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もぐさ燃焼解析システム 

 

MOXATH Light MX-1 

取扱説明書 

 

 

 

 

 

ヘルプガイド（Web 取扱説明動画） 

Web 上のマニュアル動画もご覧ください。 

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。 

（2022 年 4 月現在準備中です） 

 

 

 



2 

 

   安全のために 

 

誤った使い方をしたときに生じる感電や傷害など人への

危害、また火災など財産への損害を未然に防ぐため、

次のことを必ずお守りください。 

 

「安全のために」の注意事項を守る。 

定期的に点検をする。 

故障したら使わない。 

万一、異常が起きたら 

 

警告表示の意味 

 
この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況

が起こります。 

 
この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況

が起こります。 

 
この表示のある事項を守らないと、機器の損傷や故障

が生じます。 

 MOXATH Light の筐体は ABS 樹脂でできています。火のついたもぐさや台座灸を温度センサー以外の場

所に置かないでください。 
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付属品を確認する 

万一、不足の場合は、弊社にご連絡ください。 

本体 1 台 

AC アダプタ 1 台（USB 出力 DC5V。容量は不定です） 

SD メモリカード 1 枚（メーカ名、容量は不定です） 

USB TypeC ケーブル 1 本 

タッチペン 1 本 

取扱説明書（本書） 1 冊 

各部の名称  

 

 タッチパネル付き液晶表示  

 

 

 

SD カードスロット 

（カードは裏向けに挿入） 

 SD カードの抜き

債は電源を切った状態で行っ

てください。  

 

 

温度センサー（もぐさ台） 

 もぐさ台以外の

場所に高温ものを置かないで

ください。 

 電源スイッチ  

 

 

 

 

 電源/通信コネクタ（USB TypeC）  

動作確認  

AC アダプタを AC100V コンセントに差し込み、本体（本器）と AC アダプタを付属の USB TypeC ケーブルで接続しま

す。USB TypeC コネクタは、差し込み方向の区別がありません。 

SD カードを差さずに電源を入れてください。 

電源スイッチを押すと電源が入り電源ボタンが青く光ります。もう一度押すと電源が切れます。 
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起動画面  

電源を入れるとメイン画面（右画面）のように表示され

ます。 

 

温度センサーに指先を触れると TEMP(温度表示)および

MAX(最高温度)が変化します。 

※指先の温度より周囲温度が高い場合、MAX は変化

しません。 

 

 

メイン画面のタッチボタン 

 

記録時間を短くします。記録時間は、10,20,30,40,50,70,100,150,200,240 秒から選べます。 

 

記録時間を長くします。 

 

本器を PC に接続して使用する場合に温度カーブを表示するチャンネルが 1->2->3->4->5->1 と

自動的に切り替わります。MU の場合、常にチャンネル 1 に温度カーブを表示します。MOXATH ア

プリの章もご参照ください。 

 

SV の場合、本器に SD メモリ（SD カード）が装着されている場合、記録完了後、カードに温度データ

を書き込みます。NS の場合、SD カードの有無に関わらずデータの書き込みを行いません。 

 

記録を開始します。記録中に押すと 0 秒から再記録します。 

 記録中はボタンの色が赤くなります。 

 

今記録した温度データ（白色のグラフ）を揮発メモリ 2 番にコピーします。温度グラフの表示が黄色

になります。 

揮発メモリとは、電源を切ったら消えるメモリです。 

 

今記録した温度データを揮発メモリ 3 番にコピーします。温度グラフの表示がオレンジになります。 

 

今記録した温度データを揮発メモリ 4 番にコピーします。温度グラフの表示が緑になります。 

 

今記録した温度データを揮発メモリ 5 番にコピーします。温度グラフの表示がマゼンタになります。 

 

吸熱量計算の閾値（体表面温度と同義）を 1℃上げます。閾値は 25～39℃の範囲で設定できま

す。 

DN

UP

AU MU

SV NS

REC
REC

2

3

4

5

▲
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吸熱量計算の閾値（体表面温度と同義）を 1℃下げます。閾値は 25～39℃の範囲で設定できま

す。 

 

表示画面の切り替えです。基本画面は、メイン、カレンダ・タイマー設定、SD メモリに記録されている

ファイル表示の 3 画面があり、サイクリックに切り替わります。 

 タッチパネルは付属のタッチペンなどで操作してください。硬いもので操作すると故障の原因になります。 

カレンダ・タイマー設定画面のタッチボタン 

年月日、時分秒の右にある▲▼ボタンをクリックして設

定し、 ボタンを押すと内臓カレンダ・タイマーが

設定されます。 

カレンダ・タイマーはバックアップ電池で保護されていま

すので、電源を切っても消えません。 

SET ボタンの左に表示されている表示が現在の時刻で

す。 

 

