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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
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設置と運用の簡便さ

新たにネットワークインフラを構築することなく、
簡単に設置できます。また、配線が無いので機械
や設備の移動が簡単にできます。
配線工事にかかる手間やコストがかかりません。

メッシュ型

マルチホップ通信

マルチホップ接続により、一時的に電波
状態が悪化して無線通信ができなくなっ
た場合でも、自動的に最適な通信経路を
選択して、無線通信ができます。

通信の柔軟性
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工場全体の見える化を実現

適材適所で有線と無線の両方を活用すれば、取り込
むデータが増えるので、工場の全体像を見える化す
ることができます。
たとえば、主流の生産ラインのデータに環境データを
紐づけることで、新たに見えてくる「コト」があります。

安心のデータバックアップ
（GX70SM）

通信障害が発生してもバックフィル機能でデータ
を修復できます。データはPC上で自動的に修復
されます。（付加仕様/DB付き）（P.4参照）

長距離の
データ取りが可能

長距離でのデータ伝送も可能です。その
ため、工場間や建屋間の通信も可能です。

今まで見ていなかったり、
個別に見ていたデータをつなげることで、
新たに見えてくる「コト」があります。

今まで見ていなかったり、
個別に見ていたデータをつなげることで、
新たに見えてくる「コト」があります。

現場のデータをつなげてIIoT化を 進めてみませんか？
SMART 920とは、920MHz帯無線通信技術を搭載したレコーダ・データロガーです。
920MHz無線は、無線LANなどの2.4GHz帯と比較して電波の到達距離が長く、また障害物を回り込んで
届く特性が高いため、通信距離を必要とする場合や障害物が多い場所での利用が可能です。

無線入力ユニット（GX70SM）は、機能が拡充し、より使い易くなりました。
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◆ 柔軟な無線通信（マルチホップ通信）
◆ 高速、高信頼、多チャネル通信
◆ 通信切断時はアラームで通知
◆ 有線と無線の共存
◆ 電源不要でさまざまな設置場所に対応
　（GX70SMGX70SM）
◆ 拡張データバックアップ機能（GX70SMGX70SM）

SMART 920の特長

NEW
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小形・電池駆動の無線入力ユニット
GX70SMの特長

無線入力ユニットGX70SMなら電池駆
動で、湿度センサを内蔵しています。
またお客様で入力校正ができます。

一定期間のロギングデータ（9000点*）を保存します。 
データが欠損した場合、PC上で自動的にデータを補
完できます。* 測定周期5分で30日分

4種類の設置方法
（壁取付（ねじ止め）、壁掛け、マグネット、デスクトップ）

(自動倉庫の温湿度管理）

記録データファイル
（拡張セキュリティ機能（/AS）付き

GX20/GP20/GM10）
バックフィルファイル

壁掛け用フック穴

マグネット

壁取付用ネジ穴

無線補完
データファイル

自動バックフィルツール（無償）を使って自動結合

電池残量少 電池切れ

急峻な温度変化に対し優れた応答性
温度・湿度を管理し熱中症対策に貢献

工場内の労働環境の改善

クリーンルームの温湿度管理

●さまざまな設置場所に対応

●拡張データバックアップ機能
　（付加仕様/DB）

NEW

GX70SMGX70SM

GX70SMGX70SM

測定周期5分で5年の電池寿命（動作条件による）
USBポートからの電源供給も可能です。

●電池駆動

ユニバーサル入力2チャネル、
湿度測定1チャネル（付加仕様/RH）

●マルチ入力

センサ信号をリニアスケーリングして測定可能です。
●リニアスケーリング機能

SMARTDAC＋バリデーションドキュメント（別売）に
GX70SM無線通信接続に関する検証プロトコルが追
加されました。GX70SMを使用したバリデーション作
業の工数を削減できます。（付加仕様/W）

●バリデーションドキュメント

トレーサビリティ対応、お客様にて入力校正が可能です。
●単体校正／ループ校正

無線端末認証機能により、不正アクセスを防止
します。通信の暗号化によりデータの改ざん・
盗聴を防止します。

●セキュアなデータ方式

GX70SMの電池状態をトレンド、ディジタル、バーグラ
フなどの各モニタ画面に表示します。

●電池状態表示（GX/GP/GM（親機））

SMARTDAC+によるWBGT値（暑さ指数）の測定

医薬倉庫の温度マッピング・連続監視
無線入力ユニット（GX70SM）は、保存倉庫の温度マッピングを目的とした無線ロガーとして最適です。
さらに、倉庫全体におけるリスクポイントの連続監視も行うことができます。

