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■  概要
GX/GP、拡張ユニット、GMメインユニットとサブユ
ニットに接続する入出力モジュールです。
・	モジュールの種類は、アナログ入力、アナログ出力、
ディジタル入力、ディジタル出力、ディジタル入
出力、パルス入力、PID 制御 *の 7種類です。
*	 GX90UT		PID 制御モジュールについては、GX90UT	PID	制御モ

ジュール一般仕様書（GS	04L53B01-31JA）をご覧ください。
・	入出力は、モジュール構造となっており、増設が
容易に可能です。
・	GX90XA アナログ入力モジュールは、DCV（直流電
圧）、TC（熱電対）、RTD（測温抵抗体）、DI（接点、
または TTL レベル電圧）の測定入力が可能なユニ
バーサル方式のほか、4-20mA	DC の統一信号を直
接入力するために、シャント抵抗を内蔵した電流
入力方式、ノイズの影響を受けにくく、DCV、TC、
DI の測定入力が可能な電磁リレー方式、低コスト
の低耐圧リレー方式、入力端子と接地間の耐電圧
が 600V の高耐圧方式を用意しています。
	 GX90XA-04-H0 高速アナログ入力モジュールは、
DCV（直流電圧）、TC（熱電対）、RTD（測温抵抗体）、
DI（接点、または TTL	レベル電圧）の測定入力で
最速 1ms 測定が可能です。また入力チャネルごと
に A/D 変換器を用意し、高周波ノイズの影響を受
けにくいスキャナレス方式です。
	 GX90XA-06-R1	４線式測温抵抗体 /抵抗入力モ
ジュールは、４線式 RTD（測温抵抗体）、または４
線式抵抗の測定入力が可能です。
	 それぞれ、測定入力信号を各チャネルに割り付け
ることが可能です。
・	GX90YA	アナログ出力モジュールは、各種チャネ
ルの伝送出力、またはマニュアル出力が可能です。
チャネル間を絶縁した電流出力です。
・	GX90XD ディジタル入力モジュールは、最大 16 点
のディジタル入力、パルス入力が可能で、多点の
ディジタル入力、パルス入力として使用できます。
また、リモート制御用の入力としても使用するこ
とができます。
・	GX90YD ディジタル出力モジュールは、警報発生
時のリレー出力（C接点）として割り付けられる
他、タッチパネルからのマニュアル操作による出
力（ON/OFF）を行うこともできます。
・	GX90WDディジタル入出力モジュールは、8点の
ディジタル入力、パルス入力と、6点のリレー出力
を装備したモジュールです。

	 ディジタル入力およびディジタル出力の点数が少
ない場合、2つのモジュールを装備しなくても良く、
効率的なチャネル構成が可能です。
・	GX90XP パルス入力モジュールは、最大 10 点のパ
ルス入力が可能です。入力周波数は最大 20kHz で、
流量計などからのパルス信号の積算 *に使用するこ
とができます。

*	演算機能（付加仕様、/MT）が必要
・	各モジュールの入出端子は、M3ねじ端子、押し締
め端子 *を用意しています。また入力端子部は脱着
が可能で、配線作業を効率良く行うことができま
す。

*	GX90YD、GX90WDはM3ねじ端子のみ
・	高精度測定を支える実力値を持っています。
入力種類 測定確度 *1（代表値 *2）
DCV 20mV ± (0.01%	of	rdg	+	5	µV)

60mV ± (0.01%	of	rdg	+	5	µV)
6V（1-5V） ± (0.01%	of	rdg	+	2	mV)

TC*3 R、S ± 1.1℃
B ± 1.5℃
K
(-200.0 ～ 1370.0℃ )

0.0 ～ 	1370.0℃：	
± (0.01％	of	rdg	+	0.2℃ )	

-200.0	～ 0.0℃：	
± (0.15％	of	rdg	+0.2℃ )

K	
(-200.0 ～ 500.0℃ )

0.0 ～ 500.0℃：±	0.2℃	
-200.0	～ 0.0℃：± (0.15％	of	rdg	

+0.2℃ )
J 0.0 ～ 1100.0℃：± 0.2℃

-200.0	～ 0.0℃：	
± (0.10％	of	rdg	+0.2℃ )

T 0.0 ～ 400.0℃：± 0.2℃	
-200.0	～ 0.0℃：	

±	（0.10％	of	rdg	+0.2℃）
N 0.0 ～ 	1300.0℃：	

± (0.01％	of	rdg	+	0.2℃ )	
-200.0	～ 0.0℃：	

± (0.22％	of	rdg	+0.2℃ )
RTD Pt100	

(-200.0	～	850.0℃ )
± (0.02%	of	rdg	+	0.2℃ )

Pt100	（高分解能）	
(-150.00	～	150.00℃ )

± (0.02%	of	rdg	+	0.16℃	)

*1	 製造出荷時の確度検査データから算出した値です。
	 GX90XA-10-U2 対象、積分時間 16.67ms 以上、基準動作状態：

23	±	2	℃、55	±	10	％	RH、電源電圧 90	〜 132、180	〜 264	V	
AC、電源周波数 50/60	Hz	±	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

*2	 測定確度（保証値）については3〜5ページ3〜5ページを参照してください。
*3	 基準接点補償確度を含まない値です。
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■ 入出力モジュール仕様

アナログ入力モジュール 
（形名：GX90XA または GX/GP 本体の付加仕様：/U □□ 0）
方式の違いにより、以下、次のように表記して区分しています。

方式の仕様コード 表記
-U2 ユニバーサル
-C1 電流（mA）入力
-L1 低耐圧リレー
-T1 電磁リレー
-H0 高速ユニバーサル
-R1 4 線式 RTD/ 抵抗
-V1 高耐圧

・	 入力種類：
仕様コード 入力種類 入力点数 記事（方式）
-U2 直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗体、DI（電圧、接点）、

直流電流（外部シャント抵抗接続時）
10 ユニバーサル

-C1 直流電流、電流統一信号（4-20mA） 10 電流（mA）入力
-L1 直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、直流電流（外

部シャント抵抗接続時）
10 低耐圧リレー

-T1 直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、直流電流（外
部シャント抵抗接続時）

10 電磁リレー

-H0 直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗体、DI（電圧、接点）、
直流電流（外部シャント抵抗接続時）

4*1 高速ユニバーサル

-R1 4 線式測温抵抗体、4線式抵抗 6 4 線式 RTD/ 抵抗
-V1 直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、直流電流（外

部シャント抵抗接続時）
10 高耐圧

*1	 ただし、測定周期が 1msのときは 1点、2msのときは 2点。

・	 入力方式：フローティング不平衡、チャネル間絶縁（ユニバーサル、低耐圧リレー方式は b端子を除く）
・	 測定周期：1、2、5、10、20、50、100、200、500	ms、1、2、5	s（下表参照）
	 モジュール別測定周期

仕様コード 測定周期
1 ms 2 ms 5 ms 10 ms 20 ms 50 ms 100 ms 200 ms 500 ms 1 s 2 s 5 s

-U2 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○
-C1 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○
-L1 － － － － － － － － ○ ○ ○ ○
-T1 － － － － － － － － － ○ ○ ○
-H0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-R1 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○
-V1 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

・	 入力範囲：-5	% 以上、105	% 以下（ただし確度保証は 0	%以上、100	% 以下）
・	 動作モード
	 電源周波数ノイズを低減して測定するモードへ切替可能。

仕様コード 動作モード
-U2 2ch モード（低ノイズ）/10ch モード（ノーマル）
-C1 2ch モード（低ノイズ）/10ch モード（ノーマル）
-L1 －
-T1 －
-H0 －
-R1 2ch モード（低ノイズ）/6ch モード（ノーマル）
-V1 2ch モード（低ノイズ）/10ch モード（ノーマル）

GX90XA
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・	 測定 / 表示確度 *2：下表参照（ただし、スケーリングにより、表示桁を増やすことが可能）
*2	 基準動作状態：23± 2	℃、55± 10	％ RH、電源電圧 90～ 132、180 ～ 264	V	AC、電源周波数 50/60	Hz ± 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。
	 	 熱電対は基準接点補償確度含まず。

 ユニバーサル、電流（mA）入力、低耐圧リレー、電磁リレー、4 線式 RTD/ 抵抗、高耐圧方式

入力種類 レンジ 測定範囲 測定確度（ディジタル表示） ディジタル表
示最高分解能積分時間 16.67 ms 以上 *22 積分時間 1.67 ms *23

直流電圧 20	mV -20.000 ～ 20.000	mV ± (0.05	%	of	rdg+12	µV) ± (0.1	%	of	rdg+40	µV) 1	µV
60	mV -60.00 ～ 60.00	mV ± (0.05	%	of	rdg+0.03	mV) ± (0.1	%	of	rdg+0.15	mV) 10	µV
200	mV -200.00 ～ 200.00	mV ± (0.05	%	of	rdg+0.03	mV) ± (0.1	%	of	rdg+0.4	mV) 10	µV
1	V -1.0000 ～ 1.0000	V ± (0.05	%	of	rdg+1.2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+4	mV) 100	µV
2	V -2.0000 ～ 2.0000	V ± (0.05	%	of	rdg+1.2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+4	mV) 100	µV
6	V -6.000 ～ 6.000	V ± (0.05	%	of	rdg+3	mV) ± (0.1	%	of	rdg+15	mV) 1	mV
20	V -20.000 ～ 20.000	V ± (0.05	%	of	rdg+3	mV) ± (0.1	%	of	rdg+40	mV) 1	mV
50	V -50.00 ～ 50.00	V ± (0.05	%	of	rdg+0.03	V) ± (0.1	%	of	rdg+0.15	V) 10	mV

