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はじめに

このたびは，XL100ポータブルデータロガ－/ポータブルデータステーションを

お買い上げいただきましてありがとうございます。

このクイックマニュアルは，本機器を初めてお使いになる方でもすぐに操作がで

きるように，主な機能と，実際に測定する場合の設定例およびキー操作を簡単に

説明したものです。

本書の他に，付属のCD-ROMに収納したユーザーズマニュアルと通信機能説明書

を別途ご用意しております。ユーザーズマニュアルは，通信機能詳細説明を除く

すべての機能および操作について詳細に説明したものです。また，通信機能説明

書は，通信機能および通信プログラムについて説明したものです。クイックマ

ニュアルとあわせてご使用ください。通信機能説明書はポータブルデータステー

ションのみに対応しています。

お読みになったあとは，ご使用時にすぐにご覧になれるところに，大切に保管し

てください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにお役に立ちます。

ご注意

・本書の内容については，将来予告なしに変更することがあります。

・また，実際の表示内容が本書に記載の表示内容と多少異なる場合があります。

・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，裏表紙に記載の当社営業部または

お買い求めの代理店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。

・保証書が付いています。よくお読みいただき，ご理解のうえ大切に保存してく

ださい。(保証書の再発行はいたしません)

商標

本文中に使われている会社名，商品名は，各社の登録商標または商標です。

履歴

2007年4月 初版発行

1st Edition: April 2007 (MC)

All Rights Reserved, Copyright © 2005, Yokogawa Meters & Instruments Corporation
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本機器を安全にご使用いただくために

本機器を正しく安全に使用していただくため，本機器の操作にあたっては，ユー

ザーズマニュアルの4，5ページに記載の「本機器を安全にご使用いただくため

に」と「3.1 使用上の注意」に記載の注意事項を必ずお守りください。指定して

いない方法で使用すると，本機器の保護機能が損なわれることがあります。

本機器および本書では，安全に関する以下のようなシンボルマークを使用してい

ます。

警告

回避しないと，使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合に使用します。

注意

回避しないと，使用者が軽傷を負う危険が想定される場合，または製品などの機器に
物理的損害が発生する可能性が想定される場合に使用します。

注記

製品を取り扱う上で重要な情報，および操作や機能を知る上で注意すべきことがらを
記述する場合に使用します。

【補足】

“補足”を示しています。説明を補足するためのことがらを記述する場合に使用します。
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1. 梱包内容を確認してください

梱包を開けたら，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

製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。

XL100本体

リアパネルの形名銘板に記載されている形名と仕様コードで，ご注文どおりであ

ることを確認してください。

XL100

No.

形名

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。

 付属品

次の付属品が揃っていること，損傷がないことを確認してください。

これらは，本体に装着されています
端子台ユニット ラバーブーツ

ACアダプタ クイックマニュアル(本書) CD-ROM

標準ソフトウエアおよびPDF版
マニュアル(ユーザーズマニュル，
クイックマニュアル，通信機能
説明書)が収納されています。

1.

b

+
-

ch1

b

+
-

ch2

b

+
-

ch3

b

+
-

ch4

b

+
-

ch5

b

+
-

ch6

b

+
-

ch7

+
-

ch8

(例：95052)

端子用ドライバ

サイドカバー
(XL121/XL122/
XL124に付属)

【補足】

別売品のアクセサリ /補用品については，ユーザーズマニュアルの3ページをご覧く
ださい。
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2. 操作の流れ

配線

電源接続/電源ON

設定 ・入力設定
・データ保存

その他の設定(必要に応じて)
・アラーム
・表示
・演算
・通信
・ハードウェア
・システム

設定確認/測定

データ保存

フリーランニングモード

ロギングモード

データ解析 ・レビューモード
・ロギングレビューモード

ファイル処理(必要に応じて)
・ファイル名の変更
・ファイルの削除
・データのコピー

ユーザーズマニュアル
参照章/節

3.3～3.525ページ

27ページ

30ページ

34ページ

39ページ

40ページ

42ページ

本書参照ページ

3.6，4.1

使用言語の設定

5章

9.1

6章
7章
8章
10章
4.章，11章など
11.6，11.7

9.1

9.2

9.7
9.8
9.9

初回起動時のみ 29ページ
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3. 各部の名称と働き

フロントパネル

HOME REVIEW FILE SETTING HOLD
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RANGE DISPLAY

GROUP
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TIME / DIV

SAVE

RANGE DISPLAY

GROUP

MARK

SETESC
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START
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1. HOMEキー

