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はじめに
このたびは、FX1000 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書は、FX1000 のご使用上の注意事項と、設置および配線方法について簡単に説
明しています。ご使用前にマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いくださ
い。製品の仕様については一般仕様書を参照ください。

■ 紙マニュアル
マニュアル名 マニュアル No.*

FX1000 ご使用上の注意事項 / 設置・配線ガイド
FXA120 DAQSTANDARD のインストール
FX1000 モード遷移図、設定モード / 基本設定モードマップ（本書です）

IM 04L21B01-03JA

■ 電子マニュアル
次のサイトからダウンロードできます。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。

http://www.yokogawa.co.jp/ns/fx1000/im/

マニュアル名 マニュアル No.*

FX1000 ユーザーズマニュアル IM 04L21B01-01JA
FX1000 ファーストステップガイド IM 04L21B01-02JA
FX1000 ご使用上の注意事項 / 設置・配線ガイド
FXA120 DAQSTANDARD のインストール
FX1000 モード遷移図、設定モード / 基本設定モードマップ

IM 04L21B01-03JA

FX1000 通信インタフェース (/C2、/C3、/C7) ユーザーズマニュアル IM 04L21B01-17JA

FXA120 DAQSTANDARD for FX1000 ビューア 
ユーザーズマニュアル

IM 04L21B01-63JA

FXA120 DAQSTANDARD for FX1000 ハードウエア設定ユーザーズマニュアル IM 04L21B01-64JA

FX1000 ご使用上の注意事項 IM 04L21B01-91JA

■ 一般仕様書（GS）
一般仕様書名 一般仕様書 No.*

ペーパレスレコーダ　FX1000 GS 04L21B01-01JA

* マニュアル No. および一般仕様書 No. の最後部の 2 文字は、記述言語を表して
います。

■ オープンソスソフトウェアの使用について
MD5
以下の製品は、MD5 のソースコードを使用しています。MD5 のライセンスにしたがい、コピー
ライト・配布条件およびライセンスを原文（英文）にて記載します。

FX1002、FX1004、FX1006、FX1008、FX1010、FX1012

・RSA Data Security’s MD5 License
RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data 
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this 
software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified 
as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material 
mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this 
software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without 
express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

■ 認定代理人 / 輸入業者
横 河 ヨ ー ロ ッ パ（Yokogawa Europe B.V. Euroweg 2 , 3825 HD Amersfoort, The 
Netherlands）は、欧州経済領域における本製品の認定代理人であり、欧州連合及び
欧州経済領域への本製品の輸入業者です。

■ UKCA 市場への輸入業者
Yokogawa United Kingdom Limited（Stuart Road Manor Park
Runcorn, WA7 1TR, United Kingdom）は、本製品の UK 市場への輸入業者です。

■ 形名と仕様コード
FX 本 体 の 上 面 に 銘 板 が あ り ま す。 銘 板 に 記 載 さ れ て い る MODEL( 形 名 ) と
SUFFIX( 仕様コード ) で、ご注文どおりの品であることを確認してください。

主銘板 

形　名 基本仕様 
コード

付加仕様
コード

記　事

FX1002 2ch、最短測定周期：125ms

FX1004 4ch、最短測定周期：125ms

FX1006 6ch、最短測定周期：1s

FX1008 8ch、最短測定周期：1s

FX1010 10ch、最短測定周期：1s

FX1012 12ch、最短測定周期：1s

外部メディア

スロット

-0 CF カードスロット /SD カードスロットなし、メ

ディア付属せず ( 注 )

-4 CF カードスロット付き、メディア付属

-7 SD カードスロット付き、メディア付属

表示言語 -1 日本語、DST( 夏 / 冬時間 )

チャネル間耐圧 -H 1000 VAC(50/60 Hz)、1 min

-L 400 VAC(50/60 Hz)、1 min

付加仕様 /A1 アラーム出力リレー 2 点 (C 接点 )*1*10

/A2 アラーム出力リレー 4 点 (C 接点 )*1

/A3 アラーム出力リレー 6 点 (C 接点 )*1*3

/A4A アラーム出力リレー 12 点 (A 接点 )*1*3

/C2 RS-232 通信インタフェース *2

/C3 RS-422A/485 通信インタフェース *2

/C7 Ethernet 通信インタフェース

/F1 FAIL/ 状態出力リレー *3

/M1 演算機能 ( レポート機能を含む )

/N2 3 線式絶縁 RTD*4

/N3F 拡張入力 (Pt1000 含まず )

/P1 DC/AC24V 電源駆動

/R1 リモート制御 8 点 *5

/TPS2 24VDC 伝送器電源出力 (2 ループ )*6*10

/TPS4 24VDC 伝送器電源出力 (4 ループ )*7

/USB1 USB インタフェース (1 ポート )

/PM1 パルス入力3点、リモート制御5点(演算機能を含む)*8

/CC1 入力値補正機能

/LG1 Log スケール

/PWR1 電力モニタ (1A 入力、演算機能を含む )*9*10

/PWR5 電力モニタ (5A 入力、演算機能を含む )*10*11

注：内部メモリに保存されているデータを外部へ取り出すには、通信付加仕様 (/C2、/C3 ま

たは /C7)、または USB 付加仕様 (/USB1) が必要です。

*1 /A1、/A2、/A3、/A4A はどの組み合わせも同時に選択不可

*2 /C2、/C3 は同時に選択不可

*3 /A3 または /A4A と、/F1 は同時に選択不可

*4 FX1002、FX1004 は /N2 選択不可

*5 /R1 を選択した場合、/A4A、/TPS2、/TPS4、/PM1、/PWR1、/PWR5 は選択不可

*6 /TPS2 を選択した場合、/TPS4、/A2、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1 は選択不可