統一信号 0.4-2V 0.3200 ～ 2.0800	V ± (0.05	%	of	rdg+1.2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+4	mV) 100µV
1-5V 0.800 ～ 5.200	V ± (0.05	%	of	rdg+3	mV) ± (0.1	%	of	rdg+15	mV) 1	mV

直流電流 0-20mA 0.000 ～ 20.000mA ± (0.3	%	of	rdg+5	µA) ± (0.3	%	of	rdg+90	µA) 1	µA
直流電流
（統一信号）

4-20mA 3.200 ～ 20.800mA

熱電対
（基準接点補
償確度含ま
ず )

R*3 0.0 ～ 1760.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+1.0℃ )
ただし、R、S；0.0 ～ 800.0℃：± 2.2℃
B；400.0 ～ 800.0℃：± 3.0℃
400.0℃未満は確度保証せず

± (0.2	%	of	rdg+6.0℃ )
ただし、R、S；0.0 ～ 800.0℃：± 7.6℃
B；400.0 ～ 800.0℃：± 11.0℃
400.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
S*3 0.0 ～ 1760.0℃
B*3 0.0 ～ 1820.0℃

K*3 -270.0 ～ 1370.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.7℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.35	%	
of	rdg+0.7℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.2	%	of	rdg+5.0℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (3	%	of	
rdg+5.0℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
-200.0 ～ 500.0℃

E*3 -270.0 ～ 800.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.35	%	
of	rdg+0.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.2	%	of	rdg+4.0℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (2	%	of	
rdg+4.0℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
J*3 -200.0 ～ 1100.0℃

T*3 -270.0 ～ 400.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.35	%	
of	rdg+0.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.2	%	of	rdg+2.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (2	%	of	
rdg+2.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

N*3 -270.0 ～ 1300.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.7℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.7	%	
of	rdg+0.7℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.3	%	of	rdg+6.0℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (5	%	of	
rdg+6.0℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

W*4 0.0 ～ 2315.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+1.5℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+14.0℃ )
ただし、1000.0℃以上：± (0.8	%	of	
rdg+9.0℃ )

0.1℃

L*5 -200.0 ～ 900.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.5℃ )
0.0℃未満：± (0.5	%	of	rdg+0.5℃ )

± (0.2	%	of	rdg+4.0℃ )
0.0℃未満：± (3	%	of	rdg+4.0℃ )

0.1℃

U*5 -200.0 ～ 400.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.5℃ )
0.0℃未満：± (0.7	%	of	rdg+0.5℃ )

± (0.2	%	of	rdg+2.5℃ )
0.0℃未満：± (3	%	of	rdg+2.5℃ )

0.1℃

WRe3-25*6 0.0 ～ 2320.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+2.5℃ ) ± 18.0℃
2000.0℃以上：± 0.9	%	of	rdg

0.1℃

KpvsAu7Fe*7 0.0 ～ 300.0	K ± (0.15	%	of	rdg+2.0	K) ± (0.2	%	of	rdg+7.0	K) 0.1	K
PLATINEL	II*7 0.0 ～ 1395.0℃ ± (0.25	%	of	rdg+2.3℃ ) ± (0.25	%	of	rdg+8.0℃ ) 0.1℃
PR20-40*8 0.0 ～ 1900.0℃ ± (0.7	%	of	rdg+0.4℃ )

800.0℃未満は確度保証せず
± 20.0℃
800.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

NiNiMo*7 0.0 ～ 1310.0℃ ± (0.25	%	of	rdg+0.7℃ ) ± (0.5	%	of	rdg+5.0℃ ) 0.1℃
W/WRe26*9 0.0 ～ 2320.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ )

300.0℃未満は確度保証せず
± (0.4	%	of	rdg+12.0℃ )
300.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

N(AWG14)*10 0.0 ～ 1300.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+1.3℃ ) ± (0.5	%	of	rdg+7.0℃ ) 0.1℃
XK	GOST*11 -200.0 ～ 600.0℃ ± (0.25	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.5	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃

rdg：読み取り値
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つづき
入力種類 レンジ 測定範囲 測定確度（ディジタル表示） ディジタル表

示最高分解能積分時間 16.67 ms 以上 *22 積分時間 1.67 ms *23

測温抵抗体
（測定電流：
1	mA）

Pt100*12 -200.0 ～ 850.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

JPt100*12 -200.0 ～ 550.0℃ 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

Cu10	GE -200.0 ～ 300.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

± (0.4	%	of	rdg+6.0℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

0.1℃
Cu10	L&N -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	WEED -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	BAILEY -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	at	20℃
α =0.00392

-200.0 ～ 300.0℃

Cu10	at	20℃
α =0.00393

-200.0 ～ 300.0℃

Cu25	at	0℃
α =0.00425

-200.0 ～ 300.0℃ ± (0.3	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.5	%	of	rdg+3.0℃ ) 0.1℃

Cu53	at	0℃
α =0.00426035

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃

Cu100	at	0℃
α =0.00425

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+1.0℃ ) ± (0.4	%	of	rdg+5.0℃ ) 0.1℃

J263B*13 0.0 ～ 300.0	K ± 1.0	K
40.0	K 未満：± 3.0	K

± 3.0	K
40.0	K 未満：± 9.0	K

0.1	K

Ni100	(SAMA) -200.0 ～ 250.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.4℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃
Ni100	(DIN)*14 -60.0 ～ 180.0℃
Ni120*15 -70.0 ～ 200.0℃
Pt25*16 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃
Pt50*17 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.3	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.6	%	of	rdg+3.0℃ ) 0.1℃
Pt200	WEED -100.0 ～ 250.0℃ ± (0.3	%	of	rdg+1.0℃ )
Cu10	GOST*18 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ ) ± (0.4	%	of	rdg+6.0℃ ) 0.1℃
Cu50	GOST*19 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃
Cu100	GOST*20 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt46	GOST*19 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.3	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.6	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃
Pt100	GOST*20 -200.0 ～ 600.0℃ ± (0.15	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.3	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃

4 線式測温
抵抗体
（測定電流：
1mA）

Pt100*12 -200.0 ～ 850.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

JPt100*12 -200.0 ～ 550.0℃ 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

Cu10	GE -200.0 ～ 300.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+2.0℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

± (0.2	%	of	rdg+5.0℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

0.1℃
Cu10	L&N -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	WEED -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	BAILEY -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	at	20℃
α =0.00392

-200.0 ～ 300.0℃

Cu10	at	20℃
α =0.00393

-200.0 ～ 300.0℃

Cu25	at	0℃
α =0.00425

-200.0 ～ 300.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃

Cu53	at	0℃
α =0.00426035

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

Cu100	at	0℃
α =0.00425

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

J263B*13 0.0 ～ 300.0	K ± 0.4	K
40.0	K 未満：± 0.8	K

± 1.5	K
40.0	K 未満：± 3.0	K

0.1	K

Ni100	(SAMA) -200.0 ～ 250.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Ni100	(DIN)*14 -60.0 ～ 180.0℃
Ni120*15 -70.0 ～ 200.0℃
Pt25*16 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃
Pt50*17 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt200	WEED -100.0 ～ 250.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+1.0℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+3.0℃ ) 0.1℃
Cu10	GOST*18 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+2.0℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+5.0℃ ) 0.1℃
Cu50	GOST*19 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Cu100	GOST*20 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt46	GOST*19 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt100	GOST*20 -200.0 ～ 600.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

rdg：読み取り値
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つづき
入力種類 レンジ 測定範囲 測定確度（ディジタル表示） ディジタル表

示最高分解能積分時間 16.67 ms 以上 *22 積分時間 1.67 ms *23

4 線式測温
抵抗体
（測定電流：
0.25	mA）

Pt500 -200.0 ～ 850.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt1000 -200.0 ～ 850.0℃

抵抗（4線式）20 Ω（測定電流：
1	mA）

0.000 ～ 20.000 Ω ± (0.05	%	of	rdg+0.007 Ω） ± (0.1	%	of	rdg+0.025 Ω ) 0.001 Ω

200 Ω（測定電流：
1mA）

0.00 ～ 200.00 Ω ± (0.05	%	of	rdg+0.03 Ω） ± (0.1	%	of	rdg+0.15 Ω ) 0.01 Ω

2000 Ω（測定電
流：0.25	mA）

0.0 ～ 2000.0 Ω ± (0.05	%	of	rdg+0.3 Ω） ± (0.1	%	of	rdg+1.0 Ω ) 0.1 Ω

DI Level スレッショルドレベル (Vth=2.4	V) 確度± 0.1	V -
Contact*21 1	k Ω以下：1(ON)、100k Ω以上：0(OFF)（並列容量 0.01	µF 以下） -

rdg：読み取り値
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 高速ユニバーサル方式

入力種類 レンジ 測定範囲 測定確度（ディジタル表示） ディジタル表
示最高分解能測定周期 50ms 以上

（測定周期が 50/100/200 ms のとき
は［ ］（カッコ）内の値のみを適用。）

測定周期 20ms 以下
（測定周期が 1/2/5 ms のときは［ ］

（カッコ）内の値のみを適用。）
直流電圧 20	mV -20.000 ～ 20.000	mV ± (0.05	%	of	rdg+5[12]µV) ± (0.1	%	of	rdg+25[40]µV) 1	µV

