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今後の新製品情報を確実にお届けさせていただくために、お客様に製品登録をお願
いしています。
登録は、下記の URL の「製品登録」ボタンをクリックしてください。

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

ユーザー登録のお願い

計測相談のご案内

当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、レコーダ・データロガー製品
に関する、仕様、機種のご選定、応用上の問題などのご相談を下記CSセンターで承
っています。
価格、納期などの販売についての内容は、最寄りの営業・代理店へお問い合わせく
ださい。

●お問い合わせ：横河電機株式会社 カスタマーサポートセンター

　または

フリーダイヤル受付時間　9：00～17：00 (12:00～13:00を除く)
月～金曜日(祝・祭日、弊社指定休日を除く)

FAX 
ファクシミリ

0422-52-61340120-569116
フリーダイヤル

daq_cs@csv.yokogawa.co.jp

PRS108-02
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はじめに
このたびは、SMARTDAC+ GX20W ペーパレスレコーダ 無線
モデル（以下、GX20W と呼びます）をお買い上げいただき
ましてありがとうございます。このマニュアルは、GX20W の、
GX20 と異なる仕様、機能について説明したものです。

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。
形名 製品名
GX20W ペーパレスレコーダ（無線モデル、パネルマウン

トタイプ）

マニュアルのご利用法について
無線ゲートウェイ機能は、当社のフィールド無線用一体形
ゲートウェイ YFGW710（以下、YFGW710 と呼びます）と
同等です。無線ゲートウェイ機能については、付属の DVD-
ROMに収納されている、フィールド無線用一体形ゲートウェ
イ YFGW710 のユーザーズマニュアル（IM 01W01F01-01JA）
をご覧ください。

ペーパレスレコーダの機能は、GX20（ファームウェアバー
ジョンナンバー「4.06」）と同等です。
ペーパレスレコーダの機能については、GX20の各ユーザー
ズマニュアルをご覧ください。GX20 のユーザーズマニュ
アルをご覧いただくにあたり、GX20Wに搭載されていない
機能が記載されています。その機能一覧を次表に示します。

GX20W（ファームウェアバージョンナンバー「4.06」）
の未搭載機能一覧
機能 GX20W-2 仕様

（ファームウェアバージョン
ナンバー「4.06」）

GX20-2 仕様
（ファームウェアバージョン

ナンバー「4.06」）
高耐圧AIモジュール.
（GX90XA-10-V1）

使用できません。 対応

高速AIモジュール.
（GX90XA-04-H0）

使用できません。 対応

4線式RTD/ 抵抗モジュール
（GX90XA-06-R1）

使用できません。 対応

PID制御モジュール
（GX90UT）

使用できません。 対応

測定動作モード 測定動作モードは使用でき
ません。

標準、高速、デュアルイン
ターバルの切替が可能

カスタムディスプレイ (.付加
仕様、/CG)の制御部品の追
加

GX20で追加した制御部品は
使用できません。

コントローラ、制御アラーム
インジケータ、外部コント
ローラ部品を追加

初期化機能 制御設定の初期化はできま
せん。

制御設定、個別設定（表示
データ設定、記録チャネル
設定）の初期化可能

制御機能 GX20で追加した制御機能は
使用できません。

・制御設定
・プログラム制御設定
・.制御画面（コントロールグ
ループ、チューニング、プ
ログラム選択、プログラム
運転、制御オーバビュー、
制御アラームサマリ、制御
動作サマリ）の追加
・.プログラムパターンロード
/セーブ

イベントアクション GX20で追加となったイベン
トアクション機能は使用で
きません。

・.ディアルインターバル測定
時のイベントトリガの測定
グループ選択
・パターンファイルロード

制御イベントアクション 使用できません。 制御イベントアクション機
能の追加

次ページに続く

機能 GX20W-2 仕様
（ファームウェアバージョン

ナンバー「4.06」）

GX20-2 仕様
（ファームウェアバージョン

ナンバー「4.06」）
操作ロック /ユーザ制限 操作ロックおよびユーザ制

限の制御関連操作は使用で
きません。

操作ロックおよびユーザ制
限に制御関連の操作を追加
（リモート /ローカルい操作、
制御操作、チューニング操
作、プログラム操作）

DARWIN互換コマンドの追
加

以下のコマンドは使用でき
ません。
・..高速 AIモジュール、4線
式RTD/ 抵抗モジュールの
扱い
・..デュアルインターバル時の
動作対応（EX、PS、MSコ
マンド）
・..CFコマンドによるPIDモ
ジュールの出力
・測定動作モードによる扱い

・.高速 AIモジュール、4線
式RTD/ 抵抗モジュールの
扱い
・.デュアルインターバル時の
動作対応（EX、PS、MSコ
マンド）
・.DR対応コマンド（SZ、
SC、PT）の追加
・.CFコマンドによるPIDモ
ジュールの出力
・.SRコマンドのGX20にあ
りDARWINにない設定の
対応。
・測定動作モードによる扱い

920MHz 無線通信（/CM1） 未対応 対応
プログラム制御（/PG） 未対応 対応

QRコード
YOKOGAWA 製品は、機器保全・機器管理業務にお役立て
いただくために、製品に QR コードを順次添付して出荷しま
す。QR コードによって、購入製品の機器仕様の確認や、取
扱説明書の参照が可能です。詳細については、次の URL を
ご参照ください。
https://www.yokogawa.co.jp/qr-code

QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。
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ご使用前に、このマニュアルと下記のマニュアルをよくお
読みいただき、正しくお使いください。
製品の仕様については一般仕様書を参照してください。

紙マニュアル
マニュアル名 マニュアル No.
Model.GX20W
ペーパレスレコーダ.無線モデル.ユーザーズマニュアル

IM.04L51B11-01JA
（本書）

Model.GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ.ファーストステップガイド

IM.04L51B01-02JA

SMARTDAC+.ご使用上の注意事項（モジュール、GX60に添付）IM.04L51B01-91JA

オンラインマニュアル（付属のDVD-ROMに収納）
マニュアル名 マニュアル No.
YFGW710.フィールド無線用一体形ゲートウェイ IM.01W01F01-01JA

