
WX3000（A31・2ペン）WX4000（A41・2ペン）

概要
WX3000／4000は、デジタルサーボ駆動方式を採用し、従来機

に比べペン加速度で50％、ペン速度で10％もの高速化を実現した、

高速応答のⅩ－Yレコーダです。ペン応答性を高めたことで信頼性

の高い記録、より高度な計測を可能にしました。

測定レγジも5叫Ⅴ～20V／cmと極めて広範囲に加え、±300％の

ワイドなゼロサブレツション機能により微小変化の拡大記録や直流

成分のある信号に対しては、レンジ変更なしに記録位置の変更が可

能です。また、1Hz、5Hz、OFFの3段切換のローパスフィルタを標

準装備しており、不要な高周波成分をカットすることでより信轍性の高

いかつ、美しいデータ波形記録を可能にしました。この他、パーソナ

ルコンピュータを通してアンプの制御やペンのup／downなどの本体

制御や日独コマンドによる文字や簡単な図形などの作図ができるRS－

232Cインタフェースを装備し、より使い易くなりました。測定条件の印

字ができるリスト機能、Y－T、X－T記録が可能な自動原点復帰機

能付のタイムスイープ機能など次代の計測シーンへ向けて新技術

を満載しています。

特長

●デジタルサーボ駆動方式採用により“ペン速度2200mm／

S”、“ペン加速度74m／S2（7．6G）”の高速応答

●不要な高周波成分を力、オする、ローパスフィルタ搭載（Hz、

5Hz、OFF）

●アンプ・本体制御と簡単な作図ができるRS－232Cイン

タフェースを標準装備

●微小変化の拡大記録もできるゼロサブレッション機能を

搭載

●測定条件の印字ができる、便利なリスト機能内蔵

●Y一丁、X一丁記録も可能なタイムスイープ機能（自動原点復

帰機能付）

●Y一丁レコーダとしての連続記録が可能な記録紙送り装置

付タイプを用意（Rタイプ）
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項目　　　　　　　　　　型名 儻X3000－1／R　　I　　wx3000－2／R 埠イ����ﾃ���(���������wイ����ﾃ(��"�

チ　　ャ　　ネ　　ル　　数 �1　　　l　　　　2 ��������ﾈ��������"�

毎区　　　動　　　方　　　式 刄fジタルサーボ駆動方式 

記　　　爺　　　範　　　囲 �381×254mm（A3相当） �#SH�����ﾖﾘ���I�ｩ9h�｢�

記　録　サ　イ　ズ　切　換 僊3／250×250mm／A4タテ／A4ヨコ ��

記　　　重責　　　方　　　式 刄tァイバ）ペン（1ペン：赤、2ペン：黒） 

記　　　　　　錦　　　　　　紙 剞齬pリーフ紙、ロール紙（Rタイプおよびロール紙ストック装着時のみ使用可） 

記　録　紙　保　持　方　法 剞ﾃ電吸着方式（位置合わせ光点付）およびRタイプはバックテンション方式 

入　　　力　　　形　　　式 刄Kード付アースフローティング 

入　　　力　　　抵　　　抗 �1Mn 

測■　　定　　レ　　ン　　ジ �0．05・0．1・0．2・0．5・1・2・5・10・20・50・100・200・500mV／cm，1・2・5・10・20V／cm 

確　　　　　　　　　　　　　度 儡UPP．ON：±1％／F．S．SUPP．OFF：±0．25％／F．S．（いずれも20mV／cmレンジ時） 

感　　　度　　　調　　　整 刄激塔W間連続可変 

レ　ン　ジ　間　　誤　差 儡UPP．ON：±1％／F．S．SUPP．OFF：±0．45％／F．S． 

ゼロ設定（サブレッション） 刄tルスケールの±300％間で可変可能（SUPP．ON／OFFスイッチ付） 
SUPP．ON：±300％／F．S．以上、SUPP．OFF：±100％1／F，S．以上 

