
赤外線熱電対用受信計器 FC シリーズ
赤外線熱電対用受信計器なので，RD-300 シリーズ，RD-401 を直接計器に接続できます。

●赤外線熱電対用受信計器 : FCS-23A-□/I, FCR-13A-□/I, FCD-13A-□/I
●オンオフサーボ形 赤外線熱電対用受信計器 : FCR-15A-R/I, FCD-15A-R/I

※オプション仕様，その他詳細は[デジタル温度指示調節計 FC シリーズ]カタログを

ご参照ください。

■ご注文例

■標準仕様

入 力
赤外線熱電対 : RD-300 シリーズ(180～250 レンジ)または RD-401(180～250 レンジ)
目 盛 : -50～500 (-50～1000 )
分解能 : 1 (1 )

精 度(設定・指示) 0.2%FS 1 デジット以内(FCS-23A は 0.3%FS 1 デジット以内)

入力サンプリング周期 0.125 秒
■FC□-□3A シリーズ
計器内部のスイッチで選択可能です。
・ファジイセルフチューニング PID

P, I, D-------------------- 自動設定
比例周期---------------- 1～120 秒(直流電流出力形はなし)
ARW-------------------- 自動設定

・PID(オートチューニング機能付)
比 例 帯(P)----------- 0.1～999.9％
積分時間(I)------------- 0～3600 秒(0 のとき積分動作なし)
微分時間(D)----------- 0～3600 秒(0 のとき微分動作なし)
比例周期---------------- 1～120 秒(直流電流出力形はなし)
ARW-------------------- 自動設定

・PD
比 例 帯(P)----------- 0.1～999.9％
微分時間(D)----------- 0～3600 秒(0 のとき微分動作なし)
比例周期---------------- 1～120 秒(直流電流出力形はなし)
手動リセット値------- 比例帯換算値

・ON/OFF 動作
動作すきま------------ 熱電対入力，測温抵抗体入力:

0.1～100.0 ( )，
DC 入力: 1～1000(小数点位置は，
小数点位置選択に従う)制御動作

■FC□-15A シリーズ
計器内部のスイッチで選択可能です。
・ファジイセルフチューニング PID

P, I, D------------------- 自動設定
操作量演算周期------ 1～120 秒
ARW-------------------- 自動設定
デッドバンド--------- 比例帯の 0.1～100.0%
オープン出力時間--- 0.1～999.9 秒
クローズ出力時間--- 0.1～999.9 秒

・PID(オートチューニング機能付)
比例帯(P)-------------- 0.1～999.9%
積分時間(I)------------ 1～3600 秒
微分時間(D)----------- 0～3600 秒(0 のとき微分動作なし)
操作量演算周期------ 1～120 秒
ARW-------------------- 自動設定
デッドバンド--------- 比例帯の 0.1～100.0%
オープン出力時間--- 0.1～999.9 秒
クローズ出力時間--- 0.1～999.9 秒

制御出力(OUT)

いずれか指定(FC□-15A シリーズはリレー接点のみ)
・リレー接点 : 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cos =0.4) (FCS-23A)

1a1b 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cos =0.4) (FC□-13A シリーズ)
1a×2 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cos =0.4) (FC□-15A シリーズ)

・無接点電圧 : 12
＋2

0V DC 最大 40mA(短絡保護回路付)
・直流電流 : 4～20mA DC 負荷抵抗: 最大 550

警報 1 出力(A1)

出力動作の選択は，計器の内部スイッチで選択可能，励磁/非励磁の選択は，キー操作で選択可能です。[工場出荷時: 動作なし]
・上限動作(偏差設定) 設定範囲: 入力スパン (0 に設定すると動作しない)
・下限動作(偏差設定) 設定範囲: 入力スパン (0 に設定すると動作しない)
・上下限動作(偏差設定) 設定範囲: 0～入力スパン(0 に設定すると動作しない)
・上下限範囲動作(偏差設定) 設定範囲: 0～入力スパン(0 に設定すると動作しない)
・絶対値上限動作 設定範囲: 入力レンジ最小値～入力レンジ最大値
・絶対値下限動作 設定範囲: 入力レンジ最小値～入力レンジ最大値
待機機能 : 計器内部のスイッチで選択可能
警報動作遅延タイマ : 指定可能(設定範囲: 0～9999 秒)
設定精度 : 0.3％FS 1 デジット以内
動 作 : ON/OFF 動作
動作すきま : 0.1～100.0 ( )
出 力: リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cos =0.4)

