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YOKOGAWAは、製品の設計から研究開発・販売・サービスまで、「品質第一、お客様第一」
の信念を貫いています。
新世代FX1000は、YOKOGAWAが築き上げてきた高品質の特徴を受け継ぎ、市場のニーズ
に応じて登場させたコストパフォーマンスの高いカラーペーパーレスレコーダです。

直感的な表示、 
簡単な操作

豊富な測定種類、 
抜群の性能

安心の 
データ保存

多チャネル測定/記録
入力種類を選ばないユニバーサル入力

 大容量内部メモリ
内部メモリが400MBで、長時間記録、多チャネル記録
に対応できます。

 メディアFIFO
データファイルを外部メディア（CFカードまたはSD
カード）に自動保存する場合、常に最新のデータファイ
ルをCFカードまたはSDカードに保持するようにしま
す。メディアFIFO機能
を使うと、CFカードま
たはSDカードを交換
せずにFXを長期間に渡
り継続的に使用するこ
とができます。 

 装置組み込みに最適なサイズ
パネル内奥行き：161.7mm

 防塵・防滴前面パネル
IEC529-IP65準拠（ただし、密着計装時を除く）

パルス（付加仕様）測温抵抗体熱電対 直流電流、電圧 電力（付加仕様） DI入力

メディアFIFO機能動作概念図
古い

削除

メディア

保存ファイル
1

ファイル
2

ファイル
3

ファイル
4

更新日付 新しい

●	 5.7型高精度・広視野角TFTカラー
液晶ディスプレイ

●	トレンド、ディジタル、バーグラフ、
オーバビュー、アラーム、ヒストリ
カルトレンドなどの画面表示

●	インターネットを介して、本体の
表示画面をPCで表示

●	多機能操作キー

●	入力種類：DCV、TC、RTD、DI
●	測定周期：最短1s、または125ms
●	チャネル：	2ch、4ch、6ch、8ch、

10ch、12ch
●	測定確度：	指示値の±0.05%（DCV）、

指示値の±0.15%（TC、
RTD）

●	大容量内部メモリ400MB
●	最大32GBのSDカードまたは最大
32GBのCFカードに対応

●	 USBインタフェースに対応（付加仕様）
●	バイナリデータ保存可能
●	ネットワークによりデータの2重化が
可能

 使いやすい操作部
DISP/ENTERと矢印キーは、主に
通常操作時（オペレーションモー
ド時）に、表示モードの切り替え
に使用します。設定時にはカーソ
ル移動キーとしても使用します。
データの記録に関わる各種操作の
ためのファンクションキーやメモ
リサンプルSTART/STOPキーな
ども装備しています。SDメモリカードに対応

（外部記憶メディアの基本仕様コード：-7）
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多様なアプリケー
ションに対応

トレンド表示画面（Logスケール）  
真空度（電圧入力）をLogスケール表示および
記録ができます。（付加仕様）

積算バーグラフ表示画面   地球環境保全へ
の取り組みのための省エネルギーや設備保全
を目的に、各種電気設備の電力諸量を表示お
よび記録できます。（付加仕様）

IEブラウザ監視画面  
Ethernet経由でFXの画
面監視や操作が簡単に
行えます。

トレンド表示画面   測定データを波形で表
示します。各チャネルのスケール値や工業単
位、任意のメッセージなどを表示します。

ディジタル表示画面   測定値をディジタル
表示するほか、チャネル／タグ、工業単位お
よびアラームステータスを表示します。

オーバビュー画面   全チャネルの測定値、
およびアラーム状態を表示します。

表示画面
キーの操作によって、すべての運転画面への切り替えができます。
メモリサンプル、アラーム、キーロック、演算などの動作状況をグラフィカルに表示します。
中国語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語および日本語に対応しています。

安心の設計・ 
構造

バーグラフ表示、ヒストリカルトレンド表示、情報（アラームサマリ、メッセージサマリ、レポートデータ）表示も表示できます。

●	電力測定記録（付加仕様
	 /PWR1、/PWR5）
●	真空度記録（Logスケール）	
（付加仕様）
●	流量積算（付加仕様）
●	 F値演算（付加仕様）	
アプリケーションのページ
をご覧ください。

●	省スペース設計
●	 IP65防水防塵規格の対応
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アルミ鋳物製造の温度管理