60	mV -60.00 ～ 60.00	mV ± (0.05	%	of	rdg+0.02	mV) ± (0.1	%	of	rdg+0.1	mV) 10	µV
200	mV -200.00 ～ 200.00	mV ± (0.05	%	of	rdg+0.02[0.03]	mV) ± (0.1	%	of	rdg+0.1[0.4]	mV) 10	µV
1	V -1.0000 ～ 1.0000	V ± (0.05	%	of	rdg+0.2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+1.0	mV) 100	µV
2	V -2.0000 ～ 2.0000	V ± (0.05	%	of	rdg+0.5[1.2]	mV) ± (0.1	%	of	rdg+1.0[4.0]	mV) 100	µV
6	V -6.000 ～ 6.000	V ± (0.05	%	of	rdg+2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+10	mV) 1	mV
20	V -20.000 ～ 20.000	V ± (0.05	%	of	rdg+2[3]	mV) ± (0.1	%	of	rdg+10[40]	mV) 1	mV
50	V -50.00 ～ 50.00	V ± (0.05	%	of	rdg+0.02	V) ± (0.1	%	of	rdg+0.10	V) 10	mV
100	V -100.00 ～ 100.00	V ± (0.05	%	of	rdg+0.02	V) ± (0.1	%	of	rdg+0.10	V) 10	mV

統一信号 0.4-2V 0.3200 ～ 2.0800	V ± (0.05	%	of	rdg+0.5[1.2]	mV) ± (0.1	%	of	rdg+1.0[4.0]	mV) 100µV
1-5V 0.800 ～ 5.200	V ± (0.05	%	of	rdg+2	mV) ± (0.1	%	of	rdg+10	mV) 1	mV

熱電対
（基準接点補
償確度含ま
ず )

R*3 0.0 ～ 1760.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+1.0℃ )
ただし、R、S；0.0 ～ 800.0℃：± 1.4℃
B；400.0 ～ 800.0℃：± 1.5[3.0]℃
400.0℃未満は確度保証せず

± (0.1	%	of	rdg+4.0[6.0]℃ )
ただし、R、S；0.0 ～ 800.0℃：±
4.8[7.6]℃
B；400.0 ～ 800.0℃：± 7.0[11.0]℃
400.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
S*3 0.0 ～ 1760.0℃
B*3 0.0 ～ 1820.0℃

K*3 -270.0 ～ 1370.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.7℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.2	%	
of	rdg+0.7℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.1	%	of	rdg+3.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (2	%	of	
rdg+3.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
-200.0 ～ 500.0℃

E*3 -270.0 ～ 800.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.2	%	
of	rdg+0.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.1	%	of	rdg+2.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (2	%	of	
rdg+2.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃
J*3 -200.0 ～ 1100.0℃

T*3 -270.0 ～ 400.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.2	%	
of	rdg+0.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.1	%	of	rdg+2.5℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (2	%	of	
rdg+2.5℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

N*3 -270.0 ～ 1300.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.7℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (0.5	%	
of	rdg+0.7℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

± (0.1	%	of	rdg+4.0℃ )
ただし、-200.0 ～ 0.0℃：± (3.5	%	of	
rdg+4.0℃ )
-200.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

W*4 0.0 ～ 2315.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+1.0℃ )
1000.0℃以上：± 0.15%	of		rdg

± (0.1	%	of	rdg+7.0℃ )
ただし、1000.0℃以上：± (0.8	%	of	
rdg)

0.1℃

L*5 -200.0 ～ 900.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.5℃ )
0.0℃未満：± (0.25	%	of	rdg+0.5℃ )

± (0.1	%	of	rdg+2.5℃ )
0.0℃未満：± (2	%	of	rdg+4.0℃ )

0.1℃

U*5 -200.0 ～ 400.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.5℃ )
0.0℃未満：± (0.5	%	of	rdg+0.5℃ )

± (0.1	%	of	rdg+2.5℃ )
0.0℃未満：± (2	%	of	rdg+2.5℃ )

0.1℃

WRe3-25*6 0.0 ～ 2320.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+2.0℃ )
2000.0℃以上：± 0.15%	of	rdg

± (0.1	%	of	rdg+8.0℃ )
200.0℃未満 :12.0℃
2000.0℃以上：± (0.1	%	of	rdg	+	
13.0℃

0.1℃

KpvsAu7Fe*7 0.0 ～ 300.0	K ± (0.05	%	of	rdg+0.7[2.0]	K) ± (0.1	%	of	rdg+3.5[7.0]	K) 0.1	K
PLATINEL	II*7 0.0 ～ 1395.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+1.0℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃
PR20-40*8 0.0 ～ 1900.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+2.5[5.5]℃ )

800.0℃未満は確度保証せず
± (0.1	%	of	rdg+12.0[18.0]℃ )
800.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

NiNiMo*7 0.0 ～ 1310.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.7℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+2.7℃ ) 0.1℃
W/WRe26*9 0.0 ～ 2320.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+2.0℃ )

300.0℃未満は確度保証せず
± (0.1	%	of	rdg+10.0℃ )
300.0℃未満は確度保証せず

0.1℃

N(AWG14)*10 0.0 ～ 1300.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.7℃ ) ± (1.0	%	of	rdg+4.0℃ ) 0.1℃
XK	GOST*11 -200.0 ～ 600.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.5℃ )

0.0℃未満：±（0.2%	of	rdg	+	0.5℃）
± (0.1	%	of	rdg+2.5℃ )
0.0℃未満：± (1	%	of	rdg	+	2.5℃

0.1℃

rdg：読み取り値
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つづき
入力種類 レンジ 測定範囲 測定確度（ディジタル表示） ディジタル表

示最高分解能測定周期 50ms 以上
（測定周期が 50/100/200 ms のとき
は［ ］（カッコ）内の値のみを適用。）

測定周期 20ms 以下
（測定周期が 1/2/5 ms のときは［ ］

（カッコ）内の値のみを適用。）
測温抵抗体
（測定電流：
1	mA）

Pt100*12 -200.0 ～ 850.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

JPt100*12 -200.0 ～ 550.0℃ 0.1℃
-150.00 ～ 150.00℃ 0.01℃

Cu25	at	0℃
α =0.00425

-200.0 ～ 300.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃

Cu53	at	0℃
α =0.00426035

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

Cu100	at	0℃
α =0.00425

-50.0 ～ 150.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

J263B*13 0.0 ～ 300.0	K ± 0.4	K
40.0	K 未満：± 0.8	K

± 1.5	K
40.0	K 未満：± 3.0	K

0.1	K

Ni100	(SAMA) -200.0 ～ 250.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Ni100	(DIN)*14 -60.0 ～ 180.0℃
Ni120*15 -70.0 ～ 200.0℃
Pt25*16 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.8℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+2.0℃ ) 0.1℃
Pt50*17 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt200	WEED -100.0 ～ 250.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+1.0℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+3.0℃ ) 0.1℃
Cu50	GOST*19 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Cu100	GOST*20 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt46	GOST*19 -200.0 ～ 550.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.6℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃
Pt100	GOST*20 -200.0 ～ 600.0℃ ± (0.05	%	of	rdg+0.3℃ ) ± (0.1	%	of	rdg+1.5℃ ) 0.1℃

測温抵抗体
（測定電流：
1.6	mA）

Cu10	GE -200.0 ～ 300.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.7[2.0]℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

± (0.2	%	of	rdg+2.5[5.0]℃ )
確度保証範囲
Cu10	GE：-70.0 ～ 170.0℃
Cu10	L&N：-75.0 ～ 150.0℃
Cu10	WEED：-200.0 ～ 260.0℃
これ以外：-200.0 ～ 300.0℃

0.1℃
Cu10	L&N -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	WEED -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	BAILEY -200.0 ～ 300.0℃
Cu10	at	20℃
α =0.00392

-200.0 ～ 300.0℃

Cu10	at	20℃
α =0.00393

-200.0 ～ 300.0℃

Cu10	GOST*18 -200.0 ～ 200.0℃ ± (0.1	%	of	rdg+0.7[2.0]℃ ) ± (0.2	%	of	rdg+2.5[5.0]℃ ) 0.1℃
DI Level スレッショルドレベル (Vth=2.4	V) 確度± 0.1	V -

Contact*21 100	Ω以下：1(ON)、10k Ω以上：0(OFF) -
rdg：読み取り値

*3 R、S、B、K、E、J、T、N：IEC	60584-1、DIN	EN	60584、JIS1602、ASTM	E230
*4 W：W-5%Re/W-26%Re(Hoskins	Mfg.Co.)	ASTM	E988-96
*5 L：Fe-CuNi、DIN43710、U：Cu-CuNi、DIN43710
*6 WRe3-25：W-3%Re/W-25%Re(Hoskins	Mfg.Co.)	ASTM	E988-96
*7 KpvsAu7Fe，PLATINEL	II，NiNiMo：ASTM	E1751
*8 PR20-40：PtRH20%-PtRh40%(Johnson	Matthey	Plc)	ASTM	E1751
*9 W/WRe26：W/W-26%Re(Hoskins	Mfg.Co.)	ASTM	E1751
*10 N(AWG14)：NBS
*11 XK	GOST：Type	L	(GOST	R	8.525-2001)
*12 Pt100：JIS	C	1604、IEC	60751、DIN	EN	60751

JPt100：JIS	C1604、JIS	C1606
*13 J263B：横河電機製	J263*B
*14 Ni100	(DIN)：DIN	43760
*15 Ni120：McGRAW	EDISON	COMPANY
*16 Pt25：JPt100 の抵抗値の 1/4
*17 Pt50：JIS	C1604、JIS	C1606
*18 Cu10	GOST：Cu100	GOST の抵抗値の 1/10
*19 Cu50	GOST、Pt46	GOST：GOST	6651-94
*20 Cu100	GOST、Pt100	GOST：GOST	6651-2009
*21 検出電流値　約 10 μ A
*22 10 チャネルモードで測定周期が 500ms 以上、	

