
Multifunctional
Measuring Device
with Display

Series MAP4000

Special Features
• processor controlled measu-
ring device with digital display 
• 24 bit Sigma-Delta converter
for high accuracy and stability 
• good cost/value ratio 
• multifunctional: inputs for
– potentiometer
– DC voltage
– current / voltage
– resistance
– temperature sensors
• adjustable supply voltage
output (5...24 V/max. 1.2 W)
• input easily selectable by
programming 
• display projection -99 999
...999 999
• accuracy 0.1 % +1Digit of
full scale
• Tc 100 ppm/°K 
• up tp 40 measurements/s
• 2 different supply ranges:
10..30 V or 80..250 V DC or
AC
• measured unit can be
shown in display 

Options
• up to 4 programmable limit
switches via relays
• analog output interfaces 
RS 232 or RS 485
• built in measuring data
memory, readable using inter-
face

The micro processor controlled
process meters of the
MAP4000 series show a high
accuracy at a very good
cost/value ratio. They enable
the direct adaption of poten-
tiometric sensors as well as of
sensors with normalized 
analog output signals.

Due to the programming
capability, the desired input
variable can be flexibly 
adjusted.

Precision and safety 
The high accuracy of up to
0.1% is achieved by using
selected components, as for
example the 24 bit Sigma-
Delta converter.

2 programming levels are
available: One code protected
configuration menu and a user
menu with the option to apply
restrictions there to exclude
end user errors. The program-
ming is stored in a non volatile
EEPROM memory.

Designed for your needs
Even the standard version
offers a depth of functions
(projection, digital filters,
mathematic functions etc.).
With optional extensions (limit
switches, analog output, inter-
faces etc.), this functionality
may be considerably expan-
ded.

Adjustable supply voltage
This supply is adequate for
connected Sensors. It is 
adjustable by means of a 
trimming potentiometer 
between 5...24V, the output
power is max. 1.2 W.

Operation
The instrument is operated
using 5 buttons on the front
panel or via serial interface.

表示付き多機能計測装置

MAP4000 シリーズ

特長
• デジタル表示器付きのプロセッサ制御計測装置
• 高精度で安定性した 24 ビットのシグマ - デルタ変換器
• 優れたコストパフォーマンス
• 豊富な信号入力：
– 電位差計
– 直流電圧
– 電流／電圧
– 抵抗
– 温度センサ
• 調節可能な電源電圧出力（5 ～ 24V/ 最大 1.2 W)
• プログラミングで簡単に入力選択
• 表示範囲 -99,999 ～ 999,999
• 精度 0.1%＋フルスケールの一桁
• 温度ドリフト 100ppm/K
• 更新レート：最大 40 ／秒
• 2 つの異なる電源供給：10 ～ 30V または 80 ～ 250V（DC または AC）
• 表示器に測定単位を表示可能

オプション
• リレーによるプログラマブルリミットスイッチ：4 つまで
• アナログ出力インターフェース：RS 232 または RS 485
• インターフェース使用で読み取り可能な内蔵式計測データメモリ

MAP4000 シリーズは、低価格か
つ高機能でコストパフォーマンスに
優れた表示器です。 
標準的なアナログ信号出力のセンサ
だけでなく、電位差測定センサも直
接使う事ができます。

プログラミング機能により、任意の
入力に設定することが可能です。

正確性と安全性
例えば、24 ビットのシグマ - デルタ
変換器のように、選択された構成要
素を使用することで、0.1% までの
高精度を実現しています。

コード保護された構成メニューと
ユーザーメニューの 2 つのプログラ
ミングレベルが利用可能です。ユー
ザーメニューは操作の範囲を制限す
るためにも使用できます。
プログラムは不揮発性の EPROM
メモリに保存されます。

ニーズに合った設計
標準仕様として、様々な機能（射影、
デジタルフィルタ、演算機能など）
が用意されています。
オプションで拡張（リミットスイッチ、
アナログ出力、インターフェースな
ど）することにより、機能を大幅に
拡張することが可能です。

調整可能な電源電圧
本電源は、接続するセンサに適合し
ています。
トリミング電位差計を使って 5V ～
24V 間に調整可能で、出力パワー
は、最大 1.2W です。

操作
本計器は、フロントパネルの 5 つ
のボタン、もしくはシリアルインター
フェース経由で操作します。



Functional description

Standard functions:

Adaption input to output Measuring input Input unit and measuring range 
(coarse)

Measuring range Fixed or with automatic measuring 
range change-over

Adaption In configuration menu optional
adaption of measured signals to 
display content, for example 
0.1...4.9V -> 0..250 (mm)

