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はじめに
このたびは，μ R10000/ μ R20000 記録計をお買い上げいただきましてありがとうございま
す。このマニュアルは、記録計での SDメモリカード ( 付加仕様、/EM1) の使い方について
説明したものです。ユーザーズマニュアル (IM04P01B01-01、IM04P02B01-01) とあわせて
ご使用ください。
本書では主にμ R10000 の表示を使用して説明しています。

ご注意
● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのこ

とがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

QR コード
YOKOGAWA 製品は、機器保全・機器管理業務にお役立ていただくために、製品に QR コー
ドを順次添付して出荷します。
QR コードによって、購入製品の機器仕様の確認や、取扱説明書の参照が可能です。
詳細については次の URL をご参照ください。
https://www.yokogawa.co.jp/qr-code

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

商標
● 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
● 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。
● 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。
● SD ロゴは、SD アソシエーションの登録商標です。
● 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。

オープンソースソフトウェアの使用について
● 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。

履歴
2015 年 3 月 初版発行
2017 年 7 月 2 版
2020 年 2 月 3 版
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SD メモリカードの取り扱い上のご注意
・ SD メモリカードは精密製品ですので、取り扱いには十分注意してください。
・ SD メモリカードに記録されたデータについては、故障や損害の内容、および原因にかか

わらず、当社では補償できません。必ずバックアップをお取りください。
・ 静電気が発生するところ、帯電したものがあるところ、電気的ノイズが発生するところ

で SD メモリカードを保存、または使用しないでください。感電、故障の恐れがあります。
・ SD メモリカードを分解、改造しないでください。故障の恐れがあります。
・ SD メモリカードに衝撃、曲げ、捻りを与えないでください。故障の原因になります。
・ データの書き込み中、または読み出し中に電源を切ったり、振動や衝撃を与えたり、引

き抜いたりしないでください。データが破壊または消失する恐れがあります。
・ SD メモリカードは、当社の製品以外のものを使用しないでください。動作を保証できま

せん。
・ SD メモリカードを機器に取り付ける場合は、機器に合わせて表、裏を確認したのち、しっ

かり装着してください。正しく装着されていないと認識されません。
・ 濡れた手で SD メモリカードに触れないでください。感電、故障の原因になります。
・ SD メモリカードにほこりやゴミが付着した状態で使用しないでください。感電、故障の

原因になります。
・ SD メモリカードはフォーマット済みです。
 SD メモリカードは、SD アソシエーション（https://www.sdcard.org/home/）により定

められた SD 規格に沿ったフォーマットを行う必要があります。SD メモリカードをフォー
マットする場合は、本製品のフォーマット機能によりフォーマットを行ってください。
パーソナルコンピュータ上でフォーマットする場合は、上記 SD アソシエーションで配
布されている SD メモリカードフォーマッタを使用して、フォーマットを行ってください。

・ 本製品で使用できるカードは、SD/SDHC カードです （容量 32GB まで）。

SD メモリカードの仕様
電気仕様 動作電圧：2.7V ～ 3.6V（メモリ動作）
動作温度 / 湿度範囲 –25 ～ 85℃ /20 ～ 85%RH（結露なきこと）
保管温度 / 湿度範囲 –40 ～ 85℃ /5 ～ 85%RH（結露なきこと）

     

24±0.1 単位：mm

WP
書き込み可能

書き込み不可能SD

32
±
0.
1
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このマニュアルで対応している本体バージョン
このマニュアルは記録計のバージョン「1.5x」に対応しています。

このマニュアルで使用している記号
単位

K 「1024」の意味です。使用例：768K バイト ( ファイル容量 )
k 「1000」の意味です。

注記
記録計で使用しているシンボルマークで、人体および記録計に危険
があることを示すとともに、 その内容についてユーザーズマニュア
ルを参照する必要があることを示します。ユーザーズマニュアルで
は、その参照ページに目印として、「 警告」「注意」の用語といっしょ
に使用しています。

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、それを避けるための注意事項が
記載されています。

Note 記録計を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

操作説明ページで使用しているシンボル
太字 操作キーまたは画面に表示される文字列を表します。

使用例：レンジ、タンイ

操　作 数字で示す順序で各操作をしてください。ここでは、初めて操作を
することを前提に、手順を説明しています。操作内容によっては、
すべての操作を必要としない場合があります。
解説では操作に関する限定事項などを説明しています。

解　説
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SD メモリカードを利用してデータを保存／再生する

