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この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付
工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。
• 「据付工事説明書」は大切に保管してください。
• 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してくださ
い。
• お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
• この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。ま
た、アフターサービスもできません。 
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in 
this document cannot be applied in any other country. No servicing is 
available outside of Japan.
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安全のために必ず守ること

安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてく
ださい。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守
りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してく
ださい。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、
お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

第一種電気工事士が電気工事を行うこと。（第二種電気
工事士は電気工事士法で認められた範囲のみ対応可）

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、
または物的損害が発生するおそれのあるもの

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止）

（ぬれ手禁止） （一般指示）
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安全のために必ず守ること

一般事項

以下の特殊な環境にコントローラを据
え付けないこと。
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アン
モニア・硫黄化合物・酸など）の多い
ところ
酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ
レーなどを頻繁に使うところ 据付禁止
電気部品腐食による感電・性能低下・故
障・発煙・火災のおそれあり。

改造はしないこと。

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

コントローラの据付・点検・修理をす
る周囲に子どもを近づけないこと。

禁止
工具などが落下すると、けがのおそれあ
り。

コントローラの近くに可燃物を置いた
り、可燃性スプレーを使用したりしな
いこと。

禁止引火・火災・爆発のおそれあり。

水・液体で洗わないこと。

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

ぬれた手で電気部品に触れたり、ス
イッチ・ボタンを操作したりしないこ
と。

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

コントローラの掃除・整備・点検をす
る前に運転を停止して、給電用電源を
切ること。

指示を
実行

けが・感電のおそれあり。

薬品を散布する前に運転を停止し、コ
ントローラにカバーを掛けること。

　

指示を
実行

薬品がコントローラにかかって損傷する
と、けが・感電のおそれあり。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停
止して電源スイッチを切ること。

　

指示を
実行

お買い上げの販売店・お客様相談窓口に
連絡すること。
異常のまま運転を続けた場合、感電・故
障・火災のおそれあり。

コントローラのカバーを取り付けるこ
と。

　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災のおそれあり。

病院など医療機関に据付ける場合はノ
イズ対策を行うこと。

　

指示を
実行

ノイズが医療機器に悪影響を与え、医療
行為を妨げるおそれあり。
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安全のために必ず守ること

ガラス部品に損傷するような力を加え
ないこと。

　

禁止
ガラス損傷によるけがのおそれあり。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さないこと。

　

使用禁止
感電・故障のおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

けが・感電・故障のおそれあり。

作業する場合は保護具を身に付けるこ
と。

　

指示を
実行

けがのおそれあり。

据付工事をするときに

コントローラは水のかかるところや高
湿度で結露するところには据え付けな
いこと。

　

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

梱包材は破棄すること。 　

指示を
実行

窒息事故のおそれあり。

地震に備え、所定の据付工事を行うこ
と。

　

指示を
実行

コントローラの落下によるけがのおそれ
あり。

コントローラの質量に耐えられるとこ
ろに据え付けること。

　

指示を
実行

コントローラの落下によるけがのおそれ
あり。

コントローラの据付けは、販売店また
は専門業者が据付工事説明書に従って
行うこと。

　

指示を
実行

感電・火災のおそれあり。

と。
　

指示を
実行

はまっていない場合、製品が落下し、け
が・損傷・故障のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

電気工事をするときに

電源配線は信号端子台に接続しないこ
と。

　

接続禁止
機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあ
り。

製品に指定以外の電源電圧を接続しな
いこと。

　

接続禁止
機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあ
り。

配線に外力や張力が伝わらないように
すること。

　

指示を
実行

伝わった場合、発熱・断線・発煙・発
火・火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

　

指示を
実行

発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

電気工事をする前に、主電源を切るこ
と。

　

指示を
実行

けが・感電のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

電気工事は、第一種電気工事士の資格
所持者が以下に従って行うこと。
電気設備に関する技術基準
内線規程
据付工事説明書

　

指示を
実行施工不備があると、感電・故障・発煙・

発火・火災のおそれあり。

電源配線には、電流容量などに適合し
た規格品の配線を使用すること。

　

指示を
実行

漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

D種接地（アース）工事は第一種電気
工事士の資格のある電気工事業者が行
うこと。（第二種電気工事士は電気工事
士法で認められた範囲のみ対応可）

　

指示を
実行

感電・ノイズによる誤動作・発煙・発
火・火災・爆発のおそれあり。

配線引込口をパテでシールすること。 　

指示を
実行

露・水・虫が浸入すると、感電・故障・
火災のおそれあり。

端子台に配線の切くずが入らないよう
にすること。

　

指示を
実行

ショート・感電・故障のおそれあり。



WT08933X0111

安全のために必ず守ること

移設・修理をするときに

分解・改造はしないこと。移設・修理
は販売店または専門業者に依頼するこ
と。

　

禁止けが・感電・火災のおそれあり。

基板に手・工具で触れたり、ほこりを
付着させたりしないこと。

　

接触禁止
ショート・感電・故障・火災のおそれあ
り。
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1.使用部品

1. 使用部品
1-1. 同梱部品
箱の中には下記部品が入っています。
No. 品名 個数 外観

D-1 PAC-SF50AT2 1

D-2 取付板 1

D-3 M4.1 木ねじ（M4.1 × 16）（※1）
（取付板を壁に取り付けるのに使用） 4 ー

D-4 M4 なべねじ（M4×30）（※1）
（取付板をスイッチボックスに取り付けるのに使用） 4 ー

D-5
M4 なべねじ（M4 × 20） 
（ワッシャー、スプリングワッシャー付）
（取付板をコントローラに取り付けるのに使用）（※1）

2 ー

※1 ISOメートルねじ

1-2. 別売部品

No. 品名 形名 個数 使用法 備考

P-1 外部入出力 
アダプター PAC-YT41HA 1

外部入出力機能 
を使用する場合の
接続アダプター

外部入出力機能使用時必要
５線ケーブル（入力用）、
４線ケーブル（出力用）
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1.使用部品

1-3. 一般市販部品
下記の部品は現地で手配してください。
No. 品名 所要量 備考

S-1 3個用埋込スイッチボックス
（JIS C8340） 1

壁面に直接取り付ける場合は不要ですS-2 薄鋼電線管 適量
S-3 ロックナット、ブッシング 適量

S-4 M-NET線 適量 CVVS, MVVS 2心 : 1.25 mm² (AWG16)
CPEVS: φ 1.2 mm (AWG16相当 )

1-4. 製品の外形（各部の名称）
①[節電]ボタン

②[ホーム]ボタン

③[POWER]
　（電源）ランプ

④[一括運転/停止]
　ボタン

⑤表示画面/
　タッチパネル

PAC-SF50AT2

①、②、④のボタンの上部には、LEDが搭載されています。
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1.使用部品

1-5. 製品の運搬と開梱
1-5-1. 製品の運搬
できるだけ水平に保ち、静かに運搬してください。

1-5-2. 製品の開梱

梱包材は破棄すること。 　

指示を
実行

窒息事故のおそれあり。
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2.使用箇所（据付工事の概要）

2. 使用箇所（据付工事の概要）
2-1. 使用部品の取付位置
使用部品の取付位置の詳細は、「2-3. 一般市販部品の仕様」を参照してくだ
さい。

2-2. 従来工事方法との相違
従来機から据付工事方法に変更はありません。

2-3. 一般市販部品の仕様

壁

薄鋼電線管
（一般市販部品）

配線穴
ブッシング
（一般市販部品）

ロックナット
（一般市販部品）

３個用埋込
スイッチボックス
（一般市販部品）

パテでシールしてください。

M-NET 伝送線A、B

シースをはがして、シールド線にはビニール
テープなどで絶縁処理を施してください。
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3.据付場所の選定

3. 据付場所の選定

以下の特殊な環境にコントローラを据
え付けないこと。
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アン
モニア・硫黄化合物・酸など）の多い
ところ
酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ
レーなどを頻繁に使うところ 据付禁止
電気部品腐食による感電・性能低下・故
障・発煙・火災のおそれあり。