アルミ鋳物製造の温度品質管理の簡素化

‒ アルミ鋳物製造データを表示・記録
溶融金属温度
冷却水温度

‒ アラーム発生データの記録
アラームデータ分析

食品の滅菌工程管理（滅菌/殺菌データ収集）

演算機能（/M1、/PM1、/PWR1または/PWR5オプション）で滅菌／
殺菌処理の記録（F値演算）を実現

‒ 加熱温度に応じたF値を自動算出

‒ 演算結果は、加熱温度や他パラメータ（食品温度、 圧力など）と混在記録

‒ 外部接点入力で測定ON/OFF（/R1、/PM1オプション）

真空計記録

物理量を対数に変換した電圧値をFXに入力し、FXでLogスケール
（対数スケール）を使って物理量を表示/記録します。

タイヤ製造（加硫工程）の温度・圧力の管理

金型の温度と圧力を計測・記録します。

環境試験装置のデータ表示・記録
（恒温槽の試験データ収集）
環境試験データを計測し、多彩で分かりやすいデータ表示、記録を実現

‒ 多彩な入力選択（ユニバーサル入力）

‒ 乾球温度、湿球温度より相対湿度を自動算出（/M1、/PM1、/PWR1または/PWR5オプション）

‒ 演算結果は、温度、湿度や他パラメータ（電圧、電流）と混在記録

電線被覆工程の管理（電線の温度、外径データ収集）
電線製造の被覆工程で外径、温度を計測、同時表示し、被覆品質を監視

‒ 多彩な入力選択（ユニバーサル入力）　

‒ 電線の外径、温度データを同時表示し、相関を監視

‒ 外径、温度データ、異常発生時のアラームを現場で監視、記録
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アプリケーション
こんな用途に、こんな使い方。お客様のニーズに対応します。
お客様の現場監視をサポート。
無駄な時間を最小限にし、最適なソリューションとゆとりある作業環境を提供します。
さらに電力モニタ付加仕様を装備することにより、省エネ・故障診断・予防保全を目的とする設備ごとの電力監視が可能です。
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標準仕様

一般仕様
●構　造
取付方法：  パネル埋め込み取り付け（垂直パネル）
  取り付け角度は、後方30 ま゚で傾斜して取り付け可能。
  左右は水平
取り付けパネル厚： 2〜26mm
前面パネル：  防塵防滴仕様 IEC529-IP65準拠
  ただし、密着計装時を除く
●入力部
入力点数：  FX1002：2チャネル、FX1004：4チャネル、
  FX1006：6チャネル、FX1008：8チャネル、
  FX1010：10チャネル、FX1012：12チャネル
測定周期：  FX1002、FX1004：125ms、250ms
  FX1006、FX1008、FX1010、FX1012：1秒、2秒、5秒
入力種類：  DCV（直流電圧：20mV、60mV、200mV、1V、2V、6V、20V、

50V、1-5V）
  TC（熱電対：R、S、B、K、E、J、T、N、W、L、U、WRe）
  RTD（測温抵抗体：Pt100、JPt100） 
  DI（動作記録：接点またはTTLレベル電圧）
  DCA（直流電流：外部シャント抵抗付加）
測定・表示確度：
（基準動作状態：23±2℃、55±10%RH、電源電圧90〜132、180〜250VAC、
電源周波数50/60Hz±1%以内、ウォーミングアップ30分以上、振動など計器
動作に影響のない状態における性能）

入力 レンジ 測定確度 表示分解能

DCV 1-5V ±（0.05％ of rdg＋3digits） 1mV

熱電対※ K
±（0.15％ of rdg＋0.7℃）
-200〜-100℃：±（0.15％ of rdg+1℃）

0.1℃

測温抵抗体 Pt100 ±（0.15％ of rdg＋0.3℃） 0.1℃

※ 基準接点補償確度含まず、バーンアウト検知機能Off時

●表示部
表示器：  5.7型TFTカラーLCD（縦240×横320ドット）
  （注）液晶ディスプレイは、一部に常時点灯または常時消灯の画素が存在

することがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じること
がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

