
 

 

 

特徴 

• 最大5,000Hz/chのエンジニアリング

ユニットデータストリーム  

• 高精度 ±0.04% Full Scale, 長期安定性含む* 

• ワイドな圧力レンジ0～7MPa(0 - 1,000psi 

• 全チャンネル完全同時計測 

• LAN同期 IEEE1588-2008v2 PTP 準拠 

• “QD” (Quick Disconnect) ヘッダーオプション 

• 1Gb イーサネット接続 

• 個別チャンネル24bit A/Dコンバータ 

• 複数モジュールを統合するマルチドロップ

アーキテクチャ 

概要 
DSA5000は、用途の広いオールインワンの同時圧力計測モジュ

ールです。DSA5000は、チャンネル毎に独立した圧力センサー

と24bitのA/DコンバータとRTDを装備し、全てのデータ取得、

データ変換、及び通信は、最新のプロセッサによって完全に

同期した5000Hz/chの高速データサンプリングを可能にします。

これら最新のアーキテクチャーにより、セットアップや操作

が簡単で、かつ、高精度と長期的な信頼性の高い圧力計測を

実現します。 

 

DSA5000は、イーサネット接続を介して工学単位でのデータス

トリームを出力するように設計されています。次の幅広いデ

ータ出力フォーマットやオプションが利用可能です。 

：TCP / IP、UDP、およびFTPデータ転送プロトコルによるASCII

及びバイナリ形式での出力 

インテグレートされたWebサーバーによる、設定、操作、お

よびデータ収集のための直感的で簡単なオペレーションを提

供します。 

 

DSA5000は、最新でユニークな「リアルタイム」イーサネット

プロトコル又は産業界用のハードウェアマルチドロップアー

キテクチャの接続オプションを採用。この機能により、マス

ターとなるDSA5000からスレーブとなるネットワーク内の全て

のDSA5000シリーズを制御し、全てのモジュールをリアルタイ

ムに計測することができます。モジュールの識別、構成、お

よび同期はシームレスに行われ、セットアップ時間とフラス

トレーションを最小限に抑えます。 

 

さらに、最新のエレクトロニクスと内蔵のキャリブレーショ

ンバルブにより、最大の機能を提供します。バルブは、計測、

アイソレーション、校正、パージを含む複数のモードロジッ

クを提供します。 

 

DSA5000は、多点圧力計測タスクをシンプルかつパワフルに実

現する完璧なパッケージを目指して設計されました。 
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アプリケーション 
DSA5000は、幅広いアプリケーション向けに設計された多用

途のスキャナです。頑丈な筐体、カスタマイズ可能なニュー

マチックインターフェースオプションおよび構成により、ガ

スタービンテスト、フライトテスト、その他一般産業、風工

学などのアプリケーションに最適です。ユーザーフレンドリ

ーなインターフェース、シンプルな操作性、および僅かなオ

ーバーヘッド要件により、教育施設、小規模な研究開発プロ

ジェクト、自動車試験、およびチャンネル数の少ないその他

の迅速な試験にも理想的です。 

 
DSA5000は、1kPa (4”H2O /0.18psi) から7MPa(1,000psi)までの非常

に広範囲の圧力レンジをサポートします。これは、DSA5000を

低圧の空力試験から、高圧のコンプレッサー試験まで、その間

のすべての計測要求に対応できることを意味します。  

 
DSA5000は、湿気にさらされるような過酷な環境において使

用できるよう、IP67の環境規格に適合しています。モジュー

ルに衝撃や振動が発生する可能性がある場合は、オプション

のボルトオン“ショックマウントキット”を使用して、長期

的に信頼性の高いオペレーションを提供できます。 

 

動作温度範囲の拡張を必要とするアプリケーションに

対応するため、DSA5000はオプションの内部ヒーターキ

ットを構成できます。これにより、オープンテストセ

ル、飛行テスト、フロンガス気化テスト、および過酷

な温度環境が予想されるその他のアプリケーションで

の年間を通してのオペレーションが可能です。 

 

IP67定格のパッケージ、ヒーター、ショックマウントオ

プションの組み合わせにより、DSA5000はほとんどの環

境で確実に動作することができます。 

DSA® is a registered trademark of Scanivalve Corp. 

*一部の範囲。完全な精度使用については、3ページを参照してください。 
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メカニズム 
キャリブレーションバルブ 
DSA5000キャリブレーションバルブは「Normally Px」であり、

制御圧力を印加しない場合、デフォルトで計測モードです。 

キャリブレーションバルブをパージ、校正、またはアイソレ

ーションモードに変更するには、630kPa(90psi)の制御圧力が

必要です。これらの各モードは、圧力測定中に随時設定可能

です。この柔軟性により、DSA5000は「quick-zero」またはマ

ルチポイントキャリブレーションのいずれかによるオンライ

ンキャリブレーションを実行可能です。3つの内部ソレノイド

は、バルブロジックを構成するために使用され、単一の制御

電源入力によって供給されます。これらのソレノイドは、ソ

フトウェアコマンドを使用して構成することも、自動化され

たルーチンで使用することもできます。 

 