または 2チャネルモード
*23 10 チャネルモードで測定周期が 100ms または 200ms

スケーリング時の測定確度：	
スケーリング時の測定確度（digits）=測定確度（digits）×スケーリングスパン (digits)/ 測定スパン (digits)	＋ 1	digit

* 小数点以下切り上げ
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・	 信号源抵抗の影響：	
熱電対 /直流電圧（1	V レンジ以下）の場合、
± 10	μ V/1	k Ω以下	
直流電圧（2	V レンジ以上）/統一信号の場合、
± 0.15	%	of	rdg/1	k Ω以下

・	 許容配線抵抗：測温抵抗体入力の場合、最大
10	Ω /1 線（3線間の導線抵抗は等しいこと）

・	 配線抵抗の影響：測温抵抗体入力の場合、± 0.1	
℃ /10	Ω（3線間の導線抵抗は等しいこと）、

	 ± 1	℃ /10	Ω（50 Ω系以下、高速ユニバーサ
ル方式）

	 4 線式 RTD/ 抵抗方式	
	 測温抵抗体 100 Ω系以上：± 0.1	℃ /10	Ω	
	 測温抵抗体 50 Ω系以下：± 1	℃ /10	Ω	
	 抵抗 20 Ω：± 0.001	Ω以下	
	 抵抗 200 Ω：± 0.01	Ω以下	
	 抵抗 2000 Ω：± 0.1	Ω以下

・	 許容入力電圧：
	 ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、高
耐圧方式	
熱電対 /直流電圧（1	V レンジ以下）/測温抵抗
体 /DI 接点入力 /直流電流の場合、± 10	V	DC	
直流電圧（2	V レンジ以上）/DI（レベル）の場合、
± 60	V	DC

	 高速ユニバーサル方式
	 ± 120	V	DC
・	 許容入力電流（電流（mA）入力方式）：24mA	
DC

	 ※ 50/60	Hz、信号分を含むピーク値
・	 ノイズ除去比：
	 ユニバーサル、低耐圧リレー、電流（mA）入力、
電磁リレー、4線式 RTD/ 抵抗方式、高耐圧：

積分時間 *1 ノーマルモード コモンモード
1.67	ms 50/60	Hz 除去なし 80	dB 以上 *2	*4

16.67	ms 以上 40	dB 以上 *2	*3 120	dB 以上 *2	*4

	 高速ユニバーサル方式：
測定周期 *1 ノーマルモード コモンモード
20ms 以下 50/60	Hz 除去なし 80	dB 以上 *2	*4

50ms 以上 40	dB 以上 *2*3 120	dB 以上 *2	*4

*1	 	 周波数判別は本体で設定
*2	 	 測温抵抗体レンジは測定電流を流したときの電

圧換算値
*3	 	 50/60	Hz ± 0.1	%
*4	 	 50/60	Hz ± 0.1	%、500	Ω不平衡、マイナス測定

端子と接地間

・	 バーンアウト検出 *1	*2：アップスケール、ダウ
ンスケール、オフ指定可能（各チャネル）	
検出可能入力：熱電対、測温抵抗体、統一信号

	 検出条件：	
[ 熱電対 ]

	 ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、
高耐圧方式の場合	
	 正常：2	k Ω以下、断線：200	k Ω以上	
	 並列容量 0.01 μ F 以下、	
	 検出電流：約 10 μ A

	 高速ユニバーサル方式の場合	
	 検出電流：約 50	nA、電流重畳方式	
[ 測温抵抗体 ]

	 ユニバーサル方式の場合
	 	 正常：配線抵抗仕様以下、断線：200	k Ω以上	
	 並列容量：0.01 μ F 以下、	
	 検出電流：約 10 μ A

	 高速ユニバーサル方式の場合	
	 検出電流：約 100	nA、電流重畳方式

	 [ 統一信号 ]
	 	 	正常：測定範囲内、断線：バーンアウト判定

値の設定による
	 バーンアウト判定値は、設定スパン幅に対す
る割合で設定

	 	 下限値：-20.0 ～ -5.0%
	 	 上限値：105 ～ 120%
*1	 	 4 線式 RTD/ 抵抗方式の場合はなし。
*2	 	 高速 AI モジュールで測定周期が 1ms~20ms の

場合、バーンアウト検出は正しく動作しません。
・	 入力外部抵抗：	
	 直流電圧、熱電対入力：	2	k Ω以下	
	 測温抵抗体入力：	1 線 10	Ω以下	
	（3 線とも等しいこと）

・	 入力バイアス電流：± 10	nA 以下（バーンア
ウト検出設定時を除く）

・	 測定電流（RTD）：
	 ユニバーサル方式：約 1	mA
	 高速ユニバーサル方式：
	 　約 1	mA/ 約 1.6	mA（レンジによる）
	 4 線式 RTD/ 抵抗方式：
	 　約 1	mA/ 約 0.25	mA（レンジによる）
・	 入力抵抗：	
熱電対 /直流電圧（1	V レンジ以下）の場合、
10	M Ω以上	
直流電圧（2	V レンジ以上）/統一信号 /DI 電
圧（高速ユニバーサル方式）/測定停止中（高
速ユニバーサル方式）の場合、約	1MΩ	
直流電流の場合、250 Ω（249.5 Ω	typ）
*	 typ：代表値（Typical）

・	 許容信号源抵抗：熱電対 /直流電圧（1	V レン
ジ以下）の場合、2	k Ω以下
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・	 ノーマルモード電圧：	
熱電対 /直流電圧（1	V レンジ以下）/DI（電圧）：
レンジ定格の 1.2 倍以下	
	 統一信号 0.4-2	V レンジ：2.4	V	
	 統一信号 1-5	V レンジ：6	V	
	 測温抵抗体 100 Ω系以上：50	mV ピーク	
	 測温抵抗体 50 Ω系以下：10	mV ピーク	
	 ※ 50/60	Hz、信号分を含むピーク値

	 4 線式 RTD/ 抵抗方式：
	 	 	抵抗 2000 Ω、測温抵抗体 100 Ω、500 Ω、

1000 Ω系：50	mV ピーク
	 	 	抵抗200Ω、測温抵抗体10Ω、25Ω、50Ω系：

10	mV ピーク
	 	 抵抗 20 Ω：4	mV ピーク
・	 ノーマルモード電流（電流（mA）入力方式）：
	 24mA	DC（電圧換算 6V）
	 ※ 50/60	Hz、信号分を含むピーク値
・	 コモンモード電圧：30	V	ACrms（50/60Hz）ま
たは± 60	V	DC（ただし測定入力最大コモン
モードノイズ電圧：250	V	ACrms）

	 高速ユニバーサル方式の場合
	 300	V	ACrms（50/60Hz）、二重絶縁
	 高耐圧方式の場合
	 600V	ACrms（50/60Hz）または 600V	DC、二
重絶縁

	 1000V	DC、基礎絶縁	*
	 *	�基礎絶縁条件下で使用する場合には、安全に使用

するために外部に補強絶縁が必要です。600Vを
超えるコモンモード電圧環境下で使用する場合に
は、補強絶縁を付加するために、盤内設置、過電
流保護デバイスの追加、絶縁デバイスの追加が必
要になります。詳細はファーストステップガイド
（IM	04L51B01-02JA,	IM	04L55B01-02JA）に従い適
切に対応してください。

・	 測定入力チャネル間最大電圧：30	V	ACrms
（50/60Hz）または± 60	V	DC（ただし測定入
力チャネル間最大コモンモードノイズ電圧：
250	V	ACrms（低耐圧リレー方式のときは 60V	
ACrms））

	 高速ユニバーサル方式の場合
	 300	V	ACrms（50/60Hz）、二重絶縁
・	 基準接点補償確度：0	℃以上測定、積分時間
16.6ms 以上または測定周期 50ms 以上（高速
ユニバーサル方式の場合）、入力端子温度平衡
時	
Type	K、E、J、T、N、XK	GOST：± 0.5	℃（23	
℃± 2	℃）、± 0.7	℃（0～ 50	℃）、± 1.0	℃（-20
～ 60	℃）	
Type	R、S、W、L、U、W97Re3-W75Re25、
PLATINEL	Ⅱ、NiNiMo、W/WRe26、
N(AWG14)：± 1.0	℃（23	℃± 2	℃）、± 1.4	℃（0

～ 50	℃）、± 2.0	℃（-20 ～ 60	℃）	
Type	KpvsAu7Fe：± 1.0	K（23	℃± 2	℃）、	
± 1.4	K（0 ～ 50	℃）、± 2.0	K（-20 ～ 60	℃）	
Type	B、PR20-40：基準接点補償は 0	℃固定

・	 測定周期 /積分時間：
	 10	ch モード、6	ch モード *3

	 ユニバーサル方式 *1、電流（mA）入力方式 *1、	
4 線式 RTD/ 抵抗方式、高耐圧方式 *1

測定周期 積分時間
100	ms/200	ms 1.67	ms
500	ms 以上 16.67	ms/20	ms
1	s 36.67	ms
2	s 以上 100	ms

	 電磁リレー方式
測定周期 積分時間

1	s 以上 16.67	ms/20	ms
2	s 36.67	ms
5	s 100	ms

	 低耐圧リレー方式
測定周期 積分時間

500	ms 以上 16.67	ms/20	ms
2s 36.67	ms
5	s 100	ms

	 2	ch モード *2

測定周期 積分時間
100	ms 以上 16.67	ms/20	ms
1	s 36.67	ms
2	s 以上 100	ms
*1	 10ch モード時、測定周期が 100ms、200ms では A/D

