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はじめに
このたびは、SMARTDAC+.GM.データアクイジションシステム.( 以下、
GMと表記 )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、GMの基本的な操作と設置、配線方法について説明し
たものです。
・. GMの各種設定、操作の詳細については、電子マニュアルの
「データアクイジションシステム.GM.ユーザーズマニュアル（IM.
04L55B01-01JA）」をご覧ください。

・. 920MHz.無線通信（/CM1、/CS1）の設定および本書に記載以外の
内容については、電子マニュアルの「920MHz.無線通信、保守コン
ソールソフトウェア.ユーザーズマニュアル（IM.04L51B01-41JA）」
をご覧ください。

・. 無線入力ユニット（GX70SM）の接続および無線入力ユニット対応
機能については、電子マニュアルの「無線入力ユニット.ユーザーズ
マニュアル（IM.04L57B01-01JA）」をご覧ください。

・. PID 制御モジュール、プログラム制御（/PG）の設定、操作につい
ては、電子マニュアルの「ループ制御機能、プログラム制御機能（付
加仕様、/PG）ユーザーズマニュアル（IM.04L51B01-31JA）」および
「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）」をご覧ください。

・. ネットワークモジュール（GX90NW-02-PN）の装着、配線、設定、
およびPROFINET.通信については電子マニュアルの「PROFINET.通
信.ユーザーズマニュアル（IM.04L51B01-22JA）」をご覧ください。

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
GM10 SMARTDAC+.GM.データ収集モジュール
GM90PS SMARTDAC+.GM.電源モジュール
GM90MB SMARTDAC+.GM.モジュールベース

本書では、各機器を品名、または形名（例：GM10）で表記しています。
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。

紙マニュアル
マニュアル名 マニュアル No.
データアクイジションシステム.GM.
ファーストステップガイド

IM.04L55B01-02JA
( 本書 )

SMARTDAC+.ご使用上の注意事項 IM.04L51B01-91JA
（同梱）

ソフトウェア、マニュアル、ラベルのダウンロードおよび.
インストールについて
オープンソースソフトウェアの使用について

IM.04L61B01-11JA
（同梱）

電子マニュアルと一般仕様書
次のサイトからダウンロードできます。
http://www.smartdacplus.com/manual/ja/
. SMARTDAC+.ご使用上の注意事項（IM.04L51B01-91JA）の 4ページ
を参照してください。

一般仕様書
一般仕様書名 一般仕様書 No.
データアクイジションシステム.GM GS.04L55B01-01JA
GX90XA/GX90XD/GX90YD/GX90WD/GX90XP.
入出力モジュール

GS.04L53B01-01JA

GX60.拡張ユニット /GX90EX.拡張モジュール GS.04L53B00-01JA

会員登録のご案内
ご購入いただいた製品情報の確認や関連資料のダウンロードなどの
様々なサービスをご利用いただけます。

会員サイト（Customer.Portal）
https://myportal.yokogawa.com/

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
フリーダイヤル：0120-569116
ファクシミリ：0422-52-6134

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)

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。

履歴
2014 年 12月 初版発行 2018年 10月 ...7 版発行
2015年...8 月 .2 版発行 2019年 3月 ...8 版発行
2015年 12月 .3版発行 2020年 4月 ...9 版発行
2017年...1月 .4 版発行 2021年 3月 .10 版発行
2017年...6 月 .5 版発行 2022年 5月 .11版発行
2018年...7 月 .6 版発行 2022年 9月 .12版発行

商標
●. SMARTDAC+は、横河電機の登録商標または商標です。
●. Microsoft、MS、Microsoft.EdgeおよびWindowsは、米国Microsoft.
Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●. Adobeおよび Acrobat は、Adobe.Incorporated.( アドビ社 )の登録
商標または商標です。

●. KerberosはMassachusetts.Institute.of.Technology.(.MIT)の商標です。
●. SDロゴは、SDアソシエーションの登録商標です。
●. Bluetoothは、Bluetooth.SIG.inc の登録商標または商標です。
●. Google.Chromeは、Google.LLCの登録商標または商標です。
●.本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または
商標です。

●.本書では各社の登録商標または商標に、®および.™.マーク表示し
ていません。

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。



3IM 04L55B01-02JA

 

本製品を安全にご使用いただくために
・. 本製品の操作は、本書をよく読んで内容を理解したのちに行ってく
ださい。

・. 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様
の特定目的に適合することを保証するものではありません。

・. 拡張セキュリティ機能 (付加仕様、/AS)については、GMのユーザー
ズマニュアル (IM.04L55B01-01JA) および拡張セキュリティ機能 (/
AS).ユーザーズマニュアル (IM.04L55B01-05JA) をご覧ください。

取り扱い上の注意
・. 本製品は、多くのプラスチック部品を使用しています。清掃するとき
は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。清掃にベンジンやシ
ンナーなどの有機溶剤や洗剤を使用しないでください。変色や変形、
破損の原因になります。

・. 帯電したものを信号端子に近づけないでください。故障の原因にな
ります。

・. 操作キー部などに揮発性薬品をかけたり、ゴムやビニール製品を長
時間接触したまま放置したりしないでください。故障の原因になり
ます。

・. 使用しないときは、必ず電源スイッチをお切りください。
・. 本製品から煙が出ている、異臭がする、異音がするなどの異常が認
められたときは、直ちに電源スイッチをOFF.にするとともに、電源
の供給をやめてください。異常が認められたときは、お買い求め先
までご連絡ください。

SD メモリカードの取り扱い上のご注意
・. SDメモリカードは精密製品ですので、取り扱いには十分注意してく
ださい。

・. SDメモリカードに記録されたデータについては、故障や損害の内容、
および原因にかかわらず、当社では補償できません。必ずバックアッ
プをお取りください。

・. 静電気が発生するところ、帯電したものがあるところ、電気的ノイ
ズが発生するところで SD.メモリカードを保存、または使用しない
でください。感電、故障の恐れがあります。

・. SDメモリカードを分解、改造しないでください。故障の恐れがあり
ます。

・. SDメモリカードに衝撃、曲げ、捻りを与えないでください。故障の
原因になります。

・. データの書き込み中、または読み出し中に電源を切ったり、振動や
衝撃を与えたり、引き抜いたりしないでください。データが破壊ま
たは消失する恐れがあります。

・. SDメモリカードは、当社の製品以外のものを使用しないでください。
動作を保証できません。

・. SDメモリカードを機器に取り付ける場合は、機器に合わせて表、
裏を確認したのち、しっかり装着してください。正しく装着されて
いないと認識されません。

・. 濡れた手で SDメモリカードに触れないでください。感電、故障の
原因になります。

・. SDメモリカードにほこりやゴミが付着した状態で使用しないでくだ
さい。感電、故障の原因になります。

・. SDメモリカードはフォーマット済みです。
. SDメモリカードは、SDアソシエーション（https://www.sdcard.
org/home/）により定められたSD.規格に沿ったフォーマットを行う
必要があります。パーソナルコンピュータ上でフォーマットする場
合は、上記 SDアソシエーションで配布されているSDメモリカード
フォーマッタを使用して、フォーマットを行ってください。GMには、
フォーマット機能はありません。

・. 本製品で使用できるカードは、SD/SDHCカードです.（容量 32GBま
で）。

SDメモリカードの仕様
電気的仕様 動作電圧：2.7V ～ 3.6V
動作温度 /湿度範囲 -25～ 85℃ /20～ 85%RH（結露なきこと）
保管温度 /湿度範囲 -40.～.85℃ /5～ 95%RH（結露なきこと）

単位：mm

32±0.1

24±0.1

WP

SD

書き込み
可能

書き込み
不可能

920MHz 無線通信（/CM1）に関する注意
・. 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
・. 日本国電波法 /技術基準適合、無線通信規格準拠、およびCSA/UL
以外、他の規格には対応していません。

・. 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
・. 認証ラベルをはがすこと
・. 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

・. 次の場所では、電波が反射して通信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、キャビネット内等

・. 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。

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。
製品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。
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No.( 計器番号 )
お買い求め先にご連絡いただく際には、この番号も連絡してください。
No. は、銘板に記載しています。

形名と仕様コード
GM10

形名 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.*10

/BT マルチバッチ機能.*11

/C3 RS-422/485.*4

/C8 Bluetooth*1

/CM1 920MHz.無線通信（親機）*3.*4.*14

/CS1 920MHz.無線通信（子機）*4

/E1 EtherNet/IP 通信 (PLC 通信プロトコル ).*5

/E2 WT 通信 *2

/E3 OPC-UAサーバ
/E4 SLMP通信（MELSEC）.*6

/LG Logスケール
/MC 通信チャネル機能.*7..*15

/MT 演算 (レポート機能含む ).*8.*9

/PG プログラム制御.*12

/WH 積算バーグラフ表示機能.*13

*1 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。

*2 /E2を選択した場合、同時に通信チャネル機能（/MC）が必要です。
*3 /CM1.を選択した場合、同時に通信チャネル機能（/MC）が必要です。
*4 /C3、/CM1、/CS1.は、同時に選択できません。
*5 EtherNet/IP.通信で、PLC.からGMに書き込みを行う場合は、同時に通信チャネル機能

（/MC）が必要です。
*6 /E4 を選択した場合、PLC.データの通信チャネルへの読み込みを行うには、同時に通

信チャネル機能（/MC）が必要です。
*7 Modbus.クライアント機能を設定する場合およびほかの機器のデータをGMに読み込

む場合、通信チャネル機能（/MC）が必要です。
*8 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。
*9 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。
*10 拡張セキュリティ機能をONにした場合、測定周期は100ms以上となり、デュアルイ

ンターバル機能、PIDモジュールは使用できません。
*11 マルチバッチ機能をONにした場合、測定周期は500ms以上となり、デュアルインター

バル機能は使用できません。
*12 プログラム制御機能を使用するためには、PID制御モジュールが必要です。
*13 /WH.を選択した場合、同時に通信チャネル機能（/MC）と演算（/MT）が必要です。
*14 /CM1.で、無線補完データ収集機能（バージョンR4.09 以降）を使用するには、同時