SD メモリファイル表示のタッチボタン 

SD メモリが装着されている場合と、いない場合で表示が変わります。 

SD メモリカード非装着時は、SD Drive does’nt work! と表示されます。 

SO メモリカード装着時 

 
SO メモリからの読み出しに少し時間が必要です。 

（概ね 1 ファイル/1 秒） 

読み出しが完了すると次のような表示に切り替わりま

す。 

 

 
読み出しが完了すると上記のようにファイル名が新しい

順に上から下に向かって表示されます。 

右の▲▼をクリックしてスクロールできます。 

 SD カードの抜き差しは、必ず本器の電源が OFF の状態で行ってください。 

▼

P
G

SET
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ファイル名付与のルール 

ファイル名は、西暦の下位 2 桁、月を 2 桁、日を二桁、時を 24 時間制で 2 桁、分を 2 桁、秒を 2 桁で作成し、ハイフ

ン(-)の後ろ 6 桁に本器各個体に付いている製造番号（前ページのファイル名では１４４B8C や BD9E7C）を付けていま

す。 

ファイルの拡張子は txt としています。 

月、日、時、分、秒が 1 桁の場合は上位に 0 を付けています。 

ファイル名 

YYMMDDHHmmSS-製造番号 6 桁.txt 

YY：西暦の下位 2 桁 MM：月 DD：日 HH:時間 mm:分 SS:秒 

 

WINDOWS PC に MOXATH アプリケーションソフトウェアをインストール 

 動作を確認している Windows のバージョンは 11 および 10 の 64 ビット版だけです。ただし、64 ビット版

Windows の 7 以降であれば動作すると思われますが、保証は致しません。また 32 ビット版 Windows で

は動作しません。 

 MOXATH MX-5 をお持ちの方は、WindowsPC に MX-5 のアプリケーションソフトウェア（以下、MOXATH ア

プリ）をインストールされていると思いますが、そのアプリは Ver3.x.x ですから、本器に対応しておりませ

ん。本器に付属の Ver４をインストール（上書き）してください。なお、Ｖｅｒ4 以降のＭＯＸＡＴＨアプリは本

器ＭＸ－１と MOXATH MX-5 に対応しています。 

次ページからの説明は Windows11 で行っています。 
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インストール方法  

本器に付属している SD カードをインストールする WindowsPC にセットしてください。 

SD カードスロットの無い PC の場合は、市販の適切な USB 接続の SD カードアダプタをお求めください。 

エクスプローラを開きます。 

Windows11 の場合は、Windows ボタン->すべてのアプリ->スクロールダウンすると、「あ」の部分にあります。 

 

PC をクリックし、MOXATH-MX-1 のホルダーをクリックします。 

 

App ホルダーをお使いの PC の適

当な場所にコピーしてください。 

（例えばドキュメントホルダーなど） 

 

コピーした app ホルダーをクリックして開きます。 

 正常にアプリのインストール完了後に、SD カードから app ホルダーを削除してください。 
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setup.exe（エクスプローラの設定によっては setup と表示されます）をクリックし、セットアップを開始します。 

次へをクリックします。 

 

次へをクリックします。 

（右画面の場合、すべてのユーザーが使えるように

インストールします） 
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次へをクリックします。 

 

 

「お待ちください」が表示され、「インストールが完了

しました」が表示されたらインストールの完了です。 

“閉じる“をクリックしてインストールを完了してくださ

い。 

ディスクトップに の ICON ができています。 

これをクリックするとアプリが起動します。 

（Windows ボタンー＞すべてのアプリにも登録され

ています） 

 
インストール中に右のダイアログが表示されたら 

「はい」をクリックしてください。 
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WINDOWS アプリの操作  

をクリックまたは、Windos ボタン->すべてのアプリ->MOXATH をクリックしてアプリを起動します。 

 

本器の電源を切り SD カードを取り外します。 

記録された SD カードを PC に挿入します。 

上記アプリの参照データをクリックします。 

SD カードのホルダーをクリックします。 

 

表示したいファイルをクリックします。 
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次のようにデータが表示されます。 

 

が本器で記録された日時（ファイル名の一部）です。 

が本器毎に異なる製造番号です。 

は、記録時間が 20 秒、吸熱量計算閾値が 33℃を示しています。 

 

上記のグラフはチャンネル 1 から５まで温度データが記録されています。これを行うには、本器で次のように操作する

と便利です。 

MOXATH アプリで 5CH ともにグラフ表示  

次からは本器メイン画面での操作になります。 

SV/NS をクリックし、 にします。 

1 回目の記録を行います。 

記録が完了したら をクリックします。（グラフが黄色になります） 

2 回目の記録を行います。（記録とともに現在記録色である白色と、黄色のグラフが表示されます） 

NS

2



13 

 

記録が完了したら をクリックします＞（白グラフがオレンジ色になります。 

3 回目の記録を行います。 

記録が完了したら、 をクリックします。（白グラフが緑色になります。） 

4 回目の記録を行います。 

記録が完了したら をクリックします。（白グラフがマゼンタになります。） 

SV/NS をクリックし、 にします。 

5 回目の記録を行います。 

 