測定データの保存と再生
本記録計では、測定データを SD メモリカードに保存できます。記録紙詰まりなどで記録紙
に記録できなかった場合、SD メモリカードに保存されているデータにより測定データを再
生できます。

記録計 SDメモリカード PC

記録紙に測定
データを再生

プリンタで測定
データを再生

データ保存

ユニバーサルビューア

プリンタ

SD メモリカードへの測定データ保存
記録のスタート／ストップと連動して SD メモリカードへのデータ保存をスタート／ストッ
プしたり、必要なときだけキー操作でデータ保存をスタート／ストップしたりすることが
できます。

SD メモリカードの測定データを再生
打点モデルの場合、SD メモリカードの測定データを記録紙に再生することができます。測
定に使用した記録計か、その記録計と同じ機種で同等以上の機能を持つ記録計（10 ページの

「データを再生できる記録計」を参照）で再生できます。
SD メモリカードを記録計にセットし、再生するデータ範囲を指定して再生をスタートしま
す。再生している間は記録計は測定しません。
また、下記のペンモデルの場合と同様に、SD メモリカードに保存した測定データを「ユニバー
サルビューア」で扱うこともできます。

ペンモデルの場合、当社のソフトウェア「ユニバーサルビューア」を使って SD メモリカー
ドに保存した測定データを、ディスプレイに表示して確認したり、プリンタで印刷したり
できます。
ユニバーサルビューアとその取扱説明書は、下記の URL から無償でダウンロードできます。
SMARTDAC+ スタンダード ユニバーサルビューア www.smartdacplus.com/software/ja/
SMARTDAC+ スタンダード ユニバーサルビューア
ユーザーズマニュアル （IM 04L61B01-01JA）

www.smartdacplus.com/manual/ja/

設定データのセーブとロード
記録計の設定データを SD メモリカードに保存（セーブ）できます。保存した設定データは
RXA10 設定ソフトウェアで編集することができます。また、SD メモリカード内の設定デー
タを記録計に読み込ん（ロード）で適用することができます。
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SD メモリカードをセットする、取り出す、フォーマット
する

SD メモリカードのセット
操　　作

1.  スロットに SD メモリカードを挿入します。

       

SDメモリカード
（導体が見える面が上）

スロット

スロットへ

SD メモリカードを使用できる状態になります。ステータス表示 * に SD メモリカードの状態が
表示されます。

*	 ステータス表示が画面に割り付けられているとき、 DISPキーを何回か押して表示を切り替
えることにより表示できます。

       

空き容量
50％以上

SDメモリカード未挿入のとき SDメモリカードを取り出す操作をしたとき
（安全に取り出せる状態）

空き容量
50％以下 使用できる状態空き容量

10％以下

説　　明
SD メモリカード
下記の仕様以外の SD メモリカードは使用できません。付属またはアクセサリの SD メモリ
カードの動作は確認済みです。
種類 SDHC SD
容量 32GB まで 2GB まで
フォーマット FAT32 FAT16

Note
PC上でフォーマットを行う場合はSD	Association（https://www.sdcard.org/）が提供するSDフォー
マッタ（SD	Formatter）を使用してください。（Microsoft	Windows 等の標準フォーマットは SD
メモリカードのフォーマット規格に準拠していません。）

前面の LED 表示
前面の LED は下記の通り点灯／点滅します。図は μR10000 記録計です。

記録計に電源を投入すると赤色に点灯します。
緑色に点灯：SDメモリカード未使用。
緑色で点滅：SDメモリカード使用中（データ保存、データ再生など）。
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SD メモリカードの取り出し
操　　作

以下の場合、この操作はエラーとなります。また、設定モード、基本設定モードのときは
操作できません。

・ SD メモリカードのデータを記録紙に再生中（打点モデル）
・ SD メモリカードに設定データをセーブ中
・ SD メモリカードの設定データをロード中

1.  FUNC キーを押します。

2.  キーを押して SD カードを表示し、 キーを押します。

       Ｆｕｎｃ：SDカード

3.  トリダシを表示した状態で キーを押します。

       ＳＤカード：トリダシ

SD メモリカードを安全に取り出せる状態になります。
約２秒間「シュウリョウ」メッセージを表示した後、測定画面に戻ります。

	 ステータス表示が画面に割り付けられているとき、ステータス表示で SDメモリカードの状態
を確認することができます。

4.  SD メモリカードを押し込んで放すとカードが出てきます。
ステータス表示が SD メモリカード未挿入の表示になります。

Note
SD メモリカードへのデータ保存中に「SDメモリカードの取り出し」操作を行うと、3分以内に
SDカードへのデータ書き込み予定がある場合はエラーとなります。しばらくしてから「SDメモ
リカードの取り出し」操作を行うか、テータの保存をストップしてから SDメモリカードの取り出
しを行ってください。また、SDメモリカードへのデータ保存中に「SDメモリカードの取り出し」
操作が成功した場合でも、3分以内に新しい SDメモリカードを本体に挿入してください。