Display projection -99 999...999 999

Digital Filters Exponential Average 
Value Across 2...100 measurements

Rounding Adjustment of increment of display 
Mathematic functions Min/Max value Storage of Min/Max value during 

the measurement

Tare function Zeroing of an arbitrary displayed
value

Peak value Display shows either Max/Min  
value or actual measured value

Math. Operations Polynominal,  1/x, Logarithm, 
exponential, Exponent, Square
root, sin x

Operation Options (using 
front panel buttons) Lock Blocking of buttons

Hold Blocking of measurement

Tare function Initate tare

Reset Reset of stored peak value

Optional Functions

Comparators
A value may be assigned to
each comparator. The user
may choose between various
limit functions: Limit/ Dosing/
From-To.
The limit values have both an
adjustable hysteresis und and
activation delay. The excee-
ding of a limit value is dis-
played on a LED on the front
panel of the device and is put
out by a relay. 

Analog Output
This option may be used in
Applications where a secon-
dary computing unit (PLC)
uses the information of the
same sensor than this device.
The output can transmit 
either a voltage or a current
signal (selectable via menu). 

Interface RS 232 or RS 485
This Interface is suited to
transmit measured data to a
remote unit and to use those
directly in the customers
system. We offer both isola-
ted RS232 and RS485.

Data Logger (only available/
useable with interface)
The built in measurement
data storage executes a 
measurement and storage of
data in a time triggered mode
after start of measurement.
So the device works as a
data logger.

2 Modes are available::
- FAST: for a fast measure-
ment and storage of 80 
measurements per second.
The memory depth is up to 
8 000 Values.
- RTC: the data storage is
being triggered by the internal
(Real Time) clock. The memo-
ry depth is up to 250 000
Values.
The stored data can be read
out via serial interface RS232
or RS485.

オプション機能

コンパレータ
値は各コンパレーターに割り当て可能です。 
次のような様々な制限機能を選択することがで
きます。
制限／適分／ From-To
制限値は、調整可能なヒステリシスとアクティ
ブディレイの両方があります。 
制限値を越えた場合、フロントパネルの LED
に表示し、リレー出力されます。

アナログ出力
本オプションは、二次演算器（PLC）が計器と
同じセンサの情報を利用するアプリケーション
に使用することが可能です。
出力は、電圧または電流信号（メニューで選択
可能）で送信することができます。

インターフェース：RS 232 または RS 485
本インターフェースは、測定されたデータを遠
隔装置に送信し、それらをシステム上から直接
使用するのに適しています。 
インターフェースは RS232 および RS485
を用意しております。

データロガー
（インターフェースが利用可能な場合のみ）
内蔵の計測データストレージは、計測開始後、
時間トリガー方式でデータの計測と保存を実行
します。
従って、装置はデータロガーとして作動します。

2 方式が使用可能：
- FAST：1 秒間に 80 回測定し保存します。
高速測定時の容量メモリは 8,000 値までです。
- RTC：データストレージは、内部クロック（リ
アルタイム）でトリガされます。 
容量メモリは 250,000 値までです。
保存されたデータは、シリアルインターフェー
ス RS 232 または RS 485 経由で読み出し
可能です。

機能の説明
標準機能：
出力に適した入力 計測入力 入力単位と計測範囲

測定範囲 固定または自動計測範囲切替付き
適用 設定メニューの測定信号を適用することで内容表示可能。

（例）0.1 ～ 4.9V → 0 ～ 250（mm）
ディスプレイ表示 -99, 999... 999, 999

デジタルフィルター 指数平均値 2 ～ 100 測定値
端数処理 表示増分調整

数学的機能 最小／最大値 測定中の最小／最大値の保存
風袋機能 表示された任意値のゼロ設定
ピーク値 最大／最小値または実際の測定値を表示
演算操作 多項、1/x、対数、指数、平方根、sin x

操作オプション
（フロントパネルボタンを使用） ロック ボタンのロック

ホールド 計測のロック
風袋機能 起動風袋
リセット 保存ピーク値のリセット



Technical data

Accuracy of the device

Accuracy ±0.1% of range + 1 digit
±0.15% of range + 1 Digit (RTD, T/C)
The values are given for a measurement rate of 5 /s 

Temperature coefficient 100ppm/°K

Measurement rate 0.1 ... 40 measurements/s

Overload capacity 10x (max. 30ms); bei >400V, 5A: 2x

Input filtering Exponential average, rounding

Functions Offset, min/max. value, tare, peak value, mathematical 
functions

External control during 
measurement HOLD, LOCK, Store

Memory depth RTC mode up to 250k entries (Format: time/date/measured value)

Memory depth FAST mode up to 8 k entries (Format: only measured value)

Watchdog Reset of the device after 1.2 s

Input ranges

Voltage 0...60 / 150 / 300 mV DC

Process dimensions Current: 0..5mA or 0/4..20mA PM
Voltage: ±2V, ±5V, ±10V / 0...40V