電子マニュアル
次のサイトから最新のマニュアルをダウンロードできます。
http://www.smartdacplus.com/manual/ja/

マニュアル名 マニュアル No.
Model.GX20W
ペーパレスレコーダ.無線モデル.ユーザーズマニュアル

IM.04L51B11-01JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ.ファーストステップガイド

IM.04L51B01-02JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ.ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-01JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
通信コマンドユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-17JA

SMARTDAC+スタンダード.ユニバーサルビューア.
ユーザーズマニュアル

IM.04L61B01-01JA

SMARTDAC+スタンダード.ハードウェア設定.
ユーザーズマニュアル

IM.04L61B01-02JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
マルチバッチ機能（/BT）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-03JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
EtherNet/IP 通信（/E1）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-18JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
WT通信（/E2）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-19JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
OPC-UAサーバ（/E3）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-20JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
SLMP通信（/E4）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-21JA

Model.GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
Logスケール（/LG）ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-06JA

DXA170　DAQStudio ユーザーズマニュアル IM.04L41B01-62JA
SMARTDAC+ご使用上の注意事項 IM.04L51B01-91JA

一般仕様書（GS）
一般仕様書名 一般仕様書 No.
GX20Wペーパレスレコーダ.無線モデル GS04L51B11-01JA
GX90XA/GX90XD/GX90YD/GX90WD/GX90XP/GX90YA入出力モ
ジュール

GS04L53B01-01JA

*. マニュアルNo.と一般仕様書No. の最後の2文字は、
マニュアルの記述言語を表しています。

付属ソフトウェア製品について
DVD-ROM に 収 納 さ れ て い る 付 属 ソ フ ト ウ ェ ア は、
YFGW710 と共通です。ソフトウェア製品およびソフトウェ
ア使用許諾契約書については、DVD-ROM に収納されてい
る、「はじめにお読みください」のユーザーズマニュアル（IM 
01W01F01-11JA）をご覧ください。

 

ご注意
●  本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告

なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不

審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手
数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製するこ
とは禁止されています。

● 本書は、最終ユーザーまでお届けいただきますようお願
いいたします。また、本書は大切に保管していただきま
すようお願いいたします。

認定代理人
横河ヨーロッパ（Yokogawa Europe B.V. Euroweg 2 , 3825 
HD Amersfoort, The Netherlands）は、欧州経済領域におけ
る本製品の認定代理人です。

履歴
2014 年 12 月 初版発行 2018 年 6 月 6 版発行
2015 年 12 月 2 版発行 2018 年 7 月 7 版発行
2016 年 5 月 3 版発行 2019 年 3 月 8 版発行
2017 年 2 月 4 版発行 2021 年 6 月 9 版発行
2017 年 6 月 5 版発行

本体バージョンと機能
版 製品 追加 / 変更内容
1 バージョン 2.02 －
2 同上 EU 新電池指令記載内容修正
3 バージョン 3.02 バージョン 3.02 対応
4 同上 付加仕様コード追加（CE マーク適合）
5 同上 バージョン 4.01 との差分機能の記載
6 同上 「本製品の廃棄方法について」追加
7 同上 バージョン 4.03 との差分機能の記載
8 バージョン 4.06 GX のバージョン 4.06 との差分機能の記載
9 同上 付加仕様、/CE 削除

本製品を安全にご使用いただくために
Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ ファー
ストステップガイド（IM 04L51B01-02JA、紙マニュアル）
に記載の各注意事項をよくお読みいただき、正しくお使い
ください。

このマニュアルで使用している記号

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負
うか、または物的損害のみが発生する危険が
あるときに、それを避けるための注意事項が
記載されています。

操作や機能を知るうえで，注意すべきことが
らを記述してあります。
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梱包内容の確認
梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してくだ
さい。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観
に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡くだ
さい。本体に貼付された銘板に記載されている MODEL( 形
名 ) と SUFFIX( 仕様コード ) で、ご注文どおりの品であるこ
とを確認してください。

NO.( 計器番号 )
お買い求め先にご連絡いただく際には、この番号もご連絡
ください。

形名と仕様コード
GX20W
形名コード 付加仕様

コード
記事

GX20W-2J/BC/D5
/FL/UH/CEN

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、無線モデル（通信チャネ
ル機能付き）*2.*5
-2：大容量タイプ（最大測定チャネル数：500.
ch）
J：日本語表示、DST（夏 /冬時間）*3
/BC：黒色カバー *1
/D5：VGA出力 *1
/FL：Fail 出力、1点 *1
/UH：USBインタフェース（ホスト2ポート）*1
/CEN：CEマーク非適合

付加仕様 /AH 航空宇宙向け熱処理
/BT マルチバッチ機能
/C3 RS-422/485
/CG カスタムディスプレイ機能 *4
/E1 EtherNet/IP 通信
/E2 WT 通信
/E3 OPC-UAサーバ
/E4 SLMP通信（MELSEC）
/LG Logスケール
/MT 演算 (レポート機能含む )*6.*7

*1 /BC、/D5、/FL、/UHおよび /CENは GX20Wの標準仕様です。
*2 GX20Wには拡張ユニット（GX60）を接続することはできません。
*3 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/

*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。
（GX20Wには作成機能はありません。）

*5 本体付属のソフトウェア基本使用権含みます。
*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。

 

付属品
GX20W には、次の付属品が添付されています。品不足や損
傷のないことを確認してください。
番号 品名 部品番号・形名 数量 備考
1 取付ブラケット B8740DY 2
2 SDメモリカード 773001 1 1.GB
3 ダミーカバー B8740CZ 10 空きスロット装着
4 タグプレート B8740FE 1
5 シート B8740FF 1
6 スタイラスペン

(タッチペン )
B8740BZ 1

7 +2.dBi アンテナ *1 F9193DH 1
8 マニュアル IM.04L51B01-02JA 1 ファーストステップ

ガイド
IM.04L51B11-01JA 1 本書

9 DVD-ROM F9193LA 1 YFGW710オンライン
マニュアル
無線システム設定・
管理ソフトウェア

*1 アンテナは、付属品のアンテナを使用してください。
不明点がある場合は、お問い合わせください。

アクセサリ（別売）
品名 部品番号・形名 販売単位 備考
リモートアンテナケーブ
ル *1
（取付金具付）

F9193UA 1 1.m
F9193UB 1 3.m
F9193UC 1 4.m(1.m+3.m)，.

