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1 安全にご使用いただくために

1.1 警告表示ガイドライン

以下の警告表示はお客様に本製品を安全にお使いいただくために、 この文書の中
で使われています。 本製品の使用にあたって特に注意が必要な内容です ：

1.2 必ず取扱説明書の内容をお守りください

本製品を使用する際には、 取扱説明書の記載事項を十分理解して遵守してくださ
い。 本製品は 『使用目的』 で記載されている使用目的以外には、 使用しないでく
ださい。 本製品の使用 / メンテナンスに関して責任を担う、 またはその予定がある
方には、 本取扱説明書をよくお読みください。

1.2.1 爆発危険場所での使用

Dräger Flame 5000 は、 爆発危険場所での使用を承認されており、 またそのよう
な場所での使用を前提としています。 爆発危険場所で使用され、 日本国内あるい
は国際的な防爆指針に基づいて認証されている機器またはコンポーネントは、 必
ず認証書類に記載された条件下においてのみ使用してください。

注記
機器またはコンポーネントは、 いかなる方法においても絶対に改造しないでくださ
い。 筐体に穴を開けないでください。 防爆性能が無効になります。

本検知器の構成に使用される材質が使用環境に適合していること、 また予測され
る汚染物質による影響を受けないことを確認してください。 酸素濃度の高い場所で
は、 検知器を使用しないでください。

Dräger Flame 5000 の使用目的は、 火炎または火災を検知することです。 本製
品は爆発危険場所に設置される可能性があるため、 その機能を理解し、 設置 / 試
運転 / メンテナンスの工程をすべて正しく実施することが人員の安全に欠かせませ
ん。

本取扱説明書は、 Dräger Flame 5000 に関する情報をすべて記載するために作
成されました。 ただし、 本書の内容、 本器の機能、 操作手順について何か疑問
がある場合は、 Dräger もしくはお近くの販売店にお問い合わせください。

1.2.2 メンテナンス

Dräger Flame 5000 は定期的に保守点検を行い、 その記録を保存する必要があり
ます。 本器の修理と全体のオーバーホールは、 かならずトレーニングを受けた保
守点検担当者のみが実施するようにしてください。 Dräger では、 当社とサービス
契約を締結し、 すべてのメンテナンス作業が Dräger を通じて行われることをお勧
めしています。 どのような場合であっても、 爆発危険場所絶対に検知器の筐体を
開かないでください。 検知器の中には、 ユーザーによる保守点検が可能な部品は
入っていません。 ターミナルコンパートメントに触る時以外は、 検知器を開かないで
ください。 どのような場合であっても、 コンポーネントは一切交換しないでください。
この要件を満たさない場合、 危険な場所での使用認定が無効となるか、 または
Dräger Flame 5000 のクリティカルパラメーターが侵害され、 その結果機器が損傷
したり火災を検知できなくなったりするおそれがあります。 詳細は、 以下を参照して
下さい ： 11 ページの 「メンテナンス」。

1.2.3 注意

検知器の消費電力と動作電圧については、 本取扱説明書の技術仕様に記載され
ています。 使用するケーブル心線のサイズを指定する際には、 この説明を参照し
て検討してください。 また、 システムの配線を行う前に、 その地域の関連法規を検
討する必要があります。 設置は適切なトレーニングを受けた人員が完了するように
してください。

システムテストまたはメンテナンスの実施中は、 不用意に動作したりアラームを出
力したりしないよう、 コントロール機器はすべてオフにする必要があります。

警告記号 警告表現 警告表示レベル

警告 この表示の注意事項を守らないと、 死亡
や大けがなどの人身事故につながること
があります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、 けが
につながることがあります。 不適切な使用
に対する警告としても使用できます。

注記 この表示の注意事項を守らないと、 製品
または周辺の物品に損害を与えるおそれ
があります。
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また、 以下の要因も考慮に入れる必要があります。