*7 /TPS4 を選択した合、/TPS2、/A1、/A2、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1 は選択不可

*8 /PM1 を選択した場合、/A4A、/M1、/R1、/TPS2、/TPS4、/PWR1、/PWR5 は選択不可

*9 /PWR1 を選択した場合、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1、/M1、/PWR5 は選択不可

*10 /TPS2、/PWR1、/A1 は 3 つ同時に選択不可。/TPS2、/PWR5、/A1 も 3 つ同時に選択不可

*11 /PWR5 を選択した場合、/A3、/A4A、/F1、/R1、/PM1、/M1、/PWR1 は選択不可

付属品
次の付属品が添付されています。品不足や損傷のないことを確認してください。

1 2 4 53

番号 品名 部品番号・形名 数量 備考
1 取付金具 B8730BU 2  パネル取り付け用
2 防塵防滴用ゴムパッキン － 1 単体取り付け時、防塵防滴

性能が必要な場合に使用
3 FX1000 ご使用上の注意事項 / 設

置・配線ガイド
FXA120 DAQSTANDARD のイン
ストール
FX1000 モード遷移図、設定モー
ド / 基本設定モードマップ

IM 04L21B01-03JA 1 A3 サイズ

4 CF カード *1 772093 1 512M バイト
5 SD カード *2 773001 1 1G バイト

*1 CF カードスロットが付いている ( 外部メモリの基本仕様コード「-4」) 場合のみ。CF カー

ドの容量は、変更となる場合があります。

*2 SD カードスロットが付いている ( 外部メモリの基本仕様コード「-7」) 場合のみ。SD カー

ドの容量は、変更となる場合があります。

*3 アクセサリ（別売）については、IM 04L21B01-02JA をご覧ください。

■ ソフトウェア（FXA120 DAQSTANDARD for FX1000）、ラベル
次のサイトからダウンロードしてご使用ください。

http://www.yokogawa.co.jp/ns/fx1000/soft/

項目 説明
ソフトウェア FXA120 DAQSTANDARD for FX1000

ビューアとハードウェア設定の 2 つのソフトウェアで構成され
ています。

ラベル FX1000 の操作部カバーに取り付けるラベルです。ラベルのデー
タ（Excel ファイル）をダウンロードできます。印刷してご利用
ください。
ラベルのサイズ： 縦 19 ± 0.3mm、横 90 ± 0.3mm
ファイル名： IM04L21B01-81Z1.xls

1.	 本機器を安全にご使用いただくために
■ シンボルマーク
本機器および本書には、安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。

警告
取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があると
きに、その危険を避けるための注意事項が記載されています。

注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみ
が発生する危険があるときに、その危険を避けるための注意事項が記載
されています。

保護接地端子 交流 直流

Note
本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

■ 規格
・ 本機器は IEC 規格安全階級 I（保護接地端子付き )、過電圧カテゴリ II または I、汚

染度 2、および測定カテゴリ II(CAT II) の製品です。
・ 本機器は、EN 61326-1（EMC 規格）クラス A（商工業地域使用）の製品です。イ

ミュニティ試験環境における影響度（判定 A 条件）は、± 15% of range または±
10mV 以内です。

・ 本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたってはここに
記載されている安全のための注意事項を必ずお守りください。このマニュアルに
記載されていない方法で使用すると、本機器によって提供されている保護が損な
われることがあります。なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害に
ついては、当社は責任と保証を負いかねます。

・ 本機器は、屋内専用の機器です。
・ 対応規格

CSA： CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/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*3

UL： UL 61010-1、UL 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*3

CE、UKCA：
EMC 指令： 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

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*3

 欧州 RoHS 指令 EN IEC 63000 適合
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：標準電源（100-240 VAC）に適用、I ：/P1 オプション（24 VDC/AC）に適用
*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 測定カテゴリ II：低電圧施設に接続された回路を計測するもので配電盤などの固定設備から

給電される電気機器に適用

■ 取扱説明書に対する注意
・ 取扱説明書は、最終ユーザーまでお届けいただきますようお願いいたします。また、

取扱説明書は大切に保管していただきますようお願いいたします。
・ 本製品の操作は、取扱説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・ 取扱説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定

目的に適合することを保証するものではありません。
・ 取扱説明書は本製品の一部です。この取扱説明書は、いつでも参照できるように

安全な場所に保管してください。

■ 本体の取り扱い上の注意
本製品は、多くのプラスチック部品を使用しています。
清掃するときは、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
清掃にベンジンやシンナーなどの有機溶剤や洗剤を使用しないでください。変色や
変形、破損の原因になります。

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意
・ 当該製品および当該製品を組み込むシステムの保護・安全のため、当該製品を取

り扱う際は、本書の安全に関する指示事項その他の注意事項に従ってください。
なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合には、当該製品の保護機能が
損なわれるなど、その機能が十分に発揮されない場合があり、この場合、当社は
一切、製品の品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。