極　　　性　　　切　　　換 僖IPスイッチで設定（1ペン：X、Y単独設定　2ペン：X単独設定、Yl・Y2：同時設定） 

校　　　正　　　電　　　圧 �10cm振幅相当の電圧を入力と切換えて印加 

許　容　信　号　原　抵　抗 �1kn以下 

最　大　入　力　電　圧 �500VDC 

入　　力　　フ　　ィ　　ル　　タ 刄香Cパスフィルタ：1Hz／5Hz／OFF切換（一6dB／OCT） 

コ　モ　ン　モ　ード　除　去　比 僊C二140dB，DC：150dB 

ペン応答性 俐X���X���ﾈ��7��Ⅹ：1500（2000）mm／S，Y：1500（2200）mm／S（）内は高速モード使用時 

最大加速度 冩��･���S木��3(�電x�ｨ�5��csFﾘ��3(�度�Cdy?ｨ�冩��ｨuﾘ�CCFﾘ��3(�滴�3Tx�ｨ�5���c木��3(�鍍x�ｦﾈ�冩��ｨuﾘ�cS木��3(�電x�ｨ�5���sFﾘ��3(�度�Cdy�ﾉ4��ｨuﾘ�cCFﾘ��3(�滴�CTx�ｨ�E��Cc木��3(�鍍r�

ベ　ンリ　フト　応　答　性 �5Hz（往復5回／秒） 

サ　ー　ボ　系　ON／OFF 刄Xイッチ操作またはリモート 

リ　　モ　　ー　ト　　機　　能 凵EペンのUP／DOWN・時間軸掃引のSTART／RESET・サーボ系のON／OFF・記録紙のHOLD／FREE・X，Y入力 

時間軸掃引 倬���ｭH���"�Ⅹ軸／Y軸（2ペンタイプはYl軸のみ）切換 
速　　　　度 ���C�(�S��3�X�S��C��S��3(�S��CX�S��S(�SX�S��6ﾘ��8�Vﾖ冶���悪x5�486(6�,ﾘ8ﾈ985x5�486(6�,hｺIw��｢�

確　　　　度 ��ﾓ��8�臧�E8�B�

動　　　　作 俾�:�7�98�8+�*�.h-��ｹ�5�ﾈｴ��

イ　ン　タ　フ　ェ　ー　ス 儚S－232C標準装備（バッファメモリ：1kB，固定通信条件二9600BPS／8ビット／NONEパリティ／ストップビット1） 

使　　　用　　　環　　　境 �0－40℃，30－80％R．H． 

定　　　格　　　電　　　源 僊C90－132Vまたは180－264V（発注時指定）　50／60Hz 

消　　　費　　　電　　　力 凵i約）200VAMAX 

外　　　形　　　寸　　　法 凵i約）560（W）×400（D）×110（H）mm ��冩��｣C3��富�ｨ��3���禰�ｨ������蝿�ｦﾖﾒ�

重　　　　　　量　〔重　さ〕 凵i約）10kg　　l　　（約）11kg ��冩��｣vｶx����ﾈ�����冩��｣�r�

※SUPPはサブレッションの略

■本体価格
型　1名 �6�886ﾈ8ｹ�B�価　格（円） 

WX3000－1 ���500，000 

WX3000－2 �"�590，000 

WX4000－1 ���380，000 

WX4000t2 �"�485，000 

（妃錦紙送り装置付）

型　　名 �6�886ﾈ8ｹ�B�価　格（円） 

WX3000－1R ���615，000 

WX3000－2R �"�705，000 

WX4000－1R ���470，000 

WX4000－2R �"�575，000 
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■標準付属品
品　　　名 �>���������vR�数暮 