● 高リスクの発火元をすべて特定します。 爆発危険場所すべて適切にカバーでき
るよう、 十分な数の検知器が使用されていることを確認してください。

● 火元になりそうな所が検知視野角と検知距離の両方が検知範囲内になるよう
に、 検知器を設置します。

● 性能を 大限発揮するには、 振動の少ない場所の硬い表面に検知器を設置す
る必要があります。

● 極端な濃霧や雪嵐が発生している場合、 検知器の視野が塞がれることがあり
ます。

● 屋内使用で、 火災の発生時に濃い煙が充満することが予測される場合は、 検
知器を天井から側壁に沿って下方に （約 1 メートル） 設置します。

● 検知器の位置と守備範囲が正しいかは、 火炎シミュレータで確認できます。

● 検知器の感度設定は 1 種類のみで、 工場出荷時に設定されています。 設定
の変更はできません。

● 検知器は内部ハードウェア診断テストを継続して実施し、 正しい動作が制御シ
ステムにリレーされていることを確認します。 この機能がオンの場合、 光学窓
の汚れを通知するように設定することもできます。 検知器には背景光として、
16 時間おきに 1 時間、 1 LUX 以上のレベルが必要になります。

● 診断テスト間隔 - 診断をすべて実施し、 検知されたハードウェア不良に対応す
る （4-20 mA 出力により） ためにかかる時間は、 大で 500 ms です。

● 検知器は、 信号リターンの診断不良を外部配線で通知するようには設計されて
いません。 一般に、 コントロールシステムと火災パネルには、 このような不測
の事態のための障害モニタリングがあります。

2 用途

Dräger Flame 5000 は、 爆発危険場所に設置して、 火炎または火災を検知する
ための機器です。 Dräger Flame 5000 は、 火炎検知器単体としても、 ビデオ監
視装置としても、 それらを組み合わせた装置としても使用できます。 設置環境をモ
ニタリングし、 火災または火炎を検知すると必要な制御動作のトリガーをかけます。

2.1 使用制限

● Dräger Flame 5000 は、 酸素濃度の高い環境での使用は認められていませ
ん。

● Dräger Flame 5000 は視認できる火炎に反応するので、 はだか火が発生する
作業場所には Dräger Flame 5000 を設置しないでください （直接フレアスタック
に向けるなど）。

● 燃料の中には、 炎が見えないため Dräger Flame 5000 に検知できないものが
あります （煙、 濃い霧、 その他の大気粉塵など）。 Dräger Flame 5000 の性
能が影響を受けることがあります。

● Dräger Flame 5000 は、 アーク溶接には反応しません。 ただし、 近接する
アーク溶接の場合 （たとえば 1 m 以内）、 Dräger Flame 5000 に対して明るさ
が強くなりすぎて、 仕様内で操作できなくなることがあります。

● 本器が EN54-10 および VdS に準拠する必要がある場合、 真っ暗な状態で使
用する場合のために、 "optical fault" を無効にする必要があります。

詳細について、 またご質問がある場合は Dräger にご連絡ください。

2.2 システムの理解

2.2.1 動作原理

Dräger Flame 5000 は、 「スタンドアロン」 でも、 認定されたコントロールシステム
と統合した状態でも動作できます。 検知器は通常、 設置場所全体を通じて特定の
検知範囲をカバーし、 現場の性能要求を確実に満たすように設置されます。 検知
器は、 ライブのカラービデオ映像と、 火災アラーム / 故障信号をコントロール機器
に送信できます。 検知器は、 撮影装置、 デジタル信号処理ハードウェア、 ファー
ムウェアアルゴリズムを単一の本体内部に組み込んで、 ライブビデオ画像を処理し
て火炎の特徴を認識します。 検知器は独立して動作できます。 標準的な機能には
外部のコントロール機器は必要ありません。 ただし、 外部コントローラを設置する
と、 リモートでの設定やファームウェア管理など、 機能をいくつか追加できます。 リ
モートオペレータは検知器と通信し、 アラームの発生中に危険を目視で確認できま
す。 検知器は、 火炎検知単体として、 ビデオ監視カメラとして、 またそれらを組み
合わせた装置として機能するように、 1 台ずつ個別に設定できます。

警告
爆発危険場所では、 筐体を開かないでください。
許可事項と、 適切な現場の工程および実践をすべて遵守する必要があります。 現
場で筐体を開く前に、 機器を電源から切り離してください。
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2.2.2 視野角

センサーは、 90° の水平視野角内の 44 m で 0.1 m2 以上の n- ヘプタン火炎を検
知できます。 検知器は、 視野角内部にあって視認できる火炎にのみ反応します。
そのため検知器は、 反射フレア放射のような、 誤報を起こすことが多い現象には
反応しません。 また、 視野角の内側で発生した火炎や燃え尽きた火炎の生成物で
生じたアラームが拡大する可能性も低減されます。