・ 当該製品および当該製品で制御するシステムでの落雷防止装置や機器などの、当
該製品や制御システムに対する保護・安全回路の設置、または当該製品や制御シ
ステムを使用するプロセス、ラインのフールプルーフ設計やフェールセーフ設計
その他の保護・安全回路の設計および設置の場合は、お客様の判断で、適切に実
施され、また当該製品以外の機器で実現するなど別途検討いただき、また用意す
るようお願いいたします。

・ 当該製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
・ 当該製品は原子力および放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、舶用機器、航空

施設、医療機器などの人身に直接かかわるような状況下で使用されることを目的
として設計、製造されたものではありません。人身に直接かかわる安全性を要求
されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、当該製品以外の機器・
装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。

・ 当該製品を改造することは固くお断りいたします。

警告
● 電源
 機器の電源電圧が供給電源の電圧に合っているか必ず確認したうえ

で、本機器の電源を入れてください。
● 保護接地
 感電防止のため、本機器の電源を入れる前には、必ず保護接地を行っ

てください。
● 保護接地の必要性
 本機器の内部または外部の保護接地線を切断したり、保護接地端子の

結線を外したりしないでください。いずれの場合も本機器の保護動作
が無効になり、危険な状態になります。

● 保護機能の欠陥
 保護接地などの保護機能に欠陥があると思われるときは、本機器を動

作させないでください。また本機器を動作させる前には、保護機能に
欠陥がないか確認するようにしてください。

● ガス中での使用
 可燃性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では、本機器を動作させない

でください。そのような環境下で本機器を使用することは大変危険です。
 腐食性ガス (H2S、SOx 等 ) 濃度の高い環境での長時間の使用は故障

の原因になります。
● ケースの取り外し
 当社のサービスマン以外はケースを外さないでください。本機器内に

は高電圧の箇所があり、危険です。
● 外部接続
 保護接地を確実に行ってから、測定対象や外部制御回路への接続を

行ってください。
● 保護構造の損傷
 本書に記載のない操作を行うと、本機器の保護構造が損なわれること

があります。

注意

本機器はクラス A の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずる
ことがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要です。

■ 本製品の免責
・ 当社は、別途保証条項に定める場合を除き、当該製品に関していかなる保証も行いません。
・ 当該製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社

の予測できない当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およ
びいかなる間接的損害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

2.	 設置
■ 設置場所
屋内の次のような場所に設置してください。

・ 計装パネル
 本機器は、計装パネルに設置されるように設計されています。

・ 風通しの良い場所
 本機器内部の温度上昇を防ぐため、風通しの良い場所に設置してください。複数

配置する場合のパネルカット寸法は、後述の「■ 外形寸法 / パネルカット寸法」
をご覧ください。他の機器を隣接する場合もこのパネルカット寸法に準じて、機
器間の隙間は十分取ってください。

・ 機械的振動の少ない場所
 機械的振動の少ない場所を選んで設置してください。機械的振動の多い場所に本

機器を設置すると、振動が機構部に悪い影響を与えるばかりでなく、正常な記録
ができない場合があります。
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・ 水平な場所
 本機器を設置する際、左右いずれにも傾かず、水平になるようにしてください ( た

だし、後方 0 〜 30 度までの傾斜角での取り付けは可能です )。
・ 周囲温度が 0 〜 50℃の場所
・ 周囲湿度が 20 〜 80%RH（ただし、40℃以上は 40℃ 80%RH の水分量以下）の場所、

結露のない状態で使用してください。
・ 使用高度 2000 m 以下

Note
温度、湿度の低い場所から高い場所に移動したり、急激な温度変化があると、結露
することがあります。また、熱電対入力のときは、測定誤差を生じます。このよう
なときは、周囲の環境に 1 時間以上慣らしてから使用してください。

次のような場所には設置しないでください。
・ 屋外
・ 直射日光の当たる場所や熱器具の近く
 なるべく温度変化が少なく、常温 (23℃ ) に近い場所を選んで設置してください。

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置くと、内器に悪い影響を与えます。
・ 油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどの多い場所
 油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどは、本機器に悪い影響を与えます。

これらが多い場所に、本機器を設置することは避けてください。
・ 電磁界発生源の近く
 磁気を発生する器具や磁石を本機器に近づけることは避けてください。本機器を強い

電磁界発生源の近くで使用すると、電磁界が測定誤差の原因になる場合があります。
・ 画面の見にくい場所
 本機器は、表示部に LCD を使用しているため、極端に斜めから見ると表示が見に

くくなります。なるべく表示部を正面から見られる所に設置してください。

■ 本体の設置
パネルは 2mm 以上 26mm 以下の鋼板をご使用ください。
1. パネル前面から本機器を挿入します。
2. パネルに、付属の取付金具を用いて次の図のように取り付けます。