SD メモリカードをセットする、取り出す、フォーマットする
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SD メモリカードのフォーマット
フォーマットすると SD メモリ カード内の全てのファイルが消去されますのでご注意くださ
い。

操　　作

1.  SD メモリカードをセットします。

2.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

3.  キーと キーを同時に 3 秒間押し、基本設定モードに入ります。

4.  キーまたは SHIFT ＋ キーでフォーマットを表示し、 キーを押します。

5.  ボリュームラベルを入力し、 キーを押します。
ボリュームラベルは 11 文字以下で入力してください。次の文字は使用できません。

「/」　「ﾟ」（温度単位）　「μ」　「2」（二乗）　「3」（三乗）　「Ω」　「*」およびカタカナ
操作の途中でESC/?キーを押すと、それまでの設定内容を無効にして上位のメニュー
に戻ります。

キー操作
・ キーで文字を入力する桁にカーソルを移動します。
・ CHARACTERキーで文字種を選択します。
・ キーで入力する文字を選択します。

6.  実行するときは キーでハイを選択し、 キーを押します。
フォーマットが完了すると、フォーマット完了の画面が表示されます。
フォーマットを実行しないときはESC/?キーを押します。キホンセッテイ：フォーマッ
トの画面に戻ります。

     

キホンセッテイ：フォーマット

ラベル：LABEL ボリュームラベルを入力します。

ハイを選択して　　を押すとフォーマット
を実行します。

ジッコウ：ハイ

SDメモリカードがフォーマットされました。
ESC/?

SDカード
フォーマットカンリョウ

フォーマット中・・・

説　　明
・ 付属の SD メモリカードはフォーマットされています。
・ SD メモリカードのパフォーマンスの低下を予防するため、定期的にフォーマットを行う

ことをお勧めします。

SD メモリカードをセットする、取り出す、フォーマットする
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SD メモリカードを使うための設定をする

測定データ保存スタート／ストップの方法
SD メモリカードへの測定データ保存を、記録スタート／ストップと連動させるかどうかを
設定します。

操　　作

1.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

2.  キーまたは SHIFT ＋ キーでソノタを表示し、 キーを押します。

3.  キーまたは SHIFT ＋ キーでデータ　セーブを表示し、 キーを押します。

4.  キーまたは SHIFT ＋ キーで SD メモリカードへのデータ保存スタートの方法
を設定し、 キーを押します。
下記の「説明」参照してください。

5.  キーまたは SHIFT ＋ キーで、SD メモリカードへのデータ保存ストップの方
法を設定し、 キーを押します。
下記の「説明」参照してください。

6.  設定完了の画面が表示されたら、
設定内容を修正するときは、 キーを押します。
この設定を終了するときは、ESC/? キーを押します。

7.  オペレーションモードに戻るときは MENUキーを 3 秒間押します。

     

セッテイ：ソノタ

カイシ：ＦＵＮＣメニュ

テイシ：ＦＵＮＣメニュ

データ＿セーブ
セッテイ　カンリョウ

データ保存スタートの条件を選択します。

データ保存ストップの条件を選択します。

設定内容が確定します。

ソノタ：データ＿セーブ

ESC/?

説　　明
データ保存スタート／ストップの方法
FUNC メニュ： FUNC キーによる操作で、SD メモリカードへのデータ保存をスタートまた

はストップします。
キロク： 記録紙への記録スタート／ストップと連動して、SD メモリカードへのデータ保

存をスタート／ストップします。この場合でも、FUNC キーによるデータ保存ス
タート／ストップは可能です。

バッチ（付加仕様、/BT1）：バッチスタート／ストップに連動して、SD メモリカードへのデー
タ保存をスタート／ストップします。データ保存スタートの条件をバッチにする
と、保存ストップの条件もバッチになります。データ保存スタートの条件をバッ
チ以外にすると、保存ストップの条件にバッチを選択できません。FUNC キーか
らの保存スタート／ストップはできません。
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測定データ再生時の設定パラメータ（打点モデル）
SD メモリカードに保存した測定データを記録紙に再生するときは、データ保存時の設定パ
ラメータを使用します。ただし、記録紙送り速度など一部のパラメータについては、デー
タ再生時に変更できるように設定できます。