検知器は、 障害物や混雑を考慮に入れ、 目的とする危険な場所が見えるように位
置を合わせる必要があります。 災害を確実にカバーできるようにするため、 実際の
検出範囲のソフトウェア分析が必要になることがあります。 この分析は、 検知器の
台数とループ構成の 適化にも使用できます。

ビジュアル火炎検知器の視野は、 他の IR 火炎検知器のような、 従来型のコーン
形状ではありません。 視野角は四角錐の形状で、 0.1 m2 n- ヘプタンの放射投影
と炎の範囲を示します。

2.3 反応特性

3 設置

3.1 機械の設置

3.1.1 視界照準の要件

以下を遵守してください。

● 設置場所が振動したり動いたりしないことを確認します。

● 不用意にぶつかったり所定の位置から強制移動されたりしないようにします。

● 雪や氷が被りそうな場合は、 ヒーターを有効にします。

● ビデオ画像をできるだけ良好な状態に保つため、 検知器を太陽とは別の方向
に向ける必要があります。

● 現場にある電気的干渉源からできるだけ離れた場所に設置します。

● 十分な検知能力を発揮して、 発生する可能性がある事故をすべて、 検知器で
適切にカバーできるようにします。

● 検知器の前面プレートは、 できるだけ汚染物に晒されないようにします。

● メンテナンスのため、 検知器には簡単にアクセスできる経路を確保します （直
接手が届く位置に置く、 はしごをかける、 足場を組むなど）。
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燃料 炎のサイズ 距離

メタン 0.9 m プルーム 30 m

アルコール 0.1 m2 パン 25 m

n- ヘプタン / ガソリン 0.1 m2 パン 44 m

ジェット燃料 (JP-4) 0.4 m2 パン 61 m

ディーゼル 0.1 m2 パン 61 m

エチレングリコール 0.1 m2 パン 15 m

原油 0.25 m2 パン 40 m
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これらはすべて、 問題無く設置するため非常に重要です。 作業の計画、 構成、
試運転の段階で細心の注意を払う必要があります。

3.1.2 機器の取り付け

3.2 電気的設置

設置する際、 配線はすべて、 電気機器の設置に関して現在有効な国内規定に準
拠している必要があります。 また、 必要に応じて、 爆発性雰囲気での設置に関す
る国内規定にも準拠する必要があります。 疑問がある場合は、 機器を設置する前
に、 政府 / 自治体で正式に担当している部局に問い合せてください。 

火炎検知器のケーブル接続を行う前に、 電源をすべてオフにしていることを確認し
てください。 接続は、 適切な認定を受けたグランドを通して、 背面のターミナルで
行います。

3.2.1 検知器の電子組立部品

筐体背面のカバーを外すと、 現場の配線にアクセスできます。 端子はすべて、 筐
体の前面に取り付けた電子モジュールに触らずにアクセスできます。

3.2.2 接地と遮蔽の要件

システムに正しい接地を確実に実施していることが重要です。 接地が正しくないか
良好でない場合は、 システムの動作が悪影響を受け、 その結果 RS485 通信が断
続的になったりビデオ画像の品質が低下したりすることがあります。

注意
感電から身を守り、 電気的干渉を 小限に抑えるため、 機器は適切に接地する必
要があります。

システム 0 V は、 無雑音接地に一点接続します。 通常、 これは工業用電源 （ま
たは 0 V バスバー） の所にあるはずです。 PC 機器を RS485 とビデオ信号に接続
している所では、 PC と工業用電源が同じ地電圧であることに注意する必要があり
ます。 地電圧の差がごくわずかであっても、 それが原因で地絡故障電流が流れ、
その結果ビデオが損傷するおそれがあります。 不可能な場合は、 PC のローカル
電源を隔離して PC を 「システムの無雑音接地」 に接続するか、 あるいは代替策
としてビデオと RS485 信号を隔離する必要があります。 BNC ビデオコンバータお
よび RS485-RS232 コンバータへの Dräger ツイストペアは、 この後の項で示すよ
うに地電圧の差が 大で ±5 V を超えない限り使用できます。

