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■  概要
データアクイジションシステム GM は、汎用性と拡
張性に優れたデータロガーです。本体にデータ収集
用のメモリを内蔵し、さらに外部メディアとして SD
カードをサポートします。システムは、データ収集モ
ジュール （GM10）、電源モジュール （GM90PS)、各種
モジュールを収納するモジュールベース （GM90MB）
で構成されます。

・ SMARTDAC+GM では、SMARTDAC+ シリーズのモジュー
ルが使用可能です。

● 高い拡張性とメンテナンス性：簡単に必要なモ
ジュールを自由に組み合わせられる YOKOGAWA
独自のブロック構造です。設置後もすべてのモ
ジュールが独立して着脱できるため、メンテナン
ス性にも優れた構造です。

● 多チャネル測定：アナログ入力チャネル数は、最
大 420 チャネル （GM10-2）で、GM10-1 でも、最
大 100 チャネルを測定できます。

● 柔軟なシステム構築：10 ～ 420ch までの多チャネ
ル測定から、通信によるデータ収集など、様々な
システムを構築できます。

● 高い耐環境性：動作保証温度範囲が、-20℃～ 60℃
のため、設置場所への自由度が高く耐環境性に優
れています。

● 取付自在：デスクトップはもちろん、DIN レールや
壁へも取り付けることができます。

● 分散配置による省配線：サブユニットをメインユ
ニットから離れた場所に設置することで、センサ
からの信号線を長距離配線することなく測定でき
ます。

● 長期間の記録・保存：大容量内部メモリ（GM10-1：
500MB、GM10-2：1.2GB）を搭載しており、長期
間の記録・保存ができます。

● 記録データを確実に保存：外部記憶メディアは、
最大 32GB の SD メモリカード（SD/SDHC）を使用
可能です （1GB 付属）。また、FTP クライアント機
能により、ファイルサーバを利用したデータ冗長
化もできます。

● 豊富な入出力：モジュールの種類は、アナログ入力、
アナログ出力、ディジタル入力、ディジタル出力、
ディジタル入出力、パルス入力、PID 制御の 7 種類
です。測定入力信号として、DCV（直流電圧）、TC（熱
電対）、RTD（測温抵抗体）、DI（接点または TTL レ
ベル電圧）、mA（直流電流）を各チャネルに割り
付けることができます。

● Web サーバ機能：各種設定は、専用のソフトウェ
アを使用することなく、Web ブラウザによるオン
ラインで行え、さらに測定データをリアルタイム
にモニタできます。

● 高い耐圧性能：高耐圧アナログ入力モジュールを
使用することにより、入力端子と接地間が 600V の
耐電圧まで安全に測定することができます。

● 高速測定：高速アナログ入力モジュールを使用す
ることにより、最速 1ms 周期の測定することがで
きます。

● デュアルインターバル測定：2 つの異なる測定周期
を設定して測定することができます。

● かんたん設定：USB ポート標準搭載で、パソコンと
簡単に接続できます。

● 無線通信（920MHz 帯）対応：GM10 の付加仕様（/
CM1、/CS1）により、ユニット間（親機と子機）は
無線でデータ通信ができます。子機には、GM10/
CS1 のほか、UT52A/UT32A（基本仕様タイプ 3：A）、
UPM100、無線入力ユニット（GX70SM）* があります。

* GX70SM は、小型、バッテリー駆動のアナログ入
力ユニットです。詳細については、GX70SM 無線
入力ユニット一般仕様書（GS 04L57B01-01JA）を
ご覧ください。

● 21 CFR Part 11 対応：拡張セキュリティ機能 （/AS）
により、米国 FDA 21 CFR Part 11 に対応します。

● PID 制御機能：PID 制御モジュールを実装すること
で最大 20 ループの PID 制御ができます。

● プログラム制御機能 ( 付加仕様、/PG)：PID 制御モ
ジュールとプログラム制御により、最大 99 パター
ンのプログラム制御ができます。また、タイムイ
ベント、PV イベントもそれぞれ 32 点可能です。

* PID 制御モジュール、PID 制御機能、プログラム制
御機能（/PG）の詳細については、GX90UT PID 制
御モジュール 一般仕様書（GS 04L53B01-31JA）を
ご覧ください。

● 演算機能（付加仕様、/MT）：各種の演算が可能です。
レポート機能を使用すると、時報、日報、月報な
どのデータ作成も可能です。

 ロジック演算は、演算結果を０または１として内
部スイッチまたは DO チャネルに出力します。

GM10 GM90MB GM90PS
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● 充実のネットワーク機能：Ethernet インタフェー
スの標準搭載により、E メールによる各種通知、
FTP によるファイル転送などのネットワーク機能を
使用できます。また、Modbus/TCP、Modbus/RTU （/
C3）、EtherNet/IP （/E1）、および CC-Link ファミリー
SLMP 通信（/E4）にも対応しています。

● ユニバーサルビューアソフトウェア：PC 上で測定
データの波形表示やプリンタへの出力を行える無
償ソフトウェアを用意しています。

● 高精度測定を支える実力値
入力種類 測定確度 *1（代表値 *2）
DCV 20mV ± (0.01% of rdg + 5 µV)

60mV ± (0.01% of rdg + 5 µV)
6V（1-5V） ± (0.01% of rdg + 2 mV)

TC*3 R、S ± 1.1℃
B ± 1.5℃
K(-200.0 ～
1370.0℃ )

0.0 ～  1370.0℃：± (0.01％ of rdg + 0.2℃ ) 
-200.0 ～ 0.0℃：± (0.15％ of rdg +0.2℃ )

K 
(-200.0 ～
500.0℃ )

0.0 ～ 500.0℃：± 0.2℃ 
-200.0 ～ 0.0℃：± (0.15％ of rdg +0.2℃ )

J 0.0 ～ 1100.0℃：± 0.2℃
-200.0 ～ 0.0℃：± (0.10％ of rdg +0.2℃ )

T 0.0 ～ 400.0℃：± 0.2℃ 
-200.0 ～ 0.0℃：± （0.10％ of rdg +0.2℃）

N 0.0 ～  1300.0℃：± (0.01％ of rdg + 0.2℃ ) 
-200.0 ～ 0.0℃：± (0.22％ of rdg +0.2℃ )

RTD Pt100  
(-200.0 ～
850.0℃ )

± (0.02% of rdg + 0.2℃ )

Pt100
（高分解能）

(-150.00 ～
150.00℃ )

± (0.02% of rdg + 0.16℃ )

rdg: 読み取り値

*1 製造出荷時の確度検査データから算出した値です。
 GX90XA-10-U2 対象、積分時間 16.67ms 以上、基準動作状態：

23 ± 2 ℃、55 ± 10 ％ RH、電源電圧 90 ～ 132、180 ～ 264 V 
AC、電源周波数 50/60 Hz ± 1 ％以内、ウォーミングアップ 30 
分以上、振動など計器動作に影響のない状態における性能

*2 測定確度（保証値）についてはモジュールの一般仕様書（GS  
04L53B01-01JA）を参照してください。

*3 基準接点補償確度を含まない値です。

■ 構成
SMARTDAC+ GM は、各種モジュールを組み合わせる
ことにより様々な用途に対応します。
GM10 （データ収集モジュール）を含むユニットを「メ
インユニット」、GX90EX （拡張モジュール）を介して
メインユニットに接続されるユニットは「サブユニッ
ト」です。ユニット内の各モジュールは、GM90MB （モ
ジュールベース）を装着することで接続できます。

● ユニット分類

メインユニット（シングルユニット）
GM10 と GM90PS を各 1 個接続したユニットです。
1 ユニットに、入出力モジュールを最大 10 個 * 接
続できます。

 

* 29 ページの「制限事項、注意事項」参照

メインユニット （マルチユニット）
GM10、GM90PS、および GX90EX を各 1 個接続し
たユニットです。1 ユニットに入出力モジュールを
最大 6 個 * 接続できます。GX90EX を介してサブユ
ニットを最大 6 ユニット接続できます。

 

* 29 ページの「制限事項、注意事項」参照

サブユニット
GM90PS および GX90EX を各 1 個接続したユニッ
トです。1 ユニットに入出力モジュールを最大 6 個
* 接続できます。メインユニットとサブユニットは、
LAN ケーブルで直結し、ユニット間の接続距離は、
最大 100m です。ペーパレスレコーダ GX/GP の拡
張ユニットとしても使用できます。

 

* 29 ページの「制限事項、注意事項」参照

● モジュール分類
形名 内容
GM10 SMARTDAC+ GM データ収集モジュール

入出力モジュールまたは拡張モジュールからの
データを収集するモジュールです。
メインユニットに 1 個必要です。

GM90PS SMARTDAC+ GM 電源モジュール
ユニット内に接続されたモジュールへ電源を供
給するモジュールです。
各ユニットに 1 個必要です。

2019.03.01-00
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形名 内容
GX90EX* 拡張モジュール

ユニット間を接続してシステムを拡張するため
のモジュールです。
メインユニットおよびサブユニットに 1 個必要
です。
*  SMARTDAC+ GM で使用できる GX90EX は、

ファームウェアバージョン R1.02.01 以降です。
GM90MB モジュールベース

各モジュールを接続するために使用します 
（GM90PS は除く）。

拡張モジュールの詳細仕様は、下記の一般仕様書を
参照してください。

資料 No.： GS 04L53B00-01JA

入出力モジュール
 入出力モジュールは、ファームウェアのバージョンアッ

プが必要な場合があります。

形名 内容
GX90XA アナログ入力モジュール

各種アナログ信号を入力できるモジュー
ルです。方式仕様コード

-U2 ユニバーサル、半導体リレースキャナ方
式（3 線式 RTD b 端子共通 )
( 入力点数：10）
直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗
体（RTD）、DI（電圧、接点）、直流電流（外
部シャント抵抗接続時）
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：0.7W

-C1 電流（mA）、スキャナ方式（チャネル間
絶縁）( 入力点数：10）
直流電流（0-20mA）または電流統一信号

（4-20mA）
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：0.7W

-L1 低耐圧 DCV/TC/DI、スキャナ方式（チャ
ネル間絶縁）( 入力点数：10）
直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、
接点）、直流電流（外部シャント抵抗接続
時）
測定周期：500ms、1/2/5s
消費電力：0.7 W

-T1 DCV/TC/DI、 電 磁 リ レ ー ス キ ャ ナ 方 式
（チャネル間絶縁）( 入力点数：10）

直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、
接点）、直流電流（外部シャント抵抗接続
時）
測定周期：1/2/5s
消費電力：0.9 W

-H0 高速ユニバーサル、個別 AD 方式
（チャネル間絶縁）（入力点数：4）

直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗
体（RTD）、DI（電圧、接点）、直流電流（外
部シャント抵抗接続時）
測定周期：1/2/5/10/20/50/100/200/500 
ms、1/2/5 s
消費電力：2.0W

-R1 4 線式 RTD/ 抵抗、半導体リレースキャナ
方式（入力点数：6）
4 線式測温抵抗体、4 線式抵抗
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：0.7W

次の表へつづく

形名 内容
GX90XA

方式仕様コード
高耐圧 DCV/TC/DI、スキャナ方式（チャ
ネル間絶縁）( 入力点数：10）

-V1 直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、
接点）、直流電流（外部シャント抵抗接続
時）
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：1.0W

GX90XD ディジタル入力モジュール
（入力点数：16）

オープンコレクタまたは無電圧接点を入
力できるモジュールです。
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：0.7W