記録が完了したら自動的に SD カードにデータを保存し

ます。（数秒の記録時間が必要です） 

 

SD カードに記録中は REC ボタンの上に■のマークが

表示されます。 

 

 

WINDOWSPC にグラフデータを保存する方法  

【参照->計測グラフ移動】をクリックします。 

 

3

4

5

SV
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確認ダイアログで【はい】クリックします。 

 

グラフ表示が参照から現計測に移動します。 

 

【データ保存】をクリックします。 

ローカルディスク（Ｃドライブ）のホルダーmoxath

が表示されますので、【保存】をクリックします。 

 

※必要に応じてファイル名を変更できます。そ

の場合、ファイル名 BOX の内容を変更してくだ

さい。 

 

 

本器と WINDOWS PC を接続して使用する方法  

WindowsPC にハードウェア（本器やプリンタなど外部機器）を接続する場合、アプリケーション以外にデバイスドライ

バーと呼ばれるソフトウェアが必要です。 

 プリンタなど一般市販のハードウェア用デバイスドライバーは Microsoft の Windows update などに登録されており、

自動的にデバイスドライバーがインストールされる場合があります。しかし、本器の場合は残念ながらメジャーな製品

ではありませんので、ご自身の手でデバイスドライバーをインストールして頂く必要があります。 

お使いの WindowsPC に本器で採用している USB デバイス（CP2101）のデバイスドライバーが入っていない場合は

MOXATH アプリのポートに適切なものが表示されません。（このポートに表示されるポート名はお使いの PC によりい

ろいろな場合があります）。 

また本器のポート番号が何になるかも PC の環境で変化します。 

 本器に必要なデバイスドライバーは、app ホルダーの中のホルダーcp2101 に入っています。 
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Windows ボタンを右クリックし、デバイスマネージャーを開くと“ほかのデバイス”や、一番下に“不明なデバイス”があ

ります。 

デバイスマネージャーの表示例。 

（PC により異なります） 

 

本器を PC に接続した場合、“不明なデバイ

ス”が 1 つだけの場合、概ねそれが本器の

USB デバイスです。 

不明なデバイスをクリックします。 

 

ドライバーの更新をクリックします。 

コンピュータを参照してドライバーを検索を

クリックします。 
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cp2101 のホルダーを指定します。 

 

次へをクリックします。 

 

Windows の指示に従ってドライバーをインストールします。 

ドライバーが正しくインストールされた場合、MOXATH アプリを再起動すると 

 
のように本器のポート（この場合 COM3）が表示されます。 

 

 上記の操作は、注意深く実施してください。操作を誤ると既にインストール済のデバイスドライバーが壊れ

るなどＰＣに悪影響がでる可能性があります。 

 デバイスドライバーのインストールは、自己責任で実施してください。 
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本器の仕様  

機器種別 自己完結動作（スタンドアロン型） 

外形寸法・質量 170(W)×85.5(D)×35.5(H)約 280g 

電源 DC5V150mA（給電はデータ通信と共用の USB TypeC コネクタ） 

測定範囲 0～200℃（グラフ表示範囲は 20～70℃） 

測温体 2×2.3mm プラチナ（白金）測温体。PT100 classB 

吸熱体 同上測温体 

測定精度 20～70℃の範囲で±3% 

記録時間 10,20,30,40,50,70,100,150,200,240 秒から選択 

動作温度・湿度 温度：5~35℃ 湿度：20~80%（結露不可） 

一時波形メモリ 4 メモリ 

液晶(LCD)表示部 320×240 ピクセル約 65000 色 

操作部 液晶画面上のタッチパネル（抵抗変化式） 

制御 CPU 32 ビットデュアルコア CPU、FlashROM4MB、RAM320kB 

時計 年月日 時分秒 24 時間制 月差±60 秒以内 

USB インターフェース USB2.0 コネクタは TypeC 型 

使用できる SD カード 4GB～32GB の FAT32 または FAT フォーマットのメディア。 

exFAT は使用不可。 

SD カード内のファイル数は 500 ファイル以下。 

筐体 ABS 樹脂（測温部周辺は耐熱エポキシ樹脂） 

  

  

付属品 USB 出力型 AC アダプタ 

 USB TypeC 型接続ケーブル（2m） 

 WIndows10 用アプリケーションソフトウェア（Windows11 確認中） 

 SD メモリカード 

電源  

 USB タイプ C 端子に付属 USB アダプタ、モバイルバッテリなどを付属のケーブル（タイプ C ケーブル）で接続してご使

用ください。また WindowsPC と接続する場合は、パソコンから本機の電源が供給されます。 

 本機には約 150mA の電流が流れます。USB ハブを経由して本機を WIndowsPC に接続する保証は致し

ません。特にハブの電力供給能力、ポート毎の出力可能電流はメーカ。品種により異なります。 
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