積分時間が 1.67ms 固定となり、電源周波数ノイズが
除去されないため、特に熱電対による温度測定では、
測定値がふらつく場合があります。

*2	 電磁リレー方式、低耐圧リレー方式、高速ユニバー
サル方式の場合は設定できません。

*3	 4 線式 RTD/ 抵抗方式のとき。
・	 測定周期 /フィルタ方式：
高速ユニバーサル方式

測定周期 フィルタ
20	ms 以下 なし *
50	ms/100	ms/
200	ms

50/60	Hz
50	Hz、60	Hz 同時除去

500	ms 以上 50	Hz/60	Hz/10	Hz
*	 高速ユニバーサル方式では、測定周期が 20ms以下の

場合、電源周波数ノイズが除去されないため、特に熱
電対による温度測定では、測定値がふらつく場合があ
ります。

・	 入力補正機能：	
モード：折線近似、折線バイアス	
補正点数：12 点

・	 移動平均機能：	
移動平均機能On/Off 切替可（チャネルごとに
設定可）	
移動平均回数は 2～ 100 回より選択、高速ユ
ニバーサル方式の場合は 2～ 500 回より選択

・	 入力一次遅れフィルタ（高速ユニバーサル方
式）：チャネルごとにOn/Off 切り替え可能

	 時定数：測定周期×N（N：3～ 300）
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対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1、	
CSA-C22.2	No.	61010-2-030 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2、	
測定カテゴリ II	*4

・	 UL：
	 UL	61010-1、UL	Std.	No.	61010-2-030(CSA	
NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2、	
測定カテゴリ II	*4

・	 CE、UKCA/EMC 指令 *3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2	適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1、EN	61010-2-030 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2、	
測定カテゴリ II	*4

・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 II または I は、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

*4	 	 測定カテゴリ II（CAT	II）：低電圧主電源設備の使用
箇所（コンセント等）に直接接続する試験および測
定回路に使用できます。家電機器、携帯工具など。

構造
・	 前面（端子）部：防塵防滴仕様：IEC529-IP20 準拠
・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	
4.1PB6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2（W）× 111	（H）× 133.1（D）	
mm（D：端子カバー含む奥行）

・	 質量：約 0.3kg

・	 基準接点補償：	
モード：内部、外部を切替可（チャネルごとに
設定可）	
（外部のとき補償温度の値を設定）

・	 入力演算：	
リニアスケーリング、開平演算 *、差演算	
（チャネルごとに設定可）
*	 	 4 線式 RTD/ 抵抗方式はなし。

・	 バイアス機能：	
入力値に加算するバイアス値を設定可	
（チャネルごとに設定可）

・	 端子形状：M3ネジまたは押し締め端子
・	 耐電圧：	
ユニバーサル入力方式、電磁リレー方式、4線
式 RTD/ 抵抗方式：

	 	 入力端子 - 内部回路間：3000	V	AC、1 分間	
	 	アナログ入力チャネル間：1000	V	AC、1 分
間（b端子を除く）

	 電流（mA）入力方式：
	 	 入力端子 - 内部回路間：1500	V		AC、1 分間）
	 	 	アナログ入力チャネル間：1000	V	AC、1 分

間（b端子を除く）
	 低耐圧リレー方式：入力端子 -内部回路間：
	 	 1500	V	AC、1 分間）
	 	 	アナログ入力チャネル間：400	V	AC、1 分間
	 高速ユニバーサル方式：
	 	 入力端子 -内部回路間：3000	V	AC、1分間	
	 	アナログ入力チャネル間：3000	V	AC、1分間

	 高耐圧方式：
	 	 入力端子 -内部回路間：3700V	AC、1分間
	 	 アナログ入力チャネル間：1000V	AC、1分間
・	 絶縁抵抗：入力端子 -内部回路間：500	V	DC、
20	M Ω以上

	 アナログ入力チャネル間 *：500	V	DC、20	M
Ω以上
*	 ユニバーサル方式のb端子は除く

・	 電磁リレー方式のモジュールの推奨交換周期：
	 電磁リレー方式のモジュールは、機械式接点の
リレーをON/OFF して測定しています。

	 良好な状態でご使用いただくための推奨交換
周期は下記のとおりです。

	 測定周期 1s で連続使用の場合：1年
	 測定周期 2s で連続使用の場合：2年
	 測定周期 5s で連続使用の場合：5年
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電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：
	 GX90XA-10-U2：0.7	W 以下
	 GX90XA-10-T1：0.9	W 以下
	 GX90XA-10-C1：0.7	W 以下
	 GX90XA-10-L1：0.7	W 以下
	 GX90XA-04-H0：2.0	W 以下
	 GX90XA-06-R1：0.7	W 以下
	 GX90XA-10-V1：1.0	W 以下

アイソレーション
ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、	
電流（mA）入力

	

アナログ入力 CH1
アナログ入力 CH2
アナログ入力 CH3
アナログ入力 CH4
アナログ入力 CH5
アナログ入力 CH6
アナログ入力 CH7
アナログ入力 CH8
アナログ入力 CH9
アナログ入力 CH10

機能絶縁

強化絶縁

入力回路 内部回路

高耐圧

	

アナログ入力 CH1
アナログ入力 CH2
アナログ入力 CH3
アナログ入力 CH4
アナログ入力 CH5
アナログ入力 CH6
アナログ入力 CH7
アナログ入力 CH8
アナログ入力 CH9
アナログ入力 CH10

機能絶縁

入力回路 内部回路

二重絶縁（600V ACrms 50/60Hz、600V DC）
または基礎絶縁（1000V DC）

高速ユニバーサル方式

	

アナログ入力 CH1
アナログ入力 CH2
アナログ入力 CH3
アナログ入力 CH4

二重絶縁（300 Vrms 50/60Hz）

内部回路

4 線式 RTD/ 抵抗方式

	

アナログ入力 CH1
アナログ入力 CH2
アナログ入力 CH3
アナログ入力 CH4
アナログ入力 CH5
アナログ入力 CH6

入力回路 内部回路

機能絶縁

強化絶縁

端子配列
M3 ねじ端子
ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、電流（mA）
入力、高耐圧方式

番号 記号 番号 記号 番号 記号
301 CH1(	/b)* 201 CH1(-/B) 101 CH1(+/A)
302 CH2(	/b)* 202 CH2(-/B) 102 CH2(+/A)
303 CH3(	/b)* 203 CH3(-/B) 103 CH3(+/A)
304 CH4(	/b)* 204 CH4(-/B) 104 CH4(+/A)
305 CH5(	/b)* 205 CH5(-/B) 105 CH5(+/A)
306 CH6(	/b)* 206 CH6(-/B) 106 CH6(+/A)
307 CH7(	/b)* 207 CH7(-/B) 107 CH7(+/A)
308 CH8(	/b)* 208 CH8(-/B) 108 CH8(+/A)
309 CH9(	/b)* 209 CH9(-/B) 109 CH9(+/A)
310 CH10(	/b)* 210 CH10(-/B) 110 CH10(+/A)

*	 	 電磁リレー方式、低耐圧リレー方式、電流（mA）
入力、高耐圧方式の場合は、記号表示はありま
せん。

※	 	 測温抵抗体b端子は、内部で接続されています。

高速ユニバーサル方式

番号 記号 番号 記号 番号 記号
301 CH1(	/A) 201 CH1(-/b) 101 CH1(+/B)

304 CH2(	/A) 204 CH2(-/b) 104 CH2(+/B)

307 CH3(	/A) 207 CH3(-/b) 107 CH3(+/B)

310 CH4(	/A) 210 CH4(-/b) 110 CH4(+/B)

4 線式 RTD/ 抵抗方式

番号 記号 番号 記号 番号 記号
301 CH1(B) 201 CH1(A) 101 CH1(	I	)
302 CH1(C) 202 空き 102 CH2(C)
303 CH2(B) 203 CH2(A) 103 CH2(	I	)
304 CH3(B) 204 CH3(A) 104 CH3(	I	)
305 CH3(C) 205 空き 105 CH4(C)
306 CH4(B) 206 CH4(A) 106 CH4(	I	)
307 CH5(B) 207 CH5(A) 107 CH5(	I	)
308 CH5(C) 208 空き 108 CH6(C)
309 CH6(B) 209 CH6(A) 109 CH6(	I	)
310 空き 210 空き 110 空き
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A/D 校正値
A/D 校正値は、工場出荷時設定とユーザ設定の 2
種類を保存できます。ユーザ設定に問題がある場
合、工場出荷時の校正値に戻すことができます。

外形図
高速ユニバーサル方式と高耐圧方式以外
・	 M3 ねじ端子

単位：mm
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・	 押し締め端子

単位：mm
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3
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45.2

押し締め端子
ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、電流（mA）
入力、高耐圧方式

番号 記号 番号 記号
201 CH2(+/A) 101 CH1(+/A)
202 CH2(-/B) 102 CH1(-/B)
203 CH2(	/b)* 103 CH1(	/b)*
204 CH4(+/A) 104 CH3(+/A)
205 CH4(-/B) 105 CH3(-/B)
206 CH4(	/b)* 106 CH3(	/b)*
207 CH6(+/A) 107 CH5(+/A)
208 CH6(-/B) 108 CH5(-/B)
209 CH6(	/b)* 109 CH5(	/b)*
210 CH8(+/A) 110 CH7(+/A)
211 CH8(-/B) 111 CH7(-/B)
212 CH8(	/b)* 112 CH7(	/b)*
213 CH10(+/A) 113 CH9(+/A)
214 CH10(-/B) 114 CH9(-/B)
215 CH10(	/b)* 115 CH9(	/b)*

