
   
 

■ 概要 
VZ20X は、さまざまなアナログセンサ信号を高速/

高精度、かつ同時測定が可能なセンシングユニッ

トです。入力チャネル間の絶縁による耐ノイズ性

にも優れたユニットです。 

VZ20X の測定データは Ethernet を使用して PC や

PLC などの上位機器で収集できます。 

■ 特長 
●確かなセンシング 

1 台 8 チャネルのアナログ入力を高速 1ms サンプリ

ング/高精度で測定します。 

多チャンネル（最大 15 台 120 チャネルまで）の同

時測定が可能です。（後述の「■ 通信仕様」参照） 

入力チャネル間が絶縁されているため、ノイズ環境

でも安心してご使用いただけます。 

●世界最小クラスのコンパクトサイズと省配線 

生産設備のスキマに収まるコンパクトサイズ（高さ

78×幅 50×奥行 65mm）です。 

プッシュイン式接続の採用で省配線化、フェルール

端子を差し込むだけで取り付けできます。 

●さまざまなアナログセンサに対応 

直流電圧、統一信号、抵抗、熱電対、測温抵抗体を

1 台で測定できます。 

■ システム構成例 

 
時刻同期ができる構成（デイジーチェーン接続、接続タイプ選

択が「1 台」の場合を除く） 

 
時刻同期ができない構成 

 

 

■ 入力機能 
・データ収集周期：1ms、10ms、50ms、100ms から

選択可 

設定は全チャネル共通 

・電源周波数除去フィルタ：チャネルごとに ON/OFF

切替可 

フィルタは 50Hz、60Hz、Common から

選択可 

フィルタ時定数： 

50Hz：約 25ms 

60Hz：約 32ms 

Common：約 63ms 

・移動平均フィルタ：チャネルごとに ON/OFF 切替可 

移動平均回数は 2～100 回より選択 

・一次遅れフィルタ：チャネルごとに ON/OFF 切替可 

フィルタ時定数はデータ収集周期×N

（N は 1～100 より選択） 

・スケール： 直流電圧、統一信号、抵抗測定時

スケーリング可 

チャネルごとに設定可 

・バイアス： スケール後の値に加算するバイ

アス値を設定可 

  チャネルごとに設定可 

● 入力演算処理フロー 

  

入力値

電源周波数除去フィルタ

データ収集周期

移動平均フィルタ

一次遅れフィルタ

スケールリング

バイアス

測定値  
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■ 時刻同期機能 
デイジーチェーン接続（最大 15 台）時に A/D 変換

