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このたびは，グラフテックA3Ⅹ－Yレコーダをお買上げいただきありがとうございました0ご

使用に先立って本書をよくお読みいただき　長期間ご愛用くださるようお顧いいたします。

概　要　木器は，Y軸1・2チャネルA3版（381×254孤爪）の記録範囲を持つサーボ式XY

レコーダで，画期的な高速性，広汎な適用性を高精度，高信頼下に実現したもので

す。

特　長　　アルミダイキャスト

高頻度のベンアップーダウン

豊富なプリアンプ

X，Y軸とも可能な時間送り

ロール紙による連続音己録

外部信号による記等および制御

高度の保守性

防塵カバー

本体はアルミダイキャストを採用しており，堅牢な一体構造になっ

ています。

毎秒10回までのアップダウンに耐え，作図器として使用できます。

（WX2300－1）

広範な用途に適応させるため17種（高感度直流増幅器3種，温度

ユニット9種，変換器5種）を揃えています0

タイムスイープが標準装備されており．X－Y記録のはかX一丁．

Y一丁の記録をとることができます。

オプションとして別に準備してある記録紙送り装置を組込んで置け

ば，ロール紙上にY一丁形式の連続記録，および自動的に更新する

記録紙上に．X－Y形式の記録を行います。

背面入力によりプリアンプを通したX－Y記録（零調を含む），お

よびサーボ制御，タイムスイープ制御，記録紙送り制御，ベンアッ

プダウン制御などを外部信号で行うことができます。

内部回路は．マザーボードとモジュール方式を取ってあり，保守が

容易です。

ほこり等を防止するための防塵カバーがオプションで用意されてい

ます。
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こ使用のまえに

開梱が終ったら

レコーダの据付場所

使用電源

異常のときは

AC

二≡

（AClOOVに設定した場合）

開梱が終りましたら外観を点検し，付属品の数量を本書18ページ

付属品表と照合してください0万一損傷，不足があったときは，巻

末に記載の営業所にご連絡ください。

次のような場所での使用はさけてください。

①　直射日光の当る所。

④　チリ，ごみ，塩分，油．腐蝕性ガスのある所。

③　振動，衝撃の甚しい所。

④　雷などサージ電圧の流入しやすい所。

AClOOv±10率配線容量10A以上　保護接地を容易に行うこと

のできる電源を使用してください。

ご使用中異常が起たらすぐに電源を切り，本書13ページ保守診断

の項をお読みになり処置してください。

注　　　意

木器の底面には，100V以外の配電線で使用するため電源セ

レクタが取付けてあります。このような地域でご使用のとき

は．他のすべての操作に先立ってこのセレクタを電源電圧に

合せてください0　＿ノの位置が設定位置になります。
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1．各部名称と機能