アレスタ付
F9193UD 1 6.m(3.m+3.m)，.

アレスタ付
F9193UE 1 13.m(3.m+10.m)，

アレスタ付

*1 日本国外では各国の電波法により使用可能な地域が限られています。詳細につい
ては、お問い合わせください。

品名 部品番号・形名 販売単位 備考
取付ブラケット B8740DY 2
SDメモリカード 773001 1 1.GB
スタイラスペン.
( タッチペン )

B8740BZ 1

シャント抵抗
（M3ねじ端子用）

415940 1 250Ω±0.1.%
415941 1 100Ω±0.1.%
415942 1 10Ω±0.1.%

シャント抵抗
（押し締め端子用）

438920 1 250Ω±0.1.%
438921 1 100Ω±0.1.%
438922 1 10Ω±0.1.%

ダミーカバー B8740CZ 1 空きスロット用
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GX20Wの概要
GX20W は、ISA100 フィールド無線システム用ゲートウェイ
機能を搭載しており、多点温度伝送器 YTMX580 など、対
応する無線フィールド機器や、GX20W に装着した入出力モ
ジュールからの測定データをリアルタイムにタッチパネル
に表示し、SD メモリカードにデータを保存することがきる
ペーパレスレコーダです。
無線フィールド機器を最大 50 台接続可能です。
最大 500 チャネル（入出力チャネル）の測定が可能です。

無線ゲートウェイ機能部は、無線フィールド機器の Publish 
*1 データを受けて、Modbus レジスタに格納します。
無線ゲートウェイ機能部は、内部でイーサネット接続され
ています。Modbus クライアント機能を使用して、Modbus
レジスタのデータを通信チャネル（C001 ～ C500）に割り
付けることにより、プロセスデータを記録、表示できます。

*1 あらかじめ無線フィールド機器自身に設定された周期
で、プロセスを測定し、無線通信で発信する動作。

GX20W
フィールド無線機器

 

仕様
GX20 と異なる仕様は次の通りです。

機能仕様
・ 無線通信（GX20W のみ）
 通信プロトコル：ISA100 Wireless （IEEE802.15.4）に準拠
 周波数：2.400 GHz － 2.4835 GHz
 出力電力：最大 11.6 dBm（固定）
 受信感度：-95 dBm 以下
 通信速度：250 kbps
 アンテナ：+2 dBi 無指向性アンテナ
 セキュリティ：AES 128bit 暗号化
 通信範囲：屋外見通し 500 m
 見通しのある理想的な条件での値です。設置場所の環境

条件で大きく変化（短く）します。
 フィールド無線機器接続数：最大 50 台

・ 通信チャネル機能（標準搭載）
 通信チャネル数：500（C001 ～ C500）
 Modbus クライアント機能で Modbus レジスタを読み出

し、通信チャネルに割り付けます。
・ システム情報画面表示
 バージョン情報の表示で、バージョンの後に「BXXXXXX-

XX」が表示されます。

ファームウェアのアップデートは絶対に行
わないでください。GX20W のファームウェ
アは、ホームページに公開されていません。
GX20 用のファームウェアにアップデートし
ないように、注意してください。

・ 拡張ユニット接続
 GX20W には拡張モジュール（GX90EX）、拡張ユニット

（GX60）を接続することはできません。

ハードウェア仕様
・ 無線アンテナ部
 アンテナコネクタ形式 : N 型ジャック
 適合アンテナインピーダンス : 50 Ω

・ 電源
・. 定格電源電圧：100 〜 240.V.AC
・. 許容電源電圧範囲：90〜 132、180 〜 264.V.AC
・. 定格電源周波数：50.Hz、60.Hz
・. 消費電力：

電源電圧 LCDバックライト
消灯時

通常時 最大

100 V AC 38 VA 47 VA 90 VA
240 V AC 50VA 59 VA 110 VA

※ LCDバックライト消灯時、通常時とは以下の組み合わせ時
AI モジュール：5、DOモジュール：4、DI モジュール：1

・. モジュール供給電源：各モジュール消費電力の
合計が 20.Wまで供給可能

・. 不感瞬断時間：電源周波数 1サイクル以下
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適合規格
GX20W は以下の規格に適合しています。

GX20W は無線モジュールを搭載しています。
その無線モジュールは、以下の規格を満足し
ています。ご使用の前に、使用する地域がこ
れらの規格に満足しているか必ずご確認くだ
さい。

・ CSA：CSA C22.2 No. 61010-1、CSA-C22.2 No. 61010-2-
030 取得、過電圧カテゴリ II *1、汚染度 2*2

・ UL：UL 61010-1、UL Std. No. 61010-2-030 (CSA NRTL/C) 取得
・ オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制・無

線 通 信 規 制（RCM）：AS/NZS 4268、AS/NZS 2772.2、
E61326-1 適合 Class A

・ FCC 認定
 GX20W は FCC ID: SGJ-WFC001 の無線モジュールを搭載

しています。

 This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.

 Co-located:
 This transmitter must not be co-located or operated in 

conjunction with any other antenna or transmitter.

 FCC CAUTION
 Changes or modifications not expressly approved by the 

party responsible for compliance could void the user’ s 
authority to operate the equipment.

 Note: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in 
a commercial environment.

 This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instruction manual, may cause 
harmful interference to radio communications. Operation 
of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense.

RF Exposure Compliance:
 This equipment complies with FCC radiation exposure 

limits set forth for an uncontrolled environment and 
meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. 
This equipment has very low levels of RF energy that 
it deemed to comply without maximum permissive 
exposure evaluation (MPE). [*But it is desirable that it 
should be installed and operated keeping the radiator at 
least 20cm or more away from person’ s body.]

・ IC 認定
 GX20W は IC：8999A-WIC001 の無線モジュールを搭載

しています。
 This Class A digital apparatus complies with Canadian 

ICES-003.
 This device complies with Industry Canada licenceexempt 

RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

 Under Industry Canada regulations, this radio transmitter 
may only operate using an antenna of a type and 
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference 
to other users, the antenna type and its gain should be so 
chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful 
communication.