赤外線放射率補正範囲 0.100～1.000

電源電圧 いずれか指定: 100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz 許容電圧変動範囲: 85～264V AC, 20～28V AC/DC

消費電力 約 15VA (FCS-23A のみ約 8VA)

絶縁抵抗
出力が直流電流出力形または無接点電圧出力形の場合，各入出力端子間，通信端子間，設定値メモリ端子間では絶縁抵抗測定不可
他の組み合わせは，500V DC 10M 以上

耐電圧
入力端子－接地間，入力端子－電源端子間 : 1.5kV AC 1 分間
電源端子－接地間 : 1.5kV AC 1 分間
出力端子－接地間，出力端子－電源端子間 : 1.5kV AC 1 分間

環 境 周囲温度: 0～50 周囲湿度: 35～85%RH(結露しない事)

安全規格 UL: 入力定格 100～240V AC ファイル No. E159038

材 質・色 材質: 難燃性樹脂 色: ライトグレー

取り付け方式
制御盤埋込方式 取り付け金具: ワンタッチ式 取り付け可能なパネルの厚さ: 1～3mm (FCS-23A, FCR シリーズ)

ねじ式 取り付け可能なパネルの厚さ: 1～8mm (FCD シリーズ)

外形寸法 W48×H48×D110mm(FCS-23A), W48×H96×D110mm(FCR シリーズ), W96×H96×D110mm(FCD シリーズ)

質 量 約 140g(FCS-23A), 約 320g(FCR シリーズ), 約 500g(FCD シリーズ)

付属機能
制御出力オフ，設定値ロック，設定値リミット，センサ補正，警報動作遅延タイマ，マルチファンクション，簡易プログラムコント
ローラ，設定値メモリ，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償，ウォームアップ表示，設定値ランプ

別売品
フロントカバー(ソフトタイプ) FC-48-S(48x48mm 用)，FC-R-S(48x96mm 用)，FC-96-S(96x96mm 用)
防塵防滴用のソフトタイプカバーで，装着したままで前面キーの操作が行えます。

入 力: 赤外線熱電対(RD-300またはRD-401)

基本形名: FCS(48x48mm), FCR(48x96mm), FCD(96x96mm)

制御出力(OUT1): リレー接点形をご指定の場合

オプション: 外観色黒を付加される場合

オプション: ループ異常警報を付加される場合

FCD-13A－R/I，BK，LA
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・視野の直径は距離の等倍です。

赤外線熱電対 RD-401
※その他詳細は[赤外線熱電対 RD-300 シリーズ]カタログをご参照ください。

■標準仕様

形 名 RD-401

熱電対の種類 K

温度検出端 サーモパイル

測定波長 6.5～14.0 m

測定距離 : 視野径 1 : 1

視野角 約 53 度

最小測定径 8mm

精 度 指示値の 3％以内または 3.3 いずれか大きい値(測定対象の放射率: 0.9 の場合) 但し，180～250 は 5％以内

再現性 測定値の 1％以内

応答速度 0.2 秒(63.2％応答)

出 力 熱電対 K の起電力に対応

周囲温度補償範囲 -18～70

温度係数 周囲温度変化 1 当たり指示値の 0.3

インピーダンス 約 2k

外形寸法・質量 外形寸法: 18.4×32.5mm 質量: 約 50g

取り付け方式 L 形取り付け金具固定方式

受光窓材質 シリコンレンズ

ケース材質 硬質樹脂

ハウジング 密封構造・耐水構造・IP65

出力ケーブル 熱電対線 長さ 2m(材質: PVC 被覆，耐熱: 70 )

付属品 取扱説明書 1 部，L 形取り付け金具 1 個(材質: SPCC-SD ニッケルメッキ)，ロック用ナット 2 個(材質: ナイロン)

■測定範囲 ■測定距離 : 視野径(単位: mm)

-18 ～ 25

5 ～ 45

25 ～ 80

70 ～ 105

90 ～ 120

115 ～ 155

145 ～ 190

180 ～ 250 *

*: 赤外線熱電対用受信計器 FC シリーズの入力として使用する場合，

-50～500 まで測定できます。

■外形寸法(単位: mm) ■取付金具(単位: mm)
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