瞬時値測定を行う「フリーランニングモード」(22ページ参照)にするときに押します。

2. REVIEWキー

ロギング(データ保存)中に過去の測定データを確認できる「ロギング・レビューモー

ド」(22ページ参照)や，保存されたデータの解析ができる「レビューモード」(22ペー

ジ参照)にするときに押します。

3. FILEキー

ファイル名の変更，測定データのコピー，設定データの保存と読み込みなどができる

「ファイル処理モード」(22ページ参照)にするときに押します。

4. SETTINGキー

測定条件，測定データの保存条件，アラーム条件などを設定するときに押します。

5. HOLDキー

測定値が更新されないように表示画面をホールドするとき，またはそれを解除するとき

に押します。また，キーロック/キーロック解除を行うときに押し(長押し)ます。

6. TIME/DIVキー

時間軸(1グリッド[1div]あたりの時間)を切り替えるときに押します。

7. ESCキー

キー操作をキャンセルするときに押します。

8. SETキー

キー操作による設定を確定するときに押します。

9. START/STOPキー

ロギング(測定データの保存)を開始/終了するときに押します。

10. RANGEキー

入力レンジやスパン(またはスケール)を変更するときに押します。

11. DISPLAYキー

「フリーランニングモード」や「ロギングモード」で，表示画面を切り替える(23ペー

ジ参照)ときに押します。また，「レビューモード」で，マーカー表示と統計演算値表

示を切り替えるときにも押します。

12. SAVEキー

測定データ/画面データを手動で保存するときや印刷するときに押します。

13. GROUPキー

測定/演算/通信入力チャネルの表示グループを切り替えるときに押します。

14. 早送りキー

レビュー表示画面でマーカーを左右に1div移動するときに押します(44ページ参照)。

15. MARKキー

レビュー表示画面で有効にするマーカーを選択するときに押します(44ページ参照)。

16. 方向/SELECTキー

方向キーは，表示画面で項目の選択をするときに押します。また，レビュー表示画面で

マーカーを左右に移動するときにも押します(44ページ参照)。

SELECTキーは，選択を確定するときに押します。

3.　各部の名称と働き
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側面部

電源接続と電源スイッチ
ON/OFFの説明は，27，
28ページ

CFカード/SDカードの
セットの仕方の説明は，
40ページ

*XL121/XL122/XL124のみ対応

CFカードスロット

SDカードスロット*

トリガ入出力端子

RS-485コネクタ*

イーサネットポート*

電源スイッチ

ACアダプタジャック

RS-232コネクタ*

説明→3.9節

説明→3.8節

説明→3.8節

説明→4.7節

説明→4.7節

説明→3.5節

説明→3.4節

説明→3.8節

説明→3.8節

説明→4.1節

説明→3.6節
ディジタルI/Oコネクタ

USBメモリ用USBポート

パソコン通信
用USBポート*

USB

SG

USB

RS485 RS232LAN

CF

SD

TRIGGERALARM

LOGIC/PULSE
GNDIN OUT

DC INPUT

POWER

12V 20W MAX

参照節は，ユーザーズマニュアル
の節を示しています。

背面部

端子用ドライバ(付属品)
ばね側(この図では右側)に
押すと取り外せます。

バッテリカバー
中に別売品のリチウム
イオンバッテリ(形名：
94009)を収納します。

形名銘板

5.　主な機能の紹介



9IM XL120P

4. 表示画面の見方

状態表示部

123 4 5

6

8

7

1. 動作モード

フリーランニング，ロギング，ロギング・レビュー，設定，ファイル処理の

各モード名が表示されます。

2. ユーザ名

キーログイン機能(ユーザーズマニュアルの11.7節参照)をONにしている場合

に，ログインユーザ名が表示されます。

3. グループ名(グループ設定は，ユーザーズマニュアルの7.2節参照)

表示している測定チャネルのグループ名が表示されます。

4. アラーム状態(アラーム機能は，15ページ参照)

アイコンの色で，下記のように区別を表示します。
グレー：アラーム設定なし

黄緑： アラーム設定あり

赤： アラーム発生中

5. アラーム出力状態

アラーム出力チャネル(1～4)ごとにアイコンの色で，下記のように区別を表

示します。
グレー：アラーム設定なし

黄緑： アラーム設定あり

赤： アラーム出力中

6. 日付/時刻(日付/時刻の設定は，ユーザーズマニュアルの4.3節参照)

西暦で年月日時分秒を表示します。

7. サンプリング周期

フリーランニング，ロギング，ロギング・レビューの各モードのときに，サ

ンプリング周期(測定データの測定周期/保存周期)が表示されます。

8. 各種アイコン

下記の各アイコンで，動作状態やインタフェース使用状態などを表示しま

す。

データ保存先が内部メモリに設定されているときのアイコンです。アクセス中

には点滅します。保存先に設定されていないときは，色がグレーになります。
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データ保存先が内部メモリに設定されていて，保存モードが「分割」に設定さ

れているときのアイコンです。内部メモリにアクセスがあるときは点滅しま

す。

データ保存先が内部メモリに設定されていて，メモリフル動作が「繰り返し」

に設定されているときのアイコンです。内部メモリにアクセスがあるときは点

滅します。

データ保存先が内部メモリに設定されていて，メモリフル動作が「削除保存」

に設定されているときのアイコンです。内部メモリにアクセスがあるときは点

滅します。

データ保存先が内部メモリに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリ

フル動作が「繰り返し」に設定されているときのアイコンです。内部メモリに

アクセスがあるときは点滅します。

データ保存先が内部メモリに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリ

フル動作が「削除保存」に設定されているときのアイコンです。内部メモリに

アクセスがあるときは点滅します。

データ保存先がCFカードに設定されているときのアイコンです。アクセス中に

は点滅します。保存先に設定されていないときは，色がグレーになります。

データ保存先がCFカードに設定されていて，保存モードが「分割」に設定され

ているときのアイコンです。CFカードにアクセスがあるときは点滅します。

データ保存先がCFカードに設定されていて，メモリフル動作が「繰り返し」に

設定されているときのアイコンです。CFカードにアクセスがあるときは点滅し

ます。

データ保存先がCFカードに設定されていて，メモリフル動作が「削除保存」に

設定されているときのアイコンです。CFカードにアクセスがあるときは点滅し

ます。

データ保存先がCFカードに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリフ

ル動作が「繰り返し」に設定されているときのアイコンです。CFカードにアク

セスがあるときは点滅します。

データ保存先がCFカードに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリフ

ル動作が「削除保存」に設定されているときのアイコンです。CFカードにアク

セスがあるときは点滅します。

4.　表示画面の見方
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データ保存先がSDカードに設定されているときのアイコンです。アクセス中に

