クイックスタート＆ハイコストパフォーマンス
高速・高耐圧・高信頼の多チャネルデータ収集システム

PCベース リアルタイム データアクイジション システム

Webサーバ搭載 広域分散型・遠隔計測システム

過酷な測定条件で鍛え抜かれた高性能
高速・多チャネル測定
（ラボラトリからフィールドまで幅広い用途に応用可能）

安心して使える高耐圧性能
仕様として保証された性能 600VACrms（50/60Hz）連続

優れた耐ノイズ性能
（独立4ch絶縁型A/D積分回路）

マルチインターバル機能
（1台で測定対象に応じて柔軟に測定周期を組合せ）

小規模〜多ｃｈまで柔軟な構成
（1-6スロット/ユニット、最大構成1200ch/20ユニット）

低消費電力化により
省資源を実現
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PCベース リアルタイム データアクイジション システム
Network Data Acquisition Unit

Webサーバ搭載 広域分散型・遠隔計測システム

MX100ガイドライン

MW100ガイドライン

シングルユニット データロギング

オンデマンド・遠隔計測システム
Webブラウジング
モニタ＆設定変更

高速

・24ch/10ms
・60ch/100ms

Internet Explorer

（MX110モジュール使用時）

JAVA VM/JAVA Script が必要

1ユニット接続

高信頼

・Wレコーディング（オプション）
・データバックアップ(標準)

高耐圧

600VACrms（50/60Hz）連続
3700VACrms（1分間）

60ch/100msで
約10日間連続
データ収集可能

M X 1 0 0 標 準 添 付 の M X S t a n d a r dソフトウエ ア は１ユ ニット 接 続 専 用 で 、
24ch/10msまたは、60ch/100msの小規模データ収集に最適

WebブラウザからMW100のURLを指定し、現場のMW100にアクセスして「見た
い情報を見たい時に」閲覧

メインユニットにCFカードを搭載し、通信断時のデータバックアップやWレコーディング
機能（オプション指定）でデータ収集の信頼性向上

MW100の操作性は、設定変更やデータ収集のStart/Stopまで、慣れ親しんだブラ
ウジング操作で簡単

マルチユーザ＆マルチアクセス

マルチユニット データロギング

デスクトップ計測から大規模データ
ロギングシステムまで早期稼動
モジュール構成による柔軟な機能拡張性、
イーサネットによる
高速通信（100Base-TX）
と省配線、配線距離に制約されな
い設計自由度で、測定環境に最適なデータロギングシステ
ムを構築できます。研究開発/耐久試験/品質評価/設備監
視などに求められる「高信頼のリアルタイム・データロギング
システム」の早期稼動を実現します。

【PCベースデータロギング】
Windowsソフトウエア
モニタリング＆設定

研究開発

研究開発

生産設備

最大1200ch/システム
（60ch/20ユニット接続）

生産設備

装置設備

装置設備

広域なフィールド情報を計測技術とネットワーク技術により共有化／施設／装置の
状態確認を複数箇所からWebブラウザで同時アクセス

イーサネット高速通信（100Base-TX）を搭載し、ケーブル総延長や接続方式に
制約されない柔軟な計測システムを実現可能

DHCP（IPアドレス自動取得）
、SNTP（時刻補正機能）
、Modbus/TCP（クライアント
側/M1：演算必須）、Modbus/RTU（マスタ側/M1：演算必須）を搭載

長時間メモリ＆ファイル転送

マルチインターバル データロギング
例1

例2

例3

測定グループ：2

Compact Flash： CF 2GB（60ch/100ms：約10日、60ch/1s：約3ヶ月)
オフライン

Webブラウザで、MW100のURLを指定すると、施設/装置に
分散設置されたMW100にアクセスして、現場の状況や装置
の運転状態を閲覧できます。Webブラウザの特性を活用する
ことで、複数箇所での情報共有を実現し、施設管理/設備監
視に最適な広域分散型の遠隔監視/データ収集システムを
構築できます。

【スタンドアロンデータ収集】
ＭＷ100のCFカードに
データ保存
60ch/100msで
約10日間連続
データ収集可能

60ch/100msで
約10日間連続
データ収集可能

測定グループ：3

ドラッグ＆ドロップ

PCのハードディスク
にデータロギング
Ethernet
MX100
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多機能・マルチユニット接続

