
DCケーブル使用時（形ZN-PD□□□-SA）

付属のDCケーブル

取扱説明書（本書）、ACアダプタ（１個）＊２、DCケーブル（１本:2m）＊３、フェライトコア（１個）＊３

DCケーブルは、必ず本製品付属のもの(形ZN9-ED0□-S)をご使用下さい。
DCケーブル(形ZN9-ED0□-S)は、オプション(別売り)としても購入できます。

電源ケーブルに

ZN-PD□□□-S：約1.7kg、ZN-PD□□□-SA：約1.3kg

プレフィルタ（１個）、ファンネル（１個）

通信インターフェイスを無線モードに設定した状態で、通信
ポートにLANケーブルを接続すると、周囲のパソコンやコネ
クタを破損する恐れがあります。無線モード設定時には、
LANケーブルを接続しないでください。

ZN-TH11-S接続ポートにZN-TH11-S以外の機器（パソコ
ンや無線ユニットなど）を接続すると、接続した機器を破壊
する恐れがあります。ZN-TH11-S接続ポートにはその他の
機器を接続しないでください。

通信インターフェイス

＊４：無線選択時は形WZ-SR01（別売）を使用すること。
ZN-PD□□-SAを除く商品に付属しています。付属している電源コードは、AC100V用（日本仕様）です。
ZN-PD□□-SAのみに付属しています。日本以外の地域で使用する場合やDC電源を使用する場合は、ZN-PD□□-SAをご使用ください。

イーサネット、無線*4（切替式）

通信モード表示灯：イーサネットモード（青）・無線モード（白）

7.  別売りの形WZ-SR01を使用した無線通信は日本国内のみ使用可能です。
■対応規格
・EN61326-1
・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment 　　
　 　　　　　　　　　　　　　(EN/IEC　61326-1　Table 2)

* 3 7 3 2 7 3 8 - 1 E *



個/cf

個/L

ファンネル

ファンネル

通信インターフェイスがイーサネットモードであることを確認してください。（通信インターフェ
イス表示灯：青色）通信ポートとパソコンを接続し、専用パソコンソフト
（"WaveInspireES" 形ZN-SW11-S)を使用することができます。
本製品のイーサネット接続の通信ポートはパソコンと同じ配線となっております。イーサ
ネットハブなどを介して接続する場合は、LANのストレートケーブルをご使用ください。直
接パソコンと接続する場合は、LANのクロスケーブルをご使用ください。

別売りの無線ユニット形WZ-SRS01と接続することで、無線通信を使用することがで
きます。
*無線ユニット（形WZ-SRS01)は日本国内のみ使用可能です。

無線通信の設定など、詳細は別売りの形WZ-MLAN01に付属のCD-ROMマニュ
アルを参照ください。

◇ケーブル接続
通信インターフェイスが無線モードであることを確認してください。（通信インターフェイス表示灯：白）。本
製品と形WZ-SRS01は、別売りの専用接続ケーブル（形WZ9-ZNP□□）をご使用ください。

◇DINレール取付
無線ユニットは、別売りの取付金具（形WZ9-BR01）を用いてDINレールに取り付けることができます。

専用接続ケーブルのコネクタ側を本製品
の通信ポートに、コード側を無線ユニットの
端子台に接続してください。コード色と端
子台の関係は下表の通りです。

・通信インターフェイスが無線モード（通信インターフェイス表示灯：白）になっている場合
は、LANケーブルを接続しないでください。誤って接続された場合には「E-cable」が
表示されます。（通信インターフェイス表示灯が青・白両方点灯します。）「E-cable」エ
ラーが発生した場合は、直ちに電源を切りLANケーブルを取り外してください。その後、
電源を投入して通信インターフェイスをイーサネットモードに変更し、再度電源を投入して
設定を反映してください。