熱中症予防を目的に1954年アメ
リカで提案された指数で、国内で
はJIS Z8504「WBGT指数に基づく
作業者の熱ストレスの評価」として
有効性が認められています。
正確な計測には黒球を用いた専
用の測定器が必要ですが、工場や
事務所など日射がない屋内であ
れ ば、気温と湿度から簡易的に
WBGT値を求めることができます。

WBGT（暑さ指数）とは？

NEW

NEW

GX20/GP20/GM10親機と
GX70SMの接続台数

GX20-1
GP20-1
GM10-1
GX20-2
GP20-2
GM10-2

最大50台

最大96台
（注）

注：付加仕様/DB付きGX70SMの場合、
　  接続台数は最大50台です。

モデル 接続台数

倉庫A
倉庫B

倉庫C

親機
無線入力ユニット（GX70SM）

イベントデータ

WBGT値と気温、湿度との関係
相対温度（％RH）

気
温（

℃
）

※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3確定版より

 ℃
％RH

安定した無線通信機能

子機（現場）

子機（現場）

親機（事務棟）

分散設置用
子機

見通し1Km

少点数から多点アプリまで幅広く対応
最速1秒
最大100台

監視

Modbusマスタコマンド：最大100
通信チャネル：最大500（大容量メモリタイプ）

子機親機

大切なデータを柔軟に伝送します

電力量の見える化に貢献します

データの見える化、遠隔監視、連続監視などに貢献します

マルチホップ技術で自動経路切替

最大16ホップ

自動で通信経路切替

子機親機

通信切断時はアラームで通知

監視

アラーム
検知

子機

子機親機

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。

工場内における使用電力の見える化（グラフ化）やレポート作成等をかんたんに行うことができ、使用電力のムダを見つけて省エネを支援します。

省エネを「見える化」から始めます

Modbus RTU 工場内

UPM100

Modbus RTU

UPM100

小規模電力監視パッケージ
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設置環境に合わせて選べるラインアップ

サイトサーベイ
入出力モジュール

現地セットアップも対応します。＊1 　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（ 電波強度など ）
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。
＊1 有償サポートです。当社営業にお問い合わせください。

SMARTDAC+ GX/GP/GMの入出力は、モジュール構造となっており、増設が容易に可能です。
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 04L55B01-01JA

920MHz無線通信の親機として、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。

測定したデータを親機または中継器に無線伝送できます。壁取付、デスクトップなど省スペース設置が可能です。(GX70SM)
無線監視モニタ用の多機能I/O機器(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)です。(UT52A/UT32A)

中継器としての機能を持っています。

GX20形名・仕様コード GP20形名・仕様コード
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

GP20 ペーパレスレコーダ 
（ポータブルタイプ、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

電源電圧 1 100V AC、240V AC＊3

電源コード M 電安法（PSE ）ケーブル

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
/C2 RS-232＊4

/C3 RS-422/485＊4

/CG カスタムディスプレイ機能＊5

/D5 VGA 出力
/E1 EtherNet/IP通信（PLC通信プロトコル）
/E2 WT通信＊6

/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）＊7 ＊8

/MC 通信チャネル機能＊9

/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 ）＊4 ＊9

＊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  拡張ユニット（GX60）を接続するときは、GX/GP 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 電源コードMのみ選択可。
＊4 /C2 と/C3 と/CM1 は同時に選択不可
＊5 カスタムディスプレイの作成には、DXA170　DAQStudio（ 別売 ）が必要です。
 （GX/GPには作成機能はありません。）
＊6 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。
＊7  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。
＊8 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。
＊9　/CM1は/MCの同時選択が必要

GM10形名・仕様コード GX70SM形名・仕様コード

GM90PS 形名・仕様コード
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
GMに積算バーグラフ表示機能（/WH）を指定する場合は、GM90PSに
/WHの指定が必要です。

バリデーションドキュメント（GX70SM 用）
SMARTDAC＋バリデーションドキュメント（ 別売 ）にGX70SM無線通
信接続に関する検証プ ロトコルが追加されました。GX70SMを使用
したバリデーション作業の工数を削減できます。（ 付加仕様/W ）
形式：773230/W