に拡張セキュリティ機能（/AS）が必要です。
*15 プロファイル機能を使用するためには、通信チャネル機能（/MC）が必要です。

GM90PS
形名 仕様コード 記事

GM90PS SMARTDAC+.GM.電源モジュール
タイプ -1 常に -1
地域 N 一般モデル
電源電圧 1 100-240V.AC

2 12-28V.DC.*1

電源接続 M インレット、電安法（PSE）ケーブル付属
W ねじ端子（ケーブルなし）

- 0 常に 0
付加仕様 /W 920MHz 無線通信用.*2

/WH 積算バーグラフ表示機能用.*3

*1 電源接続は、W（M4.ねじ端子）のみです。
*2 GM10（付加仕様、/CM1、CS1）に使用する場合、GM90PSには、付加仕様 /Wが必要です。
*3 GM10（付加仕様、/WH）に使用する場合、GM90PSには、付加仕様 /WHが必要です。

GM90MB
形名 仕様コード 記事

GM90MB SMARTDAC+.GM.モジュールベース
タイプ -01 常に -01
地域 N 一般モデル
- 0 常に 0

GX90EX
形名 仕様コード 記事
GX90EX I/O 拡張モジュール
ポート -02 2ポート
種類 -TP1 ツイストペアケーブル
- N 常にN
地域 -N 一般モデル

GX90NW
形名 仕様コード 記事
GX90NW ネットワークモジュール
ポート -02 2ポート
種類 -PN PROFINET
- N 常にN
端子形状 -R RJ-45コネクタ
地域 N 一般モデル

入出力モジュール
GX90XA
形名 仕様コード 記事
GX90XA アナログ入力モジュール

チャネル数

-04 4チャネル（方式 -H0のみ）
-06 6チャネル（方式 -R1のみ）

-10
10チャネル
（方式.-C1、-L1、-U2、-T1、-V1）

方式

-C1 電流 (mA)、スキャナ方式.( チャネル間絶縁 )

-L1
低耐圧DCV/TC/DI、スキャナ方式 (チャネ
ル間絶縁）

-U2
ユニバーサル、半導体リレースキャナ方式.
（3線式 RTD.b 端子共通）

-T1
DCV/TC/DI、電磁リレースキャナ方式（チャ
ネル間絶縁）

-H0
高速ユニバーサル、個別AD.方式（チャネ
ル間絶縁）

-R1
4 線式 RTD/ 抵抗、スキャナ方式（チャネル
間絶縁）

-V1
高耐圧DCV/TC/DI、スキャナ方式（チャネ
ル間絶縁）

- N 常にN

端子形状
-3 ねじ端子.（M3）
-C 押し締め端子

地域 N 一般モデル

GX90XD
形名 仕様コード 記事
GX90XD ディジタル入力モジュール.*

チャネル数 -16 16チャネル

方式 -11
オープンコレクタまたは無電圧接点.（コモ
ン共通）、定格 5V.DC

- N 常にN

端子形状
-3 ねじ端子.（M3）
-C 押し締め端子

地域 N 一般モデル

* 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。
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GX90YD
形名 仕様コード 記事
GX90YD ディジタル出力モジュール
チャネル数 -06 6チャネル
方式 -11 リレー、c接点
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）
地域 N 一般モデル

GX90WD
形名 仕様コード 記事
GX90WD ディジタル入出力モジュール.*

チャネル数 -0806 入力：8チャネル、出力：6チャネル

方式 -01
オープンコレクタまたは無電圧接点.（コモ
ン共通）、定格 5V.DC
リレー、c接点

- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子（M3）
地域 N 一般モデル

* 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。

GX90XP
形名 仕様コード 記事
GX90XP パルス入力モジュール.*

チャネル数 -10 10チャネル

方式 -11
DC電圧 /オープンコレクタまたは無電圧接
点（コモン共通）、定格 5V.DC

- N 常にN

端子形状
-3 ねじ端子.（M3）
-C 押し締め端子

地域 N 一般モデル

* パルス積算をする場合、付加仕様コード /MT（演算）が必要です。

GX90YA
形名 仕様コード 記事
GX90YA アナログ出力モジュール
チャネル数 -04 4チャネル
方式 -C1 電流出力（チャネル間絶縁）
- N 常にN

端子形状
-3 ねじ端子.（M3）
-C 押し締め端子

地域 N 一般モデル

GX90UT
形名 仕様コード 記事
GX90UT PID.制御モジュール
ループ数 -02 2.ループ
機能 -11 DI8.点、DO8.点
- N 常にN
端子形状 -3 ねじ端子.（M3）
地域 N 一般モデル

付属品
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。

.

4 5

1 2 3

番号 品名 部品番号・形名 数量 備考
1 SDメモリカード 773001 1 1GB（GM10に付属）
2 コネクタカバー B8740GN 1 GM90PSに付属 *1

3 ねじ Y9310LB 4
モジュール連結用M3ね
じ *2

4 電源コード A1100WD 1 GM90PSに付属 *3

5 マニュアル
IM.04L55B01-02JA 1 本書
IM.04L51B01-91JA 1 本書の1ページ参照
IM.04L61B01-11JA 1 本書の1ページ参照

*1
*2
*3

端に連結したGM90MBの接続コネクタ部へ取り付けます。
GM90PSとGM90MBに各 4本付属
電源接続仕様コード「W」以外のとき

アクセサリ（別売）

品名 部品番号・形名
販売.
単位

備考

SDメモリカード 773001 1 1GB

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%

スリーブアンテナ.
（屋内仕様）

A1059ER 1 920MHz.無線通信用

ルーフトップアンテナ.
（屋内外仕様、ケーブル
長 2.5m）

A1060ER 1 920MHz.無線通信用

GM10 のスタイルナンバー、リリースナンバー、
ファームウェアのバージョンナンバー
スタイルナンバー： 本製品のハードウェアに関する管理番号です。

主銘板（Hの欄）に表示されています。
リリースナンバー： 本製品のファームウェアに関する管理番号で

す。主銘板（Sの欄）に表示されています。
ファームウェアのバージョンナンバーの整数
部分と一致します。

例： ファームウェアのバージョンナンバーが「1.01」のとき、リリー
スナンバーは「1」となります。

ファームウェアのバ.ージョンナンバー：
本製品のシステム情報で確認できます。
確認方法は、ユーザーズマニュアル (IM.
04L55B01-01JA) をご覧ください。
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このマニュアルで使用している記号
・. このマニュアルでは、表示言語が日本語の場合について説明してい
ます。

・. 表示言語の設定については、SMARTDAC+.GM.データアクイジショ
ンシステムユーザーズマニュアル (IM04L55B01-01JA) をご覧くださ
い。

単位
K.‥‥「1024」の意味です。使用例：768K バイト (ファイル容量 )
k.‥‥「1000」の意味です。

このマニュアルでは、注記を以下のシンボルで区別しています

本製品で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷
の恐れがあることを示すとともに、その内容についてユーザーズマニュ
アルを参照する必要があることを示します。ユーザーズマニュアルで
は、その参照ページに目印として、.「警告」「注意」の用語といっしょに
使用しています。

警　告
取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険がある
ときに、その危険を避けるための注意事項が記載されています。

注　意
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。

Note
本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

モジュールの表記について
GX90XA.アナログ入力モジュールは、方式により区別する必要がある
場合、以下のように表記しています。
方式仕様コード 表記

-C1 電流（mA）入力
-L1 低耐圧リレー
-U2 ユニバーサル
-T1 電磁リレー
-H0 高速ユニバーサルまたは高速 AI
-R1 4 線式 RTD/ 抵抗
-V1 高耐圧

GM の概要
データアクイジションシステム GM は、汎用性と拡張性に優れ
たデータロガーです。GM10 にデータ収集用のメモリを内蔵し、
さらに外部記憶メディアとして SD カードをサポートします。
システムは、データ収集モジュール GM10、電源モジュー
ル GM90PS、各種モジュールを収納するモジュールベース
GM90MB で構成されます。
GM では、SMARTDAC+ シリーズのモジュールが使用可能です。

GM の構成
GM は、各種モジュールを組み合わせることによりシステムを
構成します。
GM10 を含むユニットを「メインユニット」、拡張モジュール
GX90EX を介してメインユニットに接続されるユニットは「サ
ブユニット」です。ユニットの各モジュールは、GM90MB 装着
することで接続できます。

メインユニット（シングルユニットシステム）
 GM10 と GM90PS を各 1 個接続したユニットです。1 ユニッ

トに、入出力モジュールを最大 10 個接続できます。
.

メインユニット （マルチユニットシステム）
 GM10、GM90PS、および GX90EX を各 1 個接続したユニッ

トです。1 ユニットに入出力モジュールを最大 6 個接続でき
ます。GX90EX を介してサブユニットを最大 6 ユニット接続
できます。

.

