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■	 概要
YSS1000 設定ソフトウェア（以下 YSS1000）は、

YS1000 シリーズ各機器 ( 以下 YS1000) の機能設定を
行うためのパッケージソフトウェアです。通信によ
り、YS1000 のパラメータやユーザプログラムの書込
み・読出し、PID チューニングおよびユーザプログラ
ムのモニタをすることができます。

■	 機能
パラメータ設定機能：

YS1000 のパラメータの設定を行うための機能で
す。機能設定、PID パラメータ、折線テーブル、スケー
ル、定数などが設定できます。
ユーザプログラム作成機能：

YS1700 のユーザプログラムを作成するための機能
です。作成方法はテキスト方式とモジュール結合方
式があり、どちらか一方を選択して使用します。

テキスト方式の場合、各種演算コマンドをテキス
ト形式で記述することでプログラムを作成できます

（YS170 と互換性があります）。モジュール結合方式
の場合は、グラフィカルにモジュールを結合するこ
とでユーザプログラムを作成できます。
イベント表示設定機能

YS1000 にアラームなどが発生したときに YS1000
のオペレーション画面にポップアップウィンドウを
表示しメッセージを表示する機能です。この機能は、
イベント表示のトリガとなるパラメータと表示メッ
セージを設定することにより使用できます。（YS1000
本体側では、設定できません）

イベントメッセージに表示可能な言語は、日本語・
英語・中国語に対応しています。
通信機能：

各種パラメータやユーザプログラムを YS1000 に書
込んだり、YS1000 が持っているパラメータやユーザ
プログラムを読出したりすることができます。

注：YS1000 への書込みは、運転状態が STOP 時の
み可能です（読込みは STOP 状態にする必要はありま
せん）
チューニング機能

調節計（YS1700 や YS1500）の PID パラメータを
調整するための機能です。通信により、PV/SV/MV の
トレンドグラフを確認しながら、PID パラメータを設
定することができます。
ユーザプログラムのモニタリング機能

YS1700 と通信しながら、選択したパラメータの
モニタリングができます。モジュール結合方式のプ
ログラミングの場合は、モジュール結合画面で各モ
ジュールの入力値や出力値をモニタできます。

ファイル管理機能：
パラメータやユーザプログラムなどの設定データ

をパソコンへ保存、または保存されたデータをパソ
コンから読出すことができます。
印刷機能：

パラメータやユーザプログラムをパソコンに接続
されたプリンタに印刷できます。
YS100 データ変換機能：

YS100 シリーズのデータを YS1000 シリーズ用に
変換する機能です。YS100 からパラメータやユーザ
プログラムを読出し、YS1000 用データ（ユーザプロ
グラムはテキスト方式）に変換することができます。
また、YS100 シリーズ用プログラム作成パッケージ
YSS20 ／ YSS10 で作成したパラメータやユーザファ
イルを YS1000 用データに変換できます。変換した
データは YSS1000 用データとして、編集、ファイル
保存、印刷および YS1000 への書込みができます。
YS100 データ変換対応機種一覧

下記の表に対応した機種へのデータ変換が可能です。

変換前：対象機種
(YS100 シリーズ ) → 変換後：対象機種

(YS1000 シリーズ )
YS170 → YS1700

YS150 → YS1500

YS131 → YS1310

YS135 → YS1350

YS136 → YS1360

SLPC データ変換機能：
SLPC のデータを YS1700 用に変換する機能です。

SLPC のユーザ ROM データ（バイナリファイル）か
らパラメータとユーザプログラムを読出し、YS1700
用データ（ユーザプログラムはテキスト方式）に変
換します。変換したデータは YSS1000 用データとし
て、編集、ファイル保存、印刷および YS1700 への書
込みができます。

ユーザ ROM データ（バイナリファイル）は、市販
ROM ライタを使用して作成してください。

機能拡
充
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■	 動作環境
パソコン：

項目 Windows	11	*1
日本語版 / 英語版

Windows	10	*1
日本語版 / 英語版

Windows	8.1	*1
日本語版 / 英語版

エディション Pro 64bit Pro 64bit 版 Pro 32bit 版 /64bit 版
Version *1 21H2 以降 20H2 以降 Update

CPU 1GHz 以上で 2 コア以上の 64bit を
サポートしている Intel プロセッサ

2GHz 以上の 64bit をサポートして
いる Intel プロセッサ ( 推奨 )

2GHz 以 上 の Intel プ ロ セ ッ サ 
( 推奨 )

主記憶容量 
( 推奨 )

8GB 以上 8GB 以上 2GB 以上

ストレージ 
空き容量 ( 推奨 )

32GB 以上 32GB 以上 16GB 以上

ディスプレイ OS に対応したディスプレイ OS に対応したディスプレイ OS に対応したディスプレイ
通信仕様 USB 接続（専用ケーブル使用）、RS-485 通信接続および Ethernet 接続の 3 つの接続方法があります。

［USB 接続］
パソコンの USB ポートと YS1000 前面パネル内部の通信ポートを、専用ケーブル（A1053UR）を使用して接
続できます。
パソコン側仕様：USB1.1

[Ethernet 接続 ]
パソコンの Ethernet ポートと YS1000 背面の Ethernet ポートを、Ethernet ケーブルを使用して接続できます。
仕様：IEEE802.3 準拠、10BASE-T/100BASE-TX
RJ45 コネクタ
HUB 使用接続時：ストレートケーブル
直接接続時：クロスケーブル

[RS-485 接続 ]
パソコンの RS-232C ポートと YS1000 背面の RS-485 通信端子で接続できます。
(RS-232C/RS-485 変換器が必要、推奨 ML2)
仕様：EIA RS-485 準拠