*	 電磁リレー方式、低耐圧リレー方式、電流（mA）
入力、高耐圧方式の場合は、記号表示はありま
せん。

※	 	 測温抵抗体b端子は、内部で接続されています。

高速ユニバーサル方式

番号 記号 番号 記号
201 CH1(+/B) 101 空き
202 CH1(-/b) 102 空き
203 CH1(	/A) 103 空き
204 空き 104 空き
205 CH2(+/B) 105 空き
206 CH2(-/b) 106 空き
207 CH2(	/A) 107 空き
208 空き 108 空き
209 CH3(+/B) 109 空き
210 CH3(-/b) 110 空き
211 CH3(	/A) 111 空き
212 空き 112 空き
213 CH4(+/B) 113 空き
214 CH4(-/b) 114 空き
215 CH4(	/A) 115 空き

4 線式 RTD/ 抵抗方式

番号 記号 番号 記号
201 CH2(	I	) 101 CH1(	I	)
202 CH2(A) 102 CH1(A)
203 CH2(B) 103 CH1(B)
204 CH2(C) 104 CH1(C)
205 空き 105 空き
206 CH4(	I	) 106 CH3(	I	)
207 CH4(A) 107 CH3(A)
208 CH4(B) 108 CH3(B)
209 CH4(C) 109 CH3(C)
210 空き 110 空き
211 CH6(	I	) 111 CH5(	I	)
212 CH6(A) 112 CH5(A)
213 CH6(B) 113 CH5(B)
214 CH6(C) 114 CH5(C)
215 空き 115 空き
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高速ユニバーサルと高耐圧方式
・	 M3 ねじ端子
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単位：mm

・	 押し締め端子
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
・	 周囲温度：-25 ～ 70	℃
・	 周囲湿度：5	～ 95	％ RH（結露なきこと）
・	 振動：10 ～ 60	Hz、4.9	m/s2 以下
・	 衝撃：392	m/s2 以下（梱包状態にて）

動作条件の影響
積分時間 16.67	ms 以上または測定周期 50ms 以上（高速
ユニバーサル方式）の場合

・	 周囲温度の影響：	
10	℃の変化に対する変動± (0.05	%	of	rdg+0.05	%	of	
range) 以下	
（電流（mA）入力方式のときは、± (0.075	%	of	
rdg+0.05	%	of	range) 以下）

	 ただし、KpvsAu7Fe、PR20-40：± (0.05	%	of	
rdg+0.1%	of	range）以下、Cu10 Ω系以下：±
(0.2	%	of	range+0.1	℃ ) 以下	
基準接点保証確度は含まず

・	 電源変動に対する影響：定格電源範囲にて確度
仕様を満たす

・	 外部磁界の影響：交流（50/60	Hz）400	A/m
の外部磁界に対する変動が± (0.1	%	of	rdg+0.1	
%	of	range) 以下

実装制限
・	 電磁リレー方式、高速ユニバーサル方式のモ
ジュールをGM10 シングルユニットで使用す
る場合、最大 8モジュールまで装着可能です。
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対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2	

・	 CE、UKCA/EMC 指令 *3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2 適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011		Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 II または I は、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

構造
・	 前面（端子）部：	防塵防滴仕様：IEC529-IP20

準拠
・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	4.1PB	
6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2	（W）× 111	（H）× 133.1	（D）	
mm（D：端子カバー含む奥行）

・	 質量：約 0.3kg

ディジタル入力モジュール（形名：GX90XD
または GX/GP 本体の付加仕様：/CR □ 1）

			

GX90XD

・	 用途：リモート制御入力、パルス入力 *1 など
・	 入力点数：16
・	 入力種類：DI、パルス *1

・	 測定周期：最速 100	ms
・	 入力形式：オープンコレクタまたは無電圧接点
・	 絶縁方式：フォトカプラ絶縁、トランス絶縁（入
力電源）

・	 接点定格：12	V	DC、20	mA 以上
・	 入力抵抗：約 1k	Ω
・	 許容入力電圧：+10	V
・	 ON/OFF 判定：	
オープンコレクタ接点入力時：	
	 ON 時電圧：0.5	V	DC 以下	
	 OFF 時漏れ電流：0.5	mA 以下	
無電圧接点入力時：	
	 ON 時接点抵抗：200	Ω以下	
	 OFF 時接点抵抗：50k	Ω以上

・	 コモン数：2（8チャネルでコモン 1点）
・	 端子形状：M3ねじ端子または押し締め端子	
	（付加仕様 /CR □ 1の場合はM3ねじ端子）

・	 耐電圧：	
入力端子 - 内部回路間：1500	V	AC、1 分間

・	 絶縁抵抗：	
入力端子 - 内部回路間：500	V	DC、20	M Ω以上

[ パルス入力仕様 ]*1

・	 カウント方式：パルスの立ち上がりをカウント
	 オープンコレクタ：	入力端子の電圧レベル

High から Lowに変化
	 無電圧接点：接点がオープンからクローズに変化
・	 最大測定パルス周期：
	 	 250	Hz（チャタリングフィルタ：Offの場合）	
	 	 125Hz（チャタリングフィルタ：Onの場合）	
・	 最小検出パルス幅：Low（クローズ）、High（オー
プン）共に 2ms 以上

・	 パルス検出周期：1ms
・	 パルス測定確度：± 1パルス
・	 パルスカウント間隔：測定周期
・	 フィルタ：チャタリングフィルタOn/Off 切替
可
（フィルタOff時はノイズの影響を受けやすいので配
線にご注意ください）

*1	 演算機能（付加仕様、/MT）が必要。
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電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：0.7	W 以下

アイソレーション

機能絶縁

ディジタル入力 CH1
ディジタル入力 CH2
ディジタル入力 CH3
ディジタル入力 CH4
ディジタル入力 CH5
ディジタル入力 CH6
ディジタル入力 CH7
ディジタル入力 CH8
ディジタル入力 CH9
ディジタル入力 CH10
ディジタル入力 CH11
ディジタル入力 CH12
ディジタル入力 CH13
ディジタル入力 CH14
ディジタル入力 CH15
ディジタル入力 CH16

入力回路 内部回路

非絶縁

端子配列
M3 ねじ端子 / 押し締め端子

番号 記号 番号 記号
21 DI9 11 DI1
22 DI10 12 DI2
23 DI11 13 DI3
24 DI12 14 DI4
25 DI13 15 DI5
26 DI14 16 DI6
27 DI15 17 DI7
28 DI16 18 DI8
29 COM2 19 COM1
30 - 20 -

外形図
・	 M3 ねじ端子
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単位：mm

・	 押し締め端子
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単位：mm

正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
GX90XA と同じ

実装制限
・	 測定動作モード［高速］時は、GX90WDとど
ちらか1モジュール装着可能。DI入力はリモー
ト機能固定となり、測定、記録はできません。
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・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 ⅡまたはⅠは、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

構造
・	 前面（端子）部：防塵防滴仕様：IEC529-IP20
準拠

・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	4.1PB	
6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2	（W）× 111	（H）× 133.1	（D）	
mm（D：端子カバー含む奥行）

・	 質量：約 0.3kg

電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：1.4	W 以下

アイソレーション

機能絶縁

強化絶縁

ディジタル出力 CH1
ディジタル出力 CH2
ディジタル出力 CH3
ディジタル出力 CH4
ディジタル出力 CH5
ディジタル出力 CH6

内部回路

ディジタル出力モジュール（形名：GX90YD
または GX/GP 本体の付加仕様：/CR1 □、
/CR2 □、/CR4 □）

GX90YD

・	 用途：アラーム出力など
・	 出力点数：6
・	 出力更新周期：最速 100	ms
・	 出力形式：リレー接点（C接点）
・	 絶縁方式：機械式絶縁
・	 定格負荷電圧：30	V	DC または 250	V	AC 以下
・	 最大負荷電流：3	A（DC）/3	A（AC）、抵抗負荷、
各点

・	 最小負荷電圧 /電流：5	V	DC/10mA
・	 推奨交換周期：機械的：500 万回以上、電気的：
3万回以上（250	V	AC	3	A または 30	V	DC	3	A、
抵抗負荷）

・	 コモン数：6（全点独立）
・	 外部供給電源：不要
・	 端子形状：M3ねじ端子
・	 耐電圧：	
出力端子 - 内部回路間：3000	V	AC、1 分間

	 出力端子 - 出力端子間：3000	V	AC、1 分間
・	 絶縁抵抗：	
出力端子 - 内部回路間：500	V	DC、20	M Ω以上

	 出力端子 -出力端子間：500	V	DC、20	MΩ以上

対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2	

・	 CE、UKCA/EMC 指令 *3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2 適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2
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端子配列
M3 ねじ端子

番号 記号 番号 記号
21 DO4	NC 11 DO1	NC
22 DO4	COM 12 DO1	COM
23 DO4	NO 13 DO1	NO
24 DO5	NC 14 DO2	NC
25 DO5	COM 15 DO2	COM
26 DO5	NO 16 DO2	NO
27 DO6	NC 17 DO3	NC
28 DO6	COM 18 DO3	COM
29 DO6	NO 19 DO3	NO
30 空き 20 空き

外形図
・	 M3 ねじ端子
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。ただし、通電時
の衝撃を除きます。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
GX90XA と同じ

実装制限
・	 GX90WDディジタル入出力モジュールおよび
GX90UT	PID 制御モジュールと同時に使用する
場合は、合計で 10 モジュールまで装着可能で
す。
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・	 最小検出パルス幅：Low（クローズ）、High（オー
プン）共に 2ms 以上