10ms高速信号
測定グループ

100ms中速信号
測定グループ

1sec低速信号
測定グループ

演算処理結果
測定グループ

MW100

測定グループ単位に
データ収集周期設定

ネットワーク対応：オンライン（FTP：ファイル転送）

入力モジュールを3つの測定グループに指定する事で、変化の速い信号から温度まで、
測定グループ単位に測定周期を設定可能

WebブラウザでMW100のURLを指定して、MW100のデータファイルをドラッグ＆
ドロップ操作で転送

測定グループ単位に波形観測することで、波形変化の相関関係や傾向把握が容易
になり、現象解析効率を向上可能

ファイル作成のタイミングで、FTP:ネットワークオンライン転送、メインユニットから
CFカードを取出しオフライン転送

PWM出力

モニタリング＆設定は、ネットワーク接続して
Webブラウザで行います

MW100標準モニタ

低温から高温まで幅広い設置環境

波形パターン出力＆データロギング
アナログ出力
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施設/設備の遠隔監視とデータ収集を
Webブラウザで実現

最大60ch/ユニット
（広域分散システム）

MXLOGGER（別売）により、最大1200ch/20ユニットの大規模データ収集シス
テムを、
ノンプログラミングで早期稼動

測定グループ：１

Remote Data Acquisition Unit

波形出力

-20℃〜60℃
＋

−

シンプル・シングルユニット接続

測定データ

試験対象

12-28V DC電源

車載計測

100ms/60ch
（最高速10ms/10ch）

環境試験

最大4種の波形出力パターンをソフトウエアで編集、波形データ出力と測定データ
ロギングを１台で実現。
（MXLOGGER使用時）

低温から高温まで使用温度範囲を拡大したことで、設置環境を選ばず、幅広いアプ
リケーションに対応

アナログ出力モジュール、PWM出力モジュールの波形出力を伝送出力chに指定
して多ch出力が可能

メインユニットにデータ収集Start/Stopキーを装備しており、持運び可能なスタン
ドアロン型データロガーとして活用可能

ユーザ専用カスタムモニタ
Webエディタで専用モニタ製作可能：
Web画面カスタムマニュアルのダウン
ロードはカタログ裏面参照

最高100msの高速・高耐圧データ収集

・ユニバーサル入力
直流電圧/熱電対/測温抵抗体/接点/
電流：シャント抵抗内蔵端子プレート装着

・高耐圧
600VACrms（50/60Hz）連続、3700VACrms（1分間）

・着脱式端子プレート／外付M4端子台
着脱式端子プレートで配線の作業性向上
10ch

押締め

M3ネジ

シャント10Ω

・データ収集
最高100msのひずみゲージ式センサのデータ収集

・ひずみゲージ式センサ
NDIS型コネクタの各種ひずみゲージ式センサを
接続でき、スケール換算して使用

・外付ブリッジヘッド
ひずみゲージをブリッジヘッドと組合せてご使用の場合に
701955（120Ω）/701956（350Ω）をご使用ください

・ひずみ変換ケーブル
リモートセンシングを持たないセンサをご使用の際は、
変換ケーブル（DV450-001）をご使用ください

4ch

シャント100Ω シャント250Ω

100ms/4chひずみ測定モジュール
・データ収集
最高100msの120Ωひずみデータ収集

・ひずみゲージ直入力
ブリッジ抵抗120Ω内蔵

・ひずみゲージ接続
DIPスイッチでch単位に、ひずみゲージ接続方式を設定

・着脱式端子プレート
脱着式端子プレート（772068）で配線の作業性向上

接点信号の多チャネル測定に最適！
ハイコストパフォーマンス
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・データ収集

100ms/4chひずみ測定モジュール

120Ωひずみゲージ直結！
ブリッジ抵抗120Ω内蔵の
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100ms/10ch汎用測定モジュール

NDIS型ひずみコネクタ直結！
ひずみゲージ式センサ用
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高速・高耐圧の10chマルチプレクサ！
コストパフォーマンスに優れる

