
  

PERFORMANCE 
MADE 

SMARTER 
   

   

   

   

 SMARTER 
   

   

   

   

   

 MADE 

   

   

   

   

   

   

   

   

  SMARTER 

スリム(厚さ 6mm) ＆ 低消費 

温度/信号変換器 

温度・信号変換  /  多機能  /  表示  /  通信インターフェース  /  絶縁  /  安全度水準  

 

3000 シリーズ、 

「高速応答・低ドリフト・低消費」を厚さ 6mm に凝縮。 

特許技術を駆使したコストパフォーマンス抜群の自信作です。 

３０００シリーズ 
温度変換/信号変換ソリューション 

 

 
PRエレクトロニクスは、産業用プロセス計装のより

高い安全性・信頼性・効率を求めることに注力し製

品作りを続けてきたリーディングテクノロジー企業

です。 

1974年の創立以来、私たちは、コアコンピタンス

である低消費化技術を伴った、革新的で高精度なテ

クノロジーをよりいっそう高めることに専念してき

ました。 

お客様のプロセス計装における温度測定、監視、信

号伝送の新しいスタンダードを打ち立てるために、 

これからもこのスタイルを貫きます。 

 

私たちの革新的な特許技術は、広範囲にわたる研究

開発と、お客様のニーズやプロセスを理解すること

から生まれます。 

私たちの活動の根底にあるもの、それは単純化と集

積、勇気ある前進と達成。 

 

偉大なる企業であるために- 
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www.prelectronics.com 

本資料はＰＲエレクトロニクス社の日本代理店である 

グローバル電子株式会社によって作製されたものです。 
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消費を抑え、最大限の性能を引き出す。 

特許技術の集積 

徹底してコストパフォーマンスを追求 

高精度・高効率なオペレーションに求めら

れるのは、ただ温度測定や変換が正確に行

えるだけの装置（温度信号変換器やトラン

スミッタ）ではありません。 

PR エレクトロニクスの３０００シリーズ

は、高精度、高速応答、低温度ドリフトで

応えます。 

そのボディは厚さわずか 6mm。 

省スペースとパフォーマンスの良さ、低 

消費電力によって、アプリケーションの

トータルコストを抑えることに貢献しま

す。 

 

３０００シリーズは、世界中の多くの認証を取得しています。 

ＥＭＣ対策 

標準のさらに上をゆく、ＥＭＣへの対応 

ＥＭＣのパイオニアとして歩んできたＰＲエレクトロニクス。 

1991 年、私たちは自社内にＥＭＣ研究所を構えました。それ以来、シール

ド保護に頼ることなくＥＭＣ性能を高めた製品を作り続けています： 

 

・信号の流れを考え抜いた配置。洗練されたレイアウトのプリント基板。 

・DC～GHz、μV～kV、μA～A までを幅広く保護するフィルタ。 

 

厳しい設計審査を通過し、競合に比べより過酷なテストを経て、私たちの

製品は高い水準に達します。テストは 20V/m で実施（ＥＭＣの指針では

要求は 10V/m）。性能判定基準 Ａ（供給、出力）、Ｂ（入力）という、

エミッションとイミュニティ両方の厳しい試験を行っています： 

 

・EMC イミュニティは、指定範囲にて±0.5%以下 

・NAMUR NE21 バーストＡ標準は、指定範囲にて±1%以下 

・優れた 50/60Hz ノイズサプレッション 

・EN 61326-1 認証 
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・基本精度 0.05%はすべての信号 

レンジで有効。 

・アイソレーションは 2.5kV を保証 

・優れたノイズ耐性 

（信号雑音比 ＞60 dB） 

・NAMUR NE 21 規格適合 

高精度 

・プロセス計装における急激なデー

タ変化を PLC/DCS に素早く正

確に伝送。（応答時間 < 30 ms） 

・応答時間< 5/ <7ms(信号バンド幅 

 100Hz)、 

応答時間 < 30 ms（アナログ） 

応答時間 < 60 ms（HART） 

・トルク、加速度、熱電対･温度セ 

ンサなどからの急激な変化をと

もなう信号を正確に計測 

 