Resistance 0... 100 / 1k / 10k / 100 kΩ or 5...105Ω OHM

Platin temperature sensor Pt 100 / Pt 500 / Pt 1 000 RTD

Nickel temperature sensor Ni 1 000 / Ni10 000 Ni

Thermo element J/K/T/E/B/S/R/N T/C

Potentiometer Min. 500 Ω track resistance DU

Adaption input to output

Display projection -99 999...999 999, red LED display, display height 14mm

Unit display The last two symbols on display may be used for 
description of measured units (adjustable in menu)

Decimal point Adjustable in menu

Display brightness Adjustable in menu

Supply voltage ranges

Type 1 10..30V AC/DC ±10%, 10VA  (MAP 4000 ...)

Type 2 80..250V AC/ DC ±10%, 10VA (MAP 4010 ...)

The voltage supply is internally fused.

Mechanical properties

Housing material Noryl GFN2 SE 1, non flammable according to UL94 V-I

Dimensions 96 x 48 x 120 mm

Dimensions panel cutout 90.5 x 45 mm

El. connections screw terminals,
max. wire size < 2.5mm2

Comparators (optional)

Type Digital, adjustable in menu, switching delay max. 30 ms 

Range for comparator values -99 999...999 999

Hysteresis 0...999 999

Programmable delay 0..99.9s

Output Relays 1 and 2 with ON function (250VAC/30VDC, 3A)
Relays 3 and 4 with SWITCH function (250VAC/50VDC,3A)

Analog output (optional)

Type Isolated, programmable with a resolution of max.
10 000 increments. Analog output corresponds with the 
displayed data

Selection signal type In configuration menu
(current / voltage)

Nonlinearity 0.2% of range
Temperature coefficient 100ppm/°K
Dynamics Time delay max. 40 ms to input dimension
Range Voltage: 0..2 / 5 / 10V

Current: 0..5mA oder 0/4..20mA*
*: Load resistor < 500 Ω

Serial interface (optional)

Data format 8 bit / no parity / 1 stop bit

speed 600 ... 115 200 Baud

RS232 Isolated

RS485 Isoliert,  adressable (to max. 31 devices)

Data storage (only with serial interface)

RTC Trigger using internal clock (real time) 
Speed selectable
Max. memory depth      250 000 entries

FAST Trigger internal (no real time)
Speed 80 measurements/s
Max. memory depth      8 000 entries

Adjustable excitation voltage

Adjustment range 5...24V DC

Max. output power 1.2 W

Adjustment process Trimming potentiometer at the back side of device

Environmental conditions

Stabilisation time To max. 15 minutes after switch on

Working temperature 0°C...60°C

Storage temperature -10°C...85°C

Protection class IP65 (front panel only, properly built in)

Electrical safety EN 61 010-1, A2

Insulations resistance Für Verschmutzungsgrad II, Messung CAT III
AC supply >600V (ZI)*, 300V (DI)*
DC supply (Input, output):
> 300V (ZI), 250V (DI)
*(ZI: Primary isolation, DI: double isolation)

EMC Compatibility EN61 000-3-2 +A12
EN61 000-4-2, -3, -4, -5, -8, -11
EN 550 222, A1, A2

技術的仕様
装置の精度
精度 範囲の±0.1%+1 桁

範囲の±0.15%+1 桁（RTD、T/C）
値は 5 個／秒の測定速度で出されます。

温度ドリフト 100ppm/°K
測定速度 0.1 ......40 測定数／秒
過負荷容量 10x (max. 30ms); bei >400V, 5A:2x
入力フィルタリング 指数平均値、端数処理
機能 オフセット、最小／最大値、風袋、ピーク値、数学的 機能
計測中の外部制御 ホールド、ロック、保存
メモリ容量 RTC モード エントリは 250,000 個まで（フォーマット：時間／日／測定値）
メモリ容量 FAST モード エントリは 8,000 個まで（フォーマット：測定値のみ）
ウォッチドッグ 1.2 秒後に装置をリセット
入力範囲
電圧 0...60 / 150 / 300 mV DC
処理範囲 電流 0..5mA または 0/4..20mA