表示グループ：
表示グループ数：10グループ
グループあたり設定可能チャネル数：6チャネル

表示色：
トレンド/バーグラフ表示：24色から選択
背景：白、黒から選択

トレンド表示：  表示種類：縦、横、横長から選択
バーグラフ表示：  方向：縦または横
ディジタル表示：  更新レート：1秒
オーバビュー表示：すべてのチャネルの測定値とアラーム状態を表示
情報表示：  アラームサマリ表示、メッセージサマリ表示、メモリサマ

リ表示、レポート、積算バーグラフ、状態表示
MODBUSログ：  ログインログ、エラーログ、通信ログ、FTPログ、Webロ

グ、Eメールログ、SNTPログ、DHCPログ
タグ表示：

表示可能文字数：半角16文字以内
表示可能文字：英数字、カタカナ、ひらがな、ハングル、キリル、漢字、簡体字

メッセージ表示：
表示可能文字数：半角32文字以内
表示可能文字：英数字、カタカナ、ひらがな、ハングル、キリル、漢字、簡体字

ヒストリカル表示機能：
  内部メモリまたは外部記憶メディアからのデータの再生表

示が可能
バックライトセーバ機能：
  指定時間（1、2、5、10、30分、1時間で設定可）キー操作が

ない場合、LCDバックライトを暗くするか消灯する（選択可）
●記憶機能
外部記憶メディア：

媒　体： コンパクトフラッシュメモリカード（CFカードスロット付きの場合）
SDメモリカード（SDカードスロット付きの場合）

内部メモリ：
媒　体：フラッシュメモリ
メモリ容量：400MB
保存可能データファイル数：最大400ファイル（表示データファイルと
  イベントデータファイルの合計）

動作：FIFO（First In First Out）
●アラーム機能
設定数：  各チャネル最大4設定
アラーム種類：  上限、下限、差上限、差下限、変化率上昇限、変化率下降

限、ディレイ上限、ディレイ下限
●イベントアクション機能
概　要：  ある事象（イベント）の発生により、動作（アクション）を行

う機能
設定可能イベントアクション数：40
●セキュリティ機能
概　要：  キー操作、通信操作ごとにログイン機能またはキーロック

機能によりセキュリティの設定が可能
キーロック機能：  パスワードにより、各操作キーおよびFUNC画面の各操作

にキーロックの設定が可能
ログイン機能：  ユーザ名、パスワードを使用したログイン機能により、機

器へのセキュリティの設定が可能
ユーザレベルおよびユーザ数：
  システム管理者レベル：  5ユーザ
  一般ユーザレベル：  30ユーザ

●時計関連
時　計：  カレンダ機能付き（西暦）
時計精度：  ±50ppm（0〜50℃）ただし電源ON時の遅れ（1秒以下）は含

まず
●日本語入力機能
概　要：  入力された半角カタカナを、日本語漢字、または全角ひら

がな、全角カタカナに変換することが可能。また、半角ア
ルファベット、半角数字、半角記号を全角文字に変換可能

入力可能漢字：  JIS第1水準
●バッチ機能
概　要：  バッチ名でのデータ表示、データ管理、テキストフィール

ド機能、バッチコメント入力機能が使用可能
●電源部
定格電源電圧：  100〜240VAC（自動切換）
許容電源電圧範囲： 90〜132、180〜264VAC
定格電源周波数：  50/60Hz（自動切換）
消費電力：  最大45VA（電源電圧240VAC時）

正常動作条件
電源電圧：  90〜132、180〜250VAC
電源周波数：  50Hz±2％、60Hz±2％
周囲温度：  0〜50℃
周囲湿度：  20〜80％RH（5〜40℃にて）、10〜50％（40〜50℃にて）

付加仕様
●アラーム出力リレー（/A1、/A2、/A3、/A4A）
概要：  アラーム発生時、背面端子からリレー出力を行う
出力点数：  2点（/A1）、4点（/A2）、6点（/A3）、12点（/A4A）
リレー接点容量：  250VAC（50/60Hz）/3A 、250 VDC/0.1 A（抵抗負荷）
出力形式：  NO-C-NC（/A4A除く）、NO-C（/A4A）
リレー動作：  励磁/非励磁、AND/OR、保持/非保持切り換え可、再故障