のタイミングを揃えた最大 120 チャネルの測定が

可能です。ただし、同一のデータ収集周期に設定

する必要があります。 

・時計：日付（西暦）付き 

 電源断時のバックアップは行いません。

起動時に上位機器（GA10、PCなど）か

ら、日付と時刻を取得/設定を行います。 

 精度：±5ppm 

・入力サンプリングの同期精度 (デイジーチェーン

接続の場合)：±100 µs未満 

      （VZ20Xのチャネル間、ユニット間） 

・時刻設定：バックアップはされません。起動時

に上位機器（GA10、PC など)から、日

付と時刻を取得します。 

GA10 の場合、VZ20X は GA10 から接続

されたとき 1 回だけ日付と時刻を取

得します。 

PC/PLC の場合は、Modbus/TCP でレジ

スタに日付と時刻を書き込む必要が

あります。時刻を設定すると、タイム

スタンプの抜けや重複が起きます。 

日付と時刻が設定されない場合は、内

部 の 時 計 の 初 期 値 （ 1970-01-01 

00:00:00.000）から日付と時刻が動

作します。 

・日付フォーマット：YYYY-MM-DD 

・時刻フォーマット：hh:mm:ss.nnn 

■ LED 表示 
本機器には Ethernetコネクタ部、USBコネクタ付近、

本体電源付近、各アナログ入力端子脇に LED がつい

ています。 
名 称 内 容 

アナログ

入力状態

表示 LED 

電源投入時に点灯し、アナログ入力の動作状

態を示します。 

LED 個数：各チャネルに 1 つ 

LED 表示色：緑 

Ethernet

通信状態

表示 LED 

Ethernet のリンク確立時に緑点灯します。 

上側：リンク/アクティブ状態を示します。 

下側：伝送速度（100Mbps）状態を示します。 

LED 個数：各ポートに 2 つ 

LED 表示色：緑、橙 

本体機器

状態表示

LED 

電源投入時に緑点灯し、VZ20X の動作状態を

示します。 

LED 個数：1 つ 

LED 表示色：赤、緑、青 

USB 接続

状態表示

LED 

USB ケーブルがパソコンに接続されたときに

点灯し、USB の接続状態を示します。 

LED 個数：1 つ 

LED 表示色：緑 

 

■ 通信仕様 
● Ethernet 

通信物理層 IEEE802.3 (100BASE-TX) 

プロトコル Modbus/TCP サーバー 

GA10 専用プロトコル 

通信速度 100 Mbps 

最大セグメント長 100 m 

推奨伝送ケーブル STP 

カテゴリ 5e 以上推奨 

デイジーチェーン接

続最大台数 

15 台（*1） 

*1：PC（GA10 含む）や PLC の性能や動作環境（OS、CPU、

インストールソフト、プログラミングなど）により接

続台数が制限される場合があります。 
 

・Modbus/TCPサーバー： 

レジスタアクセスにより測定データの読み

出し、日付時刻やパラメータの読み出しまた

は書き込みが可能（ファンクションコード

03/06/16） 

  測定データの更新周期 

データ収集周期 測定データ更新周期 

1 ms 10 ms 

10 ms 10 ms 

50 ms 50 ms 

100 ms 100 ms 

8 チャネル一括（1 台）の測定データの収集

が可能（ファンクションコード 70/71） 

VZ20X にデータを保持している間に通

信でデータを収集してください。VZ20X

のデータ保持時間はデータ収集周期に

より異なります。データ収集周期とデ

ータ保持時間の関係は以下のようにな

ります。 
データ収集周期 データ保持時間 

1 ms 2 s 

10 ms 20 s 

50 ms 100 s 

100 ms 200 s 

・GA10専用プロトコル：GA10と接続しプログラムを

作成せずに測定データを収集可能 

・接続許可機能：登録された IPアドレスまたは MAC

アドレスからのアクセスのみ許可する

ことが可能 

・Ethernet 工場出荷時の初期値 

項   目 初期値 

DHCP 機能 ON 

Ethernet ポート IP アドレス 192.168.1.1 

サブネットマスク 255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0 

 

 



  3 
 

All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Electric Corporation GS 77V01B01-01JA 6th Edition 2023.02.13-00 
 

● USB 

PCと USBケーブルで接続して設定を行います。 

コネクタ形状：Type-C 

ケーブル：3m以下、USB2.0以上 

USBポートから VZ20Xの電源供給も可能です。 

電源供給元の USB Type が Type-C の場合、Ethernet

通信が使用可能です。Type-C以外の場合、設定によ

り Ethernet通信が使用可能です。後述の「■ VZ20X

機能可否一覧」を参照。 

 

■ その他機能 
・ファームウェアアップデート機能：VZ20X のファ

ームウェアのアップデートが可能 

 ファームウェアは最新のものを使用し

てください。 

 https://myportal.yokogawa.com 

 