コントローラは水のかかるところや高
湿度で結露するところには据え付けな
いこと。

　

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

コントローラの質量に耐えられるとこ
ろに据え付けること。

　

指示を
実行

コントローラの落下によるけがのおそれ
あり。

お願い

• コントローラを導電性があるところ（塗装をしていない金属面など）に据
え付けないでください。 
故障・誤動作のおそれがあります。
• 直射日光のあたる場所、または周囲温度が40℃以上・0℃以下になる場
所にコントローラを据え付けないでください。 
変形・故障のおそれがあります。
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• コントローラを通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対
策をしてください。 
ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれがあります。 
インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの
影響によるコントローラの故障・誤動作のおそれがあります。

3-1. 法規制・条例の遵守事項
法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してくだ
さい。

3-2. 公害・環境汚染への配慮事項
公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項
本コントローラは壁面に据え付ける仕様となっています。「スイッチボック
スを使用する」または「壁面に直接据え付ける」が選択できます。「壁面に直
接据え付ける」場合、配線取出し方法を「背面取出し」または「上部取出し」
から選択できます。
運転操作および保守･メンテナンスなどサービスが容易に行えるよう、サー
ビススペースが確保できる場所を選んでください。
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3.据付場所の選定

3-3-1. 据付場所の環境と制限
コントローラ（スイッチボックス）を、次の条件を満たす場所に据え付けて
ください。

(1) 据付面が平らな所
• コントローラは、凹凸のない平らな場所に据え付けてください。

3-3-2. 据付スペース
コントローラをスイッチボックス・壁
面のどちらに据え付ける場合でも右図
に示すスペースを確保してください。ス
ペースが不足すると、コントローラを外
しにくくなります。
また、コントローラ正面側には操作がで
きるスペースを確保してください。

3-4. 保守・点検に関する事項
工事をされた方は、顧客と保守契約を結び、本製品を含む空調システムが安
全にかつ良好な状態で運転していることを定期的に確認してください。

30

30

50 

30

（単位：mm）

PAC-SF50AT2外形



WT08933X0119

4.据付工事・電気工事

4. 据付工事・電気工事

改造はしないこと。

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

ぬれた手で電気部品に触れたり、ス
イッチ・ボタンを操作したりしないこ
と。

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

コントローラのカバーを取り付けるこ
と。

　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災のおそれあり。

コントローラの据付けは、販売店また
は専門業者が据付工事説明書に従って
行うこと。

　

指示を
実行

感電・火災のおそれあり。

電源配線は信号端子台に接続しないこ
と。

　

接続禁止
機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあ
り。
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配線に外力や張力が伝わらないように
すること。

　

指示を
実行

伝わった場合、発熱・断線・発煙・発
火・火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

　

指示を
実行

発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

電気工事は、第一種電気工事士の資格
所持者が以下に従って行うこと。
電気設備に関する技術基準
内線規程
据付工事説明書

　

指示を
実行施工不備があると、感電・故障・発煙・

発火・火災のおそれあり。

電源配線には、電流容量などに適合し
た規格品の配線を使用すること。

　

指示を
実行

漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

4-1. 建物工事の進行と施工内容
据付場所に据え付けられる状態になりましたら、据付工事をしてください。

お願い

• 据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。 
工具が適切でない場合、機器損傷のおそれがあります。
• コントローラのケースに追加穴を開けないでください。 
機器損傷のおそれがあります。



WT08933X0121

4.据付工事・電気工事

[1] スイッチボックスを使用する場合
壁面仕上げ材を取付ける前にスイッチボックスを取付け、電線管と接合し
ておき、事前にケーブルを通しておいてください。
その後壁面仕上げ材を取付けておいてください。

[2] 壁面に直接据え付ける場合
壁面仕上げ材を取付ける前にコントローラを取付ける予定のところにケー
ブルを配設しておいてください。
その後壁面仕上げ材を取付けておいてください。

4-2. 諸官庁および関連部門への届出・報告事項
特にありません。
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4.据付工事・電気工事

4-3. システム構成

TB7 TB3

ME

MA

R2

TB7 TB3

TB2

AMAM

[051]
[001]

[106]

[006] [007] [008] [009] [010]

[056]
[057]

[002] [003] [004] [005]

[011] [012] [013] [014]

M-NET

上位コントローラ

コントローラ (※1)

 形名：PAC-SF50AT2
[201]

伝送線用給電ユニット
（別売品）
形名：PAC-SC51KU

室外ユニット
M-NET

グループ 1

M-NET
室外ユニット

グループ 2

室内ユニット

リモコン

M-NET伝送線

MAリモコン配線
括弧内の番号はアドレスを示します。

BCコントローラ グループ 3

グループ 6グループ 4 グループ 5

M-NET 
接続用
アダプター

ロスナイ
グループ

室外
ユニット

ON/OFF リモコン
  形名 : PAC-YT40ANR-W1

[206]

Ａ制御スリム機種

M-NET
制御

インター
フェイス

ルームエアコン

M-NET
制御
インター
フェイス

ルームエアコンマルチ室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット

• 本図は電源線を省略し、伝送線についての構成のみ表しています。
• M-NET集中管理系伝送線のシールドアースは、伝送線用給電ユニット
で、一点アース処理してください。（D種接地）また、室内外系伝送線は、
各室外ユニット系統ごとにアース処理してください。
• M-NET室外ユニットの集中管理スイッチ（SW2-1もしくはSW5-1）は
「ON」にしてください。 
（DIPスイッチ設定の詳細は、室外ユニットの据付説明書を参照してく
ださい。）
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4.据付工事・電気工事

※1 本機の消費電力係数は“6”です。(室内ユニットは停電時も通信できる
よう、M-NET伝送線から受電しています。）詳細はシティマルチの設
計工事マニュアルを参照してください。 
接続機器の消費電力の合計が給電ユニットの能力を超えないようにし
てください。 
本機は集中管理系伝送線（TB7に接続）だけでなく室内外系伝送線
（TB3に接続）にも接続できます。 
室内外系伝送線（TB3に接続）に接続する場合、給電ユニットは必要あ
りませんが、室外ユニットが停電した場合は操作できなくなります。

(1) アドレス設定（同一アドレスの重複設定はできません。)
アドレス設定 アドレス範囲

室内ユニット

同一グループ内の親機にしたい室内ユニット
を最も若いアドレスにし、同一グループ内の
室内ユニットアドレスを連番に設定してくだ
さい。

1～50

室外ユニット
冷媒系統内の室内ユニットの中で最も若い室
内ユニットアドレス+50に設定してくださ
い。

51～100

室外補助ユニット
（分流コントローラ）

冷媒系統内の室外ユニットアドレス+1に設
定してください。 52～100

ロスナイユニット 全室内ユニット設定後に任意のアドレスをロ
スナイユニットに設定してください。 1～50

Ａ制御スリム機種
室内ユニットと同様に設定してください。
M-NET接続用アダプター（別売品）が必要で
す。

1～50

ルームエアコンマルチ室外機
室内ユニットと同様に設定してください。
M-NET制御インターフェイス（別売品）が必
要です。

1～50

ルームエアコン
室内ユニットと同様に設定してください。
M-NET制御インターフェイス（別売品）が必
要です。

1～50

MEリモコン

同一グループの内の最も若いアドレスの親機
室内ユニットアドレス+100に設定してく
ださい。ただし、従リモコンの場合は、+150
に設定してください。

101～ 200

上位コントローラ 管理したい最小グループアドレス+200に
設定してください。 201～ 250

下位コントローラ
上位コントローラのアドレス設定後に、右記
範囲の未使用アドレスから任意のアドレスを
設定してください。

201～ 250
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アドレス設定 アドレス範囲

汎用インターフェース
(PAC-YG66DC(1))