再アラーム設定可）
●シリアル通信（/C2、/C3）
媒　体：  EIA RS-232（/C2）またはRS-422A/485（4線式）（/C3）準拠
プロトコル：  専用プロトコルまたはModbus（マスタ/スレーブ）プロトコル
設定/測定サーバ機能：専用プロトコルにより、以下の機能が可能
  ・本体のキー操作相当の操作および設定
  ・測定データなどの出力
Modbusマスタ/スレーブ機能：
  Modbusプロトコルを用い、他の機器の測定データなどの

読み書きが可能*
  * データの読み込みには演算オプション（/M1、/PM1または/PWR1、/PWR5）

が必要。

●通信機能（イーサネット）（/C7）
電気的仕様：  IEEE 802.3準拠（イーサネットフレームはDIX仕様）
伝送媒体タイプ：  イーサネット（10BASE-T）
プロトコル：  TCP、IP、UDP、ICMP、ARP、DHCP、HTTP、FTP、

SMTP、SNTP、Modbusプロトコル
E-mail送信機能（Eメールクライアント）
FTPクライアント機能、FTPサーバ機能、Webサーバ機能、SNTPクライアン
ト機能、SNTPサーバ機能、DHCPクライアント機能、Modbusクライアント
機能、Modbusサーバ機能

仕様・性能
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●FAIL/状態出力リレー（/F1）
FXのCPU異常時またはFXの状態を検出し、リレー出力を行う
●演算機能（/M1）
下記の演算、および演算チャネルのトレンド／ディジタル表示、記録が可能
演算チャネル数：  FX1002、FX1004：12チャネル
  FX1006、FX1008、FX1010、FX1012：24チャネル
演算式文字数：  最大120文字
演算種類：  汎用演算、関係演算、論理演算、統計演算、特殊演算、条件式

定　数：60個まで設定可（K01〜K60）
レポート機能：

レポート種類：時報、日報、時報＋日報、日報＋週報、日報＋月報
演算種類：平均値、最大値、最小値、積算値、瞬時値

●3線式絶縁RTD入力（/N2）
RTD（測温抵抗体）のA、B、b端子すべて絶縁した各点絶縁入力タイプ
（注） FX1006、FX1008、FX1010、FX1012のみ指定可。FX1002、FX1004は標準でA、B、b

端子すべてをチャネルごとに絶縁。

●拡張入力（/N3F）
標準の入力に加えて、下記熱電対および測温抵抗体入力を可能とする
TC：Kp vs Au7Fe、PLATINEL、PR40-20、NiNiMo、W/Wre26、TypeN
（AWG14）、XK GOST
RTD：Ni100（SAMA）、Ni100（DIN）、Ni120、Pt100 GOST、Cu100 
GOST、Cu50 GOST、 Pt200（WEED）

●DC/AC 24V電源駆動（/P1）
定格電源電圧：  24VDCまたは24VAC（50/60Hz）
使用電源電圧範囲： 21.6〜26.4V DC/AC
最大消費電力：  18VA（24VDC）、30VA（24VAC（50/60Hz））
●リモート制御（/R1）

接点入力によりFX本体の制御が可能（8点まで設定可）
●24VDC伝送器電源出力（/TPS2、/TPS4）
出力電圧：  22.8〜25.2VDC（定格負荷電流時）
定格出力電流：  4〜20mADC
最大出力電流：  25mADC（過電流保護動作電流約：68mADC）
●USBインタフェース（/USB1）
USBインタフェース仕様：
  Rev1.1準拠、ホスト機能
ポート数：  1ポート（前面）
接続可能な機器：
　　キーボード：  HID Class Ver.1.1準拠の104/89キーボード（US）、109/89

キーボード（Japanese）
　　外部メディア： USBフラッシュメモリ（すべてのUSBフラッシュメモリの

動作を保証するものではありません）
●パルス入力（/PM1）
専用の入力端子（リモート入力端子）に、接点またはオープンコレクタ信号でパ
ルス入力が可能
パルス入力オプションには、演算機能オプション（/M1）およびリモート制御オ
プション（/R1）の機能が含まれます
入力点数：  3点（ただし、リモート制御入力端子をパルス入力に使用

