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ETBC 
入出力拡張キャビネット（SC用） 

縦形ネスト 
（DCE3、DME3） 
前面12台、背面12台 

一般形ネスト 小形ネスト（横取付） 
（DCE2、DCP2、DME2、DMP2） 

小形/縦形ネスト用 
信号変換器 

一般形ネスト用 
信号変換器 

小形ネスト（縦取付） 
（DCE3、DME3） 

高さ110mm、奥行き111mm
（電/空変換器混在形の高さ寸法は133mm） 

高さ110mm 高さ130.6mm

高さ145mm、奥行き120mm

D Series
ジャクスタ 

一般形ネストに比べ、高さ寸法を35mm小さくし、高密度実装を
実現しました。空/電、電/空を使用する、空気計装も高密度で実
装できます。 

【小形化で設置スペースを削減】 

CENTUM-XL用キャビネット（シグナルコンディショナ用）に設置
が可能で、さらに実装密度の高いネストです。 

【縦形ネストでさらに高密度実装】 

小形ネスト（横形）と縦形ネストの両方で、共通の信号変換器を
使用できるため、設備保守にも貢献します。 

【共通の変換器で保守性の向上】 

DCS対応小形ネスト 
小形ネスト対応信号変換器 

DCSとの親和性が高い、JUXTA Dシリーズに小形ネストをラインアップ。 

JUXTA-Dシリーズは、DCS（分散制御システム）対応の
信号変換器です。メンテナンス性に優れたカード方式を採
用し、JIS/EIA規格の19インチラック取付用収納ネストに
実装して使用します。 

YOKOGAWAの 
DCSには 

YOKOGAWAの 
信号変換器 
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D Series
DCS対応 小形ネスト、小形ネスト対応信号変換器 

変換器収納ネスト名称 形名

入出力用小形ネスト DCE2

入出力用小形ネスト（電 / 空混在形） DCP2

制御入出力用小形ネスト DME2

制御入出力用小形ネスト（電 / 空混在形） DMP2

入出力用縦形ネスト DCE3

制御入出力用縦形ネスト DME3

信号変換器名称 形名

アイソレータ DH1/R18

アイソレータ（mV 入力形） DM1/R18

アイソレータ（出力用・電流入出力形） DC0/R18

アイソレータ（HART 通信付）（出力用・電流入出力形） DC7/R18

アイソレータ（出力用・電圧入力 / 電流出力形） DA0/R18

アイソレータ（出力用・電圧入出力形） DH0/R18

ディストリビュータ DA1/R18

ディストリビュータ（HART 通信付） DA7/R18

測温抵抗体温度変換器 DR5/R18

熱電対温度変換器 DT5/R18

電 / 空変換器 DF0

空 / 電変換器 DF1/R18

CT 信号変換器 DB1/R18

PT 信号変換器 DG1/R18

電力変換器 DWT/R18

タコジェネ変換器 DD1/R18

パルス信号リピータ DP1/R18

アナログ / パルス変換器（フリーレンジ形） DP3/R18

警報設定器 DSK/R18

通信インタフェースカード DSC2/R18

入出力スルーカード DX1/R18

形名
仕様コード

内容
最大連続
使用電圧

形名
仕様コード

内容
最大連続
使用電圧

AR-SA 直流電流信号用 30V DC AR-SY セルシン信号用 110V DC
AR-HA 直流電流信号用 70V DC AR1-B2 VITY-LINER 用（DC ～ 300kHz） 25V DC
AR-TC 熱電対用 8V DC AR1-D6 公衆回線用（DC ～ 2MHz） 160V DC
AR-RT 測温抵抗体・ポテンショメータ用 8V DC AR-PS 電源用（100V/2A） 140V AC
AR-LP 2 線式パルス信号用 50V DC AR-PH 電源用（200V/2A） 280V AC
AR-HP 2 線式パルス信号用 90V DC AR-PW 電源用（100V/20A） 140V AC
AR-SP 3 線式パルス信号用 50V DC

D シリーズネスト（CN1/CN2） の接続先 適用ネスト
（接続ケーブル）CENTUM VP、CS3000、CS1000、XL、μ XL、V

* AAV141/K4A00 アナログ入力モジュール
（KS ケーブルアダプタ付）

DCE2
DCP2
DCE3

（KS2）

* AAB141/K4A00 アナログ入力モジュール
（KS ケーブルアダプタ付）

AMM12C 電圧入力マルチプレクサモジュール

VM1 多点アナログ入力カード

* AAB841/V4A00 アナログ入出力モジュール
（VM2 互換アダプタ付）

* AAB842/V4A00 アナログ入出力モジュール
（VM2 互換アダプタ付）

VM2 多点アナログ入出力カード

* AAV542/K4A00 アナログ出力モジュール
（KS ケーブルアダプタ付）

VM4 多点アナログ出力カード

AAP149 パルス列入力モジュール
（PM1 互換）

PM1 多点パルス列入力カード

AAB841/M4A00 アナログ入出力モジュール
（非絶縁）

DME2
DMP2
DME3

（KS1）

AAB842/M4A00 アナログ入出力モジュール
（MAC2 互換アダプタ付）

AMC80 多点制御用アナログ入出力モジュール

MAC2 多点制御用アナログ入出力カード

AAP849 パルス列入力 / アナログ出力モジュール
（PAC 互換）

PAC 多点制御用パルス列入力 /
アナログ出力カード

* モジュールを2 台使用した二重化には対応していません。

JUXTA-D シリーズの特長
■ アナログ信号変換器と電 / 空、空 / 電変換器を混在実装可能
■ 変換器前面に第2 出力端子を標準装備
■ DCS システムとの高い親和性
■ BRAIN 通信機能を持ったフィールド機器との高い親和性
■ メンテナンス性に優れたカード方式を採用
■ HART 通信に対応した入出力カードを用意

注意：一般形ネスト用の信号変換器は実装できません。

避雷器AR シリーズ、JIS 対応