GX90XP パルス入力モジュール（入力点数：10）
オープンコレクタ、無電圧接点、または
5V ロジックを入力できるモジュールで
す。
測定周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：0.9W

GX90YA アナログ出力モジュール（出力点数：4）
4 ～ 20mA DC または 0 ～ 20mA DC を出
力できるモジュールです。
出力更新周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：3.0W

GX90YD ディジタル出力モジュール
（出力点数：6）

リレー接点 （c 接点）を出力できるモ
ジュールです。
出力更新周期：100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：1.4W

GX90WD ディジタル入出力モジュール
（入力点数：8、出力点数：6）

オープンコレクタまたは無電圧接点を入
力でき、リレー接点 （c 接点）を出力でき
るモジュールです。
測定周期、出力更新周期：
100/200/500 ms、1/2/5 s
消費電力：1.6W

GX90UT PID 制御モジュール 
（ユニバーサル入力：2 点、電流または電

圧パルス出力：2 点、DI：8 点、DO：8 点）
最大 2 ループの PID 制御ができるモジュー
ルです。単ループ / カスケード /2 入力切
替の制御モードに対応しています。
制御周期：100/200 ms
消費電力：2.8W

入出力モジュールの詳細仕様は、下記の一般仕様書
を参照してください。

資料 No.： GS 04L53B01-01JA
PID 制御モジュールの詳細仕様は、下記の一般仕様書
を参照してください。

資料 No.： GS 04L53B01-31JA

2019.03.01-00
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● システム構成
SMARTDAC+ GM は、スタンドアロンおよび PC を使
用したデータ収集、どちらにも対応します。

モジュール接続の制限事項
29 ページの「制限事項、注意事項」参照

シングルユニットシステム
メインユニットのみで構成するシステムです。

 スタンドアロンでの使用

 PC を接続しての使用

マルチユニットシステム
メインユニットとサブユニット * を接続して構成す
るシステムです。

* GX60 拡張ユニットを使用することも可能です。
注： メインユニットとサブユニットは LAN ケーブルで

直結します。HUB やリピータは使用できません。
・ 1 つのメインユニットに対して、サブユニットを

最大 6 ユニット接続できます。各ユニットは、最
大 6 モジュールまで接続できます。

・ アナログ入力は、最大 420 チャネル（GM10-2）/
最大 100 チャネル（GM10-1）の測定が可能です。

 スタンドアロンでの使用
メインユニット

サブユニット
各ユニット間の接続距離は最大 100m

 PC を接続しての使用

メインユニット

サブユニット

サブユニット

サブユニット

サブユニット

各ユニット間の接続距離は最大 100m

■ SMARTDAC+ GM 共通仕様

● 対応規格
・CSA：  CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 取得、
 過電圧カテゴリ II または I *1、
 汚染度 2*2 
 CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030 取得
 CAN/CSA-IEC 61010-2-201 取得 *4

・UL： UL61010-1、UL 61010-2-030(CSA 
NRTL/C) 取得

 UL61010-2-201(CSA NRTL/C) 取得 *4

・CE/EMC 指令：EN61326-1 適合 Class A Table 2
 EN61000-3-2 適合
 EN61000-3-3 適合
 EN55011 Class A Group 1

・CE/ 低電圧指令：EN61010-1、EN 61010-2-030 適合、
過電圧カテゴリ II または I *1、

 汚染度 2*2

 測定カテゴリ II*3

 EN61010-2-201 適合 *4

・オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制
（RCM）：EN55011 適合 Class A Group 1

・対環境性能：WEEE 指令対応

2019.03.01-00
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付加仕様、/C8 の場合
・RE 指令：

 安全 EN61010-1 適合
   EN61010-2-030 適合

 過電圧カテゴリ II または I*1、
 汚染度 2*2

 測定カテゴリ II*3

   EN62311 適合
 EMC EN301 489-1 適合
   EN301 489-17 適合
   EN61326-1 適合
 無線 EN300 328 適合

・無線モジュール（付加仕様、/C8）認証等：
 FCC 認定、IC 認定、電波法技術基準
 韓国電波法、中国電波法

・オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制
（RCM） （付加仕様、/C8）：

 AS/NZS4268 適合、AS/NZS2772.2 適合
・KC マーク：KN11
 KN61000-6-2
 KN301 489-1/-17（付加仕様、/C8）

*1 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数値（インパ
ルス耐電圧の規定を含み、配電盤などの固定設備から給電
される電気機器に適用）

 II：電源電圧コード 1（100-240V AC）に適用
 I：電源電圧コード 2（12-28V DC）に適用
*2 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液

体、気体の付着の程度（通常の室内雰囲気（非導電性汚染） 
だけに適用）

*3 測定カテゴリ：各入力モジュール仕様による

測定分類 測定分類
表示

説明 備考

II CAT II 低電圧主電源設備の使用
箇所（コンセント等）に
直接接続する試験及び測
定回路に使用できます。

家電機器、
携帯工具な
ど

III CAT III 低電圧主電源設備の配電
部分に接続する試験及び
測定回路に使用できます。

配電盤、回
路遮断器な
ど

IV CAT IV 低電圧主電源設備の供給
源に接続する試験及び測
定回路に使用できます。

架空線、ケー
ブル系統な
ど

*4 ハードウェアスタイル 2 以降にて対応
 ただし、本製品は当該規格上、開放型機器として設計され

ておりますので、以下の通り設置してください。
・
・

扉の付いた盤内に設置してください。
保護に使用する計装パネル、盤は CSA/UL/EN 61010-2-
201 に適合するか、保護等級 IP1X 以上かつ IK09 以上で
ある必要があります。

・ GM10/CM1、GM10/CS1、GM90PS/W の場合
 日本国電波法 / 技術基準適合、CSA/UL 規格以外

には対応していません。
・ GM10/WH、GM90PS/WH の場合
 KC マーク以外には対応していません。

・ GM10/CM1/WH、GM10/CS1/WH、GM90PS/W/
WH の場合

 規格には対応していません。

● 正常動作条件
・定格電源電圧：100 ～ 240 V AC (AC 電源時 )
 または 12 ～ 28V DC (DC 電源時 )

・使用電源電圧：90 ～ 264V AC (AC 電源時 )
 または 10 ～ 32V DC (DC 電源時 )

・電源周波数 (AC 電源時 )：
 50 Hz ± 2 %、60 Hz ± 2 %

・消費電力： 
電源電圧 通常時 * 最大
100V AC 25VA 45VA
240V AC 35VA 60VA
12V DC 15VA 24VA
28V DC

* アナログ入力モジュールを 10 個接続したとき
・周囲温度： － 20 ～ 60 ℃

以下の場合は、-20 ～ 50℃

・GX90YD を使用するとき
・GX90WD を使用するとき
・GX90XA-T1 （電磁リレータイプ）を使用す

るとき
・GX90YA を使用するとき
・GX90UT を使用するとき
・GM10（付加仕様、/C8）のとき

・周囲湿度：20 ～ 85 ％ RH、（結露なきこと）
・磁界： 400 A/m 以下（DC および 50/60 Hz）
・振動 ： 5 ≦ f ＜ 8.4Hz　振幅 3.5mm （ピーク）
 8.4 ≦ f ≦ 160Hz　加速度 9.8m/s2  以下

・衝撃： 通電 98m/s2 以下、11ms
 （GX90YD、GX90WD は除く）
 非通電 500m/s2 以下、約 10ms
 6 方向（± X, ± Y, ± Z）各 3 回

・姿勢： 左右水平、前後水平
・使用高度：2000 m 以下
・使用場所：室内
・ウォームアップ時間：電源投入時より 30 分以上

● 輸送・保管条件
・周囲温度： -25 ～ 70 ℃
・周囲湿度： 5 ～ 95 ％ RH（結露なきこと）
・振動： 10 ～ 60 Hz、4.9 m/s2 以下
・衝撃： 392 m/s2 以下（梱包状態にて）

● 構造
設置方法： 壁取付、DIN レール（盤収納、ラック）、 

デスクトップ
注： 積み重ね不可

材質： ポリカーボネート
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■ GM10 データ収集モジュールの仕様

START/STOP キー

USER キー

SD カードスロット

USB ポート

Ethernet ポート

RS-422/485 シリアルポート
 （付加仕様、/C3）

ステータス表示部
7 セグメント LED×2

7 セグメント LED：動作モード、システム番号、セ
ルフチェック動作、キーロック、動
作エラー、処理実行中、モジュール
装着情報を表示

ステータス表示部：
項目 LED 表示色 内容
RDY 緑 システム正常時表示
REC 緑 記録状態の表示
SD オレンジ SD カードアクセス状態の

表示
FAIL 赤 システム異常時表示
MATH 緑 演算状態の表示
SER オレンジ シリアル通信状態の表示
BT オレンジ Bluetooth 通信状態の表示
ALM 赤 アラーム状態の表示

START キー： 記録 / 演算の開始
STOP キー： 記録 / 演算の停止、エラー消去
USER キー （USER1/USER2）：指定したアクションの

実行（イベントアクション機能）

● 機能仕様

測定機能
接続可能なモジュール数と入出力チャネル数：

GM10-1 の場合
モジュール数 入出力チャネル数
最大 10 最大 100

GM10-2 の場合
モジュール数 入出力チャネル数
最大 42 最大 500

（AI のみのときは最大 420）

・測定動作モード：
 標準 / 高速 / デュアルインターバル

標準： 最速 100ms の測定が可能なモード
測定グループ数：1
記録データ種類：
 イベントデータ、表示データ
データ形式：バイナリ、テキスト
測定周期： 最速 100ms
対応モジュール：すべてのモジュール

高速： 最速 1ms の測定が可能なモード
測定グループ数：1
記録データ種類：イベントデータのみ
データ形式： バイナリのみ
測定周期： 最速 1ms
対応モジュール *：高速 AI（GX90XA-4-H0）

* リモート入力として DI（GX90XD）または DIO
（GX90WD）が１つだけ接続できます。測定、記

録はできません。
デュアルインターバル：2 つの測定グループに、

それぞれ異なる測定周期で測定が
可能なモード

測定グループ数：2
記録データ種類：イベントデータのみ
データ形式： バイナリのみ
測定周期：

モデル 測定グループ 1 測定グループ 2
GM10-1 最速 5ms 最速 100ms
GM10-2 最速 1ms 最速 100ms

マスタ測定周期：測定グループ 1 または測定
グループ 2

以下は、マスタ測定周期で動作します。
演算機能と通信チャネル機能の測定周期、
マニュアルサンプル機能の検出タイミン
グ、ロジック演算周期、E メールに付加す
る瞬時値

対応モジュール：PID 制御モジュール以外のモ
ジュール

・測定周期： 1ms/2ms/5ms/10ms/20ms/50ms/100
ms/200ms/500 ms/1s/2s/5s

注）システム構成、モジュールにより選択できない周期があ
ります。

・ 電磁リレー方式（方式の仕様コード：-T1）のアナ
ログ入力モジュールは 1s より速い測定周期は設定
できません。

・ 低耐圧リレー方式（方式の仕様コード：-L1）のア
ナログ入力モジュールは 500ms より速い測定周期
は設定できません。

・ 100ms より速い測定周期は、測定動作モードが [ 高
速 ] または [ デュアルインターバル ] のときのみ設
定できます。

モジュール接続の制限事項：
29 ページの「制限事項、注意事項」参照

 チャネル仕様
測定、演算、記録などの動作は、チャネルを対象
に扱います。

・チャネル名：チャネル名は 4 桁の番号で表現しま
す。チャネル名は、システム固有の
ため変更することはできません。チャ
ネルごとにタグ、タグ No を設定する
ことで、任意の名称にできます。
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X X X X チャネル名

