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はじめに
このたびは、VZ20X アナログセンシングユニット（以下「VZ20X」と呼びます）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、VZ20X の使い方について説明したものです。ご使用前にこのマニュア
ルをよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、VZ20X のマニュアルとして下記
のものがあります。

・紙マニュアル
マニュアル名 番号 内容

VZ20X アナログセンシングユニット
ご使用上の注意事項

IM 77V01B01-11Z1 VZ20X のご使用上の注意事項を
記載しています。（本書）

・電子マニュアル
 最新版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 Acrobat Reader（最新版を推奨）が必要です。
 URL：https://www.yokogawa.co.jp/ns/vz/

マニュアル名 番号 内容
VZ20X アナログセンシングユニット
ユーザーズマニュアル

IM 77V01B01-01JA VZ20X の使い方について説明し
ています。

VZ20X アナログセンシングユニット
ご使用上の注意事項

IM 77V01B01-11Z1 VZ20X の注意事項を記載してい
ます。（紙マニュアルと同じ）

・一般仕様書
一般仕様書 番号

VZ20X アナログセンシングユニット GS 77V01B01-01JA

■ 会員登録のご案内
ご購入いただいた製品情報の確認や関連資料のダウンロード、メールニュースなどの様々
なサービスをご利用いただけます。
会員サイト https://myportal.yokogawa.com/

■ 対象とする読者
本書は、次の仕事を担当されるエンジニアで機器取り扱いの技能を有する方を対象として
います。

・ 据え付け、配線などの工事を担当する方
・ 計装や機能構築を担当する方
・ 機器が運転に入った後、日常の運転業務を行う機器操作担当（オペレータ）の方、およ

び日常のメンテナンスを行う計装、電気の保守の方

■ 本書に対する注意
・ 本書は、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。
・ 本製品の操作は、本書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・ 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定の目的に適合

することを保証するものではありません。
・ 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。

■ 梱包内容の確認
梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の間
違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

・VZ20X 本体（ご注文の形名のもの） .............................................1 台
・USB コネクタキャップ ...................................................................1 個
・Ethernet コネクタキャップ（本体に装着） ............................1 個
・検査成績表（QIC） ............................................................................1 枚
・ご使用上の注意事項（本書） ........................................................1 枚

VZ20X 本体のケース側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）がご注文通りの品である
ことを確認してください。
No.（計器番号）：お買い求め先にご連絡いただく際には、この番号もご連絡ください。

■ 形名と仕様コード
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

■ 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。

(*) スタイル 2.01 以降

■ 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
・ Ethernet は、米国 XEROX Corporation の登録商標です。
・ Modbus は、Schneider Electric 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。

本機器を安全にご使用いただくために
本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れがあることを
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、その危険を避けるための注意事項が記載されてい
ます。

　  直流　  直流 / 交流　  二重絶縁または強化絶縁で全体が保護された機器

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意
本機器は、安全規格 IEC61010-1、IEC61010-2-030、過電圧カテゴリⅠ（*1）、測定カテゴリ
II（CATII）（*2）の製品です。

*1 過渡過電圧を適切な低レベルに制限するための処置が講じられている回路に接続され
る機器です。配電盤などの固定設備から給電する際は、本機器との間に変圧器を接続
してお使いください。

*2 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回路および測定回
路に適用されます。

 本機器は、EMC 規格 EN 61326-1 Class A Table 2（For use in industrial locations）の製品 (*)

で、イミュニティ試験環境における影響度（判定 A 条件）は、電圧レンジ、抵抗レンジ
の± 5% 以内です。(*) スタイル 2.01 以降

・ 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に対する保護・
安全回路の設置について、 および当該製品と当該製品で制御するシステムを使用したプロ
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
計および設置に関しては、お客様の判断で、適切に実施されます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。
・ 本機器を取り扱う場合は、機器取り扱いの技能を有する方が取り扱ってください。
・ DIN 取付時に十分な強度の鋼鈑に取り付けてください。
・ 燃えやすいものから離れた場所に設置してください。