・ ケースの上下か左右どちらかに取付金具 2 つを使います ( ケースの取付金具用穴
をふさいでいるシールをはがしてから行ってください )。

・ パネル取付金具用ネジの適正締め付けトルクは 0.4 〜 0.5N･m です。
下記の手順に従って取り付けてください。

・ 最初に 2 つの取付金具を取り付けて取付ねじを仮締めします。
・ 次に適正トルクで取付ねじを締め付けて本体を固定します。このとき、本体がパ

ネルにほぼ直角になった状態からは、取付金具を本体ケースに密着させて取付ね
じを締め付けてください。

注意

● 適正締め付けトルク以上で締め付けると、ケースの変形、ブラケット
の破損を生じる恐れがあります。

● ケースの取付金具用穴から異物や工具を器内に入れないよう、ご注意
下さい。

パネル取り付け図
仮締め 固定

前面 

パネル

パネル 
取付金具取付金具

トルクドライバ
(プラスまたはマイナス)

取付ネジ

本体ケース

密着させる

(図は取付金具をケースの上下に使う場合を示しています。) 

取付ネジ

防塵防滴ゴムパッキン
（密着計装時除く）

A

Note
十分な防塵防滴性能を得るために、FX 本体はパネルカットの中央部に取り付けてく
ださい。

■ 外形寸法 / パネルカット寸法

単位 : ｍｍ
指示なき寸法公差は、±3%
(ただし、10mm未満は±0.3mm)とする。

防塵防滴用ゴムパッキンを付けない場合、下記の通りとなります。
*1：20.2、　*2：163.7、　*3：110.0

(金具をはめ込み後の寸法)

(金具をはめ込み後の寸法)
取付パネル厚さ

(*1) (*2)

(*3)

13
6.

5
12

.6
±0

.3

2～26

16
1.

7
14

4.
0

72
.0

72
.0

12
.6

69.5

74.5

161.7
22.2 161.7

108.0
144.0

取付金具

175最小

L+2
0

137+2
0

上下密着計装時(最大3台)

137

175最小

+2
0

L+2
0

左右密着計装時
137+2

0

137+2
0

単独取付時
L+2

0

2
3
4
5
6
7
8
9

10
n

282
426

(mm)

570
714
858

1434
1290
1146
1002

(144×n)-6

台数

外形寸法

パネルカット寸法

3.	 配線
■ 測定入力端子

警告
配線時は、感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを
確認してください。

注意

● 本機器に配線された入出力信号線に大きな引っぱり力が働くと、本機
器の端子や信号線を破損することがあります。本機器の端子に直接
引っぱり力がかからないようにすべての配線コードは設置パネルの
背面に固定してください。

● 火災防止のため、信号線には温度定格 70℃以上のものを使用してください。
● 各入力端子には、以下の値を超えた電圧を加えないでください。本機

器が損傷することがあります。
 ・ 最大入力電圧：± 60VDC
 ・ 最大コモンモード電圧：± 60VDC( 測定カテゴリ II 条件下にて )

配線時の注意
入力信号線を配線するときには、次のことにご注意ください。
ねじ端子の場合、絶縁スリーブ圧着端子 (3mm ねじ用 ) のご使用を推奨します。

測定回路にノイズを混入させないように配慮してください。
・ 測定回路は、電源供給線 ( 電源回路 ) や接地回路から離してください。
・ 測定対象はノイズ源でないことが望ましいのですが、やむをえない場合は測定対

象と測定回路を絶縁してください。また測定対象は接地してください。
・ 静電誘導によるノイズに対しては、シールド線が有効です。シールドは必要に応

じ本機器の接地端子に接続します ( 二点接地にならないようご注意ください )。
・ 電磁誘導によるノイズに対しては、測定回路配線を短い等間隔で撚りあわせて配

線すると比較的効果があります。
・ 保護接地端子は、必ず低い接地抵抗 (100 Ω以下 ) で接地してください。

端子に静電気が印加されないようにしてください。
・ 端子への配線時には、静電気が印加されないように除電してから作業してください。
・ 信号線に静電気や類似する高電圧で過渡的なノイズが印加された場合、故障する

可能性があります。

熱電対入力で本機器の基準接点補償を使用する場合、端子部の温度を安定させるよ
う配慮してください。

・ 端子カバーは必ず装着してください。
・ 放熱効果の大きい太い線は使用しないでください ( 断面積 0.5mm2 以下を推奨します )。
・ 外気温の変化が起きないようにしてください。特に近くにあるファンの ON/OFF

などは、大きな温度変化を生じます。

入力配線を他の機器と並列に接続すると互いに測定値に影響を与えることがありま
す。やむをえず並列接続するときは、

・ バーンアウト検知機能の設定は OFF にしてください。
・ それぞれの機器は同一点に接地してください。
・ 運転中に一方の機器の電源 ON/OFF は行わないでください。他方の機器に悪影響

を及ぼすことがあります。
・ 測温抵抗体は並列接続できません。

＋/A

/b

CH1

－/B

FX1002の
入力端子ブロック

FX1004の
入力端子ブロック

FX1006の
入力端子ブロック

FX1008の
入力端子ブロック

FX1010の
入力端子ブロック

FX1012の
入力端子ブロック

CH2

＋/A

/b

CH1

－/B

CH2CH3CH4

＋/A

/b

CH1

－/B

CH2CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8

CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8CH9CH10

CH3CH4CH5CH6

＋/A

/b

CH1

CH7

－/B

CH2

CH8CH9CH10CH11CH12

CH3CH4CH5CH6

シャント抵抗
例： 4～20mAの入力に対しては、シャント抵抗は250Ω±0.1％のものを使用してください。

1線当たりのリード線抵抗10Ω以下、3線とも抵抗値を等しくしてください。
測温抵抗体入力

直流電流入力

熱電対入力
補償導線を使用してください。

Note
測温抵抗体用入力端子の端子 A と端子 B は、チャネルごとに絶縁されていますが、
端子 b は内部で全チャネル短絡されています。ただし、付加仕様 /N2(3 線式絶縁
RTD) の場合は、端子 b もチャネルごとに絶縁されています。

