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はじめに 
 

本 TI は Daqstation DXAdvanced(DX1000/DX2000)の概要，機能について解説したものです。 

DXAdvanced は，従来の DX シリーズにはなかった，さらに便利で強力なさまざまな機能を搭載し

ています。 

ぜひ本 TI をご一読いただき，DXAdvanced の強力な機能を 100%ご活用下さい。 

 

 

1 DXAdvanced 概要 
 

新 DX シリーズ「DXAdvanced」は，世界中のフィールドからの声に応え，測定，表示，メモリ，

ネットワークなどのあらゆる機能を大幅に強化した，次世代ネットワークデータ収集ステーショ

ンです。 

主な特長は下記の通りです。 

 

【基本性能進化】－ 多チャネル，スケーラブル，高速測定 
 大 48 チャネルの入力（DX2000 単体） 

 Modbus/TCP による高い拡張性（DAQMASTER MW100 接続時 大で 348 チャネル） 

 速 25ms の高速測定（DX1002,DX1004,DX2004,DX2008 高速モード時） 

 

【メモリ進化】－ 大容量メモリ搭載 
 内部メモリに余裕の 200MB（ 大）フラッシュメモリを採用 

 外部記憶メディアとして，大容量・高信頼のコンパクトフラッシュメモリカードを採用 

 USB インタフェース（オプション）にて USB メモリへの測定データの保存が可能 

 

【表示＆操作性進化】－ さらに簡単で多彩な設定＆ディスプレイ 
 USB キーボードやリモコンユニットによる簡単操作＆簡単設定 

 さらに多彩になった表示バリエーション 

 「お気に入りキー」で，お気に入り画面へ一発ジャンプ 

 メッセージやタグ名に漢字入力が可能 

 

【ネットワーク進化】－ 新のネットワークテクノロジーを実装 
 Ethernet インタフェース（10BASE-T）を標準装備 

 Web サーバ機能や Eメール送信機能はもちろん，ネットワーク時刻同期（SNTP），ネットワー

ク自動設定（DHCP）などを実装 

 

【タフネス進化】－ 妥協無き高信頼性の追求 
 防塵・防滴仕様（IEC529-IP65 準拠）前面パネル 

 前面ドアロック機構やログイン機能によるセキュリティ対応 
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2 入力部 
2.1 入力部基本仕様 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

入力点数と測定周期 

測定周期 
モデル 入力点数 

通常モード 高速モード 

DX1002  2 

DX1004  4 
125ms/250ms（選択） 25ms 

DX1006  6 
DX1000 

DX1012 12 
1 秒*/2 秒/5 秒（選択） 125ms 

DX2004  4 

DX2008  8 
125ms/250ms（選択） 25ms 

DX2010 10 

DX2020 20 

DX2030 30 

DX2040 40 

DX2000 

DX2048 48 

1 秒*/2 秒/5 秒（選択） 125ms 

          * A/D 積分時間が 100ms 時は測定周期 1秒は選択不可 

 

入力の種類  DCV ：直流電圧 

TC ：熱電対 

RTD ：測温抵抗体 

DI ：ON/OFF(接点)入力，電圧入力 

DCA ：直流電流(外部シャント抵抗(10Ω,100Ω,250Ω)付加) 

 

測定レンジ  DCV ：20mV,60mV,200mV,2V,1-5V,6V,20V,50V レンジ 

TC ：R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,WRe 

RTD ：Pt100,JPt100 

DI ：電圧入力：2.4V 未満 OFF，2.4V 以上 ON 

接点入力：接点の ON/OFF 

 

A/D 分解能  ：16bit 相当 

 

A/D 積分時間 

A/D 積分時間 
モデル 測定モード 

1.67ms 16.7ms/20ms/AUTO* 100ms 

通常モード × ○ × DX1002 

DX1004 高速モード ○ × × 

通常モード × ○ ○ 
DX1000 

DX1006 

DX1012 高速モード ○ × × 

通常モード × ○ × DX2004 

DX2008 高速モード ○ × × 

通常モード × ○ ○ DX2000 
DX2010 

DX2020 

DX2030 

DX2040 

DX2048 
高速モード ○ × × 

         * AUTO: 電源周波数により 20ms と 16.7ms を自動選択 

 

機 能 バーンアウト ：熱電対入力および 1-5V 入力でのバーンアウト（断線検出）が可

能 

   1-5V レンジでは，設定スパンの+10%を超えるか，-5%未満の場合

にバーンアウト検出 
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 基準接点補償 ：熱電対(TC)入力において，基準接点補償を内部補償回路で行う

か，内部補償回路を使用しないかの切り替えがチャネルごとに

可能 

 移動平均機能 ：移動平均機能が使用可能。平均回数は 2～400 回より選択 

 

 

2.2 入力演算機能 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

標準演算仕様 

差演算 

任意チャネル間の差演算が可能 

演算可能レンジ  ：直流電圧(DCV)，熱電対(TC)，測温抵抗体(RTD)，動作記録(DI) 

 

リニアスケーリング 

演算可能レンジ  ：直流電圧(DCV)，熱電対(TC)，測温抵抗体(RTD)，動作記録(DI) 

スケーリング可能範囲 ：-30000～30000 

   スケール範囲の±5%を超えた時にオーバ値にすることが選択可能 

小数点位置  ：任意設定可 

スケーリング値単位 ：任意設定可（ 大 6文字まで） 

 

開平スケーリング 

測定チャネルの開平演算とスケーリングが可能 

演算可能レンジ  ：直流電圧(DCV) 

スケーリング可能範囲 ：-30000～30000 

   スケール範囲の±5%を超えた時にオーバ値にすることが選択可能 

小数点位置  ：任意設定可 

スケーリング値単位 ：任意設定可（ 大 6文字まで） 

ローカット機能  ：ローカット点スパンの 0.0～5.0%で設定可能 

 

1-5V リニアスケーリング 

演算可能レンジ  ：直流電圧（1-5V） 

スパン設定範囲  ：0.800～5.200 

スケーリング可能範囲 ：-30000～30000 

   スケール範囲の±5%を超えた時にオーバ値にすることが選択可能 

小数点位置  ：任意設定可 

スケーリング値単位 ：任意設定可（ 大 6文字まで） 

ローカット機能  ：ローカット点は設定スパン下限値固定 
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2.3 高速モード測定での注意事項 
 

DXAdvanced では新たに（測定）高速モードを装備し， 速 25ms（モデルにより 速 125ms）の測

定周期を実現しました。高速モードを使用することにより，従来の DX シリーズでは捉えきれな

かった高速現象を測定，記録することができます。 

ただし，A/D 積分時間が短くなっていることなどにより，通常モードとは測定確度を始めとした

特性が異なっています。 

高速モードを使用する場合は，以下に記述する注意事項をご確認いただき，特性を十分ご理解い

ただいた上でご利用ください。 

 

■測定確度 通常モードと高速モードでは下表の通り測定確度が異なります 

測定確度（ディジタル表示） 

入力 レンジ 通常モード 

（積分時間:16.7ms 以上） 

高速モード 

（積分時間:1.67ms） 

表示分解能

20mV ±(0.05% of rdg + 12digits) ±(0.1% of rdg + 40digits) 1μV 

60mV 10μV 

200mV 
±(0.05% of rdg + 3digits) ±(0.1% of rdg + 15digits) 

10μV 

2V ±(0.05% of rdg + 12digits) ±(0.1% of rdg + 40digits) 100μV 

6V 1mV 

1-5V 1mV 

20V 1mV 

DCV 

50V 

±(0.05% of rdg + 3digits) ±(0.1% of rdg + 15digits) 

10mV 

R 

S 

B 

±(0.15% of rdg + 1℃) 

R, S は以下のとおり 

0～100℃ :±3.7℃ 

100～300℃:±1.5℃ 

B は以下のとおり 

400～600℃ :±2℃ 

400℃未満は確度未保証 

±(0.2% of rdg + 4℃) 

R, S は以下のとおり 

0～100℃ :±10℃ 

100～300℃:±5℃ 

B は以下のとおり 

400～600℃ :±7℃ 

400℃未満は確度未保証 

K 

±(0.15％ of rdg + 0.7℃) 

-200～-100℃ : ±(0.15％ of 

rdg + 1℃) 

±(0.2％ of rdg＋3.5℃) 

-200～-100℃ : ±(0.15％ of rdg + 

6℃) 

E 

J 

T 

±(0.15％ of rdg＋0.5℃) 

-200～-100℃:±(0.15％ of rdg 

+ 0.7℃) 

±(0.2％ of rdg＋2.5℃) 

-200～-100℃ : ±(0.2％ of rdg + 

5℃) 

N ±(0.15％ of rdg + 0.7℃) ±(0.3％ of rdg + 3.5℃) 

W ±(0.15％ of rdg + 1℃) ±(0.3％ of rdg + 7℃) 

L  

U 

±(0.15％ of rdg + 0.5℃) 

-200～-100℃ : ±(0.15％ of 

rdg + 0.7℃) 

±(0.2％ of rdg + 2.5℃) 

-200～-100℃ : ±(0.2％ of rdg + 

5℃) 

TC 

WRe 
±(0.2% of rdg + 2.5℃） 

 0～200℃：±4.0℃ 

±(0.3% of rdg + 10℃ 

0～200℃：±18.0℃ 

Pt100 
RTD 

JPt100 
±(0.15％ of rdg + 0.3℃) ±(0.3％ of rdg + 1.5℃) 

0.1℃ 

 

 

■高速モード使用時の注意事項 

高速モード（積分時間：1.67ms）での測定の場合，電源周波数ノイズなどの影響を受け，測定値

がふらつくことがあります。この場合は，通常モード（積分時間 16.7ms または 20ms）での測定

をしてください。 
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3 アラーム機能 
3.1 アラーム基本仕様 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

3.1.1 アラーム数，アラーム種類 
■アラーム数，アラーム種類 

各チャネルに 大 4レベルのアラームが設定可能。 

アラーム種類は次の通り。 

アラーム種類 表示 

記号 

内 容 

上限アラーム H 測定値がアラーム値以上になるとアラームを発生する 

下限アラーム L 測定値がアラーム値以下になるとアラームを発生する 

差上限アラーム h 2 つのチャネルの測定値の差が差上限アラーム値以上になるとア

ラームを発生する 

差下限アラーム l 2 つのチャネルの測定値の差が差下限アラーム値以下になるとア

ラームを発生する 

変化率上昇限 

アラーム 

R 指定したインターバルの測定値の変化量をチェックして，測定値上

昇方向の変化量が設定値以上になったときにアラームを発生する 

変化率下降限 

アラーム 

r 指定したインターバルの測定値の変化量をチェックして，測定値下

降方向の変化量が設定値以上になったときにアラームを発生する。

ディレイ上限 

アラーム 

T 測定値がアラーム値以上になっている状態が，設定したディレイア

ラーム時間継続するとアラームを発生する 

ディレイ下限 

アラーム 

t 測定値がアラーム値以下になっている状態が，設定したディレイア

ラーム時間継続するとアラームを発生する 

 

■チャネル種類ごとの設定可能アラーム種類 

チャネルの種類により設定できるアラームの種類が異なります。 

チャネル種類 レンジ 設定できるｱﾗｰﾑ種類 

チャネル間差 上下限，ディレイ上下限，変化率上昇/下降限，差上下限 測定チャネル 

上記以外 上下限，ディレイ上下限，変化率上昇/下降限 

演算チャネル － 上下限，ディレイ上下限 

拡張チャネル － 上下限，ディレイ上下限 

 

3.1.2 ディレイアラーム時間 
チャネルごとにディレイアラーム時間の設定が可能。 

ディレイアラーム時間設定は次の通り。 

ディレイアラーム

時間設定 

選択項目（設定範囲） 内 容 

チャネル番号 チャネル番号数はモ

デルにより異なる 

設定するチャネル番号（測定/演算/拡張チャネル）

ディレイアラーム

時間 

1～3600 秒 ディレイ上下限アラームのディレイ時間の設定 
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3.1.3 変化率アラームのインターバル 
変化率アラーム使用時の，変化率計算のためのインターバルを決めるサンプリング回数を設定し

ます（インターバル＝測定周期＊サンプリング回数）。 

全チャネル共通設定です。 

変化率アラームのインターバル設定は次の通り。 

変化率アラーム

設定 

選択項目 

（設定範囲）

内 容 

上昇アラーム 1～32 変化率上昇限アラームのインターバルを決めるサンプリン

グ回数 

下降アラーム 1～32 変化率下降限アラームのインターバルを決めるサンプリン

グ回数 

 

3.1.4 アラームヒステリシス 
アラームを発生するときの設定値と解除する時の値に，ヒステリシス幅を設定することが可能。 

測定チャネル/演算チャネル/拡張チャネルのチャネル種類ごとに設定可能です。 

アラーム種類とヒステリシス設定は次の通り。 

チャネル種類 ヒステリシス有効

アラーム種類 

ヒステリシス設定範囲 

上下限 設定スパン（スケーリングしている場合はスケール幅）の

0.0～5.0％ 

測定チャネル 

差上下限 設定スパン（スケーリングしている場合はスケール幅）の

0.0～5.0％ 

演算チャネル 上下限 設定スパン（スケーリングしている場合はスケール幅）の

0.0～5.0％ 

拡張チャネル 上下限 設定スパン（スケーリングしている場合はスケール幅）の

0.0～5.0％ 

 

3.1.5 アラーム表示 
アラーム発生時に，チャネルごとにディジタル表示部に表示。 

状態表示部に，共通アラーム表示。 

表示動作は，保持/非保持の切替可能。 

アラーム表示設定は次の通り。 

アラーム表示

設定 

選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

アラーム表示

保持/非保持 

保持/非保持 アラーム表示の保持/非保持の設定 

保持  ：アラーム ACK 操作がされるまでアラーム表示を保持 

非保持：アラームの解除にあわせてアラーム表示を解除 
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3.2 アラーム出力リレー 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

3.2.1 アラーム出力リレー概要 
アラーム出力先として，内部スイッチと出力リレー（オプション）が選択可能。 

それぞれの点数および動作は次の通り。 

動 作 リレー種類 点数 名称 

励磁/ 

非励磁 

保持/ 

非保持 

AND/OR リフラッ

シュ 

内部スイッチ 30 S01～S30 × × ○ × 

2,4,6 

（DX1000） 

I01～I06 ○ ○ ○ ○ 出力リレー 

（オプション） 

2,4,6,12,22,24

（DX2000） 

I01～I06

I11～I16

I21～I26

I31～I36

○ ○ ○ ○ 

 

3.2.2 アラーム未検出機能 
■アラームが発生したときに，リレーにのみ出力することが可能（On/Off 切替可）。 

■アラームが発生しても，アラーム表示は行わず，アラームサマリにも記録されません。 

■イベントアクション機能とアラーム未検出機能を併用し，測定チャネル，演算チャネルや拡張

チャネルをリモート入力として使用することができます。 
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4 メモリ機能 
4.1 内部メモリ基本仕様 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

   

  媒 体   ：フラッシュメモリ 

  メモリ容量   ：80MB または 200MB（オーダ時選択） 

  保存可能データファイル数 ： 大 400 ファイル（表示データファイルとイベントデータファ 

      イルの合計） 

  FIFO 動作   ：保存可能なデータファイル数，もしくは保存可能な領域サイズ 

      が規定値を超えた場合は， も古いファイルを削除し， 新の 

      ファイルをセーブする 

 

4.2 外部記憶メディア基本仕様 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

   

  媒 体   ：コンパクトフラッシュメモリカード（CF カード） 

  大サポート容量  ：2GB（横河電機純正アクセサリ CF カードの使用を推奨します） 

  フォーマット   ：FAT32 または FAT16 

      DXAdvancedでフォーマットする場合，512MB未満はFAT16,512MB 

      以上は FAT32 でフォーマットする 
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4.3 データ保存概念図 
 

 

内部フラッシュメモリ 

データ領域 

内部フラッシュメモリ 

ファイル領域 
外部記憶メディア 

（CF カード） 

データファイル

Ａ 

メモリサンプル

(SRAM) 

サンプルデータ 

ファイル化 

データファイル 

Ｂ 

データファイル 

Ａ 

データファイル 

Ｃ 

データファイル 

Ｃ 

コピー 

ファイル選択 

コピー 

マニュアル保存 

自動保存 
保存タイミング 

DXAdvanced 

データファイル 

Ｄ 
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4.4 保存データ種類 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

4.4.1 保存データ種類とファイルヘッダ情報 
■保存データ種類  

データ種類 内 容 データ形式

表示データ トレンド表示で表示されている測定/演算/拡張チャネルの波形デー

タ（波形更新周期内の 大値と 小値） 

バイナリ 

イベントデータ 指定のサンプリング周期でサンプリングした測定/演算/拡張チャネ

ルデータの瞬時値 

バイナリ 

マニュアルサンプル

データ 

指定された測定/演算/拡張チャネルのデータの瞬時値 ASCII 

レポートデータ 指定された測定/演算/拡張チャネルの時報，日報，週報，月報のデー

タ 

ASCII 

スナップショット

データ 

表示されている画面のイメージデータ PNG 

   

■データファイルと付加されるファイルヘッダ情報 

データ種類 ファイルヘッダ内容 

表示データ イベントデータ マニュアルサン

プルデータ 

レポートデータ

本機器のシリアル番号 ○ ○ ○ ○ 

ヘッダコメント（ユーザ設

定文字列） 
○ ○ ○ ○ 

サンプルスタート情報（日

時，ユーザ名） 
○ ○ × × 

サンプルストップ情報（日

時，ユーザ名） 
○ ○ × × 

バッチ名（バッチ番号+

ロット番号） 
○ ○ × × 

コメント情報（ユーザ設定

文字列，日付，ユーザ名） 
○ ○ × × 

 

4.4.2 保存データ設定と 大データサイズ 

保存データ設定 内 容 1 ファイルの 大データ

サイズ 

（時刻データ含む） 

表示データのみ 表示データのみを保存する 8M バイト 

イベントデータのみ イベントデータのみを保存する 8M バイト 

表示データ＋ 

イベントデータ 

表示データとイベントデータ両方

を保存する 

※メモリスタート／ストップは表

示データとイベントデータで共通 

8M バイト 

（表示データ，イベント

データそれぞれ） 

 

4.4.3 表示データ 
■表示データファイル概要 

表示データは，波形表示に用いられる測定データです。 

波形表示データは，時間軸の 1ドットに相当する時間に測定周期で測定したデータの中から 大

値と 小値の 2つのデータを 1ドットのデータとして保存します。 

比較的遅いサンプル周期(0.5 秒～20 分)で，長時間データを保存できるので，従来のチャート記

録に相当するファイルになります。 

 