高速応答 低温度ドリフト 

・-25～+70℃の広い環境温度範囲

にて、温度係数 0.01%/℃以下 

・再キャリブレーションを不要にす

る 0.1%/３年の精度長期安定性 

どうすればプラントの電力消費を抑えられますか？ 

正しい製品を選ぶかどうかで、プラントの電力消費を抑えられるかどうか

は大きく違ってきます。―― 正しい選択をして、節約を。 

 

競合デバイスの場合： 

電源供給 = 100W 

ユニット毎の消費 = 0.96W 

この電源で使用できるユニット数 = 104 台 

 

PR 3112 の場合: 

電源供給 = 100W 

ユニット毎の消費 = 0.70 W 

同じ電源で使用できるユニット数 = 142 台 

低消費電力 

資源を節約する、経済的なソリューション 

ＰＲエレクトロニクスの持つコアコンピタンスのひとつが、設計と製造にお

いて培われた高度なテクノロジーである、低消費電力化技術です。 

消費が少ない分だけ、発熱も少なくてすみます。 

ハイパフォーマンスな製品群は、環境面への影響が良いだけではありませ

ん。ユーザーに、経済面での良い影響も与えてくれるのです。 

 

３０００シリーズは、その低消費にもかかわらず、並外れた性能を発揮でき

るよう設計されています： 

・エアギャップ不要。 

垂直/水平問わず密着計装でき、空冷用スペースをとりません。 

・わずが 30cm 幅に 50～100 チャネルの機器を設置可能。 

・最大消費電力 < 0.65～1.2 W 

キャビネット冷却に費やすパワーを少なくでき、パワードロップアウトへ

の耐性を高めることができます。 
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3101: Cost-effective TC transmitter 
    

    

  SMARTER 

[低コスト]熱電対トランスミッタ 

•熱電対(J/K)入力を変換→電圧/電流出力 

•高精度：有効レンジ内にて、1℃または 0.1% 

 以内 

•レスポンス時間は <30ms または 300ms 

より選択 

•優れた EMC 性能、50/60Hz ノイズサプレッ 

ション 

3102: Cost-effective Pt100 transmitter
     

    

  SMARTER 

[低コスト]Pt100 トランスミッタ 

•Pt100 入力を変換→電圧/電流出力 

•1000 点以上のキャリブレーションされた温 

度レンジから、選択可能 

•高精度：有効レンジ内にて、0.2℃または 0.1% 

以内 

•動作設定が容易なＤＩＰスイッチ 

3111: High performance TC transmitter 

     

    SMARTER 

3113: HART® Temperature transmitter 

3112: High performance Pt100 transmitter
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ARTER 

3114: Multifunctional converter 
    

    

  SMARTER 

3331: Loop powered temperature transmitter
     

     SMART
ER 

3333: Loop powered Pt100 transmitter 

     

  SMARTER 

3337: HART® Loop powered temperature transmitte

r     

     SMAR
TER 

・過酷なＥＭＣ環境下でも抜群のパフォーマンス 

・NAMUR NE21 適合 

・高精度：有効レンジ内にて、0.5℃または 0.05% 

以内 

・絶縁：ガルバニックアイソレーション 2.5kVAC 

[高性能]熱電対トランスミッタ 

ＰＲエレクトロニクスの持つコアコンピタンスのひとつが、設計と製造にお

いて培われた高度なテクノロジーである、低消費電力化技術です。 

消費が少ない分だけ、発熱も少なくてすみます。 

ハイパフォーマンスな製品群は、環境への影響に良いだけではありません。

ユーザーに、経済面での良い影響も与えてくれるのです。 

 