は点滅します。データ保存先に設定されていないときは，色がグレーになりま

す。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

データ保存先がSDカードに設定されていて，保存モードが「分割」に設定され

ているときのアイコンです。SDカードにアクセスがあるときは点滅します。

(XL121/XL122/XL124のみ対応)

データ保存先がSDカードに設定されていて，メモリフル動作が「繰り返し」に

設定されているときのアイコンです。SDカードにアクセスがあるときは点滅し

ます。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

データ保存先がSDカードに設定されていて，メモリフル動作が「削除保存」に

設定されているときのアイコンです。SDカードにアクセスがあるときは点滅し

ます。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

データ保存先がSDカードに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリフ

ル動作が「繰り返し」に設定されているときのアイコンです。SDカードにアク

セスがあるときは点滅します。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

データ保存先がSDカードに設定されていて，保存モードが「分割」，メモリフ

ル動作が「削除保存」に設定されているときのアイコンです。SDカードにアク

セスがあるときは点滅します。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

バックアップメモリにデータが保存されているときのアイコンです。アクセ

ス中には点滅します。データが保存されていないときは，色がグレーになり

ます。

インタフェース設定が「LAN」，「LAN/RS-232」，または「LAN/RS-

485」のときのアイコンです。それ以外のときは，色がグレーになります。

(XL121/XL122/XL124のみ対応)

インタフェース設定が「USB」のときのアイコンです。それ以外のときは，色

がグレーになります。(XL121/XL122/XL124のみ対応)

通信プロトコルの設定が「Modbus(スレーブ)」のときのアイコンです。

「Modbus(マスタ)」のときは，色がグレーになります。(XL121/XL122/

XL124のみ対応)

通信プロトコルの設定が「Modbus(マスタ)のときのアイコンです。Modbus

(スレーブ)のときは，色がグレーになります。(XL121/XL122/XL124のみ対

応)

4.　表示画面の見方
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プリンタ接続設定が「ON」で，サンプリング周期が1分以上のときのアイコン

です。「OFF」のときは，色がグレーになります。(XL121/XL122/XL124の

み対応)

プリンタ接続設定が「ON」で，サンプリング周期が30秒以下のときのアイコ

ンです。SAVEキーによるマニュアル印字だけが有効であることを示します。

(XL121/XL122/XL124のみ対応)