・	 パルス検出周期：1ms
・	 パルス測定確度：± 1パルス
・	 パルスカウント間隔：測定周期
・	 フィルタ：チャタリングフィルタOn/Off 切替
可
（フィルタOff時はノイズの影響を受けやすいですの
で配線にご注意ください）

*1	 演算機能（付加仕様、/MT）が必要。

 ディジタル出力（DO）部
・	 用途：アラーム出力など
・	 出力点数：6
・	 出力更新周期：最速 100	ms
・	 出力形式：リレー接点（C接点）
・	 絶縁方式：機械式絶縁
・	 定格負荷電圧：
	 接続先が主回路（電源１次側）の時、150		V		AC以下
	 	接続先が 300	V	AC 以下の主回路（電源 1次側）
から派生した回路（電源２次側）の時、250	V	
AC 以下、または 30V	DC 以下

・	 出力端子チャネル間最大電圧：	250	V	AC、基
礎絶縁	

・	 最大負荷電流：2	A（DC）/2	A（AC）、抵抗負荷、
各点

・	 最小負荷電圧 /電流：5	V	DC/10mA
・	 推奨交換周期：機械的：500 万回以上、電気的：
3万回以上（250	V	AC	2	A または 30	V	DC	2	A、
抵抗負荷）

・	 コモン数：6（全点独立）
・	 端子形状：M3ねじ端子
・	 耐電圧：	
出力端子 - 内部回路間：2700	V	AC、1 分間

	 出力端子 - 出力端子間：1350	V	AC、1 分間
・	 絶縁抵抗：	
出力端子 - 内部回路間：500	V	DC、20	M Ω以上

	 出力端子 - 出力端子間：500	V	DC、20	M Ω以上

対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/EMC 指令 *3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2 適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

ディジタル入出力モジュール 
（形名：GX90WD）

GX90WD

	 GX90WDディジタル入出力モジュールは、GX/GP
に 1 モジュール、拡張ユニット毎に 1 モジュール、GM
メインユニットに 1 モジュール、GM サブユニット毎
に 1 モジュールまで装着可能。

 ディジタル入力（DI）部
・	 用途：リモート制御入力、パルス入力 *1 など
・	 入力点数：8
・	 入力種類：DI、パルス *1

・	 測定周期：最速 100	ms
・	 入力形式：オープンコレクタまたは無電圧接点
・	 絶縁方式：フォトカプラ絶縁、トランス絶縁（入
力電源）

・	 接点定格：12	V	DC、20	mA 以上の外部接点を
使用すること

・	 入力抵抗：約 2.4	K	Ω
・	 許容入力電圧：+10	V
・	 ON/OFF 判定：	
オープンコレクタ接点入力時：	
	 ON 時電圧：0.5	V	DC 以下	
	 OFF 時漏れ電流：0.5	mA 以下	
無電圧接点入力時：	
	 ON 時接点抵抗：200	Ω以下	
	 OFF 時接点抵抗：50	k	Ω以上

・	 コモン数：1（8チャネルでコモン 1点）
・	 端子形状：M3ねじ端子
・	 耐電圧：	
入力端子 - 内部回路間：1500	V	AC、1 分間

・	 絶縁抵抗：	
入力端子 - 内部回路間：500	V	DC、20	M Ω以上

[ パルス入力仕様 ]*1

・	 カウント方式：	
パルスの立ち上がりをカウント

	 オープンコレクタ：	入力端子の電圧レベル
High から Lowに変化

	 無電圧接点：接点がオープンからクローズに変化
・	 最大測定パルス周期：
	 	 250	Hz（チャタリングフィルタ：Offの場合）	
	 	 125Hz（チャタリングフィルタ：Onの場合）	
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・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	

*2

・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 ⅡまたはⅠは、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

構造
・	 前面（端子）部：防塵防滴仕様：IEC529-IP20
準拠

・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	4.1PB	
6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2	（W）× 111	（H）× 133.1	（D）	
mm（D：端子カバー含む奥行）

・	 質量：約 0.3kg

電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：1.6	W 以下

アイソレーション

ディジタル入力 
CH1～CH8

ディジタル出力 CH1
ディジタル出力 CH2
ディジタル出力 CH3
ディジタル出力 CH4
ディジタル出力 CH5
ディジタル出力 CH6

機能絶縁

強化絶縁

入力回路

内部回路

基礎絶縁

注記：�出力端子チャネル間は基礎絶縁のため、隣接チャ
ネルとの電位差が 30	V	AC または 60	V	DC を超え
ないように接続してください。隣接チャネルと
の電位差が 30	V	AC または 60	V	DC を超える場合
には、1	ch 空けて接続してください。

端子配列
M3 ねじ端子

番号 記号 番号 記号 番号 記号
301 DI3 201 DI2 101 DI1
302 DI6 202 DI5 102 DI4
303 DI	COM 203 DI8 103 DI7
304 空き 204 空き 104 空き
305 DO1	NO 205 DO1	COM 105 DO1	NC
306 DO2	NO 206 DO2	COM 106 DO2	NC
307 DO3	NO 207 DO3	COM 107 DO3	NC
308 DO4	NO 208 DO4	COM 108 DO4	NC
309 DO5	NO 209 DO5	COM 109 DO5	NC
310 DO6	NO 210 DO6	COM 110 DO6	NC

外形図
・	 M3 ねじ端子

単位：mm
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。ただし、通電時
の衝撃を除きます。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
GX90XA と同じ

実装制限
・	 各ユニットに 1モジュールまで装着可能です。
・	 GX90YD ディジタル出力モジュールとGX90UT	
PID 制御モジュールを同時に使用する場合は、
合計で 10 モジュールまで装着可能です。

・	 測定動作モード［高速］時は、GX90XD とど
ちらか1モジュール装着可能。DI入力はリモー
ト機能固定となり、測定、記録はできません。
また、DO機能は使用できません。
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パルス入力モジュール（形名：GX90XP）

					

GX90XP

・	 用途：	 パルス入力（流量積算など）
・	 入力点数：10
・	 測定周期：最速 100	ms
・	 入力種類：	接点（オープンコレクタ、無電圧接

点）、Level（5V ロジック）
・	 入力方式：	約 5V/5k Ωでプルアップ、同一モ

ジュール内コモン電位共通
・	 入力範囲：最大 20kHz	*

*	チャタリング除去フィルタ使用時 (On) は 30Hz

・	 最小検出パルス幅：25µs	*
*	チャタリング除去フィルタ使用時 (On) は 15ms

・	 測定確度：カウント値± 1パルス
	 積算時 *は、次の確度が加算されます。
	 演算スタート時、＋ 1測定周期分		
	 演算ストップ時、－ 1測定周期分

*	演算機能（付加仕様、/MT）が必要

・	 チャタリン	グ除去フィルタ：5ms までのチャ
タリング除去（チャネルごとに
On/Off 可）

（フィルタOff時はノイズの影響を受けやすいですの
で配線にご注意ください）

・	 入力スレショルドレベル：
	 	 接点（オ	ープンコレクタ、無電圧接点）：	

100k Ω以上から 200 Ω以下に変化
したときにカウント

	 	 Level（5	V ロジック）：	
1V 以下から 3V以上に変化したとき
にカウント

・	 ヒステリシス幅：約 0.2V
・	 接点、トランジスタ定格：
	 	 接点：	15V	DC 以上、30mA以上の定格かつ

最小適用負荷電流 1mA以下の接点
	 	 トラン	ジスタ：Vce ＞ 15V	DC、Ic ＞ 30mA

の定格を持つトランジスタ
・	 許容入力電圧：± 10V	DC
・	 絶縁方式：フォトカプラ絶縁、トランス絶縁
・	 端子形状：M3ねじ端子または押し締め端子
・	 耐電圧：	
入力端子 - 内部回路間：1500	V	AC、1 分間

・	 絶縁抵抗：	
入力端子 - 内部回路間：500	V	DC、20	M Ω以上

対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/EMC 指令 *3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2 適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 ⅡまたはⅠは、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

構造
・	 前面（端子）部：	防塵防滴仕様：IEC529-IP20

準拠
・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	4.1PB	
6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2	（W）× 111	（H）× 133.1	（D）	
mm（D：端子カバー含む奥行）

・	 質量：約 0.3kg

電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：0.9	W 以下
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外形図
・	 M3 ねじ端子
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・	 押し締め端子
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
GX90XA と同じ

アイソレーション

機能絶縁

パルス入力 CH1
パルス入力 CH2
パルス入力 CH3
パルス入力 CH4
パルス入力 CH5
パルス入力 CH6
パルス入力 CH7
パルス入力 CH8
パルス入力 CH9
パルス入力 CH10

入力回路 内部回路

非絶縁

端子配列
M3 ねじ端子 / 押し締め端子

番号 記号 番号 記号
21 CH6 + 11 CH1 +
22 - 12 -
23 CH7 + 13 CH2 +
24 - 14 -
25 CH8 + 15 CH3 +
26 - 16 -
27 CH9 + 17 CH4 +
28 - 18 -
29 CH10 + 19 CH5 +
30 - 20 -
マイナス ( － ) 端子 ( コモン ) 電位は共通
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アナログ出力モジュール（形名：GX90YA）

			

GX90YA

・	 用途：伝送出力、マニュアル出力
・	 出力点数：4（チャネル間絶縁）
・	 出力種類：4～ 20	mA または 0～ 20	mA
・	 出力更新周期：最速 100	ms
・	 負荷抵抗：600 Ω以下
・	 出力範囲：0～ 22	mA
・	 出力精度：± 0.1	%	of	F.S.	（F.S.=20	mA）
	 ただし、1	mA以下は± 5	%	of	F.S.
	 基準動作状態：23± 2	℃、55 ± 10	%RH、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。