 This radio transmitter IC Number 8999A-WIC001 has 
been approved by Industry Canada to operate with 
the antenna types listed below with the maximum 
permissible gain and required antenna impedance for 
each antenna type indicated. Antenna types not included 
in this list, having a gain greater than the maximum gain 
indicated for that type, are strictly prohibited for use with 
this device.
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 Antenna type: Gain:
 COLLINEAR 9dBi, 50 Ω
 Sleeve 2.14dBi, 50 Ω

 French: Cet appareil numérique de la classe A est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

 Le présent appareil est conforme aux CNR d’ Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’ exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’ appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’ utilisateur de l’ appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’ en compromettre le fonctionnement.

 Conformément à la réglementation d’ Industrie Canada, 
le présent émetteur radio peut fonctionner avec une 
antenne d’ un type et d’ un gain maximal (ou inférieur) 
approuvé pour l’ émetteur par Industrie Canada. Dans le 
but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à 
l’ intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’ 
antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope 
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’ intensité 
nécessaire à l’ établissement d’ une communication 
satisfaisante.

 Le présent émetteur radio IC Number 8999A-WIC001 
a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner 
avec les types d’ antenne énumérés ci-dessous et ayant 
un gain admissible maximal et l’ impédance requise 
pour chaque type d’ antenne. Les types d’ antenne non 
inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au 
gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l’ 
exploitation de l’ émetteur.

 Antenne type: Gain:
 COLLINEAR 9dBi, 50 Ω
 Sleeve 2.14dBi, 50 Ω

RF Exposure Compliance:
 This equipment complies with IC radiation exposure 

limits set forth for an uncontrolled environment and 
meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure 
rules. This equipment has very low levels of RF energy 
that it deemed to comply without maximum permissive 
exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it 
should be installed and operated keeping the radiator at 
least 20cm or more away from person’ s body (excluding 
extremities: hands, wrists, feet and ankles).

 Cet équipement est conforme aux limites d’ exposition 
aux rayonnements énoncées pour un environnement 
non contrôlé et respecte les règles d’ exposition aux 
fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’ IC. Cet 
équipement émet une énergie RF très faible qui est 
considérée conforme sans évaluation de l’ exposition 
maximale autorisée. 

 Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé 
en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le 
dispositive rayonnant et le corps (à l’ exception des 
extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

・ ISA100 Wireless（IEEE802.15.4）に準拠

● 電波規格（無線モジュール適合規格）
技術基準適合証明：証明規則第 2 条第 1 項第 19 号の無線
設備 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム

*1 過電圧カテゴリ II：過渡的な過電圧を定義する数値（イ
ンパルス耐電圧の規定を含み、配電盤などの固定設備か
ら給電される電気機器に適用）

*2 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、
液体、気体の付着の程度（通常の室内雰囲気（非導電性
汚染）だけに適用）

*3 測定カテゴリ：各入力モジュール仕様による

測定分類 測定分類表示 説明 備考
II CAT.II 低電圧主電源設備の使用

箇所（コンセント等）に直
接接続する試験及び測定
回路に使用できます。

家電機器、
携帯工具な
ど

III CAT.III 低電圧主電源設備の配電
部分に接続する試験及び
測定回路に使用できます。

配電盤、回
路遮断器な
ど

IV CAT.IV 低電圧主電源設備の供給
源に接続する試験及び測
定回路に使用できます。

架空線、
ケーブル系
統など

電波に関して

・. 本製品には、電波法に基づく（技術基準
適合証明）を受けた特定無線設備 (.認可番
号：007WWCUL0480).を使用しています。

・. 本製品を使用する周波数帯域では、電子
レンジなどの産業・科学・医療用機器の
ほか，工場の製造ラインなどで使用され
ている移動体識別用の構内無線局（免許
を要する無線局）、および特定小電力無線
局（免許を要しない無線局）が運用され
ています。

. 他の無線局との混信を防止してください。
・. 本製品を使用する前に、近くで移動体識
別用の構内無線局、および特定小電力無
線局が運用されていないことを確認して
ください。

・. 万一、本製品から移動体識別用の構内無
線局に対して電波干渉の事例が発生した
場合は、速やかに使用周波数を変更する
か、または電波の発射を停止してください。

. 混信防止のための処置などについては、
当社窓口にご相談ください。
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環境保護
本製品の廃棄方法について

廃電気電子機器指令に基づき、本製品の廃棄方
法について説明しています。この指令はＥＵ圏
内のみで有効です。

・ マーキング
 この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠

します。ラベルは、この電気電子製品を一般
家庭廃棄物として廃棄してはならないことを
示します。

・ 製品カテゴリー
 WEEE 指令に示される製品タイプに準拠して、

この製品は " 小型機器 " の製品として分類さ
れます。

 家庭廃棄物では処分しないでください。
 不要な製品を処分する際は、お近くの横河

ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください。

本製品の電池廃棄方法について
下記記載内容はEU新電池指令に関するもので、
欧州連合域内においてのみ有効です。
本製品には電池が使用されています。本製品に
組み込まれている電池はお客様で取り外すこと
ができないため、製品本体とともに処分して下
さい。家庭廃棄物では処分しないで下さい。EU
圏内で製品を廃棄する場合はお近くの横河ヨー
ロッパオフィスまでご連絡下さい。

電池の種別：リチウム電池
注）上記シンボルマークは、EU新電池指令に規
定されている通り分別収集が義務付けられてい
ることを意味しています。

外形寸法 /パネルカット寸法

GX20W

360 最小

36
1 

最
小

パネルカット寸法

 281+2
  0

 2
81

+
2   0

単位: mm
指示なき寸法公差は、 
±3 %

（ただし、 10 mm未満
は±0.3 mm）とする。

*1：モジュール付き
*2：モジュールなし
*3：ケーブル固定時

(*1)
(*2)

（金具をはめ込み後の寸法）

（金具をはめ込む前の寸法）

（取り付けパネル厚さ）

7.
5

9.
4

28
0.

2

247.3

32.3

MAX　219.3
168.8
152.6

2～26
28

29
5.