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。
 現地の安全規格に適合した電源をご使用ください。
 電源ラインには、本製品を主電源から切り離すためのスイッチまたはサー

キットブレーカ（*1）を設けてください。またスイッチまたはサーキットブ
レーカ（*1）には本製品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。

 *1　IEC 60947 適合品
 恒久的な設置時は電源端子から給電してください。USB 給電は一時的な用

途でご使用いただけます。
● ガス中での使用
 可燃性、爆発性のガスまたは粉塵のある場所では、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。
● 内器の取り外し
 当社のサービスマン以外は内器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。
● 設置、配線

・ 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。
・ 感電防止のため、各入力端子には定格を超えた電圧を印加しないでください。
・ 外部から入力端子への危険電圧（30V AC または 60V DC を超える電圧）

印加の際、使用者またはサービスエンジニアが不用意に端子に触る、
または工具などが端子に接触することを防ぐために、端子に対し充分
な保護をしてください。

・	 外部から入力端子への危険電圧（30V	AC または 60V	DC を超える電圧）
印加の際は、撚線を配線する全ての端子において、仕上外径Φ 3mm
以下の撚線を使用してください。

・ 圧着端子（フェルール端子）を使用せずに撚線を配線する場合において、
外部から入力端子への危険電圧（30V AC または 60V DC を超える電圧）
印加の際は、入力端子に接触することを防ぐために、盤内または鍵の
ついたキャビネット内に設置してください。

・ 配線は適切な電線および、圧着端子を使用する場合は適切な圧着端子
（フェルール端子）で行ってください。破損による感電防止のため、配

線コードに大きな引っ張り力が働かないようにしてください。
・ 火災防止のため、温度定格 80℃以上のケーブルを使用してください。
・ 本製品の機器内部に導電性の配線くず、切粉などが入らないようにし

てください。感電、火災、故障、誤動作の原因となります。また、配
線時に VZ20X を上向きにすることで、配線くず、切粉が機器内部に混
入しやすくなりますのでご注意ください。

・ 中国で使用する場合において、外部から入力端子への危険電圧（30V AC 
または 60V DC を超える電圧）印加の際は、入力端子に接触することを
防ぐために、盤内または鍵のついたキャビネット内に設置してください。

・ 設置、配線前には必ず VZ20X アナログセンシングユニットユーザーズマ
ニュアルをご確認ください。（URL：https://www.yokogawa.co.jp/ns/vz/）

注意

・ 本機器は EMC 規格クラス A の製品です。家庭環境で使用すると無線妨害を起
こすことがあり、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。

・ 3 ｍ以下の USB（Type-C）ケーブルをお使いください。
・ 端子に静電気が印加されないようにしてください。配線の取り付け時、取

り外し時は、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。
・ 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。

・ 腐食性ガス雰囲気での使用
 腐食性ガス（H2S、SOx など）濃度の高い環境での使用は故障の原因になります。

■ 本製品の免責について
・ 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。

■ 本体の取り扱い上の注意
・ 本機器は、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、軽く水を含ま

せた柔らかい布で拭いてください。清掃にベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用し
ないでください。変色や変形の原因になります。

・ 帯電したものを信号端子に近づけないでください。故障の原因になります。
・ 本体から煙が出ている、異臭がする、異音がするなどの異常が認められたときは、直ち

に電源を OFF にするとともに、電源の供給をやめてください。異常が認められたときは、
お買い求め先にご連絡ください。

■ ソフトウェアの取扱注意
・ 当社は、ソフトウェアプログラム使用許諾契約書に定める場合を除き、当該製品のソフ

トウェアに関していかなる保証も行いません。
・ 当該製品のソフトウェアを、バックアップの目的以外でコピーすることは、固くお断り

いたします。
・ 当該製品のソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブルなど（リバースエンジニアリン