4ch

10ms/10ch接点入力モジュール
・高速データ収集
最高10msの高速接点信号データ収集

・ディジタル入力
無電圧接点/オープンコレクタ
100Ω以下ON/100kΩ以上OFF
LEVEL（5Vロジック）
1V以下OFF/3V以上ON

・ネジ端子
10ch

100ms

10ms

ユニバーサル入力

ひずみゲージ式センサ入力

120Ωひずみ入力

ディジタル入力

DCV/TC/RTD/DI/DCA

ブリッジヘッド外付け可能

ブリッジ抵抗120Ω内蔵

DI/5Vロジック

100ms

100ms

自動車/鉄道/航空機の安全対策基準は厳しさを増している
形式： 772063

772080

研究開発 / 実験設備における計測システム

772081

772082

772083

鉄道車両/レール 耐久試験

車載燃料電池 耐久試験
FCスタック

施設管理 / 設備管理における遠隔計測

品質評価システム

環境試験システム

クリーンルーム/空調

浄水場/水力発電

ロ−ドセル 振動センサ ひずみゲ−ジ

車両シャーシ 耐久試験
航空機翼

過熱燃焼システム

耐久試験システム

生産設備/プラント

新エネルギー設備

最高10msの高速・高耐圧データ収集
MX100 ：最大24ch／6モジュールまで10ms測定
MW100：最大10ch／3モジュールまで10ms測定

・ユニバーサル入力
直流電圧/熱電対/測温抵抗体/接点

・耐ノイズ
各ch積分型A/D搭載＆ディジタルフィルタ

・高耐圧
600VACrms（50/60Hz）連続、3700VACrms（1分間）

4ch

・着脱式端子

10ms
ユニバーサル入力

着脱式端子ブロック（772064）で配線の作業性向上

DCV/TC/RTD/DI

6ch/4線RTD抵抗測定モジュール
・データ収集
最高100msの高速・高耐圧データ収集

・ユニバーサル入力
抵抗/4線式測温抵抗体/直流電圧/接点

・抵抗レンジ
20Ω/200Ω/2000Ω

・4線RTDレンジ
Pt50/Pt100/JPt100/Pt500/Pt1000/Cu10他

・着脱式端子プレート

開発課題：インバータ回路実装製品あるいは、インバータ制御製品における放熱対策

最高100msの350Ωひずみデータ収集

・ひずみゲージ直入力
ブリッジ抵抗350Ω内蔵

・ひずみゲージ接続
DIPスイッチでch単位に、ひずみゲージ接続方式を設定

・着脱式端子プレート
脱着式端子プレート（772069）で配線の作業性向上

・高速データ収集
最高10msの24Vロジック信号データ収集

・24Vロジック入力
LEVEL（24Vロジック）
6V以下OFF/16V以上ON
ch間非絶縁

・ネジ端子
M3ネジ端子プレート（772080）
M4ネジ締め外付端子台（772061/772062）
10ch

ユニバーサル入力

350Ωひずみ入力

ディジタル入力

Ω/4W・RTD/DCV/DI

ブリッジ抵抗350Ω内蔵

24Vロジック

4線RTDは配線抵抗の影響を受けない
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機械部品や産業構造物の安全対策基準は厳しさを増している
部品/板金 耐久試験

�
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装置側センサが4線式RTD

荷重機 耐久試験

セメント
ブロック

ロ−ドセル

ひずみゲージ
加重ベース

自動ドア開閉 耐久試験

ひずみゲージ
荷重

強度

荷重機
トランスコイル / モータコイル

生産システムの24Vロジック信号を多チャネル監視

加重負荷
加重板

ボルト
抵抗法による温度測定
（20Ω/200Ω/2000Ω）

着脱式端子プレートで配線の作業性向上

セメントブロック耐久試験

ボルト軸力ゲ−ジ

引
張

��
コネクタ結線で接触抵抗
の影響を受けない

・着脱式端子プレート

引張試験機

ロ−ドセル

測定対象：インバータの温度を熱電対で計測しても、スイッチング時のノイズの影響で、
半導体リレー式の計測器は、コモンモードノイズの影響を受け易い
課題解決：4ch高速モジュールのノイズ除去効果で、高精度な温度測定を実現
600VACrms（50/60Hz）連続、3700VACrms（1分間）の耐圧性能で安心