チャネル番号
アナログ入力：01 ～ 10
アナログ出力：01 ～ 04
ディジタル入力：01 ～ 16
ディジタル出力：01 ～ 06
ディジタル入出力：
   ディジタル入力：01 ～ 08
   ディジタル出力：09 ～ 14
パルス入力：01 ～ 10
PID 制御 / 入出力：01 ～ 26

スロット番号：0 ～ 9

ユニット番号
メインユニット：0
サブユニット：1 ～ 6

表示機能
Web ブラウザを使用して、リアルタイムデータ監
視が可能です。

・表示グループ数：
 GM10-1：50、GM10-2：60

・各グループに割り付けることができるチャネル数：
20

・表示種類： トレンド、ヒストリカルトレンド、バー
グラフ、横バーグラフ、ディジタル、
オーバビュー、アラームサマリ、メッ
セージサマリ、DO チャネル状態表示、
内部スイッチ状態表示、Modbus マス
タ状態、Modbus クライアント状態、
WT クライアント状態、SLMP クライ
アント状態、メモリデータ一覧、レ
ポートデータ一覧、マニュアルサンプ
ルデータ一覧、各種ログ、ネットワー
ク情報、システム情報、制御（PID 制
御モジュール装着時）

・表示の更新周期：最速 1s

データ保存機能
内部メモリと外部記憶メディアにデータを記録しま
す。停電からの復帰時は、停電前の動作を継続しま
す。

・内部メモリ： 各種データを一時的に格納
媒体： フラッシュメモリ
容量： GM10-1：500MB
 GM10-2：1.2GB

・外部記憶メディア：
媒体： SD メモリカード（SD/SDHC）
容量： 1 ～ 32GB （1GB 付属）
フォーマット：FAT32 または FAT16
外部記憶メディアへのデータ保存：
 イベントデータ、表示データ、マニュ

アルサンプルデータ、レポートデー
タに対して、自動保存または挿入時
保存の選択が可能

自動保存： 内部メモリへのデータファイル
作成時、自動的に保存します。

挿入時保存： 外部記憶メディアを挿入時に、保
存していないデータファイルを
保存します。

・データ種類：
データ種類 保存内容

イベントデータ 記録周期時の瞬時値
表示データ 記録周期ごとの最大値 / 最小値
アラームサマリ
データ

警報のサマリ

マニュアルサンプ
ルデータ

任意のタイミングでの瞬時値

設定データ GM10 および入出力モジュール
の設定値

レポートデータ
（付加仕様、/MT）

レポート作成時刻ごとのレポー
ト結果

・イベントデータ：
対象： 測定（入出力モジュール）/ 演算（/

MT）/ 通信（/MC）チャネル、アラー
ムサマリ、メッセージサマリ

記録周期： 1ms/2ms/5ms/10ms/20ms/50ms/ 
100ms/200ms/500ms/1s/2s/5s/10
s/15s/20s/30s/1min/2min/5min/10
min/15min/20min/30min から選択

注）測定周期、記録チャネル数により選択できない
周期があります。

記録可能なチャネル数：記録周期、記録データ
種類による

測定動作モード：標準
GM10-1 の場合

記録周期 記録可能なチャネル数
100 ms 100
200 ms 200

500 ms 以上 500

GM10-2 の場合
記録周期 記録可能なチャネル数 *1

イベント 表示＋イベント
100 ms 500 100
200 ms 500 200
500 ms 1000 500
1s 以上 1000 1000

測定動作モード：高速
記録周期 記録可能なチャネル数 *1

GM10-1 GM10-2
1 ms 2 10
2 ms 4 20
5 ms 10 50

10 ms 20 100
20 ms 40 150
50 ms 100 150

100 ms 100 200
200 ms 200 500
500 ms 500 1000
1 s 以上 500 1000
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測定動作モード：デュアルインターバル
記録周期 記録可能なチャネル数 *1 *2

GM10-1 GM10-2
1 ms － 5
2 ms － 10
5 ms 5 25

10 ms 10 40
20 ms 20 50
50 ms 50 50

100 ms 100 100
200 ms 100 200
500 ms 250 600
1 s 以上 250 600

*1 入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネルの
合計値です。

*2 記録可能なチャネル数は、測定グループ 1、測定
グループ 2 とも同じです。

データサイズ（バイナリ）：
アナログ入力データ：6 バイト / チャネル
アナログ出力データ：6 バイト / チャネル
ディジタル入出力データ：2 バイト / チャネル
演算チャネルデータ：6 バイト / チャネル
通信チャネルデータ：6 バイト / チャネル

ファイルサイズ（バイナリ）：最大 18MB
ファイル数 （表示データ含む）（内部メモリ）：

GM10-1： 最大 500
GM10-2： 最大 1000

内部メモリの動作：FIFO（First In First Out）
データ形式：バイナリまたはテキスト *

* 外部記憶メディアへの保存時に選択可
モード：

フリー： 常時データを記録する
トリガ： 特定のイベントが発生したとき

にデータの記録を開始し、指定
した期間データを記録する

繰り返しトリガ：トリガモードの繰り返し
イベントデータファイルサンプル時間（概算）

GM10-1 の場合 （記録周期 1 秒のとき）
記録チャネル数 トータルサンプル時間
30 約 29 日
100 約 9 日

GM10-2 の場合 （記録周期 1 秒のとき）
記録チャネル数 トータルサンプル時間
30 約 71 日
100 約 23 日
300 約 7 日

・表示データ：
対象： 測定 （入出力モジュール）/ 演算（/

MT）/ 通信（/MC）チャネル、アラー
ムサマリ、メッセージサマリ

表示更新周期 （/div） （記録周期）：5s/10s/15s/30
s/1min/2min/5min/10min/15min/2
0min/30min/1h/2h/4h/10h から選
択

注）測定周期、記録チャネル数により選択できない

周期があります。
記録可能なチャネル数：トレンド更新周期、記

録データ種類による
GM10-1 の場合

トレンド更新 
周期設定（/div）

記録周期 記録可能な
チャネル数

5 s 100ms 100
10 s 200ms 200

15 s 以上 500ms 以上 500

GM10-2 の場合

トレンド更新 
周期設定（/div） 記録周期

記録可能な 
チャネル数

表示 表示＋ 
イベント

5 s 100ms 200 100
10 s 200ms 500 200
15 s 500ms 1000 500

30 s 以上 1s 以上 1000 1000

データサイズ（バイナリ）：
アナログ入力データ：12 バイト / チャネル
アナログ出力データ：12 バイト / チャネル
ディジタル入出力データ：4 バイト / チャネル
演算チャネルデータ：12 バイト / チャネル
通信チャネルデータ：12 バイト / チャネル

ファイルサイズ（バイナリ）：最大 18MB
ファイル数 （イベントデータ含む）（内部メモリ）：

GM10-1：最大 500、GM10-2：最大 1000
内部メモリの動作：FIFO （First In First Out）
データ形式： バイナリまたはテキスト *

* 外部記憶メディアへの保存時に選択可
表示データファイルサンプル時間（概算）

GM10-1 の場合 （記録周期 1 分のとき）
記録チャネル数 トータルサンプル時間
30 約 914 日（約 2.5 年）
100 約 239 日（約 9 か月）

GM10-2 の場合 （記録周期 1 分のとき）
記録チャネル数 トータルサンプル時間
30 約 2184 日（約 5.9 年）
100 約 702 日（約 1.9 年）
300 約 239 日（約 7 か月）

・アラームサマリ：
保存対象： 各データのアラーム
内部メモリ最大保存数：5000 個
内部メモリ動作：FIFO（First In First Out）
Web 画面表示最大数：最新 1000 個
保存動作： 警報発生 / 解除検出時に警報情報を

内部メモリに保存
* アラーム情報は該当するイベント / 表示データ

ファイルに保存されます。
保存内容： 対象チャネル名（タグ名）、発生 /

解除時刻、警報種類など
保存操作方法：Web ブラウザ、通信コマンド
データ形式：テキスト形式

・メッセージサマリ：
内容： メッセージ書き込みサマリを保存
保存対象： メッセージ文字列
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・ユーザデータ
保存対象： Excel 帳票用テンプレート (/MT）、

PDF/ 印刷帳票用テンプレート、SSL
通信用証明書（サーバ証明書 / 信頼
する証明書）、電子署名用証明書 (/
MT)

保存操作方法：Web ブラウザ、通信コマンド

メッセージ書き込み機能
イベントデータ / 表示データにメッセージの書き込
みができます。

・メッセージの種類：
プリセットメッセージ：あらかじめ設定した文

字列を書き込む
フリーメッセージ：任意に入力した文字列を書

き込む
自動メッセージ：記録中に停電し、電源が復帰

したときに固定文字列を書き込む
・プリセットメッセージ、フリーメッセージ：

表示可能文字数：最大半角 32 文字
表示可能文字種類：英数字、カタカナ、ひらがな、

漢字
メッセージ数：プリセットメッセージ：100
 フリーメッセージ：10

  入力したフリーメッセージも設定ファイルに保
存されます。

書き込み方法：Web ブラウザ操作、通信コマンド、
イベントアクション

書き込み先： イベントデータ / 表示データの指定
したグループ、またはすべてのグ
ループ

・自動メッセージ：
表示文字列： 「停電」＋「停電発生日時（年月日

時分秒）」
 例：「停電　2014/1/6　09:49:21」
書き込み方法：記録中に停電し、電源が復帰し

たときにメッセージを書き込む
 書き込みする / しないの選択可能
書き込み先： 表示データ / イベントデータのすべ

てのグループ

アラーム機能
・設定数： 各測定チャネルに最大 4 アラーム（レベル）
・アラーム種類：上限、下限、差上限、差下限、変

化率上昇限、変化率下降限、ディレ
イ上限、ディレイ下限

・アラームディレイ時間：1 秒～ 24 時間（チャネ
ルごと）

・変化率アラームの変化率計算インタｰバル：
 測定周期の 1 ～ 32 倍（全チャネル共

通）
・ヒステリシス：スパンの 0.0 ～ 5.0 ％
 （各アラーム（レベル）ごと）

内部メモリ最大保存数：1000 個
内部メモリの動作：FIFO（First In First Out）
Web 画面表示最大数：最新 450 個
保存動作： メッセージ書き込み操作にてメッ

セージ情報を内部メモリに保存
* メッセージ情報は該当するイベント / 表示データ

ファイルに保存されます。
保存内容： メッセージ名、書き込み時刻、ユー

ザ名、書き込みグループ
・マニュアルサンプルデータ：

保存対象： 測定（入出力モジュール）/ 演算（/
MT）/ 通信（/MC）チャネル

保存チャネル数：
GM10-1： 最大 50
GM10-2： 最大 100

保存操作方法：Web ブラウザ、通信コマンド、
イベントアクション

内部メモリ格納最大数：400 回分
内部メモリの動作：FIFO（First In First Out）
外部記憶メディアへの自動保存：マニュアルサ

ンプル実行ごと
データ形式： テキスト形式

・設定データ
保存対象： GM10 および入出力モジュールの設

定値（GX90EX を介して接続したモ
ジュールの設定データを含む）

保存となる事象：Web ブラウザからの操作、通
信コマンド、イベントアクション、
設定値の変更（拡張セキュリティ
機能 (/AS）が On のとき）

データ形式： テキスト形式
 拡張セキュリティ機能 （/AS）が On のときは、

バイナリ形式
・レポートデータ（付加仕様、/MT）：

保存対象： 測定（入出力モジュール）/ 演算 /
通信チャネル

 平均値、最大値、最小値、積算値、
瞬時値を任意に選択可能

種類： 時報＋日報、日報＋週報、日報＋
月報

 任意タイミング ( バッチ報、日報カ
スタム )