グ）を行うことは、固くお断りいたします。
・ 当該製品のソフトウェアは、当社の事前の承認なしに、その全部または一部を譲渡、交換、

転貸などによって第三者に使用させることは、固くお断りいたします。

環境保護
关于产品污染防止管理
Control of Pollution Caused by the Product
製品の汚染防止管理について
根据中华人民共和国电子信息产品的防污染管理办法，对本仪表进行说明。
This is an explanation for the product based on “Control of pollution caused by Electronic 
Information Products” in the People’ s Republic of China.
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)

框架（塑料） × × × ○ × ×

框架（金属） × × × ○ × ×

内部接线材料 × × × ○ × ×

电源 × × × ○ × ×

○：表示该部件所有基材中所含的有毒有害物质含量均未超过 GB/T26572 标准中规定
的限量要求。

×：表示该部件中至少有一种基材中所含的有毒有害物质含量超过 GB/T26572 标准所
规定的限量要求。

■ 環境条件
場所：屋内、高度：2,000m 以下
使用温度：DIN レール取付の場合 -10 ～ 55℃、デスクトップ置きの場合 -10 ～ 50℃
使用湿度：5 ～ 90% RH（結露しないこと）
過電圧カテゴリ：Ⅰ、測定カテゴリ：II、汚染度：2

使用手順
最新版のソフトウェアは、以下の URL からダウンロードできます。
URL：https://www.yokogawa.co.jp/ns/vz/
次の手順で設定を行ってください。

●パソコン／ PLC などの場合

配線を行うステップ 1 使用する環境に合わせて配線を行います。
ユーザーズマニュアル　4章参照

ユーザーズマニュアル　5章参照

ユーザーズマニュアル　7.2.5 項、7.2.6 項参照

VZコンフィギュレータを使用して、各種設定を
行います。

すべての準備ができたら、データの収集を開始
します。

データの収集を行う機器側の設定を行います。
Modbus/TCP を使用してデータを収集します。データ収集機器側の設定を行う

VZコンフィギュレータで VZ20X
の設定を行う

プログラミング

データ収集を行う

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

● GA10 の場合

配線を行う 使用する環境に合わせて配線を行います。
ユーザーズマニュアル　4 章参照

ユーザーズマニュアル　5 章参照

GA10 ユーザーズマニュアル
（IM 04L65B01-01JA）参照

VZ コンフィギュレータを使用して、各種設定を
行います。

すべての準備ができたら、データの収集を開始
します。

GA10 で VZ20X の登録を行います。GA10 で VZ20X を登録する

VZ コンフィギュレータで VZ20X
の設定を行う

データ収集を行う

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

各部の名称

アナログ入力端子（CH1～ CH8）
アナログ入力状態表示 LED

（CH1 ～ CH8）
USB 接続状態表示 LED
USB(Type-C) ポート

Ethernet ポート 1

*1：Ethernet 通信状態
表示 LED

Ethernet ポート 2

本体機器状態
表示 LED
電源端子

正面 斜め

*1

*1

*1

*1

銘板

端子配列

アナログ入力端子
（CH1 ～ CH8）

Ethernet ポート

1
2
3
4
5

1
2
3
4

＋
ー

電源端子

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 )

アナログ入力端子（CH1 ～ CH8）

端子番号 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）

配線の詳細や機器設定については VZ20X アナログセンシングユニットユーザーズマニュ
アル（IM 77V01B01-01JA）を参照してください。
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Manual
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VZ20X
アナログセンシングユニット
ご使用上の注意事項

0120-518182

https://www.yokogawa.co.jp/ns/vz/

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。
只要遵守该产品的安全及使用注意事项，从产品生产之日起至该标志所示年限
内，不会因为产品中的有害物质外泄或突变而导致环境污染或对人身财产产生
重大影响。
注释 ) 该标志所示年限为“环境保护使用期限”，并非产品的保质期。另外，
关于更换部件的推荐更换周期，请参阅使用说明书。

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。
Some parts of this product include the restricted substances of RoHS Directive, but their 
applications are under the exemption of the directive.
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。
关于生产日期
生产日期在产品上用“YYYY-MM” 的形式表示。但也有一部分产品并未用此形式标注。
未用此形式标注时，在产品铭牌上 9 位
数的序列号中，用以下形式表示生产日期。
从左数第 3 位数：
 生产年份 R：2015,S ：2016,T ：2017,U ：2018,V ：2019,W ：2020,X ：2021,Y ：2022, 