圧力センサー 

DSA5000は、高精度とセンサーの長期安定性を備えることを特

徴的な機能として、設計されました。各センサーには温度補

償用のRTDがインテグレートされ、高度な温度補正を実現。温

度更新レートを向上することでセンサーの温度分解能を上げ、

補償された温度範囲全域で非常に優れたパフォーマンスを発

揮します。熱的に変化する環境でも、温度補償は優れた安定

性と精度を提供します。高品質のセンサー、卓越したパッケ

ージ設計、優れた特性評価、および温度補償の向上等の組み

合わせにより、これまでにない長期安定性を提供します。こ

の長期安定性により、ゼロおよびスパンのキャリブレーショ

ンの頻度を圧倒的に減らすことができます。 

 

エレクトロニクス 

DSA5000で使用される電子機器には、いくつかの重要な

アドバンテージがあります： 

• 圧力センサー毎に独立した24-bit A/Dを搭載したア

ーキテクチャー。これにより、電子回路のタイミン

グや遅延を考慮せず、完全に同期した計測が可能。 

• 圧力センサー毎に独立した温度補償用RTDを装備。 

各RTDは、独自の24-bit A/Dコンバータを利用して、

温度分解能を向上し、更新レートを高速化します。 

• 工学単位で最大5,000サンプル/チャネル/秒で連続出

力を可能にする高速プロセッサ。 

•  

Scanivalve Synchronous Ethernet Protocol (SSEP)  

DSA5000は、圧力スキャナとして、唯一、マルチドロッ

プアーキテクチャの産業用ネットワーク構成を導入し

ています。複数のDSA5000は、ミニチュアイーサネット

コネクタを介して相互に接続できます。これにより、

「マスター」ユニットがネットワーク内のすべてのス

キャナのアクセスポイントとして機能し、他のモジュ

ールは分離されたサブネットワーク内で「スレーブ」

接続されます。スキャナは自動的に識別され、簡単に

構成、正確に同期されます。接続されているすべての

DSA5000からのデータが統合され、マスターとなる

DSA5000から圧力と温度値を含む出力データファイルが

出力されます。 

 

 
コンフィグレーション 
DSA5000モジュールは、それぞれの固有のアプリケーシ

ョンに適合するように構成することができます。様々

圧力レンジ、インターフェースオプション、環境オプ

ションが用意されています。 

 

ニューマチックコンフィグレーション 

標準のDSA5000モジュールは、16個全てのセンサーのレ

ファレンスがマニホールドによって一つのリファレンス

ポートに接続されます。デュアルレンジモデル場合、リ

ファレンスポートは独立してHi/Loレンジに提供されます。

オプションとして、DSAは、16チャネル全てに個別のリ

ファレンスポートを構成できます。差圧測定が必要な場

合、8チャンネルの「True Differential」構成により、個々

のセンサーの両サイドに入力ポートとキャリブレーショ

ンバルブが提供されます。絶対圧構成もご用意していま

す。 

 
ニューマチックインターフェースオプション 

利便性と柔軟性のため、DSA5000は様々な計測ポートイ

ンターフェースオプションを提供します。全ての計測

ポートは、SAE J1926-1 *規格の5/16 "x24メスネジです。

Scanivalveは、次の様々な種類の計測ポートをサポート

しています。ステンレスチューブ、食込み継手、およ

びクイックコネクト継手。DSA5000は、オプションの

「QD」（Quick Disconnect）Px入力ヘッダー仕様も選択

可能です。これは、DSA5000の柔軟性をさらに拡張する

用途の広いオプションです。 

環境オプション 

DSA5000は、過酷な環境向けに設計されています。どの

構成のDSA5000も、頑丈で軽量なアルミニウムケースを

備えたIP67規格です。この能力を補完するために、自動

制御の内部ヒーターを取付けることができます。ヒー

ターオプションを取付けることで、DSAモジュールは 

-50°Cまでの周囲温度で動作できます。DSA5000には、

オプションのショックマウントキットを取り付けるこ

ともできます。これは、MIL-STG 810G Cat.24、514.6に適

合しています。 
* SAE J1926-1は、5/16”x24Oリングシーリングストレートネジ継手のISO11926-1と同等です。

 



 

通信 
DSA5000のイーサネット接続通信は、代表的なプロトコルをサポ

ートします。ユーザーは、任意のWebブラウザーによりDSA5000

にインテグレートされたWebサーバーへアクセスできます。この

GUIを使用して、ユーザーはマウスをクリックするだけで、設定

の変更、画面上のデータのスキャン、又はホストコンピューター

上のファイルへのデータ出力を行うことができます。また

DSA5000は、TCP、UDP、FTPプロトコルによりデータをス

トリーミングすることができます。 

 

仕様 
圧力入力チューブ (Px): 
メスねじ： 5/16x24 (SAE J1926-1) 

チューブ： 0.040” (1.0mm), .063” (1.6mm) 
or 0.125” (3.2mm) 

コンプレッション： 1/16” and 1/8” 

クイックコネクト： 1/16” Scanivalve QC 

フルスケールレンジ: 

差圧： ±1.25,2.5, 7, 17, 35, 100, 210, 

 350, 700, 1750, 3500, 4200, 

 5200, 7000 kPa 

(±4 inch H2O,10 inch H2O, 1, 2.5,5, 15, 30, 50, 

100, 250, 500, 600, 750, 1000psid) 

絶対圧： 100, 210, 350, 700, 2100 kPa 

(15, 30, 50, 100 and 300 psia) 

精度*: 
 

圧力レンジ 精度 (%F.S.) 