保存となる事象：レポート種類ごとのタイムアッ
プ時刻

内部メモリ格納最大数：800
内部メモリの動作：FIFO（First In First Out）
外部記憶メディアへの自動保存：保存となる事

象ごと
データ形式：テキスト形式
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・アラームの出力：
DO 出力：

DO 動作： 励 磁 / 非 励 磁、 保 持 / 非 保 持、
AND/OR、再故障再アラーム

内部スイッチ出力：
内部スイッチ個数：100 個
内部スイッチ動作：AND/OR 動作設定可能

・ステータス LED 表示動作：アラーム ACK まで表
示を保持 / 非保持の選択可

・アラーム未検出機能：アラーム発生時、DO また
は内部スイッチにのみ出力可能 （警報
表示とアラームサマリへの記録はし
ない）

・アラーム情報：アラーム発生の履歴をアラームサ
マリで表示

・再故障再アラームのリレー非動作時間：
 500 ms、1、2 s から選択

・個別アラーム ACK 機能：
 個別のアラームに対し、アラーム表

示およびリレー出力の解除が可能

イベントアクション機能
・内容： ある事象が発生したときに指定した

動作を実行
・設定数： 50

イベント：リモート制御入力など
タイマ：タイマ数 12
マッチタイムタイマ：タイマ数 12

アクション： 記録スタートストップ、アラーム
ACK などから指定

制御イベントアクション機能
GX90UT PID 制御モジュール 一般仕様書

（GS 04L53B01-31JA）をご覧ください。

セキュリティ機能
・キーロック機能：GM10 のすべてのキー操作を制

限可能
・ログイン機能：登録したユーザだけが GM を操

作可能（Ethernet/ シリアル（/C3）/
USB/Bluetooth（/C8） （Web ブラウザ
含む）操作）

システム管理者とユーザの数：最大 50
ユーザ制限： 10 レベル

マニュアルサンプル機能
・内容： 任意のタイミングの測定値
・対象： 測定（入出力モジュール）/ 演算（/

MT）/ 通信（/MC）チャネル
・記録チャネル数：

GM10-1：最大 50
GM10-2：最大 100

・内部メモリへの最大格納数：400
・データ形式：テキスト

設定機能
・内容： GM10 と入出力モジュールの設定
・設定方法： Web ブラウザ、通信コマンド、設定

ソフトウェア
・出力先 / 読み込み （ロード / セーブ操作実行時）：

外部記憶メディア

時計機能
・時計： カレンダ機能付き（西暦）

精度： ± 5 ppm
 ただし、電源 ON 時の遅れ（1 秒以

下）は含まず
・ユニット間時間差：最大± 2ms（サブユニットと

メインユニットとの時間差）
・時刻設定： Web 操作、通信コマンド、イベント

アクションまたは SNTP クライアント
機能を用いて実行

・時間調整方法：
徐々に時刻修正する時刻差の限界値：5 ～ 15 s

から選択
 限界値を外れる場合の動作は、直

ちに変更するかエラーにするかを
選択可能

メモリサンプル中：1 秒間に 1 ms ずつ時刻を修正
メモリストップ中：直ちに時刻を変更

・タイムゾーン：世界標準時との時差を設定
・ 日 付 の フ ォ ー マ ッ ト：YYYY/MM/DD、MM/DD/

YYYY、DD/MM/YYYY、DD.MM.YYYY か
ら選択

 MM 表記は、数値または省略記号より
選択可能（例：1 月：01 または Jan）
区切り文字は、“/”（スラッシュ）、“.”
（ピリオド）または “-”（ハイフン）よ
り選択可能

イーサネット通信機能
・電気的、機械的仕様：IEEE 802.3 準拠 （イーサネッ

トフレームは DIX 仕様）
・媒体：イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）
・最大セグメント長：100 m
・最大構成： カスケード 4 段（10BASE-T）、カスケー

ド 2 段（100BASE-TX）
・コネクタ形状：RJ-45
・プロトコル： T C P 、 U D P 、 I P 、 I C M P 、 A R P 、

DHCP、HTTP、FTP、SMTP、SNTP、
Modbus、専用プロトコル、DARWIN
互換通信

・E メールクライアント：指定したタイミングで E 
メールを自動送信
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 アラーム発生 / 解除時、電源投入時（停
電復帰時）、レポートデータ作成時、
外部記憶メディア /FTP クライアント
関連のエラー発生時、定時通知時

・対応認証方式：POP before SMTP、SMTP 認証（暗
号方式は Login、Plain、CRAM-MD5
に対応）

・FTP クライアント：データファイルを FTP サーバ
に自動転送

対象ファイル：イベントデータ、表示データ、
レポートデータなど

・FTP サーバ：GM のファイル取り出し、ファイル
削除、ディレクトリ操作、ファイル
リスト出力

同時接続数：最大 4
・Web サーバ：Web ブラウザで GM10 のリアルタ

イム監視と設定変更および操作が可能
同時接続数：最大 4

・SNTP クライアント：SNTP サーバに時刻を問い合
わせて GM10 に設定する

・SNTP サーバ：GM10 の時刻を出力
時刻分解能： 5 ms

・DHCP クライアント：ネットワークアドレス設定
を DHCP サーバから自動取得

・Modbus クライアント：他の機器の測定データな
どの読み込み、レジスタへの書き込み

（/MC オプションが必要）
接続サーバ数：GM10-1：最大 16

 GM10-2：最大 32
・Modbus サーバ：測定 / 演算チャネルデータを読

み出すことが可能
 通信チャネルデータの読み出し、書き込み
 メモリスタートなど、一部の制御コマンド
 特定の IP アドレスのみ接続を受け付けるフィ

ルタリングが可能
同時接続数： 最大 4

・設定 / 測定サーバ：専用プロトコルにより、GM10
の操作、設定、データ出力が可能

同時接続数： 最大 4
・DARWIN 互換通信サーバ：DARWIN の一部のコマ

ンドに対応
 DARWIN の通信コマンドを使用して

GM10 と通信が可能
出力関連コマンド：測定チャネルデータ出力、

演算チャネルデータ出力、リレー
状態出力、測定チャネルの小数点
位置出力、演算チャネルの小数点
位置出力、システム構成情報出力

 設定関連コマンド：レンジ、スケール単位、アラー
ム、時刻、移動平均、ゾーン

操作関連コマンド：アラームリセット、タイマ
リセット、MATH 演算スタート、シ
ステム再構築、初期化、通信入力、
通信 DO 出力、メッセージ書き込み

注） DARWIN 互換通信で GM を動作させる場合、GM の
構成（モジュール種類、チャネル番号（ユニット
番号、スロット番号））を、DARWIN と同じにする
必要があります。

バッチ機能
・機能： バッチ名でのデータ管理
 データファイルにテキストフィール

ドとバッチコメントを入力
・バッチ名： イベントデータ、表示データのファ

イル名に付加
構成： バッチ番号（半角 32 文字以内）

＋ロット番号（8 桁以内）
 ロット番号の使用 / 未使用、ロッ

ト番号の自動インクリメントが
可能

・テキストフィールド：イベントデータ、表示デー
タにテキストを付加。（24 フィールド）

タイトル： 半角 20 文字以内 / フィールド
文字列： 半角 30 文字以内 / フィールド

・バッチコメント：イベントデータ、表示データ
に テ キ ス ト を 付 加。（3 コ メ ン ト ） 
各半角 50 文字以内 / コメント

USB 通信機能
・適合規格： USB2.0 準拠
・インタフェース：

コネクタ形状：miniB タイプ
ポート数： 1
電源： セルフパワー

・実装プロトコル：専用プロトコル
 専用プロトコルにより、GM10 の操作、

設定、データ出力が可能
・通信条件： ボーレート：115200bps、パリティ：

None、データ長：8bit、ストップビッ
ト：1bit、ハンドシェーク：Off

FAIL 出力機能
・機能： CPU 異 常 時 に、 GX90YD ま た は

GX90WD の指定チャネルからリレー
出力

・出力形式： リレー接点
・FAIL 出力： 各種異常時にリレー接点出力
 正常時励磁されていて、システム異

常時に非励磁
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プリンタ機能
・ HP PCL 5c 言 語 を サ ポ ー ト し、LAN 接 続 に て

Port9100 で印刷可能なプリンタに、帳票テンプ
レート機能（/MT）で作成した PDF 形式レポート
ファイルを出力可能

SSL 通信機能
情 報 を 暗 号 化 し て 送 受 信 す る プ ロ ト コ ル、SSL 
(Secure Socket Layer) を使った通信が可能

・サーバ機能：
対応サーバ：HTTP サーバ、FTP サーバ
秘密鍵： GM10 で作成が可能
サーバ証明書：証明書発行機関が作成したサー

バ証明書を内部メモリに保存可能
 また、GM10 で自己署名証明書の作

成が可能
・クライアント機能：

対応クライアント：FTP クライアント （Explicit
モードのみ対応）、SMTP クライア
ント （STARTTLS のみ対応）

信頼する証明書：信頼する証明書を内部メモリ
に保存可能（最大 80KB）

電子署名機能
帳票 PDF 作 成機能で作成された PDF 形式のレポー
トファイルに対して電子署名をすることが可能。
各レポートファイルの作成時に電子署名が実行さ
れます。

・電子署名用証明書：証明書発行機関が作成した電
子署名用証明書を内部メモリへ保存
可能

ループ制御機能（PID 制御モジュール装着時）
GX90UT PID 制御モジュール 一般仕様書

（GS 04L53B01-31JA）をご覧ください。

その他機能
・ファームウェアアップデート機能：
 GM10 の操作で、GM10 および接続さ

れたモジュールのファームウェアの
アップデートが可能

・A/D 校正機能：GM10 の操作で、接続されたモ
ジュールの A/D 校正が可能

Web サーバ機能
Web ブラウザを使用して、リアルタイムデータ監視、
設定変更、および操作が可能です。

 

 

 PC の動作環境
ハードウェア
項目 仕様
CPU Pentium Ⅳ 3GHz 以上の Intel 社製 x64

または x86 プロセッサ
内部メモリ 2GB 以上
ハードディスク 空き容量が 100 ＭＢ以上、NTFS 推奨
プリンタ OS に対応したプリンタ
マウス OS に対応したマウス
ディスプレイ 1024 ｘ 768 ドット以上、High カラー以

上の OS に対応したディスプレイ
通信ポート OS に対応した Ethernet ポートおよび

TCP/IP プロトコル

OS
項目 仕様
Windows 7 HomePremium SP1 （32bit 版 /64bit 版）

Professional SP1 （32bit 版 /64bit 版）
Windows 8.1 Update （32bit 版 /64bit 版）

Pro Update （32bit 版 /64bit 版）
Windows 10 Home （32bit 版 /64bit 版）

Pro （32bit 版 /64bit 版）

 対応ブラウザ
Internet Explorer 11、Google Chrome
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● 付加仕様

