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小規模電力監視パッケージ
SMARTDAC+ GM / UPM100

Bulletin 77C01H02-01JA



Ethernet

PCWi-Fiルータ

Webアプリケーションによる監視（社内ネットワーク環境）

横河は、 で省エネルギーをサポートしますかんたん導入
小規模電力監視パッケージは、データアクイジションシステムGMおよび電力モニタUPM100で構成
された小規模エネルギー監視用のデータ収集システムです。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。

学　校 店　舗

ビ　ル

学校、店舗、ビルなどで
省エネルギー支援

特 長

□ ウィザード機能でかんたんシステム構築

□ 無線化により配線コストの削減

□ Webアプリケーションにより、どこからでも監視可能

□ I/Oの拡張性に優れたシステム構成

＊ SMARTDAC+ GM 1台による測定点数：最大30台

ユニバーサルビューアで
電力量の積算値を時報、
日報のレポート出力が可能

複数グループを統合監視
最大2000アイテムまで監視することが可能

カスタムグラフィックで
簡単見える化
表示画面のカスタマイズが可能
電力使用状況をわかりやすく「見える化」                        

デマンド監視で
ピークカットを支援
デマンド電力のグラフ表示とアラーム通知が可能

ハードウエア設定ソフト
ウェアのウイザード機能で
かんたん設定

SMARTDAC + GM

UPM100

流量計

流量計

RS-485

RS-485

VJET

工場 B

：小規模電力監視パッケージ

拡張性に優れたシステム構成

＊ 流量計はパッケージには含まれません。

＊ SMARTDAC+GMの
　 920MHz無線通信とRS-485通信を
　 同時に使用できません。

＊ Wi-Fiルータを使えば、
　 タブレット端末で
　 どこでも監視できます。

事務所

データロギングソフトウェアGA10（統合監視ソフトウェア）

監視室

UPM100
（920MHz無線機能付き）

UPM100

RS-485

無線化により
配線工事にかかる
手間やコストを削減

工場 A

SMARTDAC + GM 
（920MHz無線機能付き）

有効電力量／皮相電力量／無効電力量
有効電力／皮相電力／無効電力
各線間電圧／相電流／力率／周波数

さまざまな計測が可能

小規模電力監視パッケージ
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 形式選定ツール

GM10本体 1台*1 

（付加仕様/MT、/MC、/WH*3 *4必須）
GM10用電源 1台*2（付加仕様/WH必須）
GM10用モジュールベース 1台

*1  GM10本体が無線付きの場合は、オプション/CM1付となり
ます。

*2 100-240V AC系、12-28 V AC系を指定します。
*3  付加仕様/WHは、付加仕様/ASと組み合わせはできません。
*4  付加仕様/WHを指定した場合、Webアプリケーションの表
示言語は日本語、英語、韓国語のみです。

*5 形式選定ツール（Excel）で算出した台数です。
*6  GMには任意取付、UPM100には必須取付となります。機
器の台数分必要となります。

データアクイジションGM

UPM100指定台数*5

電力モニタ

CTW15 / CTW35 / 
CTW10 / CTW20 /
CTW100 / CTW130
指定台数*5

電線固定型変流器

部番A1060ER*6

ルーフトップアンテナ

 パッケージ内容

UPM100接続台数が20台以下の場合、GM10-1（標準タイプ）をご指定ください。
UPM100接続台数が20台以上（Max. 30台まで）の拡張予定や、デマンド演算等組み込み予定がある場合は、GM10-2（大容量タイプ）をご指定ください。

この写真は上記 3つが組まれたイメージとなります

1. Webへアクセス 2. 形式を選定

http://www.yokogawa.co.jp/ns/upm100pkg/

相・線式、定格電圧、1次側電流、
表示／無線／パルス出力 の有無
を入力し、購入機器形式と台数
を算出

当社ホームページから形式選定ツール（Excelファイル）を
ダウンロード

形式選定ツール（Excel）イメージ

GA10 GX70SM

 関連商品

無線入力ユニット
（温度と湿度入力）

データロギング
ソフトウェア

VJETPR720
Ethernet/RS-485
変換器

電力モニタ
GA10

Ethernet or シリアル

・ 最大接続数：100台
・ 最大収集チャネル数：2,000チャネル
・ 高速収集：100ms（最速）