サブユニット （マルチユニットシステム）
 GM90PS および GX90EX を各 1 個接続したユニットです。1

ユニットに入出力モジュールを最大 6 個接続できます。メイ
ンユニットとサブユニットは、LAN ケーブルで接続し、ユニッ
ト間の接続距離は、最大 100m です。

.
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モジュールのバージョンと連結時の注意
モジュールのバージョン
 GM で使用できるモジュールのファームウェアバージョンは

下表です。下表にないモジュールは、R1.01.01 以降で使用で
きます。
形名 方式 ファームウェアバージョン
GX90XA -C1 R1.04.01 以降

-L1 R1.04.01 以降
-U2 R1.04.01 以降
-T1 R1.04.01 以降

GX90XD R1.04.01 以降
GX90WD R1.04.01 以降
GX90YD R1.04.01 以降
GX90EX R1.02.01 以降

ユニットごとのモジュール数制限
 以下の制限を超えると稼働しません。

・ GX90XA-10-T1 を含む場合
シングルユニットシステム 8
マルチユニットシステム.メインユニット 制限なし

・ GX90XA-04-H0 を含む場合
シングルユニットシステム 8
マルチユニットシステム.メインユニット 制限なし

・ GX90XA-04-H0 と GX90YA を含む場合
シングルユニットシステム 7
マルチユニットシステム.メインユニット 制限なし

・ GX90UT を含む場合
シングルユニットシステム 5
マルチユニットシステム.メインユニット 5

サブユニット数の制限
・ 最大 6 ユニット
・ 測定動作モードが「高速」のときは接続できません。

モジュールごとの制限
・ GX90YD、GX90WD、GX90UT の合計が、10 モジュールまで

システムに接続できます。
・ GX90WD は、ユニットごとに 1 モジュールまで接続できます。
・ GX90YA は、メインユニットとサブユニットに、それぞれ 2 

モジュールまで接続できます。
・ GX90YA は、GM10-1 の場合に 10 モジュールまで、GM10-2 

の場合に 12 モジュールまで、システムに接続できます。
・ 測 定 動 作 モ ー ド が「 高 速 」 の と き、GX90XD ま た は

GX90WD のどちらか 1 モジュールをシステムに接続できま
す。

・ 測 定 動 作 モ ー ド が「 高 速 」 の と き、GX90XA-04-H0、
GX90XD（DI）、GX90WD（DIO）、GX90NW のみ認識します。
DI、DIO は、リモート機能固定で測定 / 記録はできません。

・ 測 定 動 作 モ ード が「 デ ュア ル イン ター バ ル 」 のとき、
GX90UT は認識されません。

・ GX90UT は、GM10-1 の場合に 3 モジュールまで、GM10-2 
の場合に 10 モジュールまで、システムに接続できます。

ネットワークモジュール.GX90NW（方式：PROFINET）使用
時の制限
・. GX90NW.は、メインユニット（シングルユニット）にの
み 1モジュール使用できます。使用できる接続位置は、
メインユニットの正面に向かって1.番左側になります。

・. GX90NWは、拡張モジュール（GX90EX）と同時には使
用できません。

・. GX90XA.またはGX90YA.を含む場合、GX90NW.を含めて
最大 6.モジュールまで接続できます。

モジュール実装上の注意
・ GX90XA-10-U2、GX90XA-10-L1、GX90XA-10-T1、GX90XA-

04-H0、GX90XA-10-V1 の熱電対入力で基準接点補償を使用
する場合、ユニット正面から見てこれら GX90XA の右隣へ
下記のモジュールを装着しないでください。装着すると基
準接点補償確度が保証外になる可能性があります（GX90XA-
04-H0 同士の隣接は除く）。

 GX90XA-10-C1、GX90XA-04-H0、GX90WD、GX90YA、
GX90UT

・ 最大入出力チャネル数に相当するチャネルが、接続した入出
力モジュールの途中に割り付いた場合、そのモジュールおよ
び以降のモジュールは認識されません。

.

n

• • •

1

10

1

:

81

90

:

91

100

106

:

:
最大入出力
チャネル数

このモジュールは認識されません。

GM10-1 の場合

・ GX90XD または GX90WD の DI をリモート入力として使用す
る場合、GM メインユニットに実装した 1 モジュールのみ使
用できます。

・ 仕様外のモジュールを連結しないでください。仕様外のモ
ジュールを連結すると、GM がシステムダウンすることがあ
ります。システムダウンするモジュール連結については、ユー
ザーズマニュアルをご覧ください。

測定動作モードによる制限
 測定動作モードにより、測定チャネル数、記録チャネル数、

対応モジュールなどに制限があります。各制限については、
下記の一般仕様書の制限事項をご確認ください。
・. データアクイジションシステム.GM.一般仕様書
. （GS.04L55B01-01JA）
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チャネル名
測定、演算、記録などの動作は、チャネルを対象に扱います。
チャネル名は、ユニット番号、スロット番号、チャネル番号の
構成により、4 桁の番号で付けられます。

・ チャネル名は、システム固有のため変更することはできませ
ん。

・ チャネルごとに、タグ、タグ No. を設定することで、任意の
名称にできます。

チャネル名

ユニット番号

スロット番号

チャネル番号
入出力モジュール

メインユニット（シングルユニットシステム）

メインユニット：0
サブユニット：1～6

0～9

メインユニット（マルチユニットシステム）

サブユニット（マルチユニットシステム）

0123456

012345

012345

789

GX90XA
GX90YA
GX90XD
GX90YD
GX90WD

GX90XP
GX90UT

アナログ入力
アナログ出力
ディジタル入力
ディジタル出力
ディジタル入力
ディジタル出力
パルス入力
PID 制御 / 入出力

01 ～ 10
01 ～ 04
01 ～ 16
01 ～ 06
01 ～ 08
09 ～ 14
01 ～ 10
01 ～ 26

形名 入出力 チャネル番号

0～5

0～5

例：メインユニット（シングルユニットシステム）に
GX90XAを 10個連結したとき、スロット番号 5のチャネ
ル 3のチャネル名は、「0503」になります。



Blank
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入出力モジュール *1（端子カバー未装着時）

必要に応じて各種機能を
設定する

電源をオンする

各モジュールを準備する

モジュールの確認
モジュールベースの装着
モジュールの連結

設置

モジュールベースの装着モジュールの確認 モジュールベース（モジュール）の連結

日付、時刻の設定
測定入力の設定

再構築
測定動作モードの設定
GM10 の IP アドレス設定

GM の各種設定

入出力と電源を配線する

システムを構成する

システム構成

マルチユニットシステム

GX90EX の連結位置

シングルユニットシステム

各種設定 Ethernet
USB

Bluetooth(/C8)

メインユニット

サブユニットハブ

メインユニット

サブユニット

サブユニット

サブユニット

参照先を示します。

「配線」

「配線」

「基本操作」

「基本操作」 測定 / 記録を開始する

URL: www.smartdacplus.com/manual/ja/

URL: www.smartdacplus.com/software/ja/

ユーザーズマニュアル
(IM 04L55B01-01JA)

「使用手順」

「設置」

GM10

GX90EX *2

GX90EX

GM90MB GM90PS

GM90MB
GM90MB

モジュール

ラッチ

GX90EX

スライドロック （上下）

ロック 解除

スライドロック （上下）

固定ねじ (M3)

接続コネクタ

連結用 M3 ねじ ( 付属 )
（上下 4 箇所）

モジュールを GM90MB の正面から「カチッ」
と音がするまで挿入しねじ止めします。

（推奨締め付けトルク：0.6N・m）

GM は、スタンドアロンおよび PC を使用したデータ収集、ど
ちらにも対応します。
GM の各種設定には、PC を使用します。専用ソフトウェアの
ダウンロード等、インターネットに接続する必要があります。

以下のソフトウェアをダウンロードしてください。
SMARTDAC+ スタンダード ハードウェア設定
SMARTDAC+ スタンダード IP アドレス設定ソフトウェア

IM 04L51B01-91JA の 4 ページに掲載した電子マニュアルの一覧を
ご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

USB 通信または Bluetooth 通信 （付加仕様、/C8）の場合、ハー
ドウェア設定ソフトウェアが必要です。

Ethernet で接続する場合、専用のソフトウェアは不要です。
（導入時には、IP アドレス設定ソフトウェアを使用します。）

・同じセグメント内の GM10 を検索して一覧表示します。
・GM10 の IP アドレスなどを設定します。

・Web ブラウザによりオフラインで GM の各種設定ができます。

IP アドレス設定ソフトウェアの画面例 ハードウェア設定ソフトウェアの画面例

Web アプリケーションを使用した各種設定、リアルタ
イムモニタが可能です。Microsoft Edge または Google 
Chrome がインストールされた PC が必要です。

メインユニットとサブユニットを接続して構成するシステムで
す。 1 つのメインユニットに対して、サブユニットを最大 6 ユ
ニット接続できます。各ユニットは、最大 6 モジュールまで接
続できます。
*GM10 の仕様により、チャネル数の制限があります（IM 04L55B01-01JA 参照）。

メインユニットのみで構成するシステムです。 マルチユニットシステムは、カスケード接続のみ有効です。
リング接続をすると、すべてのサブユニットが認識されません。

メインユニットでは一番左
に、サ ブ ユ ニ ッ ト で は
GM90PS のとなりに連結し
ます。

リング接続になる
ので、つながない！

壁取付の場合は、GM90MB を壁に設置してか
らモジュールを装着します。

突起部 
（上下 4 個） ガイド （上下 4 個）

1. スライドロック（上下）が解除されていることを確認（下記参照）し、
GM90MB の突起部 4 箇所をガイドに合わせて押し込みます。

モジュールの取り外し
1. モジュール下部にあるねじを緩めます。
2. モジュール上部にあるラッチを下へ押しなが

ら、手前に引き抜きます。

*1  GM で使用できるモジュールには、ファーム
ウェアバージョンに条件があるモデルがあり
ます。本書の 6 ページをご覧ください。

*2  GX90EX は、マルチユニットシステムを構成
するときに使用します。
GM で使用できる GX90EX は、ファームウェ
アバージョン R1.02.01 以降です。

2. 連結したあと、スライドロック （上下）または付属のねじで固定します。
（推奨締め付けトルク：0.4 ～ 0.5N・m）

押し込む

持ち運ぶ際には、確実に固定されていることを
確認してください。

ロック：モジュールの背面方向へスライドさせる。
解除：モジュールの正面方向へスライドさせる。

ロックするときも、解除するときも、
「カチッ」と音がします。

製品のユーザーズマニュアルは、以下のURL からダウンロードできます。

最新版のソフトウェアは、以下のURLからダウンロードできます。

電源接続：
インレットまたは M4 ねじ端子

PC

PC

GMの操作

PCの操作

ユニット間の接続距離は最大 100m

ユニット間の接続距離は最大 100m

本書以外のマニュアルには
資料番号を表記しています。

タイムゾーンと夏時間 (DST) を
設定する場合は、日時を設定す
る前に行ってください。

使用手順

15.ページ

8.～ 9ページ

18.ページ

18.ページ

12.ページ

12.ページ
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入出力モジュール *1（端子カバー未装着時）