■ 付加仕様端子

警告
● 感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認して

ください。
● 出力端子に、30VAC/60VDC 以上の電圧がかかるときは、すべての出

力端子に、緩んでも抜けない丸型の絶縁被覆付き圧着端子で信号線を
接続してください。また、30VAC/60VDC 以上の電圧がかかる信号線
は 2 重絶縁 ( 耐電圧性能 3000VAC 以上 ) 線、その他の信号線は基礎
絶縁 ( 耐電圧性能 1500VAC 以上 ) 線を使用してください。感電防止
のため、接続後、端子カバーを取り付け、端子に手で触れないように
してください。

注意

● アラーム /FAIL/ 状態出力端子への接続は以下の回路電圧でご使用く
ださい。

 ・ 接続先が主電源回路 ( 電源 1 次側 ) のとき：150V 以下
 ・ 接続先が主電源回路から派生した回路 ( 電源 2 次側 ) のとき：250V 以下
    ( 主電源回路は 300V 以下で絶縁トランスを使用してください。)
● 火災防止のため、信号線には温度定格 70℃以上のものを使用してく

ださい。
● 本機器に配線された入出力信号線に大きな引っぱり力が働くと、本

機器の端子や信号線を破損することがあります。本機器の端子に直接
引っぱり力がかからないようにすべての配線コードは設置パネルの
背面に固定してください。

● 伝送器電源出力端子をショートしたり、外部から電圧を加えたりしな
いでください。本機器を損傷する恐れがあります。

● 伝送器電源出力端子を使用する場合、最大出力電流 (25mADC) 以上
で使用しないでください。本機器を損傷する恐れがあります。

配線時の注意
付加仕様端子へ配線する際は、絶縁スリーブ圧着端子 (3mm ねじ用 ) のご使用を推
奨します。
下図は、付加仕様を単体で指定したときの端子位置です。付加仕様を組み合わせる
場合も、各付加仕様の端子位置は変わりません (/TPS2 と /A1 を組み合わせたときの
/A1 の端子位置は変更になります )。

NCCNO

/A1 /A2

01

NCCNO

02

NCCNO

アラームアラーム
01

NCCNONCCNO

0102

NCCNO

NCCNONCCNO

02

NCCNO

03

NCCNO

04

NCCNO

/A3 /A4A

01

NCCNO

NCCNONCCNO

02

0506

CNOCNOCNOCNOCNOCNO

CNOCNOCNOCNOCNOCNO

アラームアラーム

アラーム アラーム

アラーム

RS-422A/485

NCCNO

03

NCCNO

04 010203040506

070809101112

メモリエンドFAIL

/C3 /F1

FG SG SDB SDA RDB RDA

リモート リモートパルス入力

/PM1 /R1

L H L H L H 4 23 1 C5 8 7 6 4 23 1 C5

電圧入力電流入力電流入力

/PWR1、/PWR5 /TPS2と組み合わせたときの/A1

3S 1L 1S P1P2P33L

伝送器電源出力

/TPS2 /TPS4

＋ー ＋ー

伝送器電源出力

＋ー ＋ー＋ー ＋ー

・ アラーム出力端子 (/A1、/A2、/A3)、FAIL 出力端子 / メモリエンド出力端子 (/F1)

出力形態： リレー接点
接点定格： 250VAC(50/60Hz)/3A、 250VDC/0.1A(抵抗負荷)
耐電圧： 1600VAC(50/60Hz) 1分間(出力端子-アース間)

通常運転時 FAIL時 電源OFF時
NO C NC

通常運転時

NO C NC

状態発生時

NO C NC

NO C NC NO C NC NO C NC
電源OFF時

FAIL出力
(/F1)

FAIL出力
以外(/F1)

・ アラーム出力端子 (/A4A）

出力形態： リレー接点
接点定格： 250VAC(50/60Hz)/3A、 250VDC/0.1A(抵抗負荷)
耐電圧： 1600VAC(50/60Hz) 1分間(出力端子-アース間) 通常運転時 状態発生時

NO C
アラーム出力

NO C

・ リモート制御入力端子 (/R1)

C
1～8

・トランジスタ入力(オープンコレクタ)

内部回路・リレー接点入力(無電圧接点)

耐電圧：1000VDC 1分間(入力端子-アース間)

5V
接点閉：200Ω以下
接点開：100kΩ、以上

ON電圧：0.5V以下(30mADC)
OFF時漏れ電流：0.25mA以下

入力形式：
　フォトカプラアイソレーション
 コモン(C)共通
許容入力電圧：5VDC

・ パルス入力端子 (/PM1)

H
L

耐電圧：1000VDC 1分間(入力端子-アース間)

5V
内部回路

・トランジスタ入力(オープンコレクタ)