操　　作

1.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

2.  キーまたは SHIFT ＋ キーでソノタを表示し、 キーを押します。

3.  キーまたは SHIFT ＋ キーでデータ　サイセイを表示し、 キーを押します。

4.  キーまたは SHIFT ＋ キーでデータ再生時に設定パラメータを変更できるよ
うにするかどうかを設定し、 キーを押します。
下記の「説明」参照してください。

5.  設定完了の画面が表示されたら、
設定内容を修正するときは、 キーを押します。
この設定を終了するときは、ESC/? キーを押します。

6.  オペレーションモードに戻るときは MENUキーを 3 秒間押します。

     

セッテイ：ソノタ

モード：セーブジ＿セッテイ

データ＿サイセイ
セッテイ　カンリョウ

データ再生時に設定パラメータを変更
するかどうかを選択します。

設定内容が確定します。

ソノタ：データ＿サイセイ

ESC/?

説　　明
測定データの再生方法
セーブジ＿セッテイ：データ保存時の設定パラメータを使用してデータ再生を行います。

「データ保存時の設定」とは、データ保存スタート時の設定パラメータのことです。
データ保存開始後に設定内容を変更しても、その変更はデータ再生時には適用さ
れません。

ゲンザイ＿セッテイ：再生記録に使用する記録計の設定を使用してデータ再生を行います。
データ再生スタート前に、必要に応じて一部の項目（下記を参照）の設定を変更
できます。

データの再生記録に使用する設定パラメータ
「ゲンザイ＿セッテイ」を選択すると、再生記録に使用する記録計の設定パラメータ（10 ペー

ジの「データ再生時の設定パラメータ」）を使用してデータを再生します。この場合再生ス
タート前にこれらの設定パラメータを変更できます。「セーブジ＿セッテイ」を選択すると、
データファイル内（データ保存時）の設定パラメータを使用してデータを再生します。デー
タ保存時と同等の記録になります。

SD メモリカードを使うための設定をする
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測定データを SD メモリカードに保存する

記録スタート／ストップと連動したデータ保存スタート／ストップ
SD メモリカードへのデータ保存スタートの条件をキロクに設定しておくと、記録紙への記
録スタート／ストップと連動して、SD メモリカードへのデータ保存をスタート／ストップ
します。

説　　明
対象のチャネルとデータ、保存先フォルダ
記録紙に記録しているチャネルの、測定周期ごとの測定データを、「￥DATA0」フォルダに
保存します。

ファイル分割とファイル名
ファイルはサイズが約 30M バイトごとに自動的に分割されます。ファイル名は

「YYMMDDhhmmss_xx.RXE」です。
YYMMDDhhmmss 先頭データのデータ時刻。YY：西暦末尾 2 桁、MM：月、DD：日、

hh：時、mm：分、mm：秒
xx 発生順の番号。「01」から始まり、「99」までの値をとります。「99」

まで使い切ると、「00」に戻ります。
.RXE 拡張子
ファイル形式 バイナリ

Note
・	 データ保存中は、下記の操作はできません。
・	 レンジ、演算式／定数／ TLOG、タグ、単位、記録ゾーン、部分圧縮拡大、記録チャネル
On/Off（打点モデル）、バッチ関連（データ保存スタート／ストップの方法がバッチの場合）、
保存スタート／ストップの条件、基本設定モードの設定項目の設定変更

・	 設定パラメータのセーブ、設定パラメータのロード、基本設定モードへの遷移
・	 ひとつのファイル（約 30Mバイト）に収納できるデータ量のおおよその目安は、下記の通りです。
	 24 打点モデルで「24 チャネル」記録のとき約 4.4 日分、「24 チャネル +24 演算チャネル」記
録のとき約 2.2 日分、6打点モデルで 6チャネル記録のとき約 5.7 日分、4ペンモデルで 4チャ
ネル記録のとき約 1.1 日分

・	「￥DATA0」フォルダ内のデータファイル数が多くなるとパフォーマンスが落ちることがあり
ます。データファイル数は最大 1000 個を目安にして運用してください（使用済みのデータファ
イルを削除／移動するなど管理してください）。また、「￥DATA0」フォルダ内に 2730 個を超
えるデータファイルを作成することはできません。エラーとなります。

