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瞬間の事実を忠実に記録する。

高速応答型WX4420シリーズ新登場。
X－Yレコーダは、X軸（横軸）とY軸（縦軸）にそれぞれ異った現象の入力を加え、

相互の関係、y＝f（X）の波形を描くレコーダでも

X－Yレコーダの用途は極めて広七、回転角「抵抗値（回転型抵抗器の特性）・

周波数一電圧（フィルタ特性）などの電気特性、張力一伸び・荷重∬歪（材料試験・強度試験）・

回転数－トルク（モータ・エンジン等のトルク曲線）などの物理現象、肺機能検査・ベクトル心電計などの

医用分野、PH一温度（反応曲線）・電極反応による金属腐蝕などの化学分野、

スペクトルアナライザのハードコピーなど広くご活用いただけまも

●高速・高加速度型の記録例

Ⅵ「
●一般的X Yの記錦例

■高速応答記錦　最大ペン速度：1，500mm／sec（X，Y軸共）最大ペン加速度：4G（Y

軸）・2G（Ⅹ軸）とペンの高速・高加速度化により、今まで捕えられなかった速い動きも、より忠

実にキャッチします。（WX4421・4425型）

●点線でのデータ比較例

、閻『、 ∨蔓′義済、ニ 

攣滞職攣、 

喜雲著、三雲転，狼 三二＿＿遷表≒、 

■高速応答ペンリフト10Hz（Ylペン）・5Hz（Y2ペン）。高速ペン応答で点線による記録

ができデータ比較が容易です。ペンリフトは、渡辺測器がⅩ－Yレコーダ用に開発した可動

線輪直動方式のため応答が早く、また、垂直上下方式のためペンの位置決めも容易、信頼

性が大きくアップしました。

『位相特性も向上

忠実な記録にはⅩ軸とY軸の位相特性が

合っていることが必要です。WX4421・4425

型は1．5Hz（振幅：X，Y軸とも180mmp－p）

まで位相特性を伸ばし、波形歪のない忠実

な記録ができます。

●X軸周波数特性

AH4421付 
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●Y軸周波数特性

AH4421付 
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■コモンモード除去比が10倍アップ

コモンモード除去比は140dB、同相ノイズは

記録上では一千万分の一に減衰し、ノイズ

の影響の少ない鮮明で忠実な記録ができ

ます。
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■計測目的に応じて選べる豊富なプラグイ

ンユニット（WX4421・4422型）

直流電圧、直流電流、交流電圧、温度（熟

電対・サーミスタ）、F／V変換、対数圧縮を

用意しています。

熟電対用は基準接点補償とリニヤライザ付、

サーミスタ用はリニヤライザ付のため、デー

タの読み取りが容易です。

bX－T・Y－T記録が可能（オプション：WX

4421・4422型）

時間軸掃引ユニットによりY軸またはⅩ軸を

一定速度（6速に可変）で走行させて、時間

に対する現象記録が可能です。

■記録紙送り装置で機能拡大（オプション）

●長時間のY－T記録が可能：記録紙送り

速度は0．5mm／min～50mm／secの14段

切換

●外部信号で記録紙の定尺送り：A4判1

シート分の記録紙を自垂加勺に送ります。

●外部パルス信号による同期送り：回転速

度や被検体の走行速度に同期した記録紙

送りができ、現象の位置のチェックが容易

にできます。

●その他、便利な記録紙カッタ、記録紙巻

取機構付きです。

■JIS・インチラックに取付可能

取付金具不要、本体両端でねじ止め構造、

記録紙送り装置付も可能です。

■垂直姿勢／水平姿勢両用

垂直使用時でもダイナミック特性が変わら

ないⅤ／H切換スイッチ付きです。高速応答

に加え使用姿勢においても常に忠実な記録

が得られる細かな配慮のなされた本格的な

高速Ⅹ一Yレコーダです。

■電子リミッタの採用で信頼性は一段と

（　向上
入力信号が万一過大となっても、電子リミッ

タがペンの過大振れを防止し、安全性・信

頼性は一段と向上しています。

■WX4421・4422型本体仕様

ペ　　　ン　　　数 冤　　　　　　　　　　l2、ベン間隔5mm 

記　　録　　範　　囲 �250×180mm（電子リミッタ付） 

記　　録　　方　　式 刄tァイバーペン（赤） �7H4�486��ｸ7�98���H�XﾙX�｢�

記　　　諒　　　紙 刄Vート紙、ロール紙両用 

記銀紙保持方式 剞ﾃ電吸着方式（位置合わせ光点付） 

動　作　方　式 僖Cサーボ方式 

確　　　　　　　度 刄tルスケールの士0．25％（直線性・不 ���ｫI��/�ｭﾈ-��"�

不　　　惑　　　帯 刄tルスケールの土0．1％ 

応答性 俐Y�X7�99�ﾉ7��X・Y軸共：F′500mm／sec ��齏"�俯"�800mm／seo I，500mm／sec 

最大ペン加速度 ��齏(�c$x��俯(�cDr�×軸 ��､x��俯(�cDr�

ペンリ　フト応答 �10Hz 楓ﾈ7�98�c������(7�98�cT��

リ　モ　ート　機　能 刄yンリフト、記録紙のHOLD－FREE、サーボ系のON－OFF、X－Y信号入力 

使　用　環　境 刮ｷ度：0－45℃、湿度：30～85％RH 

定　格　電　源 僊C100V土10％、50／60Hz、（＝5・200・220・240Vは注文時指定） 

消費電力（不平衡時） 剿�62VA　　　　　　　　l約86VA 

外形寸法（公差士3mm） 儻：480（ラック収納部は435）、D：300、H：120（mm） 

重　　　　　　　　宝 剿�9．5kg 冩��ﾆｶr�

■時間軸掃引ユニット　AJ442T型　価格15、000円

×軸とY（Yl）軸にスイッチ切換、（）はWX4422型

0．05・0．卜0，2・0．5・ト2cm／seoく確度±3％〉

』標準付属品

■オプション・アクセサリ

●記録紙送り装置TA4421型　価格75，000円（レコーダと同時注文の場合は70，000円）

速　　度 ���SX�Vﾈ�S(�SX�S���S#��SS�ﾖﾘ�贍冶�W6V8ｷ�-�ﾈ5h�ｸ6y�x.���6ﾃs�%H�ﾅ5D��8ｨ8(�ｸ6x���
送りピッチ（0．025mm／パルス） 