上記1～50アドレス機器の設定後に任意の
アドレスを設定してください。
ただし、管理台数は使用する接点数に依存し
ます。
（1接点＝1ユニット）

1～50

MAリモコン
アドレス設定不要です。ただし、リモコンを
2台接続して運転する場合は主従の設定をし
てください。

‒

お知らせ
• 次のようなグループ設定はできません。
• 上位コントローラの管理下にないグループを、下位コントローラか
ら管理する。 

上位
コントローラ

グループ グループ グループ

下位
コントローラ

 

• ２台以上の上位コントローラで、同じグループを管理する。 

上位
コントローラ1

上位
コントローラ2

グループグループ グループ

 

• ２台以上の上位コントローラからの管理を受ける下位コントローラ
がある。 

上位
コントローラ1

グループ グループグループ グループ

上位
コントローラ2

下位
コントローラ
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(2) 接続可能台数

システム制約 登録台数

室内ユニット、ロスナイ、 
汎用機器 最大50 台（最大５０グループ）

1グループの登録台数
0～16台（異なる機種（室内ユ
ニットと汎用機器等）を同一のグ
ループに登録できません。）

１グループのリモコン台数 0～2台

１グループを管理できる 
コントローラ台数 
（本機を除く）

0～4台 ( ただし、１グループの
リモコン台数を含む。リモコンが
１台接続されているグループでは
0～3台まで )

１台のロスナイと連動する
室内ユニット台数 0～16台

4-4. M-NET配線設計
[1] M-NET伝送線の種類と線長
(1) M-NET伝送線の種類

対象施設 すべての施設

線種 シールド線
CVVS · CPEVS · MVVS

線数 2 心ケーブル

線径 CVVS, MVVS: 1.25 mm² (AWG16)
CPEVS: ø1.2 mm (AWG16 相当 )

(2) M-NET伝送線の線長
M-NET伝送線（集中管理系伝送線、室内外系伝送線）の配線長は、以下の制
限があります。
制限を守らない場合は、M-NET伝送線による給電の電圧降下、または波形
の減衰により通信異常が発生することがあります。
M-NET伝送線の設計に関する詳細情報は、空調冷熱ネットワーク設計マ
ニュアルを参照してください。
空調冷熱ネットワーク設計マニュアルはWIN2Kからダウンロードできま
す。
(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do)
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制限の種類 最大配線長

最大給電距離 最大200m

集中管理系伝送線、および室内外系伝送線において、
「M-NET伝送線に給電する装置」から最遠端の装置までの距
離は200m以下にしてください。200mを超えると、電圧
降下により、通信異常、または操作不能になる場合がありま
す。

最遠端距離 最大1,000m
(500m※1)

集中管理系伝送線、および室内外系伝送線に接続する各末端
の間の最遠距離は1,000m（500m）以下にしてください。
1,000m（500m）を超えると波形の減衰により、通信不
可となる場合があります。

※1 同一M-NETの系統内に最遠端距離1,000m非対応のM-NET機器が
1台でも含まれる場合は、最大500mとなります。 
各M-NET機器の最遠端距離1,000m対応状況は、空調冷熱ネット
ワーク設計マニュアルを一読のうえ、最新のカタログをご確認くださ
い。 
ご不明な点は販売窓口までお問い合わせください。 
空調冷熱ネットワーク設計マニュアルはWIN2Kからダウンロードで
きます。 
(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do)

(3) ビル用マルチエアコンのM-NET伝送線の配線例

伝送線用
給電ユニット

室外
ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット室内ユニット

室外
ユニット

システム
コントローラ

集中管理系伝送線

ME
リモコン

室内外系伝送線
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4-5. 据付と電気工事をする
お願い
• 電源配線と信号配線を結束したり同じ金属管に収納したりしないでくだ
さい。 
誤動作のおそれがあります。
• コントローラのケースに追加穴を開けないでください。 
機器損傷のおそれがあります。

4-5-1. 必要工具
• ナイフ
• ニッパー
• プラスドライバー

4-5-2. 据付準備
(1) コントローラを据え付ける前に、電源ユニット側にブレーカー
を据え付ける

(2) 本機の据付位置を決める
• 高さは、目線のやや下の位置が一番操作しやすい位置となります。
• 製品周囲には、18ページで示すスペースを確保してください。
• コントローラ正面にはパネルやボタンの操作ができるスペースを確保し
てください。

(3) ケーブルを据付位置まで準備する
M-NET伝送線・外部入出力ケーブルは、延長配線が据付位置まで届くよう
に配線してください。
• スイッチボックスを使用して壁に埋め込むまたは配線を壁の中から引き
込む場合 
据付位置までのケーブルは、30cm程度長めに準備してください。 
M-NET伝送線の先端から20cm 程度ケーブルのシースをむいてくだ
さい。



28WT08933X01

4.据付工事・電気工事

• 配線を壁伝いに引き込む場合 
据付位置までのケーブルは、15cm程度長めに準備してください。 
M-NET伝送線の先端から10cm程度ケーブルのシースをむいてくださ
い。

お願い
• 外部入出力信号線を使用する場合は、「4-7. 外部入出力使用方法」を参
照してください。
• シールド線は本機に接続する必要はありません。本機の内部の端子台に
シールド線を引き込まないでください。引込口手前でカットし、ビニー
ルテープで絶縁してください。

4-5-3. コントローラの準備
本体底面のねじをはずし、意匠カバーを取り外してください。
配線を壁伝いに引き込む場合、コントローラ本体上部の内側薄肉部（下右図
のアミ掛け部：18mm（幅）×9mm（奥行））をナイフ・ニッパーなどで切
り取ってください。
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4-5-4. 据付手順

配線引込口をパテでシールすること。 　

指示を
実行

露・水・虫が浸入すると、感電・故障・
火災のおそれあり。

(1) 配線を接続する
スイッチボックスを使用して壁に埋め込む場合
手順
1. 壁とスイッチボックスの穴からM-NET伝送線を引き出す。
2. スイッチボックスと電線管の結合部のケーブル引込口をパテでシールす
る。

配線を壁の中から引き込む場合
手順
1. 壁に穴を開け、M-NET伝送線を穴から引き出す。
2. ケーブル引込口をパテでシールする。

配線を壁伝いに引き込む場合
本機の裏面上部のケーブル引込口からM-NET端子台までは約10cmで
す。長すぎる場合は、伝送線を短くカットしてください。

パテでシールする
M-NET伝送線A、B

壁
壁

M-NET伝送線A、B

スイッチボックス

パテでシールする

ブッシング
配線穴

ロックナット

電線管
シースをはいで、シール
ド線にはビニールテープ
などで絶縁処理を施す

シースをはいで、シール
ド線にはビニールテープ
などで絶縁処理を施す
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(2) 取付板を取り付ける
スイッチボックスに取り付ける場合
手順
1. スイッチボックスに取付板をM4なべね
じ（M4×30）で固定する。 
取付板のねじ位置寸法は右図となりま
す。

壁面に取り付ける場合
手順
1. 据付位置に取付板を木ねじ（M4.1×16）で固定する。 
取付板のねじ位置寸法は右図のようになります。

(3) 本体を取付板に固定する
手順
1. ケーブル引込口の背面からM-NET伝
送線（A, B）を引き込んだ状態で、本体
を取付板のツメに引っ掛ける。

2. ねじ止め部をワッシャー・スプリング
ワッシャー付なべねじ（M4×20）で
取付板に固定する。

(4) 配線を接続する
手順
1. M-NET伝送線(A, B)を端子台に接
続する。 
M-NET伝送線は無極性です。 
意匠カバーが閉まるように、配線を
溝に沿わせ、押し込んでください。

お願い
コントローラのM-NET端子にはM-NET線のみ接続してください。AC電
源は接続しないでください。M-NET端子でM-NET線を渡り配線しないで
ください。

92

8
3
.5
 

壁

（単位：mm）

配線穴

コントローラを取付板に
ねじ止めする

コントローラを取付板の
ツメに引っ掛ける

壁

配線を溝に押し込む

M-NET伝送線
（無極性）

A B
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• 配線を壁伝いに引き込む場合
ケーブルをモールで固定し、ケーブル引込口をパテでシールしてください。