・	 分解能：0.002	%
・	 使用温度範囲：－ 20 ～ 50	℃
・	 端子形状：M3ねじ端子または押し締め端子
・	 耐電圧：
	 出力端子－内部回路間：1500	V	AC、１分間
	 出力端子－出力端子間：500	V	AC、１分間
・	 絶縁抵抗：
	 出力端子－内部回路間：500	V	DC、20	MΩ以上
	 出力端子－出力端子間：500	V	DC、20	MΩ以上

対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/EMC 指令	*3：	
EN	61326-1	Class	A	Table	2(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2 適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合	
EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 CE、UKCA/ 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA/ 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：EN	55011	Class	A	Group	1 適合

・	 KC マーク：	KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 ⅡまたはⅠは、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させ

る固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内
雰囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE規格については、本体に装着さ
れて使用した場合に満たす規格を表します。

構造
・	 前面（端子）部：防塵防滴仕様：IEC529-IP20 準拠
・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	
4.1PB6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2(W) × 111(H) × 133.1(D)	
mm(D：端子カバー含む奥行き )

・	 質量：約 0.2	kg

電源
GX/GP、GX60、GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：3W以下

アイソレーション

機能絶縁

アナログ出力 CH1
アナログ出力 CH2
アナログ出力 CH3
アナログ出力 CH4

内部回路
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動作条件の影響
・	 電源変動に対する影響：定格電源範囲にて確
度仕様を満たす。

・	 温度の影響：± 200ppm	of	F.S./℃以下

実装制限
・	 ユニットごとの装着制限
	 GX10/GP10　最大 1モジュール
	 GX20/GP20　最大２モジュール
	 GM10/GX60　ユニットごと最大２モジュール
・	 システムとしての制限
	 標準モデル　最大 10 モジュール
	 大容量モデル　最大 12 モジュール
・	 GX90XA-04-H0（高速ユニバーサル方式）のモ
ジュールと同時に使用する場合、使用可能な
モジュール数（拡張モジュール含む）に下記
の制限があります。

モデル モジュール数
GP10（12	V	DC 電源） 合計で 2モジュール
GX20/GP20 合計で 9モジュール
GX60 制限なし
GM10 シングルユニット 合計で 7モジュール
GM10 マルチユニット（メ
イン /サブユニット）

制限なし

・	 このモジュールの左側（GX20/GP20 の場合は
上下左右）のスロットで熱電対測定をおこな
うと、そのモジュールの基準接点補償	誤差が
大きくなる可能性があります。

端子配列
M3 ねじ端子 / 押し締め端子
端子配列

端子番号 記号
11 CH1 ＋
12 －
13 CH2 ＋
14 －
15 CH3 ＋
16 －
17 CH4 ＋
18 －
19 空き
20 空き

D/A 校正値
D/A 校正値は、工場出荷時設定とユーザ設定の 2
種類を保存できます。ユーザ設定に問題がある場
合、工場出荷時の校正値に戻すことができます。

外形図
・M3ねじ端子 /押し締め端子
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、拡張ユニット、
GM) の仕様を参照してください。ただし、使用温
度範囲は最大 -20 ～ 50	℃です。
GX仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP 仕様書：GS	04L52B01-01JA
拡張ユニット仕様書：GS	04L53B00-01JA
GM仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
GX90XA と同じ
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■ 形名およびコード一覧

形名と仕様コード（GX90XA）
形名 仕様コード 記事

GX90XA アナログ入力モジュール
チャネル数 -04 4 チャネル（方式 -H0 のみ）

-06 6 チャネル（方式 -R1 のみ）
-10 10 チャネル（方式 -C1、-L1、-U2、-T1、-V1）

方式 -C1 電流 (mA)、スキャナ方式（チャネル間絶縁 )
-L1 低耐圧DCV/TC/DI、スキャナ方式（チャネル間絶縁）
-U2 ユニバーサル、半導体リレースキャナ方式（3線式 RTD	b 端子共通）
-T1 DCV/TC/DI、電磁リレースキャナ方式（チャネル間絶縁）
-H0 高速ユニバーサル、個別 A/D 方式（チャネル間絶縁）
-R1 4 線式 RTD/ 抵抗、スキャナ方式（チャネル間絶縁）
-V1 高耐圧DCV/TC/DI、スキャナ方式（チャネル間絶縁）

- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）

-C 押し締め端子
地域 N 一般モデル

形名と仕様コード（GX90XD）
形名 仕様コード 記事

GX90XD ディジタル入力モジュール *
チャネル数 -16 16 チャネル
方式 -11 オープンコレクタまたは無電圧接点（コモン共通）、定格 5VDC
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）

-C 押し締め端子
地域 N 一般モデル
*	 パルス入力を積算する場合は、GX/GP/GM本体に

演算機能（付加仕様コード、/MT）が必要です。

形名と仕様コード（GX90YD）
形名 仕様コード 記事

GX90YD ディジタル出力モジュール
チャネル数 -06 6 チャネル
方式 -11 リレー、C接点
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）
地域 N 一般モデル

形名と仕様コード（GX90WD）
形名 仕様コード 記事

GX90WD ディジタル入出力モジュール *
チャネル数 -0806 入力：8チャネル、出力：6チャネル
方式 -01 オープンコレクタまたは無電圧接点（コモン共通）、定格 5VDC、

リレー、C接点
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）
地域 N 一般モデル
*	 パルス入力を積算する場合は、GX/GP/GM本体に

演算機能（付加仕様コード、/MT）が必要です。

形名と仕様コード（GX90XP）
形名 仕様コード 記事

GX90XP パルス入力モジュール *
チャネル数 -10 10 チャネル
方式 -11 DC電圧 / オープンコレクタまたは無電圧接点（コモン共通）、定格 5VDC
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）

-C 押し締め端子
地域 N 一般モデル
*	 パルス積算をする場合は、GX/GP/GM本体に演算

機能（付加仕様コード、/MT）が必要です。
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形名と仕様コード（GX90YA）
形名 仕様コード 記事

GX90YA アナログ出力モジュール
チャネル数 -04 4 チャネル
方式 -C1 電流出力（チャネル間絶縁）
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）

-C 押し締め端子
地域 N 一般モデル

■ アクセサリ（別売）
品名 形名 / 部番

M3ねじ端子用シャント抵抗（250 Ω± 0.1%） 415940
M3ねじ端子用シャント抵抗（100 Ω± 0.1%） 415941
M3ねじ端子用シャント抵抗（10 Ω± 0.1%） 415942
押し締め用シャント抵抗（250 Ω± 0.1%） 438920
押し締め用シャント抵抗（100 Ω± 0.1%） 438921
押し締め用シャント抵抗（10 Ω± 0.1%） 438922

校正証明書（別売）
形名GX10/GX20/GP10/GP20 に付加仕様（アナログ入力）を付けて手配する場合、モジュールの校正証明書は、
GX10/GX20/GP10/GP20 本体の校正証明書に含んで出荷します。
アナログ入力モジュールを別手配する場合は、モジュール個別の校正証明書になります（モジュール数分の校
正証明書になります）。

検査成績表（QIC）（別売）
形名GX10/GX20/GP10/GP20 に付加仕様（アナログ入力 /ディジタル I/O）を付けて手配する場合、各モジュー
ルのQIC は、GX10/GX20/GP10/GP20 本体のQIC に含んで出荷します。
アナログ入力モジュールとディジタルI/Oモジュールを別手配する場合は、モジュール個別のQICとなります（モ
ジュール数分のQIC となります）。

ユーザーズマニュアル
製品の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：www.smartdacplus.com/manual/ja/

　製品購入仕様について
・GX10/GX20/GP10/GP20 は、本体、入出力モジュール、拡張ユニット、拡張モジュールで構成されます。
入出力モジュールの購入方法には、2通りあります。
1つは、形名GX90XA、GX90XD、GX90YD、GX90WD、GX90XP、GX90YA を個別に必要数ご購入していた
だけます。
もう 1つは本体のオプション（/UC □□または /US □□）を指定することで入出力モジュールをご購入して
いただけます。この場合 1つの形式で指定できる簡便性がありますが、アナログ入力数の制限があります。
アナログ入力を 51 チャネル以上ご使用の場合は、個別に入出力モジュールをご購入していただきますよう
お願いいたします。

・GMは、データ収集モジュール、電源モジュール、モジュールベース、入出力モジュール、拡張モジュールで
構成されます。
各モジュールおよびモジュールベースは、個別に必要数ご購入していただけますようお願いいたします。
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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。

・ バリデーション
	 本製品の瑕疵によらず、バリデーション等のお客様のシステムの適合性は本製品の保証範囲外となります。
	 バリデーション等への保証につきましては、担当営業にお問い合わせください。

・ ファームウェアの保証期間
	 ファームウェアの保証期間は１年間です。
	 ファームウェアのアップデートはWebからお願いいたします。
	 手順およびファームウェアは下記URL を参照ください。
 https://myportal.yokogawa.com/

＜商標＞
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	Software,	Release	1 をもとに当社で開発 /作成したものです。
SMARTDAC+ は、横河電機の登録商標または商標です。
Microsoft、MS およびWindows は、米国Microsoft	Corporation の登録商標です。
Pentiumは、米国 Intel	Corporation の登録商標です。
Modbus は、AEG	Schneider 社の登録商標です。
その他、本文中に使われている会社名および商品名称は、各社の登録商標または商標です。
本書では各社の登録商標または商標に、"	® " および "	™ "マークを表示していません。