・データ収集

10ms/10chロジック入力モジュール

10ms

課題解決：4ch高速モジュールのノイズ除去効果で、高精度な温度測定を実現
600VACrms（50/60Hz）連続、3700VACrms（1分間）の耐圧性能で安心
インバータ搭載製品の温度測定

100ms/4chひずみ測定モジュール

4ch

4線RTD高精度測定 / 抵抗測定

接点信号

24Vロジック信号の多チャネル測定に最適！
ハイコストパフォーマンス

100ms

開発課題：電極高精細化による高密度実装と充放電の電流増加によるLSIの発熱対策
表示器に実装した状態でのLSIの放熱効果計測
測定対象：温度計測の対象点であるLSIの足部分には、高速・高電圧のパルス信号印加
ドライブ回路のパルスノイズで正しく温度測定できない

350Ωひずみゲージ直結！
ブリッジ抵抗350Ω内蔵の

着脱式端子プレート（772067）で配線の作業性向上

6ch

接点信号

ひずみゲージ

変位計

100ms

ノイズ除去性能が求められる温度計測
大画面TVの高密度LSI放熱測定

ロードセル

接点信号

油圧ジャッキ
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・高速データ収集

ロード
セル
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10ms/4ch高速測定モジュール

高層ビル開発の構造試験
ラーメン構造物

油圧ジャッキ

4線式RTDと抵抗値を100ms測定！
高精度測定を実現する
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各チャネルA/Dコンバータ搭載！
ノイズ除去性能に優れる

高速道路建設 耐久試験

ひずみゲージ
応力

ひずみゲージ

下部材

ひずみゲ−ジ

風圧
ロードセル
油圧ジャッキ

上部材

水素タンク
モーター
ひずみゲ−ジ

航空機翼 耐久試験
ひずみゲ−ジ

斜材

鉄骨材料
応力

着脱式端子プレートで配線の作業性向上

ブリッジ耐久試験と保守
ひずみゲージ

加重負荷
応力

・着脱式端子プレート

各種装置の運転状況や制御盤/配電盤の信号監視

土木建築や建築物の安全対策基準は厳しさを増している
トンネル材料耐久試験と保守

M3ネジ端子プレート（772080）
M4ネジ締め外付端子台（772061/772062）

24Vロジック信号

生産システム
ひずみゲージ

24Vロジック信号

生産システム

24Vロジック信号

生産システム

±10V電圧/4〜20mA電流を各ch出力

・波形出力パターン4種任意編集
MX100 ：PCソフトウェアMXLOGGERにて、任意編集
MW100：演算オプション（/M1）を指定し、任意編集

・伝送出力
4種波形パターンを伝送出力設定し、多chアナログ出力
温度/電圧/ひずみなど各種入力信号をアナログ伝送出力

・着脱式コネクタ端子
8ch

・リレー接点出力
入力信号にレベル設定し、設定レベルに達すると
リレー接点出力

・A接点出力
警報リレー出力として利用可能

・接点容量
250VDC/0.1A、250VAC/2A、30VDC/2A
（抵抗負荷）

・着脱式コネクタ端子
10ch

着脱式コネクタ端子（772065）で配線の作業性向上

・電流出力時：要24V外部電源

100ms

警報リレー出力

アナログパターン

アナログパターン

アナログパターン

PC計測

最高100msのパルス信号データ収集

・パルス入力
無電圧接点/オープンコレクタ
100kΩ以上から100Ω以下の変化時にカウント
LEVEL（5Vロジック）
1V以下から3V以上の変化時にカウント

・入力範囲
最速10000パルス/秒（30000パルス/測定周期）
10ch

10000パルス/秒
積算カウント

測定データ

MX100
警報
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100ms/8ch PWM出力モジュール

電圧

772061（M4ネジ）

・波形出力パターン4種任意編集

4種波形パターンを伝送出力設定し、多chのPWM出力
温度/電圧/ひずみなど各種入力信号をアナログ伝送出力

・着脱式コネクタ端子
着脱式コネクタ端子（772065）で配線の作業性向上

8ch

・要4V〜28V外部電源

100ms
PWMパターン出力

PWM出力時は外部電源必要

アナログ伝送出力

PWM出力モジュールを活用したサイリスタ試験システム
PWMパターン

PWMパターン

PWMパターン

PWMパターン

772067

772068

形 名

772069

測定データ

パターン出力
測定データ

サイリスタ
SCR

SCR

SCR

SCR

772081

772082

772083

外付けM4ネジ端子台、RJC（基準接点補償）付、772062と組み合わせて使用
MX110-UNV-M10、MX114-PLS-M10、MX115-D□□-H10に適用