Z ：2023,1 ：2024,2 ：2025,3 ：2026,……
从左数第 4 位数：
 生产月份 1：1月 ,2 ：2 月 ,3 ：3 月……9：9月 ,A ：10 月 ,B ：11 月 ,C ：12 月
 示例 )T1RA00001 ：2015 年 10 月 __

■ 廃棄について
本器を廃棄するときは国、地域または自治体の条例に従い、産業廃棄物として適切に処理
してください。

■ 本製品の廃棄方法について（WEEE）（*）

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。
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。
(*) スタイル 2.01 以降

ハードウェア仕様

■ 電源仕様
24V DC（+10%/-15％）4.5W 以下または USB 給電

■ 定格電圧（入力信号）
± 60V DC（直流電圧 2V レンジ以上と統一信号）
± 10V DC（直流電圧 2V レンジ以上と統一信号 以外）
入力チャネル間電圧：300 V AC rms（50Hz/60Hz）または 300 V DC
コモンモード電圧： 300 V AC rms（50Hz/60Hz）または 300 V DC（測定カテゴリ II 条件下にて）

横河電機株式会社　0422-52-6765　〒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）
中部支社　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　092-272-0111　〒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 © 2021 Yokogawa Electric Corporation
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Introduction
Thank you for purchasing the VZ20X Analog Sensing Unit (simply referred to as "VZ20X" from here on).
This manual describes how to use the VZ20X. Be sure to read this manual before using the product in 
order to ensure correct operation. The following manuals are provided for the product.

• Paper Manual
Name of Manual No. Description

Model VZ20X Analog Sensing Unit 
Precaution on the Use of VZ20X

IM 77V01B01-11Z1 Describes the precautions on use of the 
VZ20X. (This manual)

• Electronic Manual
 You can download the latest manuals from the following website: 
 To view the User’s Manuals, use Adobe Acrobat Reader of Adobe Systems Incorporated. 
 URL: https://www.yokogawa.com/ns/vz/

Name of Manual No. Description
Model VZ20X Analog Sensing Unit User’s 
Manual

IM 77V01B01-01EN Describes how to use the VZ20X.

Model VZ20X Analog Sensing Unit 
Precaution on the Use of VZ20X

IM 77V01B01-11Z1 Describes the precautions on use of the 
VZ20X. (Same as paper manual)

• General Specifications
General Specifications No.

Model VZ20X Analog Sensing Unit GS 77V01B01-01EN

 ■ User Registration Request
Thank you for purchasing YOKOGAWA products. Please register to the following Partner Portal Member 
Site. You can use various services such as confirmation of purchased product information, download of 
related materials, and newsletter.
https://myportal.yokogawa.com/

 ■ Target Readers
This guide is intended for the following personnel;
•  Engineers responsible for installation, wiring, and maintenance of the equipment
•  Personnel responsible for instrumentation or functional development
•  Personnel (operators) responsible for operation of equipment on which daily operations are per-

formed after operation of the equipment is started, and personnel responsible for instrumentation that 
is maintained on a daily basis and for electrical maintenance
 ■ About This Manual

•  Please pass this manual to the end user. We also ask you to store this manual in a safe place.
•  Thoroughly read and fully understand the content of this manual before operating this product.
•  This manual explains the functions of the product. It does not guarantee that the product will suit a 

particular purpose of the user.
•  The contents of this manual are subject to change without prior notice as a result of continuing 

improvements to the instrument’s performance and functions.
•  Every effort has been made in the preparation of this manual to ensure the accuracy of its contents. How-

ever, should you have any questions or find any errors, please contact your nearest YOKOGAWA dealer.
•  Copying or reproducing all or any part of the contents of this manual without YOKOGAWA’s permis-

sion is strictly prohibited.
 ■ Checking the Package Contents

After receiving the product and opening the package, check the items described below. If the wrong 
items have been delivered, if items are missing, or if there is a problem with the appearance of the 
items, contact your nearest YOKOGAWA dealer.
• VZ20X body (the model you ordered) ..................................... x1
• USB connector cap ......................................................................x1
• Ethernet connector cap (attached to product) .............................. x1
• TEST CERTIFICATE (QIC) ..........................................................x1
• Precaution on the Use of This Product (this manual) ................... x1