±1.25 kPa (4 inH2O) ±.10% 

±2.5kPa (10 inH2O) ±.08% 

±7 ~ 3500kPa (1 ~ 500 psid) ±.04% 

3500 ~ 7000 kPa (501 ~ 1000 psid) ±.05% 

100 ~ 2100kPa (15 psia to 300 psia) TBD 

(Including linearity, hysteresis, and repeatability) 

A/D分解能: 24 bit 

最大サンプリングレート:5,000 Hz/Channel EU 

イーサネット接続:  Ethernet 1000baseT 

通信 

プロトコル: TCP/IP, UDP, FTP, HTTP, IEEE1588-

2008v2 PTP 

ASCIIコマンドは、DSAのTelnetサーバーに接続されたTelnet

クライアントを介して発行できます。 DSAは、LabVIEW®イ

ンターフェースをサポートするように最適化されています。 

DSALabVIEW®VIの例が利用可能です。 

 
DSA5000は、最新のPrecision Time Protocol（IEEE-1588v2）を使用

して、データを時間相関させます。このプロトコルにより、1588

スレーブデバイスは、外部ハードウェアトリガーを使用せずに、

内部時間をサブマイクロ秒の精度で同期させることができます。       
LabVIEW® is a registered trademark of National Instruments 

 

 

 

外部トリガー： 6.5 mA at 4.5 Vdc minimum 

 
重さ (no fittings): DSA Base: 5.45 lbs. (2.47kg) 

QD Header: 0.40 lbs. (181kg)  

Shock Mount Kit: 0.56 lbs. (255g) 

使用 

温度範囲: DSA5000: 0°C to 70°C With 

heater: -50°C to 70°C 

温度補償範囲:      0°C to 72°C Standard 

温度影響 
0 - 72°Cを超える範囲:     ±.001% F.S. per °C 

コネクター Ethernet: X-Code, 8-pin, M12 

タイプ: Power: A-Code , 8-pin, M12 SSEP   

SSEP Enet: A-Code, 4-pin, M8 

供給電力:       9-36Vdc 

DSA5000 w/o Heater: 7W 

DSA5000 w/ Heater: 65W 

許容圧力: 4 inch H2O= 13.8kPa(2 psi) 
10 inch H2O = 13.8kPa(2 psi) 
1 psid = 35kPa(5 psi) 
2.5 ~ 499 psid = 2.0x 
500 ~ 1000 psid = 8600kPa(1250psi) 

破壊圧: 4 inch H2O= 13.8kPa(2 psi) 
10 inch H2O = 13.8kPa(2 psi) 
1 psid = 35kPa(5 psi) 
2.5 to 499 psid = 3.0x 
500 to 1000 psid = 10MPa(1500psi) 

最大 

リファレンス圧: 1750kPa(250 psig)** 

 
圧力媒体互換性:   シリコン・アルミニウム・Buna-Nに 

影響を及ぼさない不活性ガス

オーダリングインフォメーション
500を超える異なるDSAの構成が利用可能です。これらの構成

には次のものが含まれます： 

- 高圧（> 500PSI）または低圧（<500PSI） 

- バルブ構成 

- Standard (16Px) 

- Dual Range (16DR) 

- True Differential (8DPx) 

- Individual Reference (16IR) 

- Dual Range, True Differential (8DDR) 

- Absolute (16APx) 

- Dual Range Absolute (16ADR) 

 

圧力入力ポート 

- 040, 063, or 125 tubulations 

- 1/16” or 1/8” compression 

- 063 Quick-Connects 

- None (5/16x24 Female threads) 

- Quick Disconnect (QD) Header 

- Optional Heater 

- Optional Shock Mount Kit 

 
構成に一致する部品番号を見つけるには、www.scanivalve.com / dsa5000にアクセスし、

DSA5000部品番号ジェネレータフォームを使用してください。

*Consult factory for custom ranges. Some configurations may dictate a reduction in accuracy 
** Elevated reference pressure measurements require special techniques and considerations. Consult factory for guidance. 



 

外形寸法 Inches [mm] 

標準構成 
 

 

オプションのクイックディスコネクト（QD）ヘッダーとショックマウントキットの構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Each DSA5000 module comes with all mating electrical connectors. 

**Quick Disconnect (QD) Header and Shock Mount Kit are separate, individual options. 

Scanivalve Headquarters 

1722 N. Madson Street 

Liberty Lake, WA 99019 Tel: 

509-891-9970 
800-935-5151 
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