・	「SDメモリカードの空き容量が少なくなった場合、”FUNC キー＞ SDカード＞トリダシ”を行い、
新しい SDメモリカードに交換してください。交換作業中のデータは、次の SDメモリカードへ
の書き込みタイミングで、新たな SDメモリカードへ書き込まれます。

	 （パソコン上で SDメモリカードをフォーマットする場合は、SDアソシエーション（https://
www.sdcard.org/home/）で配布されている SDメモリカードフォーマッタを使用して、フォー
マットを行ってください。）

	 または、次ページの "手動によるデータ保存スタート／ストップ "をご覧頂き、データ保存を
ストップして、SDメモリカードを交換してください。」

・	 SD メモリカードは、メディア FIFO 機能に対応しておりません。
・	 SD メモリカード保存期間

保存期間
1GB 32GB

1 ペン 約 57 日 約 1800 日
4ペン 約 34 日 約 1000 日
6打点 約 170 日 約 14 年
12 打点 約 240 日 約 20 年
18 打点 約 170 日 約 14 年
24 打点 約 130 日 約 11 年

	 （6 打点モデルの測定周期は、1秒です。12 打点以上のモデルの測定周期は、2.5 秒です。）
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・	 SD メモリカードへの記録を行うチャネルは次の通りです。
・	 ペンモデル：記録ペンに割り付けられたレンジが Skip 以外の測定チャネルと演算モードOn
の演算チャネル（/M1）

・	 打点モデル：アナログ記録Onのレンジが Skip 以外の測定チャネルと演算モードOnの演算
チャネル（/M1）

・	 データ保存中の停電は、データ保存状態のままで復帰します。データファイルは停電により分
割されます。ただし、データ保存の開始／終了条件がバッチ同期の場合は、停電復帰時にデー
タ保存を停止します。

SD メモリカードの状態表示
SD メモリカードの状態を画面に表示できます。約 3 秒ごとに 3 つの表示が切り替わりま
す。操作方法は「μ R10000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM 04P01B01-01）または「μ
R20000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM 04P02B01-01）の「3.6　表示画面を切り替える」

「第 8 章　表示の内容を変更する設定操作」をご覧ください。

ステータス　シヨウカノウ
リヨウリツ 　６３％

フリー 　１．４１　ＧＢ
ヨウリョウ 　３．８８　ＧＢ

ラベル Ｙ＿ＳＤ
ノコリ 　１９４ｄ　４ｈ

項目 説明
ステータス カードナシ（SD メモリカード未挿入）／シヨウカノウ（SD メモリカード使用

可能）／トリダシカ（SD メモリカード非使用）／ホゾンチュウ（データ保存中）
リヨウリツ（利用率） 容量の何％を使用しているかを表します。
フリー 空き容量です。
ヨウリョウ（容量） SD メモリカードの容量です。
ラベル ボリュームラベルです。例：「Y_SD」
ノコリ（残り） おおよそのデータ保存可能残り時間です。

手動によるデータ保存スタート／ストップ
操　　作

データ保存スタート
SD メモリカードにデータを保存していないときの操作です。

1.  FUNC キーを押します。

2.  キーを押してデータ＿セーブを表示して キーを押します。

     Ｆｕｎｃ：データ＿セーブ

3.  スタートが表示されていることを確認して キーを押します。
SD メモリカードへのデータ保存をスタートします。

     データ＿セーブ：スタート

データ保存ストップ
SD メモリカードにデータを保存しているときの操作です。

1.  FUNC  キーを押します。

2.  キーを押してデータ＿セーブを表示します。

3.  ストップが表示されていることを確認して キーを押します。
SD メモリカードへのデータ保存をストップします。

     データ＿セーブ：ストップ

測定データを SD メモリカードに保存する
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Note
FUNC キーによる操作がキーロックされている場合は操作できません。キーロックについては、「μ
R10000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM	04P01B01-01）または「μR20000 記録計ユーザーズマ
ニュアル」（IM	04P02B01-01）の「3.13　キーロックを有効にする /	解除する」「7.10　キーロック
を設定する」をご覧ください。

リモート制御機能によるデータ保存スタート／ストップ
リモート制御入力端子に「データセーブ　On/Off」の機能を割り付けておくと、リモート
入力でデータ保存をスタート／ストップできます。
設定方法は、「μ R10000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM 04P01B01-01）または「μ
R20000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM 04P02B01-01）の「7.18 リモート制御入力端子
に機能を割り付ける ( 付加仕様、/R1)」をご覧ください。