＜目次＞ ＜索引＞ 16
 

All Rights Reserved. Copyright © 2005, Yokogawa Electric Corporation TI 04L41B01-02   2005.11.09-00
 

表示データファイル概念図 （波形更新周期 「30 分/div」 の場合） 

 

上記概念図の例では，1分間に 1ドットずつ波形表示が更新されます。 

DX1002/1004/2004/2008 では通常モードの場合 速で 125ms ごとに測定しており，1 分間に 480

回の測定を行っています。 

また，DX1006/1012/2010/2020/2030/2040/2048 では通常モードの場合 速で 1秒ごとに測定して

おり，1分間に 60 回の測定を行っています。 

表示データファイルには，1 分間（1 ドット表示が更新される間）で測定されたデータ

（DX1002/1004/2004/2008では 480個，DX1006/1012/2010/2020/2030/2040/2048では 60個のデー

タ）の中から， 小値と 大値の 2データが保存されます。 

つまり，1分の間に何か急激な変化があった場合でも，DX シリーズではそのピーク値をしっかり

と捕らえることができます。 

 

波形表示更新周期（時間軸 1div あたりの時間），データ保存周期およびデータ保存期間の関係を

次に示します。 

 

波形表示更新周期 データ保存周期 表示速度(概算値) 

15 秒/div* 0.5 秒 2460.0mm/h 

30 秒/div 1 秒 1230.0mm/h 

1 分/div 2 秒 615.0mm/h 

2 分/div 4 秒 307.5mm/h 

5 分/div 10 秒 123.0mm/h 

10 分/div 20 秒 61.5mm/h 

20 分/div 40 秒 30.7mm/h 

30 分/div 1 分 20.5mm/h 

1 時間/div 2 分 10.2mm/h 

2 時間/div 4 分 5.1mm/h 

4 時間/div 8 分 2.5mm/h 

10 時間/div 20 分 1.0mm/h 

   *15 秒/div は，DX1002/1004/2004/2008 のみ設定可能 

 

■表示データファイル作成タイミング 

 メモリストップ時 

 ファイルセーブ周期ごと 

 キー操作によるマニュアル保存 

 電源復帰などの再起動時 

 

 

 
拡大図 

30 分（30 ドット）

1分（1ドット） 

大値 

小値 

この 2データが 

1 分毎に保存される 1div
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■ファイルセーブ周期 

トレンド更新周期と共に，ファイルセーブ周期の設定が可能 

ファイルセーブ周期 ：10/20/30 分，1/2/3/4/6/8/12 時間，1/2/3/5/7/10/14/31 日より選択 

波形更新周期などによって，選択できるファイルセーブ周期の範囲が決まります。 

 

4.4.4 イベントデータ 
■イベントデータファイル概要 

指定されたサンプル周期でデータを保存し，PC で詳細に解析するためのデータです。トラブル時

や，特に詳細に解析したいデータを保存するときに使用します。 

 

■イベントデータサンプル周期  

DX シリーズは以下の測定周期で A/D にデータを取り込みます。 

このデータをメモリに保存する周期をサンプル周期といいます。 

サンプル周期を測定周期と同じに設定すると，A/D に取り込んだデータをすべてメモリに保存し

ます。ただし，測定周期より短いサンプル周期は指定できません。 

モデル 測定周期 イベントファイルサンプル周期 

DX1002 

DX1004 

通常モード：125/250ms 

高速モード：25ms 

25/125/250/500ms 

1/2/5/10/30/60/120/300/600 秒より選択 

※測定周期より速い周期は設定不可 

DX1006 
DX1000 

DX1012 

通常モード：1/2/5 秒 

高速モード：125ms 

125/250/500ms 

1/2/5/10/30/60/120/300/600 秒より選択 

※測定周期より速い周期は設定不可 

DX2004 

DX2008 

通常モード：125/250ms 

高速モード：25ms 

25/125/250/500ms 

1/2/5/10/30/60/120/300/600 秒より選択 

※測定周期より速い周期は設定不可 

DX2010 

DX2020 

DX2030 

DX2040 

DX2000 

DX2048 

通常モード：1/2/5 秒 

高速モード：125ms 

125/250/500ms 

1/2/5/10/30/60/120/300/600 秒より選択 

※測定周期より速い周期は設定不可 

 

■イベントデータ保存方法（モード） 

イベントデータの保存方法（モード）には，フリーモード，単発トリガモード，繰返しトリガモー

ドの 3つのモードがあります。 

それぞれの内容は次の通りです 

イベントデータ 

保存方法（モード） 

内 容 

フリーモード メモリスタートの実行によりデータ保存を開始し，メモリストップ

によりデータの書き込みを終了する 

単発トリガモード メモリスタートの実行によりトリガ待ち状態となる。トリガ成立後，

指定時間（データ長）データを書き込んだ後，データの書き込みを

終了する 

繰返しトリガモード メモリスタートの実行によりトリガ待ち状態となる。トリガ成立後，

指定時間（データ長）データを書き込んだ後，データの書き込みを

終了する 

データの書き込み終了後は再びトリガ待ち状態となり，メモリス

トップが実行されるまで繰り返す 

 

■フリーモード時ファイル作成タイミング 

 メモリストップ時 

 指定データ長データ収集終了時 

 キー操作によるマニュアル保存 

 電源復帰などの再起動時 
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■単発トリガモード／繰返しトリガモード時ファイル作成タイミング 

 メモリストップ時 

 指定データ長データ収集終了時 

 電源復帰などの再起動時。ファイル作成後はトリガ待ち状態になる 

 

■データ長 

単発トリガモード／繰返しトリガモード時のデータ長設定が可能 

データ長 ：10/20/30 分，1/2/3/4/6/8/12 時間，1/2/3/5/7/10/14/31 日より選択 

  

■プリトリガ 

トリガ設定時に，サンプル指定数のうち，トリガ成立前のデータを書き込むように設定できます。 

プリトリガ ：0/5/25/50/75/95/100%より選択 

 

■トリガソース 

トリガ設定時に，次のトリガを ON/OFF で設定できます。ON に設定したいずれかの条件が成立す

ると，トリガが成立します。 

 キートリガ 

 イベントアクション 
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4.4.5 レポートデータ 
■レポートデータ概要 

演算オプション装着時，レポート作成時刻ごとに指定チャネルのレポート演算結果データを内部

メモリおよび外部記憶メディア（CF カードのみ）に書き込むことが可能です。 

レポートデータ数 ： 大 100 回分（100 回を超えた分は も古いデータから上書きする） 

保存形式  ：ASCII 

 

■レポートデータファイル作成タイミング 

レポート種類 ファイル作成方法とファイル分割タイミング 

時報 － 初の時報タイムアップ時にファイルを作成。以後時報タイム

アップごとに時報データを追加 

設定した時刻にファイルを分割する（ファイルへの時報データ追

加を終了し，新規ファイルにする）。これを繰り返す 

ファイル名の日時は， 初の時報タイムアップ日時となる 

日報 － 初の日報タイムアップ時にファイルを作成。以後日報タイム

アップごとに日報データを追加 

設定した日時にファイルを分割する（ファイルへの日報データ追

加を終了し，新規ファイルにする）。これを繰り返す 

ファイル名の日時は， 初の日報タイムアップ日時となる 

1 ファイル 初の時報タイムアップ時にファイルを作成。以後時報タイム

アップごとにデータを追加 

日報タイムアップ時に日報データを追加する。設定した日時に

ファイルを分割する（ファイルへのデータ追加を終了し，新規ファ

イルにする）。これを繰り返す 

ファイル名の日時は， 初の時報タイムアップ日時となる 

分割（時報） レポート種類が「時報」の場合と同じ 

時報＋日報 

分割（日報） 日報タイムアップごとにファイルを作成。 

1 ファイル 初の日報タイムアップ時にファイルを作成。以後日報タイム

アップごとにデータを追加 

週報タイムアップ時に週報データを追加する。設定した週時に

ファイルを分割する（ファイルへのデータ追加を終了し，新規ファ

イルにする）。これを繰り返す 

ファイル名の日時は， 初の日報タイムアップ日時となる 

分割（日報） レポート種類が「日報」の場合と同じ 

日報＋週報 

分割（週報） 週報タイムアップ時にファイルを作成 

ファイル名の日時は，週報タイムアップ日時となる 

1 ファイル 初の日報タイムアップ時にファイルを作成。以後日報タイム

アップごとにデータを追加 

月報タイムアップ時に月報データを追加する。設定した日時に

ファイルを分割する（ファイルへのデータ追加を終了し，新規ファ

イルにする）。これを繰り返す 

ファイル名の日時は， 初の日報タイムアップ日時となる 

分割（日報） レポート種類が「日報」の場合と同じ 

日報＋月報 

分割（月報） 月報タイムアップごとファイルを作成 

ファイル名の日時は，月報タイムアップ日時となる 

※メモリストップ時はレポート種類にかかわらずファイル作成は終了する 
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4.4.6 マニュアルサンプルデータ 
■マニュアルサンプルデータ概要 

任意のタイミングで，測定／演算／拡張チャネルデータを内部メモリおよび外部記憶メディア

（CF カードのみ）に書き込むことが可能です。 

マニュアルサンプルデータ数 

： 大 400 回分（400 回を超えた分は も古いデータから上書きする） 

 

■マニュアルサンプル実行方法 

 本体キーによる実行（「FUNC キー」→「マニュアルサンプル」） 

 通信コマンドによる実行 

 イベントアクション機能による実行 

 

■マニュアルサンプルデータ注意事項 

拡張チャネルオプション装着時は，マニュアルサンプルデータ保存できるチャネル数に制限があ

ります。 

大 120 チャネルに，マニュアルサンプルしたい測定/演算/拡張チャネルを割り当てて使用しま

す。 
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4.5 外部記憶メディアへのデータ保存 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

4.5.1 外部記憶メディアへのデータ保存概要 
■外部記憶メディアへのデータ保存方法 

内部メモリに保存されたデータを外部記憶メディアへファイル形式で保存することができます。 

外部記憶メディアへの保存方法は，自動保存とマニュアル保存の二つがあり，それぞれ内容は次

の通りです。 

外部記憶メディア 

への保存方法 

内 容 

自動保存 サンプルデータを内部メモリにファイル形式に保存するのと同時に

外部記憶メディアへ保存（ON/OFF の設定可） 

マニュアル保存 内部メモリに保存されたデータファイルをマニュアル操作により外

部記憶メディアへ保存 

 

4.5.2 自動保存 
■保存されるデータ種類 

 表示データ／イベントデータ 

 マニュアルサンプルデータ 

 レポートデータ（演算オプション必要） 

 

■データ保存ドライブ 

自動保存の場合，CF カードにのみデータ保存可能です。 

本体に接続された USB メモリへの保存はできません。 

 

■ファイルセーブ周期 

大記録可能時間内でファイルセーブ周期を選択できます。 

表示データファイル（ファイルセーブ周期） 

   ：10/20/30 分, 1/2/3/4/6/8/12 時間，1/2/3/5/7/10/14/31 日より選択 

イベントファイル（データ長） 

：10/20/30 分, 1/2/3/4/6/8/12 時間，1/2/3/5/7/10/14/31 日より選択 

選択可能なオートセーブ周期は波形更新レート，ファイルの組み合わせ，内部メモリに取り込む

チャネル数によります。 
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4.5.3 マニュアル保存 
■マニュアル保存方法 

マニュアル保存方法には，データ一括保存，データ選択保存，未セーブデータ一括保存の 3つが

あり，内容は次の通りです。 

マニュアルセーブ方法 内 容 保存データファイル 

表示データ/イベントデータ

マニュアルサンプルデータ

一括保存 内部メモリに保存しているす

べてのデータをファイル形式

で保存 レポートデータ 

マニュアルサン

プルデータ一括

保存 

内部メモリに保存しているす

べてのマニュアルサンプル

データをファイル形式で保存 

マニュアルサンプルデータ

データ一括

保存 

レポートデータ

一括保存 

内部メモリに保存しているす

べてのレポートデータをファ

イル形式で保存 

レポートデータ 

データ選択

保存 

－ 内部メモリに保存している

データの内，指定したデータを

ファイル形式で保存 

表示データ/イベントデータ

表示データ/イベントデータ

マニュアルサンプルデータ

未セーブ

データ一括

保存 

－ 内部メモリに保存している未

セーブ状態の全てのデータを

ファイル形式で保存（外部記憶

メディアへの自動保存「Off」

の場合のみ） 

レポートデータ 

 

■データ保存ドライブ 

マニュアル保存の場合，CFカードおよび本体に接続された USB メモリ（オプション）への保存が

可能です。 
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4.5.4 スナップショットデータ保存 
■スナップショットデータ概要 

表示されている画面のイメージデータを外部記憶メディア（CF カードのみ）に保存することが可

能です。 

 

■スナップショット実行方法 

 本体キーによる実行（「FUNC キー」→「スナップショット」） 

 通信コマンドによる実行 

 イベントアクション機能による実行 

 

4.5.5 データファイル名 
■データファイル名 

ファイル名フォーマットを次の 3種類から選択可能。 

 「ユーザ設定文字列」＋「日付」 

 「ユーザ設定文字列」＋「連番」 

 「バッチ名」（バッチ機能を使用する場合のみ選択可） 

 

■データファイル名構成 

ファイル名フォーマット毎のファイル名構成は次の通り。 

（1）「ユーザ設定文字列」＋「日付」の場合（レポートデータを除く） 

 ABCDEFGHIJKLMNOP YYMMDD_HHMMSS X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

（2）「ユーザ設定文字列」＋「日付」の場合（レポートデータ） 

 ABCDEFGHIJKLMNOP YYMMDD_HHMMSS XX X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）「ユーザ設定文字列」＋「連番」の場合（レポートデータを除く） 

 ABCDEFGHIJKLMNOP 12345678 X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

データ開始日付（13 文字） 

ユーザ設定文字列（ 大 16 文字）

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

連番（8文字） 

ユーザ設定文字列（ 大 16 文字）

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

データ開始日付（13 文字） 

ユーザ設定文字列（ 大 16 文字）

種別（2文字）
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（4）「ユーザ設定文字列」＋「連番」の場合（レポートデータ） 

 ABCDEFGHIJKLMNOP 12345678 XX X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）「バッチ名」の場合（表示/イベントデータ） 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef12345678 123 X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

（6）「バッチ名」の場合（レポートデータ） 

 YYMMDD_HHMMSS XX X . xxx 

 

 

 

 

 

 

 

（7）「バッチ名」の場合（マニュアルサンプルデータおよびスナップショットデータ） 

 YYMMDD_HHMMSS X . xxx 

 

 

 

 

 

拡張子（3文字） 

識別（1文字） 

バッチ名（ 大 40 文字） 

連番（3文字） 

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

データ開始日付（13 文字） 

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

種別（2文字）

連番（8文字） 

ユーザ設定文字列（ 大 16 文字）

データ開始日付（13 文字） 

拡張子（3文字） 

識別（1文字）

種別（2文字）
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■ファイル名構成の内容 

それぞれのファイル名構成の内容は次の通り。 

構成内容 内容 構成詳細（ﾌｫｰﾏｯﾄ） 

データ開始日付 ファイルに格納されている先頭

データ日付 

マニュアルサンプルの場合はサ

ンプル 初の日付 

スナップショットの場合は作成

日付 

YYMMDD_HHMMSS 

YY： 年（2文字） 

 MM： 月（2文字） 

 DD： 日（2文字） 

 _ ： 区切り（1文字） 

 HH： 時（2文字） 

 MM： 分（2文字） 

 SS： 秒（2文字） 

連番 データファイルを作成するとき

に自動的にインクリメントされ

る 

8 文字の場合 

00000001～99999999 

99999999 を超えた場合はトグルする 

3 文字の場合 

001～999 

999 を超えた場合はトグルする 

識別 ファイル名重複時の識別番号 

自動的に付加される 

1 文字 

0～9，A～Z 

種別 レポートデータの種類 2 文字 

 H : 時報 

D : 日報 

W : 週報 

M : 月報 

DH: 時報＋日報（1ファイル） 

DW: 日報＋週報（1ファイル） 

DM: 日報＋月報（1ファイル） 

 

■設定データファイル名 

DXAdvanced の設定内容を ASCII 形式のファイルで外部記憶メディア（CF カードまたは USB メモ

リ）に保存することが可能。 

設定データファイル名  ： 大 32 文字（英数字および記号） 

 

■拡張子 

ファイル種類ごとの拡張子は次の通り。 

データファイル種類 拡張子 説 明 

表示データファイル dad トレンド表示で表示されている波形データ 

イベントデータ 

ファイル 

dae 指定のサンプリング周期でサンプリングした測定／演

算／拡張データの瞬時値 

レポートデータ 

ファイル 

dar 指定されたチャネルの時報，日報，週報，月報のデータ

マニュアルサンプル

データファイル 

dam 任意の時点の全測定／演算データ（瞬時値） 

 

スナップショット

データファイル 

png 表示されている画面のイメージデータ 

設定データファイル pdl 一般設定データ，基本設定データ 

現在のモニタ表示条件，モニタ自動復帰登録データ 

お気に入りキー登録データ 
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4.6 サマリデータ／ログデータ 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

4.6.1 サマリデータ 
■サマリデータ種類 

DXAdvanced で保存できるサマリデータ種類， 大保存数などは次の通り。 

サマリデータ サマリデータ 

種類 

大保存数 

内 容 保存データ 

アラームサマリ 1,000 新のアラーム情報 時刻，アラーム種類 

メッセージ 

サマリ 

400 書き込んだメッセージ情報 時刻，メッセージ文字列， 

ユーザ名 

メモリサマリ 400 内部メモリのデータ情報 開始／終了時刻，データ数， 

開始／終了要因 

 

 

4.6.2 ログデータ 
■ログデータ種類 

DXAdvanced で保存できるログデータ種類， 大保存数などは次の通り。 

ログデータ ログデータ種類 大保存数

内 容 保存データ 

ログインログ 50 ログイン／ログアウト 時刻，ログイン/ログアウト情

報，時刻変更などを保存 

エラーログ 50 エラーメッセージ 時刻，エラーコード，エラー

メッセージを保存 

通信ログ 200 実行された通信コマンド 時刻および入出力通信コマン

ド文字列を保存 

FTP ログ 50 FTP クライアント機能による

ファイル転送 

時刻，送信先，ファイル名を

保存 

Web ログ 50 Web 操作 時刻，操作内容を保存 

E-mail ログ 50 E メール送信 時刻，要因，送信先を保存 

SNTP ログ 50 SNTP サーバへのアクセス 時刻，結果を保存 

DHCP ログ 50 DHCP サーバへのアクセス 時刻，受信先を保存 

Modbus 状態ログ 200 Modbus マスタ，クライアント

のアクセス 

時刻，エラー要因を保存 

 