拡張セキュリティ機能（/AS）
米国 FDA 21 CFR Part11 に準拠したセキュリティ機
能および電子記録・電子署名機能が追加されます。

・ 拡張セキュリティ機能の有効 / 無効：拡張セキュ
リティの有効 / 無効（On/Off）を設定
可能

※ 有効 / 無効の切替時には設定値・内部メモリデー
タは初期化されます。

・ ログイン機能：次のログイン機能により、機器へ
のセキュリティが設定可能

 ユーザ名、パスワード、ユーザ ID （使
用 / 未使用の設定による）

ユーザレベル：
システム管理者：制限なし ( 全て操作可能 )
一般ユーザ：ユーザ制限設定により実行でき

る操作が設定可能
モニタユーザ：モニタとパスワード変更のみ

可能
ユーザ数： システム管理者、一般ユーザ、モ

ニタユーザ、合わせて 100 まで
ユーザ制限：一般ユーザに GM への操作を制限

できます。
ユーザ制限設定数：10

パスワード有効期限：Off、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ
月から選択（モニタユーザは期限
なし）

サインイン制限：一般ユーザに測定データファイ
ルへのサインイン操作を制限可能

サインイン制限設定数：8
・ パスワード管理機能：Kerberos v5 認証サーバ * 

によるログイン認証機能（ユーザ名
とパスワードのみ）

暗号化方式：AES128-CTS-HMAC-SHA1-96
 AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
 ARCFOUR-HMAC-MD5
 Pre-Auth 機能： あり

* Windows Server2003 SP2/ Windows Server2008 SP2/ 
Windows Server2012 ActiveDirectory にて動作確認済

・ 監査証跡 ( オーディットレイル ) 機能：前回の記
録停止から今回の記録停止までの操
作履歴が事象ログとして記録され、設
定ファイルとともに測定データファ
イルに保存

・ データファイル改ざん防止機能：設定ファイルと
測定データファイルは、暗号化され
たバイナリデータファイル

・ データ種類：イベントまたは表示のみ 
イベントデータはトリガモード不可

・ サインイン機能 *：測定データファイルに承認情
報を付加

付加できる情報：ユーザ名、パス / フェイル、コ
メント

サイン数： 最大 3/ ファイル
サインイン権限：ユーザごとに設定可能
* 測定データへのサインインは、ユニバーサルビュー

アソフトウェアを使用します。
・  GM10 本体では、測定データファイルにサインイン

することはできません。
・測定動作モード制限：測定動作モード「高速」お

よび「デュアルインターバル」は、使
用できません。

・モジュール制限：PID 制御モジュールは、使用で
きません。

シリアル通信（/C3）
・媒体： EIA RS-422/485
・プロトコル：専用プロトコル、Modbus /RTU、ま

たは DARWIN 互換通信
・設定 / 測定サーバ機能：専用プロトコルによる設

定、測定データの出力が可能
・同期方式：調歩同期式
・通信方式（RS-422/485）：

RS-422： 4 線式半 2 重マルチドロップ接続
方式（1：n（n ＝ 1 ～ 31））

RS-485： 2 線式半 2 重マルチドロップ接続
方式（1：n（n ＝ 1 ～ 31））

・ 通 信 速 度：1200、2400、4800、9600、19200、
38400、57600、または 115200 bps

・データ長： 7、8 bit
・スタートビット：1 bit
・ストップビット：1 bit または 2 bit
・パリティ：ODD、EVEN、NONE
・通信可能距離：1200 m （57600bps 以内）、
 600m （115200bps）

・Modbus/RTU 通信：他の機器の測定データの読み
込み / 書き出しが可能

 他の機器の測定データを読み込む場
合は、通信チャネル機能 （付加仕様、
/MC）が必要です。

・Modbus 通信の動作モード：マスタ / スレーブ

Bluetooth 通信機能（/C8）（注）

Bluetooth 通信により、Bluetooth 対応パソコンや
スマートフォンなどのタブレット端末でデータモ
ニタリングおよび設定 / 操作が可能

・適合規格： Bluetooth Ver 2.1+EDR 準拠
・対応プロファイル：SPP（Serial Port Profile）
・搬送周波数帯域：2402 ～ 2480MHz
・チャネル間隔：1MHz
・チャネル数：79 チャネル
・通信距離： 約 10m （使用環境により異なります。）

（Class2）
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・プロトコル：専用プロトコル
 専用プロトコルにより、GM10 の操作、

設定、データ出力が可能
・ペアリング：最大接続可能数 8（マルチペアリング）、

8 台を超えた場合、FIFO で上書き
 SSP (Secure Simple Pairing）の 6 桁

の認証コードを表示しての一致確認 
（Numeric Comparison）

・接続時パスワード要求機能：接続端末に対しパス
ワードの要求が可能

（注） 各国の電波法により使用可能な地域が限られてい
ます。詳細については、お問い合わせください。

演算（レポート機能付き）（/MT）
 演算機能：

・演算チャネル数：GM10-1：100、GM10-2：200
注： 測定周期が 100ms より速いとき、演算チャネル数

に制限があります。
 29 ページの「制限事項、注意事項」参照

・測定周期：
測定動作モード 測定周期

標準 測定周期
高速 測定周期

デュアルインターバル マスタ測定周期

・演算式： 最大 120 文字
・演算種類：

汎用演算： 四則演算（+、-、*、/）、平方根、
絶対値、常用対数、自然対数、指
数、べき乗、関係演算（＜、≦、
＞、≧、＝、≠）、論理演算（AND、
OR、NOT、XOR）

統計演算： TLOG（時系列データの最大値，
最小値，平均値、積算値、P-P 値、
パルス積算値）、CLOG（指定チャ
ネルの最大値、最小値、平均値、
積算値、P-P 値）

特殊演算： PRE、HOLD、RESET、CARRY
条件式： [a?b:c]
ビット演算： BIT
整数部取り出し演算：INT
剰余部取り出し演算：MOD
三角関数： SIN、COS
CP 演算：CP.O2、CP.CO2
特殊 CLOG.AVE 演算：CLOG.PAVE

・演算精度： 倍精度浮動小数点
・使用できるデータ

チャネルデータ：
測定チャネル：0001 ～ 6516
演算チャネル：A001 ～ A100 （GM10-1）
 A001 ～ A200 （GM10-2）
通信チャネル：C001 ～ C300 （GM10-1）
 C001 ～ C500 （GM10-2）

通信チャネル生データ：
 RC001 ～ RC300 （GM10-1）
 RC001 ～ RC500 （GM10-2）
定数： K001 ～ K100
可変定数： W001 ～ W100
内部スイッチ：S001 ～ S100
フラグ： F01 ～ F20
記録状態 : REC01
整数データ：Z000 ～ Z999

 ロジック演算機能：
演算結果を 0 または 1 として、DO または内部スイッ
チに出力する機能

・ロジック演算数：50
・演算周期： 最速 100ms
・演算式： 最大 120 文字
・演算種類： 四則演算、関係演算、論理演算、条

件演算、ビット演算
・使用できるデータ：すべてのチャネルデータ

ロジック演算：LM001 ～ LM050
・ 出力先： 内部スイッチ、DO チャネル（マニュ

アル設定時のみ）
・ 設定変更：記録中は変更不可

 レポート機能：
レポート作成時刻ごとのレポート

・対象： 測定（入出力モジュール）/ 演算 / 通
信チャネル

・レポートチャネル数：60
注： 測定周期が 100ms より速いとき、レポートチャネ

ル数に制限があります。
 29 ページの「制限事項、注意事項」参照

・測定周期
測定動作モード 測定周期

標準 測定周期
高速 測定周期

デュアルインターバル 各グループの測定周期

・内部メモリへの最大格納数：800
・データ形式：テキスト
・レポート種類：時報＋日報、日報＋週報、日報＋

月報、バッチ報、日報カスタム
・演算種類：平均値、最大値、最小値、積算値、瞬

時値
積算単位： OFF、/s、/min、/hour、/day

・帳票テンプレート機能：任意に作成した帳票テン
プレートに従って、Office Open XML
ス プ レ ッ ド シ ー ト 形 式（Microsoft 
Office Excel にて表示可能）、PDF 形式
のファイルを出力、または HP PCL5c 
言 語 を サ ポ ー ト し、LAN 接 続 に て
Port9100 で印刷が可能なプリンタ

2019.03.01-00
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通信チャネル機能（/MC）
PLC や PC など、外部機器のデータを表示、記録が
可能です。

・通信チャネル数：
GM10-1：300（C001 ～ C300）
GM10-2：500（C001 ～ C500）

注： 測定周期が 100ms より速いとき、通信チャネル数
に制限があります。

 29 ページの「制限事項、注意事項」参照
 通信チャネルの更新周期は、最速 100ms です。

・測定周期
測定動作モード 測定周期

標準 測定周期
高速 測定周期

デュアルインターバル マスタ測定周期

・入力値補正機能：
補正モード： 折線近似、折線バイアス、補正係

数 *
補正点数： 2 ～ 12
* /AH 付のみ

Log スケール（/LG）
物理量を対数に変換した電圧値を GM に入力し、
GM で Log スケール ( 対数スケール ) を使って物理
量を表示、記録が可能です。

・入力種類： LOG 入力（対数入力）、疑似 LOG（疑
似 LOG に対応した入力）、LOG リニ
ア入力（対数の decade 内がリニアな
入力）

・レンジ：20mV/60mV/200mV/1V/2V/6V/20V/50V
・スケーリング可能範囲：

LOG 入力： 1.00E-15 ～ 1.00E+15
 （最大 15 decade）

［スケール下限］＜［スケール上限］
 下限の仮数が 1.00 の場合、指数

の差が 1 以上
  下限の仮数が 1.00 以外の場合、

指数の差が 2 以上
疑似 LOG 入力 /LOG リニア：
 1.00E-15 ～ 1.00E+15
 （最大 15decade）
 スケール下限、上限の仮数は、同

一のものとする
 下限の仮数が 1.00 の場合、1.00E-

15 ～ 1.00E+15、指数の差が 1 以
上、最大 15decade

 下限の仮数が 1.00 以外の場合、
1.01E-15 ～ 9.99E+14、指数の差
が 1 以上、最大 15decade

・アラーム種類：上限 / 下限 / ディレイ上限 / ディ
レイ下限

2019.03.01-00

・アラーム設定範囲：スパン幅の -5% ～ 105% に相
当する LOG スケールに変換した範囲

・アラームヒステリシス：0 固定
・グリーンバンド設定範囲：スケール下限～スケー

ル上限、ただし、表示位置下限＜表
示位置上限

・小数点位置： 1 ～ 2
・その他： 入力値補正することで、非線形な入

力にも対応可能

EtherNet/IP 通信（PLC 通信プロトコル）（/E1）
Adapter（Server）として EtherNet/IP ネットワーク
に参加可能です。

・入出力チャネル / 演算チャネル（/MT）のデータ
の読み込み
入出力チャネル数：

GM10-1 ：100、GM10-2：500
演算チャネル数：

GM10-1 ：100、GM10-2：200
・通信チャネル（/MC）データの読み込み、および

書き込み
通信チャネル数：

GM10-1 ：300、GM10-2：500
・実装レベル： Level 2
・同時接続数：最大 10（Explicit メッセージ）
・対応プロトコル：EIP/PCCC、EIP/native

WT 通信（/E2）
横河メータ & インスツルメンツ社製の WT 機器と
Ethernet 通信にて接続してデータ収集が可能です。

・対応機種： WT1800、WT500、WT300
・接続台数： 16 台
・通信周期：500ms/1s/2s/5s/10s/20s/30s
・取得可能なデータ種類：
 電圧、電流、電力、力率、位相、電力量、

高調波など
・データ割り付け数：300

* 通信チャネル機能（/MC）が必要です。
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マルチバッチ機能（/BT）
バッチごとに独立した記録の開始／停止、および
データファイルの作成が可能