確　　度 俶ﾘ�ｨ�2�

送り方式 �5�6X6(7(984�8(�ｸ5霎ﾉ:��

外部同期信号 俐Y�S(�3�����8��EDﾈ8ﾈ7�8ｸ��7�8ｸ5浦ﾔ簸dﾅ6T8決�2�

電　　源 �8ﾈ5(�ｸ5�*�.xｹ�ｸ���ｳ�eb�

外形寸法 ���d��ﾘ����

重　　量 冩�Fｶr�

付属品 ��ｩw�8ﾘ�ｸ8ｸ鐺5�#s��ﾔ｢�

●台車（組立式）記録紙送り装置付用TW205（裏表紙参照）価格50，000円

記録紙送り装置なし用TW204（裏表紙参照）価格45，000円

●ハードカバー0401（裏表紙参照）価格6，000円

■価格

価　　　格（円） 

型　　名 倬隴H�)�ﾈ初WB�倬隴H�)�ﾂ�ヨ引なし 

H型ユニット付 ��hﾅ�8h6ｨ6(6yWB�H型ユニット付 ��hﾅ�8h6ｨ6(6yWB�

WX4421 �3ス�ﾄD��365′000 �3s��C����350′000 

WX4422 鉄�X�3����485．000 鉄���ﾃ����470．000 

■価格構成は本体＋プラグインユニット（lペン型は2個、2ペン型は3個）＋オプションとなります。



■プラグインユニット仕様（本体装着時）
く電圧測定〉下記の4種類からお選びください。

入　　力　　方　　式 �4ｸ�ｸ6姥H7H8ﾘ�ｸ6X48984��

測　定　レ　ン　ジ ���C��X�S��C�fﾓ��C�(�R�0．05・0．い0．2・0．5・卜2・5・】0・20 � 

（／cm） ���C�X�S��Fﾈ�S��C(�S��CR��Yfﾓ&ﾕh�X���mV＆∨ �50・100mV＆川OmV 

（基準レンジ：0．日／） �*ﾙ�悪xｦﾙ7��ﾓ��C#X�8�"�く切換確度士0．25％〉 凾ｭ切換確度士0．45％〉 

バ　　ー　　二　　ヤ �8ﾈ985xｭI�����)¥��

入　　力　　抵　抗 牝ﾔ�ｩ.��10MO（mVレンジ）・20MO（∨レンジ） 冤MO一定 

許容信号源抵抗 牝ｴ��10Kく〕 冤KO 

校　　正　　電　圧 ��ｩ.�8ﾈ985x,ﾃ��Gｸ,ﾉ6H�8/�?ﾉ|ﾘ,i�悪x*h,H�8���

ゼ　　ロ　　設　　定 ��3��8�Th�E8決�2�綿�ﾃ3����3���8�Th�E8/��������)¥��130％・F．S以上 

バ　イ　ア　ス　電　圧 ��凵@　　　　／ 

入力フィルタ特性 �ｨ������������������ﾈ7H4(8ｸ5蔬��h�ﾃC�D(�T�h�io��ﾃ6D(�鉄��緜���｢�剿�|10dB（50／・■60Hz） 

コモンモード除去比 妊8�h�｣S�D(�����c�C�D(�俐Y�XｫI7�,X�｢�

許　容　入　力　電圧 妊3S��h��:��ｩ6H�8/�ｭﾈ-��｢�

価　　格　　（円） ��#��ﾃ�����ﾈ����������C��ﾃ�������������ﾈ��婢�ﾃ����

※F．S：フルスケール（×軸：25cm、Y軸：18cm）の暗

く温度測定〉下記の7種類からお選びください。

特殊化棟またはオプション

が付くとき回

記録紙送り装置が付くとき回

時間軸掃引ユニットが付くと

き［司、なしは匝】

WX4425型には付きません。

電圧測定ユニットの型名回

回匡はたは回。

ただし、他のユニット及び、

混在のときは回

WX4425型はプラグイン

ユニット方式ではありません。

本体型名の末尾数字回包
または回

■型名の付け方

WX442ローロロロロ

■ご注文時指定事項

●電源電圧は、100V系と200V系に分かれ

ています。特にご指定がない場合は、AClOO

V用といたしますのでご了承ください。

●プラグインユニットは、ご注文時の指定が

E型と温度測定用の場合は、専用コンデイシ

ヨナが付きます。その他のユニットをご指定

の場合は、標準ではコンデイショナが付きま

せんが、後目E型または温度測定ユニット

を使う予定がある場合は、その旨ご注文時

にご指示ください。

セ　ン　サ 菱��68�ｨﾅ頽�6I���K（CA）型熱電対　PR型熟電対 凵v（lC）型熱電対IE（CRC）型敷電対 ��ｩw�5H�ｸ7�5�5��

測定レンジ ��ﾃS��ﾃS����0－　300℃　800－㌧200℃ �0－100℃ ����������－50－50℃ 0－150℃ ���ﾈ��c�����800～l．400℃ ����#�����

（／F．S） ���ﾃ3�����0－　800℃ 塔���ﾆﾈ�3c�����0～400℃ 

0－㌧200℃ �0～600℃ ���%�8ﾈ985x�｢�（単レンジ） 

確　　度 俯ｨ孳^(��i7綿�CX������ﾃC��韜��ｨ��8ｨ6ｨ4�8�485��h�ﾖﾈ�8�Th�E2�劍�ﾓ��C8�8�Th�E2�

入力方式 �7H8ﾘ�ｸ6X48984��

ゼロ設定 田����ﾃ���8�Th�E2�士10％・F．S 剪�

応　　答 ���Fﾇ6V8�ﾈ�ﾄh�E2�剴G6V8��h�E2�

CMRR ��#�D(�鉄�6ﾘ6ﾘ6ﾓc���｢�剪�

価格（円） 田��ﾃ����剴��ﾃ����

※F．S：フルスケール（25cm）の略
※Y軸に使用の場合は、測定範囲が測定レンジ数値のは／25になります。

く変換器〉下記の5種類からお選びください。

種　　　類 ����H�8�w����ﾃc�D(�ｨ��h�虔¥�yw����H�(ﾇﾉUｸﾗ(･y~ﾉFx��+ﾉzﾉ6Izﾉw��

入力の種類 妊8ｷ�-��4､�ｨ��#�ｴ���CUg��ﾅ�決�8,ﾈﾏ�zﾂ�

入力方式 �4ｸ�ｸ6姥H7H8ﾘ�ｸ6X48984��

測定レンジ ���CUh�c��CVﾕh����CUb� ��0．馴・0．02・0．05 ���ﾃ��ﾔ����ﾃ#�ﾔ��5V：5mV～　5V 鉄����0，l・0．2・0．5 ���Fﾈ�S��C(�S��CR�

（／F．S） 鉄�h�cS�ﾕh�ﾃS�b�S��h�c��CUh�ﾃS��b� �6s"����S���b�l・3 ∨＆100V 滴�ﾃ#�ﾔ��

入力抵抗 牝ﾕ��ﾃs���b�100kQ 牝ﾕ�｣s���b������

校正基準 ���CX�SS�h8ﾈ985x�d�"�X�SS��h8ﾈ985x�h�ﾃ#�D"�10kHz 丿X8ﾈ985x,ﾈ7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�

ゼロ設定 俶ﾓ���8�Th�E2�50％・F．S ��#��8�Th�54肇3��8�Th�E2��3����ﾃ���8�Th�E2�

直　線　性 簸8�i7���CVD(���8�h贇ｦD(�Th�E2�±0．5％・F．S 

ドリフト 〔リップル〕 �9?�蓼蓼��ﾘ���ﾃS�D(鳧�｢�〔■（妄言慧■Si ���C8�8�Th�E8���ﾈ������CX�8�Th�E8�ﾈ���ﾃ�����

応答時間 （TYP） 凛x�8.��c��Fﾇ6V8�H��#�D"�zx岑.��fﾇ6V8�紊�D"���76V86ﾘ�ﾈ�緜�D"�0．6sec′／F．S ���C'6V8�����X�E2�

許容入力電圧（電荒 妊3S��b�200Vp－P �#��b�300V ����S�ﾔ��｢�

価　格（円） ��3��ﾃ����60′000 塔��ﾃ�����3X�C����

※F．S：フルスケール（25cm）の略

※Y軸に使用の場合は温度範囲が測定レンジ数値の18／25になります。



■WX4425型仕様

ペ　　　ン　　　数 剿ﾂ�

己　録　範　囲 �250×180mm 

己　　録　方　　式 刄tァイバーペン（赤） 

己　　　銀　　　紙 刄Vート紙・ロール紙両用 

己銀紙保持方式 剞ﾃ電吸着方式（位置合わせ光点付） 

動　作　方　式 剩D�5H�ｸ7ｹ_ｸ��

入　　力　　方　式 劍4ｸ�ｸ6姥H7H8ﾘ�ｸ6X48984��

入　　力　抵　抗 剿ﾄﾘ,ﾈ自.��

測定レンジ（／cm）l （基準レンジ：0．1V）l 僣型 ���C�X�R�．卜0．2・0．5・l・2・5・川mV＆∨く切換確度士0．45％〉 

L型 ���CX�R�・2・5・10・20・50・100mV＆100mVく切換確度士0．45％〉 

パ　　ー　　こ　　ヤ 劔�ｩ.�8ﾈ985xｭH/������)¥��

確　　　　　　　度 劍7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ�ﾓ��C#X�8��+ﾉ�ﾉ�ｸ�YW9���/�ｭﾈ-��｢�

不　　　惑　　　帯 劍7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ贊��C��2�

ゼ　　ロ　　設　定 劍7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾃ�3��8決�2�

校　正　電　圧 劔�ｩ.�8ﾈ985x,ﾉ�ﾉGｸ,ﾉ6H�8/�?ﾉ|ﾙ�ﾘﾘh,i�悪x*h,H�8���

、公l最大ペン速度 剳��U儘ｲ�共：l，500mm／seC 

l最大ペンカ 剔ｬ度 譜�"�2G、Y軸：4G 

リ　モ　ート　機 刹� �7�988ｨ7H6x��ｴﾉ�鑄,ﾄ�ﾈ�ﾘ6te$TX��5H�ｸ7ｸﾆ�,ﾄ��ﾄ�h����U��ﾘﾘi?ﾉ|ﾒ�

C　　M　　R　　R 剩D8�c�C�H柎�8�fﾆﾃ�D(�俐Y�XｫI7�,X�｢�

ベンリ　フト応答 剴����

容信号源抵抗 冤KO 

容入　力　電圧 僖C500V（同相電圧を含む） 

使　用　環　境 劍孳7��c��ﾃCX�����7��c3��ﾃス�5$��

定　格　電　源 剩���ﾃ�h�ﾓ���8��S��緜���綿-��S#���S##��S#C�h,ﾙ(ﾙ[h鳧轌.��｢�

消費電力（不平衡時） 劔o�c%d��

≡≡≒－≡土‾≡≡喜享≡≡1
■オプション・アクセサリ

●紀線紙送り装置TA4421価格75，000円（レコーダと同時注文の場合は70，000円）

仕様は、WX4421型と同じです。

●台車（組立式）妃録紙送り装置付用TW205（暮表紙参照）価格50，000円

記録紙送り装置なし用m204（裏表紙参照）価格45，000円

●ハードカバーC401価格6．000円

■価格

350．000

330，000

■WXq

※本図

ンが

です

■お間合



■外形寸法図
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畑再潮縛勘頼閥
■消耗品・部品

記　録　紙 ��ﾃ�&ﾂ�A4判シート紙、（コー �6x鑄�｣S�hx��(ﾟｲ�l′000 
SP279 �8ﾘ�ｸ8ｸ鑄��#�ﾘ��B�0巷 嶋�ﾃ����

記　録　ペ　ン 鳩���h�ﾅ$B�ファイバーペン　赤 ��h��Ygｲ�l．500 
KX柑6－BK �7H4�486��ｸ7�98��ﾙR�亀　5本 綿�CS���

入力ケーブル �$���ﾄ��3Pプラグ付2芯シー �8ｸ6��ﾈ��&ﾘ�｢�800 

紋消耗品・部品のご注文は、送料を加算させていただきますのでご了承ください。

記銀紙・ペン・インクは、当社製品をお使いください。 
レコーダの特性を、充分に活かすには記録紙はもとよりペン・インクとのマッチングが重要です。 

貴重なデータを鮮明に記錨できるように、紙質や表面状態、インクの性質、ペン先の材質や構造等は厳重 

な品質管理のもとで生産され、標準化が計られています。 

当社の、純正品以外の記録紙・ペンインクをお使いになって、測定上に問題が発生した場合は、兼任を 

負いかねますので、必ず当社の純正品をお使いください。 

■このカタログの記載事項（仕様・価格等）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。

■お問合せは下音己へ

本社官♯部　　℡（03）49ト0511（代）　神奈川営♯所　℡（045）4341881（代）

〒l引：東京都品川区酉品川3－日トー6

文京営♯所　　℡（03）49卜0511（代）

〒l引　東京都品川区西品川3－19－6

北海道営♯所　℡（011）71ト調51（代）

〒001札幌市北区北六条西6－卜14粟井ビル

東北営業所　　℡（0222）96－3405（代）

〒983仙台市卸町l－6－15卸町セントラルビル

茨城営♯所　　℡（0298）24－2571（代）

〒300茨城県土浦市書士崎1－川－22菊池ピル

間兼営♯所　　℡（0485）2ト2381（代）

〒360熊谷市桜木町t－I O6古沢ビル

多摩営♯所　　℡（0423）25－5050（代）

〒185東京都国分寺市南町2－日14トミービル

〒222横浜市港北区菊名6－13－43松原ビル

中部営♯所　　℡（052）703－3011（代）

〒465名古屋市名兼区一社2－30東名グランドビル

関西営巣所　　℡（06）305－1381（代）

〒532大阪市淀川区西中島4イー4ムネカタビル

西部営業所　　℡（082）291－4柑0（代）

〒733広島市中区広瀬北町3－I4メゾン広瀬

九州営♯所　　℡（092）474－2441（代）

〒812福岡市博多区博多駅東1－9－1偏岡大和ビル

藤沢事♯所
レコーダ事♯櫛℡（0466）8ト2211（代）

〒2引　藤　沢　市　藤　沢　3　8　9　2

東日本サービスステーション／℡伽）4引45日㈹〒14ト東京都品川区西品川3－19一づ

西日本サービスステーション／℡伽）迎5－1刃l㈹〒532大阪市淀川区西中島4－7－4ムネカタピル

■このカタログの記載内容は

1982年4月現在のものです。
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