必要に応じて各種機能を
設定する

電源をオンする

各モジュールを準備する

モジュールの確認
モジュールベースの装着
モジュールの連結

設置

モジュールベースの装着モジュールの確認 モジュールベース（モジュール）の連結

日付、時刻の設定
測定入力の設定

再構築
測定動作モードの設定
GM10 の IP アドレス設定

GM の各種設定

入出力と電源を配線する

システムを構成する

システム構成

マルチユニットシステム

GX90EX の連結位置

シングルユニットシステム

各種設定 Ethernet
USB

Bluetooth(/C8)

メインユニット

サブユニットハブ

メインユニット

サブユニット

サブユニット

サブユニット

参照先を示します。

「配線」

「配線」

「基本操作」

「基本操作」 測定 / 記録を開始する

URL: www.smartdacplus.com/manual/ja/

URL: www.smartdacplus.com/software/ja/

ユーザーズマニュアル
(IM 04L55B01-01JA)

「使用手順」

「設置」

GM10

GX90EX *2

GX90EX

GM90MB GM90PS

GM90MB
GM90MB

モジュール

ラッチ

GX90EX

スライドロック （上下）

ロック 解除

スライドロック （上下）

固定ねじ (M3)

接続コネクタ

連結用 M3 ねじ ( 付属 )
（上下 4 箇所）

モジュールを GM90MB の正面から「カチッ」
と音がするまで挿入しねじ止めします。

（推奨締め付けトルク：0.6N・m）

GM は、スタンドアロンおよび PC を使用したデータ収集、ど
ちらにも対応します。
GM の各種設定には、PC を使用します。専用ソフトウェアの
ダウンロード等、インターネットに接続する必要があります。

以下のソフトウェアをダウンロードしてください。
SMARTDAC+ スタンダード ハードウェア設定
SMARTDAC+ スタンダード IP アドレス設定ソフトウェア

IM 04L51B01-91JA の 4 ページに掲載した電子マニュアルの一覧を
ご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

USB 通信または Bluetooth 通信 （付加仕様、/C8）の場合、ハー
ドウェア設定ソフトウェアが必要です。

Ethernet で接続する場合、専用のソフトウェアは不要です。
（導入時には、IP アドレス設定ソフトウェアを使用します。）

・同じセグメント内の GM10 を検索して一覧表示します。
・GM10 の IP アドレスなどを設定します。

・Web ブラウザによりオフラインで GM の各種設定ができます。

IP アドレス設定ソフトウェアの画面例 ハードウェア設定ソフトウェアの画面例

Web アプリケーションを使用した各種設定、リアルタ
イムモニタが可能です。Microsoft Edge または Google 
Chrome がインストールされた PC が必要です。

メインユニットとサブユニットを接続して構成するシステムで
す。 1 つのメインユニットに対して、サブユニットを最大 6 ユ
ニット接続できます。各ユニットは、最大 6 モジュールまで接
続できます。
*GM10 の仕様により、チャネル数の制限があります（IM 04L55B01-01JA 参照）。

メインユニットのみで構成するシステムです。 マルチユニットシステムは、カスケード接続のみ有効です。
リング接続をすると、すべてのサブユニットが認識されません。

メインユニットでは一番左
に、サ ブ ユ ニ ッ ト で は
GM90PS のとなりに連結し
ます。

リング接続になる
ので、つながない！

壁取付の場合は、GM90MB を壁に設置してか
らモジュールを装着します。

突起部 
（上下 4 個） ガイド （上下 4 個）

1. スライドロック（上下）が解除されていることを確認（下記参照）し、
GM90MB の突起部 4 箇所をガイドに合わせて押し込みます。

モジュールの取り外し
1. モジュール下部にあるねじを緩めます。
2. モジュール上部にあるラッチを下へ押しなが

ら、手前に引き抜きます。

*1  GM で使用できるモジュールには、ファーム
ウェアバージョンに条件があるモデルがあり
ます。本書の 6 ページをご覧ください。

*2  GX90EX は、マルチユニットシステムを構成
するときに使用します。
GM で使用できる GX90EX は、ファームウェ
アバージョン R1.02.01 以降です。

2. 連結したあと、スライドロック （上下）または付属のねじで固定します。
（推奨締め付けトルク：0.4 ～ 0.5N・m）

押し込む

持ち運ぶ際には、確実に固定されていることを
確認してください。

ロック：モジュールの背面方向へスライドさせる。
解除：モジュールの正面方向へスライドさせる。

ロックするときも、解除するときも、
「カチッ」と音がします。

製品のユーザーズマニュアルは、以下のURL からダウンロードできます。

最新版のソフトウェアは、以下のURLからダウンロードできます。

電源接続：
インレットまたは M4 ねじ端子

PC

PC

GMの操作

PCの操作

ユニット間の接続距離は最大 100m

ユニット間の接続距離は最大 100m

本書以外のマニュアルには
資料番号を表記しています。

タイムゾーンと夏時間 (DST) を
設定する場合は、日時を設定す
る前に行ってください。
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基本操作
ここでは、GM の基本的な操作の説明を簡略にしています。詳
細は、各ユーザーズマニュアルを参照してください。

GM10 の各部名称

.

START/STOP キー

USER キー

SD カードスロット

SD カード
USB ポート

Ethernet ポート

RS-422/485
シリアルポート
 （付加仕様、/C3）

ステータス表示部
7 セグメント LED×2

7 セグメント LED：
動作モード、システム番号、セルフチェック動作、キーロック、
動作エラー、処理実行中、モジュール装着情報を表示
ステータス表示部：
項目 LED表示色 内容
RDY 緑 システム正常時表示
REC 緑 記録状態の表示
SD オレンジ SDカードアクセス状態の表示
FAIL 赤 システム異常時表示
MATH 緑 演算状態の表示
SER オレンジ シリアル通信状態の表示
BT オレンジ Bluetooth 通信状態の表示
ALM 赤 アラーム状態の表示

START キー：記録 / 演算の開始
STOP キー：記録 / 演算の停止、エラー消去
USER キー （USER1/USER2）：指定したアクションの実行（イベ

ントアクション機能）

SD メモリカードのセット
GM10 前面の SD カードスロットのカバーを開け、SD メモリカー
ドを挿入します（各部名称を参照）。

Note
拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）のときは、SDメモリカー
ドが装着されている必要があります。

Ethernet 通信で GM を設定する
IP 設定ソフトウェアで GM10 の IP アドレスを設定する
1. IPアドレス設定ソフトウェアを起動し、[探す]ボタンをクリッ

クします。同じセグメント内にある GM10 が一覧表示されま
す。

[ 探す ] ボタン [ ネットワーク設定 ] ボタン

アドレス設定画面

[No.]

拡大 / 縮小ボタン

下記参照

IPアドレス、サブネットマ
スク、デフォルトゲート
ウェイなど、各項目を設定
します。

ここをクリックすると、GM10 の 7セグメント LEDに
と表示されます。該当機器を確認するのに便利です。

2. [No.]をクリックします。
 クリックした No. の GM10 が有効になります。
3. [ ネットワーク設定 ]ボタンをクリックして、アドレス設定画

面で各項目を設定します。
 設定項目の詳細は、「IP アドレス設定ソフトウェア ユーザー

ズマニュアル」を参照してください。

測定動作モードを設定する
「標準」、「高速」、「デュアルインターバル」から設定します。

工場出荷時は「標準」です。

Note
測定動作モードを変更すると下記のデータが初期化されます。
測定動作モードを変更する場合は、最初に行ってください。
・. すべての内部データ
・. IPアドレスなど通信設定以外の設定データ（セキュリティ
設定を含む）

・. システム構築データ

測定動作モード 内容
標準 最速100msの測定が可能なモード
高速 最速1ms.の測定が可能なモード

高速ユニバーサルを使用して100msより速い測
定周期で測定する場合などに使用します。

デュアルイン
ターバル

2つの測定グループに、それぞれ異なる測定周期
で測定が可能なモード

1. Web ブラウザ（Microsoft Edge または Google Chrome）を
起動します。

2. アドレス欄で「http://」に続けて、GM10 の IP アドレスを入
力し、移動します。Web アプリケーションが起動します。

3. コンテンツ選択ツリーの [ 調整 ] タブをクリックします。

[ 調整 ] タブ 測定動作モード

コンテンツ選択ツリー

4. コンテンツから [ 測定動作モード ] をクリックします。
5. 測定動作モードを選択し、画面右下の [ 変更 ] をクリックし

ます。
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再構築をする（モジュールの認識）
再構築とは、接続した入出力モジュールを認識して、実際のモ
ジュール構成に合わせる操作です。
次の場合に再構築が必要です。
 はじめての使用、測定動作モードの変更、モジュールの変更

（違う種類のモジュールへ変更）、モジュールの追加または取
り外し、システム構成の変更（GX90EX の接続）、拡張セキュ
リティ機能の On/Off

. 再構築中は、下記の操作はしないでください。
. 電源のオン /オフ、モジュールの抜き差し

1. コンテンツ選択ツリーの [ 調整 ] タブをクリックします。

[ 調整 ] タブ 再構築

コンテンツ選択ツリー

[ 再構築 ] ボタン

2. コンテンツから [ 再構築 ] をクリックします。
3. [ 再構築 ] ボタンをクリックします。

日付、時刻を設定する
タイムゾーンと DST( 夏時間 ) を設定する場合は、日時の前に
設定してください。

1. メニューの [ 本体操作 ]タブをクリックします。

メニューバー

日時設定 [ 本体操作 ]

2. [ 日付設定 ]をクリックすると、「日付設定」ダイアログが表
示されます。

3. 日付と時刻を設定し、[ 変更 ]をクリックします。

測定入力を設定する
ここでは、スロット ( モジュール番号 )0 のチャネル 1(0001) に、
熱電対タイプ T、0 ～ 200℃に設定する例で説明します。
1. コンテンツ選択ツリーの [ 設定 ] タブをクリックします。

.