３０００シリーズは、低消費にもかかわらず、並外れた性能を発揮できるよ

う設計されています： 

・エアギャップ不要。 

垂直/水平問わずマウントでき、空冷用スペースをとりません。 

・わずが 30cm 幅に 50～100 チャネルの機器を設置可能。 

・最大消費電力 < 0.65～1.2 W 

キャビネット冷却に費やすパワーを少なくでき、パワードロップアウトへ

の耐性を高めることができます。 

 

 

・Pt100 入力を変換→電圧/電流出力 

・高精度：有効レンジ内にて 0.1℃または 0.05% 

以内 

・予めキャリブレーションされた温度レンジ 

(DIP-SW 設定) 

・動作設定が容易なＤＩＰスイッチ 

・レスポンス時間は <30ms または 300ms 

・ガルバニックアイソレーション 2.5kVAC 

[高性能]Pt100 トランスミッタ 

・Pt100, 熱電対(J, K)入力をアイソレーション 

変換→電流出力、HART 信号出力 

・予めキャリブレーションされた温度レンジより 

選択使用 

・DIP-SW または HART インタフェースを使っ

て動作設定 

[HART 対応]温度トランスミッタ 

・あらゆる入力に対応（RTD, 熱電対, 抵抗(Ω), 

 ポテンショメータ, 電圧, 電流）  

•豊富なパラメータで多種の信号変換に適応 

•パフォーマンスと柔軟性を兼ね備えた設計 

•4501(表示器)＋4590(設定ツール)経由で 

パソコン等につないで簡単に動作設定 

多機能変換器 

ループ電源駆動型温度トランスミッタ 

・2,3,4 線式 Pt100 温度センサ用 

・パッシブ アナログ電流出力 

・ループ電源は電圧 3.3-35VDC に対応 

・広い動作環境温度：-25℃～+75℃ 

ループ電源駆動型 Pt100 トランスミッタ 

・Pt100, 熱電対(J, K)入力をアイソレーション 

して変換→パッシブ 4-20mA 出力 

・高精度：有効レンジ内にて 0.1℃または 0.05% 

以下 

・ループ電源は電圧 3.3～35VDC に対応 

・ガルバニックアイソレーション 2.5kVAC 

[HART 対応]ループ電源駆動型温度トランスミッタ 

温度トランスミッタ ・Pt100, 熱電対(J, K)入力をアイソレーション 

変換→パッシブ電流出力 

・高精度：有効レンジ内にて 0.1℃/0.05%以下 

・ループ電源駆動、HART4-20mA 出力 

・予めキャリブレーションされた温度レンジより選択 

・設定は DIP-SW または HART を使用 

化学/石油化学 
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電力                  SMARTER 

水道/水処理                  SMARTER 

温度製品 
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3103: Isolated signal repeater  

    

    

    

    

 SMARTER 

絶縁リピータ 

 

3104: Flexible signal isolator and converter
     

     

   SMARTER 

絶縁&変換器 

Henkann  

ピータ 

 

[低コスト]絶縁･変換器 

 

絶縁スプリッタ･リピータ 

 

多機能変換器 

 器 

 

信号変換スプリッタ/リピータ 

バイポーラ型絶縁変換器 

ループ電源駆動型アイソレータ 

バイポーラ型絶縁変換･スプリッタ 

ループ電源駆動型２線式絶縁トランスミッタ 

3105: Cost-effective isolation converterr
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3109: Signal converter / splitter 
    

    

    

    

  SMARTER 

3114: Multifunctional converter 
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ARTER 

3108: Isolated signal splitter and repeater
     

     

     

  SMARTER 

3117: Bipolar isolated converter 
    

    

  SMARTER 

3118: Bipolar isolated converter/splitter 

     

     

  SMARTER 

3185: Loop powered isolator 

    

    

    

  SMARTER 

3186: 2-wire transmitter isolator 

     

     

     