画面の更新がホールドされているときのアイコンです。ホールドされていない

ときは，色がグレーになります。

キーロック中のときのアイコンです。キーロックされていないときは，アイコ

ンの色がグレーになります。

ACアダプタが接続されているときのアイコンです。

ACアダプタが接続されていなくてバッテリ(別売品)で駆動されているときのア

イコンです。バッテリ充電残量を4段階( → → → )で表示し

ます。

4.　表示画面の見方
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データ表示部

波形＋ディジタル値表示

4 1 6

7

3 2

5

1012

11

8

9

1. 波形

測定データ/演算データ/通信入力データの波形です。ロジック入力の波形は，上図のよ

うに，画面下部に表示されます。

2. 時間軸

TIME/DIVキーで設定した時間軸(1グリッド[1div]あたりの時間)が表示されます。

3. アラームライン

選択されたチャネル(以下，アクティブチャネル)のアラーム値の位置に破線で表示され

ます。

4. スケール上限値

アクティブチャネルの表示上限値が表示されます。

5. スケール下限値

アクティブチャネルの表示下限値が表示されます。

6. ペン

各チャネルの現在値の位置に表示されます。アクティブチャネルは反転表示になりま

す。

7. 記憶メディアの使用状況表示バー

測定データの保存先になっている記憶メディアの全容量に対する使用量が青色のバーで

表示されます。

保存先メディアの総容量

使用量 空き容量

8. グリッド

表示のON/OFFが可能です。

4.　表示画面の見方
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9. 経過時間

ロギング(データ保存)開始から経過した時間が表示されます。

10. ディジタル値

測定データ/演算データ/通信入力データの現在値が数値で表示されます。ア

ラームが発生しているときは，赤色の反転表示になります。

11. 単位

℃などの既定文字，または設定した任意文字(最大6文字)で表示されます。

12. チャネルNo./タグ名

チャネルNo.と設定したタグ名(半角英数字/カタカナで最大8文字)を表示しま

す。アクティブチャネルは反転表示になります。

他のデータ表示

「波形＋ディジタル値表示」画面以外に，ディジタル値を表示しない波形表示画

面のほか，下図の表示画面があります。下図のデータ表示の説明は，ユーザーズ

マニュアルの「2.3 データ表示画面」をご覧ください。

・ディジタル値表示画面

瞬時値のディジタル値と統計演算値を表示します。

・バーグラフ表示画面

波形の代わりにバーグラフで表示します。

4.　表示画面の見方
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・レビュー表示画面

すでに保存したデータの波形を表示する画面です。

・ロギング・レビュー表示画面

現在ロギング(保存)しているデータの波形と，すでに保存したデータの波形の

両方を表示する画面です。

・アラームサマリ表示画面

アラーム発生状況を一覧表形式で表示します。

・ログ表示画面

エラーメッセージのログデータおよび通信関連のログデータを表示します。

4.　表示画面の見方
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5. 主な機能の紹介

入力の種類と演算

入力の種類には，下表に示すように，アナログ入力として直流電圧，熱電対，お

よび測温抵抗体の各入力があります。また，その他の入力として，パルス信号

(1ch)およびロジック信号(2ch)があります。

さらに，2つの入力の四則演算を行い，その演算値を演算チャネルとして割り当て

て測定値と同様に表示したり，測定値の統計演算値を表示することもできます。

入力設定の詳細はユーザーズマニュアルの「5章 入力チャネルに関する設定」，

演算の詳細はユーザーズマニュアルの「8章 測定データの演算設定」をご覧くだ

さい。

入力/演算 説明

直流電圧 ±100mV～±50Vの直流電圧を測定できます。

熱電対 R，S，B，K，E，J，T，N，W，L，Uの各タイプから選択でき
ます。

測温抵抗体 Pt100，JPt100のどちらかのタイプを選択できます。

パルス信号 パルス入力を回転数，積算値，または瞬時値で表示します。

ロジック信号 電圧入力が0.9V未満のときにOFF(0)，2.1V以上のときにON(1)
として，ロジック波形を画面下部に表示します。

演算 測定データ，演算データ，通信データや任意に設定可能な定数を
使用して，四則演算を行い表示します。

統計演算 測定値の最大値，最小値，平均値，ピーク値，または実効値を演
算し，表示します。
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【補足】

パルス信号およびロジック信号の入力には，入力端子(ディジタルI/Oコネクタ)に別売
のディジタル I/Oケーブルを接続する必要があります。
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アラーム機能

測定値/演算値が所定の条件を満たしたときに，警報(アラーム)を出すことができ

ます。アラームが発生すると，画面にアラーム発生を知らせる情報を表示させた

り，本機器の側面にある出力端子(ディジタルI/Oコネクタ)から，別売のディジタ

ルI/Oケーブルを使用して，アラーム信号を出力することができます。アラーム

条件は，下表に示す条件から選択できます。

設定内容の詳細は，ユーザーズマニュアルの「6章 アラームに関する設定」をご

覧ください。

入力の種類 設定 アラーム条件

レベル OFF アラーム条件を設定しません。
または Hi 測定値/演算値がアラーム設定値以上になると，ア
パルス ラームを発します。

Lo 測定値/演算値がアラーム設定値以下になると，ア
ラームを発します。

ウィンドウIN 測定値/演算値が設定された下限と上限のアラーム
設定範囲内になると，アラームを発します。

ウィンドウOUT 測定値/演算値が設定された下限と上限のアラーム
設定範囲外になると，アラームを発します。

ロジック OFF アラーム条件を設定しません。
Hi ロジック入力がLoからHiになると，アラームを発

します。
Lo ロジック入力がHiからLoになると，アラームを発

します。

アラーム
設定値

アラーム解除

測定値

アラーム発生

Hi Lo

測定値 アラーム解除

アラーム
設定値アラーム発生

アラーム
設定値

アラーム解除
測定値

アラーム発生

ウィンドウIN ウィンドウOUT

測定値

アラーム解除 アラーム
設定値

アラーム発生

5.　主な機能の紹介
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データ保存

測定データ，演算データ，設定データなどのデータは，本体の内部メモリ，または

XL100本体にセットした外部記憶メディア(CFカード/SDカード)に保存できます。

��
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【補足】

USBメモリ用USBポートを装備していますが，USBメモリには直接データを保存で
きません(ユーザーズマニュアルの3.9 節参照)。

保存可能なデータには，以下のものがあります。

種類 内容

ロギングデータ 指定のサンプリング周期で測定/演算データの瞬時
値を保存できます。START/STOPキー操作で
データの保存を開始/終了します。また，きっかけ
となる事象(次の項の「トリガ」参照)が発生した
ときにデータの保存を開始/終了させることができ
ます。アラーム情報を持ちます。

マニュアルサンプルデータ フリーランニングモードでのSAVEキー操作によ
り，その時点の全チャネルの測定/演算データ(瞬
時値)を保存できます。

アラームデータ アラームサマリ表示時のSAVEキー操作で，ア
ラームサマリ表示と同じ内容を保存できます。

画面イメージデータ フリーランニングモード等でのSAVEキー操作に
より，表示している画面のイメージデータを保存
できます。

設定データ ファイル処理モードで，本機器の設定情報を保存
できます。

ログデータ ログデータ表示時のSAVEキー操作で，ログ表示
と同じ内容を保存できます。

バックアップファイル 内部メモリまたは外部記憶メディア(CFカード/
SDカード)へのデータ保存が正常に行われなかっ
た場合，本体のバックアップメモリにデータを保
存します。保存されたデータは外部記憶メディア
にコピーできます。