[ 設定 ] タブ

2. ツリーから [AI チャネル ]＞ [0001-0010]＞ [ レンジ ]の順に
クリックします。

3. チャネル（CH）0001 に以下の項目を設定します。
 種 類：TC、レ ン ジ：T、ス パ ン 下 限：0.0、ス パ ン 上 限：

200.0
4. 画面右下の [ 変更 ]ボタンをクリックします。
 設定の変更ダイアログが表示されます。
5. [OK]をクリックします。

測定 / 記録条件を設定する
ここでの設定手順は、下記が初期値のままで記録周期だけを設
定する例です。
 記録データ種類：イベント、測定周期：1s（または 2s）、
 記録モード：フリー（常時データを記録）

・ 測定 / 記録条件の設定は、記録するチャネル数、記録周期
など条件により異なります。

1. [ 設定 ]タブ＞ [ 記録設定 ]＞ [ 記録基本設定 ]の順にクリッ
クします。

記録周期

データ長

2. 記録周期を選択します。
・ 測定周期よりも速い記録周期は設定できません。
 必要に応じて、データ長を設定します。データ長は、記録デー

タの 1 ファイルの大きさ （保存するタイミング）です。
3. 画面右下の [ 変更 ]をクリックします。
 設定の変更ダイアログが表示されます。
4. [OK]をクリックします。

表示グループを設定する
測定データを表示するために必要な設定です。表示グループご
とに、チャネル、グループ名を設定できます。詳細は、ユーザー
ズマニュアルを参照してください。以下は、グループ番号 1 に
AI チャネル 0001 ～ 0010 を設定する例です。
1. [ 設定 ]タブ＞ [ 表示設定 ]＞ [ グループ設定 ]＞ [1-20]の順

にクリックします。
2. グループ番号 1 の「On/Off」チェックボックスを On にして、

「チャネル設定」のチャネル番号表示をクリックします。

チャネル番号
表示

 「グループ番号 [1] チャネル設定」ダイアログボックスが表
示されます。

3. 「AI チャネル」の 001 ～ 0010 をすべて On にし、[OK]ボタ
ンをクリックします。「チャネル番号表示」に選択したチャ
ネル番号が表示されます。

4. 画面右下の [ 変更 ]をクリックします。
 設定の変更ダイアログが表示されます。
5. [OK]をクリックします。
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USB 通信で GM を設定する
USB 通信の場合は、ハードウェア設定ソフトウェア（以降、ソ
フトウェアと表記）を使って設定します。ソフトウェアの機能
および操作方法の詳細は、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）を参照
してください。
1. GM10 の USB ポート（miniB タイプ）にケーブルを接続し、

PC と通信します。以下の通信条件で接続します。
. ボーレート：115200、パリティ：None、データ長：8bit、
. ストップビット：1bit、ハンドシェーク：Off:Off

 PC がインターネットに接続されている状態で接続してくだ
さい。USB ドライバが自動的にダウンロードされます。

2. ソフトウェアを起動します。

再構築をする（モジュールの認識）
1. メニューの [ 本体操作 ]タブ＞ [ 再構築 ]の順にクリックし

ます。
 「通信情報入力」ダイアログが表示されます。
2. 通信情報を入力し、[OK]をクリックします。
 USB のポート番号は、Windows のデバイスマネージャーで

確認して設定してください。
3. 確認のダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリック

します。再構築完了のダイアログボックスが表示されます。
4. [OK]クリックします。

各種項目を設定する
設定内容については、Web アプリケーションを参照してくださ
い。

.

[ 設定送信 ][ 設定受信 ]

1. メニューの [設定]タブ＞ [設定受信]の順にクリックします。
2. 「通信情報入力」ダイアログボックスが表示されたら、通信

情報を入力し、[OK]をクリックします。
 接続している GM の設定データが表示されます。
3. 各種項目を設定します。
4. メニューの [設定]タブ＞ [設定送信]の順にクリックします。
5. 「通信情報入力」ダイアログボックスが表示されたら、通信

情報を入力し、[OK]をクリックします。
 接続している GM に設定データが送信されます。
 設定データは、保存しておいて、あとで設定データを送信す

ることもできます。

測定 / 記録を開始する
Web ブラウザで開始する
Webアプリケーションの場合
1. メニューの [SMARTDAC+.Webサービス ]タブ＞ [ 記録 ]の

順にクリックします。
2. 「記録」ダイアログボックスが表示されたら、[ 記録開始する ]

をクリックします。記録が開始されます。
・ 記録を停止するときは、上記手順の 2 で [ 記録を停止する ]

をクリックします。

ハードウェア設定ソフトウェアの場合
1. メニューの [ 本体操作 ]タブ＞ [ 記録開始 ]の順にクリック

します。
2. 「通信情報入力」ダイアログボックスが表示されたら、通信

情報を入力して、[OK]をクリックします。記録が開始され
ます。

・ 記録を停止するときは、上記手順の 2 で [ 記録停止 ]をクリッ
クします。

GM10 の [START] キーで開始する
 GM10 前面の [START]キーを 3 秒以上長押しします。
 記録が開始され、GM10 のステータス表示の「REC」が点灯（緑

色）します。
・ 記録を停止するとき
 [STOP]キーを 3 秒以上長押しします。「REC」が消灯します。

・ Web アプリケーションとハードウェア設定ソフトウェアで
も、記録を開始するとステータス表示の「REC」LED が点灯し、
停止すると消灯します。

 Bluetooth で GM に接続する場合は、本書の 27 ページを
参照してください。
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設　置

●.GMの設置、モジュール連結、およびモジュール装着は、必
ず電源をオフにして行ってください。

●.推奨締め付けトルク以上で締め付けると、ケースの変形な
ど破損を生じる恐れがあります。

設置場所
本製品は、当該規格上（CSA/UL/EN/IEC 61010-2-201）、
開放型機器として設計されております。規格適合にあ
たっては以下の通り設置してください。

・ GM ユニット /GX60 は、扉の付いた盤内に設置してください。
・ 保護に使用する計装パネル、盤は CSA/UL/EN/IEC 61010-2-

201 に適合するか、保護等級 IP1X 以上かつ IK09 以上である
必要があります。

・ 外部からの出力部端子への危険電圧 (30V AC または 60V DC
以上）印加の際、不用意に手が触れない場所に設置するか、
盤内に設置してください。

本製品は電源スイッチがあるため、不用意な電源スイッチ操作
による電源通電/遮断により被害の発生する可能性があります。
使用者または第三者が電源スイッチの誤操作にならない措置を
施してください。

GX90XA-10-V1において、600Vを超えるコモンモード電圧に
対しては、1000V.DC.基礎絶縁となっています。600Vを超える
コモンモード電圧環境下で使用する場合には、以下の通り設置
してください。
・. GMシステムおよびGMシステムに接続された1000V.補強
絶縁相当の絶縁が施されていない機器は全て扉の付いた盤
内に設置してください。

・. 測定対象に電源が入っている状態では盤内部にアクセスし
ないでください。

・. 保護に使用する盤は CSA/UL/EN/IEC.61010-2-201に適合す
るか、保護等級 IP1Xかつ IK09 以上である必要があります。

屋内の次のような場所に設置してください。
・ 周囲温度が –20 ～ 60℃の場所
 ただし、以下の場合は -20 ～ 50℃の場所
 GM10（付加仕様、/C8）、X90YD、GX90WD、GX90XA-T1（電

磁リレー）、GX90YA、GX90UT を使用するとき
・ 周囲湿度が 20 ～ 85％ RH の場所
 結露のない状態で使用してください。

Note
温度、湿度の低い場所から高い場所に移動したり、急激に温度
が変化したりすると、結露することがあります。また、熱電対
入力のときは、測定誤差を生じます。このようなときは、周囲
の環境に1時間以上慣らしてから使用してください。

・ 風通しの良い場所
 本製品内部の温度上昇を防ぐため、風通しの良い場所に設

置してください。
・ 機械的振動の少ない場所
 機械的振動の少ない場所を選んで設置してください。機械

的振動の多い場所に本製品を設置すると、振動が機構部に
悪い影響を与えるばかりでなく、正常な記録ができない場合
があります。

・ 水平な場所
 本製品を設置する際、左右いずれにも傾かず、水平になる

ようにしてください。
・ 使用高度 2000m 以下

次のような場所には設置しないでください。
・ 屋外
・ 直射日光の当たる場所や熱器具の近く
 なるべく温度変化が少なく、常温 (23℃ ) に近い場所を選ん

で設置してください。直射日光の当たる場所や熱器具の近く
に置くと、内器に悪い影響を与えます。

・ 油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどの多い場所 
油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどは、本製品に悪
い影響を与えます。これらが多い場所に、本製品を設置す
ることは避けてください。

・ 電磁界発生源の近く
 磁気を発生する器具や磁石を本製品に近づけることは避け

てください。本製品を強い電磁界発生源の近くで使用すると、
電磁界が測定誤差の原因になる場合があります。また、無
線機能では、通信エラーの原因になる場合があります。

設置方法
GM は、デスクトップでの使用 / 床置き、DIN レール取付、お
よび壁取付が可能です。いずれの設置方法でも、必ず垂直姿勢
で設置してください。

モジュールの連結方法
GM90PS 以 外 の モ ジ ュ ー ル は、GM90MB を 装 着 す る こ と
で、各モジュールと連結できます。壁取付で使用する場合は、
GM90MB を壁に設置してからモジュールを装着します。
連結の手順は、本書の 10 ページ「使用手順」を参照してく
ださい。
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ユニットの外形寸法（単位：mm）
奥行きは、ユニットのタイプに関係なく、最大 146mm です。

メインユニット（シングルユニットシステム）

88
138188238288338388438488538588638

GM90PS入出力モジュール GM10GM90MB

135

2.7

メインユニット（マルチユニットシステム）

.

GM90PSGX90EX 入出力モジュール GM10

88
138188238288338388438488

GM90MB

135

2.7

サブユニット（マルチユニットシステム）

.

GM90PSGX90EX入出力モジュール

88
138188238288338388438

GM90MB

135

2.7

デスクトップでの使用 / 床置き
GM90PS および GM90MB に脚部があるため、垂直に置くこと
が可能です。モジュールの装着方法は、「使用手順」をご覧く
ださい。

. .