測定データを SD メモリカードに保存する
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SD メモリカードの測定データを記録紙に再生する（打点
モデル）

測定データの再生スタート／ストップ
打点モデルで SD メモリカードに保存した測定データを記録紙に再生記録します。記録中、
演算の実行中、または SD メモリカードへデータ保存中はデータ再生記録はできません。

データを再生できる記録計
下記のすべての条件に合った記録計で、データを記録紙に再生できます。データ保存した
記録計を「A」とします。

・ 同種の記録計
 μ R10000 記録計で保存したデータはμ R10000 記録計で、μR20000 記録計で保存した

データはμ R20000 記録計で再生できます。
・ 打点数が A と同じか、A より多い記録計
 例：12 打点モデルで記録した場合、12 打点モデル、18 打点モデル、または、24 打点モ

デルが必要です。
・ A に演算機能（付加仕様、/M1）があるときは、演算機能付きの記録計
・ ファームウェアのバージョンが A と同じか、A より新しい記録計
・ ペンモデルで保存したデータを打点モデルで記録紙に再生することはできません。

データ再生時の設定パラメータ
再生時の設定パラメータを変更できる設定になっている場合は、下記の値を変更できます。
操作方法は各参照節をご覧ください。
種類 項目 参照 *

再生方法変更 記録紙送り速度 5.4 節
記録周期 6.1 節

再生項目変更 記録チャネル On/Off 6.6 節
チャネルごとのアナログ記録、定刻印字の ON/OFF

印字 7.7 節
チャネル / タグ印字の選択、チャネル No.、アラーム、 記録スター
ト時印字、スケール
チャネルの打点色 7.5 節、9.13 節
時刻印字フォーマット 7.16 節
日付印字フォーマット 7.19 節

定刻印字の印字条件 7.8 節
基準時刻とインターバル（モードは瞬時値のみ）

バッチ ( 付加仕様、/BT1) 7.24 節
バッチ「有効」で保存したデータをバッチ「無効」に変更して再生
可能

*  μ R10000 記録計ユーザーズマニュアル（IM04P01B01-01）または μR20000 記録計ユーザーズマニュ
アル（IM04P02B01-01）の参照節です。

操　　作
データ再生のスタート
ファイル「150203101215_01.RXE」の、「2015 年 2 月 3 日　19 時～ 21 時」のデータを再
生する例で説明します。
データ再生時の設定パラメータを変更する場合は、再生をスタートする前に変更してくだ
さい。

1.  SD メモリカードをスロットに挿入します。

2.  FUNC キーを押します。
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3.  キーを押してデータ＿サイセイを選択し、 キーを押します。

     Ｆｕｎｃ：データ＿サイセイ

4.  スタートが表示されていることを確認し、 キーを押します。

     データ＿サイセイ：スタート

再生するデータ範囲の指定

5.  データ再生を行うファイル名を入力し、 キーを押します。
この例では「15」を入力します。

     ファイル：１５

キー操作
・ キーで文字を入力する桁にカーソルを移動します。
・ CHARACTERキーで文字種を選択します。
・ キーで入力する文字を選択します。

前方一致でファイルを検索し、見つかったファイルを表示します。この例では 5つのファイルが
見つかったことになります。100 個以上のファイルは表示できません。見つかったファイル数が
100 以上の場合は、検索条件を絞ってください。

     １５０２０３１０１２１５＿０１
００１／００５ 選択しているファイルの番号／見つかったファイル数*

選択しているファイルのファイル名

*	 見つかったファイル数が 100 以上の場合は、「００１　ゴウケイ１００イジョウ」と表示され
ます。

6.  キーでファイル「150203101215_01」を選択し、 キーを押します。

7.  データ再生スタート時刻を設定し、 キーを押します。
初期値はデータ保存開始時刻です。

     １５／０２／０３　１９：００：００

8.  データ再生ストップ時刻を設定し、 キーを押します。
初期値は現在時刻です。

     １５／０２／０３　２１：００：００

9.  キーを押します。

     カイシ　ハイ？

測定データの再生がスタートします。データ再生中の表示になります。

     
データサイセイチュウ．．．
Ｆｅｂ．０３　１９：５５：００ 現時点で再生中のデータ時刻

Note
データ再生中は「データ再生モード」になります。
・	 測定、記録、アラーム検出は行いません。
・	 表示はデータ再生中の表示になり変更できません。ただし、FUNCキーによる操作メニューへ
の画面変更は可能です。