 

4.7 データファイルの読み込み 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

4.7.1 測定データファイルの読み込み 
外部記憶メディアまたは接続された USB メモリ（USB インタフェースオプション装備時）に保存

されているデータファイル（表示データファイルまたはイベントデータファイル）を読み込んで，

ヒストリカルトレンド画面で表示することが可能。 

 

4.7.2 設定データファイルの読み込み 
外部記憶メディアまたは接続された USB メモリ（USB インタフェースオプション装備時）に保存

されている設定データファイル（一般設定データおよび基本設定データ）を読み込み，設定する

ことが可能。 
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4.8 サンプル時間（ 大記録時間） 
 

4.8.1 データサイズ 
■1ファイルあたり 大データサイズ 

表示データファイルおよびイベントデータファイルの，1 ファイルあたり 大データサイズは次

の通り。 

1 ファイルあたり 大データサイズ： 8,000,000 バイト（8M バイト） 

 

■チャネルあたりデータサイズ 

1 サンプリングの 1チャネルあたりのデータサイズは次の通り。 

表示データ  ：測定データ…4バイト/1データ 

演算データ…8バイト/1 データ 

拡張チャネルデータ…4バイト/1 データ 

イベントデータ ：測定データ…2バイト/1データ 

演算データ…4バイト/1 データ 

拡張チャネルデータ…2バイト/1 データ 

※サンプリング毎に，上記測定データに加え，チャネル共通で日時データが付加されます 

（8バイト/1 データ） 

 

4.8.2 サンプル時間 
■サンプル時間 

1 ファイル(8M バイト)あたりのサンプル時間は，「ch あたりのデータ数ｘデータ記録周期」の式

で求められます。具体的には，下記の通り。 

  表示データファイルのみ： 

  (測定 ch 数 30ch，演算 ch 数 10ch，トレンド更新周期 30 分/div(データセーブ周期 60 秒)の場合) 

  ch あたりデータ数 = 8,000,000byte/(8byte(日時データ)+30x4byte+10x8byte) = 38,462 データ 

  1 ファイルあたりのサンプル時間 = 38,462x60 秒 = 2,307,720 秒 = 約 26 日 

  イベントファイルのみ： 

  (測定 ch 数 30ch，演算 ch 数 10ch，イベントデータサンプル周期 1秒の場合) 

  ch あたりデータ数 = 8,000,000byte/(8byte(日時データ)+30x2byte+10x4byte) = 74,074 データ 

  1 ファイルあたりのサンプル時間 = 74,074x1 秒 = 74,074 秒 = 約 20 時間 

  表示データファイル＋イベントファイル： 

  表示データファイルデータサイズ = 8,000,000byte 

  イベントデータファイルデータサイズ = 8,000,000byte 

  で計算します。計算方法は上記と同じ。 

   

  （補 足） 

  ファイルセーブ周期（表示データ）およびデータ長（イベントデータ）の 長は 31 日であるた

め，サンプル時間が 31 日を超える場合は，ファイルは分割されます。 

  内部メモリおよび外部記憶メディアには，上記のファイルが複数個（内部メモリサイズやメディ

アのメモリサイズによって格納されるファイル数は異なる）保存されます。 
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4.8.3 サンプル時間例 
■1ファイル（8MB）あたりサンプル時間例は次の通り。 

※サンプル時間が 31 日を超える場合は，ファイルは分割されます 

 

DX1000 の場合： 

測定 ch 数=4ch，演算 ch 数=0ch の場合 

測定 ch 数=12ch，演算 ch 数=24ch の場合 

表示データファイル 

トレンド更新周期

(time/div) 

15 秒 1 分 5 分 10 分 20 分 30 分 1 時間

セーブ周期 設定不可 2 秒 10 秒 20 秒 40 秒 1 分 2 分 

サンプル時間(約） 設定不可 17.9時間 3日 7 日 14 日 22 日 44 日 

 

イベントデータファイル 

サンプル周期 25ms 125ms 500ms 1 秒 10 秒 30 秒 1 分 

サンプル時間(約) 設定不可 2.2 時間 8.7 時間 17.4時間 7.2 日 21 日 43 日 

 

DX2000 の場合： 

測定 ch 数=8ch，演算 ch 数=0ch の場合 

表示データファイル 

トレンド更新周期

(time/div) 

15 秒 30 秒 1 分 2 分 5 分 10 分 

セーブ周期 0.5 秒 1 秒 2 秒 4 秒 10 秒 20 秒 

サンプル時間(約） 27.8時間 2 日 4 日 9 日 23 日 46 日 

イベントデータファイル 

サンプル周期 25ms 125ms 500ms 1 秒 2 秒 5 秒 10 秒  

サンプル時間(約) 2.3 時間 11.6時間 46.3時間 3日 7 日 19 日 38 日 

測定 ch 数=48ch，演算 ch 数=60ch の場合 

表示データファイル 

トレンド更新周期

(time/div) 

15 秒 1 分 5 分 10 分 20 分 30 分 1 時間 2時間

セーブ周期 設定不可 2 秒 10 秒 20 秒 40 秒 1 分 2 分 4 分 

サンプル時間(約） 設定不可 6.5 時間 32.7時間 2日 5 日 8 日 16 日 32 日 

イベントデータファイル 

サンプル周期 25ms 125ms 500ms 1 秒 10 秒 30 秒 1 分 2 分 

サンプル時間(約) 設定不可 0.8 時間 3.2 時間 6.5 時間 2日 8 日 16 日 32 日 

 

 

表示データファイル 

トレンド更新周期

(time/div) 

15 秒 30 秒 1 分 2 分 5 分 10 分  

セーブ周期 500ms 1 秒 2 秒 4 秒 10 秒 20 秒 

サンプル時間(約） 46.3時間 3 日 7 日 15 日 38 日 77 日 

 

 

イベントデータファイル 

サンプル周期 25ms 125ms 500ms 1 秒 2 秒 5 秒 10 秒  

サンプル時間(約) 3.5 時間 17.4時間 2日 5 日 11 日 28 日 57 日 
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5 表示機能 
5.1 表示部基本仕様 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

5.1.1 表示部仕様 
表示器  ：DX1000； 5.5 型 TFT カラーLCD（320×240 ドット） 

 ：DX2000； 10.4 型 TFT カラーLCD（640×480 ドット） 

背景色  ：白/黒より選択 

ヒストリカルトレンド表示背景色： 

   ：白/クリーム色/黒/ライトグレーより選択 

波形表示色  ：トレンド，バーグラフ共通でチャネルごとに下記 24 色より選択できま 

    す。 

赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ライム/シアン/ 

紺/黄色/ライトグレー/紫/黒/ピンク/薄茶/薄緑/ダークグレイ/ 

オリーブ/ダークシアン/若葉より選択 

LCD セーバ  ：一定時間(1/2/5/10/30/60 分より選択)キー操作がない場合，LCD のバッ 

クライトを「消灯」または「減光」する。 

キー操作またはアラーム発生で元の輝度に戻ります。 

バックライト輝度 ：DX1000； 8 段階より選択 

DX2000； 6 段階より選択 

基準画面への自動復帰機能： 

    一定時間キー操作が無かった場合，あらかじめ設定された基準画面へ戻 

る。 

 

5.1.2 表示グループ 
表示グループはあらかじめセットモードで設定します。各グループには任意の測定，演算チャネ

ルまたは拡張チャネルを任意の順序で割り付けられます。 

グループ名  ： 大 16 文字 

グループ数  ：DX1000； 10 グループ（10 画面） 

    DX2000； 36 グループ（36 画面） 

表示チャネル数 ：DX1000； 1 グループ（1画面）あたり 大 6チャネル 

DX2000； 1 グループ（1画面）あたり 大 10 チャネル 

自動表示グループ切替 ：トレンド表示，ディジタル表示，バーグラフ表示の場合，指定間隔で表 

示グループを自動的に切替可能 

スクロールの間隔は 5/10/20/30 秒/1 分から選択できます。 

イベントアクションによる表示グループ切替： 

    トレンド表示，ディジタル表示，バーグラフ表示の場合，イベントを検 

出した時に表示グループを切替可能 

 

5.1.3 タグ名表示 
トレンド，ディジタル表示などでタグ名の表示が可能です。 

チャネル表示，タグ名表示の選択可能。 

表示可能文字数 ： 大 16 文字（半角） 

表示可能文字  ：英数字，カタカナ，ひらがな，漢字 
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5.2 データ表示画面 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

5.2.1 データ表示画面種類 
データ表示部の表示画面種類は次の通り。 

表示種類 表示内容 表示単位 備 考 

トレンド表示 波形＋ディジタル

値 

グループ 測定/演算/拡張チャネル・データを波形で

表示 

T-Y 表示/サーキュラ表示（DX2000 のみ）

を選択可能 

ディジタル表示 ディジタル値 グループ 測定/演算/拡張チャネル・データをディジ

タル値で表示 

バーグラフ表示 バーグラフ＋ディ

ジタル値 

グループ 測定/演算/拡張チャネル・データをバーグ

ラフで表示 

オーバビュー表示 ディジタル値 全チャネ

ル 

すべてのチャネル（測定/演算/拡張）の

データとアラームの状態を一覧表示 

ヒストリカル 

トレンド表示 

波形＋ディジタル

値 

グループ 過去の表示データ/イベントデータを波形

表示 

アラームサマリ － アラーム発生，解除の一覧の表示 

メッセージサマリ － 書き込んだメッセージの一覧の表示 

メモリサマリ － 表示データファイル/イベントデータ情報

の表示 

レポート － レポートデータを表示 

リレー状態 － 内部スイッチ，アラーム出力リレー（オ

プション），拡張リレー（オプション）の

状態を表示 

Modbus マスタ状態 － Modbus マスタ機能の動作状態 

情報表示 

Modbus クライアン

ト状態 

－ Modbus クラインアント機能の動作状態 

ログインログ － ログイン/ログアウトのログを表示 

エラーログ － エラー発生のログを表示 

通信ログ － 実行された通信コマンドのログを表示 

FTP ログ － FTP クライアント機能によるファイル転

送のログを表示 

Web ログ － Web 操作のログを表示 

E-mail ログ － E メール送信のログを表示 

SNTP ログ － SNTP サーバへのアクセスログを表示 

DHCP ログ － DHCP サーバへのアクセスログを表示 

ログ表示 

Modbus 状態ログ － Modbus マスタ/クライアントへのアクセ

スログを表示 

4 画面 4 分割表示 － DX2000 のみ 

ｽｹｰﾙ表示可能 
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5.2.2 トレンド表示 
■トレンド表示概要 

トレンド表示種類 ：T-Y 表示（通常のトレンド表示），サーキュラ表示を選択可能（サーキュ 

    ラ表示は DX2000 のみ） 

T-Y トレンド更新周期（/div） 

   ：15/30 秒，1/2/5/10/15/20/30 分，1/2/4/10 時間より選択 

    15 秒/div は DX1002，DX1004，DX2004，DX2008 のみ設定可 

サーキュラ 1周時間（/rev） 

   ：20/30 分，1/2/6/8/12/16 時間，1/2 日，1/2/4 週 

    20 分は DX1002，DX1004，DX2004，DX2008 のみ設定可 

T-Y 表示種類  ：縦/横/横長/横分割より選択（全グループ共通） 

線の太さ  ：1/2/3 ドットより選択（全グループ共通） 

グリッド  ：4～12，オートより選択（全グループ共通） 

    オートの場合，グループ先頭に割り付けられたスケール分割数と同じ 

    分割数のグリッドを表示する。 

時刻情報  ：グリッド上の時刻を表示 

メッセージ表示 ：キー，通信またはイベントアクションにより入力されたメッセージを表 

    示 

スケール  ：記録スパンを表示 

DX1000 は 大 6スケール，DX2000 は 大 10 スケールまで表示可能 

停電時刻表示  ：メモリスタート中に停電が発生した場合，復帰時に復帰時刻をメッセー 

ジ表示することが可能。 

トレンド空白表示 ：トレンド表示の描画開始位置をスケール表示から 30 ドット離して描画 

することが可能 

その他機能  ：ゾーン記録，部分圧縮拡大機能が可能 

トレンド更新周期切替機能 

：メモリスタート中にキー操作やイベントアクションによりトレンド更新

周期の切替が可能（T-Y 表示の場合のみ）。表示データのサンプリング周

期は一定（標準のトレンド更新周期）。 

 

■横分割表示 

横波形のトレンド表示を左右に分割して表示することが可能。 

制限事項は次の通り。 

 表示可能なスケールは，DX1000 は 3 本，DX2000 は 5 本 

 表示可能なディジタル値は，DX1000 は 大 2チャネル，DX2000 は 大 4チャネル 

 メッセージ表示文字数に制限有り（時間軸幅に収まる範囲） 

 ヒストリカルトレンド画面は，左画面に表示されている 1グループのみの表示 

 

■メッセージ表示 

書き込まれたメッセージを表示することが可能。 

表示可能文字数 ： 大 32 文字（半角） 

表示可能文字  ：英数字，カタカナ，ひらがな，漢字 

メッセージ表示方法 ： 通常表示 ；マークと共にメッセージが表示され，スクロールする。 

     リスト表示；マークとは別に画面の左上に 新のメッセージから 大 

            8 個まで表示する。 

メッセージ文字列表示方向 

   ：縦向き/横向きの選択可能（縦向き表示は，トレンド表示種類が縦の場 

合は不可）。 
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■ゾーン表示 

各チャネルを画面の別の領域に表示するため，アナログ波形が重ならず読み取りやすくなります。 

スパン幅  ：5％以上（波形の表示幅） 

設定ステップ  ：1％（0～100％） 

表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部分拡大圧縮表示 

表示範囲を一部圧縮し，アナログ波形を詳細に見たい部分と概要をつかめば良い部分とに分けて

表示します。 

 

部分拡大圧縮境界位置 ：1～99% 

部分拡大圧縮境界値 ：記録スパンの範囲内 

表示例） 

上の図は圧縮境界値（0V）が画面の 30%（圧縮境界位置）に表示された表示例です。境界の下側

（画面の長さの 30%）が-6～0V に対応し，上側（画面の長さの 70％）が 0～6V に対応します。 

 

■スケール表示 

トレンド表示およびヒストリカルトレンド表示で，測定対象にあったスケール（目盛り）の表示

が可能。 

また，スケール上に，バーグラフやグリーンバンド領域，アラーム設定点マークの表示が可能。 

スケール表示の設定内容は次の通り。 

 

（共通設定内容） 

スケール表示設定 選択項目（設定範囲） 内容 

スケール表示桁 標準／詳細 スケールの目盛り数字の表示桁数 

標準：マイナス記号を除き 3桁まで表示 

詳細：マイナス記号を除き 4桁まで表示 

現在値表示 マーク/バーグラフ 現在値を示す指示針 

マーク  ：スケール表示をマーク（指示針）で表示

バーグラフ：スケール表示をバーグラフで表示 

 

 

 

通常画面 

ゾーン 2

ゾーン 1

ゾーン表示 

通常表示 

表示スパン

に対する%
6V

-6V

0

0

50

100
測定値

表示スパン

に対する%
6V

-6V

0

0 

30 

100 
測定値

圧縮

部分

拡
大
部
分

部分圧縮表示 
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（共通設定内容） 

スケール表示設定 選択項目（設定範囲） 内容 

チャネル番号 － 設定するチャネル番号（測定チャネル/演算チャネル

/拡張チャネル） 

スケール表示位置 1～6（DX1000） 

1～10（DX2000） 

スケールを表示する場合の表示位置 

スケール分割数 4～12/C10 スケール分割数の設定。スケールが等分割され，分

割位置に親目盛りを表示 

4～12 ：スケール分割数 4～12 

C10 ：スケールが親目により 10 等分割され， 

 0,30,50,70 および 100%の位置に目盛り数

 値を表示する。 

 

5.2.3 ディジタル表示 
■ディジタル表示概要 

測定値を大型のフォントでディジタル表示します。正確な測定値をモニタリングしたいときに有

効です。測定データの現在値やチャネルごとの警報情報を一目で認識することができます。 

 

表示チャネル数 ：DX1000； 1 画面（1グループ）あたり 大 6チャネル 

DX2000； 1 画面（1グループ）あたり 大 10 チャネル 

表示更新周期  ：1 秒 

 

■ディジタル表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX1000      DX2000 

①測定値   ：アラーム発生中は赤で表示 

②チャネルナンバ/タグ表示 

③単位 

④アラーム状態表示 ：チャネルごとに各アラームの設定種類と状態を表示 

H 上限警報 

L 下限警報 

R 変化率上昇限警報 

r 変化率下降限警報 

h 差上限警報  

l 差下限警報 

T ディレイ上限警報 

t ディレイ下限警報 

 

緑に塗られている四角：アラーム解除 

赤く塗られている四角：アラーム発生中 

アラーム表示保持が選択されているときは，アラーム ACK が実行されるまで点滅する 

 

① 

② 

③

④ 

①

②

③

④
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5.2.4 バーグラフ表示 
■バーグラフ表示概要 

測定値を，見やすいバーグラフで表示します。測定データの現在値やチャネルごとの警報情報を

一目で認識することができます。 

 

表示チャネル数 ：DX1000； 1 画面（1グループ）あたり 大 6チャネル 

DX2000； 1 画面（1グループ）あたり 大 10 チャネル 

スケール  ：チャネルごとに 4～12 より選択 

波形表示方向  ：縦または横(全グループ共通) 

基準位置  ：標準(端)または中央(チャネルごとに選択可能) 

表示更新周期  ：1 秒 

 

■バーグラフ表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX1000（縦）          DX2000（横） 

 

①スケール上限値 

②スケール下限値 

③アラーム状態表示 ：チャネルごとに各アラームの設定種類と状態を表示 

H 上限警報 

L 下限警報 

R 変化率上昇限警報 

r 変化率下降限警報 

h 差上限警報  

l 差下限警報 

T ディレイ上限警報 

t ディレイ下限警報 

緑に塗られている四角：アラーム解除 

赤く塗られている四角：アラーム発生中 

アラーム表示保持が選択されているときは，アラーム ACK が実行されるまで点滅する 

④上限警報点  ：アラーム解除時は緑，アラーム発生中は赤で表示* 

⑤下限警報点  ：アラーム解除時は緑，アラーム発生中は赤で表示* 

    *アラームマーク設定表示により異なる。 

⑥測定値  ：アラーム発生中は赤で表示 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥
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5.2.5 オーバビュー表示 
■オーバビュー表示概要 