周辺機器 プリンター（印刷時に必要、A4 サイズに対応）

*1：Microsoft Corporation がサポートを終了した OS については、横河電機でもサポートを終了します。

点検サポート機能：
YSS1000 の画面に点検操作ガイダンスを表示して、
検査者に点検手順を指示します。
点検結果は、PC にも YS1000 本体にも記録可能で
あり、帳票形式で印字が可能です。
点検内容

　入出力検査 (X, Y, DI, DO)
　表示機能検査 (LCD, LED, 操作キー )
　ハードマニュアル機能検査
　形名、シリアル番号、点検日、検査者などの記録
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■通信接続方法
［USB接続］

YS1000 前面下の内部パネルに専用ケーブルを接続します。

パソコン

専用ケーブル

YS1000

フロントパネルをスイングアップする

USB端子へ

0103.ai

注： YS1000 前面パネル内部の通信ポートは、YS1000 に標準装備しています。

[RS-485 接続 ]
YS1000 背面の RS-485 通信端子と RS-485 通信にて接続できます。

YS1000 YS1000 YS1000

・・・

RS-485 通信（Max. 31 台 Max. 1200m）
RS-232C
ストレートケーブル

パソコン

0104.ai

注： YS1000 側に RS-485 オプション (/A31) が必要です。
 また、パソコン側に RS-485 通信用機器が必要になります。パソコン側の RS-232C ポートを使用する場合、RS-485 ／ RS-

232C 変換器は、当社製 ML2 を推奨します。
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[Ethernet 接続 ]
パソコンの Ethernet ポートと YS1000 背面の Ethernet ポートを、Ethernet ケーブルを使用して接続できます。

左側 LED（伝送速度）

右側 LED（リンク / アクティブ）

パソコン

Ethernet

データの送受信

HUB

※ Ethernet接続できる機器

YS1000のEthernet ポート
10BASE-T/100BASE-TX自動検知が可能となり，
その状態をEthernetポートのLEDで確認できます。

0105.ai

色

点灯
消灯

黄色

100M bps
10M bps

緑色

リンク状態
アクティブ状態
リンク FAIL 状態

色

点灯
点滅
消灯

注： YS1000 側に Ethernet オプション (/A34) が必要です。
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■	 対象機種
YSS1000 で対応可能な機器は、以下の YS1000 シリーズ全機種です。

対象機種 パラメータ	
設定

イベント表示
設定 チューニング ユーザプログラム作成と

モニタリング
YS1700 プログラマブル指示調節計 ○ ○ ○ ○

YS1500 指示調節計 ○ ○ ○ －

YS1360 手動操作器 ○ ○ － －

YS1350 手動設定器 ○ ○ － －

YS1310 指示警報計 ○ ○ － －

■	 形名・仕様コード

形名 基本仕様
コード 内容

YSS1000 設定ソフトウェア（YS1000 シリーズ用 )

-0 常に -0

0 常に 0

パッケージ内容：
接続ケーブル：YS1000 接続用専用ケーブル（A1053UR）
取扱説明書：インストールマニュアル（A4 版紙）

* 最新版ユーザーズマニュアルは、以下の URL からダウンロードして閲覧できます。アドビシステムズ社の Adobe Reader 7 以上（最新版を
推奨）が必要です。

 URL：https://www.yokogawa.co.jp/ns/ys/im/

YSS1000 設定ソフトウェア：
YSS1000 設定ソフトウェアは、以下の URL からダウンロードしてご使用ください。
https://www.yokogawa.co.jp/ns/yss1000/download/

■	 注文時指定事項
形名、基本仕様コードを明記してください。
YSS1000-00

■	 ケーブル外形図

107 350±102240±50

YS1000側 パソコン側 (USB)

単位：mm

EMC 適合規格：EN 61326-1 Class A、Table 2 (For use in industrial location)
    EN 55011 Class A　Group 1
KC：電磁波障害防止基準、電磁波保護基準適合
RCM：EN 55011 Class A、Group 1 適合
欧州 WEEE 指令

商標
＊ Windows は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
＊ その他の掲載製品名、会社名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。
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■動作確認済み ROMライタ
製品名称および形名：ユニバーサルプログラマ　MODEL1883
製造元：ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
購入先およびお問い合わせ先：
　社名：ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
　部署名：営業部
　住所：〒 224-0026 横浜市都筑区南山田町 4105 番地
　電話番号：045-591-5605
　FAX：045-592-2854
　E-mail：et-sales@minato.co.jp
　URL：https://www.minatoat.co.jp
　※各 OS での動作についてはミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社にお問い合わせください。

■ SLPC データ変換概略図

パソコン

ROMライタ付属
のソフトウェアで

バイナリファイルを
作成する

SLPC

SLPC

SLPC ROMデータ変換概略図

SLPC-YS1700データ変換用
パラメータシート

電源オフにし、
SLPCユーザROMを外す

市販ROMライタに
ユーザROMをセットする

②

③

④

YSS1000でバイナリファイルを
読み出して変換する

⑤

①
電源オン時

運用パラメータを
記録する

⑥ YSS1000で設定する

市販ROMライタ
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7

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。

■	 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証については、ご契約時の基本条件他に定めます。下記は、製品固有の基本条件となります。

・	ソフトウェアの保証条件
 ソフトウェアの保証期間は 1 年間です。
 ソフトウェアのアップデートは Web からお願いいたします。
 手順およびソフトウェアは下記 URL を参照ください。
 https://www.yokogawa.co.jp/ns/yss1000/download/

・	不適合品の扱い
 保証期間内に、当社の責に帰すべき契約不適合が貴社より通知された場合は、当社同等品を納入させていただ

きます。なお、不適合品調査については、不適合解析サービスにて承ります。詳細については、担当営業にお
問い合わせください。