7. 無線ユニットとの接続

無線ユニット
端子台

専用接続ケーブル
コード色

DC5V
＋ ＋－ －

茶 赤白 緑

RS-485

⑪通信ポート
イーサネット通信、あるいは別売りの無線ユニット（形WZ-SRS01)による無
線通信を使用するときにケーブルを接続するポートです。

⑫通信インターフェイス表示灯
イーサネットモード選択時に青色（Ether）、無線モード選択時に白色（Wireless）が
点灯します。（出荷時はイーサネットモードに設定されています。通信を使用しない場
合でも、選択した通信に応じて青色もしくは白色が点灯します。）

⑯ZN-TH11-S接続ポート
別売りのエアサーモセンサ（形ZN-TH11-S）を接続します。通常は不使
用です。その他の機器を接続しないでください。

⑰ZN-TH11-S接続部
別売りのエアサーモセンサ（形ZN-TH11-S）使用時に形ZN-TH11-Sを
設置します。通常は不使用です。

通信ポート

ZN-TH11-S接続ポート

ZN-TH11-S
接続部

通信インターフェイス
表示灯

入力端子

ON電圧の値は、COMMON-INと入力端子間の電位差となります。

端子台に用いる電線に関して、以下の点にご注意
ください。 電線の長さ：30m以下

OFF電圧の値は、COMMON-INと入力端子間の電位差となります。

・ZN-TH11-S接続ポートにはZN-TH11-S以外の機器を接続しないでください。

通信ポート

形WZ9-ZNP□□（別売）
端子台

形WZ-SRS01（別売）

①無線ユニットと取付金具をネジ締めします。 ②取付金具とDINレールをネジ締めします。

DINレール
M4×25（締め付けトルク：0.6～0.8N・m)M3×6(締め付けトルク：0.4～0.5N・m)

形WZ-SRS01
形WZ9-BR01

粗粒子タイプの場合、この中のダストトラップ部にトラップ用の
テープ類を貼り吸引したダストの一部を捕捉することができます。

+

COMMON-OUT

各出力端子
負荷

・吸引チューブは折れないように設置してください。

＊注意
・排気チューブは折れないように設置してください。
・排気チューブの曲げ半径は50mm以上となるよう
にしてください。



ネットワークに接続する

③③’ネットワーク接続設定

tCP iP：イーサネットモード関連メニューを表示

CLoSE

nEt-SL：通信インターフェイス選択メニューを表示
SEriAL：無線モード関連メニューを表示

CLoSE/MEAs/nEt-SL/tCP iP/EtC/CoMPo/SEriAL/ALL

nEt-SL時

SEriAL
時

GW-hi

nodE ノードID 数値(01～14) 01
bAUd 転送レート 9600 / 19200 / 38400 9600
dAtbit データビット 7 / 8 7
PAritY パリティ nonE / Odd / EvEn nonE
StoP ストップビット  1 / 2 1

デフォルトゲートウェイ 数値（上位2バイト） 192.168
GW-LoW デフォルトゲートウェイ

７セグ表示

詳細設定メニュー表示

数値（下位2バイト） 000.001

255.000

000.010

通信モード EthErEthEr / WiLess　（EthEr：イーサネット通信、WiLEss：無線通信）

FASt / SLoW

デフォルトゲートウェイ

ノードID nodE 別売りの無線ユニット（形WZ-SRS01)とのシリアル通信設定です。
無線ユニットを使用する場合は設定してください。

イーサネット関連の通信設定です。
イーサネット通信を使用する場合は設定してください。

○
転送レート bAUd○
データビット dAtbit○
パリティビット PAritY○
ストップビット StoP○

GW-hi/
GW-Low

＊温度・湿度・露点計測値は「coMPo」メニューで
　 「th11-S」が選択されている場合のみ表示されます。

③’ネットワーク接続設定（無線モード）
無線モード設定時は、以下の設定項目が追加されます。
無線モードへの設定は「無線モード設定手順 （別売りの無線ユニット形WZ-SRS01の接続）を参照ください。

③ネットワーク接続設定（イーサネットモード）

◇無線モード設定手順（別売りの無線ユニット（形WZ-SRS01）の接続）

②ここで上下キーを押し、(ALL）を表示させ、SETキーを押してください。

EXP

※）電源投入時は設定確認のため、無線モード表示灯は青色（Ether）が点灯します。
　 計測値表示に変わる際に白色（Wireless)が点灯し、無線モードになります。

cLoSE

EXP

ALL

nEt-SL

EthEr

nEt-SL

WiLESS

①まず、本設定を行うために、本製品のFUNモードの表示内容を詳
細表示に変更します。
モード切替SWをFUNに変更し、左右キーを押して、（EXP）を表示
させます。