全チャネルの現在値とアラーム発生状態を 1画面に一覧表示します。 

画面数  ：1 画面 

表示更新周期  ：1 秒 

表示内容  ：チャネル毎の表示エリアにチャネルナンバまたはタグ名，現在値を表示 

機能   ：警報発生時，警報発生チャネルの表示エリアが緑から赤に変わる 

アラーム表示保持が選択されているときは，アラーム ACK が実行される 

まで点滅 

カーソルでチャネルを選択し，そのチャネルを含むトレンドまたはバー 

グラフを表示することが可能 

 

■オーバビュー表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DX1000           DX2000 

 

①カーソル 

②チャネルナンバ/タグ名 

③現在値 

④アラーム種類 

 

① 

② 

③ 

④ 
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5.2.6 ヒストリカルトレンド表示 
■ヒストリカルトレンド表示概要 

内部メモリや外部記憶メディアに書き込まれた過去の測定データを表示します。 

現在の波形と共に表示することがでるので，過去のデータと現在の波形を比較が可能。 

また，読み込んだ表示データやイベントデータにあるアラーム情報，メッセージ情報を表示する

ことが可能。 

 

■表示機能 

表示データ  ：表示データファイル/イベントデータファイル 

    およびデータに付随するアラーム情報，メッセージ情報 

スクロール  ：カーソルキーにより表示波形のスクロールが可能 

時間軸ズーム  ：時間軸拡大，縮小が可能 

 

■表示方法 

アラームサマリから表示 ：アラームサマリで指定したアラームが発生/解除/ACK した時の 

データを表示 

メッセージサマリから表示 ：メッセージサマリで指定したメッセージが書き込まれた時の 

データを表示 

メモリサマリから表示  ：メモリサマリで指定したファイルを表示 

画面メニューから表示  ：運転画面のメニューから表示 

外部記憶メディアから表示 ：外部記憶メディアに保存されている表示データファイルまた 

はイベントデータファイルを読み込み表示 

簡易ヒストリカルトレンド表示 

：1/4 サーキュラ表示中に上カーソルキーを押すことにより簡易 

 ヒストリカルトレンド表示に移行 

（簡易ヒストリカルトレンド表示イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ファイル自動検索機能 

内部メモリから読み込んだ場合，読み込んだファイルの続きを自動検索して表示することが可能。 

カーソルキー
「下」

カーソルキー
「上」

カーソルキー
「上」

カーソルキー
「下」

カーソルキー
「下」

カーソルキー
「上」

簡易参照波形表示

トレンド表示

カーソルキー
「上」

カーソルキー
「下」
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5.2.7 アラーム設定点マーク表示 
■アラーム設定点マーク表示概要 

スケール表示またはバーグラフ表示に，アラーム設定点をマーク表示することが可能。 

測定チャネル，演算チャネル，拡張チャネルごとに設定可能。 

表示可能アラーム種類 ：上限アラーム（H），下限アラーム（L）， 

    ディレイ上限アラーム（T），ディレイ下限アラーム（t） 

    （delta モードの場合は，差上限アラーム（h），差下限アラーム（l） 

のみ） 

 

■アラーム設定点マーク種類 

アラーム設定点マーク種類は次の通り。 

アラーム設定点 

マーク種類 

内 容 

警報マーク アラーム発生中は赤色，それ以外は緑色で表示する 

（アラームレベル 1～4共通) 

固定マーク アラームレベルごとに表示色を設定可。アラーム状態に関わらず表示色は

固定 

表示色は 24 色から選択（赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グ

レー/ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫/黒/ピンク/薄茶/薄緑/

ダークグレイ/オリーブ/ダークシアン/若葉） 

 

5.2.8 グリーンバンド領域表示 
■グリーンバンド領域表示概要 

スケール表示またはバーグラフ表示に，グリーンバンド領域を指定色で表示することが可能。 

測定チャネル，演算チャネル，拡張チャネルごとに設定可能。 

グリーンバンド表示色 ：24 色から選択（赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 

    ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫/黒/ピンク/薄茶/薄緑/ 

ダークグレイ/オリーブ/ダークシアン/若葉） 

 

■グリーンバンド種類 

グリーンバンド領域表示の種類は次の通り。 

グリーンバンド領域 表示例 

内側  

 

 

外側  

 

 

 

5.2.9 情報表示 
■アラームサマリ表示 

新のアラーム情報の一覧表示が可能。 

任意のアラーム情報を選択し，そのアラーム情報を持つ表示データまたはイベントデータのヒス

トリカルトレンド表示を呼び出すことが可能。 

チャネル番号，アラーム時刻によるソートが可能。 

大表示可能個数 ： 大 1000 個まで表示可能 
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■メッセージサマリ表示 

トレンド表示に書き込んだメッセージと書き込み時間の一覧表示が可能。 

任意のメッセージ情報を選択し，そのメッセージを持つ表示データまたはイベントデータのヒス

トリカルトレンド表示を呼び出すことが可能。 

メッセージ，時刻，メッセージを書き込んだ表示グループ，ユーザ名（ログイン機能使用時）に

よるソートが可能。 

大表示可能個数 ： 大 500 個まで表示可能 

 

■メモリサマリ表示 

内部メモリのデータ情報を表示可能。 

表示内容は次の通り。 

表示項目 内 容 

マニュアルサンプル

データ 

マニュアルサンプルデータの「内部メモリのデータ数/内部メモリに書き

込める 大データ数」と「 新のデータ書き込み時間」 

レポートデータ レポートデータの「内部メモリのデータ数/内部メモリに書き込める 大

データ数」と「 新のデータ書き込み時間」 

サンプルデータ 現在表示中のデータ，および表示データ/イベントデータの選択 

データ情報 データ開始時刻/データ終了時刻，データ書き込み終了要因，バッチ名

（バッチ機能使用時），ファイル名（時刻情報の代わりに表示） 

 

表示データまたはイベントデータを選択し，そのヒストリカルトレンド表示を呼び出すことが可

能。 

 

■レポート表示 

内部メモリのレポートデータを表示可能。 

 

5.2.10 状態表示 
■リレー状態表示 

内部スイッチ，接点リレー（オプション）の ON/OFF 状態を表示可能。 

 

■Modbus マスタ/クライアント状態表示 

16 コマンド全ての状態を 1画面で表示可能。 

 

5.2.11 ログ表示 
次の種類のログ表示が可能。 

ログインログ，エラーログ，通信ログ，FTP ログ，Web ログ，E-mail ログ，SNTP ログ，DHCP ログ，

Modbus 状態ログ 

 

5.2.12 4 画面表示（DX2000 のみ） 
■4画面表示概要 

表示画面を 4分割し，測定データ表示または情報表示から任意の表示種類，表示グループをそれ

ぞれの表示エリアに表示します。表示画面の組み合わせの記憶，呼び出しも可能。 

 

 

■画面記憶機能 表示画面の組み合わせを記憶できます。 

   記憶数  ： 大 4 

   画面名  ： 大 16 文字(英数，カタカナ，漢字) 

   記憶方法 ：オペレーションモード(運転画面)にてソフトキーによ 

      り記憶 

呼び出し ：オペレーションキーにより選択 

 



＜目次＞ ＜索引＞ 39
 

All Rights Reserved. Copyright © 2005, Yokogawa Electric Corporation TI 04L41B01-02   2005.11.09-00
 

5.2.13 表示画面登録機能 
■表示画面登録機能概要 

現在の表示画面に画面名を付けて登録することが可能。 

登録した表示画面は，「お気に入りキー」によりダイレクト表示できます。 

登録可能画面数 ： 大 8画面 

画面名文字数  ： 大 16 文字（英数字，カタカナ，漢字） 

登録画面表示方法 ：「お気に入りキー」が押されるごとに，登録順に画面を切り替えて表示 

 

5.2.14 メニューカスタマイズ機能 
■画面メニューカスタマイズ機能 

画面メニューのレイアウト（表示順序，表示／非表示）を自由に変更することが可能。 

 

■FUNC 画面カスタマイズ機能 

FUNC 画面のレイアウト（表示順序，表示／非表示）を自由に変更することが可能。 

 

■画面メニューカスタマイズ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  カスタマイズ前 

 

 

 

 

 

       カスタマイズ後 
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5.3 日本語漢字入力機能 
※日本語漢字入力機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

5.3.1 日本語漢字入力機能概要 
■日本語漢字入力機能概要 

入力された半角カタカナを，日本語漢字，全角ひらがな，または全角カタカナに変換することが

可能（入力可能な日本語漢字は，SJIS 第一水準のみ）。 

半角アルファベット，数字を全角文字に変換可能。 

 

■日本語漢字入力可能設定 

日本語漢字入力が可能な設定項目は次の通り。 

設定項目 

測定チャネル 

演算チャネル 

拡張チャネル 

タグ 

メッセージ － 

フリーメッセージ － 

表示グループ グループ名 

ファイルヘッダ － 

フィールドタイトル バッチテキストフィールド 

フィールド文字列 

バッチコメント － 

4 画面 

（DX2000 のみ） 

構成名 

お気に入り画面名 － 

アラームメール 

定刻メール 

システムメール 

レポートメール 

メールヘッダ 
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■日本語漢字入力（変換）例 

DX1000 における半角カタカナ入力方式での入力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語の「ｱ」モードで“ﾖｺｶﾞﾜ”と入力し

ファンクションキーの「変換」を押す 

「変換モード」になりキーボードパッドと

ファンクションメニューが消え、サブウィ

ンドウに変換モード中のキー操作方法を表

示します。 

入力した文字列を全て変換し確定すると 

「変換モード」から抜け、通常の入力モー

ドに戻ります 

Ａ

Ｂ

Ｃ
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6 メッセージ機能 
6.1 メッセージ機能概要 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

データへのメッセージ書き込み，および画面表示が可能。 

メッセージ数  ：100 メッセージ 

    ※10 メッセージは書き込み時に文字列入力が可能 

メッセージ文字数 ： 大 32 文字（半角） 

設定可能文字種類 ：英数字，カタカナ，漢字 

 

6.2 メッセージ書き込み 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

6.2.1 メッセージ書き込み方法 
メッセージ書き込み方法は以下の 3つ 

(1) 本機器キー操作による書き込み 

・全ての表示グループ，または指定した表示グループへの書き込みが可能 

(2) イベントアクション機能による書き込み 

・全ての表示グループ，または指定した表示グループへの書き込みが可能 

(3) 通信コマンドによる書き込み 

・全ての表示グループ，または指定した表示グループへの書き込みが可能 

 

6.2.2 自動メッセージ書き込み 
機器の状態により，自動的にメッセージを書き込むことが可能。 

自動的に書き込むメッセージは以下の 2種類 

(1) メモリスタート中の停電復帰後の自動メッセージ書き込み 

(2) メモリスタート中の表示更新レート切替時の自動メッセージ書き込み 

 

6.2.3 追記メッセージ書き込み 
■追記メッセージ書き込み機能概要 

ヒストリカルトレンド画面にて，トレンド表示波形の任意の時刻にメッセージを 50 個まで追記し

て書き込むことが可能。 

ヒストリカルトレンド表示をしているデータ（内部メモリにファイル化される前のデータ）の範

囲内でのみ追記可能。 

追記メッセージは，メモリサンプル中のみ可能。 

追記メッセージデータの時刻は，書き込み時刻になる。 

外部記憶メディアから読み込んだデータには，追記メッセージ書き込み不可。 
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7 イベントアクション機能 
7.1 イベントアクション機能概要 

※イベントアクション機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

  ■ある事象（イベント）の発生により，動作（アクション）を行う機能です。 

  ■リモート設定，内部スイッチ設定，USER キー設定は，イベントアクション機能に統一されます。 

  ■設定できるイベントアクション数は，40 アクションまでです。 

 

7.2 イベント 
選択できるイベント種類は次の通り。 

レベルイベントとエッジイベントは，選択したアクションにより自動判別される。 

イベント レベル/エッジ 内容 

リモート 

（1～8） 

レベル/エッジ リモート制御信号が入力されたときアクションを実行 

（リモート制御はオプション） 

リレー 

（※1） 

レベル/エッジ リレーが動作したときにアクションを実行 

（リレー出力はオプション） 

内部スイッチ 

（S01～S30） 

レベル/エッジ 内部スイッチが動作したときにアクションを実行 

アラーム レベル/エッジ 1つでもアラームが発生したときにアクションを実行 

タイマ 

（1～4） 

エッジ タイマがタイムアップしたときにアクションを実行 

マッチタイム 

（1～4） 

エッジ マッチタイムタイマがタイムアップしたときにアクション

を実行 

USER キー エッジ USER キーが押されたときにアクションを実行 

※1： I01～I06（DX1000），I01～I06/I11～I16/I21～I26/I31～I36（DX2000） 
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7.3 アクション 
選択できるアクション種類は次の通り。 

アクション レベル 

/エッジ 

内 容 

メモリスタート/ストップ レベル メモリスタートおよびメモリストップ動作を行う 

メモリスタート エッジ メモリスタート動作を行う 

メモリストップ エッジ メモリストップ動作を行う 

イベントトリガ エッジ* イベントデータの書き込みを開始する 

アラーム ACK エッジ アラーム ACK 動作を行う。 

演算スタート/ストップ エッジ 演算スタートおよび演算ストップ動作を行う 

演算スタート エッジ 演算スタート動作を行う 

演算ストップ エッジ 演算ストップ動作を行う 

演算リセット エッジ 演算リセット動作を行う 

マニュアルサンプル エッジ マニュアルサンプルする 

スナップショット エッジ 画面イメージデータを作成し外部記憶メディアに

保存 

メッセージ書き込み 

（メッセージ番号） 

エッジ メッセージを書き込む 

表示レート 1/表示レート 2 レベル 表示更新レート（標準）と表示更新レート（第 2）

の切り替え 

表示データセーブ エッジ サンプル中の表示データをファイル形式にして内

部メモリに保存 

イベントデータセーブ エッジ サンプル中のイベントデータをファイル形式にし

て内部メモリに保存 

相対時間タイマリセット 

（タイマ番号） 

エッジ 相対時間タイマをリセットする 

表示グループ切り換え エッジ トレンド表示，ディジタル表示，バーグラフ表示画

面のときに指定の表示グループに切り替える 

時刻合わせ エッジ 時刻を も近い正時に合わせる 

フラグ（1～8） レベル 通常は「0」。イベントが発生したとき「1」 

設定ファイルロード（1～3） エッジ 外部記憶メディア（CF カード）に保存されている

設定ファイルを読み込み，設定する 

 *イベントが「アラーム」「リレー」「内部スイッチ」の場合はレベルアクションとなる。 

 

7.3.1 イベントアクション動作 
イベントアクション動作は，小さいイベントアクション番号（1）の処理から順番に行う。 

イベントとアクションのレベル/エッジによる動作は次の通り。 

イベント アクション 動 作 

レベル レベル 立ち上がりと立ち下りを検知し，レベルアクションを交互に繰り返

す 

エッジ* レベル* 立ち上がりを検知し，レベルアクションを交互に繰り返す 

エッジ エッジ 立ち上がりを検知し，エッジアクションを行う 
*イベントが「タイマ」で，アクションが「メモリスタート/ストップ」の場合など。 
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7.4 イベントによるアクション制限 
イベントにより設定できないアクションがあります。 

制限のあるイベントとアクションの組み合わせは次の通り。 

イベント アクション 

リモート リレー 内部 

スイッチ

アラーム タイマ マッチ 

タイム 

USER

キー 

アラーム ACK ○ × × × ○ ○ ○ 

相対時間タイ

マリセット 

○ ○ ○ ○ × ○ ○ 

時刻合わせ ○ × × × × × × 

設定ファイル

ロード 

○ × × × × × × 

○：設定可能，×：設定不可能 

 

7.5 タイマ 
設定可能タイマ数は，4まで。 

タイマの種類は次の通り。 

タイマ種類 内 容 

Off タイマを使用しない 

絶対時間タイマ 設定した基準時刻（正時）とインターバルから決められる時刻ごとに

タイムアップを繰り返す 

相対時間タイマ タイマ設定時から計時を始め，インターバルごとにタイムアップして

計時を繰り返す 

停電時にはタイマは止まり，計時は進まない 

 

タイマの設定内容は次の通り。 

■絶対時間タイマ 

絶対時間タイマ設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

インターバル 1～6/10/12/15/20/30 分

1～6/8/12/24 時間 

タイマインターバル設定 

インターバル終了までの時間を選択する 

基準時刻 00～23 基準時刻の設定 

正時（00～23 時）で指定する。 

 

■相対時間タイマ 

相対時間タイマ設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

インターバル 00:01～24:00 タイマインターバル設定 

インターバル終了までの時間を「時：分」

で設定 

演算スタート時 

リセット 

On/Off 演算スタート時に相対時間タイマをリ

セットするかどうかの設定 

Off：リセットしない 

On ：リセットする 

※演算オプションの有無にかかわらず設

定可能（ただし演算オプションなし時は

Off 固定） 
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7.6 マッチタイムタイマ 
設定可能マッチタイムタイマ数は，4まで。 

マッチタイムタイマの種類は次の通り。 

マッチタイムタイマ種類 内 容 

Off マッチタイムタイマを使用しない 

月 指定の日時にタイムアップする 

週 指定の曜日の指定時刻にタイムアップする 

日 指定時刻にタイムアップする 

 

マッチタイムタイマの設定内容は次の通り。 

マッチタイムタイマ種類 設定項目 

月 週 日 

内 容 

日 1～28 － － 月マッチタイムの日の設定 

曜日 － 日～土 － 週マッチタイムの曜日の設定 

時分 00:00～23:59 時間の設定 

モード 単発/連続 タイムアップ動作の指定 

単発：指定時刻にタイムアップする（初回のみ）

連続：指定時刻ごとにタイムアップする 

 

7.7 内部スイッチ 
内部スイッチとは，外部に出力しないで，本機器の内部処理だけに使用するソフトウェアスイッ

チです。 

内部スイッチの用途は次の通り。 

設 定 内 容 

アラーム設定 

（測定/演算/拡張チャネル） 

アラームリレー出力先に内部スイッチを選択可能 

イベントアクション設定 イベントとして内部スイッチを選択可能 
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8 セキュリティ機能 
8.1 セキュリティ機能概要 
 

  ■機器へのセキュリティを，キー操作，通信操作ごとに設定することができます。 

  ■セキュリティ種類は次の通り 

セキュリティ種類 内 容 

キーロック 本体キーからの操作に対してキーロック機能を使用する キー操作 

ログイン 本体キーからの操作に対してログイン機能によるセキュリティを

使用する 

通信接続 ログイン 通信接続に対してログイン機能によるセキュリティを使用する* 

  *イーサネット接続で，設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTP サーバの各機能を使用する時だ

け有効 

 

8.2 キーロック機能 
8.2.1 キーロック機能概要 
  ■キー操作，外部記憶メディアへのアクセスおよび FUNC 画面からの本体操作を禁止することが

可能。 

  ■パスワードを入力することによりキーロックを解除する。 

 