電源コード �%48�ﾃ��B�1本 

記録紙 ��ﾃS�h�埠�3���w��｢��ﾃ�#��埠イ���w��｢�50枚 

記録ペン 鳩���ﾅ$H���7�99w��｢�ｵ���ﾄ$ｸ��(7�99w��｢�2組 

リモート信号コネクタ 播4��ﾃ3c�､�3"�1組 

信号入力ケーブル ��7�985�487b�2本 RIC－01　　2ペンタイ7。 �9gｲ�

取扱説明書 ��1冊 

品　　　名 佛���kﾂ�仕　　　　　様 �������｢�

ラックマウント馴寸金具 �8�ﾃSs2�JISラック用（WX4000用） 嶋�3����

ラックマウント取付金具 �8�ﾃSsB�インチラック用（WX4000用） 嶋�3����

ロール紙ストック �8�ﾃSS��ロール紙使用可能（WX3000用） ��X�3����

ロール紙ストック �8�ﾃSs��ロール紙使用可能（WX4000用） ��X�3����

アグノルカバー �8�ﾃSS��WX3000用 �#��3����
C－571 埠イ���w��15，000 

信号入力ケーブル �$�8�ﾃ���3Pプラグ付、2m 塔���

※記録紙・ペン・インクなどのサプライ用品は94－SOO6頁をご参照ください。

※当価格には消費税は含まれておりません。消費税額は別途申し受けます。
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デジタルサーボ駆動方式を採用し、クラストップレベルの高速

鱒答と高精度を実現した、A3／A4竺±茅の×－Yレコ‾竺空む＿

■デジタル・サーボ駆動方式の採用により、現像を忠実に
記録

ll50LLV／cm～20V／Cml8レンジ（各レンジ問バー二ア
機能付）のワイドな測定レンジ

■±300％／F．S．の広範囲なゼロサブレッシヨン機能を搭載

Lローパスフィルタ（lHz／5Hz／OFF切換）で不要な高周波
成分を除去

tYTレコーダとしての連続記録もできる記録紙送り装置付
を用意

型　名

二二三∴姜‡主　圭喜
WX3000－1Rlペン、A3、記録紙送り装置付　￥615．000
WX3000－2R　2ペン、A3、記鋸送り装置付　￥705，000
WX4000－1Rlペン、A4、記録紙送り装置付　￥470，000
WX4000－2R　2ペン、A4、記雛送り装置付　￥575，000

項　　目 冽x3000－1／R＊一　I　wx3000－2′R＊l　　wx4000－1／R＊l　　wx4000－2／R＊一 ��

ペ　　　　ン　　　　数 冤　　　　　　　　　　l2　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　2 

記　　録　　範　　囲 �3RlX254mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×l別）mm 

駆　　動　　方　　式 刄fジタルサーボ駆動方式 ガード付‾アースフローテイング 工 入　力　方　式 

記　　録　　ペ　　ン 刄tァイバーベン（1ペン：加、2ペン：黒） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士二几．′‾」1 

DIPス　ッ子で‡ILJ■≡ロ　1ペン刑・X　Y隕独設定二　2ペンーリニX　－［、設定、Yl・Y2印噂設定 極　性　切　換 記　録　紙 凵@　　ロス′亡 専川リーフ紙（コート紙）・ロール紙（Rタイプおよびロール紙ストック装着時のみ使用叶） 
‾モず一 静市吸一首万一〔（記録紙位置合わせ光点付）およびRタイプはバックテンション方式 

記録紙保持方式 測定レンジ 六 �005・0卜02・05・t・2・5・tO・20・50・100・200・5001mV／cml・2・5・10■20V／cm 

0・振幅相山の可‾1止を人力と切換 校　正　電　圧 　　　　‾17 刄戟A′・ごて間連続可変 

GAINハー＿ノ 　／、パ”にて） 凵^ノ／1二巳′リL：タL SUPPOFF・＋O25％n＝SSUPPON■＋1％n＝S＊＝ 

確度（20mVcmレノン」 レンジ問誤差 入力抵抗 冱UppoFF一十0459れ肝S　SUPPON●＋1％n＝S＊2 

．－JtJl℃ 1MrZ 

許　容　信　号　源抵　抗 �1kn以卜 

ゼロ設定（サブレツシヨン） 刄tルスケールの±300％に叶変叶能（SUPP．ON／OFFスイッチ付　SUPP・ON‥±300％IF・S・以上　SUPP・OFF・．Ot）叩・S・以上） 
作L　OO5・OLnlV／cmのレンジでは　SUPPONに設定ィ、叶能 