③次に、通信モード設定を無線モードに変更します。サブ７セグ表示灯
の表示を(nEt-SL)にしてください。

④ここで上下キーを押し、(WiLESS)を表示させ、SETキーを押してく
ださい。 
モード切替SWをRUNに戻し、電源を再投入すると設定完了です。

本製品では、

本製品では、

本製品では、



E-cAbLE
(点灯)

通信ケーブル
誤接続エラー

無線通信モード(FUNモードの「nEt-SL」で「WiLess」設定中)に
イーサネット機器と誤って接続している状態です。
全ての動作が停止します。

(誤接続エラーの場合はケーブルを抜いた状態で電源を再投入し、
通信モードを修正してからもう一度電源を再投入してください。）

安定待ち時間は５秒程度です。

無線モードでの電源投入時には通信設定のため、数秒の安定待ち動作を行います。
安定待ち時間中はイーサネットモード表示灯（青色）が点灯します。
安定待ち時間終了後、無線モード表示灯（白色）が点灯します。

◇IPアドレス／サブネットマスク／デフォルトゲートウェイ

ただし、以下の設定は初期化されません。
　・イーサネット通信設定（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）
　・無線通信設定（ノードID、転送レート、データビット、パリティ、ストップビット）

◇計測粒子選択１(P-SML)／計測粒子選択２(P-Mid)
　粗粒子タイプのセンサで計測する粒子の大きさを選択します。
   P-SML：
　P-Mid  ：

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。

※本製品は内蔵のクロックで時間計測をしており、１時間あたり数秒程度の時間のず
れが発生します。それ以上の精度の時間管理が必要な場合は、計測モードを「triG
」設定としトリガ入力をオンするタイミングを精度よく管理してください。

ご承諾事項

　　　　　　　　インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー　

当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に
掲げる用途での使用を意図しておらず、お客様が当社商品をこれらの用途に使用される際
には、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であって
も当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄
道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及び
うる用途）

(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転
システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）

(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、
電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）

(d) カタログ等に記載のない条件や環境での用途

*(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車（二輪車含む。以下同
じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載
用商品については当社営業担当者にご相談ください。

*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト､総合カタログ､データシート等最新版
のカタログ、マニュアルに記載の保証･免責事項の内容をよく読んでご使用ください。

ｖ 2014年7月A

●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。

●製品に関するお問い合わせ先
クイック オムロン

0120-919-066
　■営業時間：8:00～21:00　　　■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015（通話料がかかります）

お客様相談室

 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp



Always use the DC cable(model ZN9-ED0□-S) provided with the product 
when a DC cable is required.
The DC cable (model ZN9-ED0□-S) can be bought as an option.

Do not connect a computer or a HUB to communi-
cation port on ZN-PD-S when ZN-PD-S is "Wire-
less" mode, or the computer or a HUB may be 
damaged. 

6. Wireless communication
 It is available to connect ZN-PD-S with a Wireless Unit, WZ-SRS01 
(selling separately).
 WZ-SRS01 can be used in JAPAN only.

■Applicable standards
   ・EN61326-1
   ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment 
　　                                         (EN/IEC　61326-1　Table 2)

If a port for ZN-TH11-S is connected with another 
equipment ( e.g. a computer, a HUB, or Wireless Unit), the 
equipment may be damaged. Do not connect another 
equipment to a port for ZN-TH11-S.

Importer

Approx.100mm

For DC cable (ZN-PD□□□-SA)

Note 4. Wireless communication is only available to connect 
ZN-PD-S with Wireless Unit, WZ-SRS01 (selling separately).

Note 2. It is attached to products except ZN-PD□□□-SA. 
Attached AC cord as standard is designed for use with 100 VAC (Japanese specifications).

