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■	 概要
XS110A 無線通信モジュールは，省電力・長距離の無
線通信機能を搭載し，「XS530 圧力測定モジュール」
や熱電対を接続した「XS550 温度測定モジュール」
と組み合わせて，IIoT (Industrial Internet of Things) 向
けの無線センサとして動作します。本製品は，搭載
する電池から測定モジュールに給電する機能を持ち
ます。
無線通信機能として，省電力・長距離通信を実現する
広域無線通信方式 LPWA（Low Power Wide Area）の
１つである LoRaWAN を採用しています。LoRaWAN
はライセンスフリーで，建物や地形の影響をうけに
くい周波数帯を使用しています。これにより，広大
なエリアに無線センサを設置して，測定データを自
動的に収集することができます。
各測定モジュールについては，関連製品の一般仕様
書を参照してください。

■	 特長
●	 省電力・長距離通信可能な無線通信機能を搭載
受信感度と電波干渉耐性に優れ，理想的な通信環境
で 10 km 以上の通信距離を実現する LoRaWAN（日本
仕様）の採用により，広大なエリアにセンサを設置
することができます。

●	 優れた耐環境性と電池駆動の実現
本製品は搭載する電池から測定モジュールに給電し
ます。また，測定モジュールと組み合わせることで，
プラントでの導入に要求される耐環境性を持つ電池
駆動の無線センサとして動作します。電源工事が不
要ですので，屋内外問わずさまざまな場所に設置す
ることができます。

●	 危険場所で使用できる防爆認証を取得
石油化学プラントや塗装工場，薬品工場などの可燃
性ガスを取り扱う工場や設備の第一類危険箇所に設
置することができます。

●	 スマートフォンを利用した設定と状態確認
Android 端末で動作する専用ソフトウェア (Sushi 
Sensor App) を使用して，設定と状態確認を行います。
本製品に搭載した NFC ( 近距離無線通信 ) インター
フェースを介して行うことで，シンプルでわかりや
すいセンサの設定と機器の状態確認が可能です。

■	 標準仕様
□	無線仕様
通信プロトコル：

LoRaWAN クラス A，AS923 日本仕様
ARIB STD-T108 準拠

通信レート：
250 ～ 5470 bps（LoRa 変調）

無線周波数：
920.6 ～ 928.0 MHz

無線セキュリティ：
AES 128 bit 暗号化

無線出力電力：
最大 7 dBm

アンテナ：
内蔵無指向性アンテナ

□	電源仕様
電池駆動：

塩化チオニルリチウム電池 単 1 サイズ 1 本
（電池は別売り）

定格電圧：3.6 V
定格容量：19 Ah
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□	性能仕様
更新周期：

1 分～ 3 日

電池特性：
XS110A に接続する測定モジュールによって電池寿
命が異なります。各測定モジュールの一般仕様書
をご確認ください。

□	機能仕様
出力信号：

LoRaWAN（AS923; 日本仕様）

NFC	インタフェース：
NFC フォーラム Type 2 Tag

診断機能：
電池残量 *，内部温度，無線通信異常，メモリ故障，
測定モジュール検出異常

*：  実際の電池残量と使用状況から推定した電池残量
の差異が大きくなることがあります。

ソフトウェアダウンロード機能：
NFC インタフェースを介して，本製品と測定モ
ジュールのソフトウェアを更新することが可能で
す。

測定モジュールへの電源供給：
供給電圧：3.3 V
供給電流：50 mA

	

□	設置環境
周囲温度：

動作時：  -40 ～ 85℃（一般形） 
-40 ～ 75℃（本質安全防爆形）

保管時：-40 ～ 85℃

周囲湿度：
0 ～ 100% RH（結露しないこと）

温度勾配：
動作時：± 10℃ /h 以内
保管時：± 20℃ /h 以内

高度：
3000 m 以下

耐振動：
0.21 mmP-P (10 ～ 60 Hz)，3G (60 ～ 2 kHz)

耐衝撃：
50 G 11 ms

□	適合規格
保護等級：

IP66/IP67
測定モジュールと接続して固定した状態で機能し
ます。

工事設計認証（電波法）：
証明規則第 2 条第 1 項第 8 号
認可番号：006-000711

防爆構造：
日本防爆規格  本質安全防爆形
適合規格：工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針） 