The nameplate is located on the case side of the VZ20X body.
Check that the product that you received is what you ordered by referring to the model name and suffix 
code given on the nameplate.
No. (Instrument number)
When contacting the dealer from which you purchased the product, please give them the instrument 
number.

 ■ Model and Suffix Codes
Model VZ20X Analog Sensing Unit

Model Suffix Codes Description

VZ20X -1N1ND

•   8 universal input channels (DC voltage, standardized signal, 
resistance, thermocouple, resistance temperature detector)

•  Ethernet communication two ports 
•  24 VDC power supply

 ■ Authorised Representative in the EEA and the Importer into 
the EU/EEA Market(*)

The Authorised Representative for this product in the EEA and the importer for this product 
into the EU/EEA market via Yokogawa sale channel is:
Yokogawa Europe B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort,The Netherlands

 ■ Importer for This Product into the Great Britain Market(*)

In relation to UKCA marking, the importer for this product into the Great Britain market via 
the YOKOGAWA sales channel is :
Yokogawa United Kingdom Limited
Stuart Road Manor Park Runcorn, WA7 1TR, United Kingdom

*: Support for VZ20X style 2.01 and later.

 ■ QR Code
The product has a QR Code pasted for efficient plant maintenance work and asset information manage-
ment. It enables confirming the specifications of purchased products and user’s manuals. For more 
details, please refer to the following URL.
https://www.yokogawa.com/qr-code
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

 ■ Trademarks
•  Ethernet is a registered trademark of XEROX Corporation in the United States.
•  Modbus is a registered trademark of Schneider Electric.
• Company and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of 

their respective holders.
• The company and product names used in this manual are not accompanied by the registered trade-

mark or trademark symbols (® and ™).

Safety Precautions
The following symbol is used on the product. It indicates the possibility of injury to the user or damage 
to the product, and signifies that the user must refer to the user’s manual for special instructions. The 
same symbol appears in the corresponding place in the user’s manual to identify those instructions. In 
the manual, the symbol is used in conjunction with the word “WARNING” or “CAUTION.”

Calls attention to actions or conditions that could cause serious or fatal injury to the user, 
and indicates precautions that should be taken to prevent such occurrences.

Calls attention to actions or conditions that could cause injury to the user or damage to the 
product or property and indicates precautions that should be taken to prevent such occurrences.

 DC    DC/AC     The equipment is wholly protected by double insulation or 
reinforced insulation.

 ■ Precautions Related to the Protection, Safety, and Alteration 
of the Product

The product conforms to safety standards IEC61010-1 and IEC61010-2-030, Overvoltage Category I 
(*1), Measurement Category II (CAT II) (*2).

*1 This product is connected to a circuit in which measures for limiting transient overvoltage to an 
appropriate low level have been adopted. When power is supplied from fixed equipment such as 
electric switchboards, connect a transformer between the product and the fixed equipment.

*2  Measurement category II (CAT II) applies to test circuits and measuring circuits that are directly 
connected to locations (e.g. outlets) where low-voltage main power supply equipment is used.

 This instrument complies with EMC standard EN61326-1 Class A Table 2 (For use industrial locations) (*).
 The influence rate (performance criterion A) in the immunity test environment is within ± 5 % of the 

voltage or resistance range.  *: Support for VZ20X style 2.01 and later.
• For the protection and safe use of this product and the system in which this product is incorporated, 

be sure to follow the instructions and precautions on safety that are stated in this manual whenever 
you handle the product. Take special note that if you handle the product in a manner that violates 
these instructions, the protection functionality of the product may be damaged or impaired. In such 
cases, YOKOGAWA does not guarantee the quality, performance, function, and safety of the product.