2

28
8

14
8

295.2

288
144

280.2

(*3)MIN　293

電源端子
RS-422A/485端子（/C3）
USBポート（/UH）
イーサネットポート
FAIL/STATUS端子（/FL）
リモートアンテナコネクタ

入出力モジュール（スロット0）
入出力モジュール（スロット1）
入出力モジュール（スロット2）
入出力モジュール（スロット3）
入出力モジュール（スロット4）

入出力モジュール（スロット5）
入出力モジュール（スロット6）
入出力モジュール（スロット7）
入出力モジュール（スロット8）
入出力モジュール（スロット9）

VGA出力端子（/D5）
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リモートアンテナ
15

0 
18

 

Ø20.5

□  アンテナ

アンテナ

・ 無指向性アンテナ

・ 利得：+2 dBi

・ 部品番号：F9193DH

単位: mm
指示なき寸法公差は、 ±3 %

（ただし、 10 mm未満は±0.3 
mm）とする。

リモートアンテナ用ケーブル
□  アンテナ用ケーブル

高周波同軸ケーブル

・ シース径：11.1 mm

本体

アンテナ

ケーブル
長さ3 m，1 mより
選択可能

＜アレスタなしの場合＞

本体

アンテナ

ケーブル 2
長さ10 m，3 mより
選択可能

ケーブル 1
長さ3 m，1 mより
選択可能

＜アレスタありの場合＞

アレスタ

アレスタは、アンテナ延長ケーブルの中間に取付けます。
アレスタの接地端子を接地してください。
接地線は、GX20W の保護接地端子に接続してください。

リモートアンテナ取り付けブラケット

2Bパイプ

(71.7)17 (37.3)17.5

87
.7

98

13
5

29
2

最小R67

単位: mm
指示なき寸法公差は、 ±3 %（ただし、 10 mm未満は±0.3 mm）と
する。
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設定用 PC から無線フィールド機器および GX20W への設定
方法の詳細については以下のマニュアルをご覧ください。
名称 IM No.
YTMX580多点温度伝送器 IM.04R01B01-01JA
FieldMate.機器調整・設定ソフトウェア IM.01R01A01-01
Model.GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ.ユーザーズマニュアル

IM.04L51B01-01JA

使用機器
名称（ハードウェア） メーカ名 詳細 備考
GX20W 横河電機 ペーパレスレコーダ

(無線モデル )
GW内蔵
(YFGW710 相当 )

YTMX580 横河電機 多点温度伝送器
赤外線アダプタ ACTiSYS ACT-IR224UN-LN96-LE 赤外線 /USB
設定用PC － Windows7 以降
Ethernet ハブ － 2ポート以上
LANケーブル － ストレート2本

名称（ソフトウェア） メーカ名 詳細 備考
赤外線アダプタドライ
バ
IR224UN

ACTiSYS － 赤外線アダプタ
付属

FieldMate 横河電機 R2.06.00 以降 F9197DS別購入
FieldMate.Provisioning.
Device.Tool

横河電機 － FieldMate 付属

フィールド無線用
コンフィグレータ
Field.Wireless.
Configurator

横河電機 R1.02.01以降 GX20W付属の
DVD-ROM

フィールド無線用管理
ツール
Field.Wireless.
Management.Tool

横河電機 R1.02.00 以降 GX20W付属の
DVD-ROM

CF/DD.Files(YTMX580
用 )

横河電機 0018以降 Number:0x1802
GX20W付属の
DVD-ROM

表 1　使用機器一覧

無線フィールド機器の接続設定
GX20W（ペーパレスレコーダ無線モデル）へ無線フィール
ド機器を接続するための具体的な手順について説明します。

概要
本説明書では、機器の構成として、図 1 のように GX20W（無
線 Gateway（以下内蔵 GW））1 台に対して無線フィールド
機器（YTMX580）1 台のネットワークを新規に作成する例
を用いて説明しています。
また、GX20W 内部構成を図 2 に示します。外部 Ethernet
機器（設定用 PC）からの接続は、コネクタ PORT1 を経由
し、レコーダ CPU と内部コネクタ PORT2 を経由して内蔵
GW に分配されています。無線機器からの測定データは内
蔵 GW から Ethernet 経由でレコーダに収集される構成と
なっています。

HUB

YTMX580

GX20W

赤外線通信
IrDA

設定用 PC
•IP Address: 192.168.200.101
•Subenet Mask: 255.255.255.0
•Default Gateway: 192.168.200.253

GX20W
•IP Address: 192.168.200.100
•Subenet Mask: 255.255.255.0
•Default Gateway: 192.168.200.253

内蔵GW
•IP Address: 192.168.200.200
•Subenet Mask: 255.255.255.0
•Default Gateway: 192.168.200.253

無線通信
Network ID: 100

赤外線
アダプタ

Ethernet通信

図 1

CPU Ethernet
Switch

内蔵
ゲートウェイ

PORT1

PORT２

Ethernet 通信

設定用
PC

Ethernet 通信

アンテナ

無線機器
YTMX580GX20W

無線通信

LANケーブル

図 2
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作業フロー
図 3 で、測定開始までの作業フローを示します。本書では、
この手順に従って操作を説明します。

無線接続設定開始

（1）事前準備
接続機器、設定ソフトの準備、
設定条件の決定

（2）プロビジョニング
（Provisioning Device Tool 使用）

機器への
Provisioning

（3）Provisioning
情報ファイル

（4）測定パラメータ設定
（FieldMate 使用）

（5）機器の配置

（6）プロジェクト作成
（Field Wireless Configurator

　使用）

（7）プロジェクトの
ダウンロード

（8）動作確認

（9）表示設定
GX20W タッチパネルから設定

設定終了
測定開始

OK

NG

OK

NG

読み込み

保存

図 3

(1) 事前準備
図 1 の各機器の設定や使用するソフトの準備、設定条件を
前もって決定しておきます。( 詳細は、設定手順の (1) 事前
準備を参照 )

(2) プロビジョニング（YTMX580 への無線通信設定）
FieldMate の Provisioning 機能を使用して YTMX580 に機器
タグ、ネットワーク ID、Join Key を設定するのがプロビジョ
ニングです。