■ ハードウェア仕様 
●アナログ測定入力仕様 

・入力点数：8点 

・入力方式：フローティング不平衡入力、入力チャ

ネル間絶縁、同時サンプリング 

・入力サンプリング周期：1ms 

・入力種類と測定レンジ及び測定確度：表 1参照 

基準動作状態［23 ± 2℃、55 ± 10%RH、

ウォームアップ時間 40分以上］におけ

る性能。 

フィルタ OFF（電源周波数除去、移動

平均、一次遅れ）では測定環境の影響

でふらつきが大きくなる場合がありま

す。 

・測定電流 

測温抵抗体：約 0.4mA 

抵抗： 

約 0.4mA（200Ω レンジ）、約 0.05mA

（2000Ωレンジ） 

・許容入力電圧： 

±60VDC（直流電圧 2V レンジ以上と統

一信号） 

±10VDC（直流電圧 2V レンジ以上と統

一信号 以外） 

・入力チャネル間最大電圧： 

300 V AC rms（50Hz/60Hz）または 

300 V DC 

・コモンモード最大電圧： 

300 V AC rms（50Hz/60Hz）または 

300 V DC（測定カテゴリ II条件下にて） 

・入力抵抗： 

約 1MΩ（直流電圧 2V レンジ以上と統

一信号） 

10MΩ以上（直流電圧 2Vレンジ以上と

統一信号 以外） 

 

 

 

 

・許容信号源抵抗： 

2kΩ 以下（直流電圧 2V レンジ以上と

統一信号） 

250Ω以下（直流電圧 1Vレンジ以下と

熱電対） 

・信号源抵抗の影響： 

バーンアウト検出 OFF 

5µV/250Ω以下（熱電対、直流電圧 60mV

レンジ以下） 

10µV/250Ω以下（200mVレンジ） 

30µV/250Ω以下（1Vレンジ） 

0.25%/2kΩ 以下（直流電圧 2V レンジ

以上と統一信号） 

バーンアウト検出 UPまたは DOWN 

30uV/250Ω以下（熱電対） 

・許容配線抵抗： 

1線あたり 10Ω以下（抵抗、測温抵抗

体） 

  3線式は 3線とも等しいこと 

・配線抵抗の影響： 

バーンアウト検出 OFF 

許容配線抵抗内で測定確度仕様を満た

す 

バーンアウト検出 UPまたは DOWN 

0.05℃/10Ω以下（測温抵抗体） 

・入力バイアス電流： 

±10nA 以下（バーンアウト検出 OFF） 

・バーンアウト検出： 

UP、DOWN、OFF切り替え可能 

熱電対、測温抵抗体、統一信号で機能

する。 

統一信号の場合は 0.1V 以下でバーン

アウトと判定する。 

・基準接点補償誤差（熱電対）： 

0℃以上の温度測定、フェルール端子圧

着、かつ入力端子温度平衡時 

(単線、撚線接続時は、基準接点補償誤

差の範囲外となる場合があります) 