8.2.2 キーロック設定内容 
キーロックの設定内容は次の通り。 

ユーザ制限設定 選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

パスワード 大 8文字 キーロック解除のためのパスワード設定 

キー操作制限 START キー 

STOP キー 

MENU キー 

USER キー 

DISP/ENTER キー 

お気に入りキー 

キー操作を許可するかしないかの設定 

キーごとに Free/Lock より選択 

外部記憶メディア 

アクセス制限 

－ 外部記憶メディアへのアクセスを許可するかしない

かの設定 

Free/Lock より選択 

制限できるアクセス操作 

・マニュアルでのデータ保存（データ一括保存/デー

タ選択保存） 

・表示データ/イベントデータファイルの読み込み 

・設定データファイルの保存/読み込み 

・フォーマット 

・ファイル一覧 

・ファイル消去 

動作制限  アラーム ACK 

メッセージ/バッチ

演算 

データセーブ 

E メール/FTP 

時刻設定 

画面操作 

本機器の動作を許可するかしないかの設定 

動作ごとに Free／Lock より選択 
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8.3 ログイン機能 
8.3.1 ログイン機能概要 
  ■ユーザ名，パスワードを使用したログイン機能により，機器にセキュリティをかけることが可

能。 

  ■ログインして操作できる内容をユーザごとに設定することが可能 

  ■ログアウトは，本体キー操作によるログアウト，通信（コマンド）によるログアウトまたはオー

トログアウト（指定時間操作が無いと自動的にログアウトする）が可能 

 

8.3.2 ログインの流れ 
  ■本体キーからのログインの流れ 

 

 

 

 

 

 

FUNC 

 

ユーザ名 

選択画面 

登録したユーザ情報が表示される。 

ユーザ名を選択する。 

パスワード入力画面が開く。 

パスワード 

入力画面 

パスワードを入力する。 

パスワードが一致するとログインする。 

パスワードを 3 回間違えた場合は運転画面

に戻る（ユーザ名再選択）。 

ログイン完了 
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  ■通信からのログインの流れ 

 

  （1）設定/測定サーバ，保守/診断サーバへのログインの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （2）FTP サーバへのログインの場合 

 

 

通信接続 

ユーザ名入力 

パスワード入力 

ログイン完了 

3 巡以内 

通信切断 

エラー 

エラー いいえ 

ユーザ名入力 

通信接続 

パスワード入力 

ログイン完了 

エラー 

エラー 

通信切断 
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8.3.3 ユーザレベルとアクセス制限 
  ■ユーザレベルおよび設定可能ユーザ数は次の通り。 

ユーザレベル ユーザ

数 

内容 

システム管理者 5 基本設定，ユーザ登録を含むすべての操作が可能 

通信からログインして管理者機能または利用者機能を使用可能 

一般ユーザ 30 操作できる内容の範囲で操作が可能（基本設定，ユーザ登録は不可）

通信からログインしてモニタ機能のみ使用可能 

 

  ■ユーザレベルによるアクセス制限は次の通り。 

ユーザレベル 設定項目 

システム管理者 一般ユーザ 

基本設定 

モード 
－ ○ × 

時刻 ○ △ 

ユーザ登録 ○ × 

一般設定 

モード 

その他 ○ △ 

画面メニュー ○ × 

設定 

カスタム画面

設定 FUNC 画面 ○ × 

管理者接続 － ○ × 通信 

利用者接続 － ○ ○ 

○：可能  △：ユーザ制限により可能  ×：不可能 

 

8.3.4 システム管理者設定内容 
システム管理者設定内容は次の通り。 

システム管理者

設定 

選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

登録番号 1～5 システム管理者として登録する番号 

登録モード Off/Key/Comm 

/Key+Comm/Web

ログインできるユーザとして登録するかどうかの設定 

Off：ユーザ登録しない 

Key：キーからのログインのみができるユーザを登録する

Comm：通信からのログインのみができるユーザを登録す

る（Web を含む） 

Key+Comm：キーおよび通信からのログインのみができる

ユーザを登録する 

Web：Web からのログイン（アクセス認証）のみができる

ユーザを登録する 

ユーザ名 大 20 文字 ユーザ名の設定 

登録ユーザで重複不可 

"quit"またはオールスペースは設定不可 

パスワード 大 8文字 パスワードの設定 

ユーザにより変更されたパスワードは「********」と表示

される 

"quit"またはオールスペースは設定不可 
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8.3.5 一般ユーザ設定内容 
一般ユーザ設定内容は次の通り。 

一般ユーザ設定 選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

登録番号 1～30 一般ユーザとして登録する番号 

登録モード Off/Key/Comm 

/Key+Comm/Web

ログインできるユーザとして登録するかどうかの設定 

Off：ユーザ登録しない 

Key：キーからのログインのみができるユーザを登録する

Comm：通信からのログインのみができるユーザを登録す

る（Web を含む） 

Key+Comm：キーおよび通信からのログインのみができる

ユーザを登録する 

Web：Web からのログインのみができるユーザを登録する

ユーザ名 大 20 文字 ユーザ名の設定 

登録ユーザで重複不可 

"quit"またはオールスペースは設定不可 

パスワード 大 8文字 パスワードの設定 

ユーザにより変更されたパスワードは「********」と表示

される 

"quit"またはオールスペースは設定不可 

ユーザ制限 Off/1～10 ユーザ制限の設定 

Off：ユーザ制限を行わない 

1～10：ユーザ制限設定 1～10 を適用する 

 

8.3.6 ユーザ制限設定内容 
10 種類のユーザ制限設定をすることが可能。 

ユーザ制限設定内容は次の通り。 

ユーザ制限設定 選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

ユーザ制限番号 1～10 設定するユーザ制限の番号 

キー操作制限 START キー 

STOP キー 

MENU キー 

USER キー 

DISP/ENTER キー 

お気に入りキー 

キー操作を許可するかしないかの設定 

キーごとに Free/Lock より選択 

外部記憶メディア 

アクセス制限 

－ 外部記憶メディアへのアクセスを許可するかしない

かの設定 

Free/Lock より選択 

Free：アクセス可能 

Lock：アクセス不可能 

動作制限  アラーム ACK 

メッセージ/バッチ

演算 

データセーブ 

E メール/FTP 

時刻設定 

画面操作 

本機器の動作を許可するかしないかの設定 

動作ごとに Free／Lock より選択 
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9 通信機能 
9.1 通信プロトコル 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

  ■実装する通信プロトコルは次の通り。 

  ■シリアル通信はオプション。 

  ■ネットワークアドレス設定において，DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）をサポー

トする。 

 通信機能 

設定/測定

サーバ 

保守診断

サーバ 

Web 

サーバ

FTP 

サーバ 

クライア

ント 

アプリケー

ション 

Modbus 

マスタ 

スレーブ 

 ログイン（ユーザ認証） 

E-mail

クライ

アント

Modbus 

サーバ 

クライ

アント 

 

上位 

プロトコル 

DX 専用プロトコル HTTP FTP SMTP Modbus 

プロト

コル 

機器情報

サーバ 

SNTP

サーバ

クライ

アント

TCP UDP 下位 

プロトコル 

Modbus 

プロトコル 

シリア

ル通信 IP 

インタ

フェース 

シリアル 

RS-232 

RS422-A/485 

イーサネット 

10base-T 

 

9.2 Ethernet インタフェースによる通信機能 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

9.2.1 基本仕様 
電気・機械的仕様 ：IEEE802.3 準拠（Ethernet フレームは DIX 仕様） 

伝送媒体タイプ  ：10Base-T 

プロトコル  ：TCP，IP，UDP，ICMP，ARP 

 

9.2.2 通信資源（サーバ機能） 
各種サービスのポート番号， 大同時接続数は次の通り。 

大同時許可数 
サービス ポート 

システム管理者 一般ユーザ 
大同時接続数

設定/測定 34260/tcp 1 2 3 

保守診断 34261/tcp 1 1 1 

機器情報 34264/udp － － － 

FTP サーバ 21/tcp 2 2 2 

Web サーバ 80/tcp － － － 

SNTP サーバ 123/udp － － － 

Modbus サーバ 502/tcp － － 2 
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9.2.3 FTP 機能 
 

■FTP サーバ機能 

ネットワーク上のコンピュータから，FTP プロトコルで本機器にアクセスしファイル操作などが可

能。 

ログイン機能によるアクセス管理が可能。 

アクセス可能ドライブ ：内部メモリ（ファイル領域），外部記憶メディア（CF カード） 

ドライブ共通可能操作 ：ドライブ操作，ディレクトリ操作，ファイルリストの出力，ファイル取 

    得 

外部記憶メディアのみ可能操作 

   ：ファイル転送，ファイル削除 

 

■FTP クライアント機能 

本機器のファイルを FTP サーバに転送することが可能。 

接続先  ：プライマリ，セカンダリサーバの指定が可能。プライマリの FTP サーバ 

    に障害が生じた時，セカンダリの FTP サーバにファイルを転送する。 

自動転送ファイル ：・表示データファイル/イベントデータファイル 

    ・レポートファイル 

    ・画面イメージデータ（スナップショット）ファイル 

自動転送のタイミング ： 

転送タイミング ファイル種類 ファイルデータ元

要 因 詳 細 

オートセーブ周期 表示データ 

ファイル 

内部メモリデータ ファイル作成時 

表示データセーブ 

データ長で指定された周期 イベントデータ

ファイル 

内部メモリデータ ファイル作成時 

イベントデータセーブ 

レポートファイル 内部メモリデータ レポート作成時 － 

スナップショット

ファイル 

外部記憶メディア スナップショット実行時 － 
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9.2.4 Web サーバ機能 
 

■Web サーバ機能概要 

ブラウザソフトウェア（Microsoft Internet Explorer）により，ネットワークを介して本機器の

状態を監視することが可能。 

 

■ページ種類 

ページ種類および内容は次の通り。 

ページ種類 アクセス認証 内容 

オペレータ ○ 本機器で表示している画面を表示することが可能 

表示画面の変更およびメッセージ入力が可能 

モニタ ○ 本機器で表示している画面を表示することが可能 

その他表示画面  ：アラームサマリ表示，全チャネルディジタル表示，ログ表示 
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9.2.5 E メール送信機能 
 

■Eメール送信機能概要 

本機器から指定した送信先へ自動的に Eメールを送信することが可能。 

送信先は 2 グループまで設定可能で，送信する E メール種類ごとに，どちらのグループに送信す

るか設定可能。 

 

■E メール種類 

E メール種類，送信タイミング，内容は次の通り。 

種類 送信タイミング 内 容 

アラーム 

E メール 

アラームの発生時／解除時 アラーム情報 

瞬時値データ（任意） 

停電からの復帰時 停電発生時刻と停電からの復帰時刻 

メモリエンド検出時 メモリエンド検出 

メディア関連のエラー発生時 エラーコードとメッセージ 

システム E 

メール 

FTP クライアント関連のエラー発生時 エラーコードとメッセージ 

定刻 Eメール 指定時刻になったとき 送信時刻 

瞬時値データ（任意） 

レポート 

E メール 

レポート作成時 レポート結果 
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9.2.6 SNTP*機能 
* Simple Network Time Protocol（ネットワークを介し，サーバ，クライアント間で時刻を同期さ

せるためのプロトコル） 

 

■SNTP サーバ機能 

本機器を SNTP サーバとして動作させることが可能。 

SNTP サーバとしての時刻分解能 ：5ms 

 

■SNTP クライアント機能 

本機器の時刻を SNTP サーバの時刻と同期させることが可能。 

SNTP サーバへの時刻問い合わせ方法： 

   (1) 定期的な問い合わせ 

    ・決められた時間間隔で SNTP サーバへ時刻を問い合わせる。 

    ・SNTP サーバとの時間差が±10 分を超えた場合は修正しない。 

   (2) マニュアル操作による問い合わせ 

    ・キー操作により，SNTP サーバへ時刻を問い合わせる。 

   (3) メモリスタート時の問い合わせ 

    ・メモリスタート時に SNTP サーバへ時刻を問い合わせる。 

    ・2 秒以内に SNTP からレスポンスがない場合は，SNTP サーバへの問い合 

     わせの成否に関わらずメモリスタートする。 
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9.2.7 設定/測定サーバ機能 
 

■設定/測定サーバ機能 

本機器の設定，操作，および各種データ出力が可能 

設定/測定サーバ機能： 

(1) 本機器の設定 

(2) 本機器の操作 

・本機器のキー操作と同等の操作が可能。 

(3) 本機器のデータ出力 

・測定/演算/拡張データの出力（バイナリ/ASCII） 

・ログデータの出力 

・設定データの出力 

・本機器が表示している画面イメージデータ（スナップショット） 

・本機器へのログイン状態の出力 

・本機器の状態（ステータス情報）の出力 

・外部記憶メディアのデータ出力 

 ログインによるアクセス制限は次の通り。 

ログインユーザ 内容 

システム管理者 一般ユーザ 

一般設定モード ○ × 設定 

基本設定モード ○ × 

操作 － ○ × 

測定/演算/拡張データ ○ ○ 

ログデータ ○ ○ 

設定データ ○ ○ 

画面イメージデータ ○ ○ 

ログイン状態データ ○ ○ 

ステータス情報 ○ ○ 

データ

出力 

外部記憶メディアデータ ○ × 

○：可能 ×：不可 
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9.2.8 保守/診断サーバ機能 
 

■保守/診断サーバ機能 

コネクション情報，ネットワーク統計情報を出力する。 

保守/診断サーバのコマンドは次の通り。 

コマンド名 機 能 使用できるユーザ 

close 他の機器間のコネクションの切断 システム管理者のみ 

con コネクション情報の出力 全ユーザ 

eth イーサネット統計情報の出力 全ユーザ 

help ヘルプの出力 全ユーザ 

net ネットワーク統計情報の出力 全ユーザ 

quit 操作中機器のコネクションの切断 全ユーザ 

 

9.2.9 機器情報サーバ機能 
 

■機器情報サーバ機能 

本機器のシリアル番号，モデル名などを出力する。 

1つのUDPパケットを1つのコマンドとして解釈し，それに対して1つのパケットでレスポンス（本

機器の情報）を返す。 

機器情報サーバのコマンドは次の通り。 

コマンドとして送るパケットに，出力したい情報のパラメータを並べる。 

パラメータ 説 明 

serial シリアル番号を出力 

host 本機器に設定してあるホスト名を出力 

ip 本機器に設定してある IP アドレスを出力 

 

9.2.10 Modbus 機能 
 

■Modbus クライアント（Modbus マスタ）機能 

サーバ（スレーブ）機器のレジスタに対して，以下のアクセスが可能。 

(1) 保持レジスタまたは入力レジスタを周期的に通信入力チャネル，または拡張チャネル

に読み込む。 

(2) 測定データを周期的に保持レジスタに書き込む。 

(3) 演算データを周期的に保持レジスタに書き込む 

サポートファンクションの一覧は次の通り。 

ファンクション

コード 

機 能 内 容 

3 保持レジスタ(4xxxx)の読

み込み 

本機器が，サーバ（スレーブ）機器の保持レジス

タのデータを，通信入力データまたは拡張チャネ

ルに読み込む 

4 入力レジスタ(3xxxx)の読

み込み 

本機器が，サーバ（スレーブ）機器の入力レジス

タのデータを，通信入力データまたは拡張チャネ

ルに読み込む 

16 保持レジスタ(4xxxx)への

書き込み 

本機器が，測定データまたは演算データをサーバ

（スレーブ）機器の保持レジスタに書き込む。 
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■Modbus サーバ（Modbus スレーブ）仕様 

Modbus サーバ（Modbus スレーブ）基本仕様は次の通り。 

実装プロトコル 物理層 仕 様 

Modbus/RTU スレーブ シリアル I/F スレーブ：1～99 

Modbus/TCP スレーブ EthernetI/F ポート番号        ：502（Well-known） 

同時コネクション数    ：2 

コマンド待ちのタイムアウト：1分 

（但し一旦コマンドを受信し始めてからコマンドを受

信の完了までのタイムアウト時間は 10 秒固定） 

ユニット番号指定：任意。 

"transaction identifier" ：任意 

"protocol identifier"   ：任意 

 

■Modbus サーバ（Modbus スレーブ）機能 

クライアント（マスタ）機器に対して提供する機能は以下の通り。 

(1) 測定データの読み出し 

(2) 演算データの読み出し 

(3) 通信入力データの読み出し/書き込み 

(4) 拡張チャネルデータの読み出し/書き込み 

(5) アラーム情報の読み出し 

サポートファンクションの一覧は次の通り。 

ファンクション

コード 

機 能 内 容 

3 保持レジスタ(4xxxx)の読

み込み 

クライアント（マスタ）機器が通信入力データを

読み込む 

4 入力レジスタ(3xxxx)の読

み込み 

クライアント（マスタ）機器が，本機器の測定/

演算/拡張チャネルのデータを読み込む 

6 保持レジスタ(4xxxx)の単

一書き込み 

クライアント（マスタ）機器が，本機器の通信入

力データ，拡張チャネルデータに書き込む 

8 ループバックテスト クライアント（マスタ）機器が，本機器のループ

バックテストを行う 

16 保持レジスタ(4xxxx)への

書き込み 

クライアント（マスタ）機器が，本機器の通信入

力データ，拡張チャネルデータに書き込む 

 

■注意事項 

Modbus 機能についての注意事項は以下の通り。 

(1) Modbus マスタと Modbus スレーブは同時使用不可。 

(2) Modbus マスタ/スレーブと，Modbus サーバ，Modbus クライアントは独立した動作が可

能。 
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9.3 シリアルインタフェースによる通信機能（オプション） 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

9.3.1 基本仕様 
 

■RS-232（/C2）基本仕様 

電気・機械的仕様 ：EIA RS-232 準拠(9 ピン) 

プロトコル  ：DX 専用または Modbus プロトコル 

接続方式  ：ポイント対ポイント 

通信方式  ：半 2重 

同期方式  ：調歩同期式 

制御方式  ：CS-RS,Xon/Xoff,Xon-RS,None より選択 

データ長  ：7,8[bit] 

転送速度  ：1200,2400,4800,9600,19200,38400[bps]より選択 

スタートビット  ：1[bit] 

ストップビット  ：1[bit] 

パリティ  ：ODD,EVEN,NONE より選択 

通信データ形式  ：測定データ；ASCII またはバイナリより選択 

   設定，制御；ASCII 

 

■RS-422A/485（/C3）基本仕様 

電気・機械的仕様 ：EIA RS-422A 準拠 

プロトコル  ：DX 専用または Modbus プロトコル 

接続方式  ：マルチドロップ(1:N(N=1～32)) 