772062

入力モジュール−M4ネジ端子台間結合ケーブル、772061と組み合わせて使用
MX110-UNV-M10、MX114-PLS-M10、MX115-D□□-H10に適用
押締クランプ端子付プレート
（RJC付）MX110-UNV-M10、MX115-D□□-H10に適用
押締クランプ端子 MX110-UNV-H04に適用
押締クランプ端子 MX120-VAO-M08、MX120-PWM-M08、MX125-MKC-M10に適用
押締クランプ端子付プレート MX110-V4R-M06に適用
押締クランプ端子付プレート 120Ωブリッジ抵抗内蔵、MX112-B□□-M04に適用
押締クランプ端子付プレート 350Ωブリッジ抵抗内蔵、MX112-B□□-M04に適用
（RJC付）MX110-UNV-M10、MX114、MX115-D□□-H10に適用
M3ネジ端子付プレート
電流用押締クランプ端子付プレート シャント抵抗内蔵10Ω、MX110-UNV-M10に適用
電流用押締クランプ端子付プレート シャント抵抗内蔵100Ω、MX110-UNV-M10に適用
電流用押締クランプ端子付プレート シャント抵抗内蔵250Ω、MX110-UNV-M10に適用

ベースプレート
パターン出力

772080

記 事

772061

772063
772064
772065
772067
772068
772069
772080
772081
772082
772083

押締め端子または、
M3ネジ端子(/H3付加)
端子プレート着脱不可

（押締端子）

30ch
500ms
DCV/TC/DI
M3ネジ/クランプ

（M3ネジ端子）

ch増設ユニットとして自動接続

30chモジュール
（MX110-VTD-L30/H3装着例）

上下水道

Slot数

形名

1

MX150-1

2

MX150-2

3

MX150-3

4

MX150-4

5

MX150-5

6

MX150-6

流量計

レポート種類：
時報、日報、週報、月報
レポート作成チャネル： 最大60ch/ユニット（測定チャネル, 演算チャネル）
レポートデータの種類： 最大値、最小値、平均値、積算値、瞬時値
表示形式：
レポート帳票表示（ディジタル値）、積算グラフ表示
ファイルフォーマット： テキスト形式
レポート演算周期：
最速100ms
レポート作成時にレポート作成メール送信
メール送信：
ファイル転送：
レポートファイル作成時にFTPファイル転送

MW100（60ch）

DXAdvanced / MVAdvanced
＊
MW100自動接続機能（/MC1オプション）
ネットワーク上のMW100を、
自動的にDX2000 / MV2000に接続（設定）
できます。
「MW100
の認識」と「MW100測定チャネルのDX / MVへの割り当て」を自動的に行い、PCレス・
データ収集システムを、簡単操作で実現できます。
（/MC1：拡張チャネルオプションおよび
/M1：演算オプション必須：詳細はDXAdvanced / MVAdvancedのカタログ参照）

/

MW100
レポート帳票表示

積算グラフ表示

Modbus/TCP(Ethernet接続)
Modbus/RTU(RS485接続)
指示調節計や電力モニタのデータ
をMW100のWebモニタに表示し
内部コンパクトフラッシュに保存
(演算オプション必須)

772066
●コネクタカバー
空きスロット用コネクタカバー

●ACアダプタ
DC電源モデル用ACアダプタ
（772075）
使用温度範囲：0〜40℃

MW100（30ch）

自動認識
自動接続（設定）

アクセサリ
MX100/MW100と各種
入出力モジュール装着用
のベースプレートを用意

電力変換器

測定開始/停止と同期して、
レポート
（時報、
日報、週報、
月報）データ作成
測定停止時にMW100本体のCFカードにレポートファイルを保存
MW100のWebブラウザ画面でレポート帳票/積算グラフをモニタリング

