
DL－1060Series
6・1／2桁デュアルディスプレイ・デジタルマルチメータ

熟電対ミニチュアプラク搭載のデュアルディスプレイDMM

DL－1060シリーズは、1199999カウントの高分解能、61／2桁デジタルマルチメーターです。

サンプリングレートは、分解能41／2桁で最高5000回／秒（0．001PLC時）の高速を実現しま

した。測定機能は電圧、電流、抵抗、温度、周波数など12種類で、さらに7種類の演算機能も

あわせることで、より効率的な測定が可能です。前面パネルに熟電対用ミニチュアコネクタ入力

端子があり、デュアル表示機能を使えば、温度測定と同時に電圧電流測定などが行えます。標準

装備のUSBインタフェースやGP－IB（DL－1060G）、RS－232C（DL－1060R）により、データの

取得や制御が行なえます。開発・設計および生産・教育現場においてもご使用いただける製品です。

DL－1060 都��C����○ ����X 

DL1060R 塔��ﾃ����○ ��ｲ�× 

DL－1060G �����C����（⊃ ����（⊃ 

●アクセサリCD－ROM（取扱説明書・アプリケーション）●電源コード

●USBケーブル　●テストリード　●ヒューズ

〔樟ヰー揖鯨擁－一軒宮上

Gタイプのみ　　Rタイプのみ

EH

■DC特性確度土（読み値の％＋レンジの％）×1

「‾‾‾‾‾‾¶「㌃二言三

DC電圧 �����C����ﾕb�0．1LlV ���ﾖ�� 

1．000000V ���b�10Mn ��

10．00000V ���ﾄ秒�10Mn ��

100，0000V ����Ub�10Mn ��

1000．000V ��ﾕb�10Mn ���02十0．003 

霧禦勲■賢㌍頚部∴て 
ニ■三シ、ギ∴　㌧一誓欝率号＿i∂ノ1rr■‾やや鷲笹豆やや 剞ｮ藩‾汐†が最悪鰭 

10．00000mA ������5．1日 ���C�X�ｳ��C�"�

100．0000mA �������5．1n ���C�X�ｳ��C���

1．000000A ��ﾄ���0．1n ���C�X�ｳ��C�"�

3．00000A ������0、1r〉 ���C(�ｳ��C�2�

10．00000A ���ﾄ､��0．005日 ���C#X�ｳ��C�R�

100．0000r2 �������1mA ���C�(�ｳ��C��R�

抵抗※ヨ ���C������ｵ��1mn ��ﾔ��0．02＋0．002 

10．00000kn ���ﾘ*ﾓ��100HA ���C�(�ｳ��C��"�

100．0000kn ����ﾘ,ﾂ�10HA ���C�(�ｳ��C��"�

1．000000Mの 免��1LIA ���C�(�ｳ��C��B�

10．00000Mi！ ���,ﾂ�0．1pA ���C��ｳ��C��B�

100．0000MQ ������0．1LIA （10Mn並列） ���CX�ｳ��C��R�

ダイオードテスト ���C����b�1叫V ��ﾔ��0．02＋0．02 

導通チェック ������C����10mn 免ﾔ��0．02＋0．03 

■周波数および周期特性確度士（読み値の％）※4

100mV～750V沫6

■AC特性確度土（読み値の％＋レンジの％）※4

済遍野 傴X�9/�ｩJｨ���X�8�ﾈ���笥振転調顔 柧��ﾈ���

AC電圧 （TRMS）呆7 �����C����ﾕb�0．1LlV ����ﾈ�##�ｲ�0．12＋0．05 20k′－50k ���C#X�ｳ��C�R�

50k～100k ���CcX�ｳ��C���

100k～300k 滴�C���ｳ��C���

（TRMS）※7 ���C������b�sS��C���i�澱�1HA～1mA �����#�ｲ�0．12十0．04 

20k～50k ���C#X�ｳ��C�R�

50k～100k ���CcX�ｳ��C���

100k～300k 滴�C��ｳ��C��

1．000DOOA ��ﾄ���10～1k ���C(�ｳ��C�B�
1～Sk ���C���ｳ��C��

3．00000A ���ﾆﾄ��10～1k ���C8�ｳ��C�b�
1k′－5k ���CX�ｳ��C�R�

10．00000A ���ﾄ���10～1k ���CX�ｳ��C�"�
1k～Sk �(�CX�ｳ��C"�
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■キャパシタンス特性　確度土（読み値の％＋レンジの％）※4