±2℃（周囲温度 23±2℃） 

±3℃（周囲温度-10～55℃、Type Cの

場合 0～55℃） 

Type Bの基準接点補償は 0℃固定 

・ノイズ除去比：50Hz/60Hz±0.1%除去比 
電源周波数除去フィルタ有効時 

ノーマルモード：40dB以上 

コモンモード：120dB以上 

電源周波数除去フィルタ無効時 

コモンモード：80dB以上  
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表 1 測定確度 

入力種類 測定レンジ 
測定確度 

電源周波数除去フィルタ：ON 電源周波数除去フィルタ：OFF 

直流電圧 

20mV -20.000 ～ 20.000mV ±10µV ±20µV 

60mV -60.00 ～ 60.00mV ±0.03mV ±0.06mV 

200mV -200.00 ～ 200.00mV ±0.1mV ±0.2mV  

1V -1.0000 ～ 1.0000V ±0.5mV ±1mV 

2V -2.0000 ～ 2.0000V ±1mV ±2mV 

6V -6.000 ～ 6.000V ±3mV ±6mV 

20V -20.000 ～ 20.000V ±10mV ±20mV 

60V -60.00 ～ 60.00V ±0.03V ±0.06V 

統一信号 
0.4-2V 0.4000 ～ 2.0000V ±1mV ±2mV 

1-5V 1.0000 ～ 5.0000V ±3mV ±6mV 

4 線式抵抗 
200Ω 0.00 ～ 200.00Ω ±0.1Ω ±0.2Ω 

2000Ω 0.0 ～ 2000.0Ω ±1Ω ±2Ω 

熱電対* 

R 0.0 ～ 1760.0℃ ±1.5℃ ±3℃ 

S 0.0 ～ 1760.0℃ ±1.5℃ ±3℃ 

B 0.0 ～ 1820.0℃ 

0～300℃：確度保証無し 

300～400℃：±3℃ 

400～800℃：±2℃ 

800～1820℃：±1.5℃ 

0～300℃：確度保証無し 

300～400℃：±6℃ 

400～800℃：±4℃ 

800～1820℃：±3℃ 

K -270.0 ～ 1370.0℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±0.8℃ 

0～500℃：±0.4℃ 

500～1370℃：±0.7℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±1.6℃ 

0～500℃：±0.8℃ 

500～1370℃：±1.4℃ 

E -270.0 ～ 800.0℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±0.5℃ 

0～800℃：±0.3℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±1℃ 

0～800℃：±0.6℃ 

J -200.0 ～ 1000.0℃ 
-200〰0℃：±0.6℃ 

0〰1000℃：±0.5℃ 

-200～0℃：±1.2℃ 

0～1000℃：±1℃ 

T -270.0 ～ 400.0℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±0.6℃ 

0～400℃：±0.2℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±1.2℃ 

0～400℃：±0.4℃ 

N -270.0 ～ 1300.0℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±1.2℃ 

0～1300℃：±0.7℃ 

-270～-200℃：確度保証無し 

-200～0℃：±2.4℃ 

0～1300℃：±1.4℃ 

C 0.0 ～ 2315.0℃ 
0〰1500℃：±1℃ 

1500〰2315℃：±2℃ 

0〰1500℃：±2℃ 

1500〰2315℃：±4℃ 

測温抵

抗体 

Pt100 

3 線式 

4 線式 

Pt100 

3 線 

Pt100 

4 線 

-200.0 ～ 850.0℃ 

-200～200℃：±0.3℃ 

200～400℃：±0.4℃ 

400～600℃：±0.5℃ 

600～850℃：±0.6℃ 

-200～200℃：±0.7℃ 

200～400℃：±0.8℃ 

400～600℃：±1.0℃ 

600～850℃：±1.2℃ 

Pt100-H 

3 線 

Pt100-H 

4 線 

-100.00 ～ 100.00℃ ±0.2℃ ±0.5℃ 

*基準接点補償誤差除く 

熱電対：JIS C 1602-2015 、IEC 60584-1: 2013  

測温抵抗体：JIS C 1604-2013 、IEC 60751: 2008 
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● 安全および EMC 適合規格 

・安全： 測定カテゴリ II、過電圧カテゴリ I、

汚染度 2 

 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030適合 

 CE/低電圧指令：EN 61010-1、 

EN 61010-2-030適合(*1) 

 CSA ： CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 、

CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030 取得

(*2) 

 UL：UL 61010-1、UL 61010-2-030(CSA 

NRTL/C)取得(*2) 

・EMC： 

 CE/EMC指令：EN 61326-1 Class A Table 

2（ For use in industrial locations）

適合(*1) 

 EN 55011 Class A Group1 適合(*1) 

 KC マーク：KS C9811、KS C9610-6-2 適合 

・CE/RoHS指令：EN IEC 63000(*1) 

 

*1：スタイル 2.01以降 

*2：スタイル 2.02以降 

 