(3) プロビジョニング情報ファイルの作成
上記 (2) で設定した情報ファイルを作成し保存します。

(4) YTMX580 の測定パラメータ設定
FieldMate を使用して YTMX580 の温度測定のパラメータ設
定を行います。

(5) 機器の配置
無線接続の為に YTMX580 を GX20W の無線が届く範囲に配
置します。

(6) プロジェクト作成
（GX20W 内蔵 GW と無線接続機器の無線通信構成ファイル

作成）
フィールド無線用コンフィグレータを使用して、内蔵 GW
の無線通信設定を行い、(3) の情報ファイルから接続機器の
設定を行います。

(7) プロジェクトのダウンロード
（GX20W 内蔵 GW へ無線通信構成ファイルの書き込み）

プロジェクト作成した設定データを内蔵 GW にダウンロー
ドすれば、無線通信が出来るようになります。

(8) 動作確認
YTMX580 と内蔵 GW が接続されていることを、フィールド
無線用管理ツールを使用して確認します。

(9) GX20W 表示設定
GX20W 本体の Ethernet 設定にて Modbus クライアントと
して内蔵 GW と接続します。また、YTMX580 の測定値を
GX20W で表示 / 記録するには、GX20W 本体の通信チャネ
ル設定が必要です。

なお、YTMX580 の設定は、「(2) プロビジョニング」および「(4)
測定パラメータ設定」、内蔵 GW の設定は、「(6) プロジェク
ト作成」、GX20W 本体の設定は、「(9)表示設定」にて行います。
手順 設定内容 使用ツール 設定媒体
(2)、(3) ネットワーク ID、機器タ

グ名、Join.Key、設定ファ
イルのエクスポート

Provisioning.
Device.Tool

赤外線アダプタ

(4) 機器入力パラメータ設定 FieldMate 赤外線アダプタ
(6)、(7) 設定ファイルのインポー

ト、Publish 周期、Publish.
Item、Device.Role、
Device の登録

Field.Wireless.
Configurator

Ethernet

(8) 無線接続機器の確認 Field.Wireless.
Management.tool

Ethernet

表 2　設定時の使用ツール
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設定用 PC は、Ethernet 通信経由で GX20W に接続して設定
を行うため、Ethernet パラメータ情報の設定を行う必要があ
ります。また、表 4 に本書内で設定に使用する使用ツール
等を示します。各ソフトを設定用 PC へインストールします。

使用ツール名称 メーカ Revision 備考
赤外線アダプタドライバ
IR224UN

ACTiSYS － 赤外線アダプタ付
属

FieldMate 横河電機 R2.06.00.以降 F9197DS別購入
FieldMate.Provisioning.
Device.Tool

横河電機 － R2.06.00は
FieldMate.付属

フィールド無線用コンフィ
グレータ
Field.Wireless.Configurator

横河電機 R1.02.01以降 GX20W付属の
DVD-ROM

フィールド無線用管理ツー
ル
Field.Wireless.Management.
Tool

横河電機 R1.02.00 以降 GX20W付属の
DVD-ROM

CF/DD.Files(YTMX580 用 ) 横河電機 0018.以降 Number:0x1802
GX20W付属の
DVD-ROM

YFGW710用
Communication.DTM

横河電機 1.01.00.以降 GX20W付属の
DVD-ROM

YTA用機器DTM.(YTA.
ISA100.DTM)

横河電機 3.1.1.48 GX20W付属の
DVD-ROM

表 4　使用ソフト

(2) プロビジョニング
YTMX580 のプロビジョニングを行います。
プロビジョニングは図 1 のように設定用 PC、YTMX580、赤
外線アダプタを用意します。
プ ロ ビ ジ ョ ニ ン グ に 使 用 す る FieldMate（R2.06.00 は、 
Provisioning Device Tool を使用）と赤外線アダプタの準備
は、マニュアルを参照してください。
① ~ ③にプロビジョニング手順を示します。

① FieldMate を起動します。
 [ISA100( 赤外線 )] にチェックし、対象の ISA100（赤外線）

に COM ポートが表示されていることを確認して下さい。
表示されていない場合は、[ 設定 ] ボタンをクリックして、
赤外線アダプタが接続されているポートを選択します。

 YTMX580 の赤外線ポートに赤外線アダプタを向けて、[ ロ
グイン ] ボタンをクリックします。( 図 4)

 

(1) 事前準備
概要の図 1 の構成で、表 1 にあるハードウェアと設定を行うソフトウェアを用意します。
まず、フィールド無線ネットワークの構築と Modbus 通信を実現するために、ネットワーク ID（無線接続する機器のグルー
プ番号）、無線フィールド機器（YTMX580）の機器タグ名（機器判別のためのユニークな名称）、Ethernet 接続のためのネッ
トワーク情報等を決定します。本書では、表 3 に示した接続用設定例を設定します。

作業項目 < 変更前 > GX20W 本体 内蔵 GW YTMX580 設定用 PC
ネットワーク ID 2〜 65535 － 100 1 －
EUI64 各機器で固有 － 機器固有値 機器固有値 －
機器タグ名 各機器 (最大16.文字 ) － YFGW-GW001 未設定 －
Ethernet.パラメータ IP.Address 192.168.200.100 192.168.200.200 － －

Subnet.Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 － －
Default.Gateway 192.168.200.253 192.168.200.253 － －

Join.Key GWとYTMX共通 (32文字 ) － 未設定 未設定 －
Modbusレジスタ レジスタマップへ割り付け 未設定 未設定 － －

は出荷時設定値。 は変更不可。

作業項目 < 変更後 > GX20W 本体 内蔵 GW YTMX580 設定用 PC
ネットワーク ID 2〜 65535 － 100 100 －
EUI64 各機器 EUI64.確認 － 機器固有値 機器固有値 －
機器タグ名 各機器 (最大16文字 ) － YFGW-GW001 YTMX-TEST01 －
Ethernet パラメータ IP.Address 192.168.200.100 192.168.200.200 － 192.168.200.101

Subnet.Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 － 255.255.255.0
Default.Gateway 192.168.200.253 192.168.200.253 － 192.168.200.253

Join.Key GWとYTMX.共通 (32文字 ) － 【C0.C1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C8.C9.CA.CB.CC.
CD.CE.CF】※