レ　タ 刄昂パスフィルタ1Hz／5Hz／OFF（一6dB／OCT）切換可 入カブ＿イノ 最大入力電圧 コモンモード除去比 僖C500V（測J．lL，ンジOO5、2OV／cm時）DC16V（測定レンジ0．O5－、20mV／cm時） 

†、ノ上＿ 140dB（AC）・150dB（DC） 

蜜1 性 ��…慧慧莞…33慧　L…霊3慧‡浩三…3慧≡l…≡圭喜3慧慧‡≡圭慧≡l…霊慧‡：：‡…≡…慧≡ 
顧大速度（標準モード） 最大速度（高速モード） 　遠 

l日日1ヽ． X・6GY・76G　　　　Ix・45GYIY2・7G　　　Ix＝6G，Y＝7・6G　　　　Ixニ4・5G－Yl，Y2＝7G 

l支大加述度 ペンリフト応空と �5Hz（往復5回／秒） 

サ岬ボ系ON／OFF 剔�作スイッチ又は・リモートによ。可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま2ペ・刑のみ） 

l 凵EペンのUP　OWN・時潤　一郎のSTART／RESET・サーボ系のON／OFF・記録紙のHOLD′FREE・X、Yl、Y2人　Y2l　ノ土 リ　モ　ー　ト　　　日 儿軸・Yl軸 

間 軸 掃 l �7��002・005・01・02・05・1・2・5・10C両　em／min（切換スイッチはレンジスイッチと共榔 速　　　又 確　　　度 ��ﾓ��8�臧�E8�2�

弓‡動　作 記録サイズ切換 リスト機能 �3250×250／A4タテ／A4ヨコ（DIPスイッチにて切換） 

A＿／． 1ペンにより、測定条件を印′†：する‖ 

RS232C・盲　　　　′・ムヒ・　設定・‾l御、設定内容読出　三叉 イ 岩己 録 紙 送 り 装 置 �985�7H4x�ｲ�ｴﾉ�鑛�x.��ﾉ7��田上lほ． 251＆MINの12段およびExternal 

0．1，0．2，0，5，1，‥cm／S　　叉 十α以内 

記録紙送り精度 �����������������������������������������ﾃ(7ｴ�ﾘ�天6ﾘ��8�｢�

R［NE憫紛1ソート（送り速度 �/冑ｹ4Y_�.位ｨ耳�hu�ｹ+ﾈ����#X��7�8ｸ5����vC#�����EDﾈ8ﾈ7�8ｹ�ﾙe�/�8ｨ8(�ｸ6x5(6ﾈ4�5�.h.��ﾉ|ﾘ�｢�

外　部送　り l　卜機ムヒ 俾h+Xｾ(鑛��ｨ倢7��V6ﾘ6ﾕ8�Fﾖﾘ��������6ﾒ�､�I�ﾘﾞﾘ+�.h.斡ﾉ�鑛�x.���$T膓xｴ�Eﾈ��ｴﾉ�鑛�x.�,ﾅ5D�%H��5D��������������������9H�H���h耳�R�

」モー　巨尼 使　用　環　境 

定　格　電　源 消費電力（約） 儼諷・AC90㌧132V　AC200V、・AC180、264V　5060Hz　AClOOV系、AC2OOVノ、発注時指疋 AC100糸． 猿人200VA 　　　　　　　　　　　　　　　　　dH号日羽 

外　形　寸　法（約） 儻56OXD400×HllOmm（突起物を除く）　　　　　lw43OXD310×崇慧m（突鯛を除く）　送り装置　k） 
一三1王、▲、′…一節　　　　　　　　　　　：大　横阻　　　　　　　　　記・rニ′・‾広い　‾〔臼・　　　　　　　　証領′　虐　‾■且・ 

重　要［重さ］（約）10kg（記録紙送〕－　■U－　g　　　　　　g　P・′く′　控　　　g 剪�

＊1Rは記録紙送町長閏付　＊2SUPPはサブレ′こ／一了ンの略

41
※オプションは70～71頁、アクセサリは72～73頁をご参照下さい0

※記録紙、ペン、インクなどのサプライ用品は142～143頁をご参照下さい0
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