・リレー接点入力(無電圧接点)
接点閉：200Ω以下
接点開：100kΩ以上

ON電圧：0.5V以下(30mADC)
OFF時漏れ電流：0.25mA以下

入力形式：
　フォトカプラアイソレーション
 コモン(L)共通
許容入力電圧：30VDC

・ 24VDC 伝送器電源出力端子 (TPS2、TPS4)
 本機器と伝送器は、下記のように接続します。

伝送器

電流
本機器

伝送器電源
出力端子

入力端子

シャント抵抗：250オーム

＋

＋

－

－

Note
ノイズ低減のため、配線にはシールド線を
使用してください。
シールドは本機器の接地端子に接続してく
ださい。
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・ RS-232 コネクタへの接続 (/C2)
 D-sub 9 ピンです。

・ RS-422A/485 コネクタへの接続 (/C3)

FG (Frame Ground)  本機器本体のケース接地です。
SG (Signal Ground)  信号用接地です。
SDB (Send Data B)  送信データB(＋)です。
SDA (Send Data A)  送信データA(－)です。
RDB (Received Data B)  受信データB(＋)です。
RDA (Received Data A)  受信データA(－)です。

2線式

FG    SG   SDB  SDA RDB RDA

シールド電位

4線式

シールド

推奨むき線長さ：9mm、 推奨締め付けトルク：0.4-0.5N・m

FG    SG   SDB  SDA RDB RDA

使用ケーブル
 4線式ケーブルと2線式ケーブル(Modbusプロトコルのときだけ使用可)の2種類があります。
それぞれ以下の条件に合ったものを使用してください。
・ タイプ：  ツイストペアのシールドケーブル、 
   3対24AWG以上(4線式)、 2対24AWG以上(2線式)

・ 特性インピーダンス：  100Ω
・ キャパシタンス：  50pF/m
・ 総ケーブル長：  最大1.2km

・ USB ポートへの接続 (/USB1)
 USB ポート（前面パネル部）は、Rev1.1 準拠のポートです。

・ Ethernet ポートへの接続 (/C7)

注意

FCC 規格外のプラグを使ったイーサネットケーブルを接続しないでくだ
さい。故障の原因になります。

イーサネットポート
インジケータ

・ 電力測定端子への接続 (/PWR1、/PWR5)

注意

● VT と CT を使用しない場合、入力回路を接地しないでください。
● コンジット ( 配線用金属管 ) 経由で配線される場合、CT（変流器）は

パネル内に設置してください。
● 電圧入力と電流入力は、同一回路内で配線してください。

単相 2 線式

P1P21S1L

電源側
1 2

K

L
CT

負荷側

ヒューズ

k

l

VT

U

V

1L
1S

P1
P2

u

v

単相 3 線式 単相 3 線で配線する場合は、下図のとおりに配線してください。

P1P2P31S1L3S3L

u

u

v
v

電源側
1 N 2

K

L
CT

K

L
CT

負荷側

ヒューズ

VT

k

l k

l

1L
1S

2L
2S

P0
P2

P1U

U

V
V

三相 3 線式

P1P2P31S1L3S3L

電源側
1 2 3

K

L
CT

K

L
CT

負荷側

ヒューズ

VT

R
(A)

S
(B)

T
(C)

k

l k

l

1L
1S

3L
3S

P1

P3
P2

U

U

V
V

u

u

v
v

■ 電源端子
 電源を配線するときには、次の警告をお守りください。これらを守らないと、感

電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

警告

● 感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認して
ください。

● 火 災 防 止 の た め、 電 線 は、600V ビ ニ ル 絶 縁 電 線 (AWG20 〜 16、
JISC3307) と同等以上の性能の電線またはケーブルをご使用ください。

● 電源投入前に保護接地端子は、接地抵抗 100 Ω以下で必ず接地して
ください。

● 電源配線および保護接地配線には、絶縁スリーブ圧着端子 (4mm ね
じ用 ) を使用してください。

● 感電防止のため、電源配線のカバー ( 透明 ) は必ず閉めてください。
● 安全のため、電源ラインには本機器近傍の簡単に操作できる場所に本

機器を主電源から切り離すためのスイッチ ( 両切りタイプ ) を設けて
ください。またスイッチには本機器の電源切断装置としての表示と
ON/OFF の表示を付けてください。

 スイッチ仕様　定常電流定格：1A 以上 (/P1 以外 )、3A 以上 (/P1)
  　　　突入電流定格：60A 以上 (/P1 以外 )、70A 以上 (/P1)
    IEC60947-1、3 適合品
● 電源ラインには、2A 以上 15A までのヒューズを接続してください。
● 接地ラインには、スイッチおよびヒューズは入れないでください。

電源コード

/P1以外

/P1

端子の配置

保護接地コード

下記の、本機器の電源条件を満たす電源をご使用ください。
項目 条件 (/P1 以外の場合 ) 条件 (/P1 の場合 )

定格電源電圧 100 〜 240VAC 24VDC/AC
使用電源電圧範囲 90 〜 264VAC 21.6V 〜 26.4V DC/AC
定格電源周波数 50/60Hz 50/60Hz(AC の場合 )
電源周波数許容範囲 50/60Hz ± 2% 50/60Hz ± 2%(AC の場合 )
最大消費電力 35VA (100V)、45VA (240V) 18VA(DC の場合 )、30VA(AC の場合 )