－

Modbusレジスタ レジスタマップへ割り付け (9) 表示設定参照 (6)プロジェクト作成参
照

－ －

は出荷時設定値から変更なし。 は出荷時設定値から変更した値。 は変更不可。

※ Join Key は、設定ソフトでユニークな値が決まるので、確認できません。
表 3　接続用設定例
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図 4

② 図 5 のように、セグメントビューワに検出された YTMX
のアイコンが表示されます。プロビジョニングの箇所を
クリックすると、図 6 のプロビジョニング用にポップアッ
プした画面が表示されます。

(3)

②

図 5

③ 機器タグを設定したい名称（例として YTMX-TEST01）、
ネ ッ ト ワ ー ク ID は 100 と 図 6 の よ う に 設 定 し て、
YTMX580 の赤外線ポートに赤外線アダプタを向けて

「OK」ボタンをクリックします。

図 6

 図 7 のような画面が表示されるので、[ はい ] のボタンを
クリックするとプロビジョニングが開始されます。

図 7

 プロビジョニングが完了すると、図 8 のような画面が表
示されるので、[OK] のボタンをクリックして終了します。

図 8

(3) プロビジョニング情報ファイルの作成
プロビジョニングを行ったら、プロビジョニングした結果
を YTMX-TEST01.ypif（例）として保存します。( 後で、プロ
ビジョニングデータは使用します。)
保存するには、図 5 のメニュータブから、「ファイル」→「プ
ロビジョニング情報をエクスポート」でファイル名を指定
して保存します。

(4) 機器パラメータ変更
機器のパラメータは、FieldMate の DTM Works を使用して
下記表 5 のように設定します。
手順は、①～⑦です。(3) から引き続きであれば、手順②か
らになります。
パラメータ設定内容については、YTMX580 多点温度伝送器
の IM（IM 04R01B01-01JA）の 7.3.2 項および 9 章を参照し
てください。

項目 パラメータ AI1 Temp ～ AI8 
Temp

スケール上限 Scale.EU.at.100% 100.0
スケール下限 Scale.EU.at.0% 0.0
単位 Scale.Unit.Index ℃.(degC)
入力タイプ Lin.Type Type.T
データのタイプ Process.Value.Type Direct

表 5　機器パラメータ設定例
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① FieldMate を (2) プロビジョニングの①同様に起動します。
( 図 9)

図 9

② 図 10 のように、セグメントビューワに検出された YTMX 
のアイコンが表示されますので、アイコンをダブルクリッ
クします。ポップアップした画面の図 11 から「・デフォ
ルトデータをロード」を選択して [OK] のボタンをクリッ
クして DTM Works を起動します。

図 10

図 11

③ [Menu(Online)] の [Device Configuration] から [AI1 Temp]
の [Configure/Setup] をクリックし、[Configuration] のタ
ブを選択します。（図 12）













図 12

④ 図 12 の [Block Mode] の [Mode.Target] で [O/S] を選択し、
表 5 の機器パラメータ設定例のように各パラメータの設
定が終了したら、[ 機器にダウンロード ] をクリックしま
す。

⑤ 再度 [Block Mode] の [Mode.Target] で [Auto] を選択した
ら [ 機器にダウンロード ] をクリックします。( 図 13)

図 13

⑥ 手順の④、⑤の [AI1 Temp] の設定と同様の操作で、[AI2 
Temp] ～ [AI8 Temp] を設定します。

⑦ 各設定が終了したら、DTM Works の接続 / 切断アイコン
をクリック（切断）して、DTM Works を終了します。

図 14

 「DTM データをデータベースに保存しますか」と表示さ
れますので、[ いいえ ] を選択して終了して下さい。
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(5) 機器の配置
図 1 のネットワーク構成になるように GX20W、YTMX580
を設置します。
まずは、GX20W の内蔵 GW と YTMX580 での無線通信を確
立させるために、YTMX580 を GX20W の無線が届く範囲に
設置します。

(6) プロジェクト作成
ネットワーク構成を記述したプロジェクトを作成します。
プロジェクト作成には、フィールド無線用コンフィグレータ
を使用します。
プロジェクト作成方法は、①～⑥です。

① フィールド無線用コンフィグレータの立ち上げ
 フィー ルド 無 線 用コンフィグレ ータ (Field Wireless 

Configurator) を立ち上げると、パスワードを聞かれるの
で User Name：admin、Password：!admin を設定します。

②  新規プロジェクト作成
 File を選択して、New Project を選択します。
 Networks のツリーに Network ID:100 が追加されるので、

それを選択して Network Information タブの設定が図 15
（表 3 の内蔵 GW 設定参照 ) のように設定されているこ

とを確認します。デフォルト設定から変更の必要はあり
ません。

図 15

③ 無線機器 (YTMX580) の追加
 引き続き Devices タブを選択して、ファイルを開く ( 黄

色のアイコン ) をクリックして、(3) で作成したプロビジョ
ニング情報ファイル (YTMX-TEST01.ypif ) を開きます ( 図
16)。

 プロビジョニングのファイルは、C:¥FM¥Export¥PD に保
存されています。

図 16

 図 17 が表示されるので OK を押すと、無線機器が図 18
のように Devices タブの一覧に追加されます。

図 17



図 18
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④ 無線機器 (YTMX580) の CF/DD ファイルの設定
 図 18 で追加された機器の Device Tag をダブルクリッ

クすると図 19 の画面が表示されるので、［Load CF/
DD］をクリックして、無線機器 (YTMX580）の CF/
DD ファイルを設定します。

 YTMX580 用の CF/DD ファイルは、デフォルトで、
C:¥Program Files¥Yokogawa¥DTM¥DTMev¥EV¥I
SA100¥00594543¥1802 フォルダにあります。

図 19

設定すると図 20 のように Sampling data タブが追加さ
れます。Device Role も変更可能となるので、IO に変更
します。

図 20

⑤ Publish 周期の設定
 Publish とは、一定周期で無線機器 (YTMX580) が内

蔵 GW に PV と機器の状態 (DIAG_STATUS) などを送
信する機能です。

 YTMX580 の Publish の設定は、④の作成の図 20 で
Sampling data タブをクリックした図 21 の画面で行
います。

 図 21 は、更新周期 5 秒で、パラメータ AI_01 から
AI_08 の PV と DIAG_STATUS を送信する設定です。
設定完了後は、Apply をクリックしてください。