 SMARTER 

広い守備範囲 

多くの産業用途に適用可能 

プロセス産業にも、FA(    )にも、抜群の性能で応えます。 

研究開発へのたゆまぬ努力と、顧客ニーズの理解から、私たちは、プロセス計装とシグナルコンディショニング
についての様々なノウハウを蓄積してまいりました。3000 シリーズはその結晶にほかなりません。 
私たちの温度変換/信号変換ソリューションは、多くの工場やプロセスオートメーションの現場で使われていま
す。梱包、自動車産業、ロボット、印刷、製紙、造船、水処理、林業、ビル管理、空調管理、エネルギー産業、
その他いろいろな場面で活躍しています。 
 
数多くのユーザーが、速さ、計測の正確さ、長期無故障、ロングライフ、とともに、省スペースかつ柔軟性に富
んだ”水平／垂直での設置”が可能な点を評価しています。 
 
アプリケーション事例： 
[エネルギー]  
蒸気タービンのベアリング温度測定信号の計測とアイソレーション   
[水道/水処理] 

貯水池の水位センサ信号の計測とアイソレーション   
[化学/石油化学] 
バイオリアクターの著しく変化する温度信号の計測とアイソレーション 

ファクトリオー  
トメーション 

温度製品 

シグナル製品 

・電流信号をアイソレーションし 1:1 変換 

・シンプルで低コスト 

・速い応答：< 7ms 

・変換レンジ：0-20mA 

・パッシブ/アクティブ入力(V/A)対応 

・精度は 0.05% 

・レンジ設定はＤＩＰスイッチ 

・シンプルで低コスト 

・ループ供給：>17V（2 線式トランスミッタ用） 

・アナログ信号のアイソレーションと変換 

・優れた低コスト 

・速い応答：< 7ms 

・動作設定はＤＩＰスイッチ 

・アイソレーションとリピータ機能 

・入力は 0-20mA および 4-20 mA 

・スプリッタ機能：1 入力-2 出力 

・高精度：スパンにて±0.05% 

・速い応答：< 7ms 

・パッシブ/アクティブ入力(V/A)のアイソレーシ 

ョンと変換 

・スプリッタ機能：1 入力-2 出力、個別動作設定 

・入出力設定は簡単な DIP-SW 設定 

・ループ供給>17V（2 線式トランスミッタ用） 

・アナログ信号の変換とアイソレーション 

・あらゆる入力に対応（2,3,4 線式 RTD, 熱電対, 

抵抗(Ω), ポテンショメータ, A, V）  

・4501(表示器)＋4590(設定ツール)経由で 

パソコン等から簡単に動作設定 

・バイポーラ電圧/電流入力を変換→ユニポーラ出力 

・レンジ設定は DIP-SW 

・高精度：有効レンジ内にて 0.05%以下 

・バイポーラ電圧/電流入力を変換→ユニポーラ 

２出力または１出力 

・速い応答：< 7ms または < 44ms 

・変換レンジ:±20mA または ±10V 

・１または２チャネル入力ループ電源駆動型アイ 

ソレータ 

・信号 1:1、動作レンジ 0-23mA 

・カレントループ信号ガルバニックアイソレーシ 

ョン 

・機能と価格の両方を追求した製品 

・2 線式対応、1:1 トランスミッタ 

・レンジ 0-23mA にて優れた精度を発揮 

・1ch, 2ch バージョンをご用意 

・わずか 30cm 内に１００チャネルを構成可能 

・1ch タイプと/2ch タイプあり 

シグナル製品 
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 機能を凝縮 

ただコンパクトなだけではない 

信頼性、柔軟性、融和性を備え、最高のパフォーマンスを発揮 

厚さ 6mm のメリット。わずか３０cm の中に５０ユニットが収められ、１００チャンネルの構成を可能に

します。 

電源入力タイプの機器は、16.8～31.2VDC の電圧で駆動

します。またループ電源駆動タイプの機器は 3.3～35VDC

で駆動します。この電圧への高い柔軟性がパワードロップ

やサージへの耐性を強くします。 

機器は、エアギャップ（隙間）を設けることなしに、垂直