Note 3. It is attached to only ZN-PD□□□-SA.  When ZN-PD-S is used in other than Japan, ZN-PD□□□-SA should be selected.

Ethernet / Wireless (See note4)

Communication interface indicator: Ethernet (Blue) / Wireless (White)

Instruction Sheet(This sheet), AC adapter x1(See note 2), DC cable : Length 2m x1(See note 3), Ferritic core x1(See note 3)
(ZN-PD□□□-S： Approx. 1.7kg, ZN-PD□□□-SA： Approx. 1.3kg)

Funnel x1Pre-filter x 1

* 3 7 3 2 7 3 8 - 1 E *



Count/cf.

Count/L.

Communication mode of ZN-PD-S needs to be Ethernet mode when 
connecting ZN-PD-S with a PC.
The exclusive software "WaveInspire ES", ZN-SW11-S, is available.

Only Wireless Unit can be connected to "Communication port" when 
ZN-PD-S is "Wireless" mode.
(The communication interface indicator : White)
"E-cable error" may occur, when connecting ZN-PD-S to another 
equipment such as a computer at "Wireless" mode.
(White and blue LED are lit.)
Remove the LAN cable from the ZN-PD-S or it may be damaged.

It is available to connect ZN-PD-S with the Wireless unit ,Type 
WZ-SRS01 (selling separately). WZ-SRS01 can be used in JAPAN only.

For details of Wireless communication, refer to a CD-ROM manual of 
WZ-MLAN01.

◇Connecting
Connect WZ-SRS01 with this product by the exclusive cable, 
WZ9-ZNP□□ (selling separately).

◇Mounting the DIN track
WZ-SRS01 can be fixed to DIN rail using WZ9-BR01 (selling separately).

7. Connecting to Wireless Unit "Type WZ-SRS01"

11. Communication port
Used to connect a cable for Ethernet communication or Wireless 
communication.

12. Communication interface indicator
"Ethernet" mode : Blue, "Wireless" mode : White
("Ethernet" mode is initial setting. Even when not using communica-
tion, an indicator is ON.)

16. Port for ZN-TH11-S
Use to connect ZN-TH11-S (selling separately). Normally not used.
Do not connect to another equipment.

17. Mounting hole/projection for ZN-TH11-S
Used to mount ZN-TH11-S (selling separately). Normally not used.

12.Communication 
Interface 
Indicatior

11.Communication 
port

13.

14.

15.

18.

19.
20.

16. Port for ZN-TH11-S

17. Mounting 
hole/projection 
for ZN-TH11-S

Do not connect a port for ZN-TH11-S with another equipment.

Wire color for Terminal of 
WZ-SRS01

Terminal of
WZ-SRS01
Wire color of
WZ9-ZNP□□

DC5V
＋ ＋－ －

Brown RedWhite Green

RS-485

Communication port

WZ9-ZNP□□（seling separately）
Terminal

WZ-SRS01（selling separately）

1. Tighten WZ-SRS01 with WZ9-BR01 by screw. 2. Tighten WZ9-BR01 with DIN rail by screw.

DIN rail
Screw M4×25（tighetning 
torque：0.6 to 0.8N・m)

Screws M3×6(tightening 
torque：0.4 to 0.5N・m)

WZ-SRS01
WZ9-BR01

+

COMMON-OUT

Each output terminal
Load

Install the air-intake tube so that it will not fold.

* Note
Install the exhaust tube so that it will 
not fold.
The bending radius of the exhaust 
tube must be at least 50mm.

Funnel 

Funnel 

COMMON-IN

For wire used for a terminal block,consider 
the following.
Wire length：30m and less

COMMON-IN



Connect to PC, HUB, 
or Wireless Unit.

3. Set Ethernet or Wireless 
connection

＊Mesuremant value of temparature, humidity 
and dew point can be displayed, only when 
[th11-s] at [coMpo] in FUNmode selected.

Node ID nodE Serial communication setting with WZ-SRS01.○
BPS bAUd○
Data bit dAtbit○
Parity PAritY○
Stop bit StoP○

3'. Wireless connection settings
When "Wireless" mode is selected, the following settings are available.
Refer to [ Setting procedure for "Wireless" mode]  for setting to the "Wireless" mode.