• Installation of protection and/or safety circuits with respect to a lightning protector; protective equip-
ment for the system controlled by the product and the product itself; foolproof or fail-safe design of 
a process or line using the system controlled by the product or the product itself; and/or the design 
and installation of other protective and safety circuits are to be appropriately implemented as the 
customer deems necessary.

• Be sure to use the spare parts approved by YOKOGAWA when replacing parts or consumables.
• This product is not designed or manufactured to be used in critical applications that directly affect or 

threaten human lives. Such applications include nuclear power equipment, devices using radioac-
tivity, railway facilities, aviation equipment, air navigation facilities, aviation facilities, and medical 
equipment. If so used, it is the user’s responsibility to include in the system additional equipment and 
devices that ensure personnel safety.

• Modification of the product is strictly prohibited.
• This product is intended to be handled by skilled/trained personnel for electric devices.
• When mounted on a DIN rail, attach the rail to a sufficiently strong steel sheet.
• Install the product at locations away from burnable substances.

● Power supply
 Ensure that the product’s supply voltage matches the voltage of the power supply 

before turning ON the power.
 Use a power supply that complies with on-site safety standards.
 Provide a switch or circuit breaker(*1) on the power line for disconnecting the product 

from the main power supply. Also, attach an ON/OFF indication to the switch or circuit 
breaker(*1) to indicate that it is a device for shutting off the power supply to the product.

 *1 IEC 60947 compliant product
 For permanent installation, supply power from the power supply terminal. USB power 

supply can be used for temporary purposes.
● Do Not Operate in an Explosive Atmosphere
 Do not operate the instrument in locations with combustible or explosive gases or dust. 

Operation in such environments constitutes an extreme safety hazard.
● Do Not Remove Internal Unit
 The internal unit should not be removed by anyone other than YOKOGAWA's service 

personnel. There are dangerous high voltage parts inside.
● Installation and Wiring

• To prevent electric shock while wiring, make sure that the power supply is turned off.
• To prevent electric shock, do not apply voltages that exceed the ratings to the 

input terminals.
• If hazardous external voltage (30 VAC or 60 VDC or more) is applied to input 

terminals, provide adequate protection to prevent users or service engineers from 
inadvertently touching the terminals or tools or the like from coming in contact 
with the terminals.

• If hazardous external voltage (30 VAC or 60 VDC or more) is applied to input 
terminals, use twisted wires having an outer diameter of φ3 mm or less for all 
terminals that are wired with twisted wires.

• If wiring is performed using twisted wires without crimp-on lugs (ferrule terminals), 
and hazardous external voltage (30 VAC or 60 VDC or more) is applied to the 
input terminals, install the product in a panel or a locked cabinet to prevent the 
input terminals from being touched.

• Make sure to use appropriate wires and if using a crimp terminal, use crimp-on 
lugs (ferrule terminals). To prevent electric shock due to damage, prevent strong 
tension from being applied to the cords.

• To prevent fire, use cables having a temperature rating of 80°C or higher.
• Do not allow conductive wiring scraps, chips, or the like to enter inside the product. 

This causes electric shock, fire, failure, or malfunction. Also, note that wiring scraps 
and chips easily enter the product during wiring when the VZ20X is turned face up.

• When the product is used in china, if hazardous external voltage (30V AC or 60V DC 
or more) is applied to the input terminals from an external source, install the product 
in a panel or a locked cabinet to prevent the input terminals from being touched.

• Before installation and wiring, be sure to check the Model VZ20X Analog Sensing 
Unit User’s Manual. (URL: https://www.yokogawa.com/ns/vz/)

WARNING 

CAUTION

WARNING 

• This instrument is an EMC class A product. In a domestic environment this product may 
cause radio interference in which case the user needs to take adequate measures.

• Limit the length of USB (Type-C) cables to three meters.
• Ensure that static electricity is not applied to the terminals. When attaching and 

removing wiring, first discharge static electricity to ensure that static electricity is not 
applied to the wiring.