● 電源仕様 

・電源： 定格電圧 24V DC（+10%/-15％） 

 USB給電 

・消費電力： 4.5W以下 

● アイソレーション 

・耐電圧： アナログ入力チャネル（CH）間、アナ

ログ入力‐内部回路間：3000V RMS

（50Hz/60Hz）、1分間 

・絶縁抵抗： アナログ入力チャネル（CH）間、アナ

ログ入力‐内部回路間、Ethernet端子

‐内部回路間、Ethernet ポート 1‐

Ethernetポート 2 端子間： 

20MΩ以上（500VDC） 

・アイソレーション 
     
 アナログ入力 CH1   Ethernet 

ポート 1 端子 

 
 アナログ入力 CH2    
 アナログ入力 CH3   Ethernet 

ポート 2 端子 

 
 アナログ入力 CH4 内部回路  
 アナログ入力 CH5  

USB 
 

 アナログ入力 CH6   
 アナログ入力 CH7  

電源 
 

 アナログ入力 CH8    
     
    

非絶縁 
 

    
    

機能絶縁 
 

    
    

強化絶縁 
 

    

● 環境条件 

正常動作条件： 

・周囲温度：DINレール取付 -10～55℃ 

デスクトップ置き -10～50℃ 

・周囲湿度：5～90% RH（結露しないこと） 

・使用環境： 硫化水素ガスなどの腐食性ガスや塵埃

のない所、および潮風や直射日光のあ

たらない所。 

・ウォームアップ時間：電源投入時より 40分以上 

・設置高度：標高 2,000m以下 

・設置場所：屋内 

・連続振動(*2)：JIS C60068-2-6に準拠 

 5～8.4Hz：片振幅 3.5mm以下 

 8.4～150Hz：9.8m/s2以下 

 ともに 1oct/min、3 軸方向各 10 サイ

クル 

・衝撃(*2)： JIS C60068-2-27に準拠 

 147m/s2以下、11ms 3 軸 6 方向各 3 回 
*2：DIN レールへの取付け時には DIN レー

ルに止め金具を付けて、機器本体が

DIN レールから動かないようにしてく

ださい。 

輸送、保管条件： 

・温度： -25～70℃ 

・湿度： 5～95% RH（結露しないこと） 

動作条件の影響： 

・周囲温度の影響： 

直流電圧 1Vレンジ以下、抵抗 

10℃の変化に対して測定確度仕様の 1

倍を加算 

直流電圧 1Vレンジ以下と抵抗以外 

10℃の変化に対して測定確度仕様の

1.2倍を加算 

・電源変動の影響：定格電圧範囲内で測定確度仕様

を満たす 

■ 構造・取付 
・材質： ケース：ポリカーボネート樹脂 

・ケース色： ブラック（チャコールグレイライト） 

・質量： 200g以下 

・外形寸法： 高さ 78×幅 50×奥行 65（単位 mm）（突

起含まず） 

・取付： DIN レール（*1）（盤収納、ラック）、

デスクトップ置き 
 *1：適用 DINレール TH35-7.5Al， TH35-7.5Fe

（JIS C 2812 に準拠） 

・取付姿勢： 前後水平、左右水平 ※積み重ね不可 

・配線方式： 本体側：プッシュイン式接続端子 

 ケーブル側：フェルール端子、単線、

撚線 
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■ 端子配列 
電源端子 

端子番号 機  能 

1 24VDC 電源(+) 

2 24VDC 電源(-) 

3 (使用禁止) 

4 (使用禁止) 

5 (使用禁止) 

 

アナログ入力（CH1～CH8） 

端子番号 直流電圧／統一信号 熱電対 3 線式測温抵抗体 
4 線式測温抵抗体/  

4 線式抵抗 

1 (使用禁止) (使用禁止) (使用禁止) a 

2 (使用禁止) (使用禁止) A A 

3 V- V- B B 

4 V+ V+ b b 

 

Ethernet ポート 

番 号 機  能 

1 上位通信（接続対象：PC、PLC、VZ20X） 

2 下位通信（接続対象：VZ20X） 

 