脚部

DIN レールへの取り付け

DINレールを固定する際は、70mm以内の間隔でねじ留めしてく
ださい。強度を確保するために必要です。

1. GM （GM90PS、GM90MB）の背面にある DIN レール取付用
溝の上部を DIN レールに引っかけます。

2. GM の下部を「カチッ」と音がするまで押し込みます。
 GM の背面にあるラッチで固定されます。
.

DINレール取付用溝

ラッチ

外すときは、ラッチを
下げる

引っかける

前面から
押し込む

DINレール

DINレール

GMの背面

「カチッ」

取り付けたあとに、すべて固定されているか確認してください。
DINレールから取り外す
1. GM の背面にあるラッチをマイナスドライバーなどを使って

下げます。
 「カチッ」と音がするところまで下げるとラッチが下げた位

置で固定されます。
2. GM を少し手前に引き、持ち上げて外します。

DIN レール取付の上下方向寸法図

.

DINレール 単位：mm

68.6

185
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壁への取り付け
壁取付寸法図

88

185

M4深さ 3mm以上

90.5

120.5

GM90PSGM90MB

170.5
220.5

単位：mm
（寸法公差：±0.3mm）

270.5
320.5

370.5
420.5

470.5
520.5

570.5
620.5

140.5
190.5

240.5
290.5

340.5
390.5

440.5
490.5

540.5
590.5

壁取付用の M4 ねじ （長さ 4mm 以上） （以降ねじと表記）をモ
ジュール分用意します。モジュール 1 個に 2 本必要です。
 推奨締め付けトルク：0.6 ～ 0.7N・m

壁取付は、GM90PSを基準に固定します。
 最初に下図のように GM90PS の 2 か所をねじでしっかり固

定します。次に GM90PS へ GM90MB を連結していきます。

.

ねじ

GM90MBは、向かって右側へGM90PSに押しつけながら、ね
じで固定します。
・. GM90MBの固定は、1個ずつでも、連結してからでも、
どちらでも可能です。

.

壁取付用穴

GM90MB GM90PS

. 連結の仕方は、本書の10.ページ「使用手順」を参照し
てください。

GM90MB を固定したあと、モジュールを付けます。

Note
GM90PSの右側にある銘板が見えるように設置してください。
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配　線

●.配線時は、感電防止のため、電源の供給元がOFFになって
いることを確認してください。

●.出力端子に、30V.AC/60V.DC 以上の電圧がかかるときは、
すべての出力端子に、緩んでも抜けない丸型の絶縁被覆付
き圧着端子で信号線を接続してください。また、出力端子
に30V.AC/60V.DC以上の電圧がかかる信号線は2重絶縁(耐
電圧性能3000V.AC以上 )線、その他の信号線は基礎絶縁(耐
電圧性能1500V.AC 以上 )線を使用してください。感電防止
のため、接続後、端子カバーを取り付け、端子に手で触れ
ないようにしてください。

●.入力端子に 30V.AC/60V.DC 以上の電圧がかかる信号線は、
測定対象に対して耐電圧性能が十分余裕があり、定格に適
した 2重絶縁線を使用してください。感電防止のため、接
続後、端子カバーを取り付け、端子に手で触れないようにし
てください。

●.GX90WDの出力端子が150V.ACを超える電圧に接続される
場合には、接続先が 300V.AC 以下の主回路（電源 1次側）
から派生した回路（電源 2次側）に限定されます。また、出
力端子チャネル間は基礎絶縁のため、隣接チャネルとの電
位差が 30V.ACまたは 60V.DCを超えないように接続してく
ださい。隣接チャネルとの電位差が 30V.ACまたは 60V.DC
を超える場合には、1ch空けて接続してください。

●.本製品に配線された入出力信号線に大きな引っぱり力が働
くと、本製品の端子や信号線を破損することがあります。本
製品の端子に直接引っぱり力がかからないようにすべての配
線コードは設置パネルに固定してください。

●.火災防止のため、信号線には温度定格 80℃以上のものを使
用してください。

●.本製品の使用環境は、汚染度 2です。本製品の機器内部に
導電性の配線くず、切粉などが入らないようにしてください。
感電、火災、故障、誤動作の原因となります。また、配線時
にGM/GX60ユニットを上向きにすることで、配線くず、切
粉が機器内部に混入しやすくなりますのでご注意ください。

●.各入力端子には、以下の値を超えた電圧を加えないでくだ
さい。本製品が損傷することがあります。
GX90XAの場合
・. 許容入力電圧：
. 熱電対 / 直流電圧（1Vレンジ以下）/ 測温抵抗体 /DI 接
点入力、直流電流の場合、±.10V.DC

. 直流電圧（2～ 50Vレンジ）の場合、DI（電圧）の場合、

. ± 60V.DC（高速AI以外）

. 直流電圧（2～ 100Vレンジ）、DI（電圧）の場合、

. ±120V.DC（高速AI）
・. コモンモード電圧：
. ± 60V.DC.（測定カテゴリ II.条件下にて )
. 高速 AIの場合
. ± 300V.AC.rms.（測定カテゴリ II.条件下にて）

. 高耐圧の場合
. ± 600V.AC.rms/ ± 600V.DC（測定カテゴリ II.条件下
にて）

. ±1000V.DC（測定カテゴリⅡ、基礎絶縁条件下にて *）
*. 基礎絶縁条件下で使用する場合には、安全に使用
するために外部に補強絶縁が必要です。600Vを超
えるコモンモード電圧環境下で使用する場合には、
補強絶縁を付加するために、以下の通り配線してく
ださい。

・. .感電防止のため、GMシステムおよびGMシステム
に接続された1000V 補強絶縁相当の絶縁が施され
ていない機器は全て扉の付いた盤内に設置してくだ
さい。

・. .感電防止のため、保護接地、主電源以外の配線を
盤の外側に直接接続しないでください。

・. .火災防止のため、高耐圧入力モジュールへの入力
信号については、ヒューズ等の過電流保護デバイス
をH端子、L端子各々に挿入してください。過電流
保護デバイスは、使用するコモンモード電圧に対応
したデバイスを選定し、経年劣化に配慮して定期的
な交換を推奨します。

・. .それ以外の接続については、感電防止のため、
1000V.補強絶縁相当の絶縁を施した上で盤の外側
に接続してください。

・. .感電防止のため、盤は必ず保護接地を行ってくだ
さい。盤の保護接地については、地域の接地基準
に合わせて接地してください。

GX90XD、GX90WDの場合
・.許容入力電圧：+10V.DC
GX90XPの場合
・.許容入力電圧：±10V.DC
GX90UTの場合
・. 許容入力電圧：
. 熱電対 /.直流電圧（1V.レンジ以下）/.測温抵抗体 /DI.接
点入力、直流電流の場合、±.10V.DC

. 直流電圧（2Vレンジ以上）の場合、DI（電圧）の場合、
±60V.DC

・. コモンモード電圧：±60V.DC.（測定カテゴリ II.条件下にて )
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配線時の注意
入力 / 出力信号線を配線するときには、次のことにご注意くだ
さい。
● ねじ端子の場合、絶縁スリーブ圧着端子のご使用を推奨し

ます （電源配線用 M4、信号配線用は M3）。

. 絶縁スリーブ圧着端子

信号配線用推奨圧着端子 N1.25-MS3
.( 日本圧着端子製造株式会社 )

・. 絶縁スリーブ圧着端子を使用しない場合は、仕上がり外
径ф5mm以下の信号線を使用してください。

● 押し締め端子の場合、下記の電線を推奨します。
GX90XA
導体断面積 0.05mm2～ 1.5mm2.(AWG30～ 16)
被覆むき長さ 5～ 6mm

GX90XD、GX90XP、GX90YA
導体断面積 0.2mm2～ 1.5mm2.(AWG24～ 16)
被覆むき長さ 9～ 10mm

RS-422/485（付加仕様、/C3）
導体断面積 0.08mm2～ 1.5mm2.(AWG28～ 16)
被覆むき長さ 6～ 7mm

● 入力 / 出力信号線を配線するときは、電線の最小曲げ半径
値を守ってください。最小曲げ半径値は、電線メーカの示す
仕様か、電線導体直径の 6 倍のどちらか大きい方を適用し
てください。

● 端子に静電気が印加されないようにしてください。
・. 端子への配線時には、静電気が印加されないように除電
してから作業してください。

・. 信号線に静電気や類似する高電圧で過渡的なノイズが印
加された場合、故障する可能性があります。

● 測定回路にノイズを混入させないように配慮してください。
・. 測定回路は、電源供給線 (電源回路 ).や接地回路から離
してください。

・. 測定対象はノイズ源でないことが望ましいのですが、や
むをえない場合は測定対象と測定回路を絶縁してくださ
い。また測定対象は接地してください。

・. 静電誘導によるノイズに対しては、シールド線が有効で
す。シールドは必要に応じ本製品の接地端子に接続しま
す (二点接地にならないようご注意ください )。

・. 電磁誘導によるノイズに対しては、測定回路配線を短い等間
隔で撚りあわせて配線すると比較的効果があります。

・. 保護接地端子は、必ず低い接地抵抗で接地してください。

● 熱電対入力で本製品の基準接点補償を使用する場合、端子
部の温度を安定させるよう配慮してください。
・. 端子カバーは必ず装着してください。
・. 放熱効果の大きい太い線は使用しないでください。断面
積 0.5mm2.以下を推奨します。

・. 外気温の変化が起きないようにしてください。特に近く
にあるファンのON/OFF.などは、大きな温度変化を生じ
ます。

● 入力配線を他の機器と並列に接続すると互いに測定値に影
響を与えることがあります。やむをえず並列接続するときは、
・. バーンアウト検知機能の設定はOFF.にしてください。
・. それぞれの機器は同一点に接地してください。
・. 運転中に一方の機器の電源ON/OFFは行わないでくださ
い。他方の機器に悪影響を及ぼすことがあります。

・. 測温抵抗体または抵抗入力は並列接続できません。

端子カバーの取り外し / 装着
端子カバーの取り外し
 端子カバー下部のねじを緩めて、取り外します。

端子カバーの装着
.

