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SMART 920
920MHz帯無線通信機器シリーズ

920MHz無線通信による配線コスト削減と高いフレキシビリティを実現



SMART 920　920MHz帯無線通信機器シリーズ 920MHz帯無線通信機器シリーズ　SMART 920

保管倉庫の温度やドア開閉ステータス等の
状態を事務棟でモニタリング。さらに、カスタ
ムディスプレイを使用すれば、状態を直感的
に把握できます。

保管倉庫ドアステータス＆温度監視
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状態監視画面（カスタムディスプレイ）

事務棟

保管倉庫

温度・ドア開閉状態（TC,DI等）

ゾーンC異常
ブザー
パトライト
メール発報

アラーム

取扱注意

製造ラインの設備稼働状態監視
製造ラインなど、設備の稼働状態をモニタリング
します。演算機能と組み合わせることにより、ダ
ウンタイムの時間積算や、システムの停止回数
などを管理し、親機側で状態を監視、管理するこ
とが可能です。

事務棟

製造ライン

設備稼働状態（DI等）

製造ライン＃1

製造ライン＃2

ダウンタイム積算時間
135秒
システム停止回数
12回

ダウンタイム積算時間
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システム停止回数
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製造ライン＃4

エネルギー監視

EtherNet

事務棟

電力量の積算値を時報、週報、
月報別に監視が可能です。過去
のデータとの比較も可能です。

省エネを
「見える化」から始めます

PR300

Modbus RTU

工場内

UPM100

Modbus RTU

操業状態の遠隔監視
半導体などの精密工業製品、
医薬、食品の製造に必要なク
リーンルーム内の操業状態の
監視に最適です。

エアシャワー

監視室

■配線不要
■機器の増設が容易
■入退室の頻度が削減
　　などの効果が期待できます

シリアルゲートウェイ機能搭載

Modbus RTU

クリーンルーム

さまざまな場面で無線ソリューションを提案いたします

ベストセラーモデルが無線通信機能を搭載しました

配線コスト削減とフレキシビリティ

SMART 920シリーズは、機器の高い基本性能
はそのままに、920MHz無線による配線コスト
の削減と高いフレキシビリティを実現します。

高い基本性能はそのままに

大 切 な デ ー タ を 確 実 に 伝 送 し ま す

SMART 920シリーズラインアップ GX20 GM10 UT52A/UT32A

サイトサーベイ、現地セットアップも対応します＊2 システムご検討の際、サイトサーベイにて事前に現場を確認し、接続状況をチェックします。
お客様に最適なシステムをご提案いたします。機器導入時の無線セットアップも承ります。
＊2 有償サポートです。当社営業にお問い合わせください。

920MHz無線通信（ 親機 ）として、子機機能を搭載した
製品から、無線で簡単にデータ収集・記録が可能です。

親機（ 事務棟 ） 親機親機

親機見通し1Km

自動で通信経路切替

接続台数と更新周期の目安

アラーム
検知

子機（ 現場 ）

子機 子機

子機（ 現場 ） 分散設置用子機

子機 子機 子機

子機

920MHz無線通信（ 親機 ）として、子機機能を搭載した
製品から、無線で簡単にデータ収集・記録が可能です。また子機機能
を選択した場合、GM10で測定したデータを親機に無線伝送できます。
中継器としての機能も持っています。  
親機機能または子機機能はどちらか一方を選択できます。

無線監視モニタ用の多機能I/O機器＊1です。
運転状態検知や異常検知など少点数の監視に最適です。 
10折線機能、開平演算など、入出力補正を行いたい場合はUT52Aを、
コスト重視、シンプルなI/O機器として入出力を行いたい場合は、UT32A
をお勧めいたします。 
＊1 PID制御やラダープログラム演算機能、シリアルゲートウェイ機能搭載した機器です。

安定した無線通信機能 マルチホップ技術で自動経路切替 通信切断時はアラームで通知 少点数から多点アプリまで幅広く対応

GM
接続
台数

更新周期
１ S ２ S 5 S

1 370ch 500ch 500ch
2 250ch 500ch 500ch
4 160ch 500ch 500ch
8 320ch 500ch

12 500ch
16 500ch

UT
接続
台数

Modbus 通信周期
500 ms １ S ２ S 5 S

1 27ch 100ch 100ch 100ch
2 — 27ch 100ch 100ch
4 — — 27ch 100ch
8 — — — 58ch

Modbusマスタコマンド：最大100
通信チャネル：最大500（ 大容量メモリ）
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さまざまなアプリケーションに対応できるラインナップ
GX20形名・仕様コード