・マルチバッチ数：
GM10-1：最大 6、GM10-2：最大 12

・バッチ個別動作：メモリスタート／ストップ、演
算リセット、メッセージ書き込み

・バッチ共通動作：演算スタート／ストップ、レポー
トスタート／ストップ、マニュアルサ
ンプル、設定データセーブ／ロード

・測定周期： 500ms/1s/2s/5s
 （すべてのバッチ共通）

・データ種類：表示またはイベントのみ。イベント
データはトリガモード不可。

・記録周期： すべてのバッチ共通
・データファイル：バッチごとに表示またはイベン

トデータファイルを作成
・表示グループ数：

GM10-1： 1 バッチあたり最大 6
 グループあたりのチャネル数 20
GM10-2： 1 バッチあたり最大 12
 グループあたりのチャネル数 20
各バッチの表示グループに設定しているチャネル
で、かつ記録チャネルに設定しているチャネルが
データファイルに記録されます。

・バッチ個別設定：グループ設定、トリップライン
設定、ファイルヘッダ設定、データ
ファイル名設定、テキストフィール
ド設定、バッチ番号設定、ロット番
号設定

・測定動作モード制限：測定動作モード「高速」お
よび「デュアルインターバル」は、使
用できません。

航空宇宙向け熱処理（/AH）
熱処理アプリケーション向け AMS2750/NADCAP
に対応
入力値補正設定などを定期的に実施するためのス
ケジュール管理が可能
入力値補正の補正係数モードでは、バイアス値を
熱電対由来のものと装置由来のもの 2 つに分けて
設定可能

・スケジュール管理数：
 GM10-1：最大 6、GM10-2：最大 12

・入力値補正モード：Off/ 折線近似 / 折線バイアス
/ 補正係数

補正点数： 2 ～ 12

OPC-UA サーバ（/E3）
上 位 シ ス テ ム（OPC-UA ク ラ イ ア ン ト ） か ら
Ethernet 通信にて GM で収集したデータへのアク
セスが可能

・通信
タイプ： OPC-UA Server
エンコード： UA Binary
プロトコル： OPC UA TCP
最大接続数： 3 セッション
プロファイル Micro Embedded Device 

Server
・セキュリティ

モード： None
暗号化： None
ログイン： Anonymous、Username

・データ収集：測定 / 演算 / 通信チャネルの値 / アラー
ムステータス / アラーム設定値、バッ
チ設定情報

・データ書き込み：測定チャネル (DO チャネルの
み )、通信チャネル、アラーム設定値、
バッチ設定情報

・その他収集情報：デバイス名、シリアル番号、時
刻、デバイスの状態

・ポート番号：4840（変更可：1 ～ 65535）
・アイテム数：最大 300（MonitoredItem/Session）
・最速周期： 100ms
・サービスセット：

Discovery FindServers, GetEndpoints
SecureChannel OpenSecureChannel, 

CloseSecureChannel
Session CreateSession, ActivateSession, 

CloseSession
View Browse, BrowseNext, 

TranslateBrowsePathsToNodeIds
Attribute Read, Write
MonitoredItem CreateMonitoredItems, 

ModifyMonitoredItems, 
DeleteMonitoredItems, 
SetMonitoringMode

Subscription CreateSubscription, ModifySubscription, 
DeleteSubscriptions, Publish, Republish, 
SetPublishingMode

・PID 制御モジュール装着時、チャネルオブジェク
トの代わりにループオブジェクトを表示
データ収集： PV、SP、OUT、R/S、A/M/C、R/L、ルー

プ内のアラーム状態
データ書き込み：OUT、R/S、A/M/C、R/L

SLMP 通信（MELSEC）（/E4）
GM からシーケンサプログラムなしで、三菱電機社
製 PLC への接続を可能にする CC-Link ファミリー
SLMP 通信プロトコル機能です。
GM が SLMP クライアントとして動作し、GM 測定
データの PLC への書き込みや、PLC データの通信
チャネルへの読み込み * が可能です。

*  通信チャネル機能（付加仕様、/MC）が必要
・接続先サーバ数：最大 16
・通信周期： 100ms/200ms/500ms/1s/2s/5s/10s/2

0s/30s/1min
・登録できるコマンド数：GM10-1：100
 GM10-2：200

2019.03.01-00
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・通信可能な内部データ：
 特殊リレー（SM）、特殊レジスタ（SD）、

入力（X）、出力（Y）、内部リレー（M）、
ラッチリレー（L）、アナンシェータ

（F）、エッジリレー（V）、リンクリレー
（B）、データレジスタ（D）、リンクレ

ジスタ（W）、タイマ接点（TS）、タイ
マコイル（TC）、タイマ現在値（TN）、
積算タイマ接点（SS）、積算タイマコ
イル（SC）、積算タイマ現在値（SN）、
カウンタ接点（CS）、カウンタコイル

（CC）、カウンタ現在値（CN）、リン
ク特殊リレー（SB）、リンク特殊レジ
スタ（SW）、ダイレクトアクセス入力
(DX)、ダイレクトアクセス出力 (DY)、
インデックスレジスタ (Z)、ファイル
レジスタ（R、ZR）、拡張データレジ
スタ (D)、拡張リンクレジスタ (W)

 （　）内はデバイスコード

プログラム制御機能（/PG）
PID 制 御 モ ジ ュ ー ル 一 般 仕 様 書（GS 04L51B31-
01JA））をご覧ください。

920MHz 無線通信（/CM1、/CS1）
無線通信（920MHz 帯）により、親機（GM10（/
CM1））と子機（GM10（/CS1）、UT52A/UT32A（タ
イプ 3 仕様コード：A）、UPM100（オプション通信
仕様コード：A））と無線入力ユニット（GX70SM）
とのデータ通信が可能です。子機は、通信距離を
延長するための中継機としても使用が可能です。

・無線通信規格：IEEE 802.15.4g 準拠、
 ARIB STD-T108 適合

・搬送周波数帯域：922.3 ～ 923.1MHz
・無線チャネル間隔：400kHz
・無線チャネル数：28ch
・最大送信出力：20mW
・変調方式： GFSK
・アンテナ： 内部（初期値）/ 外部アンテナ（別売）

選択可能、SMA コネクタ
・最大収容子機数：100 台（親機 1 台に収容できる

子機台数。通信条件により変動しま
す。）

・最大パケットサイズ：2048 バイト
・伝送レート：最大 100kbps
・通信距離（見通し直線距離） *1 *2：最長 1km

内蔵アンテナ（親機、子機共）：約 5m
外部アンテナ（親機、子機共）：約 1km
*1 電波干渉など使用環境により一時的に無線が途切

れ、通信エラーが発生することがあります。
*2 アンテナは、地表高さ 1.5m 以上にて。取付位置や

設置環境により、通信距離が変化します。

・通信形態： メッシュ / マルチホップ *（最大ホッ
プ数：16）

* 各ユニット間の通信品質により、自動的に最適な
通信経路を選択する機能。通信距離の延長や電波
品質向上に対応可能。

・LED 表示：ST1（緑 / 赤）、ST2（緑 / 赤）で無線
状態を表示

・セキュリティ機能：AES 128 bit 暗号化
・実装プロトコル：Modbus（マスタ / スレーブ）

プロトコル
・Modbus スレーブ機能（付加仕様、/CS1）：
 Modbus マスタ機器（親機（付加仕様、

/CM1））から、データ読み込み / 書き
込みが可能

・Modbus マスタ機能 *（付加仕様、/CM1）：
 Modbus スレーブ機器のデータ読み込

み / 書き込みが可能
* 通信チャネル機能（付加仕様、/MC）が必要です。 

読み込むデータは、通信チャネルへ書き込まれま
す。

通信周期： 500ms/1/2/5/10/20/30s/1min
注： 上記の通信周期以外は、正常に動作しません。
コマンド数：100
コマンド種類：Off/Read/Write
接続先アドレス：1 ～ 247
送信コマンド：INT16/UINT16/INT32_B/INT32_

L/UINT32_B/UINT32_L/FLOAT_B/
FLOAT_L/BIT

・無線入力ユニット対応機能：無線入力ユニットの
データ収集および状態監視をするこ
とができます。

 ・自動設定機能
 ・無線データ抜け検知機能
 ・管理、監視、保守機能
 ・ループ校正機能

・設定 / 測定通信：専用ソフトウェア * により下記
の機能が可能

 GM10 の無線通信設定
 GM10 に接続する子機情報
 GM10 の無線通信状態確認

* 沖電気工業株式会社製保守コントロールソフト
「MH920 Console for Module」

・無線通信設定インターフェース：USB2.0（mini B
タイプ）

・リブートスイッチ：無線設定変更後のリブート用
 子機接続台数と Modbus 通信周期による接続可能

なチャネル数 *

子機台数 Modbus 通信周期
500ms 1s 2s

1 125ch 370ch 500ch
2 80ch 250ch 500ch
4 --- 160ch 500ch
8 --- --- 320ch

2019.03.01-00
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* 1word データ（INT16、UINT16）時のチャネル数。
器内部の処理の負荷や通信品質により変動します。

 専用外部アンテナ（別売）*1 *2：

項目
種別

スリーブアンテナ ルーフトップアン
テナ *3

部品番号 A1059ER A1060ER
設置環境 屋内 屋内外
ケーブル長 － 2.5m
アンテナ形式 ダイポール モノポール
最大利得 +3dBi 以下
指向性 なし
コネクタ SMA-P
使用温度範囲 -20 ～ 65℃
防水性 非防水 耐防水（IPX6）
寸法 195mm 

（コネクタ含む）
80mm 

（基台部含む）

*1 専用アンテナ以外のアンテナは使用できません。
*2 外部アンテナを使用する場合は、通信品質を保つ

ため、相手機器のアンテナと本機器のアンテナの
向きを揃えることを推奨します。

*3 ルーフトップアンテナは、アンテナの性能を十分
発揮するために、設置面が 10 × 20 cm 以上の金属
板の上に取り付けてください。

積算バーグラフ表示機能（/WH）
Web アプリケーションにより、GM10 の SD メモリ
カード内に保存されているレポートファイル（時
報または時報・日報）を読み込み、積算バーグラ
フまたは積算トレンドを表示する機能です。

・レポートファイルの監視と表示の更新周期：5 分

2019.03.01-00

■ GM10 のハードウェア仕様
・材質： ポリカーボネート
・色：

ケース： スモークブルー（マンセル 4.1PB6.0 
/4.5 相当）

前面部： チャコールグレーライト（マンセル
10B3.6/0.3 相当）

・外形寸法： 45.1（W） × 111（H） × 107.1（D） 
mm

・質量： 約 0.25kg

● 電源・アイソレーション
・電源： GM90PS 電源モジュールから供給
・消費電力： 2.8W 以下
・絶縁抵抗： RS-422/485 端子 - 内部回路間、
 Ethernet 端子 - 内部回路間
 20M Ω以上（500 V DC にて）

・アイソレーション図

線で区切られた回路は相互絶縁されています。

RS-422/485端子（付加仕様、/C3）

Ethernet端子

内部回路
GM90PSの
アース端子

● その他仕様
・メモリバックアップ：設定値 / 時計動作は、内蔵

リチウム電池で保護

● 外形寸法図
単位：mm

 

42.5
45.1

8

3

 

107.1
117.1 (/C3)

100

RS-422/485 端子
（付加仕様、/C3）

Ethernet ポート

USB ポート
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● 外形寸法図（付加仕様、/CM1、/CS1 の場合）
単位：mm