A

モジュールにより形状は違いますが、

同様の手順で着脱できます。

1.  端子カバー上部 ( 内側 ) の突起部 2 箇所
を下図の A に引っかけ、端子カバー下部
を押し込みます。

2.  端子カバー下部のねじを締め付けて固定
します。
推奨締め付けトルク：0.6N・m

端子台の取り外し / 装着
端子台の取り外し (GX90XA、GX90WD、GX90UT)
 モジュール下部のレバーを下げ、端子台を引き抜きます。

端子台の装着 (GX90XA、GX90WD、GX90UT)
 端子台をモジュール本体へ装着し、レバー ( 下図の矢印位置 )

をしっかり押し込み固定します。

.

端子台着脱用レバー

モジュールの側面図

GX90XA 以外のモジュールは、端子台上下にある着脱用ねじで、
端子台を着脱できます。

.

端子台着脱用ねじ

 端子台着脱用ねじの推奨締め付けトルク：0.1N・m
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配線方法
入出力端子には、専用の端子カバーがねじ止めされ、カバーに
は、端子配置を示すシールが貼り付けてあります。
1. 電源を OFF にして、端子カバーを取り外します。
2. 信号線を端子に配線します。

ねじの推奨締め
付けトルク

ねじ端子 （M3） 0.5 ～ 0.6N・m
押し締め端子 GX90XA：0.4N・m

GX90XP：0.5N・m
GX90XD：0.5N・m
GX90YA：0.5N・m

3. 端子カバーを取り付け、ねじで固定します。ねじの推奨締め
付けトルクは、0.6N・m です。

Note
押し締め端子の場合、線径が0.3mm以下の単線の電線を使用
すると、電線が端子へ確実に締め付けられないことがあります。
押し締め端子に接続する導体部分を2つ折りにするなどして、
確実に締め付けられるようにしてください。

M3 ねじ端子台の内寸（単位：mm）

. 6   0
−0.1

押し締め端子の配線

電線
（被覆むき線）

マイナス
ドライバー

ねじ端子接続口

最初にマイナスドライバで前面
のねじ端子を緩めます。
電線を接続口へ挿入し、ねじ端
子を締め付けます。

●.ねじを締める際は、ドライバをねじに対してまっすぐ一直線
上にあるように意識して回転させてください。傾いていたり、
回転の軸がずれていると、ねじの溝がつぶれたり、ねじが斜
めに挿入され、ねじ山が破損する恐れがあります。

●.精密ドライバを使用して、指先でハンドルを押しながら軽い
力で回してください。過剰な力で押すと、端子が破損する恐
れがあります。

GX90XA アナログ入力モジュールへの配線
ユニバーサル、低耐圧リレー、電磁リレー、電流（mA）、
高耐圧
端子図

.

CH1
301/201/101 101

102
103

113
114
115

310/210/110

M3ねじ端子 押し締め端子

配線方向

CH10

201
202
203

213
214
215

CH1

CH3

CH5
CH7
CH9

CH2
CH4
CH6
CH8

CH10

配線方向

配線図

配線1：直流電圧入力 /DI（LEVEL）配線 2：DI（接点）.

+−
−
+

配線 3：熱電対入力 配線 4：測温抵抗体入力.

+− −
+

B
b

A

ABb

配線 5：.直流電流入力（シャント
抵抗外付け）

配線 6：直流電流入力

+− −
+

+−
−
+

方式 入力種類 適用配線図
-U2 直流電圧 /DI/.熱電対 /.測温抵抗体 /.

直流電流（シャント抵抗外付け）
1、2、3、4、5

-C1 直流電流 6
-L1 直流電圧 /DI/.熱電対 /.

直流電流（シャント抵抗外付け）
1、2、3、5

-T1
-V1

端子配列
M3ねじ端子
CH
番号

端子.
番号 記号 端子.

番号 記号 端子.
番号 記号

CH1 301 /b*1 201 -/B 101 +/A
CH2 302 /b*1 202 -/B 102 +/A
CH3 303 /b*1 203 -/B 103 +/A
CH4 304 /b*1 204 -/B 104 +/A
CH5 305 /b*1 205 -/B 105 +/A
CH6 306 /b*1 206 -/B 106 +/A
CH7 307 /b*1 207 -/B 107 +/A
CH8 308 /b*1 208 -/B 108 +/A
CH9 309 /b*1 209 -/B 109 +/A
CH10 310 /b*1 210 -/B 110 +/A
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押し締め端子
CH
番号

端子.
番号 記号 CH

番号
端子.
番号 記号

201 +/A 101 +/A
CH2 202 -/B CH1 102 -/B

203 b*1 103 b*1

204 +/A 104 +/A
CH4 205 -/B CH3 105 -/B

206 b*1 106 b*1

207 +/A 107 +/A
CH6 208 -/B CH5 108 -/B

209 b*1 109 b*1

210 +/A 110 +/A
CH8 211 -/B CH7 111 -/B

212 b*1 112 b*1

213 +/A 113 +/A
CH10 214 -/B CH9 114 -/B

215 b*1 115 b*1

*1. 電磁リレー、電流（mA）、低耐圧リレー、高耐圧の場合、
記号表示はありません。

・. 測温抵抗体b端子は、内部で接続されています。

高速ユニバーサル
端子図

.

CH1

CH2
301/201/101

310/210/110

M3ねじ端子 押し締め端子

配線方向

CH4

CH3
304/204/104

307/207/107

201
202
203
205
206
207
209
210
211
213
214
215

CH1

CH2

CH3

CH4

配線方向

配線図

配線1：.直流電圧入力 /.
DI（LEVEL）.*

配線 2：DI（接点）.*

+−
−
+

配線 3：熱電対入力 配線 4：.測温抵抗体入力

+− −
+

b
A

B

BbA

配線 5：.直流電流入力（シャント抵抗外付け）

+− −
+

*. DI は、LEVELと接点で配線が異なりますので、注意してく
ださい。

端子配列
M3ねじ端子
CH
番号

端子.
番号 記号 端子.

番号 記号 端子.
番号 記号

CH1 301 /A 201 -/b 101 +/B

CH2 304 /A 204 -/b 104 +/B

CH3 307 /A 207 -/b 107 +/B

CH4 310 /A 210 -/b 110 +/B

押し締め端子
CH
番号

端子.
番号 記号 端子.

番号 記号

201 +/B 101 空き
CH1 202 -/b 102 空き

203 /A 103 空き
204 空き 104 空き
205 +/B 105 空き

CH2 206 -/b 106 空き
207 /A 107 空き
208 空き 108 空き
209 +/B 109 空き

CH3 210 -/b 110 空き
211 /A 111 空き
212 空き 112 空き
213 +/B 113 空き

CH4 214 -/b 114 空き
215 /A 115 空き

・. 空き端子は使用禁止です。

4 線式 RTD/ 抵抗（方式 -R1）
端子図

.

CH1

CH6

301/201/101
302 102
303/203/103

101
102
103
104

M3ねじ端子 押し締め端子

配線方向

201
202
203
204
206
207
208
209
211
212
213
214

106
107
108
109
111
112
113
114

CH1

CH3

CH5

CH2

CH4

CH6

配線方向

304/204/104
305 105
306/206/106
307/207/107
308 108
309/209/109

配線図

. IABC

CH1、CH3、CH5 CH2、CH4、CH6

IABC

I
A
B
C
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端子配列
M3ねじ端子
CH
番号

端子.
番号

記号 端子.
番号

記号 端子.
番号

記号

CH1 301 B 201 A 101 I
302 C 202 空き 102 C

CH2 303 B 203 A 103 I

CH3 304 B 204 A 104 I
305 C 205 空き 105 C

CH4 306 B 206 A 106 I

CH5 307 B 207 A 107 I
308 C 208 空き 108 C

CH6 309 B 209 A 109 I
310 空き 210 空き 110 空き

押し締め端子
CH
番号

端子.
番号 記号 CH

番号
端子.
番号 記号

CH2

201 I

CH1

101 I
202 A 102 A
203 B 103 B
204 C 104 C
205 空き 105 空き

CH4

206 I

CH3

106 I
207 A 107 A
208 B 108 B
209 C 109 C
210 空き 110 空き

CH6

211 I

CH5

111 I
212 A 112 A
213 B 113 B
214 C 114 C

・. 空き端子は使用禁止です。

GX90XD ディジタル入力モジュールへの配線
端子図

DI1

M3ねじ端子 押し締め端子

DI8
COMCOM 

DI9

DI16 COM 

DI9

DI16

DI1

DI8
COM 

配線方向 配線方向

(11)

(19)

(11)

(19)

(21)

(29)

(21)

(29)

端子配列
端子番号 記号 端子番号 記号

21 DI9 11 DI1
22 DI10 12 DI2
23 DI11 13 DI3
24 DI12 14 DI4
25 DI13 15 DI5
26 DI14 16 DI6
27 DI15 17 DI7
28 DI16 18 DI8
29 COM2 19 COM1
30 - 20 -

DI1 ～
DI8
COM1

入力形式：
フォトカプラアイソレーション
DI1-DI8：COM1
DI9-DI16：COM2
グループ共通コモン

許容入力電圧範囲：0～ 10V

注意：入力端子間に許容入力電圧範囲外
の電圧を印加しないでください。
故障の原因になります。

内部回路

GX90YD ディジタル出力モジュールへの配線
端子図

.

DO1
N.C.
COM
N.O.
N.C.
COM
N.O.
N.C.
COM
N.O.

N.C.
COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.