DC-DC 電源を複数使用する分散システムでは、 0 V 電源をすべてまとめて共通の
無雑音接地に接続する必要があります。 それが不可能な場合、 地電圧の差が
大で +4 ～ - 1 VDC を超えなければ、 各システムを現場の無雑音接地に接続でき
ます。 あるいはビデオおよび RS485 信号を中央システムからガルバニック絶縁す
ることもできます。 接地不良のモニタリングを使用する場所では、 システム 0 V か
ら地面への電位差が超過していないことを、 注意して確認してください。

検知器の筐体は現場の地面に接続し、 検知器のケーブルスクリーン （シールド）
は露出しないよう落とし、 検知器内部で終端させないようにする必要があります。
検知器の筐体を接地できない場合は、 ケーブルの編組線が適切に接地されている
こと、 または筐体のアーススタッド （外部） が、 単心の 4 mm2 アースケーブルを
用いて適切な地点に別々に接続されていることを注意して確認します。
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検知器のケーブルシールドはすべて、 コントロールパネルで無雑音接地に接続す
る必要があります。 スクリーン （およびツイストペア） は、 検知器の終端の
25.4 mm 以内、 すべてのジャンクションボックス内部、 およびコントロールパネル
位置に維持する必要があります。 遮蔽されていないケーブルをパネル結線に使用
する場合、 すべてのケーブルを適切により合わせてペアにし、 ビデオケーブルが
他の信号源から隔離されるようにする必要があります。

3.2.3 検知器の結線端子

結線端子と構成リンクは、 筐体の背面にあり、 背面カバーを取り外すとアクセスで
きます。 電子部品を取り外さなくてもフィールド端子に手が届くように、 電子部品と
フィールド端子は場所が離れています。 これは、 機器をフィールドケーブルに接続
する際の損傷を防ぐためです。

本器は、 次の 2 種類のうちいずれかで提供されます。

A アラームと終端抵抗器を取り付けたアラームおよび故障回路のリレー接点を持
つユニットとして。 ユニットとコントロールシステムの接続が途切れ、 電源端子
1 および 2 の極性が反転すると、 端子 3 および 4 からの出力が RS485 プロト
コルに切り替わります。 ローカルから検知器の設定にアクセスすることが許され
ているのは Drager エンジニアのみです。

B 4-20 mA を出力するユニットとして。 ユニットとコントロールシステムの接続が途
切れ、 電源端子 1 および 2 の極性が反転すると、 端子 3 および 4 からの出
力が RS485 プロトコルに切り替わります。 ローカルから検知器の設定にアクセ
スすることが許されているのは Drager エンジニアのみです。

検知器内で 「get settings」 メニューを通じてソフトウェアリビジョンにアクセスできま
す。

3.2.4 リレーモード接続

検知器をリレーモードで発注した場合の各端子の機能概要を以下の表に示します。

リレーモデル結線図

端子 端子番号 説明

+24 V 1 +24 V 供給 A

0 V 2 0 V 供給 A

A 3 火炎パネルより検知

B 4 火炎パネルへのリターン
信号

VID+ 5 Video +Ve

VID- 6 Video -Ve

485A 7 RS485 終端 +Ve

+24 V 8 +24 V 供給 B

0 V 9 0 V 供給 B

C 10 終端抵抗

D 11 終端抵抗

ALRM 12 アラーム抵抗

ALRM 13 アラーム抵抗

485B 14 RS485 終端 -Ve

47
35

9

端子 端子番号 説明

Video +ve
Video -ve 

0 VDC
+24 VDC

1

8

7

14

1
2

3
4

5
6

火炎パネルへ
火炎パネルから
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検知器を上記の方法で接続し、 アラーム抵抗器が端子 12 と 13 の間に接続された
状態で火災アラームの信号が出力された場合、 端子 3 と 4 にアラーム抵抗が発生
します。 終端抵抗器は端子 10 と 11 の間に接続され、 通常は端子 3 と 4 に抵抗
が生じ、 故障の際は回路がオープンとなります。 端子 3 および 4 とコントロールシ
ステムの接続が切り離され、 電源端子の極性が反転した場合、 これらの配線は
RS485 接続を検知器に提供します。 接続は検知器への情報のアップロードやダウ
ンロードに使用されます。