1－1　各部名称（写真1－1，写真1－2，写真1－3参照）



1－2　制御パネル

図1－4

POWER

スイッチ

電源をON－OFFするスイッチです。押してロ，クするとON

になり，左の表示灯が点灯します。もう1度押すとOFFにな

ります。

SERVO ON／　OFFのときサーボ系は，断状態にあってサーボ系は動きませ

スィ，チ　OFFん。押してONするとロックしてX軌Y軸ともサーボ系が動

作します。もう1度押すとOFFになります。

CHART HOLD／　押してPックするとHOLDになりライティングパネルの静電気

スィ，チ　FREEによ。記録紙を吸著します。もう1度押すとFREEにな。ラ

イティングパネルは・吸着力を失います。完全に吸着力が消

失するのに数秒かかることがあります。

また，記録紙送り装置を使用しているとき，このスィ，チが

HOLDになっていると記録紙捲取部は起動しません。

PEN DOWN／押してDOWNにするとペソがダウソし記録状態になります。

スイッチ　　UP　もう1度押すとUPになりペソが上ります。

このスイッチは，SERVOスイッチがON．CHARTスイッチ

がHOLDになっていないとDOWNにしてもペソは，下りません。

但し，記録紙送り装置を組込んだ場合には，CHARTスィ，チ

とは無関係になり記録紙送りの操作に関係した動作を行いま

す。この場合もUPにしておけばペソは下りません。（巻末

記録紙送り装置取扱説明書参照）

∨／H VERTノ　レコーダの垂直・水平の使用姿軌こよって変るY軸の過渡応

スイッチ　HORl・答特性を補正するためのスイッチです。

垂直姿勢で使用するときは，VERT．に，水平姿勢で使用する

ときはHORLにセットします。

A3／250／A4

スイ　ッチ

－2－

記録範囲を設定するスイッチです。

A3サイズ，250都鳳×250初夜サイズ，A4サイズの3通りの

設定ができます。

ペンが記録範囲から振り切れているときはランプが点滅しま

す。



1－3　人カパネル

寧撃璽
図1－5

入力端子

ガード端子

ショートパー

1－4　プリアンプユニット（AZ2100）

入力信号をサーボアンプが必要と 

する電圧レベルに変換するユニプ 

トで，代表機種AZ2400高感度直 

洗増幅ユニットについて，ここで 

説明します。他の機種については 

それぞれの取扱説明書を参照して 

ください。 

赤＋が入力信号の㊨端子，赤－が0端子です○　この入力は，

アースフローティング方式で各チャネル間軋　電気的に分推

されています。

入力信号線のシー′しド線を接続する端子で，本体の筐体と絶

縁してあるプリアンプ筐体に接続してあります○

ガード端子と0端子とを接続するための金具です0通常の測

定のとき使用します0

注意　アースフローティソグ方式とは，各入力のアース側が各々分

♯してある入力方式のことで，各チャネルは相互に独立して

測定することができます。

CAL　MEAS 串感娼惣一◎個 RANGE（′叫肌もpos汀・OHOFFz 

FILTER

l ON／CAL・V

図1－7

POSrT10N

図1－6

ユニットの感度を1：1／1000に切換えるスイッチです。

入力信号に対するベンの振れ幅を設定するスイッチです。

れ∨／Vスイッチを爪∨とすると表示の数字はmV／爪，Vとす

ると∨／cmを示します。0．05mV／／／コ几～20V／／有花まで18段の

切換えが可能です。

このスイッチをONすると，測定中の入力が増幅器の内部に

ある校正電虻に切換わり，TnV／Vスイッチ，RANGEダイア

ルの設定に関係なく一定幅（＋100珊）の偏位が起ります。

感度の徴調をするトリマで隣同志のレンシ間の感度を連続

的に可変するものです。時計巨1川方向にL‖1し切るとRANGE

ダイアルの設定感度になり，中間の感度は，CAL．∨スイッチ

をONしたときの振れで点検することができます。（例えば

80取乱振れれば設定レンジの8q／100の感度になっています。）

時計方向に回せば㊥方向，反時計方向に回せば0方向にペソ

が動きます。

零点を設定するときに使用しますが，可変範囲がフルスケー

ルの土300％あるので，入力信号に重畳した直流電圧を最大

フルスケールの±300％までさし引いて記録することができ

ます。変化分を拡大記録するのに使います。

－3－



MEAS／OFF　入力のON／OFFスイッチでMEASにすると入力信号にしたが

ってペソが動作し，OFFにすると入力信号から切離されて増

幅器の入力は接地となります。

FILTER

（図1－7）

注　意

GND端子

電源接栓

ヒューズ

電源
セレクター

図1－8

1－5　電源接続部

1－6　リモートコネクタ

プリアンプを引出すと，OFF，－20dB，－40dBと注記したス

イッチが見えます。′、ムノイズが多く含まれる信号に対して，

このスイッチを－20dB，－40d月に設定すると，それぞれノイ

ズ成分を1／10，1／100に減らすことができます0

①　入力端子，プリアソプとも各軸の本体配置は，図1‾1

に示すように決めています。そう入位置を間違わぬよう

注意が必要です○

④　プリアンプを引出したり交換するときは，電源を切って

から行います。

手に振れる金属部分を接地するためのもので交流電源ソケッ

トの保護導体と筐体に接続してあります。

交流電源用で保護導体（中央の金具）付3端子ソケットです。

付属の電源コードをさし込みます。

交流電源のヒューズです。AClOO～115Vで使用する場合

は2A，AC200～240Vで使用する場合はlAを使用しま

す。

ご使用の前に，電源セレクターの数字がご使用になる電源電

圧に合っていることを確認してから，電源コードを接続しま

電源接栓　警クタ＿　ヒュ＿ズ端子
GND

白扇志 ������ｲ�
外部信号でレコーダを動かすとき使用するコネクタです。

CHART－RENEW，CHART－CLOCK，CHART－STOP　は記録

紙送り装置付の場合，使用可能です。

－4－



PENl－DOWN

T．S，RESET

T．S．START

CHART¶RENEW

；2諾XtS［；芸と‾SC
POT．

…諾昌一S［≡芸三‾SC
POT．

（10Kfl）

Y2－AXIS－JNPUT　［

X－AXJS－lNPUT　［

二㌔

H■GH‾1J二

一」トー

50〝SeC以上

薫 ���"� 

02 3 ��

○ 

4 �-8萪�

5 

060 77 ���

ALE 

8 FULL 

占 �� 9 弗U$��

ALE ����範－み さヒ？］ 

0 

l　　′ヽ ������#����3���G��H　　Y 

LO Hl′、 ��

？150 

169 
Y 

LO ��

X－AXIS－lNPUT

Yl－AXIS，lNPUT

Y2－AXISHNPUT

X－AXIS

ZERO－POT．

Yl－AXIS

ZERO－POT．

Y2－AXIS

ZERO－POT．

CHART－RENEW

CHART－HOLD

SERV0－ON

CHART－CLOCK

CHART－STOP

Yl－AXIS

ZERO

POT．

（10Kn）

PEN2－DOWN

Yl－AXIS－lNPUT

それぞれX，Yl，Y2の入力端子で，衰パネルの入力端子と並

列にプリアンプに入ります。

それぞれ，2芯シールド線を使用し，シールドの外被線は0

側に接続します。

それぞれ，X，Y‥Y2　の等位設定のための外部ポテンショ

メータ接続端子です。

抵抗値が10Kilのポチソショメー∵タを使用します。

プリアソプ部のポジショソつまみと加え合わせの関係になっ

ています。

記録紙送り装置を使用したときのRENEW信号です。RENEW

とは記録の済んだ部分を記録紙送り装置で送って新しい記録

紙面を出すことです。

接点信号：瞬間，GNDに短絡でRENEW

TTL信号：瞬間，LOWレベルでRENEW

記録紙送り装置のMODEダイアルをSTOPにして，使用しま

す。ただし，リモートのCHART－STOPが効いていると

RENEWLません。

－5－



CHART－STOP

CHART－CLOCK

」㌔

H■G”－L。W

」1」1＿
一・」トー

10／‘SeC以上

二㌔

”’G”‾「＿L。W

一・」、ト音

”■G”‾LL。W

一一才七

”lGH‾1－L。W

一一ご√二＿

H■GH‾‾Ⅷ

一・一一・l　一一

50JISeC以上

SERVOTON

CHART－HOLD

PENl－DOWN

PEN2－DOWN