した場合は最大8点）
入力方式：  フォトカプラアイソレーション（パルス入力内でコモン共通）
  アイソレーション電源内蔵（約5V）
入力種類：  無電圧接点、オープンコレクタ（TTLまたはトランジスタ）
●入力値補正機能（/CC1）
測定チャネルの入力値を、折れ線近似を用いて補正が可能
折れ線設定点数：  2〜16点（始点、終点含む）
●電力モニタ（/PWR1、/PWR5）
演算式に電力測定要素を記述することにより、電力諸量を測定できます。
有効電力、回生電力、無効電力、皮相電力、電圧、電流、周波数、力率（LEAD：
-、LAG：+）、電力量（有効電力量、回生電力量、無効電力量（LAG：+）、無効
電力量（LEAD：-）、皮相電力量）
電力モニタオプションには、演算機能オプション（/M1）の機能が含まれます。
相および線式：  単相2線式、単相3線式、三相3線式
周波数：  45〜65Hz
定格入力電圧：

定格電圧 電圧レンジ（可変） 許容入力電圧

120V 120V 150V

240V 240V 300V

定格入力電流：

付加仕様コード 定格電流 電流レンジ（固定） 許容入力電流

/PWR1 1A 1A 1.2A

/PWR5 5A 5A 6A

定格入力電力および測定範囲：（VT、CTを使用する場合、VT、CTの二次側）
単相2線

付加仕様
コード

入力（AC） 入力測定範囲*1 概略消費VA

定格電力 電圧 電流

/PWR1
120V/1A 100W -120〜120W 0.2VA

0.2VA
240V/1A 200W -240〜240W 0.4VA

/PWR5
120V/5A 500W -600〜600W 0.2VA

0.2VA
240V/5A 1000W -1200〜1200W 0.4VA

単相3線

付加仕様
コード

入力（AC） 入力測定範囲
概略消費VA

定格電力 電圧 電流

/PWR1 200V/1A 200W -240〜240W 0.2VA/ 相 0.2VA/ 相

/PWR5 200V/5A 1000W -1200〜1200W 0.2VA/ 相 0.2VA/ 相

三相3線

付加仕様
コード

入力（AC） 入力測定範囲
概略消費VA

定格電力 電圧 電流

/PWR1
120V/1A 200W -240〜240W 0.2VA/ 相

0.2VA/ 相
240V/1A 400W -480〜480W 0.4VA/ 相

/PWR5
120V/5A 1000W -1200〜1200W 0.2VA/ 相

0.2VA/ 相
240V/5A 2000W -2400〜2400W 0.4VA/ 相

・VTおよびCTを使用する場合の入力測定範囲
一次側入力電力*2が10GW未満で、かつ下式で算出した値が上記の入力測定範囲内
*1  入力測定範囲（W）＝一次側入力電力（W）*2/（VT比×CT比）
*2  一次側入力電力＝二次側定格電力（W）×1.2×VT比×CT比

VT比/CT比：  VT比とCT比を設定することにより、FXへの入力をVT/CT
前の一次側入力値に変換して表示します。

ローカット電力機能： 設定値未満の電力を0とする電力測定要素が用意されてい
ます。電力量として積算するときに使用します。

設定範囲：定格電力の0.05〜20.00％
更新周期：1秒
電力積算： 

TLOG、SUM演算、またはレポート機能で、電力量（有効電力量、回生電力量、
無効電力量（LAG：+）、無効電力量（LEAD：-）、皮相電力量）の測定が可能

測定確度：

項　目 測定確度（瞬時値）

有効電力（W） /PWR1：±1.0％ of Range、/PWR5：±0.5％ of Range

電圧（V）、電流（A） /PWR1：±1.0％ of Range、/PWR5：±0.5％ of Range

皮相電力、無効電力、力率 測定値からの計算値±1digt

周波数 ±1.0Hz

●Logスケール（/LG1）
物理量を対数に変換した電圧値をFXに入力し、FXでLogスケール（対数スケー
ル）を使って物理量を表示、記録します。
入力種類：  Log入力（対数入力）、Logリニア入力（対数のディケード

（decade）内がリニアな入力）、疑似Log入力、非線形 Log
入力

レンジ：  直流電圧入力（20mV、60mV、200mV、2V、6V、20V、
50V、1V）

単位記号：  半角6文字以内で任意設定
スケーリング可能範囲：
Log入力： 

1.00E-15〜1.00E+15（最大15 decades）
下限仮数設定範囲：1.00〜9.99、上限仮数設定範囲：1.00〜9.99
スケール下限＜スケール上限
下限仮数が1.00の場合、指数の差が1以上
下限仮数が1.00以外の場合、指数の差が2以上