でも水平にでも密着計装できます。機器はパワーレールま

たは DIN レールの上に固定でき、底部のロックを持ち上げ

ることによって簡単に取り外せます。 

アイソレーション 

DIP-SW 設定 

側面ラベル 

取付け 

電源供給 

使用環境 

振動試験 

過電圧/逆極性保護 

パワーレール 

ステータス表示 

接続方法や、DIP スイッチ設定など、設置に関するすべて

の情報は、機器側面にわかりやすく表示されています。 

DIP-SW 設定を変更した後に再びキャリブレーションする

必要はありません。DIP-SW 設定だけで十分。電源を投入

することで機器は新しく設定された I/O レンジを読み込み

ます。一部機種はＨＡＲＴインタフェースを使って設定可

能です。 

2.5kVAC のガルバニックアイソレーションが、グランド

ループを絶ち、安全性と高いノイズ耐性をもたらします。

これにより、計装システムでプロセス信号の正確な伝送が

確保されます。 

前面の LED は機器のステータスを表示します。セットアッ

プ、センサー、ハードウェアのエラーなどを示します。 

ほとんどの機器はパワーレールより電源供給されます。リ

ダンダント（冗長運転）電源供給、およびホットスワップ

（活線挿抜）での使用が可能です。 

3405 および 9410(パワーコネクタユニット)は、パワー

レールへ 24VDC を供給するのに使用できます。 

すべての端子は最大±31.2VDC まで耐えることができま

す。たとえ電源供給配線を誤った場合でも、安全に保護さ

れるので、エラーで滞ることなくインストールが行えます。 

機器には、DNV GL を通して IEC 60068-2-6 に則った

最大 4g までの振動テストを行っています。 

9404: Module stop(モジュール止め)のオプションパー

ツは、激しい振動を伴うアプリケーション、例えば船舶で

の使用をサポートします。 

コントロールパネル内の温度が変化したとしても、大丈夫。 

-25℃から+70℃までの広い温度範囲において低い温度係 

数（0.01%/℃）で動作します。 
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スリム(厚さ 6mm) ＆ 低消費 

温度/信号変換器 

温度・信号変換  /  多機能  /  表示  /  通信インターフェース  /  絶縁  /  安全度水準  

 

3000 シリーズ、 

「高速応答・低ドリフト・低消費」を厚さ 6mm に凝縮。 

特許技術を駆使したコストパフォーマンス抜群の自信作です。 

３０００シリーズ 
温度変換/信号変換ソリューション 

 

 
PRエレクトロニクスは、産業用プロセス計装のより

高い安全性・信頼性・効率を求めることに注力し製

品作りを続けてきたリーディングテクノロジー企業

です。 

1974年の創立以来、私たちは、コアコンピタンス

である低消費化技術を伴った、革新的で高精度なテ

クノロジーをよりいっそう高めることに専念してき

ました。 

お客様のプロセス計装における温度測定、監視、信

号伝送の新しいスタンダードを打ち立てるために、 

これからもこのスタイルを貫きます。 

 

私たちの革新的な特許技術は、広範囲にわたる研究

開発と、お客様のニーズやプロセスを理解すること

から生まれます。 

私たちの活動の根底にあるもの、それは単純化と集

積、勇気ある前進と達成。 

 

偉大なる企業であるために- 

PERFORMANCE MADE SMARTER 

 

www.prelectronics.com 

本資料はＰＲエレクトロニクス社の日本代理店である 

グローバル電子株式会社によって作製されたものです。 

製品の仕様や機能、また導入の相談につきましては、 

弊社までお問い合わせください。 

Only 6mm wide signal conditioning 
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