内部アンテナ使用時

 

111.5

リブートスイッチ

ステータス LED
ST1（緑 / 赤）
ST2（緑 / 赤）

920MHz 無線通信
設定用USB ポート

スリーブアンテナ使用時

     

181.3

145

300.8

ルーフトップアンテナ使用時

 

116.9

アンテナ接続口
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■ GM90MB モジュールベースの仕様

スライドロック
（上下 2箇所）

モジュール接続用
コネクタ

・装着可能モジュール数：1
・消費電力： 0.01W 未満
・モジュール番号自動付加機能：モジュールを連結

することで、モジュール番号を自動
的に付加する機能

・材質： ポリカーボネート
・色： スモークブルー（マンセル 4.1PB6.0 

/4.5 相当）
・外形寸法： 57.7（W） × 135（H） × 103.5（D） 

mm
・質量： 約 0.15kg

● 外形寸法図
単位：mm

背面図

ラッチ

2-ø5.5×5.9
小判穴
壁取付用

DIN レール固定用

(8)
ラッチ引き下げ時

135

106.8

18.8

9.5
39.5
50
57.7 103.5

2019.03.01-00

■ GM90PS 電源モジュールの仕様

電源インレットの場合 電源端子 （M4）の場合

電源スイッチ

GM90PS-1N1 □ 0
・定格電源電圧：100 ～ 240V AC
・使用電源電圧：90 ～ 264V AC
・電源周波数： 50Hz ± 2%、60Hz ± 2%
・電源スイッチ：あり
・端子形状： インレットまたは M4 ねじ端子
・不感瞬断時間：電源周波数 1 サイクル以下
・絶縁抵抗： 電 源 端 子 と ア ー ス 間：20M Ω 以 上

（500V DC にて）
・耐電圧： 電 源 端 子 － ア ー ス 間：3000V AC

（50/60Hz）/1 分間
・接地： 必ず低い接地抵抗で接地してくださ

い。
・材質： ポリカーボネート
・色： スモークブルー（マンセル 4.1PB6.0 

/4.5 相当）
・外形寸法： 88（W）× 135（H）× 126.7（D） mm
・質量： 約 0.55kg

GM90PS-1N2W0
・定格電源電圧：12 ～ 28V DC
・使用電源電圧：10 ～ 32V DC
・電源スイッチ：あり
・端子形状： M4 ねじ端子
・不感瞬断時間：2ms 以下
・絶縁抵抗： 電 源 端 子 と ア ー ス 間：20M Ω 以 上

（500V DC にて）
・耐電圧： 電 源 端 子 － ア ー ス 間：1000V AC

（50/60Hz）/1 分間
・接地： 必ず低い接地抵抗で接地してくださ

い。
・材質： ポリカーボネート
・色： スモークブルー（マンセル 4.1PB6.0 

/4.5 相当）
・外形寸法： 88（W）× 135（H）× 126.7（D） mm
・質量： 約 0.55kg
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● 外形寸法図
単位：mm

電源インレットの場合

   

2.7

126.7
壁取付用

壁取付用

ø4.1穴
7

88

18.8

ø4.1×4.5小判穴

106.8 135

電源端子（M4）の場合

   

2.7

126.7
壁取付用

壁取付用

ø4.1穴
7

88

18.8

ø4.1×4.5小判穴

106.8 135

背面図

   

(8)
ラッチ引き下げ時
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■ ユニット外形寸法図
単位：mm

● メインユニット（シングルユニット）

 

2.7
88

138
L

146

135

DINレール GM90PS入出力モジュール GM10

● メインユニット （マルチユニット）

 

2.7
88

138
L

146

135

DINレール GM90PS

GX90EX

GM10入出力モジュール

● サブユニット （マルチユニット）

 

2.7
88

138
L

146

135

DINレール GM90PS入出力モジュール GX90EX

ユニット分類 接続する入出力モジュール数ごとの最大幅：L（mm）
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

メインユニット（シングルユニット） 138 188 238 288 338 388 438 488 538 588 638
メインユニット（マルチユニット） 188 238 288 338 388 438 488
サブユニット（マルチユニット） 138 188 238 288 338 388 438

2019.03.01-00
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● DIN レール取付の上下方向取付寸法
単位：mm

  

DINレール

68.6

185

● 壁取付寸法図
単位：mm

88

185

M4深さ 3mm以上

90.5

120.5170.5220.5270.5320.5370.5420.5470.5520.5570.5620.5

140.5190.5240.5290.5340.5390.5440.5490.5540.5590.5

寸法公差：± 0.3mm

2019.03.01-00
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■ アプリケーションソフトウェア
SMARTDAC+ スタンダード

・ ユニバーサルビューア
・ ハードウェア設定
・ IP アドレス設定

 最新版のソフトウェアは、以下の URL からダウ
ンロードしてご使用ください。

 URL：www.smartdacplus.com/software/ja/

必要な PC システム環境
OS：

OS 種類
Windows 7 Home Premium SP1 （32 ビット版、64 ビット版）

Professional SP1（32 ビット版、64 ビット版）
Windows 8.1 Update（32 ビット版、64 ビット版）

Pro Update（32 ビット版、64 ビット版）
Windows 10 Home （32 ビット版、64 ビット版）

Pro （32 ビット版、64 ビット版）

CPU と主記憶容量：
OS CPU と主記憶容量

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

32 ビット版：Pentium 4　3G Hz 以上の Intel
社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以上の
メモリ。
64 ビット版：Pentium 4　3G Hz 相当以上の
Intel 社製 x64 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。

Web ブラウザ：
対応ブラウザ：Windows Internet Explorer
バージョン： Internet Explorer 11
 HTTP1.1 および JavaScript を使用

ハードディスク：
空き容量が 100MB 以上（データ量により、これ以
上必要な場合があります。）

ディスプレイ：
OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024
ｘ 768 ドット以上、65,536 色（16bit、High Color）
以上のディスプレイ。

● ユニバーサルビューア
ユニバーサルビューアでは、データロガーまたは
記録計が生成した以下のデータを画面に表示、印
刷することができます。

・ イベントデータファイル
・ 表示データファイル
・ レポートデータファイル
・ マニュアルサンプルデータファイル

2019.03.01-00

・表示機能： 波形表示、ディジタル表示、サーキュ
ラ表示、一覧表示、レポート表示、
操作ログ表示、波形重ね合わせ表示
など

・データ変換：Excel、ASCII 形式への変換
・サインイン機能：測定データファイルへサインイ

ンが可能

● ハードウェア設定ソフトウェア
・ Web ブラウザによるオフライン設定

Internet Explorer 11 のブラウザで設定できます。

● IP アドレス設定ソフトウェア
・ GM10 の IP アドレス設定
 GM10 のホスト名、IP アドレス、DNS サーバ、ド

メイン名、ドメインサフィックスなどを編集した
り、ホスト名を DNS サーバに登録したりできます。

・ GM10 の検索
同じセグメント内の GM を検索し、一覧表示しま
す。
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■ 形名および仕様コード一覧

● GM10 形名および仕様コード

形名 仕様
コード

付加仕様
コード 記事

GM10 SMARTDAC+ GM 
データ収集モジュール

タイプ -1 標準
（最大測定チャネル数：100ch）

-2 大容量
（最大測定チャネル数：500ch）

地域 J 日本向け
ー 0 常に 0
付加仕様 /AH 航空宇宙向け熱処理

/AS 拡張セキュリティ機能 *6

/BT マルチバッチ機能 *7

/C3 RS-422/485
/C8 Bluetooth
/CM1 920MHz 無線通信（親機） *4 *5

/CS1 920MHz 無線通信（子機） *5 

/E1 EtherNet/IP 通信 (PLC 通信プ
ロトコル ) *9

/E2 WT 通信 *1

/E3 OPC-UA サーバ
/E4 SLMP 通信（MELSEC） *10

/LG LOG スケール
/MC 通信チャネル機能 *11

/MT 演算（レポート機能含む）*2 *3

/PG プログラム制御機能 *8

/WH 積算バーグラフ表示機能 *12

*1 /E2 を指定する場合、同時に通信チャネル機能（/MC）
が必要です。

*2 GX90XD または GX90WD でパルス入力を使用する場合
は、付加仕様コード /MT（演算）が必要です。

*3 GX90XP でパルス積算を使用する場合は、付加仕様コー
ド /MT（演算）が必要です。

*4 /CM1 を指定する場合、同時に通信チャネル機能（/MC）
が必要です。

*5 /C3、/CM1、/CS1 は、同時に指定できません。
*6 拡張セキュリティ機能を ON にした場合、測定周期は

100ms 以上となり、デュアルインターバル機能、PID モ
ジュールは使用できません。

*7 マルチバッチ機能を ON にした場合、測定周期は 500ms
以上となり、デュアルインターバル機能は使用できませ
ん。

*8 プログラム制御機能を使用するためには、PID 制御モ
ジュールが必要です。

*9 EtherNet/IP 通信で、PLC から GM に書き込みを行う場合
は、通信チャネル機能（/MC）が必要です。

*10 SLMP 通信を行う場合、同時に通信チャネル機能（/MC）
が必要です。

*11 Modbus クライアント機能を設定する場合および他の機
器が GM の Modbus サーバに書き込む場合、通信チャネ
ル機能（/MC）が必要です。

*12 /WH を指定する場合、同時に通信チャネル機能（/MC）
と演算（/MT）が必要です。

● GM90PS 形名および仕様コード

形名 仕様コード 付 加 仕 様
コード 記事

GM90PS SMARTDAC+ GM 
電源モジュール

タイプ -1 常に -1
地域 N 一般モデル
電源電圧 1 100-240V AC

2 12-28V DC *1

電源接続 M インレット、電安法 （PSE）
ケーブル付属

W M4 ねじ端子
（ケーブルなし）

ー 0 常に 0
付加仕様 /W 920MHz 無線通信用 *2

/WH 積算バーグラフ表示機能用 *3

*1 電源接続は、W（M4 ねじ端子）のみです。
*2 GM10（付加仕様、/CM1、CS1）で使用する場合、付加

仕様 /W（920MHz 無線通信用）が必要です。
*3 GM10（付加仕様、/WH）で使用する場合、付加仕様 /WH（積

算バーグラフ表示機能用）が必要です。

● GM90MB 形名および仕様コード
形名 仕様コード 記事

GM90MB SMARTDAC+ GM モジュールベース
－ -01 常に -01
地域 N 一般モデル
ー 0 常に 0

■ ご注文時指定事項
・ 形名、仕様コード、および必要に応じて付加仕様

コードをご指定ください。
注 1 GM90PS（電源モジュール）以外のモジュールには、

使用するモジュール数分の GM90MB（モジュール
ベース）が必要です。

注 2 ご注文の前に、27 ページの「機種選定ガイド」
と 29 ページの「制限事項、注意事項」を確認し
てください。

■ 付属品
形名 付属品名 数量

GM10 SD メモリカード（1GB） 1
GM90PS コネクタカバー 1

電源ケーブル
（電源接続仕様コードによる）

1

連結用ねじ （M3） 4
GM90MB 連結用ねじ （M3） 4
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■ アクセサリ （別売）

品名 形名 / 部番
SD メモリカード（1GB） 773001
M3 ねじ端子用シャント抵抗（250 Ω± 0.1%） 415940
M3 ねじ端子用シャント抵抗（100 Ω± 0.1%） 415941
M3 ねじ端子用シャント抵抗（10 Ω± 0.1%） 415942
押し締め用シャント抵抗（250 Ω± 0.1%） 438920
押し締め用シャント抵抗（100 Ω± 0.1%） 438921
押し締め用シャント抵抗（10 Ω± 0.1%） 438922
ダミーカバー B8740CZ
バリデーションドキュメント  