モールを使用する
パテでシールする

(5) 意匠カバーを取付ける
手順
1. 意匠カバーをはめ込む。
2. 底面のねじで固定する。
• ねじは10N·m以下のトルクで締め付けてください。

4-6. サービス
再度取外す場合は取り付けの手順を参考にしてください。

4-7. 外部入出力使用方法
4-7-1. 外部信号入力
外部信号の入力には別売の外部入出力アダプター(PAC-YT41HA)が必要
です。

(1) 外部入力（CN2）
無電圧接点を使って本機からの空調機の操作（緊急停止/通常、一括停止、
運転/停止、リモコン操作許可/禁止）が可能となります。設定は [サービス
メニュー] 画面の初期設定画面の外部入力設定で行います(「6-2. 初期設
定」参照）。
お知らせ
• 外部入力による緊急停止はAE-200Jなどの集中コントローラからも使
用できます。緊急停止を使用する機器は1台までとしてください。
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モード 外部入力信号設定 備考

1 外部入力信号使用しない 
（出荷時設定） ‒

2

緊急停止 /通常をレベル信号で
行う

緊急停止中は、対象グループ（※1）を停止させ、
手元リモコンの運転 /停止操作、および本機から
の運転 /停止操作と禁止 /許可の変更操作が禁止
となります。スケジュールも実行されません。

一括停止をパルス信号で行う
一括停止は、対象グループ（※2）に停止を送信
します。接点ON時のパルス幅は0.2 ～ 1秒と
してください。

3 運転 /停止をレベル信号で行う。

リモコンの運転 /停止操作、および本機からの運
転 /停止操作と禁止 /許可の変更操作が禁止とな
ります。運転／停止のスケジュールも実行されま
せん。

4 運転 /停止・禁止 /許可をパルス
信号で行う。

接点ONの時のパルス幅は0.2 ～ 1秒としてく
ださい。

※1 停止させるユニットは本機の上位/下位設定により異なります。 
上位：同一M-NET線上につながる全ユニットまたは緊急停止の対象グループ 
下位：緊急停止の対象グループ 
対象グループの設定は、取扱説明書の「動作設定」を参照してください。

※2 対象グループの設定は、取扱説明書の「動作設定」を参照してください。

(2) レベル信号とパルス信号
1) レベル信号

接点ON

接点OFF
接点ON

運転停止 停止

通常 通常緊急停止

接点OFF

レベル運転 /停止の場合

緊急停止 /通常の場合

2) パルス信号

•禁止 /許可入力も同様です。

接点ON
接点OFF

接点ON
接点OFF

運転停止 停止

（例：運転 /停止）

信号1（運転）

信号２（停止 )

0.2 ～ 1秒

0.2 ～ 1秒
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(3) 外部入力仕様

CN2 リード 
線

設定1 設定2 設定3
緊急停止 /通常信号 
（レベル信号） 
一括停止信号 
（パルス信号）

運転 / 
停止レベル信号

運転 /停止、リモコン許可
/禁止（パルス信号）

1 緑 外部入力用内蔵DC5V電源
※ 外部入力専用電源です。他の用途には使用できません。

2 黄 緊急停止 /通常信号入力 運転/停止信号入力 運転信号入力
3 橙 一括停止信号入力 未使用 停止信号入力
4 赤 未使用 未使用 リモコン操作禁止信号入力
5 茶 未使用 未使用 リモコン操作許可信号入力

1) レベル信号
• 設定1：緊急停止／通常信号（レベル信号） 
入力信号の接点がON時に緊急停止、接点がOFF時に通常となります。
緊急停止解除後には、緊急停止入力前に運転していた空調機も停止状態
のままとなります。元の運転状態に戻したい場合は、手動で運転操作し
てください。
• 設定2：運転／停止レベル信号 
入力信号の接点がON時に運転、接点がOFF時に停止となります。

2) パルス信号
• 入力に接点ON→OFFの変化がないかぎり、現在の状態を維持します。
• リモコンを操作禁止とした場合、リモコンによる運転／停止・運転モー
ド・設定温度・フィルターリセット・風速・風向の操作とタイマーの実行
の操作を禁止します。（接続される室内ユニット、リモコン、コントロー
ラの機種によっては、操作禁止とならないものがあります。）
• 接点ONの時のパルス幅は0.2～1秒としてください。
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(4) 推奨回路例
1) 設定1

CN2

X1

本機

X1
1

2

3

4

5 最長
10m

現地手配

黄
X2橙

緑
運転/緊急停止

X2 一括停止

2) 設定2
CN2

X1

本機

X1
1

2

3

4

5 最長
10m

現地手配

黄

緑

運転 /停止

3) 設定3

X1 X2 Y1 Y2

CN2

X1

本機

X2

Y1

Y2

1

2

3

4

5

橙

最長10m
現地手配

茶

赤

黄

緑

禁止運転
許可停止
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• リレー、延長ケーブルなどは、別途現地で手配してください。
• 無電圧接点・微負荷リレー（最小負荷 DC5V‐ 1mA)を使用してくだ
さい。
• 接続配線の延長は最長10mとしてください。（0.3 mm² (22AWG)以
上の配線を使用。）
• ケーブルを延長した継目部分はビニールテープなどで絶縁処理を施して
ください。
• 使用しないリード線の先端はテープ等で絶縁処理してください。

4-7-2. 外部信号出力
外部信号の出力には別売の外部入出力アダプター（PAC-YT41HA）が必要
です。
別途外部電源が必要になります。

(1) 外部信号出力(CN3)
１台以上の空調機が運転しているとき「運転」、１台以上の空調機に異常が
発生しているとき「異常発生中」の信号を出力します。異常発生中も運転信
号は出力します。

(2) 外部出力仕様
CN3 リード線 信号 CN3 リード線 信号
1 茶 運転 / 停止 3 橙 外部出力共通GND
2 赤 正常 / 異常 4 黄 未使用

(3) 推奨回路例

お願い
• 本機の外部出力は電源機能の無い接点です。使用するリレーに適した外
部電源が必要です。（DC12V または24V）
• 故障を防止するため、外部電源は、正しい極性で出力回路に接続してく
ださい。特にサージ防止用ダイオード内蔵タイプのリレーの場合は、正
しい極性で接続してください。
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• 下図の③をマイナス側に接続してください。
• リレーを接続しない状態（無負荷）で、外部電源を接続しないでくださ
い。
• リレーコイルの両端にダイオードを入れてください。（ダイオード内蔵
タイプを推奨します。）

リレーを駆動させる場合
CN3

Z2 L2

L1

本機

2

1

3

4

Z2

Z1 Z1

茶

赤

橙

最長10m

電源 (※1)

ダイオード (※2)

L1 : 運転表示ランプ
L2 : 異常表示ランプ現地手配

黄

リレーＺ1，Ｚ2は次の仕様のものを使用ください。

操作コイル
定格電圧：DC12VまたはDC24V
消費電力量：0.9W以下
※1 使用するリレーに合わせて電源を別途手配してください。（DC12V

またはDC24V）
※2 リレーコイルの両端にダイオードを入れてください。

• 運転中、異常発生中に各素子がONします。
• 接続ケーブルの延長は、10m までとしてください。（0.3 mm² 
(22AWG) 以上の配線を使用。）
• ケーブルを延長した継目部分はビニールテープなどで絶縁処理を施して
ください。
• リレー、ランプ、ダイオード、延長ケーブルなどは、別途現地で手配して
ください。
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お願い
• 外部入出力アダプターを本体のコネクタCN2およびCN3に接続する
場合は、外部入力コネクタCN2および外部出力コネクタCN3のノック
アウト穴をニッパ等で開けてください。
• ケーブルをコネクタに接続後、外部入出力アダプター（PAC-YT41HA) 
に同梱されているテープで、ケーブルを押さえてください。
• ニッパー等の工具を深く突きこむと、基板を破壊するおそれがあります。

背面図
CN2
外部入力
コネクタ

テープ

外部入出力
アダプター

CN3
外部出力
コネクタ

ノックアウト
穴を開ける
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4-8. SDメモリーカード使用方法
本機は底面にSDメモリーカードのインターフェースを保有しています。
ソフトウェアの更新をする場合に使用します。詳細は「ソフトウェアを更新
する必要がある場合（61ページ）」を参照してください。
お知らせ
• SDメモリーカードはSan Disk社製の1GB、2GBのみ対応しています。 
 

　"SD"ロゴはSD-3CおよびLLCの商標です。 
 

1.
2. 3.