3.2.5 4-20 mA 接続

検知器を 4-20 mA モードで発注した場合の各端子の機能概要を以下の表に示しま
す。

リレーモデル結線図

検知器が上記の方法で接続されている場合、 火災アラームの信号が出力される
と、 4-20 mA 出力が 18 mA を生成します。 障害が大きくなると、 4-20 mA 信号
は障害に応じて 0 または 2 mA を示します （デフォルトの電流レベルについては表
を参照）。 端子 3 および 4 とコントロールシステムの接続が切り離され、 電源端子
の極性が反転した場合、 RS485 接続による検知器への接続が可能となります。
接続は検知器への情報のアップロードやダウンロードに使用できます。

端子 端子番号 記述説明

+24 V 1 +24 V 供給 A

0 V 2 0 V 供給 A

A 3 パネルで +24 V に結線

B 4 4-20 mA

VID+ 5 Video +Ve

VID- 6 Video -Ve

485A 7 RS485 終端 +Ve

+24 V 8 +24 V 供給 B （オプショ

ン）

0 V 9 0 V 供給 B （オプション）

C 10 未使用

D 11 接続不可

ALRM 12 接続不可

ALRM 13 未使用

485B 14 RS485 終端 -Ve

47
36
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Video +ve
Video -ve 

0 VDC
+24 VDC

1

8

7

14

1
2

4
5

6

4-20 mAソース
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4-20 mA 設定 （デフォルト）

詳細は、 以下を参照して下さい ： 12 ページの 「テクニカルデータ」。

3.3 設置のチェックポイント

3.3.1 機械的設置

● Dräger Flame 5000 の設置場所を決める際は、 検知器へのメンテナンスアク
セスを考慮に入れ、 メンテナンスや修理のために検知器を簡単に取り外せるよ
うにする必要があります。

● 検知器は振動しないようにしっかり固定してください。 設置用のサポートを組み
立てる前に、 検知場所を確認することをお勧めします。 建設中は現場で何度も
変更が行われ、 それが検知器の守備範囲に影響することがあるためです。

● 検知器は、 付属の取り付けブラケットを使用して、 安定した状態で固定する必
要があります。 サポート構造により、 検知器を水平方向に調節ができるように
しなければなりません。 サポート構造は、 検知器の設置前に設置します。

● 設置の際、 筐体カバーと本体のネジ式火炎経路が損傷しないよう保護してくだ
さい。 損傷があると、 筐体の効力が損なわれます。

● 検知器の電子部品は、 機械的な損傷や外部の EMI 源 （X 線、 RFI、 静電放
電など） から保護してください。

● 8 mm ボルト （別売） を使用して、 取り付けブラケットをサポート構造に取り付
けます。 検知器 （ブラケット） は、 必要な範囲をカバーできる方向に向けてく
ださい。

● 筐体をブラケットに取り付ける前に、 六角ボルトを筐体に差し込み、 その後に
検知器の筐体をブラケットに取り付けます。 ボルトはブラケットのキースロットに
入ります。 筐体をひねるとボルトがはまるので、 その後に 6 mm の六角レンチ
を使って締めます。

3.3.2 電気的設置

EMC の規定に準拠するためには、 電気的な設置を正確に行うことが不可欠です。

● 設置用のサポートを組み立てる前に、 検知場所を確認することをお勧めしま
す。 建設中は現場で何度も変更が行われるためです。

● 検知器のケーブル配線は、 高速のデータや高エネルギー / 高周波信号を伝送
したり、 その他の電気的干渉を起こしたりするケーブルからは隔離してくださ
い。

● 検知器は、 現場の危険を遮られず、 クリアに視認できる必要があります。 現
場で配管やケーブルトレイに視界を遮られないよう、 検知器のケーブルには
2 m 程度まで巻くことが許容されます。

● 検知器は、 試運転の直前まで設置しないでください。 ケーブルテストの実施
（絶縁テストなど） による検知器損傷の可能性が想定されるためです。

● 使用する電源はすべて隔離し、 試運転で必要になるまでかならずオフにしてく
ださい。

● 電子部品は、 機械的な損傷や外部の EMI 源 （X 線、 RFI、 静電放電など）
から保護してください。

● 筐体外部のアーススタッドは、 現場に接地します。

● 筐体のケーブルエントリ部からメクラ蓋を取り外します。

● 認可済のケーブルグランドをシーリングワッシャーで取り付け、 保護等級を維持
します。

● ケーブルの末端処理をします。 検知器のケーブルスクリーン （シールド） は検
知器で露出しないよう落とし、 筐体内の接点またはその他の地面から絶縁する
必要があります。 各ペアは、 端子から 25 mm 以内では、 より合わせた （ツイ
スト） 状態を保ってください。 ケーブル末端の長さは 200 mm にします。