通信方式  ：4 線式半 2重 

同期方式  ：調歩同期式 

制御方式  ：None 

データ長  ：7,8[bit] 

転送速度  ：1200,2400,4800,9600,19200,38400[bps]より選択 

スタートビット  ：1[bit] 

ストップビット  ：1[bit] 

パリティ  ：ODD,EVEN,NONE より選択 

通信可能距離  ： 大 1.2km 

通信データ形式  ：測定データ；ASCII またはバイナリより選択 

   設定，制御；ASCII 

 

9.3.2 基本機能 
 

■設定/測定サーバ機能 

設定/測定サーバ機能については，「9.2.7 設定/測定サーバ機能」を参照ください。 

ただし，ログイン機能は使用できません。 

 

■Modbus マスタ/Modbus スレーブ機能 

Modbus マスタ/Modbus スレーブ機能については，「9.2.10 Modbus 機能」を参照ください。 

他の機器の測定データを読み込む場合は，演算オプションまたは拡張チャネルオプションが必要。 
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10 バッチ機能 
10.1 バッチ機能概要 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

10.1.1 バッチ管理機能 
バッチ管理機能一覧は次の通り。 

機 能 内 容 

バッチ名（バッチ番号，ロット番号）データが付加される 

データファイルのファイル名をバッチ名（バッチ番号－ロット番号）

で保存することが可能 

バッチ名（バッチ番号，

ロット番号）での，表示

データ/イベントデータ

管理機能 状態表示部，メモリストップ画面にバッチ名を表示。 

テキストフィールド入力文字列の画面表示 テキストフィールド機能 

表示データ/イベントデータへテキストフィールド入力文字列が付加

メモリサンプル中に 1回だけ書き込み可能 バッチコメント文字列 

入力機能 表示データ/イベントデータへコメント入力情報（入力日時，ユーザ

名）が付加 

 

10.1.2 バッチ設定 
バッチ管理機能の設定内容一覧は次の通り。 

バッチ管理設定 選択項目 内 容 

バッチ管理 On/Off バッチ管理機能の使用/未使用の設定 

 On ： バッチ管理機能を使用する 

 Off： バッチ管理機能を使用しない 

ロット番号の桁数 Off/4/6/8 ロット番号の使用/未使用の設定 

 4/6/8： ロット番号を 4/6/8 桁で使用する 

 Off  ： ロット番号を使用しない 

自動インクリメント On/Off ロット番号を自動的にインクリメント（+1）するかどう

かの設定 

On ： ロット番号を自動的にインクリメントする 

Off： ロット番号を自動的にインクリメントしない

※ロット番号を使用する場合のみ有効 

 

10.1.3 バッチ機能使用時のヘッダ情報 
バッチ管理機能使用時は，データに付加されるヘッダ情報が追加されます。 

バッチ管理機能使用時のヘッダ情報一覧は次の通り。 

バッチ管理機能 ヘッダ情報 

使用 未使用 

機器シリアル No. ○ ○ 

ファイルヘッダ ○ ○ 

バッチ名（バッチ番号，ロット番号） ○ × 

スタート情報（日時，ユーザ名*） ○ ○ 

ストップ情報（日時，ユーザ名*） ○ ○ 

コメント情報１～3 

（日時，ユーザ名*，コメント文字列） 

○ × 

テキストフィールド 1～8 ○ × 

 ＊ ログイン機能使用時のみ 
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10.2 バッチ名 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

バッチ名は，バッチ番号とロット番号で構成され，表示データ/イベントデータのファイル名にす

ることが可能です。 

バッチ名の構成は次の通り。 

バッチ名 文字数 入力可能文字 

バッチ番号 大 32 文字 英大文字，数字，一部の記号 

ロット番号 大 8桁 数字 

※ロット番号を使用する場合のみ有効 

 

10.3 テキストフィールド 
※テキストフィールド機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

バッチ管理機能使用時は，テキストフィールドを専用表示画面で表示可能です。 

テキストフィールドは 8つまで設定可能。 

テキストフィールド設定内容は次の通り。 

テキストフィールド 

設定 

選択項目 

（設定範囲）

内 容 

フィールド番号 1～8 設定するフィールド番号 

フィールドタイトル 大 20 文字 テキストフィールドのフィールドタイトル文字列の

設定 

入力可能文字： 英数字，記号，半角カタカナ，漢字

フィールド文字列 大 30 文字 テキストフィールドのフィールド文字列の設定 

入力可能文字： 英数字，記号，半角カタカナ，漢字

 

10.4 バッチコメント入力 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

バッチ管理機能使用時は，バッチコメントを 3つまで書き込むことが可能です。 

バッチコメントは，メモリサンプル中に 1回だけ書き込むことが可能。 

バッチコメントの構成は次の通り。 

コメント数 文字数 入力可能文字 

3 大 50 文字 英数字，記号，半角カタカナ，漢字 
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11 時刻に関する設定/機能 
11.1 時刻設定 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

11.1.1 時刻設定方法 
下記の方法により本機器の時刻を設定することが可能。 

(1) キー操作による時刻設定 

(2) 通信コマンドによる時刻設定 

(3) イベントアクション機能による時刻設定 

(4) SNTP クライアント機能による時刻設定 

 

11.1.2 メモリサンプル中の時刻設定 
1 秒間に 40ms ずつ徐々に時刻を調整することにより，メモリサンプル中でも測定周期に影響を与

えることなく，時刻を変更することが可能。 

時刻の修正は，徐々に時刻修正する限界値（合わせ込む時刻との時間差）内で行う。限界値を超

えている場合には，徐々に時刻を修正せず，一気に時刻を変更する。 

限界値の設定内容は次の通り。 

限界値設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

徐々に修正

する限界値 

Off/10s/20s/30s/ 

1min～5min 

メモリサンプル中の時刻設定における時徐々に修正する限

界値 

Off： 徐々に時刻修正しない。 

10s： 時間差が 10s 以内は、徐々に時刻修正 

20s： 時間差が 20s 以内は、徐々に時刻修正 

30s： 時間差が 30s 以内は、徐々に時刻修正 

1min～5min： 時間差が 1～5min 以内は、徐々に時刻修正 

 

11.1.3 メモリストップ中の時刻設定 
メモリストップ中は，一気に時刻を変更する。 

 

11.2 タイムゾーン 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

タイムゾーンの設定内容は次の通り。 

タイムゾーン設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

タイムゾーン -1300～1300 グリニッジ標準時との時差の設定 

上位 2桁： 時 

下位 2桁： 分 
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11.3 日付フォーマット 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

本機器で表示する日付フォーマットを 4種類から選択可能。 

日付フォーマットの設定内容は次の通り。 

日付フォーマット

設定 

選択項目 

（設定範囲）

内 容 

日付フォーマット 年月日 

月日年 

日月年 1 

日月年 2 

日付フォーマットの設定 

年月日  ：日付フォーマットを YYYY/MM/DD にする 

月日年  ：日付フォーマットを MM/DD/YYYY にする 

日月年 1 ：日付フォーマットを DD/MM/YYYY にする 

日月年 2 ：日付フォーマットを DD.MM.YYYY にする 

※YYYY：年，MM：月，DD：日 
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12 演算/レポート機能（オプション） 
12.1 演算機能 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

12.1.1 演算機能基本仕様 
測定に対する演算，および演算チャネルのトレンド/ディジタル表示，記録が可能。 

■演算チャネル数 

演算チャネル数は次の通り。 

機種 モデル 演算チャネル数 

DX1002 

DX1004 

12（101～112） 

DX1006 

DX1000 

DX1012 

24（101～124） 

DX2004 

DX2008 

12（101～112） 

DX2010 

DX2020 

DX2030 

DX2040 

DX2000 

DX2048 

60（101～160） 

 

■演算式に使用できるデータ 

演算式に使用できるデータは次の通り。 

データ種類 チャネル番号 備 考 

測定チャネルデータ 001～048 モデルにより測定チャネル数は異なる 

演算チャネルデータ 101～160 モデルにより演算チャネル数は異なる 

拡張チャネルデータ 201～440 DX2000 拡張チャネルオプション装着時のみ 

定数 K01～K60 範囲（有効数字は 大 5桁） 
-9.9999E+29～-1.0000E-30，0，1.0000E-30～9.9999E+29

通信入力データ C01～C24
（DX1000） 
C01～C60
（DX2000） 

範囲（有効数字は 大 5桁） 
-9.9999E+29～-1.0000E-30,0,1.0000E-30～9.9999E+29

リモート制御端子の 
状態 

D01～D08 リモート入力信号の状態を「1」または「0」に対応させ
て、演算に使用することができる。 
・接点   ：クローズ「1」，オープン「0」 
・オープンコレクタ 

：リモート端子の電圧レベルが Lo「1」 
       リモート端子の電圧レベルが Hi「0」 
※リモートオプションが装着されていない場合は「0」
固定 

P01～P08 パルスをカウントすることができる（測定周期単位） 
※パルス入力オプションが装着されていない場合は「0」
固定 

パルス入力 

Q01～Q08 パルスをカウントすることができる（1s 周期単位） 
※パルス入力オプションが装着されていない場合は「0」
固定 

内部スイッチの状態 S01～S30 － 

リレーの状態 I01～I06 
（DX1000） 
I01～I36 
（DX2000） 

－ 

フラグ F01～F08 イベントアクション機能によりイベントが発生したと
きに「1」になる 
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■演算式種類 

演算式の種類は次の通り。 

演算種類 演算式 内 容 

＋ 和を求める 

－ 差を求める 

＊ 乗を求める 

四則演算 

／ 除を求める 

平方根 SQR 平方根を求める 

絶対値 ABS 絶対値を求める 

常用対数 LOG 常用対数を求める y=log10X 

自然対数 LN 自然対数を求める y=logeX 

指数 EXP 定数ｅのべき乗を求める y=ex 

べき乗 ＊＊ べき乗を求める y=Xn 

.EQ. 2 つのデータが同じ（=）か判断して「0」「1」で出力 

.NE. 2 つのデータが同じでない（≠）か判断して「0」「1」で出力 

.GT. 2 つのデータの大きさ（＞）を判断して「0」「1」で出力 

.LT. 2 つのデータの大きさ（＜）を判断して「0」「1」で出力 

.GE. 2 つのデータの大きさ（≧）を判断して「0」「1」で出力 

関係演算 

.LE. 2 つのデータの大きさ（≦）を判断して「0」「1」で出力 

AND 論理積を求める 

OR 論理和を求める 

NOT 論理否定を求める 

論理演算 

XOR 排他的論理和を求める 

TLOG.MAX 大値を求める 

TLOG.MIN 小値を求める 

TLOG.AVE 平均値を求める 

TLOG.SUM 積算値を求める 

統計演算 

（時間） 

TLOG.P-P 大値－ 小値を求める 

CLOG.MAX 指定したチャネル中での 大値を求める 

CLOG.MIN 指定したチャネル中での 小値を求める 

CLOG.AVE 指定したチャネル中での平均値を求める 

CLOG.SUM 指定したチャネル中での積算値を求める 

統計演算 

（チャネル） 

CLOG.P-P 指定したチャネル中での 大値－ 小値を求める 

PRE 前回の測定データを求める 

HOLD（a）：b a が 0 以外のとき，自分自身のデータ（TLOG データ，長時間移動平

均データを含む）をホールドする 

※a の演算結果がエラーの場合は演算エラー 

※演算ストップ時と同様 

RESET（a）：b a が 0 以外のとき，前回までの b の値をリセットして，b の演算を

行う 

※a の演算結果がエラーの場合は演算エラー 

※演算リセット相当の機能（長時間移動平均もクリアする） 

特殊演算 

CARRY（a）：b b のしきい値（a）以上になった場合に，(b-a)を演算結果にする 

※b には TLOG.SUM 演算子のみ設定可能 

※a の演算結果がエラーの場合は演算エラー 

※長時間移動平均はクリアする 

※繰り越しデータについては，バッテリーバックアップ時，MATH

リセット時および TLOG リセット時はクリアする(101=101+K01 の

場合も同じ） 

条件式 [a ? b : c] a の演算結果が真（0 以外）の場合は b を実行，偽（0）の場合は c

を実行する 

※a の演算結果がエラーの場合は演算エラー 

※１つの演算式で他の演算子との併用はできない 

※条件式のネストが可能 
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■使用データ制限 

統計演算（TLOG，CLOG）および特殊演算については，使用できるデータに一部制限があります。 

使用できるデータ制限は次の通り。 

使用できるデータ 演算種類 

測定

ch 

演算

ch 

拡張

ch 

定数 通信

入力

リモー

ト 

パルス 内部 

SW 

リレー フラグ

統計演算

（TLOG） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 

統計演算

（CLOG） 

○ ○ ○ × × × × × × × 

特殊演算

（PRE） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 

         ○：使用可能 ×：使用不可能 

 

■オーバーデータの演算結果 

演算式の中でオーバーデータが扱われた場合の演算結果は次の通り。 

演算 演算式 演算内容 演算結果 

0 * (+OVER) 0 

0 * (-OVER) 0 

(+OVER) * 0 0 

乗算 op1*op2 

(-OVER) * 0 0 

(+OVER).EQ.(+OVER) 0 関係演算（.EQ.） op1.EQ.op2 

(-OVER).EQ.(-OVER) 0 

(+OVER).NE.(+OVER) 1 関係演算（.NE.） op1.NE.op2 

(-OVER).NE.(-OVER) 1 

 

■演算結果の特殊データ 

演算結果がオーバー値になったときなどの表示，記録は次の通り。 

特殊データ 表示 内容 

+OVER +Over ＋OVER で表示，記録する 

-OVER -Over -OVER で表示，記録する 

設定 OFF － 表示，記録しない 

エラー +Over/-Over ＋OVER または-OVER のどちらかで表示，記録する 

（どちらにするかは設定可） 
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12.1.2 演算チャネル設定 
■演算チャネル基本設定 

演算チャネルの基本設定内容は次の通り。 

演算チャネル設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

演算チャネル番号 モデルにより演算チャ

ネル数は異なる 

設定する演算チャネル番号 

演算チャネル

On/Off 

On/Off 演算チャネルの使用/未使用の設定 

演算式 大 120 文字 スタック数 35 個以下 

スパン下限 -9999999～99999999 小数点位置を 0～4の範囲で設定可能 

スパン上限 -9999999～99999999 ※「スパン下限≠スパン上限」であること 

単位 大 6文字 単位の設定（英数字） 

 

■TLOG 演算設定 

TLOG 演算の設定内容は次の通り。タイマはチャネルごとに設定可能。 

TLOG 演算 

設定 

選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

演算チャネル

番号 

モデルにより演

算チャネル数は

異なる 

設定する演算チャネル番号 

タイマ番号 1～4 設定するタイマ番号 

積算単位 Off 

/s 

/min 

/h 

積算値の積算単位 

Off ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ） 

/s  ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期 

/min：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期/60 

/h  ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期/3600

リセット On/Off TLOG 演算値をタイマのタイムアップ時にリセットするかどう

かの設定 

On ：TLOG 演算値をタイムアップ時にリセットする 

Off：TLOG 演算値をタイムアップ時にリセットしない 

 

■長時間移動平均設定 

長時間移動平均の設定内容は次の通り。 

長時間移動平均設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

演算チャネル番号 モデルにより演算チャネル数は

異なる 

設定する演算チャネル番号 

長時間移動平均 On／Off 長時間移動平均の使用/未使用の選択 

サンプリング間隔 1s～6s/10s/12s/15s/20s/30s/

1min～6min/10min/12min/ 

15min/20min/30min/1h 

移動平均するデータをサンプリングする間

隔 

サンプリング数 1～1500 移動平均するデータ数 

 

12.1.3 START キー動作 
START キーでの演算動作内容を設定可能です。 

START キーでの演算動作設定内容は次の通り。 

設定項目 設定項目（設定範囲） 内 容 

演算 Off 

Start 

Start+Reset 

START キー動作の設定。 

Off        ：同時に演算スタートしない 

Start      ：同時に演算スタートする 

Start+Reset：同時に演算スタートする（演算スター

ト時に演算リセットする） 
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12.2 レポート機能 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

12.2.1 レポート機能基本仕様 
時報，日報，週報，月報などのレポートを作成することが可能。 

レポートでは，指定チャネルの平均値， 大値， 小値，積算値，瞬時値から 4種類を選択可能。 

 

■レポートチャネル数 

レポートチャネル数は次の通り。 

機種 モデル レポートチャネル数 

DX1002 

DX1004 

12（R01～R12） 

DX1006 

DX1000 

DX1012 

24（R01～R24） 

DX2004 

DX2008 

12（R01～R12） 

DX2010 

DX2020 

DX2030 

DX2040 

DX2000 

DX2048 

60（R01～R60） 

 

■レポート種類 

レポート種類は次の通り。 

レポート種類 内 容 

時報（Hourly） 毎正時に，その正時までの 1時間のデータから，指定されたチャネルの平均

値/ 大値/ 小値/積算値/瞬時値を内部メモリに書き込む 

日報（Daily） 毎日予め設定された時刻に，その時刻までの 1日間のデータから指定された

チャネルの平均値/ 大値/ 小値/積算値/瞬時値を内部メモリに書き込む 

時報＋日報（H+D） 時報と日報を別ファイルまたは 1ファイルで出力するか選択可能 

日報＋週報（D+W） 日報と週報を別ファイルまたは 1ファイルで出力するか選択可能 

日報＋月報（D+M） 日報と月報を別ファイルまたは 1ファイルで出力するか選択可能 

 

■レポート演算種類 

レポート演算種類 内 容 

平均値 AVE 指定されたチャネルの平均値を求める 

大値 MAX 指定されたチャネルの 大値を求める 

小値 MIN 指定されたチャネルの 小値を求める 

積算値 SUM 指定されたチャネルの積算値を求める 

瞬時値 INST 指定されたチャネルの瞬時値を求める 
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12.2.2 レポート設定 
 

■レポート基本設定 

レポート種類の設定については，「12.2.1 レポート機能基本仕様」参照ください。 

 

■レポート作成日時 

レポート種類 設定項目 

時 日 時+日 日+週 日+月 

内 容 

日 － － － － 1～28 日にちの設定 

曜日 － － － 日～土 － 曜日の設定 

時 － 0～23 時間の設定 

 

■レポートチャネル設定 

レポートチャネルの設定内容は次の通り。 

レポートチャネル 

設定 

選択項目 

（設定範囲）

内 容 

レポートチャネル

番号 

モデルによ

りレポート

チャネル数

は異なる 

設定するレポートチャネル番号 

レポート On/Off On/Off レポートチャネルを使用するかしないかの設定 

チャネル － レポートチャネルに割り付ける測定/演算/拡張チャネル 

積算単位 Off 

/s 

/min 

/h 

/day 

積算値の積算単位 

Off ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ） 

/s  ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期 

/min：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期/60 

/h  ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期/3600

/h  ：Σ（測定周期ごとの測定/演算データ）＊測定周期/86400
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12.3 統計演算（TLOG，CLOG），レポート演算のデータ処理 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