底面

SDメモリーカード差込口（ソフトウェアの更新用）

手順
1. SDメモリーカードのカバーを外す。
2. SDメモリーカードを"カチッ"と音がするまで差し込む。
3. 取り出すには" カチッ"と音がするまで指でSDメモリーカードを押し
込む。
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5. 据付工事後の確認
据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。不具
合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安
全性が確保できません）

5-1. 据付工事のチェックリスト

確認項目 確認結果
設置環境 設置周りは必要な空間が守られていますか

コント
ローラ

ケーブルの切屑などが端子台に入っていま
せんか
ケーブル引き込み口はパテなどでシールし
ましたか
意匠カバーを上ケースに浮きがなくはめ込
んでいますか

5-2. 保護シートの取外し
工場出荷時、カバーの操作面に保護シートを貼っています。
ご使用の前に、保護シートをはがしてください。



40WT08933X01

6.初期設定

6. 初期設定
本説明書には下記サービスメニューの機能を記載しています。

画面 設定 機能 ページ

初期設定１ 
基本システム

M-NETアドレス 本機のM-NETアドレスを設定します。 46
コントローラ上位 / 
下位設定（※１） コントローラを上位または下位に設定します。 46

操作禁止設定

本機からリモコンや他のコントローラに対し
て操作禁止（※）を行うかを設定します。
※ 操作禁止の対象：運転 /停止、運転モード、
設定温度、メンテナンスサイン、風速、風
向、タイマー（接続される室内ユニット、リ
モコン、コントローラの機種によっては、操
作禁止とならないものがあります。

46

操作禁止範囲の設定
操作禁止をする場合、禁止先をリモコンだけと
するか、他のコントローラを含むかを設定しま
す。

47

外部入力モード 外部入力モードを選択します。 47
フィルターサイン 
表示

[ ホーム ]画面にフィルターサインを表示する
か選択します。 48

ドライモード 運転モードの「ドライ」を使用するか設定しま
す。 48

運転モード制御 
( ※ 2) 

システムチェンジオーバーまたは運転モード
切換制限を選択します。 48

時刻発報
1日1回、同一M-NET上に接続されたコン
トローラ・ユニットへの時刻合わせのための時
刻発報をするか設定します。

49

初期設定２ 
グループ設定

グループ設定 室内ユニット・ロスナイ・汎用機器・リモコ
ン・コントローラを各グループに登録します。 49

換気機器（ロスナイ・
外気処理ユニット）の
連動設定

室内ユニットとロスナイの連動設定を入力し
ます。 53

一括抹消 (※ 2) すべてのグループ設定情報、連動機設定情報、
ブロック設定情報を抹消します。 54

ブロック設定

複数のグループを一括して監視・操作したい場
合に設定する。（本機が下位コントローラ設定
時はブロック設定をメニューに表示しませ
ん。）

55

メンテナンス

冷媒系表示 室外ユニットに接続されている室内ユニット
アドレスを確認できます。 58

異常履歴 過去に発生した異常を、最大50件まで記憶し
ます。 59

冷媒量の検査 (※ 2)
室外ユニットからの冷媒漏れを確認するのに
使用します。（室外ユニットの機種によっては
対応していません。）

59

ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新します。 61
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画面 設定 機能 ページ
試運転 試運転 空調機の試運転をします。 56

※1 「4-3. システム構成」のお知らせを参照してください。
※2 本機が上位コントローラに設定されているときのみ使用できます。
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6-1. PAC-SF50AT2の画面構成
(1) 各画面の遷移と「サービスメニュー」画面の構成

 [ ] または [ ] タッチする

[ ホーム ]画面

[グリッド（縮小）]画面 [グリッド（拡大）]画面

[リスト]画面

[ブロック]画面

[グループ]画面

「メインメニュー」画面

「ログイン」画面 (※1)

「パスワード変更」画面

サービスメニュー 

初期設定１/
基本システム

試運転

メンテナンス

初期設定２/
グループ設定

グループ設定

連動ロスナイ設定

一括抹消

ブロック設定

冷媒系表示

異常履歴

冷媒量の検査 

ソフトウェアの更新

「サービスメニュー」画面

ボタン名

メインメニュー

サービスメニュー

パスワード変更

戻る

ホーム

キャンセル

ログイン

OK

初期設定１ /基本システム

初期設定２ /グループ設定

メンテナンス

試運転

グループ設定

連動ロスナイ設定

一括抹消

ブロック設定

冷媒系表示

異常履歴

冷媒量の検査

ソフトウェアの更新

アイコン

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする  [ ]タッチする

[　　　　]タッチする
 [ ] タッチする 

 [ ] タッチする

※各画面で [ ] にタッチすると１つ前の画面に戻ります。

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする
 [ ] タッチする

[ ] タッチする 

[ ] タッチする 

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

[ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

 [ ] タッチする

※1 サービスメニューにアクセスするにはパスワードが必要です。
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• サービス用パスワードの初期値は「９９９９」です。管理者以外の方が設
定変更しないよう、必要に応じてパスワードを変更してください。
• パスワードは必要な方が分るよう適切に管理してください。
• パスワードは任意の4 桁～8桁の数字に変更できます。
• パスワードを忘れた場合、マスターパスワードを使用してログインする
ことができます。 
マスターパスワード：105638
• マスターパスワードは「メインメニュー」「サービスメニュー」共通です。

6-2. 初期設定
[1] 初回起動時の設定
1～5項に従って本機の据付工事が完了しているか、また、室内ユニット、
室外ユニットの据付工事が完了しているか確認してください。
本機とユニットの電源を投入してください。
• この説明書は工場出荷後初めてコントローラを起動するときの使用を想
定しています。一度でも設定を変更した場合は、下記の説明に使用され
ているポップアップ画面や設定画面は表示されないことがあります。初
期設定を見直す場合は45ページの手順6.を、日時設定を変更する場
合は、取扱説明書の「メニュー」画面の項を参照してください。
• 本機は上位/下位コントローラのどちらとしても使用できます。工場出
荷時、本機は上位コントローラとして設定されています。上位/下位設
定は、サービスメニューの「初期設定１/基本システム」画面から変更で
きます。（46ページ参照）
• コントローラの上位/下位設定は他の初期設定項目を設定する前に設定
してください。設定変更後の再起動時に保存された情報が失われること
があります。
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(1) 「言語設定」
手順
1. 使用する言語のボタンに
タッチする。

2. [OK]ボタンにタッチす
る。

(2) 「現在日時設定」
手順
1. [日付]タブで日付を、[時刻]タブで時
刻を設定する。 
[▼、▲]ボタンで日付（時刻）を設定し、
チェックボックスで日付（時刻）の表示
形式を選択してください。

2. [設定保存]ボタンにタッチする。 
設定を保存します。

上位設定時（工場出荷時）：「初期設定1と2を設定してください。」のポップ
アップ画面が表示された場合
手順
1. [OK]ボタンにタッチする。 
ポップアップ画面を閉じ、「サービスメニュー」画面に戻ります。

2. [初期設定１/基本システム]ボタンにタッチして設定する。 
（コントローラの基本設定については46ページを参照してくださ
い。）設定を保存して「サービスメニュー」画面に戻ります。（下位に設定
した場合は、次記の下位設定時を参照してください。）

3. [初期設定2/グループ設定]ボタンにタッチして設定する。  
（グループ設定については49ページを、連動設定については53ページ
を参照してください。）設定を保存してサービスメニューに戻ります。
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4. [ホーム]ボタン [ ]にタッチする。 
確認用のポップアップ画面が表示されます。