5.　主な機能の紹介
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トリガ
ロギング(データ保存)の開始/終了をSTART/STOPキー操作で行う以外に，ロギ
ングデータ(測定/演算データ)の保存を開始(または終了)するきっかけ(トリガ)を
設定して，自動的に行うことができます。ロギング(データ保存)のトリガは，下

記の中から選択して設定できます。

種類 内容

なし トリガ条件を設定しません。

外部 外部トリガ入力端子への信号入力でトリガが成立します。

レベル 上限 測定値が設定値以上になるとトリガが成立します。
下限 測定値が設定値以下になるとトリガが成立します。
ウィンドウIN 測定値が設定された下限と上限の設定範囲内になるとト

リガが成立します。
ウィンドウOUT 測定値が設定された下限と上限の設定範囲外になると，

トリガが成立します。

アラーム 設定したアラーム出力チャネルにアラームが発生する
と，トリガが成立します。

時刻 設定した時刻になると，トリガが成立します。

タイマ データの保存の終了タイミングだけを指定することがで
きます。指定した時間経過後，ロギングを終了します。

ファイル処理

次のようなことが可能です。

処理の種類 内容

ファイル名変更 外部記憶メディア(CFカード/SDカード)または内部
メモリに保存されているファイルのファイル名を変
更します。

設定データ保存 設定データを外部記憶メディア(CFカード/SDカー
ド/USBメモリ)，設定メモリ，または内部メモリに
保存します。

設定データ読み込み 外部記憶メディア(CFカード/SDカード/USBメモ
リ)，設定メモリ，または内部メモリに保存されてい
る設定データを読み込み，設定を変更します。

データコピー 外部記憶メディア(CFカード/SDカード)，設定メモ
リ，または内部メモリに保存されているファイルを外
部記憶メディア(CFカード/SDカード/USBメモリ)，
設定メモリ，または内部メモリにコピーします。

バックアップメモリコピー バックアップメモリ(外部記憶メディア/内部メモリ
にデータが保存されたなかった場合にデータが保存
されるメモリ)に保存されているファイルを外部記憶
メディア(CFカード/SDカード)または内部メモリに
コピーします。

フォーマット 外部記憶メディア(CFカード/SDカード)，バックアッ
プメモリ，または内部メモリをフォーマットします。

5.　主な機能の紹介
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通信機能(XL121/XL122/XL124のみ対応)

FTPクライアント/サーバ

イーサネットインタフェースを使用し，ネットワークに接続されたFTPサーバに

測定データファイルなどを自動的に転送したり，パソコンからFTPプロトコルで

本機器にアクセスし，本機器の外部記憶メディア上のデータまたは内部メモリの

データを取り込んだりすることができます。
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Webサーバ

本機器をWebサーバにし，パソコンのWebブラウザで本機器の画面を表示して

データをモニタしたり，表示画面を切り替えたりすることもできます。
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5.　主な機能の紹介
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Eメール送信

本機器からアラーム発生時などにEメールを自動的に送信することができます。
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シリアル通信

USBインタフェースまたはシリアルインタフェースでは，コマンド通信により，

パソコンから本機器の設定を変更したり，パソコンにデータを取り込んだりする

ことができます。また，シリアルインタフェースでは，Modbus通信が可能で

す。Modbusマスタでは，Modbusスレーブとして接続した測定器の測定データ

を通信入力データとして取り込むことが可能で，そのデータを通信チャネルに割

り振って，測定/演算チャネルと同様にXL100の表示画面にデータを表示するこ

とができます。
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通信機能の詳細については，通信機能説明書(CD-ROMに収納)をご覧ください。

5.　主な機能の紹介
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6. 動作モードと基本キー操作

動作モードとモード切り替え操作

本機器の動作モードには，下図に示すように、瞬時値測定を行う「フリーランニ

ングモード」，データを保存しながら連続測定(ロギング)を行う「ロギングモー

ド」，ロギング中に過去の測定データを確認できる「ロギング・レビューモー

ド」，保存されたデータの解析を行う「レビューモード」，設定データの保存/

読み込みなどのファイル関連処理を行う「ファイル処理モード」，測定条件など

の各種設定を行う「設定モード」の6つのモードがあります。これらのモードの

切り替えは，下図に示す操作キーで行います。

HOME REVIEW FILE SETTING

START
/ STOP
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フリーランニングモード/ロギングモード時の画面切り替え操作

「波形＋ディジタル値」表示画面以外の画面に切り替えるときは，下図のよう

に，DISPLAYキーを押して画面切り替え用ポップアップメニューを表示し，方向

キーで表示画面を選択し，SELECTキーを押します。

DISPLAY SELECT

������
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設定モード時のメニュー切り替え操作

方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押すと，選択リストまたは

設定ウィンドウか，1つの下の階層の設定メニューが表示されます。元の設定メ

ニューに戻すときは，ESCキーを押します。

SELECT

������

������

ESC

6.　動作モードと基本キー操作
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文字設定時のキー操作

文字を入力する設定では，下図のような文字設定ウィンドウが表示されます。下

図は，英文字入力時の文字設定ウィンドウです。入力する文字種を数値/記号ま

たはカタカナに切り替えるときは，方向キーでカーソルを文字種切り替えエリア

に移動させ，文字種を選択したのち，SELECTキーを押します。

文字を入力するときは，方向キーでカーソルを文字選択エリアに移動し，文字を

選択したのち，SELECTキーを押します。入力した数値を確定するときは，SET

キーを押します。

����

���

����

���

��������	


���������	�
���������

����

����

	
��

�������	
��

数値設定時のキー操作

数値を入力する設定では，下図のような数値設定ウィンドウが表示されます。方

向上下キーで数値の増減，方向左右キーで設定桁移動を行います。入力した数値

を確定するときは，SETキーを押します。範囲外の数値を入力した場合には，

SETキーを押してもウィンドウが閉じません。範囲内の数値を入力するようにし

てください。

6.　動作モードと基本キー操作
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7. 信号配線

測定入力配線(押し締めネジの場合)