Note
本機器で 132 〜 180VAC の電源電圧を使用した場合、測定確度が影響を受ける場合
がありますので、この電圧でのご使用は避けてください。

User’s
Manual
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4.	 環境保護
■ 製品の汚染防止管理について
 中華人民共和国での電子情報製品の汚染防止管理に基づき、製品について説明し

ています。
・ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称

有毒有害物质或元素

铅

Pb

汞

Hg

镉

Cd

六价铬

(Cr6+)

多溴联苯

PBB

多溴二苯醚

PBDE

LCD 显示器 × × × ○ ○ ○
印刷电路板配件 × × × ○ ○ ○
内部接线的材料 × × × ○ ○ ○
箱体和

底座

塑料 × × × ○ ○ ○
金属 × × × ○ ○ ○

电源 × × × ○ ○ ○
操作键 × × × ○ ○ ○
附件 /

选配件

端子用螺钉 × × × ○ ○ ○
安装支架 × × × ○ ○ ○
CF 卡 × × × ○ ○ ○
SD 卡 × × × ○ ○ ○
分流电阻 × × × ○ ○ ○

○：表示该部件的所有均质材料中的有毒有害物质或元素的含量均低于 GB/T 26752 标准所规定的

限量要求。

×：表示该部件中至少有一种均质材料中的有毒有害物质或元素的含量超过 GB/T 26752 标准所规

定的限量要求。

本产品的部分部件包含 RoHS 指令中的限用物质，但是其使用方法不受该指令限制。

この製品の一部には RoHS 指令の規制物質が含まれていますが、その使用方法は指令の適用除外
となっています。

・环保使用期限

该标志为环境保护使用期限，根据 SJ/T11364，适用于在中国 (台湾、

香港、澳门除外 )销售的电子电气产品。

只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年

限内，则不会因产品中有害物质泄漏或突发变异，而造成对环境的污

染或对人体及财产产生恶劣影响

  注）该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保证期。零件更换的推荐周期，请参

照使用说明书

なお、交換部品の推奨交換周期は、取扱説明書を参照ください。

■ 本製品の廃棄方法について
 廃電気電子機器指令および規則に基づき、本製品の廃棄方法について説明して

います。EU WEEE 指令は EEA で、UK WEEE 規則は UK で有効です。
・ マーキング
 この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。ラベルは、この電気電子製

品を各国の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。
 EEA または UK 内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河オフィスまでご連絡く

ださい。

■ 本製品の電池廃棄方法について
 下記記載内容は EU 電池指令 / 規則と UK 電池規則に関するもので、EU 電池指令 /

規則は EEA で、UK 電池規則は UK で有効です。
 本製品には電池が使用されています。本製品に組み込まれている電池はお客様で

取り外すことができないため、製品本体とともに処分して下さい。EEA または UK
内で製品を廃棄する場合は EEA または UK にあるお近くの横河オフィスまでご連
絡下さい。家庭廃棄物では処分しないで下さい。

 電池の種別：リチウム電池

 注 ) 上記シンボルマークは、EU 電池指令 / 規則と UK 電池規則に規定されている通り分別収集

が義務付けられていることを意味しています。

FXA120 DAQSTANDARD のインストール
DAQSTANDARD のインストールにはライセンス番号（117-00000-5819）が必要です。
1. PC の電源を入れ、Windows を起動します。「Administrator」権限で Windows

にログインしてください。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。
3. 解凍したフォルダの中の Install.exe をダブルクリックします。
4. 画面に表示される指示に従ってインストールを進めてください。

下表の言語のソフトウェアと取扱説明書がインストールされます。
インストール時に 

選択した言語
ビューア ハードウエア設定

ソフトウエア 取扱説明書 ソフトウエア 取扱説明書
英語 英語 英語 英語 英語
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
中国語 中国語 中国語 中国語 中国語
ドイツ語 ドイツ語 英語 ドイツ語 英語
フランス語 フランス語 英語 フランス語 英語
イタリア語 イタリア語 英語 イタリア語 英語
スペイン語 スペイン語 英語 スペイン語 英語
ポルトガル語 ポルトガル語 英語 ポルトガル語 英語
ロシア語 ロシア語 英語 ロシア語 英語
韓国語 韓国語 英語 韓国語 英語

Note
・  ソフトウェアをインストールする前に、PC のウィルスチェックをおこない、ウィル

スに感染していないことをご確認ください。
・ インストールする前に、他のソフトウエアを終了してください。
・ 再インストールする場合は、本ソフトウエアをアンインストールしてから再イン

ストールしてください。

DAQSTANDARD のユーザーズマニュアルは、DAQSTANDARD と共にインストール
されます。メニューバーの [ ヘルプ ]>[ 取扱説明書 ]、または、[ スタート ] メニュー
>[ すべてのプログラム ]>[DAQSTANDARD] から参照できます。Adobe Reader 7.0 
以上でご覧いただけます。

動作環境
OS Windows 7 Home Premium、SP1（32 ビット版、64 ビット版）

Professional、SP1（32 ビット版、64 ビット版）

Windows 8.1 （32ビット版、64ビット版）（デスクトップモードに対応）

Pro（32 ビット版、64 ビット版）（デスクトップモードに対応）

Windows 10 Home（32 ビット版、64 ビット版）

Pro（32 ビット版、64 ビット版）

CPU と主記憶容量 Pentium 4　3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以
上のメモリ。