Logリニア入力/疑似Log入力：
下限仮数設定範囲：1.00〜9.99、上限仮数設定：不可（下限仮数と同じ）
下限仮数が1.00の場合、1.00E-15〜1.00E+15、指数の差が1以上、最大
15 decades
下限仮数が1.00以外の場合、1.01E-15〜9.99E+14、指数の差が1以上、最
大14 decades

アラーム：
種 類： 上限アラーム、下限アラーム、ディレイ上限アラーム、ディレイ

下限アラーム
設定範囲：1.00E-16〜1.00E+16、仮数：1.00〜9.99
ヒステリシス：0%固定

グリーバンド設定範囲：
  1.00E-16〜1.00E+16、仮数：1.00〜9.99
  ただし、表示位置下限＜表示位置上限
仮数部表示桁数：  2桁または3桁より選択

仕様・性能
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付加仕様端子

入力端子

1～8 ：リモート制御端子番号
C ：Common

NC ：Normally closed
C ：Common
NO ：Normally opened

NC

リモート

アラーム、FAIL、Status

H、L
パルス入力

＋、－
伝送器電源出力

「NC」などの文字：端子の機能を表します。

使用していない端子です。

＋/A

/b

CH1

－/B

FX1002の
入力端子ブロック

FX1004の
入力端子ブロック

FX1006の
入力端子ブロック

FX1008の
入力端子ブロック

FX1010の
入力端子ブロック

FX1012の
入力端子ブロック

CH2

＋/A

/b

CH1

－/B

CH2CH3CH4

＋/A

/b

CH1

－/B

CH2CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8

CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8CH9CH10

CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8CH9CH10CH11CH12

CH3CH4CH5CH6

NCCNO

/A1 /A2

01

NCCNO

02

NCCNO

アラームアラーム
01

NCCNONCCNO

0102

NCCNO

NCCNONCCNO

02

NCCNO

03

NCCNO

04

NCCNO

/A3 /A4A

01

NCCNO

NCCNONCCNO

02

0506

CNOCNOCNOCNOCNOCNO

CNOCNOCNOCNOCNOCNO

アラームアラーム

アラーム アラーム

アラーム

RS-422A/485

NCCNO

03

NCCNO

04 010203040506

070809101112

メモリエンドFAIL

/C3 /F1

FG SG SDB SDA RDB RDA

リモート リモートパルス入力

/PM1 /R1

L H L H L H 4 23 1 C5 8 7 6 4 23 1 C5

電圧入力電流入力電流入力

/PWR1、/PWR5 /TPS2と組み合わせたときの/A1

3S 1L 1S P2P3 P13L

伝送器電源出力

/TPS2 /TPS4

＋ー ＋ー

伝送器電源出力

＋ー ＋ー＋ー ＋ー

端子配置図

入力端子

付加仕様端子

形名および付加仕様の端子配置です。形名、付加仕様の組み合わせについては、形名・仕様コード表でご確認ください。
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形名と仕様コード