各ch別にパルス周期：1ms〜300sまで設定し出力

・伝送出力

・端子形状

MW100

パルス積算
カウント

/M3：レポート機能（MW100用オプション）

772062

・パルス幅変調出力

772065

600VACrms(50/60Hz)連続,
3700VACrms(１分間)

電圧

電気炉

着脱式端子プレート／コネクタ

772064

直流電圧/熱電対/接点

・高耐圧

警報

入出力モジュールの端子プレートは
取外し可能で配線作業性向上

772063

最高500msデータ収集

・入力種類

温度

（NDISひずみ：MX112-NDI-M04除く）

MX100 ：PCソフトウェアMXLOGGERにて、任意編集
MW100：演算オプション（/M1）を指定し、任意編集

・データ収集

パルス出力

プラント設備

波形パターンを編集してPWM出力！
ソフトウエアで出力パターン編集できる

ボイラー

MW100

温度
電気炉

・着脱式端子プレート

ランプ
燃料電池システム

試験対象

M3ネジ端子プレート（772080）
M4ネジ締め外付け端子台（772061/772062）

プラント設備やエネルギーシステムのパルス出力を積算カウント

パターン出力

測定データ

・ネジ端子

Web計測

ランプ

パターン出力

500ms/30ch 多ch汎用測定モジュール

着脱式端子プレートで配線の作業性向上

接点出力モジュールを活用した警報監視システム

アナログ出力モジュールを活用した試験システム

100ms/10chパルス入力モジュール
・データ収集

100ms

アラーム出力、PCコマンド出力、Fail出力、Error出力、
メディア残量Error出力（MW100）

DO接点出力

アナログ伝送出力

アナログパターン

・出力種類

100ms

電圧出力時は外部電源不要

大規模データ収集システムのコスト対応に効果的！
ハイコストパフォーマンスの30ch一体型

����������
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アナログパターン出力

着脱式コネクタ端子（772065）で配線の作業性向上

10000カウント/秒の積算カウンター
パルス積算カウント用（MW100専用）

����������
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・アナログ出力

100ms/10ch接点出力モジュール

�������������

100ms/8chアナログ出力モジュール

入力信号レベルを監視して接点出力！
警報リレー出力として使える

�������������

�������������

波形パターンを編集してアナログ出力！
ソフトウエアで出力パターン編集できる

DX2000

MW100

Modbus/TCP(Ethernet自動接続)＊
Modbus/RTU(RS-422/RS485接続)
＊本機能は拡張チャネル機能オプション（/MC1）
付きのDX2000/MV2000で使用できます。
また、自動接続に対応したMW100は、ファーム
ウェアバージョンがR2.22以降のものです。
Modbusクライアント

Ethernet（Modbus/TCP）
またはRS-422/485

レポートファイルはTEXT形式です。
Excelやプログラミングツールで、任意
の帳票フォームに加工できます。

自動認識
自動接続（設定）

MV2000

Ethernet

スレーブ機器は
（ 16台まで接続可
）
調節計
UT/UPシリーズ

電力モニタ
UPMシリーズ/PR300

MW100 Modbusサーバ

（サーバ機器は16台まで接続可）

データアクイジション ソフトウエア パッケージ DAQWORX

�� ������

PCベ ースのデータアクイジション技術を凝縮
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MX100専用データロギングソフトウェア
直感的な操作性で、見たいデータをスピーディーに切替えてモニタリング

・高速200ms/最大1200ch（20ユニット）のネットワークデータ収集
・最高速10ms/最大24chの高速データ収集を実現
・3測定グループまでのマルチインターバルデータ収集可能
・Wレコーディング（PC&MX100のCompactFlashでデータバックアップ）
・データ収集終了時にExcel/Lotus/ASCIIに自動変換して保存