アクセサリ （ 沖電気工業（株 ）製　以下のアクセサリについては、沖電気工業（株 ）様へお問い合わせください。）

GM10形名・仕様コード

GM90PS 形名・仕様コード

スリーブアンテナ
 （部番 :A1059ER）

外付無線ユニット（RS-485タイプ ）
形名774011-003

100-240 VAC電源(インレット)の場合、GM90PS-1N1M0/W
100-240 VAC電源(M4ねじ)の場合、GM90PS-1N1W0/W
12-28 VDC電源(M4ねじ)の場合、GM90PS-1N2W0/W

筐体内等に本体とともに設置する場
合に使用します。屋内専用。

既存レコーダを無線化する場合に使用
できます。
また単体で中継器として使用できます。 別売 ACアダプタ有り

本体と分離し、設置する場合に使用で
きます。屋外使用可能。

ルーフトップアンテナ
 （部番 :A1060ER）

外付無線ユニット（RS-232Cタイプ ）
形名774011-004

形名 基本仕様 
コード

付加仕様 
コード 記事

GX20 ペーパレスレコーダ 
（パネルマウントタイプ、大型ディスプレイ）＊1

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 ）

表示言語 J 日本語、DST（ 夏/冬時間 ）＊2

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（Part11対応 ）
/BC 黒色カバー
/BT マルチバッチ機能
/C2 RS-232＊3

/C3 RS-422/485＊3

/CG カスタムディスプレイ機能＊4

/D5 VGA出力
/E1 EtherNet/IP通信（PLC通信プロトコル）
/E2 WT通信＊5

/E3 OPC-UAサーバ
/E4 SLMP通信（MELSEC ）
/FL Fail出力、1点
/LG LOGスケール
/MT 演算 （レポート機能含む）＊6 ＊7

/MC 通信チャネル機能＊8

/P1 24 VDC/AC電源駆動
/PG プログラム制御機能
/UH USBインタフェース （ホスト 2ポート）
/CM1 920MHz無線通信（ 親機 ）＊3 ＊8

形名 基本仕様
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
− 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（Part11対応 ）
/BT マルチバッチ機能
/C3 RS-422/485＊1

/C8 Bluetooth
/E1 EtherNet/IP通信（PLC通信プロトコル）
/E2 WT通信＊2

/E3 OPC-UAサーバ
/E4 SLMP通信（MELSEC ）
/MT 演算 （レポート機能含む）＊3 ＊4

/MC 通信チャネル機能＊5

/LG LOGスケール
/PG プログラム制御機能
/CM1 920MHz無線通信（ 親機 ）＊1 ＊5

/CS1 920MHz無線通信（ 子機 ）＊1 ＊5

Co-innovating tomorrowおよびSMARTDAC+は、横河電機株式会社の登録商標または商標です。SmartHopは、沖電気工業株式会社の登録商標です。
Microsoftおよび Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における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。

＊1	 拡張ユニット（GX60）を接続するときは、GX20本体用に拡張モジュールが1個必要です。
＊2	 表示言語は日/英/中/独/仏/露/韓から選択できます。
	 最新の表示可能な言語については、以下のURL	にてご確認ください。
	 URL:http://www.yokogawa.co.jp/ns/language/
＊3	 /C2、/C3、/CM1は同時に選択不可
＊4	カスタムディスプレイの作成には、DXA170	DAQStudio（別売）が必要です。
	 （GX20には作成機能はありません。）
＊5	 WT通信を選択した場合、別に通信チャネル機能（/MC）が必要です。
＊6		GX90XDまたはGX90WDの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。
＊7	 GX90XPパルス入力モジュールでパルス積算をする場合は、付加仕様コード/MT（演算）が必要です。
＊8	 /CM1は/MCの同時選択が必要

＊1	 /C3、/CM1、/CS1は同時に選択不可
＊2	 WT通信(付加仕様コード/E2)を指定する場合、通信チャネル機能(付加仕様コード/MC)も必要です。	
＊3	 GX90XDまたはGX90WDの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。	
＊4	 GX90XPパルス入力モジュールでパルス積算をする場合は、付加仕様コード/MT(演算)が必要です。	
＊5	 /CM1は、通信チャネル機能(付加仕様コード/MC)の同時選択が必要です。

UT32A 形名・仕様コード
UT32A-00A-01-00/MDL
任意付加仕様：/DC、/CT、/CV

※	UT32Aの詳細については、UT32A（DINレール取り付け
形）一般仕様書（GS05P01D81-01JA）をご覧ください。

GX90□□入出力モジュール、GX60拡張ユ ニット、 GX90EX拡張モジュール、
GM90MBモジュールベース、付属品、アクセサリについては、GX/GPおよびGMの 
カタログを参照ください。 GX/GPカタログ番号: Bulletin 04L51B01-01JA
 GMカタログ番号: Bulletin 04L55B01-01JAUT52A 形名・仕様コード

UT52A-00A-01-00/MDL
任意付加仕様：/DC、/CT

※	UT52Aの詳細については、UT52A（DINレール取り付け
形）一般仕様書（GS05P01C81-01JA）をご覧ください。


