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■	 概要
XS770A 一体形無線振動センサは，振動と温度センサ
を内蔵した電池駆動の Industrial IoT（IIoT）向け小型
無線センサです。
生産設備や機器の傾向監視を目的とし，その振動や
表面温度を長期間にわたってモニタリングすること
で対象物の異常兆候をとらえます。設備データの見
える化により，設備保全や管理の効率化を実現しま
す。
また，省電力・長距離の通信を実現する広域無線通
信方式 LPWA（Low Power Wide Area） 無線方式の採
用により，広大なエリアにセンサ設置が可能となり
簡易なデータ収集を実現します。

■	 特長
●	 耐環境性に優れた電池駆動の小型無線センサ
高い耐環境性を持つ電池駆動の小型無線センサを，
プラント内の配線が困難な場所にも設置し，さまざ
まなデータを収集することで，設備異常の早期発見
や故障の予知などのプラント保全に貢献します。

●	 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二類危険箇所に設
置することができます。

●	 ライセンスフリー帯域を使った長距離無線通信
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，広大なエリアに自由にセンサ
を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
NFC（近距離無線通信）インタフェースを持つスマー
トフォン等の Android 端末を利用した，シンプルで
わかりやすいセンサの設定と状態確認を実現します。

■	 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 1 本（専用品）
定格電圧： 3.6 V
定格容量： 2.6 Ah
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□	性能仕様
測定：

項目 仕様
振動測定 測定値 加速度（ピーク），速度（RMS）

測定軸 X，Y，Z，3 軸合成
測定可能範囲 *1 加速度：0 ～ 130 m/s2

速度 *2：0 ～ 20 mm/s
測定周波数帯域 10 ～ 1,000 Hz（± 3 dB）
測定精度 ± 10% FS @ 100 Hz (X, Y, Z 軸 )

± 20% FS @ 100 Hz (3 軸合成 )
温度測定 測定値 温度

測定可能範囲 -20 ～ 85 ℃
分解能 0.1 ℃
測定部 台座

*1: 入力された振動のピーク値です。測定周波数帯域
と測定可能範囲の関係は，下図を参照してくださ
い。

*2: 入力が正弦波のとき，20 mm/s pk は 14 mm/s RMS
に相当します。
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図  測定可能範囲

電池特性：
以下の条件において一般的に 4 年間動作します *。

・ データ更新周期：1 時間
・ 送信データ数：1
・ 周囲温度：23℃± 2℃
*： 周囲温度や通信品質などの可変要素で電池寿命は

短くなることがあります。

更新周期：
1 分～ 3 日

□	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，センサオー
バーレンジ，センサ故障，メモリ故障

*：  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，センサのソフトウェ
アを更新することが可能です。

□	設置環境
周囲温度：

動作時：  -20 ～ 85 ℃（基本仕様コード タイプ：00） 
-20 ～ 80 ℃（基本仕様コード タイプ：J5）

周囲湿度：
0 ～ 100% RH（結露しないこと）

耐衝撃：
100 G

□	適合規格
保護等級：

IP66/IP67

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： 006-000614

防爆構造：
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 ic IIB T4 Gc 
合格番号：TC22377

□	形状・材質
ケース：

強化プラスティック（PBT）

台座：
ステンレス鋼

質量：
260 g 

取付：
測定対象へねじ取付け *（六角穴付止めねじ付属）

*：  アクセサリのマグネティックホルダを使用して取
付けることもできます。マグネティックホルダを
使用した場合は振動測定周波数帯域が低下します。

2022.03.18-00

../submenu.htm
../../index.htm


GS 01W06E01-01JA

3<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2018,  Yokogawa Electric Corporation

■	 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
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 μV/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。 

F02.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 基本仕様コード 仕様
XS770A*1 ���������������������������������������������������������������������� 一体形無線振動センサ
--- -A	������������������������������������������������������������ 常に A
使用地域 1	������������������������������������������������������ 日本仕様
タイプ 00	����������������������������������������������

J5	�����������������������������������������������
一般形
日本防爆規格 本質安全防爆形 Ex ic IIB T4 Gc

--- -A	���������������������������������������� 常に A
ハウジング *2 1	���������������������������������� 強化プラスティックおよびステンレス鋼
電源 C	���������������������������� 電池駆動（専用電池内蔵）
--- A	��������������������� 常に A

*1:  取付用の六角穴付止めねじが付属します。
*2:  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。

2022.03.18-00

□	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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■	 アクセサリ

品名 部品番号 仕様
マグネティックホルダ *1 F9096DA 取付用マグネット（M6 めねじ）

材質：SUS430 および SUS304
内部磁石：サマリウムコバルト磁石

*1:  マグネティックホルダを使用した場合は，振動周波数 1 kHz 周辺の振動測定値に影響が出ます。また，温度測定値は台座
の温度を測定するため，直接取付と比べてマグネティックホルダを構成する磁石と金属の温度伝導の影響を受けます。

形名 基本仕様コード 仕様
XS70BT*1 ���������������������������������������������������������������������� リチウム電池
電池タイプ -A	������������������������������������������������������������ XS770A 専用バッテリパック
--- A	������������������������������������������������������ 常に A
数量 -C004	����������������������������������������� 4 個

-C012	����������������������������������������� 12 個

*1:  XS70BT は SAFT 製電池に電池コネクタを取付けた専用品（形名：LS14500 C5SY）を指定の数量分まとめたものです。

2022.03.18-00
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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

F03.ai

NFCインタフェース

取付け用めねじ（M6）

台座
46

46
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ø30

●	 マグネティックホルダ	
部品番号 :	F9096DA

取付け用めねじ（M6）
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<ご注文時指定事項>

1. 形名，基本仕様コード，および付加仕様コード

<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。

●	 六角穴付止めねじ（M6）

F05.ai2:1
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2:1

3

単位 : mm
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