T．S．START

記録紙送り装置を使用したとき，記録送りを停止する信号端

子です。

接点信号：GNDに短絡で停止

TTL信号：LOWレベルで停止

記録紙送り操作部のスイッチ（STOP）と並列関係になって

います。

記録紙送り装置を使用したとき，記録紙送りを外部パルスで

行なうための端子です。記録紙送り装置のMODEダイアルを

EXT．にして使用します。

2000pps（50爪鳳／賊に相当）以下のパルスを入力します。

ただし，CHART，STOPが効いていると，記録紙送りをし

ません。

外部信号でサーボ系をON／OFFする端子です。

制御パネルのSERVOスイッチと並列関係になっています。

接点信号：GNDに短絡でサーボON

TTL信号：LOWレベルでサーボON

外部信号で記録紙のHOLD／FREEを行なう端子です。

制御パネルのCHARTスイッチと並列関係になっています。

接点信号：GNDに短絡で記録紙HOLD

TTL信号：LOWレベルで記録紙HOLD

外部信号でペソのUP／DOWNを行なう端子ですo

制御パネルのPENスイッチと並列関係になっています。

接点信号：GNDに短絡でペソDOWN

TTL信号：LOVJレベルでペソDOWN

ただし，SERVOがON，CHARTがHOLDになっていないと

ペソはDOWN Lません。

外部信号でタイムスイープをスタートさせる端子です。

接点信号：瞬間，GNDに短絡でスタート

TTL信号：瞬間，LOWレベルでスタート

ただし，RESET信号がLOWL／ベルのときはスタートしませ

ん。

－6－



T．S．RESET

一一ごし一二

H●GH　‾1十二

一1トー

5011SeC以上

外部信号でタイムスイープを途中でリセットさせる端子です0

接点信号：瞬間，GNDに短絡でリセット

TTL信号：瞬間，LOWレベルでリセット

一7－



2．各部の性質（特性）

2－1　記薫ペン

阻図2＿1
2－2　記録紙

図2－2

2－3　フィルタ

入力周波数

0・1　　　　1　　5　10　　50100（Hz）

0

－10

減

衰‾20

率一30

－40

細）

＼ �� 

＼ ��ヽ OFF 

＼ �� 

ヽ －20dお 

一40dB

図2－3

2－4　サーボ系の周波数特性

レコーダを使用するときあらかじめ知っておいていただきたいベン，

記録紙の性質およびフィルタ．サーボ系などの性質（特性）などに

ついて説明します。

使い捨てファイバペソです。指定の方眼紙を使用したとき。

㊥　直線書きで約最大600mの記録が可能です。

㊥　ペソリフト10回／秒の高頻度に耐えます。

③　使用開始時の記録線の幅は，約0．3Wです。

④　ベンアップの状態で長く放置する場合は，必ずキャップをかぶ

せてください。

記録紙は湿度に対して伸縮します。高温，高湿時の測定にはご

注意ください0左図は木器の専用ロール記録紙のデータですが

市販のリーフ記録紙では更に大きな伸縮があります。

フィルタを－20d8，－40dBにセットすると図2－3に示すよ

うに，プリアンプ部でノイズが除去されます。

プリ7ソプに正弦波信号を印加したときのサーボ系の周波数特

性を図2－4（X軸），図2－5（Y軸）に示します0

mMl 380 300 200 �� �� �� �� ��（ 

100 5 30 2 �� �� �� �� �� 

＼ �� 

IO 7 5 0 �� �� �� �� �� 

＼ 
．1　　　　　　　　0．5　　　1 �2　3　4　5　710　博、 

WX2300型の代表例）

mm 250 200 100 70 �� 鳴� 剪��� �� 

50 3 �� �� �� �� �� �� 

20 10 7 5 0 �� �� �� �� �� �� 

1 � �� � 

1　　　　　　　　0．5　　　1 �2　　3　4　5　7　10　152025 



3．操作　法（測定準備）

3－1　電源の接続

③　④

3－2　信号入力の接続

図3－1

図3－2

入力端子◎

入力靖子√ニ

ガードGRD　図3－3

3－3　使用姿勢と∨／Hスイッチのセット

三言享≡三 　START 　RESETXA3VERT． 

ひ仁▲lOHFul伽l伽 
OFF　　　l　oFF　FllEE　UP　　UP 

POWER　　　sERVOCHAFrTPENIPEN2 

図3－6

次の手順で電源を接続します。

①　制御パネルのすべてのスイッチをOFF側にします。

㊤　プリ7ソプのMEAS／OFFスイッチをOFFにします。

③　付属のACコードを電源コネクタに挿入します。

④　保護接地端子（GND）に保護導体（アース線）を接続します。

信号入力の擦掛ま，原則として付尾の入力コードを使用します。こ

の人力線は，入力パネルに図のようにプラグインすると赤が㊥信号，

白が0信号，シールド線がガード端子につながります。信号の接続

は次の手順で行ないます。

①　MEAS／OFFスィ，チをOFFにセットします。

㊥　信号源機器の出力と木器の保革接地端子，または入力端子（㊥

0ともGND）との間にP－Pで500Vを越える信号や高周

波信号のないことを確認します0

③　通常の信号源に対しては，図3－3に示すように接続します。

（シ，－トバーは外しません）

④　バイアスのある信号源には，接地に対してインピーダンスの低

い側を0とし図3－4のように接続します。（シゴートバーを

外します）

⑥　差動出力の信号源には，図3－5のように接続します。（ショ

ートバーを外します）

注　　　　意 

④　出力インピーダンスの高い低レベルの信号源を測定するとき， 

ガードのアース点によってノイズ除去効果に差があることがあ 

ります。色々工夫して見てください。 

㊥　入力線のプラグインの方向は，必ず図3－2になるように注意 

してください。逆にすると信号源機器が毀れることがあります， 

このレコーダは，指定により水平・垂直の2つの姿勢で使用するこ

とができます。水平で使用するときは∨／HスイッチをHORl，垂

直で使用するときは，VERT．にセットしてください0
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3－4　ペンの取付け

図3－7

3－5　記錯紙のセット

3－6　操作準備上の留意点

ペソを取付けるときは，SERVOスイッチをOFFにしてから次の

手順で行います。

①　ペソヘッドを記録面のほぼ中央に手で誘導します0

④　ベンのキャップを取り，ベンの下側のノブをペソヘッドの穴に

先ず合せ，両手ではさむように取付けます0（図3－7参照）

④　手でペソを上下したり摺勤して見て取付状態を確めます。

④　2チャネル機では，ペンヘッドのアームの長い外側のものがY2

チャネル，内側の短い方がYlチャネルですo Ylチャネルには・

あ　Y2チャネルには黒のペソを取付けてください0

記録紙をセットするときは，POVVERスイッチをONL，SERVO

スィ，チがOFF，CHARTスイッチがFREEにあることを確認し，

次の手順で行います。

①　Yバーを右端によせます。

㊥　ペン先が記録柾に触れないように注意し記録紙を左上から記録

パネルの上に置きます。（図3－8参照）

③　記録パネルの2つの光点の内左側に目盛の左端を合せます。

（図3－9参照）

④　記録パネルの2つの光点とX軸の目盛線を合せます。

⑤　cHARTスイッチをONLHOLDにします。

⑥　記録紙が全面に渡って記録パネルに吸着されていることを確認

します。（手で表面をなで浮き上りをなくしてください）

記録紙をはがすときは，CHART HOLDをFREE，SERVOをOFF

にし，Yパーを右端によせ，ペンが記録紙を汚さないように注意し

ながら左上方に引上げてください。

①電源を接続するとき，保護接地端子の接続を第1に打ってくだ

④　他の櫻器と接続するとき，入力コードのシー′しド線を保護接地

線として使用してはいけません0保護接地線は・必ず別に配線

してください。

④　使用後は，ペソを外しキャップを確実にしてくださいDまた，

ペン先を叩いたり削ったりすると汁づまりを起します‥記録状

態が悪くなったらペソを新品と交換してください0

④捲きぐせのついた記録紙の使用はさけてくがいロ記録紙か浮

いていると，Yノミーの移動で記錠紙が動いたり・ヘノア／一プの

状態で線を描くことがあります0

－10－



4．測定・記録 話語口，鼻白 　S・TAPT ��5dU%B�ｹ��"�
RANGE（cmJtecISWEEP　　Y �6yK��B��B�D���ﾂ�U�U��

口且‾OHl仙】 
OFF　　　l　oFF　FREE 

POWER　　　sE恥のCHARTPENIPEN2 

よ　」忘二。＿ 

4－1　測定開始に当っての点検

4t2　測定直前の準備

4－3　測定の開始

1〕（∋　sERVO〔つ　ON

2）　④　posIT10Nの設定

3）　㊥　感度の設定

4）　⑥　感度の徴調

5）（参　PENダウン

6）　③　測定開始

4－4　′則定・記鐸上の注意

ペソを取付け，記録紙をセットする前に先ず次のことを確認してく

ださい。

①　sERVOスイッチ（制御パネル）　　E3　0FF

④　pENスイッチ（制御バネ／り　　　＝〇　UP

③　MEAS／OFFスイッチ（プリ7ソプ）cj OFF

前節に記載したように正しく■電源，信号線を接続し，ペソ，記録紙

をセヶトします。

測定・記軌も　次の手順で開始します。（図一4－1，図4－2）

この操作でサーボ系は，バランス点に向って最初ゆっくり移動レミ

ランスして停止します。

プリアンプのPOSH＝〕Nつまみを回し，ペソをスタート位置に

誘導します。

プリアンプのmV／Vスイッチ，RANGEダイアルを操作し，入力信

号の大きさに合せ，感度を設定します。

VERNl．ポリ1－ムを回し，サーボ系の偏位を見て感度の徴調を行

います。

PEN UP／DOWNスイッチを操作してPOSIT＝⊃N，感度の確認

を行い，PEN DOWN Lます。

プリアンプのMEAS／OFFスイッチをMEAS　とし測定を開始しま

す。

測定．記録中次のことに注意を払ってください。

（カ　人力信号の大きさがわからないときは，感度の設定は低い方か

ら振れを見て合せてください。

（む　測定中，サーボ系が異常音を発したり，ペソリフトが思う様に

ならないときは，MEAS／OFFスイッチとSERVO ON／PFF

スイッチを直にOFFL，接続状態，各スイッチの設定を再度点

検してください。（SERVOスイッチがOFFかまたはCHART

スイッチがFREEになっているとペソはDOWN Lません）
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4－5　外部信号によ

4－5－1　入力信号線

4－5－2　零点設定

外遷ポテンシ■メータ

10Kll

L－▲J L

4－5－3　制御信号

「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘▲‾

l　　　　15

SF飢伯

ON
白3

図4－3

外部信号でX Yレコーダを働かすときは，付民の外部信号コネクタ

に5ページの図1－9に示す信号の内必要なものだけを半田付し接

続します。

コネクタは，図4－3に示すように①と㊥の結合ねじを外し，開く

と分解できます。またコネクタを差し込んだら，③のねじを締め，

確実に本体に結合してください0

外部コネクタに印加するアナログ信号は，プリアンプへ入ります0

但し，ノイズの混入を極力さけるため，次の注意を守ってください。

①　アースフローテYソグ形式の入力とし，0側は，信号源機器の

保護接地に対しインピーダンスの低い低電位側とします0

㊤　㊥0線は同一径路を通し，他の信号線からの誘導を減らすよう

に注意してください0（2芯シールド線をお使いください）

外部から零点を設定するときは，図4－5に示すように10Knの

ポテンショメータを次の注意を守って接続します0

①　ポテンショメータに供給される電源電圧は，各軸別々ですから

各々1ケずつ取付けます0

④　ポテンショメータの内部抵抗によって零調範囲と直線性が変り

ます。10K‘1前後の温度特性のよい精密多回転形のものを使用

してください。

外部制御信号は，記録紙送り装置を使用したときのクロック信号を

除いて，すべて接点ONまたは，TTLTLレベル（Hrつ5V，Lコ

0～0．5V）で動作します。次の注意を守って接続してください0

①　アース側は，コネクタのAlピソまたはBlピソを使用してください0

この端子は，レコーダの保護接地端子に接続してあります0

㊥　回路内部は，図4－6となっていますから，オープンコレクタ

出力で動作させることができますC

＠　マイナスの電圧を出すおそれのあるロン／ック出力や＋5Vを大

幅に越える電圧が混入しないように注意してください0

④　記録紙送り装置を使用するときは，巻末（記録紙送り装置）の

注意を守ってクロック信号を接続してください。
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5．保守と診断

5－1　異常が起きたら

5－2　保守上の注意事項

表5－1　故障診断と対策

故障診断と対策を表5－1に示します。本義の記載を参考に診断し

対策を取ってください。なお，不明の点は，巻末の営業所，または

サービスステーシ，ソにご相談ください。

①　レコーダの据付場所は，T2ページに記載した注意を守ってく

ださい。

（垂　外筐，記録パネルのよごれは，ブロワーブラシ，または，アル

コール等を含ませた布で拭き取り清潔に保ってください。

シソナや有機溶剤の使用および注油はしないでください0

③　ヒ一一ズを交換するときは，2Aの同形の新品を使用してくだ

さい。修理をしたものを使用したり，ヒューズボックスを短絡

したりしてはいけません。

（車　外筐（真義を含む）を外さねばならない修理や調勤ま，当社サ

ービスステーシ，ソの技術員にご依頼ください。そのとき故障

状況についてできるだけ詳しくおしらせ′ください。（表5－1

の修理・調整事項も同様に考えてください）

故　障　の　状　況 剏ﾌ　障　の　原　田 �������������������ﾟB�

l電 源 �6Hﾋ�*ｩ?ﾈ.x,�*(�"�表示灯が点灯しない。 仍�ｹ6Hﾋ��85(�ｸ6��87�8X�ｸ5�,�,r�W9|x�"�まずヒューズを調べ，次に電源の状況をテ スタを使用して点検します。原因がわか 

制御パネルのスイッチ 

操作で全く応答がない。 凾轤ﾊときは，修理を依頼してください。 

制 御 ′ヽ ネ ル �5H�ｸ7ｸﾆ�*ｨｴ�:�+X,�*(�(+X,H.�ｴ�:��ﾉ7��*ｨ*�+ｸ*(�"��5H�ｸ7ｸｴ�ﾕﾈ,�兒�*ｨﾚﾉ?ﾈ�"�電源を切って摺動状況を調べ異物を除去。 