配線時には，ユーザーズマニュアルの「3.3 測定入力信号線の配線」に記載の注

意事項も必ずお読みください。

注意

以下の値を超えた入力を加えないでください。本器が損傷することがあります。

・ 最大入力電圧

100mV，500mV，1Vレンジ，TC入力：±10VDC

5V，10V，50V，1-5V/f.s. レンジ：±60VDC

・ 最大コモンモードノイズ電圧

30VACrms(50/60Hz)または±60VDC

配線方法

1. 端子台ユニットの端子カバーを開きます。

2. 入力信号線を入力端子に配線します。

下図のように，付属の端子用ドライバで端子ネジを緩め，信号線を挿入したの

ち，端子ネジを締め付けてください。

3. 端子台ユニットの端子カバーを閉じます。

拡大図

付属の端子用ドライバ

信号線

端子カバー

端子台ユニット

【補足】

端子台ユニットは取り外すことができます。取り外し方は，ユーザーズマニュアルの
「3.3 測定入力信号線の配線」をご覧ください。
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配線図

下図に従って，配線してください。

熱電対入力直流電圧入力

測温抵抗体入力

－

＋

A

B

b

1線当りのリード線抵抗10Ω以下,

3線とも抵抗値を等しくする。

A

b
B

補償導線

直流電圧入力

＋

－

＋
－
ch□

b

＋
－
ch□

b

＋
－
ch□

b 直流電流入力

直流電流入力

シャント抵抗

例：4～20mAの入力に対しては,

　　シャント抵抗は250Ω±0.1％

　　のものを使用します。

－

＋　

－

＋ ＋
－
ch□

b

注記

・押し締め端子の場合，下記の電線をご使用ください。

・導体断面積単線：0.14mm2～ 2.5mm2，より線：0.14mm2～1.5mm2，

AWG：26 ～ 14

・被覆むき長さ：約7mm

線径が0.3mm以下の入力信号線は，確実に締め付けられないことがあります。押
締め端子に接続する導体部分を2つ折りにするなどして，確実に締め付けられるよ
うにしてください。

・測温抵抗体用入力端子の端子A(＋)と端子B(－)は，それぞれチャネルごとに絶縁さ
れていますが，端子bは全チャネル内部で短絡されています。

他の配線

・パルス入力/ロジック入力/アラーム出力の各信号配線については，ユーザーズ

マニュアルの「3.4 パルス入力/ロジック入力/アラーム出力信号線の配線」を

ご覧ください。

・外部トリガ入出力の信号配線については，ユーザーズマニュアルの「3.5 外部

トリガ入出力信号線の配線」をご覧ください。

7.　信号配線
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8. 電源の接続と電源スイッチのON/OFF

電源の接続

電源の接続にあたっては，ユーザーズマニュアルの「3.6 電源の接続」に記載の

注意事項も必ずお読みください。

警告

・電源コードおよびACアダプタは，当社が供給した本機器用のものをご使用くださ
い。

・供給電源電圧が定格電源電圧(AC100～240V)に合っていることを確認してから，電
源コードを接続してください。

ACアダプタの接続方法

ACアダプタを接続するときは，以下の手順で行ってください。

1.本機器の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

2. ACアダプタを本機器のACアダプタジャックに接続します。

3. ACアダプタの電源コネクタに，付属の電源コードのプラグを接続します。

4.下記の定格に合った電源コンセントに，電源コードのもう一方のプラグを接続

します。

　ACアダプタの電源定格

定格電源電圧 AC100～240V

電源電圧変動許容範囲 AC90～264V

定格電源周波数 50/60Hz

��� ����
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電源スイッチのON/OFF
電源スイッチは，本体の右側部にあります。ONにするときは，電源スイッチの

「I」(ON)の方を押します。反対側の「O」の方を押すと，OFFになります。

������

サイドカバー取り付け時の電源スイッチ操作(XL121/XL122/XL124のみ
対応)

ラバーブーツやサイドカバーを取り付けたまま，電源スイッチカバーを開けるこ

とで電源スイッチの操作が可能です。付属のサイドカバーを取り付けるときは，

サイドカバー固定ネジを締め付け，本体に固定してください。

サイドカバー

電源スイッチカバー

サイドカバー固定ネジ

ラバーブーツ

こちらから
開けます。

電源ON時の画面表示
電源をONすると，起動画面が表示されたあと，セルフテスト画面が表示されま

す。セルフテストが正常に終了すると，「セルフテストOK」と表示されたのち，

フリーランニングモードの「波形＋ディジタル値」表示画面が表示されます。エ

ラーメッセージが表示されたときの対処は，ユーザーズマニュアルの「4.1 電源

スイッチのON/OFF」をご覧ください。

8.　電源の接続と電源スイッチのON/OFF
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起動時の言語設定について