1■二㌢‡　虜学食蔓㌫纂妄髪 �ｩuX�X�x�x���Xﾟｸ����ｶ�GXｭ(ｪﾙUﾈﾇﾈ�h�i��ｹ¥��*ﾈ5"�

容量汝8 ��臙�10トIA �(�C��ｳ��C���

10nF ���ﾄ���1．0＋0．50 

100nF ����ﾄ���1．0＋0．50 

1HF �������1．0＋0．50 

10HF ����6t���1．0十0．50 

100げ ��ﾔ��1．0＋0．50 

1000トIF ��ﾔ��1．0＋0．50 

10000HF ��ﾔ��2．0＋0．50 

■熟電対測定特性※9

100V／120V／220V／240V土10％ 

電源周波数 鉄��緜��7����2�

消責電力 俐Y�S#Ud��

動作温度範囲 ������S����

動作湿度範囲 ��

使用高度 �#���ﾘ-ﾈ,R�

寸法（WxHxD） ��

質量 冩�(�Cvｶr�

インタフェース 俵4(��u��ﾄ�(�妊ﾈ�ﾃ��c�x�ｨ��%5C#3$8�妊ﾆﾄ��(�｢�

安全規格 乃緜�����ﾃ��2001（2ndEdition）規格適合 

EMC規格 乃緜�3#h�ﾃ��2006規格適合 

※1：積分時間10PLCでの測定。2時間のウオームアップ以降。校正標準に対する相対値。

※2：1000Vdc、3A、10Aレンジを除く全レンジで20％のオーバーレンジ。

※3：Null機能を使用しての4－Wlre抵抗測定または2－Wlre抵抗測定。

※4．6・1／2での測定。2時間のウオームアップ以降。校正標準に対する相対値。

※5：750VaCレンジを除く全レンジで20％のオーバーレンジ。

※6：750Vacレンジは100kHzまでに制限。

※7：レンジの5％を超えるサイン波入力。低速ACフィルタ（帯域帽3Hz）。

※8．NuH機能を使用しての測定。

※9：6・1／2での測定。2時間のウオームアップ以降。

※10・熟電対プローブの許容差（誤差）を加算してください。

ソフトウェア

1位諦絆埴 

KC・01 �#X�C����4－Wireケーブル 

3．000 �6X5�6x8ｨ�ｸ6��

CA－48P ���Cs���バナナチップ一三ノムシケーブル（約850mm） 

CA－46A �(�Cc#��バナナチップ一三ノムシケーブル（1m）同軸 

CB・2420P ��(�CS���GP－IBケーブル 

＋アプリケーションソフトウェア「DL－TOOL」（アクセサリCD－ROM付属・最新Ver）

http：／／www．texio．cojp／Jp／04supp＿01．html

上記リンクよりダウンロードが可能です。

●LabVIEWドライバ（WlndowsXP（32bit）′VISta（32bit）′7（32blt．64blt））

●MlCrOSOR㊤OfRceアドイン「DL－uNK」



●12種類の測定機能と多彩な演算機能

標準測定機能は温度測定を含めた12種類、各種計測を便利にする演算機能が搭載されて

います。

直流電圧 ��0．1HV 

直流電流 ���ﾔ���4���������ｩw�%ｸ���｢�10nA 

交流電圧 ����ﾕh��sS�h�髭$ﾕ8�｢�0．1HV 

1A、3A、10A（専用端子） ��6t���

2線式抵抗測定 ����,ﾈ�ﾈ�ﾃ���ﾖ��100トIn 

4線式抵抗測定 

周波数 �4��ﾈ�ﾃ3��ｴ��3Hz 

周期 �336ﾗ8��8�C5�2�3．叫S 

導通テスト ������ｵ����ﾔ��10mの 

タイオードテスト ���C��h����C%h���ﾔ��10HV 

キャパシタンス ��臧�������6t巴�0．1pF 

RTD温度測定 ��0．01℃ 

熟電対温度測定 ��0．01℃ 

※最小レンジの最小桁になります。測定精度は定格を参考下さい。

●最高5000回／秒の高速測定も可能

積分回数を100／10／2／1／0．6／0．2／0．06／0．02／0．006／0．001で選択可能。

（DCV、DCI、f22、Q4のみ）

積分回数が0．001（4桁半）設定で最高5000回／秒の高速測定が可能。

●2000データを保存可能なメモリ内蔵

内蔵メモリに2000個の計測データを保存する事ができます。PCへデータを

転送せずに測定した計測値を確認することができます。

●リミットテスト機能

設定した上限値／下限値に対して、測定値が範囲から外れた場合、BEEP吉を

鳴らすことができます。また、ディスプレイにはHI／LOが表示されます。

USBインタフエTスを無効にした場合、USBコネクタからPASS／FALSEの

TTL出力をすることが可能です。

リミットテストのパス／フェイルに

対応じた出力は、USB端子から、

2ms（10叫S）のローアクティブな

TTLレベルのノUレスがトリガ毎に出　DV　…・・・・・・・・・・…・

力されます。　　　　　　　　　　　　　　　　2ms士100US

●便利なソフトウエアを用意

DLシリーズに標準添付のアプリケーションソフト（DL－TOOL＆DL－LINK）によりパネル

のコントロール及びMICrOSOR㊥ExcelやWordへのデータの送信、受信が可能。

DLイ00L

●最大4台までのDL－2060、DL－1060を

制御可能（混在可能）

■　DL－LINK

L土．　●Excel（Word）のアドインとして直接デー