制御回路またはサーボアン′プ不良 做9yﾘ/�源xｨ+X,H*ﾘ+�+8*(�"�

記録紙の　HOLD　不良0 刹L録紙が正規のものと著しく違う。 ��8ｴｸ,ﾈ.�,ﾈ,hﾏ�ｫx+X,H*ﾘ+�+8*(�"�ライティングパネルが汚れている。 �4�8ｨ�ｸ�h6�/�諄,�,H刪.ｨ/���*ｸ竧.�-ﾈ+s��

静電吸着電源不良。 做9yﾘ/�減ｮ�+X,H*ﾘ+�+8*(�"�

ペソのUP／DOWN不良。 刄yンの取付けが悪い。 偃iWH�8ｻX/�.h*ﾙ5��+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ�ペンヘッドに異物付着。 �7�5ﾈ7x6(6�/�訷,X�8岑+X甑Z�/��*ｸ-ﾈ+s��

ペソヘッドの回路不良。 做9yﾘ/�源xｨ+X,H*ﾘ+�+8*(�"�

記 録 亢ﾉ�*ｩ�駝�,X,�*(�"��7�98,ﾈ�kﾘ*ｩx�,H*(.��"�ベンを新品と交換します。 

記録紙が適当でない。 ��8ｴｸ,ﾈｴﾉ�鑄,i?ﾈ.ｨ*�*h,H*ﾘ+�+8*#��

プ リ 7 こ／ プ ���7EC���,"�-ﾈ-ﾘ/���+X,H.��:�*�,�*(�ｲ�応答の範囲が狭い。 ���X,ﾉ?ﾉ|ﾙ�ﾘﾘh*ｨ�8��+8.ｨ,H*(.��"�MEAS／OFFスイァチを切り確めます。 
全く応答しない。 �7h8ｨ4�987hﾌﾈ���"�プリアンプを入れ換えて見ます○ 

両袖こ振り切り動かない。 �5H�ｸ7ｸ4�987h*ｨﾌﾈ���"�修理を依頼してください0 

RANGEの確度がよくない。 刄vリアンプの校正不良。 �7h8ｨ4�987h,ﾈﾜI+)��/�源xｨ+X,H*ﾘ+�+8*#��

MEAS／OFF［つ MEASにて。 �5�5��ｸ8ｸ4�4X6x*ｨｴ�.��"�入力が大きすぎる。 砺乕�乕�5$�舩X/���.悪x*hｫI7�/�岑+�-ﾈ+x�"�サーボ系がビビる。 �?ﾉ|ﾘ,ﾃ��H,ﾉ�ｩ��*ｨ敢*(�"�入力コードの接続を点検。 

記録が動揺する。 �?ﾉ|ﾘ,��X*ｸ,畏(�Fy�ﾉZｨ*ｩ?ﾈ.��"�入力波形を他の方法でチェック。 

矩形波入力の波形不整。 �5H�ｸ7ｸﾆ�,ﾉ+)��*ｨ敢*(�"�再調整を依頼してください○ 
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6．タイムスイープ

≡寺享≡三 　S‘nlRT 　RESETXA3VERT 
011　　　　　　　0H　　HM　DOW付　加 

ロー［］「lll 

POWER　　　sERVOCHARTPENIPEN2 

6－1　各部名称と機能

X－OFF－Yスイ　ッチ

RANGEダイ7ル

RESEVSTART

6－2　タイムスイープの使い方

（∂）X一丁レコーダとしての使用

XYレコーダをX－Tまたは，Y－Tレコーダとして使用するため

の時間掃引装置で正確に上昇する電圧を回路で発生しX軸またはY

軸に印加する装置です。その操作部は，図6－1に示すように，制

御スイッチの上側に一体に組み込んであります。

WX2300　2チャネル機では，X軸，Yl軸がタイムスイープ動作を

行い，Y，軸は，タイムスイープ動作と無関係です。

タイムスイープを行う軸を選出します。OFFのときは，普通のX Y

レコーダとして動作します。

タイムスイープの速さを設定するダイアルで設定した速さでX軸（キ

ャリッジ）またはY軸（ペソヘッド）が正側（右または上）に走ります。

このスイッチを押すとタイムスイープ電圧の上昇が始ります。この

電圧によって，SERVOスイッチがON，PENスイッチがDOWNに

なっていればペソがダウンLX－OFF－Y　スイッチによって選ば

れた軸のタイムスイープ動作が始り，フルスケール点に到着すると

リミッタが働らいて自動的にペソがUPLスタート位置に戻ります0

①　X－OFF－YスイッチをXにセットします。

④　RANGEダイアルを使用する送り速度にセットします。

③　プリアンプのPOSITl0Nつまみを回しスタート位置にペン先

を合せます。（SERVOスイッチはON）

ペンが記録範囲から振り切れている場合はランプが点滅します。

記録範囲内にスタート位置を設定してください。

④　RESET／STARTスイッチを押します。直にX軸のタイムス

イープが始ります。

（b）Y－Tレコーダとしての使用　　X－OFF－YスイッチをYにセットするほかは，X軸の場合と同じ

操作を行います。

（C）使用上の注意 ①　タイムスイープ電圧はプリアソプ出力と加算形式でサーボアン

プに入力します。タイムスイープだけをしたいときには，プリ

アンプのMEAS／OFFスイッチをOFFにしてください。

④　スタート位置設定のとき初期電圧が記録範囲外に出ていると，

RESET／STARTスイッチをSTARTにセットしてもしばらく

の間サーボ系は，動き出さないため記録データの読み誤りをす

ることがあります。

③　X－OFF－YスイッチがXまたはYにセットされているときは，

PENスイッチがDOWN状態であっても，RESET状態のときは，

ペソはDOWN Lません。

STARTに切換えたとき，ペソはDOWNLます。
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7．横能の拡張