本機器の初回起動時(お買い求めいただいて，一番初めに電源を入れた時)，使用

する言語を設定する必要があります。下記手順に従い，使用する言語を設定して

ください。

一度設定すると，次回起動時には設定していただいた言語で起動するようになり

ます。

1.電源スイッチをONにすると以下の画面が表示されます。

2. 方向キーで使用する言語を選択し，SELECTキーを押します。

使用言語が設定され，自動的にセルフテストが開始されます。

【補足】

一度設定した言語設定を変更する場合には，「SETTING」キーを押して，「ハードウェ
ア設定」－「表示言語」を選択して設定を変更してください。

8.　電源の接続と電源スイッチのON/OFF
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9. 入力チャネル設定

CH1に熱電対(Eタイプ，測定範囲：0.0～1000.0℃)を入力する場合の例で，入力

チャネル設定操作を説明します。その他の入力チャネル設定は初期値のままとしま

す。

入力チャネル設定の詳細については，ユーザーズマニュアルの「第5章 入力チャ

ネルに関する設定」をご覧ください。

���� ����
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SELECT
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9.　入力チャネル設定
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SELECT

���� ����

���

���

���

����	
������


��������	��

����	
�����

���
SELECT


��	��

���

�����	
�����
��

9.　入力チャネル設定
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9.　入力チャネル設定
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10. データ保存設定

サンプリング周期：1min，データ保存先：CFカード，終了トリガ：タイマ(7日後)に

設定する例で，測定データ保存設定操作を説明します。その他の測定データ保存設

定は初期値のままとします。

測定データの保存設定の詳細については，ユーザーズマニュアルの「9.1 測定/演

算データの保存設定」をご覧ください。
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10.　データ保存設定
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10.　データ保存設定
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10.　データ保存設定
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10.　データ保存設定
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11. 設定内容の確認と測定

設定が完了したら， HOME キーを押して，フリーランニングモードにし，設定内

容を確認します。

「9. 入力チャネル設定」および「10. データ保存設定」の設定例の場合は，

下図のようになります。

表示されている測定値が正しいかどうかを確認します。測定値がおかしいとき

は，もう一度設定モードにして，入力設定が間違っていないかどうかを確認して

ください。入力設定が正しいのに，測定値がおかしいときは，「14. トラブル

シューティング」をご覧ください。

「CFカード」アイコンの色がグレーであるときは，CFカードが保存先に設定さ

れていません。

サンプリング周期 「CFカード」アイコン

測定値スケール上限値

スケール下限値

【補足】

・「波形＋ディジタル値」表示画面以外の画面に切り替えるときは，21ページに記載
しているように，DISPLAYキーを押して画面切り替え用ポップアップメニューを
表示し，方向キーで表示画面を選択し，SELECTキーを押します。

・時間軸(1グリッドあたりの時間)を切り替えるときは，TIME/DIVキーを押します。

・入力レンジやスパン(またはスケール)を変更するときは，RANGEキーを押します。
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12. 外部記憶メディアのセットとデータ保存

外部記憶メディアのセット

外部記憶メディアとして，CFカード(TypeⅡ)とSDカードを使用することができま

す。

外部記憶メディアの取り扱い時の注意やデータ保存量の目安等については，ユー

ザーズマニュアルの「4.7 外部記憶メディアのセットと取り出し」をご覧くださ

い。

CFカードのセットと取り出し

CFカードをセットするときは，XL100本体の側面にあるCFカードスロットに奥

までしっかり差し込みます。CFカードを取り出すときは，CFカードスロットの

左横にあるCFカード取り出しボタンを押して，CFカードを引き抜いてくださ

い。

CFカード取り出しボタン

CFカードスロット

CFカード

SDカードのセットと取り出し(XL121/XL122/XL124のみ対応)

SDカードをセットするときは，XL100本体の側面にあるSDカードスロットに奥

までしっかり差し込みます。SDカードを取り出すときは，SDカードを押して，

引き出します。

SDカードスロット

SDカード
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データ保存の開始

データ保存(ロギング)を開始するときは， START
/ STOP キーを押します。データ保存が

開始されると，「START」LEDが点灯します。開始トリガ(19ページ参照)が設

定されているときは，トリガ条件が成立すると，ロギングが開始されます (トリ

ガ条件が成立するまでは，「START」LEDは点滅します)。

HOME REVI

TIME 

RANGE

START
/ STOP

�����������	


��������

外部記憶メディアの使用状況の表示
画面下部に，下図のように，測定データの保存先になっている記憶メディアの全

容量に対する使用量が青色のバーで表示されます。

保存先メディアの総容量

使用量 空き容量

データ保存の終了
START
/ STOP キーを押します。終了トリガ(19ページ参照)が設定されているときは，ト

リガ条件が成立すると，自動的にロギングが終了します。

【補足】

・ 測定データのファイルには,「YYMMDDhhmmss.DLO」(YY：年，MM：月，DD：日，
hh：時，mm：分，ss：秒)のファイル名が自動的に付けられます(データタイプを
「ASCII」に設定した場合には，「YYMMDDhhmmss.CSV」になります)。また，任意
のファイル名も付けることができます。任意のファイル名の付け方については，ユー
ザーズマニュアルの「9.1 測定 /演算データの保存設定」をご覧ください。

