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■ 概要
VJ77 パ ラ メ ー タ 設 定 ツ ー ル は、 マ イ コ ン 搭 載 形
JUXTA の各種パラメータや演算器のプログラム、ま
たブレイン通信機能がある YS80 シリーズラック計器

（以下、YS80）の各種パラメータをパソコンから設定
するためのソフトウェアパッケージです。VJ77 パラ
メータ設定ソフトウェアは、当社ホームページから
ダウンロードしていただきます。

■ 形名および仕様コード
VJ77-□10

種　　類
形　　名

J：PC/AT互換機用（日本語版）
E：PC/AT互換機用（英語版）

■ ご注文時指定事項
形名および仕様コードをご指定ください。
( 例 ) 形名・仕様コード：VJ77-J10

■ 機能
パラメータ設定：

マイコン搭載形 JUXTA または YS80 の各種パラメー
タ ( 入力タイプ、入力レンジ、出力レンジ、バーン
アウトなど ) の設定や変更をすることができます。

プログラム設定：
マイコン搭載形 JUXTA 演算器 ( フリープログラム )
のプログラムを設定することができます。

データの一括読出しと一括書込み：
マイコン搭載形 JUXTA のパラメータやプログラム
をパソコンに一括して読出したり、読出したパラ
メータやプログラムを JUXTA に書込むことができ
ます。また YS80 のパラメータをパソコンに一括し
て読出したり、読出したパラメータを YS80 に書込
むことができます。さらに YS80 の場合、スタイル
が異なっても書き込むことができます。

ファイル管理：
本ツールで作成したプログラムや JUXTA から読
出したパラメータおよびプログラムをパソコンの
ハードディスクなどに保存できます。また YS80 か
ら読出したパラメータをパソコンのハードディス
クなどに保存できます。

データの印刷：
本ツールで作成したプログラムや JUXTA から読出
したパラメータおよびプログラムをパソコンに接
続されたプリンタで印刷できます。また YS80 から
読出したパラメータをパソコンに接続されたプリ
ンタで印刷できます。

モニタリング：
マイコン搭載形 JUXTA または YS80 の入力値、出
力値、および自己診断結果を参照することができ
ます。

入力および出力の調整：
マイコン搭載形 JUXTA または YS80 の入出力調整
ができます。

■ 動作環境
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 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

ディスプレイ解像度 OS に対応したディスプレイ

通信ポート USB ポート

プリンター A4 サイズ（印刷時に必要）

*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。
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■ 専用アダプタ
JUXTA または YS80 とパソコンを接続するためのア

ダプタです。
電源： USB バスパワーより供給
絶縁抵抗： USB 通信ポート接続側と JUXTA 接続

側　100M Ω以上 (500V DC にて )
耐電圧： USB 通信ポート接続側と JUXTA 接続

側　500V AC ／ 1 分間
周囲温度： 0 ～ 50℃
周囲湿度： 5 ～ 90％ RH( 結露しないこと )
輸送・保管条件：-40 ～ 70℃、5 ～ 95％ RH( 結露

しないこと )

■ パソコンと JUXTA の接続

専用アダプタ
（L4506HA）

Micro USB (USB2.0)
汎用ケーブル

モジュラージャック
変換アダプタ

JUXTA
VJシリーズ

パソコン
VJ シリーズとの接続例

YS80シリーズ
ラック計器

モジュラージャック
変換アダプタ専用アダプタ

（L4506HA）

Micro USB (USB2.0)
汎用ケーブル

パソコン

YS80 シリーズとの接続例

防水防塵： 不可
質量： 120g 以下 ( ケーブル含む )

■ EMC 適合規格
形名：L4506HA
CE： EN 61326-1 ClassA、Table 2 適合 

EN 55011 Class A、Group 1 適合
RCM： EN 55011 Class A、Group 1 適合
KC： 電磁波障害防止基準、電磁波保護基準適合

■ 環境規制規格
欧州 RoHS 指令：EN IEC 63000
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● D シリーズと通信する場合の組み合わせ
パソコン、Micro USB（USB2.0）汎用ケーブル、および専用アダプタ

● VJ シリーズ、M シリーズ、YS80 と通信する場合の組み合わせ
パソコン、Micro USB（USB2.0）汎用ケーブル、専用アダプタ、およびモジュラジャック変換アダプタ

● F シリーズ、W シリーズと通信する場合の組み合わせ
パソコン、Micro USB（USB2.0）汎用ケーブル、専用アダプタ、および 3 ピンコネクタ変換アダプタ

■ 専用アダプタ外形寸法図
単位：mm
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モジュラジャック
変換アダプタ

1090±20

5ピンコネクタ

3ピンコネクタ
変換アダプタ

■ 付属品
専用アダプタ ( 形名 L4506HA)：1 台
Micro USB（USB2.0）汎用ケーブル：1 本
モジュラジャック変換アダプタ：1 個
3 ピンコネクタ変換アダプタ：1 個

Micro USB (USB2.0)
汎用ケーブル

専用アダプタ
（形名 L4506HA）

3 ピンコネクタ
変換アダプタ

モジュラジャック
変換アダプタ
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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。

・ソフトウェアの保証期間
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 を参照してください。
http://www.yokogawa.co.jp/ns/juxta/vj77/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。

商標
・ JUXTA は、横河電機の商標です。
・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商

標です。
・ その他、本書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 " TM " マークを表示していません。