図7－1に記録紙送り装置付 

WX2300型，図7－2にプリ 

アソプの内代表的横種の写真 

を示します。 

WX2300シリーズX Yレコーダは，Y軸1チャネルのWX2300－1

型と2チャネルのWXゴ300－2型があり両機種とも記録紙送り装置

をオプションとして取付けることができます。

また16種のプリアンプユニット（図7－2）が準備してあり，1

部を除きそのままさし換えて使用できます。

E－1Type

去一十∵∵ィ十十十十

Ktl Type

KF Type

Z Type L Type T－1Type

PR－1Type J－1Type E Type

TH Type TL Type KL Type

KD Type KD－3　Type KC Type

図7－2
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7－1　プリアンプの交換及び交換要領

7－2　ラックマウント

7－2－1取付け要領

l

図7－4

①　まずPOWERスイプチをOFFにし電源を切ります0

㊥　プリアソプのパネルのネジ1個をはずします。（図7－3〕

③　プリアンプパネルの引き抜き用ツマミを上方へ引っぼってプリ

アンプを抜きます。

④　交換するプリアンプを逆の手順で本体に取り付けます0

⑨　MEAS／OFFスイッチをOFFL，POWERスイッチをONL，

posITIONつまみを回して動作をチェックします0

注　．意 

①　コソディショナに回路の1部が組み込んであるプリアン 

プ〔T－1．K－1，、ト1，Erl，PR－1，TH（サーミスタ） 

など温度ユニット〕を追加するときは，入力パネル部改 

道が必要です。 

＠　プリアンプを交換するときは，必ず電源を切り無通電状 

感で行ってください0 

このレコーダは，JtSラック（インチラック）に次の要鯨で取付

け縦形の姿勢で使用することができます0

①横カバーをはずします0（左右各2ケのネジをはずします0）

㊥　M5×10の／しイこ／ドネジ4本で図7－5に示すようにラックに

取付けます。

③　取付けが終ったら上カ′ミーをもとに戻します0

注　　　意

①　記録紙送り装置の増設，および温度ユニットなど・コソ

ディショナを使用するための改造は，工場で行いますo

一時使用を中止し営業所にお預けください○

③　一般のプリアンプは，現地で容易にさしかえることがで

きます。追加の必要が起ったときは，本体改造の有無を

ご確認の上ご注文ください0

③　ペソ，記録乱外部コネクタは常時在庫しています0早

目に営業所にご注文ください0
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8．仕　　様（構成）

8－1　本体仕様（表8－1）

型　　　　　名 儻X2300－1（1ペン） 埠�#3���ﾃ(��(7�98�｢�

本 体 亢ﾈ���������lｨ���������9Kｸ��3����#SIK�ﾌx�｢�

記　録　紙　保　持　法 剞ﾃ電吸着方式 

へ　　　　　　　　　　　　　　　ン′ 刄fィスポーザブル77イパベン 

回　　路　　方　　式 僖Cサーボ方式 

入　　力　　方　　式 刄Kードつきアースフローティソグ 

入　　力　　抵　　抗 凵@1■ 1Miュ 

許容　信号源抵抗 �1Kn以下＊ 

確　　　　　　　　度 刄tルスケールの±0．25％以下＊（不惑帯含む） 

不　　　惑　　　帯 刄tルスケールの士0．1％以下＊ 

コモンモード除去比 剄ﾅ高感度でDC150dB，AC140dJ3以上＊ 

位　　置　‘調　　整 刄yンをフルスケールの全域で任意に設定可能事 

感　　度　　調　　整 �2．5倍＊ 　　　　　　　　　　　　　　L 

許　容　入　力　電　圧 僖C500V（同相電圧を含む） 

最　大　ペ　ン　速　度 儿＝ニ1．5m／S，Y　＝2仇／S 譜����C姐x��8�5綿�5�(����CVﾘ��2�

最大ペ　ソ加速度 儿＝3G，Y　＝5G 譜��$x�5綿�5�(��Dr�

ペ　ソリ　フト　応答 �10上Iz 楓ﾈ����d葎�E�(��U'｢�

ペ　ソビジー　タ　イ　ム �20mS以上 

タ　イ　ム　ス　イ　ー　プ 剳¥8－2　参照 

外　形　・　寸　法 �483×　440×162詭れ 鼎�5イC����sinｸﾊR�

重　　　　　　　　　量 剿�16kg 冩��vｸ健�

消　　費　　電　　力 剳ｽ衡時　30VA 兌ﾘﾗH鳧��3�d��

不平衡時135VA 儻9[ﾘﾗH鱚�CUd��

使用温湿度範囲 �0℃～45℃，　30～85亀（RH） 

使　　用　　電　　源 僊ClOOV土10％　50，60Hz（115，200，220，240V） 

そ 冨！ 儻H����������������V��儷ﾃ��ﾃ8������

オプション 亢ﾉ�鑛�x.��Y'R�表10－1参照 プリ　ア　ン　プ 祷�������

ラ　　　ッ　　　ク ��ﾓx�ﾃX������

註：＊印は，プリアンプにAZ2400型直流増幅器を装備したときの定格

8－2　タイムスイープの定格（表8－2）

方　　式 妊�¥�y_ｸ��

レ　ン　ジ ���C�(�S��C�X�S��C��S��C(�S��CX�S��S(�SX�S��ｷx��8�譜�5俯(,h.��｢�

送り速度の確度 ��ﾓ�'2�

直線性 俶ﾓ��C3冰r�

制御動作 ��ﾅ��ﾄ�h�ﾅ�,ﾉ�悪x�5$U8�ﾄUH��5D�%B�
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8－3　付属品の内容（表8－3）

品　　　名 佛�������kﾂ�内　　　　　　　　　　　容 

WX2300－1 埠�#3���ﾃ"�

電　源　コ　ー　ド 錨ﾖﾃ�cT(�ﾅdﾖﾃ�s"�3端子コネクタ付2線式ビニール電源コード×1本 

ヒ　　ュ　　ー　　ズ �4ﾘ�ﾃ�����ﾃ$��AClOOV形　　2A用×2 

（SM－1101－1A） ����3#��hﾆ���ﾄ�w���(�｢�

外部信号コネクタ 播4��ﾃ3c�､�3(�ﾄ�r�FCN－361JO32－AG型　32端子コネクタ×1個 

入力信号コード �5�7h8�4�H5(�ｸ6��2芯シールド線付×2本 �)�85h�ｸ8ｸ6��ﾉWE�9gｲ�

へ　　　　　　　　　　　　ン′ ��7�5ﾄｵ���ﾅ$B�(7�5ﾄｵ���ﾄ$ｲ�赤て硬質77イパペソ）×5個 ��H�俟H�sx486ﾘ7�7�5ﾈ�ｨｦSXﾌ"�ﾙX�俟H�sx487�7�5ﾈ�｢�

記　　　録　　　紙 ��ﾈ�ﾃS�b�A3判コート紙　1冊 

そ　　　の　　　他 ��取扱説明書（本書），ビニール袋，付属品収納袋　各1 

8－4　構　　成（表8－4）

内　　　　容 儷x��������コソディショナ付 亢ﾉ�鑛�x.姥B�本体直接入力 

本　　　　　　　体 ���1 ���1 

入　力　パ　ネ　ル ��� ��� 

コ　ソディ　シ　ョナ ��チャネル数 �� 

プ　リ　　ア　ン　プ �6�886ﾈ8ｹ�B�チャネル数 �6�886ﾈ8ｹ�B� 

タ　イ　ムスイ　ープ ���1 ��� 

制　御　パ　ネ　ル ���1 ���1 

記録紙送り装置 �� ��� 

付属品の追加 �� �8ﾘ�ｸ8ｸ鐺�� 

註1：要素が実装されないため穴があく部分には，メタラパネルを取付けます。

註2：2種類以上のオブショソを組込んだ機種には，型番の末尾に英文字サフィックスを列記して顆別します0

8－5　サプライ用品とその注文単位（表8－5）

記　録　紙

商品番号 佛���������kﾂ�販売単位 亢ｸ��ｦ���-ﾈ��+ﾘ��,ﾘ��4ｸ��w�������霻�

12－　1 ��ﾃS�b�20冊 ��9Kｸ��5(�ｸ6x鑄���ﾟｳS�hy?ﾈ.��｣�靖�y_ｸｮ��

－　2 比��#��10冊 ��9Kｸ�fﾅ4�9Kｸ8ｨ�ｸ5郁h�������������b�

－　3 �5�3����10巻 ��9Kｹ�ｩ9h��ﾇi�ｨ鑄���ｪ｣#�ﾘ�ｨ��4��

商品番号 佛���������kﾂ�販売単位 亢ｸ��ｦ���-ﾈ��+ﾘ��,ﾘ��4ｸ��w���ｴ��X霻�

12－　4 鳩���ﾅ$B�2阻 �7H4�486�7�5ﾈ���%3Ygｹ?ﾈ.��ｩ�C�7�99w��

－　5 鳩���ﾄ$ｲ�2組 ��h����������4������ｨﾙX��(7�99w��
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9．プリアンプユニット

9－1　電圧測定

型名 項目 嚢ﾅ��Z型 儉型 

入　　力　　方　　式 �4ｸ�ｸ6姥H7H8ﾘ�ｸ6X48984��

測　定　レ　ン　ジ ���C��X�S��C���S��C�(�S��C�X�S��Fﾂ�0．05 ��S��H6s��C(�S��CX�S��S"�0．5・ ��

（／CM） ���C(�S��CX�Vﾈ�S(�Vﾕh���X����� �50　100　mVX卜　×100 

切　換　確　度 く基準レンジ0．1V／仁m〉 ��ﾓ��C#X�2�凵}0．45％ 

入　力　抵　抗 牝ﾘ,ﾈ自.��

許宅＝百号湧日豊抗 牝ｴ��｢�

校　正　t　圧 ���fﾘ��Yﾙ�ｩ9h,ﾇH�8/�?ﾉ|ﾘ,��悪x*h,H�8���

感　度　桝　整 �8ﾈ985xｭH��･H�)¥��

セ　　白　　設　定 ��3��8�臧�U8決�2�－300－300％／F・Sを連続可変l �130％／F・S以上 

ハ　イ　ア　ス　t圧 ��� 

入力フィルタ特性 ��スイ �6�,�,I�悪x*h�d�h�X�ﾃ#�D(�X�ﾃC�Hﾉ��ﾈ�����

コモンモ【ド除去比 ��8�c�3�D(�鉄�6ﾘ�緜���TD8�h-尾D"�AC： 鼎�D#S��緜���TD8�h-尾D"�AC：I30dB‾（5060Hz）・DC・150dB 

許容　入　力　t庄 妊3TDEh��:��ｧH�8/�ｭﾈ-��｢�

9－2　温度測定

盲盲＼」竺 菱�ﾃ�ﾅ��K・l型 ��(�ﾃ�ﾅ��J－1型 嚢�ﾃ�ﾅ��PT型 疋闇��TL型 

セ　　′　　サ 疋48��Dﾙ6I���K（CA　熱t対 ��)fﾗI���」lC　熱t対 乃5$9Dﾙ6I���白金測温抵抗体 ��ｩw�5H�ｸ7�5�5��

測定　レ　ン　ジ ��ﾃS��S����0山300℃ 塔���#�#�����0～100℃ 凵|50什0℃ 亦���������－50－50℃ 0～150℃ ���ﾃc�����800－1400℃ ���ﾃ#���������S����

（／F・S） ���3�����0－800℃ 0～1200℃ 塔���ﾃ�c�����0－400℃ 0－600℃ �0†】00℃ 0～2【）0℃ 

確度（リニアフィズ） （王温補償） ��ﾖﾈ�86ﾔh�U2�劔土0．5％／F・S ��ﾓ��C8�86ﾘ�臧�U2�

±1℃（13ん33℃にて）　±2℃（0－45℃にて） 劔��

ゼロ改定 （左叫を原点として） ��ｳ��8ｳc��86ﾘ�ﾇ$h�U2�一用”30％′／F・S � 凵}20％／FS 侘Y.��

応　　　　　等 ���C�6V8���ﾄh�U2�劔敵6V8�ﾈ�臧�U2�

コモンモード除去比 ��8�h�｣#�D(�鉄��H�緜���｢�劔��

9－3　信号変換

型名 項月 閥ﾈﾅ��KF型 閥Hﾅ��KD・3型 閥8ﾅ��

入　力　の　種　類 ����H�9I�w��F／V変換用 佰�zﾇH泚w���+ﾉzﾇIzﾉw��
DC及びAC10Hz－20KHz ���ﾅ���CUh決�8,ﾈﾏ�zﾂ�10Hz叫100KHz正弦波 

測　定　レ　ン　ジ �� �� ��<���ﾔ��5V：　5mV－　5V 鉄���� ��0～20mA 

（／F・S �� 払��U����b�3Xl・×100V 滴�ﾃ#�ﾔ��

入　　力　　抵　　抗 牝ﾕ�x����ﾅ�b�100Kく2 牝ﾕ�ｨ6ﾙ�ﾅ�b������

梗　　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 （左蟻を原点として） ��ﾓ#��8�ﾈ�ﾈ�ﾄh�U2�50％／F・S ��#��8�臧�U2�130％／′F・S �ｩ�ﾈ�ﾃ3��8�ﾈ�ﾈ�ﾄh�U2�

直　　　　線　　　　性 妊8�h�ﾓ��CVD(�ﾈ�ﾈ�ﾈ�dh�U2��8�fﾆD(�臧�U2�±0．5％′′′F・S 

ドリフト　（リップル） ���6D(�������±l．5％／F・S（20Hz時） ���C8�8�駢�������������������������������ﾆ��CX�86�����

応　答　時　間 （TYP） 凛x�8.��c��Fﾇ6V8�ﾈ��$FI?｢�zx岑.��fﾇ6V8�ﾈ�紊�C����76V8�緜�D"�0．6sec′／F・S ���C'6V8�臧�52�

許容入力t庄（t流） 妊3S��b�200V（P・P） �#��h��$ﾕ8�ｨ����ﾃ3��h��$ﾕ8�ｨ������S�ﾔ��

9－4　特電己事項

①　入力パネル改造を　　TL型を除く温度ユニット及びAE2400を使用するときは，コソディショナをそ

要するもの　　　　　う入するため入力パネルが変ります。

㊤　フルスケールとは　　Y軸の記録範囲（250m）の振れ幅のことです。

③　感度表示　　　　　　電圧ユニットでは伽当り，他のユニットでは250m当りの感度が表示してあります。
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10記琴紙送り装置　TA2300

（オプション）

10－1　操作部の名称と機能

（a）　　　わ）　（C）

図10－1

（a）CHART SPEEDダイアル

（b）FEED MODEダイアル

（C）RENEW押ボタンスイッチ

10－2　記綜紙送り操作部と制御パネル

WX2300A3X YレコーダにはTA2300形記録紙送り装置を組込

み，ロール紙（SP－319A）を・，t＝ツトすると，X軸を時間軸とするY

一丁レコーダとすること，および記録紙を自動的に更新（RENEW

と言います）することができます。またその操作は，図10－1に示

す操作部ですべて行います。

記録紙送り装置の組み込みは当社の営業所にご連絡ください。

記録紙の送り速度のレンジをセットするダイアルです

記録紙送り装置の動作内容を規定するダイアルで各項目の動作内容

は次の通りです。

①　s E C：CHART SPEED　ダイアルのセット内容を秒当り

の数値とします。

④　MI N：CHART SPEED　ダイ7ルのセット内容を分当り

の数値とします。

④　sTOP：この位置にセットすると記録紙の送りが停止します。

なお，RENEW動作はこの位置で行います。

④　FREE：記録紙を交換するときなどにセットする位置です。

モータが励磁されませんので．手でスプロケットを

回すことができます。

⑨　E X T：外部コネクターから印加されるクロックパルスで記

録送りをするときセットします。このとき，EXT・

RENEWも可能です。

FEED MODEダイ7ルをSTOPに合わせ，このスイッチを押すと

PENは自動的にUP L，記録紙を576御礼，5C7n／secの速度で送り停

止します。送っている途中でもうー度押すとRENEW動作が止り記

録紙は，その位置に停止します。

記録紙送り操作部のダイアル，スイッチは，本体制御部のスイッチ

と次に示す関係があります。

（手　本体制御部のCHART－HOLD／FREEをHOLD　とすると，記

録紙送り装置の送り動作は，すべて止りFEED MODEタイ7

ルの位置がどこにあってもSTOPにセットしたときと同じ状態

になります。（RENEW動作も止ります）

④　記録紙送り装置を組み込むとPENのUP／DOWNは，CHART

FREEでできるようになります。但し，RENEWスイッチを押

して記録紙が走っているとき，PEN DOWNしてもペンは下り

ません。記録紙が止ると下ります。
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10－3　ロール紙のセット

㊤　国のように紙押え軸をひきあげ，ロール紙の長穴側を向側にして，ストック部に装萌します。

㊥　記録紙をスプロケット側にひきだした後，紙押え軸をセットします。

㊥　レバーを押し（右にずらすとロックします）ますと，スプロケットと記録紙案内板との間が広くなり

ます。

（弧　記録紙を通し，レ′∴－をもどしてください。

スプロケットのピソと記録紙の穴が正しく入っているかどうか確認してください。

㊥　巻取りを使用しない場合は，記録紙をペーパーカッターの下を通すことで準備完了です。

（む　巻取りを使用する場合は，

6－1．付属の空芯両端に，図のようにフランジをさしこみます。

このとき，歯車付フランジのピソを空芯の欠取り部とあわせてください。

6－2．記録紙を空芯に接着テープで固定するか，図の方法でまきつけます。

（巻取る方向は図の矢印の方向です。）

6－3．これをセットし，記録紙のたるみをとれば準備完了です。

（注）使い終った記録紙の芯は，次回まきとり用の芯として再利用していただくことになりますので，捨

てないようご注意ください。
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10－4　使用上の注意

①　記録紙の手送．り

㊥　記録紙送りの外部駆動

（彰　RENEW

④　記録紙の終り

10－5　記結紙送り装置の仕様（表10－1）

記録紙のセットのためスプロケットを手で回すときには，　FEED

MODEダイアルをFREEにセットしてください。他の位置では，

送りモータに拘束力が働いています。

外部信号で記録紙送りを行うときは，送り′りレスを本体の外部コネ

クタから印加し，同時にFEED MODEダイアルをEXTにセットし

てください。EXTにしないと記録航送りはできません。

外部信号の周波数は最大2，000pps（5仇／sec相当）

RENEW勤作中再びRENEW押ボタンスイッチを押すと，RENEW

動作は停止します。したがってスイッチの押し方が悪いと，RENEW

を2回押したことになり不安定な動作をすることがあります。

記録紙の終端1mの間には，赤マークが印刷してあります。赤マー

クが出たら記録紙を新しいものと入れ換えてください。

項　　　目 俶H����������������������vﾂ�

送　り　速　度 ���3�X�3��C��3��C(�3��CX�3��3(�3X,ﾈ扎��6V8�Xﾈﾈ,ﾃ�I&��

送　り　精　度 ��ﾓ�nﾈ潔>��

RENEW （EXTRENEW） 簸膵��4УUH�sSsi�Ye����x.��ﾉ7シ6ﾘ��6V2�

外　部　送　ワ ��x.��ﾉ7�����ﾃX蛻��6V2�
〔0－2，000pps，TTLレベル信号をリモート・コネクタより入力〕 

駆　動　方　式 �7�8ｸ5��X8(�ｸ5霎ﾉ:�,�.h.�5�7h8ﾘ5�6(6y�x.��"�
0．025訊鳳／パルス，バーニ7・ドライブ方式 

リ　モ　ート　幾能 丶�I�ﾘﾘh,�.h.倩i�x.��紙送りのSTART／STOP 

EXT　RENEW（外部信号によるONE　SHEET送り） 
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