Default gateway GW-hi/
GW-Low

◇Setting procedure for "Wireless" mode (Connecting WZ-SRS01(selling separately))

EXP

※）When turning on the power, blue LED is ON during confirming the setting.
When measurement is started, "Wireless" mode is started.(White LED is ON.)

cLoSE

EXP

ALL

nEt-SL

EthEr

nEt-SL

WiLESS

1. Set Mode switch "FUN mode" and press right and left 
arrow key until "EXP" is displayed on the sub-indicator.

2. With EXP on the sub-indicator, press up or down key 
until "ALL" is displayed on the main indicator and press 
the ENT key.

3. Press the right or left arrow key to display "nEt-SL".

4. Press the up or down arrow key to display "WiLESS" on 
the main indicator. Set Mode switch "RUN mode".

TCP IP: Displays detailed setting menues about
 "Ethernet" mode.

nEt-SL : Displays detailed setting menues about 
communication interface.
SEriAL : Displays detailed setting menues about 
"Wireless" mode.

CLoSE / MEAS / nEt-SL / TCP iP / EtC / CoMpo/ SEriAL / ALL

nEt-SL

SEriAL

GW-hi Default gateway Numeric value（upper 2-byte)
GW-LoW

nodE

Default gateway

Node ID

Numeric value（lower 2-byte）

Numeric value (01 to 14)
bAUd BPS 9600 / 19200 / 38400
dAtbit Data bit 7 / 8
PArity Parity nonE / Odd / EvEn
StoP Stop bit 1 / 2

192.168
000.001

01
9600
7
nonE
1

EthEr

000.010

255.000

Communication interface mode EthEr / WiLEss（EthEr："Ethernet" mode  , WiLEss："Wireless" mode)

The ZN-PD-S

The ZN-PD-S

The ZN-PD-S

Setting for Ethernet communication.



■ Notice for Korea Radio Law
Ａ급 기기（업무용 방송통신기자재）
이 기기는 업무용(Ａ급) 전자파적합기기로서 판매자
또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,가정외의
지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

* As the ZN-PD measures time with the built-in clock, time shift of a 
several seconds per hour will occur. If you need more accurate time 
management, set measurement mode to "triG" and control the timing to 
turn ON the trigger input.

(note) When "Wireless mode" is set, blue LED is ON until it is available.
When it is ready, blue LED turns OFF and white LED turns ON.

To obtain reliable measurement results, the product takes 5 seconds  to be 
ready at the following operations each time.

Ethernet connection settings 
(IP address, Subnet mask, Default gateway)
Wireless connection settings
(Node ID, BPS, Data bit, Parity, Stop bit)

IP adress, subnet mask and default gateway

E-cAbLE
(ON)

LAN cable is connected with a computer 
or a HUB wrongly at the "Wireless" mode.
All the operation stop.

*When a mis-connection error occurred, 
carry out the following operation.
  ・ Remove acable and turn on,
  ・The setting is changed to "Ethernet"mode
  ・Turn on again

Miss-connection error
(LAN cable)

◇ IP adress/subnet mask/default gateway

At power on (note)
When changing setting values in "THR mode" or "RUN mode".
After trigger input during trigger measurement.

Suitability for Use

s

Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, 
codes or regulations which apply to the combination of the Product in the 
Buyer’s application or use of the Product. At Buyer’s request, Omron will 
provide applicable third party certification documents identifying ratings and 
limitations of use which apply to the Product. This information by itself is not 
sufficient for a complete determination of the suitability of the Product in 
combination with the end product, machine, system, or other application or 
use. Buyer shall be solely responsible for determining appropriateness of the 
particular Product with respect to Buyer’s application, product or system. 
Buyer shall take application responsibility in all cases. 

NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING 
SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE 
SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, 
AND THAT THE OMRON PRODUCT(S) IS PROPERLY RATED AND 
INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL 
EQUIPMENT OR SYSTEM.
See also Product catalog for Warranty and Limitation of Liability.
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