第 1 編  総則 JNIOSH-TR-46-1:2015
第 6 編  本質安全防爆構造 “i” JNIOSH-TR-46-6:2015 

防爆等級：Ex ib IIC T4 Gb 
電源：TL-5930/S（タディラン社製） 1 個
コネクタ：

Uo=6.88 V, Io=1.54 A, Po=0.3 W, Lo=3 μH, Co=10 μF
合格番号：DEK19.0042X

□	形状・材質
ハウジング：

強化プラスティック（PC）

質量：
300 g （電池なし）

2022.3.18-00
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■	 ソフトウェア仕様
□	Sushi	Sensor	App

本製品の設定や状態確認等を NFC インタフェース
経由で行うためのソフトウェアです。

対応言語：
ソフトウェア：日本語 / 英語
マニュアル： 日本語

動作環境：

項目	 推奨システム要件
OS Android 5.1.1 以上
CPU Snapdragon 800 または同等品以上
解像度 1280x720 ドット以上
NFC リーダ，ライタ
GPS 任意

利用できる Android	端末の注意点：
本質安全防爆形に対して Sushi Sensor App を使
用する場合は，電波法施行規則第 44 条におい
て個別の許可が不要とされる NFC の電界強度が
500 μ V/m（3 m の距離）以下の Android 端末を使
用してください。 下記のマークのいずれかが貼付
もしくは画面表示される Android 端末は型式指定
を受け，上記の電界強度を超える出力が許可され
た高出力製品のため使用できません。

F01.ai

総 務 省 指 定

第 ※ 号 MIC/KS

※ 印は Android 端末の型式指定番号

■	 形名およびコード一覧

形名 コード 仕様
XS110A ���������������������������������������������������������������������� 無線通信モジュール
モジュール間通信 -A	������������������������������������������������������������ XS シリーズ専用デジタル通信
使用地域 1	������������������������������������������������������ 日本
タイプ 00	���������������������������������������������� 一般形

J5	����������������������������������������������� 日本防爆規格 本質安全防爆形 Ex ib IIC T4 Gb
--- -A	���������������������������������������� 常に A
ハウジング * 5	���������������������������������� 強化プラスティック (PC)
電源 D	���������������������������� 電池駆動
--- A	��������������������� 常に A

*： 有機溶剤，酸性・アルカリ性薬剤の成分がケースに付着することは避けてください。

■	 アクセサリ
品名 部品番号 仕様

電池 F9915NR 塩化チオニルリチウム電池 *1 × 2 本 *2

*1： 当社指定のタディラン社製 TL-5930/S は，市販品として調達することも可能です。
*2： 本製品は単 1 サイズの乾電池 1 本で動作しますが，アクセサリは 2 本セットです。

2022.3.18-00

□	Key	Card	Editor
LoRaWAN 通信の認証や暗号化処理で使用するセ
キュリティ情報を保存するキーカードを作成する
ソフトウェアです。

対応言語：
ソフトウェア： 日本語
マニュアル： 日本語

動作環境：

項目 推奨システム要件
OS Android 5.1.1 以上
CPU Snapdragon 800 または同等品以上
解像度 1280x720 ドット以上
対応 NFC カード ・MIFARE Ultralight

・MIFARE Classic
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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。

■	 外形図

●	 本体
 単位：mm

測定モジュール取付ねじ

NFC
インターフェース

13
3.
5

ø68

ケース固定ねじ

測定モジュール接続コネクタ

F02.ai

2022.3.18-00

＜注文時指定事項＞

1. 形名，基本仕様コード，および付加仕様コード

＜関連機器＞

XS530 圧力測定モジュール： GS 01W06F01-01JA
XS550 温度測定モジュール： GS 01W06F02-01JA

＜商標＞

・ Sushi Sensor は横河電機の登録商標です。
・ LoRa の名称および関連するロゴは，Semtech 

Corporation またはその子会社の登録商標または
商標です。

・ その他，本文中に使用されている会社名，商標名
は各社の登録商標または商標です。

・ 本文中の各社の登録商標または商標には，™，® 
マークは表示しておりません。

 

本製品は日本国内での使用を目的とし，国内規格
に準拠した仕様です。
本製品は New Legislative Framework（NLF）非対
応により，CE マーキングはありません。
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