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 

/WH 積算バーグラフ表示機能＊6 

形名 基本仕様コード 付加仕様 
コード 記事

GX70SM 無線入力ユニット
チャネル数 -02 2チャネル

方式 -L0 ユニバーサル入力、スキャナ方式
（チャネル間絶縁 ）

− N 常にN
端子形状 -C 押し締め端子
地域 J 日本向け、技適認定品

付加仕様 /RH 内蔵湿度センサ付き、1チャネル
/DB 拡張データバックアップ機能＊1

形名 基本仕様コード 内　　容
UPM100 –□ □ □ □ □ –2 0 小形電力モニタ

相および
線式

–1 単相2線式
–2 単相3線式
–3 三相3線式
–4 三相4線式

定格入力電圧
/電流

3 220V/1A AC(三相4線時は相電圧127V AC)＊1

4 220V/5A AC(三相4線時は相電圧127V AC)＊1

5 440V/1A AC(三相4線時は相電圧277V AC)
6 440V/5A AC(三相4線時は相電圧277V AC)

出力機能

0 表示機能なし/パルス出力なし
1 表示機能あり/パルス出力なし
2 表示機能なし/パルス出力あり
3 表示機能あり/パルス出力あり

オプション通信機能 0 なし(RS-485通信は標準装備)
A 920MHz無線通信(シリアルゲートウェイ機能付き)

オプション測定機能

0 積算分解能kWh
1 積算分解能kWh/力率瞬時値
2 積算分解能kWh＊2/無効電力、積算無効電力
3 積算分解能kWh＊2/力率瞬時値、無効電力、積算無効電力
4 積算分解能Wh
5 積算分解能Wh/力率瞬時値
6 積算分解能Wh＊2/無効電力、積算無効電力
7 積算分解能Wh＊2/力率瞬時値、無効電力、積算無効電力

供給電源 –2 85 ～ 264V AC 50/60Hz
固定コード 0 常に0

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

＊1 単相3線式は、200V(100V＋100V)です。　＊2 無効電力選択時の単位はkvarhまたはvarhです。

関連商品 （ 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。）

アクセサリ 　　　　　
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

アンテナ延長ケーブル2.5m（5本セット）　形名774011-015　／ アンテナ延長ケーブル7.5m（5本セット）　形名774011-016

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。
LEDで電波の強度が確認できます。 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。ケーブル長2.5m

無線入力ユニットGX70SMの入力端子台
です。（無線入力ユニットGX70SMに1つ
標準で付属されています）

ルーフトップアンテナ
 （部番 :A1060ER）

入力端子台
 （部番 :A2226JT）

UT 壁取付用ブラケット
 （形名 :UTAP005）

外付無線ユニット（RS-232Cタイプ） 形名774011-004

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。

UPM100 形名・仕様コード

UT52A 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。

＊1  バックフィル機能を使用するには、以下のすべての条件を満たした親機（GX20/GP20/GM10）が
必要です。

 ・ 本体ファームウェアのバージョンがR4.09以降   ・ 無線通信モジュールのバージョンがv4.4.0以降
 ・ 付加仕様/AS付き
付属品：マニュアル、磁石、ねじ 
※電池(CR123A)はお客様にてご用意ください。

■ 親機として… GX20 GP20　　　　GM10

■ 中継器として… GM10 UPM100

■ 子機として… GX70SM GM10 UPM100

UT52A/UT32Aを壁に取り付けるとき
に使用します。

UT52A/
UT32A

UT52A/
UT32A

接続可能機種： GX20/GP20、GM10、GX70SM、
UT52A/UT32A

接続可能機種： GX20/GP20、GM10、GX70SM、
UT52A/UT32A、UPM100

ルーフトップアンテナと組み合わせて
ご利用ください。
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いろいろな場面で見える化

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。

工場内に分散した計器盤で
表示している温度、流量、pH値を
無線でつなげてリモート監視・記録ができます。

保管倉庫ドアステータス＆温度監視

A B

C

D E

F
A B

C

D E

F

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

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

原料倉庫
生産ライン

出荷倉庫

工場

排水設備

事務棟
現場に設置された
温度/流量/pH値を
事務棟で監視・記録

電波に関するご注意
● 本製品は、日本国内でのみ使用できます。 This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
● 次の場所では、周辺環境の影響で通信ができない場合があります。
 ・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ
 ・金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
● 本製品と同じ無線周波数帯の無線機器が、本製品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
● 本製品は、技術基準適合認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 ・本製品を分解／改造すること　・認証マークを消すこと　・指定されたオプション品以外のアンテナを使用すること
● 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性があることにご留意ください。

ご購入製品に関する情報の確認や、ソフトウェア更新／各種
ダウンロードなどのサービスをご利用いただけます。
会員サイト（Customer Portal）

http://smart920.com

https://myportal.yokogawa.com/

製品情報はこちらから 会員登録のご案内