12.3.1 異常データの種類 
異常データの種類は以下の通り。 

■スキップデータ 

 (1) 測定チャネルが「skip」に設定されている場合 

 (2) 演算チャネルが「off」に設定されている場合 

 (3) 拡張チャネルが「off」に設定されている場合 

■エラーデータ 

 (1) 測定チャネルで，測定結果がエラー（A/D 不具合など） 

 (2) 演算チャネルで，演算結果がエラー 

■不定データ 

 (1) 拡張チャネルで，通信停止などによりデータが無い 

■NAN 

 (1) 通信入力チャネルで，通信停止などによりデータが無い 

 

12.3.2 異常データ処理 
異常データ発生時の処理は，以下の通り 

■異常データを抜き（無視して），演算を続ける。 

■全データが異常データだった場合の演算結果はエラーとなる。 
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12.3.3 オーバーフローデータ処理 
統計演算（TLOG，CLOG）およびレポート演算のオーバーフローデータの処理方法を選択可能。 

 

■オーバーフローデータ処理 

オーバーフローデータの処理は次の通り。 

統計演算 オーバーフローデータ処理 

SUM 

AVE 

ERROR/SKIP/LIMIT より処理方法を選択可能 

MAX 

MIN 

TLOG 

CLOG 

レポート 

P-P 

SKIP/OVER より処理方法を選択可能 

 

■オーバーフローデータ処理方法設定 

オーバーフローデータ処理方法設定の内容は次の通り。 

オーバーフロー

データ設定 

選択項目 

（設定範囲）

内 容 

SUM,AVE 演算中

オーバーフロー

データ処理方法

ERROR 

SKIP 

LIMIT 

TLOG，CLOG，レポート演算中（SUM，AVE）のオーバーフローデー

タ処理方法 

ERROR ：演算結果を演算エラーにする 

SKIP  ：オーバーフローデータを抜いて（無視して）演算続行

LIMIT ：次のデータとして処理をする。 

・リニアスケーリングを設定していない測定チャネル 

測定レンジの上/下限値 

・リニアスケーリングを設定している測定チャネル 

設定したスケーリングの上/下限値 

・演算チャネル 

設定したスパン上/下限値 

MAX,MIN,P-P 

演算中 

オーバーフロー

データ処理方法

OVER 

SKIP 

TLOG，CLOG，レポート演算中（MAX，MIN，P-P）のオーバーフロー

データ処理方法 

OVER  ：オーバーフローデータで演算する。 

SKIP  ：オーバーフローデータを抜いて（無視して）演算する
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13 拡張チャネル機能（オプション） 
13.1 拡張チャネル機能概要 

※拡張チャネル機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

13.1.1 拡張チャネル機能概要 
本機器の Modbus マスタ機能を用いて，他の機器のデータを取り込んだり，通信入力コマンドを

用いてデータを設定できる，通信入力専用のチャネル。 

拡張チャネルオプション装備時は，測定周期「高速モード」は使用できません。 

 

■拡張チャネル機能オプション装備可能モデル。 

拡張チャネル機能オプションを装備できるモデルは限られます。 

モデル別の装備可否は次の通り。 

拡張チャネル機能 機種 モデル名 

オプション装着 チャネル数 チャネル番号 

DX1002 

DX1004 

DX1006 

DX1000 

DX1012 

× － － 

DX2004 × － － 

DX2008 × － － 

DX2010 ○ 

DX2020 ○ 

DX2030 ○ 

DX2040 ○ 

DX2000 

DX2048 ○ 

240 201～440 

○：オプション装着可能 ×：オプション装着不可能 

 

■拡張チャネル機能一覧 

拡張チャネル機能の一覧は次の通り。 

機 能 内 容 詳 細 

有効ビット数 16bit － データ 

データ範囲 -30000～30000 － 

種類 H/L/T/t 上下限アラーム（H/L），ディレイ上下限アラー

ム（T/t）が可能 

アラーム 

ヒステリシス 可能 設定スパンの 0.0～5.0％で設定可能 

E メール アラームメール 可能 アラームの発生/解除により E メールの送信

が可能 

レポート チャネル指定 可能 拡張チャネルを設定することが可能 

マニュアル

サンプル 

チャネル指定 可能 拡張チャネルを設定することが可能 
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13.1.2 拡張チャネル設定 
 

■拡張チャネル基本設定 

拡張チャネルの基本設定内容は次の通り。 

拡張チャネル設定 選択項目（設定範囲） 内 容 

拡張チャネル番号 201～440 設定する拡張チャネル番号 

拡張チャネル

On/Off 

On/Off 拡張チャネルの使用/未使用の設定 

スパン下限 -30000～30000 小数点位置を 0～4の範囲で設定可能 

スパン上限 -30000～30000 ※「スパン下限≠スパン上限」であること 

単位 大 6文字 単位の設定（英数字） 

 

13.1.3 マニュアルサンプル 
拡張チャネルオプション装備時は，マニュアルサンプルとして保存するチャネルを，測定チャネ

ル/演算チャネル/拡張チャネルより選択する。 

マニュアルサンプルデータとして保存できるチャネル数は 120 チャネル。 
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14 入力種類拡張（オプション） 
14.1 Cu10，Cu25 測温抵抗体入力(/N1) 

※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

測温抵抗体（RTD）入力に，Cu10，Cu25 入力が追加される。 

追加レンジは次の通り。 

追加レンジ 入力 

レンジ レンジ名称

測定範囲 

CU10：GE Cu1 

CU10：L&N Cu2 

CU10：WEED Cu3 

CU10：BAILEY Cu4 

CU10：0.00392at20 Cu5 

CU10：0.00393at20 Cu6 

RTD 

CU25：0.00425at0 Cu25 

-200.0～300.0℃ 

 

14.2 拡張入力(/N3) 
※太字部分は，従来の DX から追加または変更になった仕様です。 

 

熱電対（TC）および測温抵抗体（RTD）入力に入力タイプ追加される。 

追加レンジは次の通り。 

追加レンジ 入力 

レンジ レンジ名称

測定範囲 

Kp vs Au7Fe Kp 0.0～300.0 K 

PLATINEL PLATI 0.0～1400.0℃ 

PR40-20 PR 0.0～1900.0℃ 

NiNiMo NiMo 0.0～1310.0℃ 

W/WRe26 W/WRe 0.0～2400.0℃ 

TC 

Type N(AWG14) N2 0.0～1300.0℃ 

Pt50 Pt50 -200.0～550.0℃ 

Ni100(SAMA) Ni1 -200.0～250.0℃ 

Ni100(DIN) Ni2 -60.0～180.0℃ 

Ni120 Ni3 -70.0～200.0℃ 

J263*B J263 0.0～300.0 K 

Cu53 Cu53 -50.0～150.0℃ 

Cu100 Cu100 -50.0～150.0℃ 

RTD 

Pt25 Pt25 -200.0～550.0℃ 
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15 パルス入力（オプション） 
15.1 パルス入力概要 

※パルス入力機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

リモート入力端子をパルス入力端子として使用することが可能。 

パルス入力オプションには演算オプションが含まれます。 

 

■パルス入力基本仕様 

入力点数  ：3 点（ただし，リモート制御端子をパルス入力端子として使用可。その 

    場合は 大 8点） 

入力種類  ：無電圧接点もしくはオープンコレクタ 

カウント方式  ：パルスの立ち上がりをカウント 

    無電圧接点入力の場合：接点開→接点閉 

    オープンコレクタの場合：電圧レベル High→Low 

許容入力電圧  ：30VDC 

大測定パルス周期 ：100Hz 

小検出パルス幅 ：Low（クローズ），High（オープン）共に 5ms 以上 

パルス検出周期 ：約 3.9ms（256Hz) 

パルス測定確度 ：±1パルス 

 

■パルス積算 

演算チャネルを用いて，2種類のパルス積算が可能 

パルス積算の種類は次の通り。 

演算チャネル 

パルス入力端子 リモート端子利用時

内 容 

P01～P03 P01～P08 測定周期ごとの入力パルス数をカウントして表示 

Q01～Q03 Q01～Q08 1 秒単位あたりの入力パルス数をカウントして表示 
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16 USB インタフェース（オプション） 
16.1 USB インタフェース概要 

※USB インタフェース機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

■USB 仕様 

USB   ：Rev1.1 準拠，ホスト機能 

ポート数  ：2 ポート（前面および背面） 

供給電源  ：5V，500mA（各ポート）* 

    * ローパワードデバイス接続時（バスパワー＜100mA）： 5V±5% 

     ハイパワードデバイス接続時（バスパワー＜500mA）： 5V±10% 

     2 ポートのバスパワー合計が 500mA を超えるデバイスは，同時に 

     接続することができません 

接続可能デバイス ：次の通り 

デバイス USB 規格 詳 細 

キーボード USB HID Class Ver.1.1 準拠 104 キーボード/89 キーボード(US) 

109 キーボード/89 キーボード(Japanese) 

上記 USB 規格に準拠したキーボードに対応 

接続できるキーボードは 1台 

USB メモリ － すべての USB メモリの動作を保証するもので

はない 

 

USB メモリ  ： 

  ドライブ名 ："USB0:"（固定） 

  可能な操作内容 ：(1)設定データファイルの書き込み/読み込み 

     (2)表示データ/イベントデータファイルの書き込み（マニュア 

ル保存のみ） 

     (3)表示データ/イベントデータファイルの読み込み 

     (4)フォーマット 

     (5)ファイル一覧，ファイル削除 

 

16.2 USB 機器の取り付け 
 

■USB 機器は，USB ポートに接続するだけで自動的に認識される。 

■2つ以上のキーボード，2つ以上の USB メモリは接続不可。 
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17 入力値補正機能（オプション） 
17.1 入力値補正機能概要 

※入力値補正機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です（DX100P/DX200P では可）。 

 

■測定チャネルの入力値を，測定チャネルごとに折れ線近似を用いて補正することが可能。 

折れ線の設定点数 ：2～16 

 

■折れ線近似の概念図 

 

17.2 入力値補正機能設定 
 

入直値補正の設定内容は次の通り。 

入力値の設定方法は，数値を直接入力する方法と，測定している値を自動取り込みする，2 通り

の方法があります。 

入力値補正設定 選択項目 

（設定範囲） 

内 容 

測定チャネル番号 － 設定する測定チャネル番号 

補正点数 Off/2～16 補正点数の設定 

Off ：入力値補正機能を使用しない 

2～16：入力値補正点数 2～16 

補正点 1入力値 現在設定されている 

レンジの設定範囲内 

補正点 1の入力値の設定 

設定範囲内の数値を入力する、もしくは測定値

を設定する 

補正点 1出力値 現在設定されている 

レンジの設定範囲内 

補正点 1の出力値の設定 

補正点 n入力値 補正点 1と同じ 補正点 nの入力値の設定（nは補正点数） 

補正点 n出力値 補正点 1と同じ 補正点 nの出力値の設定（nは補正点数） 

 

入力
(X)

X1 X2 X3 X4 Xn
Y1

Y2

Y4

Y3

Yn

出力
(Y)
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18 FAIL/ステータス出力リレー機能（オプション） 
 

18.1 FAIL/ステータス出力リレー機能概要 
※ステータス出力リレー機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です。 

 

本機器の CPU に異常が発生した時，もしくは特定の要因（ステータス）が発生した時に，リレー

接点信号を出力します。 

 

■FAIL/ステータス出力リレー基本仕様 

FAIL/ステータス出力リレー基本仕様は次の通り。 

種類 ﾘﾚｰ接点容量 ﾘﾚｰ動作 出力要因 

FAIL 出力 250VDC/0.1A（抵抗負荷），

250VAC/3A （50Hz/60Hz）

システム異常時 

「非励磁」 

CPU に異常 

ステータス

出力 

250VDC/0.1A（抵抗負荷），

250VAC/3A （50Hz/60Hz）

要因発生時 

「励磁」 

非保持 

メモリ，メディア状態 

測定異常 

通信異常 

メモリストップ 

 

■ステータス出力要因とリレー動作 

ステータス出力要因とそれぞれのリレー操作については次の通り。 

本機器の動作 内 容 

メモリ， 

メディア状態 

内部メモリまたは外部記憶メディアが以下の状態のとき，リレーを励磁する

内部メモリに異常があった場合 

外部記憶メディアへの自動保存設定が「On」の場合 

・外部記憶メディアの残容量が 10％になったとき 

・外部記憶メディアに異常があり，オートセーブできないとき 

・外部記憶メディアが挿入されていないときは，外部記憶メディアへの 

自動保存設定が「Off」の場合と同じ 

外部記憶メディアへの自動保存設定が「Off」の場合 

・内部メモリの残容量が 10MB 以下になったとき 

・外部記憶メディアに保存されていないファイル数が 390 個以上になっ 

たとき 

※ 本機器に接続された USB メモリは対象外 

測定異常 A/D コンバータ異常，バーンアウト検出が発生したときにリレーを励磁す

る。 

通信異常 Modbus マスタ通信エラーが発生したときにリレーを励磁する 

メモリストップ メモリストップしたときにリレーを励磁する 
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19 簡易入力（リモコン）機能（オプション） 
19.1 簡易入力（リモコン）機能概要 

※簡易入力機能は，DXAdvanced で新たに追加された機能です（DX100P/DX200P では可）。 

 

リモコンにより，DXAdvanced の本体キーと同等の操作が可能。 

お気に入りキーの操作は不可。また，DX1000 の場合，リモコンによる演算式の入力は不可。 

大 32 台までの DXAdvanced を同時操作可能。 

 

■リモコンユニット仕様 

リモコンユニットの仕様は次の通り。 

項 目 内 容 

使用温度範囲 0～40 ℃ 

使用湿度範囲 20～80%RH（5～40 ℃にて，結露なきこと） 

保存温度範囲 10～60 ℃ 

電源 3VDC，単 3乾電池 2個 

質量 約 60 グラム（電池を含まず） 

外形寸法 170(H)x50(W)x23.7(D)mm 

個別操作可能台数 ID コード設定にて 大 32 台 

大通信距離 本機器の受光部正面 8m 以下（参考値） 

付属品(/KB1) リモコン，アルカリ乾電池 2本，ID コードラベル，カタカナ/キー対応

ラベル 



＜目次＞ ＜索引＞ 81
 

All Rights Reserved. Copyright © 2005, Yokogawa Electric Corporation TI 04L41B01-02   2005.11.09-00
 

20 付録（DXAdvanced vs DX100/DX200 比較表） 
DX1000 vs. DX100 比較表 

機能／仕様 DX1000 DX100 

[入 力] 

入力点数 

 

2, 4, 6, 12ch 

 

2, 4, 6, 12ch 

測定周期 2, 4ch: 125ms, 250ms （高速モード時は 25ms）

6, 12ch: 1s, 2s, 5s （高速モード時は 125ms）

2, 4ch: 125ms，250ms 

6, 12ch: 1s，2s 

入力種類 DCV: 20, 60, 200mV, 2, 6, 1-5, 20, 50V 

DCA: シャント抵抗付加 

TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe 

RTD: Pt100, JPt100 

その他: 動作記録 

DCV: 20, 60, 200mV, 2, 6, 20, 50V 

DCA: シャント抵抗付加 

TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U 

RTD: Pt100, JPt100 

その他: 動作記録 

測定確度(6V レンジ) +/-(0.05% of rdg + 3digits) 

(高速モード時: +/-(0.1% of rdg + 15digits))

+/-(0.1% of rdg + 2digits) 

バーンアウト機能 熱電対および 1-5V レンジにて検出可能 熱電対入力にて検出可能 

ローカット機能 開平演算モードにてスパンの 0-5%で設定可能 

1-5V（スケーリング）モードにてスパン下限値

固定 

－ 

[表 示] 

表示方式 

 

TFT カラーLCD (5.5”, 320x240 ドット) 

 

TFT カラーLCD (5.5”, 320x240 ドット) 

波形表示更新周期 15, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分, 1, 2, 

4, 10 時間/div （15 秒は 2, 4ch モデルのみ），

更新レート切替機能あり 

15, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 20, 30 分, 1, 2, 4, 10

時間/div （15, 30 秒は 2, 4ch モデルのみ）

表示グループ 10 グループ 4 グループ 

表示種類 トレンド/トレンド横分割/デジタル/バーグラ

フ表示 

オーバビュー表示，情報表示， 

ゾーン表示，部分圧縮拡大表示， 

ヒストリカルデータ参照表示 

トレンド/デジタル/バーグラフ表示 

オーバビュー表示，情報表示， 

ゾーン表示，部分圧縮拡大表示 

ヒストリカルデータ参照表示 

タグ名表示 英，数，カタカナ，ひらがな，漢字 英，数，カタカナ 

スケール表示 指示針，バーグラフ，アラーム設定点マーク，

グリーンバンド表示が可能 

指示針のみ 

[設定方法] 本体操作キー 

通信，CF カードまたは USB メモリ（オプション）

からのダウンロード 

USB キーボード（オプション）,リモコンユニッ

ト（オプション） 

本体操作キー 

通信またはFD, Zip, CFカードからのダウンロー

ド 

[メモリ] 

媒 体 

 

 

内部メモリ: フラッシュメモリ 

外部メディア: CF カード，USB メモリ（オプショ

ン） 

 

内部メモリ: フラッシュメモリ 

外部メディア: 3.5 型 FD, Zip ディスク, CF カー

ド+PC カードアダプタ 

メモリサイズ 内部メモリ: 80MB（標準），200MB（拡張） 内部メモリ: 1.2MB 

大ファイルサイズ 8MB 約 1MB 

データファイル名 データファイル名設定可能 日付/時刻 

[通信機能] 

媒 体 

 

Ethernet(10-BaseT)，RS-232(オプション)，

RS-422A/485(オプション)， USB Rev1.1 ホスト

機能（オプション） 

 

Ethernet(10-BaseT)，RS-232(オプション)，

RS-422A/485(オプション) 



＜目次＞ ＜索引＞ 82
 

All Rights Reserved. Copyright © 2005, Yokogawa Electric Corporation TI 04L41B01-02   2005.11.09-00
 

機能／仕様 DX1000 DX100 

主な通信プロトコル（機能） シリアル通信: 横河専用プロトコル，Modbus/RTU

Ethernet: 横河専用プロトコル，FTP サーバ/ク

ライアント，Web サーバ，E-mail 送信，

Modbus/TCP，SNTP サーバ/クライアント，DHCP

USB: USB キーボード，USB メモリ 

シリアル通信: 横河専用プロトコル，Modbus/RTU

Ethernet: 横河専用プロトコル，FTP クライアン

ト/サーバ，Web サーバ，E-mail 送信 

[演算機能（オプション）] 