形　名
基本仕様 
コード

付加仕様
コード

記　事

FX1002 2ch、最短測定周期：125ms

FX1004 4ch、最短測定周期：125ms

FX1006 6ch、最短測定周期：1s

FX1008 8ch、最短測定周期：1s

FX1010 10ch、最短測定周期：1s

FX1012 12ch、最短測定周期：1s

外部メディア
スロット

-0 CF/SDカードスロットなし、メディア付属せず（注）

-4 CFカードスロット付き、メディア付属（512MB）

-7 SDカードスロット付き、メディア付属（1GB）

表示言語 -1 日本語、DST（夏/冬時間）

固定 -H 「-H」固定

付加仕様

/A1 アラーム出力リレー2点（C接点）*1*10

/A2 アラーム出力リレー4点（C接点）*1

/A3 アラーム出力リレー6点（C接点）*1*3

/A4A アラーム出力リレー12点（A接点）*1*3

/C2 RS-232通信インタフェース*2

/C3 RS-422A/485通信インタフェース*2

/C7 Ethernet通信インタフェース

/F1 FAIL /状態出力リレー*3

/M1 演算機能（レポート機能を含む）

/N2 3線式絶縁RTD*4

/N3F 拡張入力（Pt1000含まず）

/P1 DC/AC24V電源駆動

/R1 リモート制御8点*5

/TPS2 24VDC伝送器電源出力（2ループ）*6*10

/TPS4 24VDC伝送器電源出力（4ループ）*7

/USB1 USBインタフェース（1ポート）

/PM1
パルス入力3点、リモート制御5点（演算機
能を含む）*8

/CC1 入力値補正機能

/LG1 Logスケール

/PWR1 電力モニタ（1Aレンジ、演算機能を含む）*9*10*11

/PWR5 電力モニタ（5Aレンジ、演算機能含む）*9*10*11

*1  /A1、/A2、/A3、/A4Aは、どの組み合わせも同時に選択不可
*2  /C2、/C3は同時に選択不可
*3  /A3または/A4Aと、/F1は同時に選択不可
*4  FX1002、FX1004は/N2選択不可
*5  /R1を選択した場合、/A4A、/TPS2、/TPS4、/PM1、/PWR1または/PWR5は選択不可
*6  /TPS2を選択した場合、/TPS4、/A2、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1は選択不可
*7  /TPS4を選択した場合、/TPS2、/A1、/A2、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1は選択不可
*8  /PM1を選択した場合、/A4A、/M1、/R1、/TPS2、/TPS4、/PWR1または/PWR5は選択不可
*9  /PWR1または/PWR5を選択した場合、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1、/M1は選択不可
*10  /TPS2、/PWR1または/PWR5、/A1は3つ同時に選択不可
*11  /PWR1、/PWR5 は同時に選択不可
（注）内部メモリに保存されているデータを外部へ取り出すには、通信付加仕様（/C2、/C3または/

C7）、またはUSB付加仕様（/USB1）が必要です。

Logスケール（付加仕様、/LG1）手配上のご注意
真空計の非線形出力に対応するためには、付加仕様/LG1および/CC1を手配する必要があります。

付属品
取付金具2個、防塵防滴用ゴムパッキン1個、「FX1000 ご使用上の注意事項/設置・配線ガイド、モー
ド遷移図、設定モード/ 基本設定モードマップ」、CFカード（512MB、外部メモリの基本仕様コード「-4」
場合のみ）、SDカード（1GB、外部メモリの基本仕様コード「-7」場合のみ）、CF/SDカードの容量は、
変更となる場合があります。

アクセサリ（別売）

品　名 形　名 仕　様

シャント抵抗

X010-250-3 250Ω±0.1%

X010-100-3 100Ω±0.1%

X010-010-3 10Ω±0.1%

CFカードアダプタ  772090 −

CFカード

772093 512Mバイト

772094 1Gバイト

772095 2Gバイト

SDカード 773001 1Gバイト

取付金具 B8730BU −

電線固定形変流器
（推奨）

CTW10 定格一次電流100A、定格二次電流1A

CTW15 定格一次電流100A、定格二次電流1A

CTW20 定格一次電流200A、定格二次電流1A

CTW35 定格一次電流300A、定格二次電流1A

CTW100 定格一次電流500A、定格二次電流5A

CTW130 定格一次電流800A、定格二次電流5A

端子用ねじ
B8730CZ M3（入出力端子用）

B8730CY M4（電源端子用）

アプリケーションソフトウェア

形　名 内　容 対応OS

FXA120 DAQSTANDARD for FX1000 Windows 8.1、10

外形図 /パネルカット寸法図

137+20

137+20

137

175最小

175最小

+2
0

L+20

L+20

L+20

137+20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n

282
426

（mm）

570
714
858

1434
1290
1146
1002

（144×n）-6

上下密着計装時（最大3台）左右密着計装時単独取付時
台数

外形寸法

パネルカット寸法

指示なき寸法公差は、±3%
(ただし、10mm未満は±0.3mm)とする。

防塵防滴用ゴムパッキンを付けない場合、下記の通りとなります。
*1：20.2、　*2：163.7、　*3：110.0

(金具をはめ込み後の寸法)

(金具をはめ込み後の寸法)

取付パネル厚さ

(*1) (*2)

(*3)

13
6.
5

12
.6

2～26

16
1.
7

14
4.
0

72
.0

72
.0

12
.6

69.5

74.5

161.7
22.2 161.7

108.0
144.0

取付金具

単位：mm

●本製品を正しく安全にご使用いただくため，「取扱説明書」をよくお読み
ください。

ご注意