・	 設定モード、基本設定モードへ入ることはできません。

SD メモリカードの測定データを記録紙に再生する（打点モデル）
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データの再生ストップ
SD メモリカードから記録紙へのデータ再生をストップします。

1.  FUNC  キーを押します。

2.  キーを押してデータ＿サイセイを表示し、 キーを押します。

3.  ストップが表示されていることを確認して キーを押します。
データ再生をストップします。データ再生が終了するまで「サイセイシュウリョウチュウ…」
と表示します。

     データ＿サイセイ：ストップ

説　明
データの指定
下図はデータ保存開始からデータ保存終了までに、自動ファイル分割により、ファイルが 3
つに分割された場合を表しています。

   

データ再生を行う範囲

データ再生スタート時刻

データ保存スタート時刻
（先頭のデータ）

データ保存ストップ時刻
（末尾のデータ）

自動的に分割されたファイル

ファイル1 ファイル2 ファイル3

データ再生ストップ時刻

時間

図中の「データ再生を行う範囲」のデータを再生する場合、ファイルは、ファイル 1 ～ファ
イル 3 のいずれかを指定してください。「データ再生スタート時刻」と「データ再生ストッ
プ時刻」を指定してください。
データ再生スタート時刻に先頭のデータより古い時刻を指定した場合、先頭のデータから
再生記録を行います。また、データ再生ストップ時刻に末尾のデータより新しい時刻を指
定した場合、末尾のデータまでデータ再生を行います。

測定データの再生
・ 再生時の記録周期と記録紙送り速度
 「データ保存時の設定」を使用してデータ再生を行う場合は、測定データファイル内のデー

タ保存時の設定データに従って記録紙に記録します。このとき、再生する記録計の設定
は影響を受けません。

・ 再生記録動作
 再生記録の動作は、通常の記録動作と同じです。

・ 再生記録（波形）
 通常の記録も再生記録も、測定周期のデータを記録周期で取り出して記録紙に記録しま

すが、データを取り出す基準時刻が異なります。再生記録では通常の記録と異なる時刻
のデータを使って記録を再生します。

・ 印字の条件（通常の記録と同じ）
 チャネル印字、アラーム印字、記録スタート印字、メッセージ印字、および定刻印字は、

記録紙送り速度により印字しないことがあります。その条件は通常の印字と同じです。

SD メモリカードの測定データを記録紙に再生する（打点モデル）
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設定データを保存する／設定データを読み込む

SD メモリカードに記録計の設定データを保存したり、SD メモリカードから設定データを読
み込んだりできます。

設定データの保存
SD メモリカードに記録計の設定データを保存します。

操　　作

1.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

2.  キーまたは SHIFT ＋ キーでソノタを表示し、 キーを押します。

3.  キーまたは SHIFT ＋ キーでセッテイ＿セーブを表示し、 キーを押します。

4.  ファイル名を入力し、 キーを押します。
ファイル名は 17 文字以下で入力してください。次の文字は使用できません。

「/」　「ﾟ」（温度単位）　「μ」　「2」（二乗）　「3」（三乗）　「Ω」　「*」およびカタカナ
次の文字列は使用できません。

「CON」　「AUX」　「PRN」　「CLOCK」　「CLOCK$」　「NUL」　「COM0」～「COM9」
「LPT0」～「LPT9」

操作の途中でESC/?キーを押すと、それまでの設定内容を無効にして上位のメニュー
に戻ります。

設定セーブが完了すると、実行完了の画面が表示されます。
キー操作

・ キーで文字を入力する桁にカーソルを移動します。
・ CHARACTERキーで文字種を選択します。
・ キーで入力する文字を選択します。

5.  オペレーションモードに戻るときは MENUキーを 3 秒間押します。

     

セッテイ：ソノタ

ファイル：ＣＯＮＦＩＧ

セッテイ＿セーブ中・・・

セッテイ＿セーブ
ジッコウ　カンリョウ

ファイル名を入力します。

セッテイセーブ実行中です。

設定が完了しました。

ソノタ：セッテイ＿セーブ

ESC/?