● プラスチックのジャンクションボックスを使用する場合、 終端 25 mm 以内では
ケーブルスクリーン （シールド） を保ち、 完全に絶縁してください。

● 遮蔽されていないケーブルをパネル結線に使用する場合、 すべてのケーブルを
適切により合わせてペアにし、 ビデオケーブルが他の信号源から隔離されるよ
うにする必要があります。

● ケーブルスクリーン （シールド） はすべて、 コントロールパネルで現場の無雑
音接地に接続してください。 スクリーンとツイストペアは、 終端から 25 mm 以
内に維持してください。

イベント 出力

電源 / 検知器の不良 0 mA

光学的な障害 2 mA

良好な状態 5 mA

アラーム 18 mA

オーバーレンジ 21 mA
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4 操作

4.1 検知器の起動手順

初回の電源投入の際、 約 30 秒の遅延があります。 システムは内部テストとシステ
ムの初期化を行います。

4.2 検知器の信号

検知器は、 0-20 mA の信号を生成してステータスを示すか、 またはリレー出力を
行います。 これは、 検知器を設置する際に確認する必要があります。 あるいは、
装置のステータスと動作を、 点灯する LED の色でモニタリングすることもできます。

警告
オペレータは適切なトレーニングを受け、 火災が検知された時に何をすべきかを把
握している必要があります。

4.3 ステータスインジケータ

検知器の LED インジケータは、 以下に示すように Dräger Flame 5000 の現在の
ステータスを示します。

LED ステータス診断チャート

電流 （源） 絶縁信号出力

LED ステータスインジケータは、 以下の図に示すように、 検知器の前面、 カメラレ
ンズの下にあります。

5 メンテナンス

警告
どの機器も、 修理はかならず安全な場所で、 トレーニングを受けた人員が行う必
要があります。

検知器内部には、 設置後にユーザーが保守点検する部品はありません。 保守点
検として必要な作業は、 検知器が完全に機能することとレンズに汚れがないか確認
することだけです。

端子部カバーと前面カバーのネジは、 再組み立てを行う前に、 硬化しないグリース
を軽く塗布する必要があります。

LED カラー ステータスインジケータ

消灯 電源なし

緑 良好

黄で点灯 故障

黄 / 緑で点滅 24 V/0 V 端子の極性が反転

赤 アラーム

イベント 出力

電源 / 検知器の不良 0 mA

光学的な障害 2 mA

状態 5 mA

アラーム 18 mA

オーバーレンジ 21 mA

47
36
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このメンテナンススケジュールは単なる目安です。 実際に必要になるメンテナンス
のレベルは、 使用する環境条件、 損傷の可能性、 オイル / 海水のしぶき / 散水設
備の程度などに応じて変わります。 メンテナンスレポートを定期的に確認し、 使用
環境に合わせてメンテナンス期間を調節することをお勧めします。

プルーフテスト

プルーフテストは、 年に一度のペースで行います。 SIL2 で運用可能な装置では、
年間の故障確率が 10-3 ～ 10-2 でなければなりません。

1. 安全機能をバイパス / 無効にして、 誤動作を避けるための適切なアクションを
実行します。

2. 柔らかい布と洗剤で検知器の窓を清掃します。

3. Dräger FS-5000 火炎シミュレータを使用して検知器をテストします。

4. バイパス / 無効化を解除して、 通常の動作に復帰させます。

本器の試運転、 テスト、 メンテナンスを行う人員は、 適切な能力と経験を十分に
備えている必要があります。

6 本器の廃棄方法

7 テクニカルデータ

本製品は家庭ごみとして廃棄することはできません。 そのため、 左記の
マークが示されています。
ドレーゲルでは本製品をご相談の上、 回収しています。 詳しくは、 各国の
販売店および Dräger 社にお問い合わせください。

温度 -60 ° ～ +85 °C

湿度 相対湿度 5-95 %

保護等級 IP 66、 NEMA 4X

供給電圧 18 ～ 32 VDC ( 公称 24 VDC)

消費電力 6 W ( ヒーター付きで 大 15 W)

CE マーク 爆発危険場所で使用することを目的とした装置およ
び保護システム ( 指令 2014/34/EU)