別売

ソフトウエア演算機能
を搭載
10ms高速信号
測定グループ

100ms中速信号
測定グループ

DAQLOGGER Client

四則演算/論理演算/統計演算
などPCソフトウエア演算ならでは
の多彩な演算機能を搭載

リモートモニタ（最大16接続）

・ＭＸＬOGGER：240ch
ｔ
ａｎｄａ
ｒｄ ： 60ch
・ＭＸＳ

（HUB）

デスクトップ計測から大規模データ収集まで、
短期間でシステム構築でき早期稼動を実現

AND

1sec低速信号
測定グループ

OR N
OR
√
＜ ≠
＝ ≦
≧
log
＞
Max. Min. P-P
Sum Ave
÷
×
＋ −

演算処理結果
測定グループ

（イーサネット）

最大20ユニット／1200ch

アナログ出力モジュール・PWM出力モジュールの出力パターンを
ドラッグ＆ドロップ操作で簡単編集
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・最大4種の波形出力パターンを任意編集

・可変ボリュームで出力レベル任意調節

・伝送出力chにパターン指定して多ch出力

・4種の波形出力パターンの同期／非同期

表現力豊か な「 カスタム グラフィックモニタ」

�������������������������������������

別売

MXLOGGERにAdd-onソフトウエア「AddObserver」を組合わせて
オリジナリティ溢れる独自のモニタ画面を作成することができます

GateEye：Webカメラ接続

・専門知識を必要とせず、扱い易いビルダ機能でモニタ画面を構築可能
・豊富な部品（トレンド/各種メータ/温度計/ディジタル/調節計/作図など）
・最大16のランタイムモニタとネットワーク接続して遠隔モニタシステム構築
カスタム グラフィックモニタ サンプル
クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC
（イーサネット）

サーバPC
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カスタム レイアウトモニタ サンプル
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レコーダ/データロガー/制御機器/計測器を広範囲にサポート
多機種接続のデータ収集システムをノンプログラミングで実現

・ 最大1600チャネル/最速1秒周期のデータ収集・記録
・ 最大32チャネル×50グループのリアルタイムモニタ
・ 最大32台までの多機種接続データ収集システム
・ 保存データの再表示・変換・印刷・コメント記入

別売

多chデータ収集
MX100/MW100

サーバPC

電力測定WT1600

指示調節計
UT/UPシリーズ

信号変換器 JUXTAシリーズ

工業用レコーダ DXシリーズ

電力モニタ
PR300/UPM100

MX100 ソフトウエア開発用API

MW100 Web画面カスタマイズマニュアル

MX100用データ収集ソフトウエアを自作される場合は、APIをご利用下さい。
APIはMX100と通信するための関数群からなり、関数群はDLL（ダイナミック
リンクライブラリ）
として用意されています。
開発言語：Visual C++ / Visual C / Visual Basic / Visual Basic.NET /C#

Webエディタにより、MW100のユーザ専用画面を製作いただけます。カスタム画面
作成用の監視画面部品をご用意しております。設定部分のJavaアプレット部品は
開放はしておりません。Webエディタとして「日本IBMホームページビルダ」にて動作
確認をしております。製作用の参考資料を下記Webサイトにご用意しております。
�����������������������������

LabVIEWドライバ
ナショナルインスツルメンツ社製の計測システム設計ソフトウエアLabVIEWと
MX100/MW100との接続を行うために必要となるドライバソフトウエアを、
����������������������������� 当社Webサイトよりダウンロードできます。

DAQMASTERは、横河電機（株）の登録商標です。
本製品のTCP/IPソフトウェア、
およびTCP/IPソフトウェアに関するドキュメントは、
カリフォルニア大学からライセンスを
受けたBSD Networking Sofuware、Release1をもとに当社で開発／作成したものです。
ホームページ・ビルダーはIBM社の登録商標です。Microsoft Windows, Internet ExplorerおよびExcelは、米国
Microsoft社の登録商標です。LabVIEWは、米国ナショナルインスツルメンツ社の登録商標です。Ethernetは、
XEROX社の登録商標です。その他、本文中に使われている会社名及び商品名称は、各社の登録商標です。

ネットワークソリューション事業部 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32 0422-52-6765
■支社：関西06-6341-1395
■支店：東北022-243-4441・千葉0436-61-1388・北陸076-258-7010・中部052-684-2004・豊田0565-33-1611・中国082-568-7411・水島086-434-0133
������
九州092-272-0111・北九州093-521-7234
製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は

カスタマーサポートセンター

����������� にお問合せください。

このカタログの内容は2012年5月11日現在のものです。価格には別途消費税が加算されます。記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
��������������������������������������������������������������������������
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メールマガジン配信中（登録無料）
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