説　　明
保存先フォルダ、ファイルの拡張子

「￥SET0」フォルダに拡張子「.PUL」のファイルを保存します。保存した設定データは
RXA10 設定ソフトウェアで編集することができます。
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設定データの読み込み
SD メモリカードから設定データを記録計に読み込みます。

操　　作

設定モードの設定内容だけを読み込む
1.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

2.  キーまたは SHIFT ＋ キーでソノタを表示し、 キーを押します。

3.  キーまたは SHIFT ＋ キーでセッテイ＿ロードを表示し、 キーを押します。

4.  読み込む設定データファイル名を入力し、 キーを押します。
前方一致で検索した結果が表示されます。
キー操作

・ キーで文字を入力する桁にカーソルを移動します。
・ CHARACTERキーで文字種を選択します。
・ キーで入力する文字を選択します。

5.  キーまたは SHIFT ＋ キーでファイルを選択します。

6.  読み込みを実行するときは、 キーを押します。
設定データを読み込んでオペレーションモードに戻ります。
読み込みを実行しないときは、ESC/? キーを押します。ソノタ：セッテイ＿ロードの
画面に戻ります。

     

セッテイ：ソノタ

ソノタ：セッテイ＿ロード

ファイル：ＣＯＮ 検索するファイル名を入力します。
（前方一致検索）

目的のファイルを選択します。ＣＯＮＦＩＧ＿００１

設定ロード中です。

ロードした設定を適用し、オペレーションモードへ遷移します。

セッテイ＿ロード中・・・

設定モードと基本設定モードの設定内容を読み込む
1.  MENUキーを 3 秒間押し、設定モードに入ります。

2.  キーと キーを同時に 3 秒間押し、基本設定モードに入ります。

3.  キーまたは SHIFT ＋ キーでセッテイ＿ロードを表示し、 キーを押します。

4.  読み込む設定データファイル名を入力し、 キーを押します。
前方一致で検索した結果が表示されます。
キー操作

・ キーで文字を入力する桁にカーソルを移動します。
・ CHARACTERキーで文字種を選択します。
・ キーで入力する文字を選択します。

5.  キーまたは SHIFT ＋ キーでファイルを選択し、 キーを押します。

設定データを保存する／設定データを読み込む
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6.  キーまたは SHIFT ＋ キーで、設定データの範囲を選択します。
キホンセッテイ＋セッテイ：基本設定モードと設定モードの設定内容を読み込みま
す。
キホンセッテイ：基本設定モードの設定内容を読み込みます。

7.  読み込みを実行するときは、 キーを押します。
設定データを読み込んでオペレーションモードに戻ります。
読み込みを実行しないときは、ESC/? キーを押します。キホンセッテイ：セッテイ＿
ロードの画面に戻ります。

     

キホンセッテイ：セッテイロード

ファイル：ＣＯＮ 検索するファイル名を入力します。
（前方一致検索）

目的のファイルを選択します。

ロードする設定データの範囲を選択します。

ＣＯＮＦＩＧ＿００１

設定ロード中です。

ロードした設定を適用し、オペレーションモードへ遷移します。

セッテイ＿ロード中・・・

モード：キホンセッテイ＋セッテイ

Note
カスタマイズメニュー機能で設定モードのいずれかの項目を表示しないようになっている場合、設
定データの読み込みはできません（「セッテイ _ロード」の選択肢が表示されません）。カスタマ
イズメニューの設定方法は、「μ R10000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM	04P01B01-01）または
「μ R20000 記録計ユーザーズマニュアル」（IM	04P02B01-01）の「7.21　設定モードメニューの表
示 /	非表示を選択する」「7.22　カスタマイズメニューを有効にする /	解除する」をご覧ください。

説　　明
RXA10 設定ソフトウェアで編集した設定データ
RXA10 設定ソフトウェアで編集した設定データを読み込むことができます。ただし、ファ
イル名には本体で使用可能な文字を使用してください。

設定データを保存する／設定データを読み込む
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通信コマンドによる操作

通信コマンドが用意されています。使い方については「μR10000 ／ μR20000 通信インタ
フェースユーザーズマニュアル」（IM 04P01B01-17）をご覧ください。
種類 コマンド名 機能 記事
設定コマンド VE データ保存開始と停止の設定 新規

VJ データ再生時の設定内容を選択する 新規
VD データ表示画面（測定画面）の設定 選択肢の追加

基本設定コマンド XR リモート制御入力の設定（付加仕様、/R1） 選択肢の追加
制御コマンド DS 操作モードの切り替え 選択肢の追加

JK データ保存のスタート／ストップ 新規
JU データ再生のスタート／ストップ 新規
JI SD メモリカードをフォーマットする 新規
LO 設定モードの設定データの読み込み 新規
LI 設定データの保存 新規
YO 基本設定モードを含む設定ファイルのロード 新規
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