ハードディスク 空き容量が 100MB 以上（収集するデータ量により、これ以上必要な場
合があります。）

マウス OS に対応したマウス。

キーボード OS に対応したキーボード。

ディスプレイ OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024 ｘ 768 ドット以上、
65,536 色（16bit、High Color）以上のディスプレイ。

通信ポート RS-232 で通信を行う場合は、Windows がサポートする COM ポート
（COM1、COM2、COM3、COM4）を使用してください。

RS-422/RS-485 で通信を行う場合は、RS-232 ポートにコンバータを接続
してください。
イーサネット（Ethernet）で通信を行う場合は、Windows がサポートす
る Ethernet カードが必要です。また、TCP/IP プロトコルがインストール
されていることが必要です。

プリンタ 使用する Windows システムで使用可能なプリンタ。使用する Windows
システムに対応するプリンタドライバが必要です。

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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横河電機株式会社　本社
                      〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
関西支社 06-6341-1395
 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー21階）
中部支店 052-684-2004
 〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-5-19
中国支店 082-568-7411
 〒732-0043 広島市東区東山町4-1
九州支店 092-272-1731
 〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21（大博通りビジネスセンター7階）

www.yokogawa.co.jp/
All Rights Reserved, Copyright © 2011 Yokogawa Electric Corporation

オープンソースソフトウエアの使用について

Heimdal
DAQSTANDARD は、Heimdal のソースコードを使用しています。Heimdal のライセ
ンスにしたがい、コピーライト・配布条件およびライセンスを原文（英文）にて記
載します。

Copyright (c) 2006 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden).All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS “AS 
IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

User’s
Manual
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FX1000
モード遷移図
設定モード /基本設定モードマップ

電源ON

基本設定モード

MENUキー
またはESCキー

DISP/ENTER
キー

DISP/ENTER
キー

ESCキー

設定モードオペレーションモード

MENUキー

MENUキー
または

ESCキー

モード遷移図

運転画面 設定メニュー画面

設定画面

基本設定
メニュー画面

設定画面

FUNCキー3秒押し

[終了]メニュー ＞ DISP/ENTERキー
または

ESCキー＞DISP/ENTERキー

日付/時刻

設定メニュー

時刻設定

DST(夏時間)

測定チャネル レンジ　アラーム

タグ　メモリ　ディレイ

演算チャネル 演算式　アラーム

移動平均

表示色

ゾーン　スケール

バーグラフ

部分圧縮拡大

アラームマーク

グリーンバンド

入力値補正

演算定数

タグ　メモリ　ディレイ

TLOG　長時間移動平均

表示色

ゾーン　スケール

バーグラフ

部分圧縮拡大

アラームマーク

グリーンバンド

STARTキー動作

タイマ　イベントアクション タイマ

マッチタイムタイマ

イベントアクション

データ保存設定 ヘッダ　ファイル名

保存先ディレクトリ

電力

メニューカスタマイズ

イベントデータ

バッチテキスト

グループ　トリップライン

メッセージ

画面設定 トレンド／セーブ周期

トレンド

バーグラフ

LCD

モニタ

ファンクションメニュー

運転画面メニュー

表示データロード

イベントデータロード

設定ロード

設定セーブ

ファイル一覧/削除

フォーマット

ファイル操作

（設定モード）

（設定モード）

FX には 3 つのモードがあります。
モードの種類 内容

オペレーションモード 測定を行うためのモードです。
設定モード 入力レンジや測定方法などを設定するモードです。一部の項目

を除き、メモリサンプル中に設定内容を変更できます。
基本設定モード 測定周期、測定データ保存方式など、基本的な項目を設定する

モードです。メモリサンプル中には、このモードに切り換える
ことはできません。

一般環境設定

環境設定

表示　メッセージ

入力　アラーム

セキュリティ　メディア保存

バッチ

通信 サービスポート

POP3詳細

FTPサーバ詳細

演算

レポート

LOG入力

終了

レポート 基本設定

レポートチャネル設定

通信(イーサネット) IPアドレス

ホスト情報

Modbusマスタ

通信(シリアル) 基本設定

DNS設定

キープアライブ　タイムアウト

サーバ設定

Modbus接続制限

サーバ機能

送信アドレス

POP3設定

アラーム設定

定刻設定

システム設定

レポート設定

Eメール

基本設定

送信コマンド

基本設定

接続先サーバ

送信コマンド

FTP接続先

FTP転送ファイル

Modbusクライアント

SNTPクライアント

FTPクライアント

Webページ

時刻設定

機器情報出力

電力

終了

アラーム設定

設定メニュー

基本設定

内部スイッチ　リレー

ヒステリシス

キーロック キー　外部記憶メディア

ファンクション動作

ユーザ登録 基本設定

キー　外部記憶メディア

システム管理者

ファンクション動作

一般ユーザ

ユーザ制限

測定周期　メモリ

バーンアウト　RJC

送信設定

設定ロード

ファイル/初期化

初期化

メディア取出し

終了

CF/SD

USB

（基本設定モード）

（基本設定モード）

（基本設定モード）

商標
● 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。
● Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 )

の登録商標または商標です。
● 本書に記載している製品名および会社名は、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。
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