●10A入力端子を装備

タ入力、グラフ表示が可能

3A電流入力端子とは別に10A入力端子を装備しております。

●LabVIEWドライバを用意

LabVIEWで利用可能な計測器ドライバを用意しております。
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●デュアルディスプレイで2項目測定が可能

DL－1060はデュアル測定機能を搭載しています。デュアル測定機能とは通常

の測定（プライマリー）と同時にもう1つの測定（セカンダリー）を行うこ

とができる機能です。

■デュアル測定可能な機能一覧

DCV ��ﾂ�△ ��ﾂ�－ ��ｲ�－ ��ｲ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

DCI ��"�－ ��ﾂ�－ ��"�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ﾂ�－ ��ｲ�

2W ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ����ﾒ�

4W ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

ACV ��ｲ�△ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

ACI ��ﾂ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�（⊃ ��ﾂ�－ ��ｲ�

FREq ��ｲ�○ ��ﾂ�－ ����ﾒ�－ ��ﾂ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

PER ��ｲ�○ ��ﾂ�－ ��ｲ�－ ��ｲ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

FR【q＿C ��ﾂ�○ ��ﾂ�ー ��ﾂ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�（⊃ ��ﾂ�－ ��ｲ�

PER＿C ��ﾂ�○ ��ﾂ�－ ��ﾂ�○ ��ﾂ�－ ��ｲ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

CAP ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�ー ��ｲ�

TEMP（町0） ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ﾂ�－ ��ｲ�

TCO ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ﾂ�

○：デュアル測定可能　△：測定に制限あり　－：組合せ不可

デュアル測定例として、上記のかたちのように電圧・電流を計測

することができます。

（DCV＋DCI計測の場合、共通で使用するLo端子への被測定電流

による電圧降下が測定確度に影響を及ぼす可能性があります）

税抜価格（円） ��X���9/��X�YViVb����������#X�C����都��C絢�����ﾃ絢�����3����

桁数 ���涛涛��塗�S���(ﾈX�｢����涛涛��塗�S���(ﾈX�｢�

PLC（積分回数） ���C�(����C������������C�������C��h����C�(����C�h����C(����Cb������(����������

ディスプレイ 佗XﾏYUﾈ麌ｬx�錨dH�｢��6h8X4�8ｸ6h4(5�7h8ﾈ48�汎4H�｢�

複合測定 ��ﾂ���x-ﾘﾘx.ﾘ+�,�.h.�)Eﾂ�

入力端子 ���ｨ�飄ylｨ�����h��｢����ｨ�����

USB ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�

RS－232C �� ��（⊃ ��

GP一IB ��○ �� ��ｲ�

更礎掟．′‾三鱗云ヨ「；・・瑠′ DC電圧 冉�~9�Yzh8ﾈ985x,ﾈ�8�｢��� 

DC電流 �����C�X�ｳ��C���

最大電流測定レンジ �4�������

抵抗 ����

．4端子抵抗測定 ��ｲ���ｲ�

ダイオードテスト �����C�(�ｳ��C�"�

導通チェック �����C�(�ｳ��C�2�

周波数（周期） ���C������C�"�

AC電圧 ���C�h�ｳ��C�B����C�(�ｳ��C�R�

AC電流 ���C���ｳ��C�B����C(�ｳ��C�B�

キャパシタンス ��ﾂ����C��ｳ��CS��

熟電対 偬�6I��7�6ｨ6�8X4�5(6ﾈ4�5�4�5�7h5�/��竧.姥H*�.�+�,h,X諍w��)Eﾂ����ｨ7�6ｨ6�8X4�5(6ﾈ4�5�?ﾉ|ﾙ%ｸ��/�諍w��

冷接点補償回路 ���4�7h5h8x98,ﾄ���ﾃC�H,�8ｸﾝｨ�｢���傀�8ｸﾝ｢�

○ 凵i⊃ 

マルチポイントスキャン 測定 備��ﾃC�H�c��6��僖ﾙ6I���陌��｢���ﾂ�

※数値（確度）は使用レンジにより違いがあります。詳細は定格表を参考下さい。