• Damage to the Protection
 Operation of the product in a manner not specified in the user’s manual may damage its 

protective construction.
• Do not Use in a Corrosive Gas
 Use of the product in environments with high concentrations of corrosive gas (H2S, 

SOx, etc.) may cause a failure.

CAUTION

Operating Procedure
You can download the latest version of the software from the following URL.
URL: https://www.yokogawa.com/ns/vz/
Set up by the following procedure.

● PC / PLC, etc.

Wire the equipmentStep 1
Wire the equipment in keeping with the 
operating environment.
Refer to User's Manual Chapter 4.

Refer to User's Manual Chapter 5.

Refer to User's Manual 7.2.5 and 7.2.6

Make the various settings in VZ Configurator.

When everything is ready, start data 
acquisition.

Set up the device that will acquire the data.
Acquire the data using Modbus/TCP.Set up the data acquisition device

Set up the VZ20X in VZ 
Configurator.

Programming

Acquire data

Step 2

Step 3

Step 4

● GA10

Wire the equipment
Wire the equipment in keeping with the 
operating environment.
Refer to User's Manual Chapter 4.

Refer to User's Manual Chapter 5.

Refer to GA10 User's Manual 
(IM 04L65B01-01EN)

Make the various settings in VZ Configurator.

When everything is ready, start data acquisition.

Register VZ20X in GA10.Registration of VZ20X in GA10

Set up the VZ20X in VZ 
Configurator.

Acquire data

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Names of Parts

Analog input terminal (CH1 to CH8)
Analog input status LED

 (CH1 to CH8)

USB connection status 
LED

USB (Type-C) port

Ethernet port 1

*1:  Ethernet 
communication 
status LED

Ethernet port 2

Main unit 
status LED

Power supply 
terminal

Front Diagonal

*1

*1

*1

*1

Nameplate

Terminal Layout

Analog input terminal 
(CH1 to CH8)

Power supply 
terminal

Ethernet port

1
2
3
4
5

1
2
3
4

+
–

Power supply terminal
Terminal No. Function

1 24 VDC power supply (+)
2 24 VDC power supply (-)
3 (Use forbidden)
4 (Use forbidden)
5 (Use forbidden)

Analog input terminal (CH1 to CH8)

Terminal No. Voltage/standard 
signal Thermocouple 3-wire resistance 

temperature detector

4-wire resistance 
temperature detector/4-wire 

resistance
1 (Use forbidden) (Use forbidden) (Use forbidden) a
2 (Use forbidden) (Use forbidden) A A
3 V- V- B B
4 V+ V+ b b

Ethernet port
No. Function
1 Host communication (connection target: PC, PLC, VZ20X)
2 Slave communication (connection target: VZ20X)

For details on wiring and product settings, refer to the Model VZ20X Analog Sensing Unit User’s Manual  
(IM 77V01B01-01EN).
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Model VZ20X
Analog Sensing Unit

Precaution on the Use of VZ20X

2nd Edition: Aug. 2022

https://www.yokogawa.com/ns/vz/

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。
只要遵守该产品的安全及使用注意事项，从产品生产之日起至该标志所示年
限内，不会因为产品中的有害物质外泄或突变而导致环境污染或对人身财产
产生重大影响。
注释 ) 该标志所示年限为“环境保护使用期限”，并非产品的保质期。 另外，
关于更换部件的推荐更换周期，请参阅使用说明书。

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。
Some parts of this product include the restricted substances of RoHS Directive, but their applications 
are under the exemption of the directive.
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。
关于生产日期
生产日期在产品上用“YYYY-MM” 的形式表示。 但也有一部分产品并未用此形式标注。
未用此形式标注时，在产品铭牌上 9 位
数的序列号中，用以下形式表示生产日期。
从左数第 3 位数：
 生产年份 R：2015,S ：2016,T ：2017,U ：2018,V ：2019,W ：2020,X ：2021,Y ：2022, 

Z ：2023,1 ：2024,2 ：2025,3 ：2026,……
从左数第 4 位数：
 生产月份 1：1月 ,2 ：2 月 ,3 ：3 月……9：9月 ,A ：10 月 ,B ：11 月 ,C ：12 月
 示例 )T1RA00001 ：2015 年 10 月 __

 ■ Disposal of the Product
When disposing of the product, appropriately dispose of the product as industrial waste in accordance 
with regional and local government regulations.