寸法 220 × 100 mm

ケーブルエントリ M25

重量

アルミ筐体 2.5 kg

ステンレススチール筐体 6 kg

規制当局の承認

ATEX 認定番号 ： FM07ATEX 0033
II 2 G Ex db IIC T4

IECEx 認定番号 ： FME07.000
II 2 G Ex IIC T4

FM Class I, Div 1, Groups B, C, D, T4
周囲環境 ： -60 ° ～ +85 °C
Class I, Zone 1, AEx/Ex db IIC T4
周囲環境 ： -60 ° ～ +85 °C
FM 認定アクセサリー

FM 3260 「放射エネルギーを感知して自動的に火災

アラーム信号を発する火災検知器」

SIL2 認定番号 ： DR 0905050 C001, IEC 61508:2010 
パート 1-7

信頼性
平均故障間隔 (MTBF)

348,530 時間

反応時間 約 7 秒 （ 大 30 秒）
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SIL 2 情報

Dräger Flame 5000 は、 Type B element です。 したがって、 本器が安全計装機
能 (SIF) を構成する唯一の部品であるならば、 90 % の安全 側 故障 割合 
（SFF） に基づいて、 設計は SIL 2 @ HFT=0 の条件を満たすことができます。 危
険側故障 （検出不可） に至るコンポーネントの耐用寿命は、 約 50 年です。

0-20 mA インターフェス

8 注文リスト

注意
本器には、 Dräger が認定したパーツとアクセサリーのみを使用してください。

故障カテゴリ 故障率

安全側故障 （検出不可） 10

危険側故障 （検出可） 638.0

故障 （検出）
（内部診断による）

547.4

故障 High
（ロジックソルバーによる
検出）

19.6

故障 Low
（ロジックソルバーによる
検出）

71.0

危険側故障 （検出不可） 76.0

残留効果 114.9

検出不可の通知 21.1

イベント 出力値

電源 / 検知器の不良 <1 mA

光学的な障害 1 ～ 3 mA

状態 4 ～ 7 mA

アラーム 16 ～ 19.5 mA

オーバーレンジ >19.5 mA

記述説明 パーツ番号

Dräger Flame 5000, M20, 4-20 mA, PAL, アルミ 420 93 08

Dräger Flame 5000, M20, リレー , NTSC, アルミ 420 93 09

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, リレー , NTSC, アルミ 420 93 10

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, 4-20 mA, PAL, アルミ 420 93 11

Dräger Flame 5000, M25, 4-20 mA, PAL, アルミ 420 93 33

Dräger Flame 5000, M25, リレー , NTSC, アルミ 420 93 34

Dräger Flame 5000, M20, 4-20 mA, PAL, ステンレス鋼 420 93 20

Dräger Flame 5000, M20, リレー , NTSC, ステンレス鋼 420 93 21

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, リレー , NTSC, ステンレス鋼 420 93 22

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, 4-20 mA, PAL, ステンレス鋼 420 93 23

Dräger Flame 5000, M25, 4-20 mA, PAL, ステンレス鋼 420 93 35

Dräger Flame 5000, M25, リレー , NTSC, ステンレス鋼 420 93 36

Dräger Flame 5000, M20, 4-20 mA, NTSC, アルミ 420 93 48

Dräger Flame 5000, M20, リレー , PAL, アルミ 420 93 49

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, 4-20 mA, NTSC, アルミ 420 93 50

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, リレー , PAL, アルミ 420 93 51

Dräger Flame 5000, M25, 4-20 mA, NTSC, アルミ 420 93 52

Dräger Flame 5000, M25, リレー , PAL, アルミ 420 93 53

Dräger Flame 5000, M20, 4-20 mA, NTSC, ステンレス鋼 420 93 54
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Dräger Flame 5000, M20, リレー , PAL, ステンレス鋼 420 93 55

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, 4-20 mA, NTSC, 
ステンレス鋼 420 93 56

Dräger Flame 5000, 3/4 NPT, リレー , PAL, ステンレス鋼 420 93 57

Dräger Flame 5000, M25, 4-20 mA, NTSC, ステンレス鋼 420 93 58

Dräger Flame 5000, M20, リレー , PAL, ステンレス鋼 420 93 59

アクセサリ付属品

Dräger FS-5000 420 93 07

Dräger CCTV バランスラインから BNC ビデオへのコンバータ 420 93 27

記述説明 パーツ番号
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