電圧±2V, ±5V, ±10V / 0...40V
PM

抵抗 0...100 / 1k / 10k / 100 kΩ または 5...105Ω Ω
測温抵抗体（Pt) Pt 100 / Pt 500 / Pt 1 000 RTD
測温抵抗体（Ni) Ni 1 000 / Ni10 000 Ni
熱電対 J/K/T/E/B/S/R/N T/C
電位差計 最小 500Ωトラッキング抵抗 DU
出力に適した入力
ディスプレイ表示 -99,999 ～ 999,999、赤色 LED 表示、表示部の高さ 14mm
単位表示 表示末尾 2 桁は、測定単位の記述に使用することができる。（メニューで調整可能）
小数点 メニューで調整可能
ディスプレイの明るさ メニューで調整可能
電源電圧範囲
タイプ 1 10..30V AC/DC ±10%, 10VA (MAP 4000 ...)
タイプ 2 80..250V AC/ DC ±10%, 10VA (MAP 4010 ...)
内部にヒューズが取り付けられています。
機械的特性
ケース材質 Noryl GFN2 SE 1、不燃性（UL94 V-I に準拠）
外形寸法 96 x 48 x 120 mm
取付け寸法 90.5 x 45 mm
配線 ネジ込み端子　芯線の外径＜2.5mm2

コンパレーター（オプション）
型式 デジタル、メニューで調整可能、切替リレー最大 30ms
コンパレータ―値の範囲 -99, 999... 999, 999
ヒステリシス 0...999 999
プログラマブル遅延 0..99.9s
出力 ON 機能付きリレー 1 および 2（AC 250V/DC 30V、3A）

SWITCH 機能付きリレー 3 および 4（AC 250V/DC 30V、3A）
アナログ出力（オプション）
型式 分離型、最大 10,000 単位の分解能でプログラミング可能。

10 000 インクリメント . アナログ出力は表示データと一致。
信号選択タイプ（電流／電圧） 設定メニューにて
非線形性
温度ドリフト
非線形性
範囲

0.2% の範囲
100ppm/°K
入力範囲に対して遅延時間最大 40ms
電圧 0..2 / 5 / 10V   電流 0..5mA または 0/4..20mA（負荷抵抗器＜500Ω）

シリアルインターフェース（オプション）
データフォーマット 8 ビット／パリティなし／ストップビット 1
速度 600 ...115 200 Baud
RS232 分離型
RS485 分離型、アドレス指定可能（最大 31 装置まで）
データストレージ（シリアルインターフェースのみ）
RTC トリガー内部クロックを使用（リアルタイム）, 速度選択可能 , 最大メモリ容量　エントリ250,000 個
FAST トリガー内部（非リアルタイム）, 速度 80 回測定／秒 , 最大メモリ容量　エントリ 8,000 個
調整可能な励起電圧
調整可能範囲 5...24V DC
最大出力電力 1.2 W
調整プロセス 装置背面の電位差計を微調整
環境条件
整定時間 電源を入れてから最大 15 分まで
使用温度範囲 0°C...60°C
保存温度範囲 -10°C...85°C
保護構造 IP65（組み込み時、フロントパネルのみ）
電気的安全 EN 61 010-1, A2
絶縁抵抗 Für Verschmutzungsgrad II, Messung CAT III

交流電源＞ 600V（ZI）*、300V（DI）*
直流電源（入力、出力）： > 300V (ZI), 250V (DI) *(ZI: 一次分離、DI：二重隔離）

EMC 適合性 EN61 000-3-2 +A12
EN61 000-4-2, -3, -4, -5, -8, -11
EN 550 222, A1, A2
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Ordering specifications

M PA 4 10

Supply voltage
00: 10...30 V AC/DC
10: 80...250 V AC

Data storage (only with interface)
0: no storage
1: RTC storage
2: FAST storage

Number comparator relays
0: none
2: 2 relays (2 x ON)
4: 4 relays (2 x ON, 2 x switch)

Series

0 0 0 01 1

Interface
0: no interface
1: RS 232
2: RS 485

Analog output
0: no analog output
1: analog output present

Adjustable Excitation voltage (5...24 V/Max. 1.2 W)
1: excitation present

Connections

Display colour
1: red

注文仕様 コンパレータのリレー数
0: なし
2:2 リレー (ON x 2)
4:4リレー（ON×2、スイッチ×2）

データストレージ（シリアルインターフェースのみ）
0：保存なし
1:RTC 保存
2:FAST 保存

電源
00:10...30 V AC/DC
10:80...250 V AC

表示色
1: 赤シリーズ

調節可能な電源電圧出力（5 ～ 24V/ 最大 1.2 W)
1：励起あり

アナログ出力
0：アナログ出力なし
1：アナログ出力あり

インターフェース
0：インターフェースなし
1:RS 232
2:RS 485

接続

電
源

供
給

オプション A
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■仕様などの掲載内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
■ ( 株 ) ビー・アンド・プラスは、Novotechnik 社の日本における代理店です。
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■見積・注文・各種お問い合わせ
〒 355-0311
埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5
TEL：050-3386-5880　　
FAX：0493-81-4771　　
Mail： Inside-sales@b-plus-kk.jp