5. [OK]ボタンにタッチする。 
立上げ通信を開始します。
• 初期設定2でグループが登録されていない場合は、「初期設定1と2
を設定してください。」のポップアップ画面が表示されます。初期設定
2でグループの登録をしてください。

立上げの進捗が表示され、立上げが完了すると画面は自動的に「ホーム」
画面に戻ります。（立上げ完了まで最大5分程度かかります。）
• 後から設定変更、試運転、メンテナンス情報の確認をする場合は、下記
手順を実行します。

6. ①「ホーム」画面で [メインメニュー]ボタン [ ]にタッチします。 
②「メインメニュー」画面の [サービスメニュー]ボタン [ ]にタッチ 
　します。 
③パスワードを入力して「サービスメニュー」画面にログオンしてくだ 
　さい。

下位設定時：ポップアップメッセージ「上位からグループ設定をしてくださ
い。設定済の場合は上位を電源リセットしてください。」が表示された場合
手順
1. ポップアップメッセージが表示されている間、ユニットは上位コント
ローラと通信します。 通信が終わるとポップアップ画面が閉じます。
• 設定を変更するにはポップアップ画面が表示されている時に [キャン
セル]ボタンにタッチします。「初期設定1/基本システム」画面が表
示されますので、設定を変更してください。

2. 立上げの進捗が表示され、立上げが完了すると画面は自動的に「ホーム」
画面に戻ります。（立上げ完了まで最大10分程度かかります。）
• グループ名は、上位コントローラからは送信できないため、正常起動
の後に必要に応じて下位コントローラで設定してください。詳細は取
扱説明書を参照してください。
• グループ名の設定は上位/下位を変更すると消去されます。上位/下
位を設定後に入力してください。
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[2] その他初期設定
(1) コントローラ基本設定
手順
1. 「サービスメニュー」画面の[初期設定1/
基本システム]ボタン [ ]にタッチす
る。 
「初期設定1/基本システム」画面を開き
ます。

2. [ページ切り換え]ボタン [ ][ ]に
タッチしてページを切り換える。 
下記の指示に従って設定します。

M-NETアドレス
手順
1. ① [M-NETアドレス]ボタンにタッチして表示されるポップアップ画面
で本機のアドレスを設定する。 
アドレスの設定範囲は「000」または「201」～「250」です。 
工場出荷時は「201」です。

コントローラ上位/下位設定（上位/下位コントローラを両方接続する場合）
手順
1. ② [上位/下位]ボタンにタッチしてコントローラの上位/下位を設定す
る。 
工場出荷時は「上位」です。

操作禁止設定
手順
1. ③ [操作禁止設定]ボタンにタッチして操作禁止設定の使用有無を設定
する。

2. リモコンまたは他のコントローラの操作を禁止（※1）する場合は「使用
する」を選択する。 
工場出荷時は「使用する」です。 
「使用する」を選択すると④「操作禁止範囲設定」が可能となります。

3 ④

②
①

[ページ切り換え]ボタン
ページ番号/ページ数
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• 複数のコントローラが接続されている場合、操作禁止を行う機器は1
台までとしてください。 
操作禁止設定で「使用する」を選択した場合、他のコントローラから本
機に操作禁止を設定することはできません。

※1 操作禁止の対象：運転/停止、運転モード、設定温度、メンテナンスサ
イン、風速、風向、タイマー（接続される室内ユニット、リモコン、コ
ントローラの機種によっては、操作禁止とならないものがあります。）

操作禁止範囲の設定
手順
1. ④ [操作禁止設定]ボタンにタッチして操作禁止範囲を切り換える。
• コントローラとリモコンの両方を操作禁止対象とする場合は「SC・
RC」を、リモコンだけを操作禁止対象とする場合は「RCのみ」を選択
します。工場出荷時は「RCのみ」です。

外部入力モード
手順
1. 外部入力機能を使用する場合、使用する
モードを選択する。

2. ① [外部入力の設定]ボタンにタッチし
て「使用しない」「緊急停止（レベル入力）/
一括停止（パルス入力）モード」「運転/停
止モード（レベル入力）」「運転/停止/操
作禁止/操作許可モード（パルス入力）」
を切り換える。工場出荷時は「使用しない」です。
• 外部機器との接続の詳細は本書「4-7. 外部入出力使用方法（31
ページ）」を参照してください。

①
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フィルターサイン表示
手順
1. ① [フィルターサイン表示]ボタンに
タッチしてフィルターサイン表示の有無
を選択する。 
「しない」にすると、「ホーム」画面でフィ
ルターサインが表示されなくなります。 
定期的にフィルターの清掃を行っている
等、フィルターサイン表示が不要な場合
は「しない」に設定します。

ドライモード
手順
1. ② [ドライモード使用]ボタンにタッチして、使用する・使用しないを選
択する。 
「しない」を選択すると、運転モード選択操作時にドライモードを表示し
ません。

運転モード制御（本機が上位コントローラに設定されているときのみ有効）
手順
1. ① [運転モード制御]ボタンにタッチし
て以下の機能を切り換える。工場出荷時
は「システムチェンジオーバー」です。

システムチェンジオーバー：
室温と設定温度に基づいて、シス
テム内の運転モード（冷房・暖房）
を一括で切り換えます。
運転モード切換制限：
リモコン、コントローラから特定
の運転モードへの切換が制限され
ます。

②

①

①

②
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時刻発報
手順
1. ② [時刻発報] ボタンにタッチして時刻設定信号を他のコントローラ、
ユニットへ発報する/しないを選択する。 
時刻発報を「する」に設定すると、定期的に時刻発報を行い、時計機能の
あるコントローラ、リモコンの現在時刻を一括で設定します。工場出荷
時は「使用する」です。
• 本機を上位コントローラに変更した場合は「使用する」、下位コント
ローラに変更した場合は「使用しない」に時刻発報設定が変更されます。
• A制御スリム機種に接続されたMAリモコンには日時設定が反映され
ません。 またシティマルチに接続された場合でも、ユニットのタイプ
により日時設定が反映されない場合があります。
• 同一M-NET上に定期的に時刻発報するコントローラが他にある場合
は、時刻発報設定を「使用しない」に設定してください。 
同一M-NET上に時刻発報するコントローラが複数あると上位コント
ローラ（時刻のマスタ）と、同一M-NET上に接続されている機器の時
刻がずれ、スケジュール、電力按分課金支援機能等の時刻関連機能が
正しく実行されないトラブルが発生します。

設定の保存
手順
1. [設定保存]ボタンにタッチして設定を保存する。

(2) グループ設定
グループ設定は本機が上位に設定されているときのみ設定・変更できます。
本機が下位に設定されているときは設定・変更できませんが、設定の確認が
できます。
「グループ設定」画面で本機に接続される空調機、ロスナイ、もしくは汎用機
器を登録します。
「サービスメニュー」画面で[初期設定2/グループ設定]ボタン[ ]にタッ
チして、「初期設定2/グループ設定」画面の [グループ設定]ボタン [ ]に
タッチすると「グループ設定」画面が表示されます。汎用機器を管理するた
めには三菱電機製汎用インターフェースが必要です。
• 汎用機器：接点を使用して操作する換気機器、照明などの機器 
汎用インターフェースの1接点は1ユニットに換算され、最大50ユ
ニット（空調機とロスナイ、汎用機器の合計）が本機に接続できます。



50WT08933X01

6.初期設定

PAC-SF50AT2
[201]

システム例

汎用インターフェース [001]

換気機器、
照明、

その他機器

換気機器、
照明、

その他機器

換気機器、
照明、

その他機器

換気機器、
照明、

その他機器

換気機器、
照明、

その他機器

換気機器、
照明、

その他機器

M-NET

1台

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
※汎用インターフェースは
三菱電機製
PAC-YG66DC(1)を指
します。
汎用インターフェースは
接点を持つ機器を最大6
台制御できます。
[    ]: M-NET アドレス 
(    ): 接点番号