 ■ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)(*)

www.yokogawa.com

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
2-9-32, Naka-cho Musashino-shi, Tokyo 180-8750 JAPAN

YOKOGAWA EUROPE B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, THE NETHERLANDS

All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Electric Corporation

 ■ Exemption from Responsibility
• YOKOGAWA makes no warranties regarding the product except those stated in the WARRANTY that 

is provided separately.
• The product is provided on an "as is" basis. YOKOGAWA assumes no liability to any person or entity 

for any loss or damage, direct or indirect, arising from the use of the product or from any unpredict-
able defect of the product.
 ■ Product Handling Precautions

• Use care when cleaning the product, especially its plastic parts. To clean the product, wipe lightly with 
a soft dry cloth moistened with water. Do not use organic solvents, such as benzene or paint thinner. 
They may cause discoloring or deformation.

• Keep electrically charged objects away from the signal terminals. Failure to do so may damage the product.
• If there are any symptoms of trouble such as strange odors or smoke coming from the product, immedi-

ately turn off the power and the power supply source. Then, contact your nearest YOKOGAWA dealer.
 ■ Handling of Software

• YOKOGAWA makes no warranties regarding the software used for the product except those stated in 
the Software License Agreement that is provided separately.

• Copying of the software used for the product is strictly prohibited except for the purpose of making a backup.
• Reverse compiling and reverse assembling (reverse engineering) of the software used for the product 

is strictly prohibited.
• Use of the software used for the product by a third party by transfer, exchange, subleasing or other-

wise in whole or in part without the prior approval of YOKOGAWA is strictly prohibited.

Protection of Environment
关于产品污染防止管理
Control of Pollution Caused by the Product
製品の汚染防止管理について
根据中华人民共和国电子信息产品的防污染管理办法，对本仪表进行说明。
This is an explanation for the product based on “Control of pollution caused by Electronic Information 
Products” in the People’ s Republic of China.
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)

框架（塑料） × × × ○ × ×

框架（金属） × × × ○ × ×

内部接线材料 × × × ○ × ×

电源 × × × ○ × ×

○：表示该部件所有基材中所含的有毒有害物质含量均未超过 GB/T26572 标准中规定的
限量要求。

×：表示该部件中至少有一种基材中所含的有毒有害物质含量超过 GB/T26572 标准所规
定的限量要求。

(Only valid in the EEA for EU WEEE Directive and in the UK for UK WEEE 
Regulation)
This product complies with the WEEE marking requirement. This mark-
ing indicates that you must not discard this electrical/electronic product in 
domestic household waste. When disposing of products in the EEA or UK, 
contact your local Yokogawa office in the EEA or UK respectively.
*: Support for VZ20X style 2.01 and later.

Hardware Specifications
 ■ Power Supply Specifications

24 VDC (+10%/-15%) 4.5 W or less or USB power supply
 ■ Rated Voltage (input signal)

±60 VDC (DC voltage 2 V range or higher and standard signal)
±10 VDC (other than DC voltage 2 V range or higher and standard signal)
Voltage between input channels: 300 VAC rms (50 Hz/60 Hz) or 300 VDC
Common mode voltage: 
300 VAC rms (50/60 Hz) or 300 VDC (under Measurement Category II conditions)

 ■ Environmental Conditions
Location: Indoors
Altitude: 2,000 m or less
Operating temperature: When mounted on a DIN rail: -10 to 55°C, when installed on desktop: -10 to 50°C
Operating humidity: 5 to 90% RH (condensation not allowed)
Overvoltage Category: I
Measurement Category: II
Pollution Degree: 2