演算チャネル数 

 

DX1002/1004: 12ch 

DX1006/1012: 24ch 

 

DX102/104: 4ch 

DX106/112: 12ch 

演算種類 四則, 平方根, 絶対値, 常用対数, 自然対数, 指

数, べき, 関係演算, 論理演算, TLOG(平均, 

大, 小, 積算, P-P), CLOG(平均, 大, 小, 

積算, P-P), 特殊演算(RESET, CARRY, PRE, 

HOLD), 条件式, 長時間移動平均 

四則, 平方根, 絶対値, 常用対数, 指数, べき, 

関係演算, 論理演算, TLOG(平均, 大, 小, 積

算, P-P), 長時間移動平均 

その他 定数( 大 60 個), 通信デジタル入力( 大 24

データ), リモート入力( 大 8データ), パルス

入力積算, 内部スイッチ入力( 大 30 データ), 

リレー状態入力( 大 6 データ), フラグ( 大 8

データ) 

定数( 大 12 個), 通信デジタル入力( 大 12

データ), リモート入力( 大 8データ) 

レポート機能 時報，日報，時報+日報，日報+週報，日報+月報

平均値， 大値， 小値，積算値，瞬時値 

時報，日報，時報+日報，日報+週報，日報+月報

平均値， 大値， 小値，積算値 

[アラーム] 

アラーム種類 

 

上下限, ディレイ上下限，変化率, 差警報 

 

上下限, ディレイ上下限，変化率, 差警報 

変化率アラームインターバル 1～32（サンプリング数） 1～15（サンプリング数） 

ディレイアラーム機能 1～3600 秒でディレイ時間設定可 1～3600 秒でディレイ時間設定可 

アラーム出力 DO2, 4, 6 点(オプション)，内部スイッチ（30

点） 

DO2, 4, 6 点(オプション) 

アラーム未検出機能 On/Off 設定可 － 

アラームヒステリシス 測定/演算/拡張チャネルで，上下限，差上下限

（測定チャネルのみ）で設定可（0.0～5.0%で設

定可） 

測定チャネルで，上下限アラームのみ設定可

（0.5%固定） 

[メッセージ] 

メッセージ数 

 

100 メッセージ（フリー10 メッセージ含む） 

 

8 メッセージ 

 メッセージ文字（数） 大 32 文字，漢字入力可 大 16 文字 

メッセージ表示方向 横書き/縦書き選択可 横書きのみ 

メッセージ追記機能 データにメッセージ追記可能 － 

[バッチ機能] 

 バッチ名文字数 

（標準） 

40 文字（バッチ番号 32 文字+ロット番号 8 文字）

（オプション） 

20 文字（バッチ番号 16 文字+ロット番号 4文字）

バッチコメント文字数 50 文字 x3 32 文字 x3 

テキストフィールド フィールド数: 8 フィールド 

文字数: 50 文字（タイトル 20 文字+30 文字）

－ 

[イベントアクション機能] 

イベントアクション数 

 

40 

 

－（リモート制御機能のみ） 

イベント リモート，USER キー，リレー，内部スイッチ，

アラーム，タイマ，マッチタイム 

リモート，USER キー 

アクション メモリスタート/ストップ，イベントトリガ，ア

ラーム ACK，演算スタート/ストップ/リセット，

マニュアルサンプル，スナップショット，メッ

セージ書き込み，時刻合わせ，表示レート切替，

表示データセーブ，イベントデータセーブ，タ

イマリセット，SNTP 時刻合わせ，表示グループ

切替，フラグ，設定ロード 

メモリスタート/ストップ，イベントトリガ，ア

ラーム ACK，演算スタート/ストップ/リセット，

マニュアルサンプル，スナップショット，メッ

セージ書き込み，時刻合わせ，設定ロード 
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機能／仕様 DX1000 DX100 

[電 源] 

電源電圧 

 

90～132, 180～250VAC 

 

90～132, 180～250VAC 

電源周波数 50/60Hz 50/60Hz 

消費電力 電源 100VAC 時: 大約 45VA 

電源 240VAC 時: 大約 60VA 

電源 100VAC 時: 大約 45VA 

電源 240VAC 時: 大約 62VA 

[動作環境] 

使用温度範囲 

 

0～50℃ 

 

0～50℃(FDD 動作時 5～40℃) 

使用湿度範囲 20～80%RH (5～40℃にて) 20～80%RH (5～40℃にて) 

防塵・防滴仕様 IEC529-IP65 準拠 IEC529-IP65, NEMANo.250 TYPE4（氷着試験除く）

準拠 

[その他] 

絶縁抵抗 

 

20MΩ (500VDC) 

 

20MΩ (500VDC) 

耐電圧 電源-アース間: 2300VAC (1 分間) 

入力-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力相互間： 1000VAC (1 分間，b 端子除く) 

接点出力-アース間： 1600VAC (1 分間) 

リモート-アース間： 1000VDC 

電源-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力相互間： 1000VAC (1 分間，b 端子除く) 

接点出力-アース間： 1500VAC (1 分間) 

リモート-アース間： 500VDC 

時計精度 +/-10ppm +/-100ppm 

[外形寸法 (mm)] 144(W) x 144(H) x 229(D) 144(W) x 144(H) x 218(D) 

[質 量] 約 2.9kg 約 3.0kg 

アラーム出力リレー (2, 4, 6 点) アラーム出力リレー (2, 4, 6 点) 

RS232 通信 RS232 通信 

RS-422A/485(Modbus)通信 RS-422A/485(Modbus)通信 

－ FOUNDATION Fieldbus 

FAIL/状態出力リレー FAIL/メモリエンド出力リレー  

押し締め入力端子 押し締め入力端子 

デスクトップタイプ デスクトップタイプ 

演算機能 演算機能 

Cu10, Cu25 RTD 入力/3 線式絶縁 RTD 入力 Cu10, Cu25 RTD 入力/3 線式絶縁 RTD 入力 

3 線式絶縁 RTD 入力 3 線式絶縁 RTD 入力 

DC/AC24V 電源駆動（対応予定） DC/AC24V 電源駆動 

リモート制御 リモート制御 

（バッチ機能は標準装備） バッチ機能 

24VDC 伝送器電源出力（2, 4 ループ） 24VDC 伝送器電源出力（2, 4 ループ） 

拡張入力（プラチネル，PR40-20，Pt50 など） － 

簡易入力（リモコン付き/リモコンなし） － 

USB インタフェース（2 ポート） － 

パルス入力（リモート制御，演算機能含む） － 

[オプション] 

入力値補正機能 － 

[アプリケーション 

ソフトウエア] 

DAQSTANDARD for DXAdvanced（ビューア，設定） 

DAQEXPLORER（DX デスクトップ，リモートモニタ）*1

DAQLOGGER（ロギング）*1 

DataBrowser（データファイル検索，ビューア）*2 

*1 06 年 4 月対応予定 

*2 06 年 7 月対応予定 

DAQSTANDARD（ビューア，設定） 

DAQEXPLORER（DX デスクトップ，リモートモニタ）

DAQLOGGER（ロギング） 

DataBrowser（データファイル検索，ビューア）

DAQOPC（OPC サーバ） 
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 DX2000 vs. DX200 比較表 
機能／仕様 DX2000 DX200 

[入 力] 

入力点数 

 

4, 8, 10, 20, 30, 40, 48ch 

 

4, 8, 10, 20, 30ch 

測定周期 4, 8ch: 125ms, 250ms （高速モード時は 25ms）

10, 20, 30, 40, 48ch: 1s, 2s, 5s （高速モー

ド時は 125ms） 

4, 8ch: 125ms，250ms 

10, 20, 30ch: 1s，2s 

入力種類 DCV: 20, 60, 200mV, 2, 6, 1-5, 20, 50V 

DCA: シャント抵抗付加 

TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe 

RTD: Pt100, JPt100 

その他: 動作記録 

DCV: 20, 60, 200mV, 2, 6, 20, 50V 

DCA: シャント抵抗付加 

TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U 

RTD: Pt100, JPt100 

その他: 動作記録 

測定確度(6V レンジ) +/-(0.05% of rdg + 3digits) 

(高速モード時: +/-(0.1% of rdg + 15digits))

+/-(0.1% of rdg + 2digits) 

バーンアウト機能 熱電対および 1-5V レンジにて検出可能 熱電対入力にて検出可能 

ローカット機能 開平演算モードにてスパンの 0-5%で設定可能 

1-5V（スケーリング）モードにてスパン下限値

固定 

なし 

[表 示] 

表示方式 

 

TFT カラーLCD (10.4”, 640x480 ドット) 

 

TFT カラーLCD (10.4”, 640x480 ドット) 

波形表示更新周期 15, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15，20, 30 分, 1, 2, 

4, 10 時間/div （15 秒は 4, 8ch モデルのみ），

更新レート切替機能あり 

15, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 20, 30 分, 1, 2, 4, 10

時間/div （15, 30 秒は 4, 8ch モデルのみ）

表示グループ 36 グループ 4 グループ 

表示種類 トレンド/トレンド横分割/サーキュラ/デジタ

ル/バーグラフ/4 画面表示 

オーバビュー表示，情報表示， 

ゾーン表示，部分圧縮拡大表示 

ヒストリカルデータ参照表示 

トレンド/デジタル/バーグラフ/4 画面表示 

オーバビュー表示，情報表示， 

ゾーン表示，部分圧縮拡大表示 

ヒストリカルデータ参照表示 

タグ名表示 英，数，カタカナ，ひらがな，漢字 英，数，カタカナ 

スケール表示 指示針，バーグラフ，アラーム設定点マーク，

グリーンバンド表示が可能 

指示針のみ 

[設定方法] 本体操作キー 

通信，CF カードまたは USB メモリ（オプション）

からのダウンロード 

USB キーボード（オプション），リモコンユニッ

ト（オプション） 

本体操作キー 

通信またはFD, Zip, CFカードからのダウンロー

ド 

[メモリ] 

媒 体 

 

内部メモリ: フラッシュメモリ 

外部メディア: CF カード，USB メモリ（オプショ

ン） 

 

内部メモリ: フラッシュメモリ 

外部メディア: 3.5 型 FD, Zip ディスク, CF カー

ド+PC カードアダプタ 

メモリサイズ 内部メモリ: 80MB（標準），200MB（拡張） 内部メモリ: 1.2MB 

大ファイルサイズ 8MB 約 1MB 

データファイル名 データファイル名設定可能 日付/時刻 

[通信機能] 

媒 体 

 

Ethernet(10-BaseT)，RS-232(オプション)，

RS-422A/485(オプション)， USB Rev1.1 ホスト

機能（オプション） 

 

Ethernet(10-BaseT)，RS-232(オプション)，

RS-422A/485(オプション) 
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機能／仕様 DX2000 DX200 

主な通信プロトコル（機能） シリアル通信: 横河専用プロトコル，Modbus/RTU

Ethernet: 横河専用プロトコル，FTP サーバ/ク

ライアント，Web サーバ，E-mail 送信，

Modbus/TCP，SNTP サーバ/クライアント，DHCP

USB: USB キーボード，USB メモリ 

シリアル通信: 横河専用プロトコル，Modbus/RTU

Ethernet: 横河専用プロトコル，FTP クライアン

ト/サーバ，Web サーバ，E-mail 送信 

[演算機能（オプション）] 

演算チャネル数 

 

DX2004/2008: 12ch 

DX2010/2020/2030/2040/2048: 60ch 

 

DX204/208: 8ch 

DX210/220/230: 30ch 

演算種類 四則, 平方根, 絶対値, 常用対数, 自然対数, 指

数, べき, 関係演算, 論理演算, TLOG(平均, 

大, 小, 積算, P-P), CLOG(平均, 大, 小, 

積算, P-P), 特殊演算(RESET, CARRY, PRE, 

HOLD), 条件式, 長時間移動平均 

四則, 平方根, 絶対値, 常用対数, 指数, べき, 

関係演算, 論理演算, TLOG(平均, 大, 小, 積

算, P-P), 長時間移動平均 

その他 定数( 大 60 個), 通信デジタル入力( 大 60

データ), リモート入力( 大 8データ), パルス

入力積算, 内部スイッチ入力( 大 30 データ), 

リレー状態入力( 大 36 データ), フラグ( 大

8 データ) 

定数( 大 12 個), 通信デジタル入力( 大 12

データ), リモート入力( 大 8データ) 

レポート機能 時報，日報，時報+日報，日報+週報，日報+月報

平均値， 大値， 小値，積算値，瞬時値 

時報，日報，時報+日報，日報+週報，日報+月報

平均値， 大値， 小値，積算値 

[アラーム] 

アラーム種類 

 

上下限, ディレイ上下限，変化率, 差警報 

 

上下限, ディレイ上下限，変化率, 差警報 

変化率アラームインターバル 1～32（サンプリング数） 1～15（サンプリング数） 

ディレイアラーム機能 1～3600 秒でディレイ時間設定可 － 

アラーム出力 DO2, 4, 6, 12, 24, 22 点+FAIL(オプション)，

内部スイッチ（30 点） 

DO2, 4, 6, 12, 24 点(オプション) 

アラーム未検出機能 On/Off 設定可 － 

アラームヒステリシス 測定/演算/拡張チャネルで，上下限，差上下限

（測定チャネルのみ）で設定可（0.0～5.0%で設

定可） 

測定チャネルで，上下限アラームのみ設定可

（0.5%固定） 

[メッセージ] 

 メッセージ数 

 

100 メッセージ（フリー10 メッセージ含む） 

 

8 メッセージ 

メッセージ文字（数） 大 32 文字，漢字入力可 大 16 文字 

メッセージ表示方向 横書き/縦書き選択可 横書きのみ 

メッセージ追記機能 データにメッセージ追記可能 － 

[バッチ機能] 

 バッチ名文字数 

（標準） 

40 文字（バッチ番号 32 文字+ロット番号 8 文字）

（オプション） 

20 文字（バッチ番号 16 文字+ロット番号 4文字）

バッチコメント文字数 50 文字 x3 32 文字 x3 

 テキストフィールド フィールド数: 8 フィールド 

文字数: 50 文字（タイトル 20 文字+30 文字）

－ 

[イベントアクション機能] 

イベントアクション数 

 

40 

 

－（リモート制御機能のみ） 

イベント リモート，USER キー，リレー，内部スイッチ，

アラーム，タイマ，マッチタイム 

リモート，USER キー 

アクション メモリスタート/ストップ，イベントトリガ，ア

ラーム ACK，演算スタート/ストップ/リセット，

マニュアルサンプル，スナップショット，メッ

セージ書き込み，時刻合わせ，表示レート切替，

表示データセーブ，イベントデータセーブ，タ

イマリセット，SNTP 時刻合わせ，表示グループ

切替，フラグ，設定ロード 

メモリスタート/ストップ，イベントトリガ，ア

ラーム ACK，演算スタート/ストップ/リセット，

マニュアルサンプル，スナップショット，メッ

セージ書き込み，時刻合わせ，設定ロード 
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機能／仕様 DX2000 DX200 

[電 源] 

電源電圧 

 

90～132, 180～250VAC 

 

90～132, 180～250VAC 

電源周波数 50/60Hz 50/60Hz 

消費電力 電源 100VAC 時: 大約 74VA 

電源 240VAC 時: 大約 100VA 

電源 100VAC 時: 大約 75VA 

電源 240VAC 時: 大約 106VA 

[動作環境] 

使用温度範囲 

 

0～50℃ 

 

0～50℃(FDD 動作時 5～40℃) 

使用湿度範囲 20～80%RH (5～40℃にて) 20～80%RH (5～40℃にて) 

防塵・防滴仕様 IEC529-IP65 準拠 IEC529-IP65, NEMANo.250 TYPE4（氷着試験除く）

準拠 

[その他] 

絶縁抵抗 

 

20MΩ (500VDC) 

 

20MΩ (500VDC) 

耐電圧 電源-アース間: 2300VAC (1 分間) 

入力-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力相互間： 1000VAC (1 分間，b 端子除く) 

接点出力-アース間： 1600VAC (1 分間) 

リモート-アース間： 1000VDC 

電源-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力-アース間: 1500VAC (1 分間) 

入力相互間： 1000VAC (1 分間，b 端子除く) 

接点出力-アース間： 1500VAC (1 分間) 

リモート-アース間： 500VDC 

時計精度 +/-10ppm +/-100ppm 

[外形寸法 (mm)] 288(W) x 288(H) x 226(D) 288(W) x 288(H) x 220(D) 

[質 量] 約 6.0～7.3kg 約 6.6～7.3kg 

アラーム出力リレー (2, 4, 6，12，24 点) アラーム出力リレー (2, 4, 6，12，24 点) 

RS232 通信 RS232 通信 

RS-422A/485(Modbus)通信 RS-422A/485(Modbus)通信 

－ FOUNDATION Fieldbus 

VGA 出力 VGA 出力 

FAIL/状態出力リレー FAIL/メモリエンド出力リレー  

FAIL+アラーム出力リレー 22 点 － 

押し締め入力端子 押し締め入力端子 

デスクトップタイプ デスクトップタイプ 

演算機能 演算機能 

Cu10, Cu25 RTD 入力/3 線式絶縁 RTD 入力 Cu10, Cu25 RTD 入力/3 線式絶縁 RTD 入力 

3 線式絶縁 RTD 入力 3 線式絶縁 RTD 入力 

DC/AC24V 電源駆動（対応予定） DC/AC24V 電源駆動 

リモート制御 リモート制御 

（バッチ機能は標準装備） バッチ機能 

24VDC 伝送器電源出力（4, 8 ループ） 24VDC 伝送器電源出力（4, 8 ループ） 

拡張入力（プラチネル，PR40-20，JPt50 など） － 

簡易入力（リモコン付き/リモコンなし） － 

USB インタフェース（2 ポート） － 

パルス入力（リモート制御，演算機能含む） － 

入力値補正機能 － 

[オプション] 

拡張チャネル機能 － 

[アプリケーション 

ソフトウエア] 

DAQSTANDARD for DXAdvanced（ビューア，設定） 

DAQEXPLORER（DX デスクトップ，リモートモニタ）*1

DAQLOGGER（ロギング）*1 

DataBrowser（データファイル検索，ビューア）*2 

*1 06 年 4 月対応予定 

*2 06 年 7 月対応予定 

DAQSTANDARD（ビューア，設定） 

DAQEXPLORER（DX デスクトップ，リモートモニタ）

DAQLOGGER（ロギング） 

DataBrowser（データファイル検索，ビューア）

DAQOPC（OPC サーバ） 

 

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
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