・フリーランニングモードで，SAVEキーを押すと，その時点の測定/演算データ(瞬
時値)を保存できます。このマニュアルデータ保存操作については，ユーザーズマ
ニュアルの「9.3 測定 /演算データのマニュアルデータ保存」をご覧ください。

・ファイル処理モードで，保存したデータのファイル名の変更や削除，また違う外部記憶
メディアへのコピーが可能です。これらの操作については，ユーザーズマニュアルの
9.7 ～ 9.9 節をご覧ください。

・何らかの原因により，保存先にデータが書き込めなかった場合には，バックアップメモ
リにデータが保存されます。バックアップメモリについては，ユーザーズマニュアル
の「9.1 測定 / 演算データの保存設定」をご覧ください。

12.　外部記憶メディアのセットとデータ保存
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13. 保存データの解析

保存データファイルの読み込み

下記に，CFカードに保存した測定データを読み込む場合の操作手順を示します。

【補足】

ロギングモードでREVIEWキーを押したときは，ロギング・レビューモード(22ペー
ジ参照)に移行します。

SELECT

���� ����
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13.　保存データの解析
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測定データの読み取り

レビューモードでは，2つのマーカー(アラーム発生時は，マーカーALMを含め3

つ)が表示されます。そのマーカーを左右に移動させることで，任意の位置の測定

値を読み取ることができます。

アクティブマーカー

マーカーA

マーカー間時間差

マーカーB

マーカーAの測定値

マーカーBの測定値

測定値/演算値差

アクティブマーカー
の位置時間

マーカーの選択
MARK キーを押す毎に，マーカーA，B，A&B，ALMが選択されます。選択された

マーカー(アクティブマーカー)は，太く表示されます。

マーカーの移動

左右の方向キーを押します。長押しすると高速で移動します。

マーカーの1div移動

キー(早送りキー)を押すと，アクティブマーカーが左右に1div移動しま

す。

統計演算値の表示

レビューモードで， DISPLAYキーを押すと，ロギング開始時から終了時までの最大

値(MAX)，最小値(MIN)，平均(AVE)，ピーク値(P-P)，実効値(RMS)を表示させ

ることができます。 SET キーを押すと，マーカーA，B間の統計演算を実行しま

す。 DISPLAYキーをもう一度押すと，マーカー表示に戻ります。

統計演算値

13.　保存データの解析
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14. トラブルシューティング

主な症状とその対処を下表に示します。確認内容に関する操作説明については，

ユーザーズマニュアルの「12.1 トラブルシューティング方法」に記載の参照節

をご覧ください。また，エラーメッセージに対する対処については，ユーザーズ

マニュアルの「12.2 メッセージ一覧とその対処」に記載の参照節をご覧くださ

い。

症状 確認内容

電源スイッチをON にし AC電源の場合
ても何も表示しない。 ・電源コードがコンセントに正しく接続されているか確認して

ください。
・許容電源電圧以内の電源を使っているか確認してください。
バッテリ動作の場合
・バッテリが正しく装着されているか確認してください。
・バッテリが充分に充電されているか確認してください。

測定表示値がおかしい。 ・入力信号にノイズがのっている可能性がないか確認してくだ
さい。

・配線が正しく接続されているか確認してください。
・周囲温度・湿度が仕様許容範囲内にあるか確認してくださ
い。

キー操作ができない。 表示部右上にキーロック( )が表示されていないか確認してく
ださい。

内部メモリに保存/読み ・電源スイッチを一度OFF/ON してください。電源ON時のセル
込みができない。 フテストで修復される場合があります。　

・内部メモリのアクセス中に電源異常等があった可能性があり
ます。
ファイル処理モードで「内部メモリフォーマット」を行って
ください。この際，内部メモリに保存されていたデータは失
われますので，ご注意ください。

外部記憶メディアに保存/ ・外部記憶メディアが正しくセットされているか確認してくだ
読み込みができない。 さい。

・外部記憶メディアがフォーマットされているか確認してくださ
い。

・外部記憶メディアに空き容量があるか確認してください。

通信コマンドによる設定/ ・通信パラメータが一致しているか確認してください。
動作制御ができない。 ・ケーブルの仕様が用途に合っているか確認してください。

・電気的仕様が合っているか確認してください。

プリンタに印刷できない。・プリンタの電源がONになっているか確認してください。
・接続ケーブルの仕様が合っているか確認してください。
・接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・本機器とプリンタの通信パラメータが一致しているか確認し
てください。

・記録紙が正しくセットされているか確認してください。
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端子台ユニット  6, 25

チ

チャネルNo.  14
直流電圧  16, 26
直流電流  26

ツ

通信機能  20

テ

データコピー  19
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フ

ファイル処理  19
ファイル処理モード  22
ファイル名変更  19
フォーマット  19
付属品  4
フリーランニングモード  22
プリンタ  11
フロントパネル  6
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ユ

ユーザ名  9
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レビュー表示画面  15
レビューモード  22, 44
レベル  19
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ロギングデータ  18
ロギングモード  22
ロギング・レビュー表示画面  15
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ログデータ  18
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ロジック  16
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