■ 外形図 

 

単位：mm 

第三角法 

普通許容公差＝±(JIS B 0401-2016 の公差等級 IT18 の値)/2 
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■ VZ コンフィギュレータ 
VZ コンフィギュレータを使用して、Ethernet 経由

または USB 経由で VZ20X のパラメータ設定を行い

ます。 

● 機能 

・パラメータ設定 

・モニタリング 

・自己診断 

・入力調整 
・パラメータ初期化 

・ファームウェアアップデート 

・ファイル管理 

● 接続 

Ethernetまたは USBを使用して PCと本体を接続し

ます。 

 

※ご使用には別途 USB Type-C ケーブル、または Ethernet

ケーブルが必要になります。 

● 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 

エディション 
Pro/Enterprise 

64bit 

Pro/Enterprise 

64bit 

Version *1 21H2 以降 20H2 以降 

CPU 

1GHz以上で 2コア以

上の 64bit をサポー

トしている Intel プ

ロセッサー 

2GHz 以上の 64bit を

サポートしている

Intel プロセッサー

(推奨) 

主記憶容量(推

奨) 

8GB 以上 8GB 以上 

ストレージ空

き容量(推奨) 

32GB 以上 32GB 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 

通信ポート 

USBポート、Ethernet

ポート(100Base-TX) 

詳細は「■ 通信仕

様」を参照してくだ

さい。 

USB ポート、Ethernet

ポート(100Base-TX) 

詳細は「■ 通信仕

様」を参照してくださ

い。 

*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。 
 
 

■ 形名および仕様コード 
VZ20X アナログセンシングユニット 

形 名 基本仕様コード 内 容 

VZ20X -1N1ND 

・ユニバーサル入力 8 チャ

ネル（直流電圧、統一信

号、抵抗、熱電対、測温

抵抗体） 

・Ethernet 通信 2 ポート 

・24VDC 電源 

■ 標準付属品 
品  名 数量 

USB コネクタキャップ 1 

Ethernet コネクタキャップ（本体に装着） 1 
検査成績表（QIC） 1 

ユーザーズマニュアル（ご使用上の注意事項） 1 

■ 別手配品 

● アプリケーションソフトウェア 

形名 名 称 GS 番号 

GA10 データロギングソフトウェア GS 04L65B01-01JA 

複数の機器（VZ20X）から収集/記録したデータを 1 つのデ

ータファイルとして作成および 1画面のトレンド表示でモ

ニタする場合は、データマージ機能（付加仕様/DM）を指

定してください。詳しくは GA10 の一般仕様書（GS 

04L65B01-01JA）を参照ください。 
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■ VZ20X 機能可否一覧 
   ○：機能使用可、×：機能使用不可 

アプリケーション 通信接続タイプ VZ20X の機能 

電源供給元 

電源端子 
USB(PC 側

Type-C) 

USB(PC 側 Type-C 以外) 

USB Type-C 

検出”有効” 

USB Type-C 

検出”無効” 

GA10、Modbus 機器

(PC/PLC など) 
Ethernet 通信 測定＋データ収集 ○ ○ × ○ 

VZ コンフィギュ

レータ 

Ethernet 通信 

パラメータ設定 ○ ○ × ○ 

モニタリング ○ ○ × ○ 

自己診断 ○ ○ × ○ 

入力調整 ○ ○ × ○ 

ファームウェアアップ

デート 
○ ○ × ○ 

パラメータ初期化 ○ ○ × ○ 

USB 通信 

パラメータ設定 ○ ○ ○ ○ 

モニタリング ○ ○ × ○ 

自己診断 ○ ○ ○ ○ 

入力調整 ○ ○ × ○ 

ファームウェアアップ

デート 
○ ○ × ○ 

パラメータ初期化 ○ ○ ○ ○ 

 

■ 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。 

 

・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 

 

・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。 
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