図 21

⑥ Modbus レジスタの設定
 無線機器 (YTMX580) から送信された PV を、内蔵 GW の

レジスタにマッピングします。これにより、GX20W 本体
から Modbus 通信により読み出すことが可能になります。

パラメータ Input Register 番号
UAPMO_01.DIAG_STATUS 0
AI_01.PV 3
AI_02.PV 6
AI_03.PV 9
AI_04.PV 12
AI_05.PV 15
AI_06.PV 18
AI_07.PV 21
AI_08.PV 24

 Devices を追加した③の図 18 の Modbus Configuration
タブで、各パラメータを Input Registers の番号の位置に
ドラック＆ドロップしてレジスタにマッピングします。

 図 22 は、無線機器 (YTMX580) の DIAG_STATUS と PV
を内蔵 GW のレジスタにマッピングした状態です。

 設定が完了したら、図 23 の Apply Changes をクリック
して設定内容の更新をしてください。

図 22

図 23
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(7) プロジェクトのダウンロード
前 記 (6) で 作 成 し た プ ロ ジ ェ ク ト ( メ ニ ュ ー タ ブ の
File → Save Project As で保存 ) を保存した後に、内蔵 GW 
にプロジェクトをダウンロードします。( ファイル名は
GX20W-TEST01.yep( 例 ))
プロジェクトのダウンロードには、フィールド無線用コン
フィグレータを使用します。
手順は①～⑦です。

① フィールド無線用コンフィグレータで、Tools-Download 
を開くと図 24 が開きます。

② 図 24 で IP Address が 192.168.200.200 であるのを確認
して「Test connection」をクリックし、「Connection 
succeed!」のメッセージが出ることを確認します。

図 24

③ Data to download のチェックマークで、Devices のチェッ
クを外して、「Start download」をクリックします。( 図
25)

図 25

④ 再度、プロジェクトの保存を要求されますので、ファイ
ル名を GX20W-TEST01.yep( 例 ) として保存します。

 書き換えのメッセージが表示されたら、「はい」をクリッ
クします。

 

⑤ ダウンロードが成功したら、図 26 が表示されます。

図 26

⑥ Close でウインドウを閉じて、Devices にチェックし「Start 
download」をクリックします。( 図 27)

図 27
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⑦ ダウンロードが成功したら、図 28 が表示されます。
 プロジェクトを内蔵 GW にダウンロードし、無線機

器 (YTMX580) が動作していれば自動的に JOIN しま
す。エラーが発生した場合は、再度、ダウンロード
を実行してください。

 ※ JOIN して無線でパラメータ変更できるようになる
には約 5、6 分待つ必要があります。

図 28

(8) 動作確認
動作確認には、フィールド無線用管理ツールを使用しま
す。
手順は、①～②です。

① フ ィ ー ル ド 無 線 用 管 理 ツ ー ル (Field Wireless 
Management Tool) を立ち上げます。

 ・Connection：GX20W-TEST01
 ・IP Address：192.168.200.200
 ・User name：admin
 ・パスワード：!admin
 で設定します。
② ネットワークの接続状況を確認します。
 メニュータブの View-Network Topology を実行して、

図 29 のように表示されれば YTMX580 がネットワー
クに登録されて、無線でパラメータを変更できる状
態です。

 (5 ～ 30 分程度かかります。)
 リフレッシュボタンを押して画面情報を更新してくだ

さい。

 



図 29

 待っている間に、(9) 表示設定を行ってください。

(9) 表示設定
GX20W 内蔵 GW のレジスタにマッピングされた無線機器
(YTMX580) の PV を、GX20W 本体の Modbus クライアント
設定により、通信チャネルに各 PV を割り当てて表示 / 記録
を行います。
表示設定は、GX20W 前面の画面より行います。
手順は、①～⑤です。

① 通信 ( イーサネット ) 設定
 「通信 ( イーサネット ) 設定」の中の「基本設定」を選択

して、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー
トウェイを確認します。( 図 30)





図 30
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② Modbus クライアント設定
 「通信（イーサネット）設定」の中の「Modbus クライア

ント設定」（図 30 ②）の「基本設定」（図 31 ② -1）を選
択して、Modbus クライアント機能を” ON” とし、通信
周期を 2 秒として設定内容を保存します。( 図 31)

-1
-2

-3

図 31

 次に、「Modbus クライアント設定」の「接続先サーバ」
（図 31 ② -2）を選択して、GX20W 内蔵 GW を接続サー

バ番号：1（接続サーバ毎ユニークな番号）、サーバ名：
192.168.200.200、ポート番号：502 として設定し保存し
ます。( 図 32)

図 32

 次に、「Modbus クライアント設定」の「コマンド設定」( 図
31 ② -3) を選択して、GX20W 内蔵 GW のレジスタ内容
を通信チャンネルに割り当てます。( 図 33)

コマンド
番号

種類 サーバ ユニット
番号

データ型 レジスタ 先頭
チャネル

1

Read 1 1 FLOAT_B

30005 0001
2 30008 0002
3 30011 0003
4 30014 0004
5 30017 0005
6 30020 0006
7 30023 0007
8 30026 0008

図 33
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③ 通信チャネル設定
 「通信チャネル設定」の「On/Off、スパン」を選択して、

先頭チャンネル、最終チャンネル、On/Off、小数点位置、
スパン下限、スパン上限、単位を設定して保存します。( 図
34)

先頭
チャネル

最終
チャネル

On/Off 小数点
位置

スパン
下限

スパン
上限

単位

C001※ C008※ On 1※ 0.0※ 100.0※ ℃※

※設定例

図 34

④ 表示設定
 「表示設定」の「グループ設定」の「チャネル設定」を

選択して、リスト選択画面から、「通信チャンネル」の
C001~C008 を設定して保存します。( 図 35)

図 35

 

⑤ 記録設定
 「記録設定」の「記録チャネル設定」の「表示データ、

トレンド波形」を選択して、リスト選択画面から、「通信
チャンネル」の C001~C008 を設定して保存します。( 図
36)

図 36

 無線機器 (YTMX580) の PV を、GX20W で表示させた画
面サンプル。( ディジタル表示 )

図 37
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