1グループに対し、最大16台までのユニットが登録できます。空調機、ロ
スナイ、汎用機器は同じグループに登録できません。汎用機器のグループに
は、リモコン、コントローラは登録できません。[ページ切り換え]ボタン
[ ][ ]にタッチしてページを切り換え、下記の指示に従って各グループ
の設定をします。最大50グループまで設定できます。

グループ名設定
手順
1. ① [グループ名入力]ボタンにタッチ
する。 
「グループ名入力」画面を表示し、グ
ループ名を設定します。 
(半角16文字以内、全角8文字以内) 
設定したグループ名称は、別のグルー
プにコピーできます。 
コピーするグループ名を表示し、[コ
ピー]ボタン [ ]にタッチするとコ
ピー元となるグループ名が記憶されま
す。 
コピー先のグループ名を表示し、[貼
付]ボタン [ ]にタッチするとコピー
先にグループ名が貼付されます。

③

④ ⑤

②

①

「グループ設定」画面
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空調機・ロスナイをグループに登録する
手順
1. ② [機種選択]ボタンにタッチする。 
「機種選択」画面が表示されます。
2. ⑥ [機種切換]ボタンにタッチして、空
調機、ロスナイを選択する。

3. ③ [ユニット選択]ボタンにタッチす
る。 
表示されるポップアップ画面で登録し
たいアドレスをチェックします。

4. グループにリモコンを登録する場合、
④ [リモコン選択]ボタンにタッチし
て表示されるポップアップ画面で、登
録したいリモコンのアドレスをチェッ
クする。
• 1つのグループに対し、リモコンは
2台まで登録できます。（MAリモ
コンはグループ設定をする必要は
ありません。）

グループにコントローラを登録する場合、⑤[コントローラ選択]ボタン
にタッチして表示されるポップアップ画面で、登録したいコントローラ
のアドレスをチェックする。
• 1つのグループに対し、リモコンとコントローラを合わせて4台まで
登録できます。 

5. すべての設定が完了したら [設定保存]ボタンにタッチする。

③

④

⑥

⑤

②

①

「機種選択」画面

「グループ設定」画面
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汎用機器をグループに登録する
手順
1. ② [機種選択]ボタンにタッチする。 
「機種選択」画面が表示されます。
2. ④ [機種選択]ボタンを数回タッチして「汎用機器」を選択する。
3. ⑦[アイコン選択]ボタンをタッチして、使用する汎用機器のアイコンを
選択する。

4. ⑤[操作設定]ボタンにタッチして、下表の操作設定の中から1つを選択
する。

操作設定 説明

操作可能（一括、グループ単位） 本機から一括またはグループごとに汎用機器を運転 /停
止することができます。

操作可能（グループ単位） グループごとに汎用機器を運転 /停止することができま
す。（一括操作はできません。）

操作禁止（監視のみ） 本機から汎用機器を運転 /停止することはできません。

5. ⑥ [表示設定]ボタンにタッチして「ホーム」画面での表示設定を次の２
つから選択する。 
「接点出力状態」：本機の運転/停止操作に連動した表示 
「接点入力状態」：汎用機器の運転/停止状態に連動した表示
6. ③ [ユニット選択]ボタンにタッチする。 
表示されるポップアップ画面で、汎用機器が接続されている汎用イン
ターフェース（PACYG66DC(1)）のアドレスと接点番号をチェックし
ます。

7. 設定後、「グループ設定」画面の [設定保存]ボタンにタッチすると、設定
が保存される。

③

④
⑦

⑥

⑤
②
①

「機種選択」画面「グループ設定」画面

• 汎用機器グループには下位コントローラ、リモコンを登録できません。
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(3)  換気機器（ロスナイ・外気処理ユニット）の連動設定
換気機器を室内ユニットの運転／停止に連動して動作させたい場合、「連動
ロスナイ設定」画面で換気機器と室内ユニットとの連動関係を設定します。
• 「サービスメニュー」画面で [初期設定2/グループ設定]ボタン [ ]に
タッチして、「初期設定2/グループ設定」画面の [連動ロスナイ設定]ボ
タン [ ]にタッチすると「連動ロスナイ設定」画面が表示されます。

②①

手順
1. ① [ロスナイ]ボタンにタッチする。
表示されるポップアップ画面で登録したい連動機（換気機器）のアドレス
をチェックします。

2. ② [連動元室内ユニット]ボタンにタッチする。
表示されるポップアップ画面で登録したい連動元室内ユニットのアドレ
スをチェックします。
• 換気ユニット1 台につき16台までの室内ユニットを割り当てられ
ます。
• グループの最も若いアドレスの室内ユニットを、連動元室内ユニット
に登録してください。登録しないと連動ロスナイを操作することがで
きません。

3. すべての連動設定が完了したら [設定保存]ボタンにタッチする。
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(4) 一括抹消（本機が上位コントローラに設定されている時のみ有効）
すべてのグループ設定情報、連動設定情報を抹消します。
手順
1. 「サービスメニュー」画面で [初期設定2/グループ設定]ボタン [ ]に
タッチする。

2. 「初期設定2/グループ設定」画面で [一括抹消]ボタン [ ]にタッチす
る。 
ポップアップメッセージ「すべてのグループ設定情報、連動ロスナイ設
定情報を抹消してよろしいですか？」が表示されます。

3. [OK]ボタンにタッチすると、すべてのグループ設定情報、連動ロスナイ
設定情報、ブロック設定情報が抹消される。
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(5) ブロック設定（本機が上位コントローラに設定されている時のみ
有効）

ブロック設定は本機が上位に設定されているときのみ設定・変更できます。
「サービスメニュー」画面で[初期設定2/グループ設定]ボタン[ ]にタッ
チして、「初期設定2/グループ設定」画面の [ブロック設定]ボタン [ ]に
タッチすると「ブロック設定」画面が表示されます。
1ブロックに対し、最大50グループまで登録できます。[ページ切り換え]
ボタン [ ][ ]にタッチしてページを切り換え、下記の指示に従って各ブ
ロックの設定をします。最大15ブロックまで設定できます。

ブロック名設定
手順
1. ① [ブロック名入力]ボタンにタッチ
する。 
「ブロック名入力」画面を表示し、ブ
ロック名を設定します。 
(半角16文字以内、全角8文字以内) 
設定したブロック名称は、別のブロッ
クにコピーできます。 
コピーするブロック名を表示し、[コ
ピー]ボタン [ ]にタッチするとコ
ピー元となるブロック名が記憶されま
す。 
コピー先のブロック名を表示し、[貼
付]ボタン [ ]にタッチするとコピー
先にブロック名が貼付されます。

グループをブロックに登録する
手順
1. ② [グループ選択]ボタンにタッチす
る。 
表示されるポップアップ画面で登録し
たいグループ番号をチェックします。

2. すべての設定が完了したら [設定保存]
ボタンにタッチする。

②

①

「ブロック設定」画面

②

①

「ブロック設定」画面
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7. 試運転
お客様立ち会いで試運転を行ってください。

7-1. 試運転の準備
据付工事説明書に従って本機の据付工事が完了しているか、また、室内ユ
ニット、室外ユニットの据付工事が完了しているか確認してください。

7-2. 試運転の方法
空調機の試運転を行う場合は、下記の手順にしたがって試運転します。
手順
1. 「サービスメニュー」画面で [試運転]ボタンにタッチする。 
「試運転」画面が表示されます。
2. ① [停止（運転）]ボタンにタッチしてグループの試運転をする。 
「試運転」画面

②

③

④

①

表示 機能

① [ 停止 ( 運転 )/ 試運転 ] 
ボタン

[ 停止（運転）]ボタンにタッチすると試運転が開始しま
す。
試運転ボタンにタッチすると試運転が停止します。（試運
転に対応しているユニットに対してのみ有効です。）

② [ 運転モード ]ボタン 運転モードを切り換えます。

③ 配管温度 グループ内で一番アドレスの小さいユニットの配管温度
が表示されます。

④ [ 試運転詳細設定 ]ボタン 「試運転詳細設定」画面が表示されます。
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「試運転詳細設定」画面

