書で確認して下さい。

4) パネル厚みを勘案して適当なねじを準備して下さい。

このねじはお客さまの所掌となります。

5) ねじ込みに際しては過度のねじ込みに注意してくださ

い。本体破損の危険があります。

6) 警報付き形式の場合（P-774-□A/B/C/D）の場合パネル

前面取付けの場合、リードスイッチのリード線をパネ

ル後方に引き出すための小穴が必要になります。適宜

準備してください。

7) パネル背面取付けの場合は、一旦保護プレートを取外

し、適当なねじで保護プレートと共締めしてパネルに

取付けます。この場合、製品に使用されているねじで

はパネル厚みのため長さ不足となります。適当長さの

ねじを準備してください。
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6. 配管

1) 接続規格、寸法は納入仕様書を参照して確認してくだ

さい。

2) 所定の方法に従って配管してください。

3) 配管に際しては接続寸法を正しくし、配管応力が掛か

らないように注意してください。

7. 運転

7.1 運転開始

1) バルブ付きの形式の場合はバルブを全開とします。

2) プロセスに流体を流します。フロートが上昇し流量

を表示します。バルブ付きの形式の場合はバルブを

操作して流量を調整します。このバルブは流量調整

用のもので、全閉としても完全停止しない場合もあ

ります。完全停止の必要がある場合は別途バルブを

設置してください。

3) 納入仕様書に記載された圧力・温度で使用してくだ

さい。

7.2 流量の見方

流量はフロートと目盛板で読み取ります。読み取り位

置は下図の通りです。

7.3 運転停止時

●運転停止時には沈殿などの防止のためプロセスか

ら流体を抜き空にすることをお勧めします。

●停止中に測定液体が凍結すると測定管部分が破損

することがあります。注意してください。

7.4 警報接点

警報接点付きの形式の場合（P-774-□A/B/C/D）、警報

リードスイッチからのリード線を使用するループに接

続します。スイッチは防水構造です。結線部分での短

絡や漏電に注意してください。

リードスイッチ定格

【規格なし】

最大開閉容量 10W・DC 10VA・AC
  いずれも
超えないこと

最大使用電圧 1〜100V・DC 1〜125V・AC

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC 10μA〜0.5A・AC

【UL規格】

最大開閉容量 10W・DC

  いずれも超えないこと最大使用電圧 24V・DC

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC

上記定格は抵抗負荷の場合を示します。下記負荷を

ご使用の場合には突入電流により接点の溶着を生じ

ることがありますので、突入電流の最大に於いても

上記の定格を超えないようにご使用ください。

負　荷 突 入 電 流

ランプ負荷 定常時の10〜15倍

電動機負荷 定常時の5〜10倍

誘導負荷 定常時の4〜5倍

【CE マーキングの対応について】

リードスイッチ付製品をヨーロッパEU圏へ輸出する

場合、次の対応をすることで、CEマーキングの対象外

となり、輸出できます。

1. リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様に限

定する。

2. お客様の負荷がEMC指令適合品であり、製品設置

周囲に、電磁波ノイズの発生源が無いこと。

＜対象除外理由＞

1. EMC指令 (2004/108/EC)
 リードスイッチ付製品は、電子部品を搭載した基板

がないため、電磁波ノイズの発生源がありません。

(外部ノイズの影響は、お客様の負荷や設置状況に

依存しますので、弊社では判断できません。)
2. 低電圧指令 (2006/95/EC)
 リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様にす

ることで、低電圧指令範囲 (AC50〜1000V、又は

DC75〜1500V)の対象外となります。

最上部
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●リードスイッチ付製品は、フロート内のマグネッ

トおよびリードスイッチ内のマグネットの磁力影

響による反発もしくは吸引が発生し、流量指示精

度から外れる場合があります。また、反発および

吸引により、フロート動作に影響を与える場合が

あります。

●製品を30cm以上の高さより床等に落下させた場

合、接点に衝撃が加わり特性が変化する場合があ

ります。落下等で衝撃が加わった場合は、正常に

動作するかご確認の上、ご使用ください。

●リードスイッチは磁力によって動作しますので、

強力な磁力を発生する近辺では誤動作する恐れが

あります。また付近に鉄板などがある場合は、警

報動作に支障をきたす恐れがありますので、ご注

意ください。

●リードスイッチは保護等級IP67の防塵、防水構

造となっておりますが、端子部や結線部は水など

がかかって短絡しないよう適切な防水処置を行っ

てください。

リレー・ソレノイド等の誘導負荷をご使用の場合は、

最大開閉容量の1/10以下のものをご使用ください。

また、逆起電圧による接点溶着を防止するため、必

ず保護回路を取り付けてご使用ください。

【DCの場合】

電源電圧の3倍以上の耐圧を持つダイオードを負荷

と並列に取り付けてください。

例） 電源電圧DC24V の場合、

100V1A のダイオードを使用

【ACの場合】

抵抗とコンデンサを負荷と並列に取り付けてください。

R：1〜5KΩ1/4W
C：0.1μF600V

ケーブル長が長い場合(5m以上 )は、線間浮遊容量

により接点開閉時に突入電流が流れ、接点溶着の原

因となります。この場合は本製品に近い位置 (20cm
以内 )に抵抗を直列に取り付けてご使用ください。

R＞
E
0.3 [Ω]

モータ、ランプ等、最大開閉電流以上の突入電流が

流れる場合は、接点溶着を防止するため、リレー等

を介してご使用ください。



4

IM-F869-J07

7.5 警報設定点の変更

警報付き形式(P-774-□A/B/C/D)ではテーパ管背面に

リードスイッチの警報ユニットが装備されています。

警報設定点を変更したい場合は下記要領で行ないます。

前面カバーの警報点可変用ねじをゆるめ警報三角マー

クを変更する流量にあわせ固定します。

7.6 警報動作方向の変更

警報動作方向 (上限、下限 )の変更については、フロー

トの交換などが必要で、現場では対応できません。詳

細はお問い合せください。

形式別の警報動作は下記の通りです。

P A
OPEN

P B
CLOSE

P C
OPEN

P D
CLOSE

CLOSE
OPEN  

8. 保守

8.1 分解・清掃

本品は一体成型構造で分解、清掃などの対応は想定し

ていません。汚濁などの場合は新品への一括交換にて

対応願います。リードスイッチ警報の警報ユニットの

み部品供給致します。

8.2 予備品

予備品 (完成品 )がご必要な場合は当該製品の弊社製造

番号をお示しください。

製造番号は目盛板下部に記入してあります。

製造番号例： F16-123456-7
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