（付加仕様、/AS 用）*1
773230

スリーブアンテナ（屋内仕様） A1059ER
ルーフトップアンテナ（屋内外仕様）
ケーブル長：2.5m

A1060ER

*1  バリデーションドキュメントの提供形態
 インストールに必要なライセンスキーを記載した

ライセンスシートが提供されます。
 バリデーションドキュメントは、以下の URL から

ダウンロードして、ご使用ください。
 http://www.smartdacplus.com/software/ja/

● 関連製品（別売）
形名 記事

GA10 データロギングソフトウェア
OS： Windows 7、Windows 8.1、Windows 

10、Windows Server 2008、Windows 
Server 2012

検査成績表（QIC）（別売）
形名ごとの QIC となります。

ユーザーズマニュアル
製品のユーザーズマニュアルは、以下の URL か
らダウンロードできます。アドビシステムズ社の
Adobe Reader 7 以上（最新版を推奨）が必要です。

 URL：www.smartdacplus.com/manual/ja/

2019.03.01-00

＜商標＞
本製品の TCP/IP ソフトウェアおよび、TCP/IP ソ
フトウェアに関するドキュメントは、カリフォル
ニア大学からライセンスを受けた BSD Networking 
Software, Release 1 をもとに当社で開発 / 作成した
ものです。
SMARTDAC+、SMARTDACPLUS は、横河電機の登
録商標または商標です。
Microsoft、MS および Windows は、米国 Microsoft
社の登録商標です。
Pentium は、米国 Intel 社の登録商標です。
Modbus は、フランス Schneider Electric 社の登録
商標です。
Kerberos は、MIT の商標です。
Bluetooth は、Bluetooth SIG Inc の登録商標または
商標です。
その他、本文中に使われている会社名および商品
名称は、各社の登録商標または商標です。
本書では各社の登録商標または商標に、" ® " およ
び " ™ " マークを表示していません。
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■ 機種選定ガイド

システム構成と GM10 タイプの選定
形名 - タイプ 内部メモリ システム 入出力チャネル数

GM10-1 500MB
シングルユニット 0 ～ 100ch

マルチユニット 0 ～ 100ch

GM10-2 1.2GB
シングルユニット 0 ～ 100ch

マルチユニット 0 ～ 420ch

入出力モジュールの種類

形名 仕様コード 名称 記事 Ch 数 測定周期
（最速）

GX90XA -10-C1N- □ N アナログ入力モジュール 電流（mA）入力方式：
直流電流、電流統一信号（4-20mA）

10 100 ms

-10-L1N- □ N 低耐圧リレー方式：
直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、
直流電流（外部シャント抵抗接続時）

500 ms

-10-U2N- □ N ユニバーサル方式：
直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗体、DI（電
圧、接点）、直流電流（外部シャント抵抗接続時）

100 ms

-10-T1N- □ N 電磁リレー方式：
直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、
直流電流（外部シャント抵抗接続時）

1 s

-10-V1N- □ N 高耐圧方式：
直流電圧、統一信号、熱電対、DI（電圧、接点）、
直流電流（外部シャント抵抗接続時）

100 ms

-04-H0N- □ N 高速ユニバーサル方式：
直流電圧、統一信号、熱電対、測温抵抗体、DI（電
圧、接点）、直流電流（外部シャント抵抗接続時）

4 1ms

-06-R1N- □ N 4 線式 RTD/ 抵抗方式：
4 線式測温抵抗体、4 線式抵抗

6 100ms

GX90XD -16-11N- □ N ディジタル入力モジュール リモート制御用入力、動作記録、パルス入力 16 100 ms
GX90XP -10-11N- □ N パルス入力モジュール パルス入力（流量積算など） 10 100 ms
GX90YD -06-11N-3N ディジタル出力モジュール 警報出力 6 100 ms

（更新周期）
GX90WD -0806-01N-3N ディジタル入出力モジュール リモート制御用入力、動作記録、パルス入力、

警報出力
DI：8
DO：6

100 ms

GX90YA -04-C1N- □ N アナログ出力モジュール 伝送出力、マニュアル出力 4 100 ms
（更新周期）

GX90UT -02-11N-3N PID 制御モジュール 温度、流量、圧力などの制御 2 ループ 100ms
（制御周期）

シングルユニットシステム構成（最大 100 チャネル）

GM90MB
モジュールベース

GM90PS
電源モジュール

GM10
データ収集モジュール

GX90[][]
I/O モジュール

構成例（最大）
• GM10：1 個
• GM90PS：1 個
• GX90[][] ：10 個
• GM90MB：11 個

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PSGX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GM10
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マルチユニットシステム構成（最大 420 チャネル）
メインユニット

GM90MB
モジュールベース

GX90EX
I/O 拡張モジュール

GM90PS
電源モジュール

GM10
データ収集モジュール

GX90[][]
I/O モジュール

サブユニット

GX90EX
I/O 拡張モジュール

GM90MB
モジュールベース

GM90PS
電源モジュール

GX90[][]
I/O モジュール

メインユニット構成例（最大）
• GM10：1 個
• GM90PS：1 個
• GX90[][] ：6 個
• GX90EX：1 個
• GM90MB：8 個

サブユニット構成例（最大）
• GM90PS：6 個
• GX90[][] ：36 個
• GX90EX：6 個
• GM90MB：42 個

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
メインユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 0） GX90EX GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GM10

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 1） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 2） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 3） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 4） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 5） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

5 4 3 2 1 0 <--- スロット番号
サブユニット GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB GM90MB

GM90PS（ユニット 6） GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90[][] GX90EX

2019.03.01-00
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■ 制限事項、注意事項

システムのモジュール数 / チャネル数制限

システム 測定動作モード 最大接続数 最大チャネル数
モジュール 入出力 通信 演算 レポート

GM10-1
標準 10 100

300 100 60
高速 8 32
デュアルインターバル 10 50 150 50 30

GM10-2
標準 42 500

500 200 60
高速 8 32
デュアルインターバル 42 250 250 100 30

ユニットごとのモジュール数制限
下表は、モジュール構成に記載されているモジュールがシステムに接続されている場合の制限です。制限を超え
ると稼働しません。

モジュール構成 シングルユニットシステム マルチユニットシステム
メインユニット メインユニット

GX90XA-10-T1 を含む場合 8 制限なし
GX90XA-04-H0 を含む場合 8 制限なし
GX90XA-04-H0 と GX90YA を含む場合 7 制限なし
GX90UT を含む場合 5 5

サブユニット数の制限
・ 最大 6 ユニット接続できます。
・ 測定動作モードが「高速」のときは接続できません。

モジュールごとの制限
・ GX90YD、GX90WD、GX90UT の合計が、10 モジュールまでシステムに接続できます。
・ GX90WD は、ユニットごとに 1 モジュールまで接続できます。
・ GX90YA は、メインユニットとサブユニットに、それぞれ 2 モジュールまで接続できます。
・ GX90YA は、GM10-1 の場合に 10 モジュールまで、GM10-2 の場合に 12 モジュールまで、システムに接続でき

ます。
・ 測定動作モードが「高速」のとき、GX90XD または GX90WD のどちらか 1 モジュールをシステムに接続できます。
・ 測定動作モードが「高速」のとき、GX90XA-04-H0（高速 AI）、GX90XD（DI）、GX90WD（DIO）のみ認識します。

DI、DIO は、リモート機能固定で測定 / 記録はできません。
・ 測定動作モードが「デュアルインターバル」のとき、GX90UT は認識されません。
・ GX90UT は、GM10-1 の場合に 3 モジュールまで、GM10-2 の場合に 10 モジュールまで、システムに接続できます。

モジュール実装上の注意
・  GX90XA-10-U2、GX90XA-10-L1、GX90XA-10-T1、GX90XA-10-V1 の熱電対入力で基準接点補償を使用する場合、

ユニット正面から見て、これらの GX90XA の右隣へ下記のモジュールを接続しないでください。接続すると基
準接点補償確度が保証外になる可能性があります。

 GX90XA-10-C1（mA 用）、GX90XA-04-H0（高速 AI）、GX90YA、GX90WD、GX90UT
・ 最大入出力チャネル数に相当するチャネルが、接続した入出力モジュールの途中に割り付いた場合、そのモ

ジュールおよび以降のモジュールは認識されません。

 

モジュール
n

• • •

1

10

モジュール
1

:

81

90

:

91

100

106

:

:
最大入出力
チャネル数

このモジュールは認識されません。

GM10-1 の場合

・ GX90XD、GX90WD の DI をリモート入力として使用する場合、GM メインユニットに実装した 1 モジュールの
み使用できます。

2019.03.01-00



GS 04L55B01-01JA

30

All Rights Reserved. Copyright © 2014,  Yokogawa Electric Corporation

30

記載内容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。

測定チャネル数の制限
100ms より速い測定周期では、測定できるチャネル数に制限があります。

● 測定動作モードが「高速」のとき
 GM10-1

チャネル 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
入出力 1 2 5 10 20 32

演算 1 2 5 10 20 50
通信 3 6 15 30 60 150

レポート 1 2 5 10 20 50

 GM10-2
チャネル 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms

入出力 5 10 25 32 32 32
演算 2 4 10 20 40 100
通信 5 10 25 50 100 250

レポート 2 4 10 20 40 60

● 測定動作モードが「デュアルインターバル」のとき
 GM10-1

チャネル 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
入出力 ----- ----- 5 10 20 32
演算 *1 ----- ----- 2 5 10 25
通信 *1 ----- ----- 7 15 30 75

レポート *2 ----- ----- 2 5 10 25

 GM10-2
チャネル 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms

入出力 5 10 25 32 32 32
演算 *1 1 2 5 10 20 50
通信 *1 2 5 12 25 50 125

レポート *2 1 2 5 10 20 30
*1 片側の測定グループでのみ使用可能なチャネルです。マスタ測定グループで設定された測定周期で動作します。
*2 30 チャネルの中から設定できます。

各測定モードの記録チャネル数制限
 入出力チャネル + 演算チャネル + 通信チャネル（記録可能な有効チャネル数）

システム 測定モード 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms 100ms 200ms 500ms 1s 以上
GM10-1 標準 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 200 500 500

高速 2 4 10 20 40 100 100 200 500 500
デ ュ ア ル イ ン
ターバル ----- ----- 5 10 20 50 100 100 250 250

GM10-2 標準 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 500 500 1000 1000
高速 10 20 50 100 150 150 200 500 1000 1000
デ ュ ア ル イ ン
ターバル 5 10 25 40 50 50 100 200 600 600

ユニバーサルビューアのデュアルインターバル検索
記録モード デュアルインターバル一括接続 *1 デュアルインターバルまとめ表示 *2

フリー + フリー ○ ○
フリー＋トリガ ( 単発、繰り返し ) × ×

トリガ ( 単発、繰り返し )+ トリガ ( 単発、繰
り返し ) × ×

*1 デュアルインターバル一括接続：表示しているファイルの対となるファイルをフォルダ内で探して表示する機能です。
*2 デュアルインターバルまとめ表示： 検索オープンにて検索結果の中から対となるファイルを 1 アイテムで表示しクリック

時に両方トレンド表示する機能です。

プログラムパターン設定（付加仕様、/PG）
設定には、ハードウェア設定ソフトウェアが必要です。Web アプリケーションで設定することはできません。
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