A
D

B

C

表示 機能
A 室内温度 室内温度が表示されます。
B ユニットアドレス変更ボタン 配管温度を確認したい室内ユニットを切り換えます。
C 配管温度 Bで切り換えた室内ユニットの配管温度が表示されます。
D 残り時間 試運転の残り時間が表示されます。

3. 試運転中に、各ユニットの運転状態（室内ユニット吹出口から風が吹き
出すか）を確認する。

4. 各ユニットの確認が終わったら、本機またはリモコンからユニットを停
止させる。
• 試運転の詳細については、ユニットの据付工事説明書を参照してくだ
さい。

7-3. 試運転中の確認事項
• コントローラに接続している室内ユニットが運転することを確認してく
ださい。
• グループ運転する場合は、コントローラと同じグループに接続する機器
が運転することを確認してください。
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8. サービスメニュー
「サービスメニュー」画面で [メンテナンス]ボタン [ ]にタッチして、「メ
ンテナンス」画面を表示します。
• 本紙に記載されていないスケジュールや操作ロック等の設定方法は取扱
説明書を参照してください。

[1] システム情報を見る
手順
1. 「メンテナンス」画面の [冷媒系表示]ボタンにタッチする。 
同じ冷媒配管につながっている機器の一覧が表示されます。
• 立ち上げ処理が正常に終了したユニットのみ、一覧に表示されます。 

②

①

表示 機能

① 室外ユニットアドレス 本機に接続されている室外ユニットのアドレスを表示します。
（括弧内の数字はサブユニットのアドレスを示します。）

② 室内ユニットアドレス 室外ユニットに接続されている室内ユニットのユニットアド
レスを表示します。
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[2] 異常履歴を確認する
手順
1. 「メンテナンス」画面の [異常履歴]ボタンにタッチする。 
異常履歴を最大50件表示します。各ページに3件ずつ、異常発生日時
の降順に表示します。 

③

①

②
④

⑤

表示 機能
① 発生日 異常が発生した日時
② 異常発生アドレス 異常が発生したユニットのアドレス
③ 検出元 異常を検知したユニットのアドレス
④ 異常コード 異常に対応する異常コード
⑤ [ 異常履歴のクリア ]ボタン 異常履歴をすべて消去します。

[3] 冷媒量の検査
この機能を使って室外ユニットからの冷媒漏れをチェックします。室外ユ
ニットの機種によっては対応していません。
この機能は本機が上位コントローラに設定されているときのみ使用可能です。
メンテナンスメニューの [冷媒量の検査]ボタンにタッチすると、「冷媒量
の検査」画面が表示されます。
• 冷媒量確認機能に対応していない室外ユニットは画面に表示されません。
• 冷媒量の点検をしている場合、室外ユニットは冷房モードで動作しま
す。冷媒量の点検には30分～1時間程度かかります。 
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②

①

③

④

表示 機能
① [ 検査開始 ]ボタン 冷媒量検査を開始します。
② 室外ユニットアドレス 室外ユニットのアドレスが表示されます。
③ 検査結果 検査結果が表示されます。
④ [ 冷媒量の検査履歴 ]ボタン 冷媒量の検査履歴（最大10件）を表示します。

(1) 冷媒量検査を開始する
手順
1. [検査開始]ボタンにタッチする。 
各ユニットの検査を開始します。

2. [検査中止]ボタンにタッチする。 
検査を中止します。
• [検査開始]ボタンにタッチすると、ボタンは [検査中止]ボタンに切
り換わります。

(2) 結果を確認する
検査開始後、30分～1時間で検査が終了し、検査結果が表示されます。
冷媒量が正常な場合は③検査結果に「正常」と表示され、冷媒漏れが発生し
て冷媒量が少なくなっている場合は、「冷媒不足」と表示されます。
• 検査終了までこのページを開いている必要はありません。別の画面に移
動した場合でも、次回この画面を開いたときに検査結果および検査履歴
が表示されます。
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ソフトウェアを更新する必要がある場合
手順
1. メンテナンスメニューの[ソフトウェアの更新]ボタン[ ]にタッチす
る。

2. ポップアップメッセージが表示されたら、更新プログラムの入ったSD 
メモリーカードをSDメモリーカード差込口に挿入し、[OK]ボタンに
タッチする。
• 「SDメモリーカードが正常に認識できません。」と表示された場合は、
SDメモリーカードが正しく挿入されているか確認してください。

• 「更新プログラムが見つかりません。」と表示された場合は、SDメモリー
カードに更新プログラムが保存されていることを確認してください。

3. 表示画面に従い、本体底面のねじを外し本体カバーを外す。
4. DIPスイッチ4をON にして、[OK]ボタンにタッチする。
• 「DIPスイッチ4がOFFしています。」と表示された場合は、DIPス
イッチ4がONになっているか確認してください。 
DIPスイッチはカバーを取りはずすと、本体の左下部分にあります。

5. 確認画面で [OK]ボタンにタッチする。
6. ポップアップメッセージが表示されたら、[OK]ボタンにタッチする。 
アップデートが実行されます。 

• アップデートには、約5分かかります。アップデート中は、SD メモ
リーカードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。 
途中で電源が切れた場合、プログラムが消失し、起動できなくなる
場合があります。

3つのボタン部のLED（節電、ホーム、一括運転/停止）がすべて点灯す
ると、アップデートが正常に終了しています。アップデート中は [節電]
と [ホーム]ボタンのLEDが交互に点灯します。
• 10分経過してもアップデートが終了しない場合は、販売店にご相談
ください。 
アップデート終了後、DIPスイッチ4をOFFすると本機が自動的に
再起動します。立上げ画面の右下に表示されているバージョンがアッ
プデートしたソフトウェアバージョンであることを確認してくださ
い。古いバージョンが表示される場合は、アップデートができていま
せん。再度アップデートを実施してください。
• SDメモリーカードはSan Disk 社製　1GB、2GBのみ対応してい
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ます。
• SanDiskはSanDisk 社の米国およびその他の国における登録商標
です。

　SD ロゴはSD-3C,LLC の商標です。
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9.お客様への説明

9. お客様への説明
• 別冊の取扱説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明く
ださい。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要
な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
• お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物
の管理人様にご説明ください。
• この据付工事説明書は、据え付け後お客様にお渡しください。なお、同梱
の取扱説明書も必ずお客様にお渡しください。
• お使いになる方が代わる場合、この据付工事説明書と取扱説明書を新し
くお使いになる方にお渡しください。
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10. 安全に長くお使いいただくために
• 本製品を含む空調システムは長期間の使用に伴い、製品を構成する部品
に生ずる経年劣化などにより、安全上、支障が生じたり、本来の性能が発
揮できないおそれがあります。空調システムを良好な状態で長く安心し
てご利用していただくために、販売会社または認定技術者と保守契約す
ることで、技術者がお客様に代わって定期的に点検いたします。万一の
故障時も早期に発見し、適切な処置を行います。
• 標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合や、経年劣化を進める
事情が存在する場合には、設計使用期間よりも早期に安全上支障をきた
すおそれがあります。

10-1. 日常の保守
10-1-1. カバーの清掃
中性洗剤を柔らかな布に含ませて拭き、最後に乾いた布で洗剤が残らない
ように拭きとります。ベンジン・シンナー・磨き粉の使用は避けてください。
• 中性洗剤は、使用量の目安までうすめて使用してください。原液のまま
で使用しないでください。

10-2. 点検時の交換部品と保有期間
＜参考＞　主要部品の交換周期

主要部品名 交換目安周期
コントローラ 10年

• 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してく
ださい。
• 交換周期は保証期間とは異なります。
• この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為
が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計（保守点
検費用の予算化）のためにお役立てください。
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 冷熱システム製作所 〒640-8686　和歌山市手平6-5-66

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口（別紙）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)
FAX(365日・24時間受付)
0037(80)2229(フリーボイス)･073(428)-2229(通常FAX)

本社　〒100-8310　東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）