M3ねじ端子

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

配線方向

11
12
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28
29

端子配列
DO番号 端子番号 記号 DO番号 端子番号 記号

21 NC 11 NC
DO4 22 COM DO1 12 COM

23 NO 13 NO
24 NC 14 NC

DO5 25 COM DO2 15 COM
26 NO 16 NO
27 NC 17 NC

DO6 28 COM DO3 18 COM
29 NO 19 NO
30 --- 20 ---
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GX90WD ディジタル入出力モジュールへの配
線
端子図

301/201/101
DI

DO

302/202/102

310/210/110

M3ねじ端子

配線方向

303/203/103

305/205/105

DI1 ～
DI8

DICOM

入力形式：
フォトカプラアイソレーション
コモン (DICOM) 共通
許容入力電圧範囲：0～ 10V

注意：
入力端子間に許
容入力電圧範囲
外の電圧を印加
しないでくださ
い。故障の原因
になります。

内部回路

端子配列
端子.
番号

記号 端子.
番号

記号 端子.
番号

記号

DI1 ～
DI8

301 DI3 201 DI2 101 DI1
302 DI6 202 DI5 102 DI4
303 DICOM 203 DI8 103 DI7

--- 304 --- 204 --- 104 ---
DO1 305 DO1NO 205 DO1COM 105 DO1NC
DO2 306 DO2NO 206 DO2COM 106 DO2NC
DO3 307 DO3NO 207 DO3COM 107 DO3NC
DO4 308 DO4NO 208 DO4COM 108 DO4NC
DO5 309 DO5NO 209 DO5COM 109 DO5NC
DO6 310 DO6NO 210 DO6COM 110 DO6NC

GX90XP パルス入力モジュールへの配線
端子図

M3ねじ端子 押し締め端子

CH1+−+−+−+−+−

+−+−+−+−+−

+
−
+
−
+
−
+
−
+
−

+
−
+
−
+
−
+
−
+
−

CH2
CH3
CH4
CH5

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5

CH6
CH7
CH8
CH9

CH10

CH6
CH7
CH8
CH9

CH10

配線方向 配線方向

(11)

(20)

(11)

(20)

(21)

(30)

(21)

(30)

端子配列
CH
番号 端子番号 記号 CH

番号 端子番号 記号

CH6 21 + CH1 11 +
22 - 12 -

CH7 23 + CH2 13 +
24 - 14 -

CH8 25 + CH3 15 +
26 - 16 -

CH9 27 + CH4 17 +
28 - 18 -

CH10 29 + CH5 19 +
30 - 20 -

+

−
入力形式：

フォトカプラアイソレーション
マイナス (－) 端子 ( コモン ) 電位
共通

許容入力電圧範囲：±10V

注意：入力端子間に許容入力電圧範囲外
の電圧を印加しないでください。
故障の原因になります。

内部回路

5V DC

約 5kΩ

GX90YA アナログ出力モジュールへの配線
端子図

.

M3ねじ端子 押し締め端子

CH1+−+−+−+−

+
−
+
−
+
−
+
−

CH2
CH3
CH4

CH1
CH2
CH3
CH4

配線方向 配線方向

(11)

(18)

(11)

(18)

端子配列
CH
番号 端子番号 記号

CH1
11 +
12 -

CH2
13 +
14 -

CH3
15 +
16 -

CH4
17 +
18 -
19 空き
20 空き

GX90UT PID 制御モジュールへの配線
端子図

.

M3ねじ端子

配線方向

DI

AI
AO

DO

301/201/101
302/202/102
303/203/103
304/204/104
305/205/105
306/206/106
307/207/107
308/208/108

209/109
210/110
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配線図
アナログ入力

配線1：.直流電圧入力 /.
DI（LEVEL）.*

配線 2：DI（接点）.*

+−

配線 3：熱電対入力 配線 4：.測温抵抗体入力

+− BbA

配線 5：.直流電流入力.
（シャント抵抗外付け）

+−
*. DI は、LEVELと接点で配線が異なりますので、注意してく
ださい。

アナログ出力

直流電流出力 /電圧パルス /センサ用供給電源

+−

端子配列
端子.
番号

記号
端子.
番号

記号
端子.
番号

記号

301 DI3 201 DI2 101 DI1
302 DI6 202 DI5 102 DI4
303 DI-COM 203 DI8 103 DI7
304 DO3 204 DO2 104 DO1
305 DO6 205 DO5 105 DO4
306 DO-COM 206 DO8 106 DO7
307 AI1(/A) 207 AI1(-/b) 107 AI1 (+/B)
308 AI2(/A) 208 AI2(-/b) 108 AI2 (+/B)
309 空き 209 AO1 (-) 109 AO1 (+)
310 空き 210 AO2 (-) 110 AO2 (+)

・. 空き端子は使用禁止です。

DI1 ～
DI8

DI-COM

入力形式：
フォトカプラアイソレーション
コモン（DI-COM）共通
許容入力電圧範囲：0～ 10V

注意：入力端子間に許容入力電圧範囲外
の電圧を印加しないでください。
故障の原因になります。

内部回路

RS-422/485 コネクタへの接続 ( 付加仕様、/
C3)

2線式4線式

シールド電位

シールド

FG

SDB+
SG

SDA−
RDB+
RDA−

シールド電位

シールド

FG

SDB+
SG

SDA−

FG (Frame Ground) 本製品本体のケース接地です。
SG (Signal Ground) 信号用接地です。
SDB+ (Send Data B+) 送信データB.( ＋ )です。
SDA− (Send Data A−) 送信データA.( － )です。
RDB+ (Received Data B+) 受信データB.( ＋ )です。
RDA− (Received Data A−) 受信データA.( － )です。
ねじの推奨締め付けトルク：0.2N・m

USB ポートへの接続
USB2.0 準拠のポートです（コネクタ形状：mini B タイプ）。
専用プロトコルにより、GM10 の操作、設定、データ出力が可
能です。

.

Ethernet ポートへの接続
接続 / 通信状態の確認
GM10 のイーサネットコネクタの上部にあるインジケータで、イー
サネットインタフェースの接続状態を確認できます。

. インジケータ

黄緑

橙

インジケータ イーサネットインタフェースの接続状態
点灯.（黄緑） ネットワークのリンクが確立されています。
消灯.（黄緑） ネットワークのリンクが確立されていません。
点滅.（黄緑） データの送受信中です。
点灯.（橙） 100Mbpsで接続されています。
消灯.（橙） 10Mbpsで接続されています。
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電源の配線
下記の、本製品の電源条件を満たす電源をご使用ください。
項目 条件

電源電圧仕様コード
1 2

定格電源電圧 100.～ 240V.AC±
10％

12～ 28V.DC

使用電源電圧範囲 90.～ 264V.AC 10 ～ 32V.DC
定格電源周波数 50/60Hz -----
電源周波数許容範囲 50/60Hz.±.2% -----
消費電力 電源電圧100V.AC：

25VA（通常時 *）、
45VA（最大）

電源電圧12V.DC：
15VA（通常時 *）、
24VA（最大）

電源電圧240V.AC：
35VA（通常時 *）、
60VA（最大）

電源電圧28V.DC：
15VA（通常時 *）、
24VA（最大）

*. GX90XA-10-U2を 10個接続したとき

Note
・. 本製品で132～ 180V.ACの電源電圧を使用した場合、測定
確度が影響を受ける場合がありますので、この電圧でのご
使用は避けてください。

機能接地端子についての注意
・. ノイズ低減のため、配線にはシールド線を使用してくださ
い。シールドは本機器の機能接地端子や接地端子に接続し
てください。

・. 機能接地端子に保護接地コードを配線しないでください。

.

機能接地端子

電源配線時の注意（電源 M4 ねじ端子）
電源を配線するときには、次の警告をお守りください。これら
を守らないと、感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

●.感電防止のため、電源の供給元がOFF.になっていることを
確認してください。

●.火災防止のため、電線は、600Vビニル絶縁電線 (AWG20.～
16、JISC3307)と同等以上の性能の電線またはケーブルをご
使用ください。

●.電源投入前に保護接地端子は、必ず低い接地抵抗で接地し
てください。

●.電源配線および保護接地配線には、絶縁スリーブ圧着端子
(4mmねじ用 )を使用してください。

●.感電防止のため、電源配線のカバー (透明 )は必ず閉めてく
ださい。

●.電源ラインには、本製品を主電源から切り離すためのスイッ
チ (両切りタイプ )を設けてください。またスイッチには本
製品の電源切断装置としての表示とON/OFF.の表示を付け
てください。
スイッチ仕様
定常電流定格 3A以上
突入電流定格 70A以上
IEC60947-1、3適合品

●.接地ラインには、スイッチおよびヒューズは入れないでくだ
さい。

配線方法
1. GM90PS の供給電源を OFF にし、電源端子カバー ( 透明 ) を

外します。
2. 電源コードと保護接地コードを、電源端子に配線します。丸

形の絶縁スリーブ圧着端子(M4ねじ用)を使用してください。
ねじの推奨締め付けトルクは、1.4 ～ 1.5N･m です。

.

保護接地L(+) N(−)

3. 電源端子カバー ( 透明 ) を付け、ねじで固定します。

電源接続時の注意（電源インレット）
電源を接続するときには、次の警告をお守りください。これら
を守らないと、感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

●.供給電源の電圧が、GM90PSの定格電源電圧に合っていて、
付属の電源コードの最大定格電圧の範囲内であることを確
認したうえで、電源コードを接続してください。

●.GM90PS の電源スイッチがOFF.になっていることを確認し
てから、電源コードを接続してください。

●.感電や火災防止のため、電源コードは、必ず当社からご購
入の本製品用のものをご使用ください。

●.感電防止のため必ず保護接地を行ってください。保護接地
端子のある3極電源コンセントに接続してください。

●.保護接地線のない延長用コードは使用しないでください。保
護動作が無効になります。

接続方法
1. GM90PS の電源スイッチが OFF であることを確認します。
2. 電源コネクタに、付属品の電源コードのプラグを接続します。
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3. 供給電源の電圧が、付属の電源コードの最大定格電圧の範
囲内であることを確認したうえで、電源コードのもう一方の
プラグを電源コンセントに接続します。電源コンセントは保
護接地を備えた 3 極コンセントを使用してください。

電源接続時の注意（電源電圧仕様コード：2）
電源を接続するときには、次の警告をお守りください。これら
を守らないと、感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

●.極性を間違えないように電源ケーブルを電源端子に配線し
てください。

●.GM90PS の電源スイッチがOFF.になっていることを確認し
てから、電源コードを接続してください。

●.指定外電線の使用は機器の異常発熱･火災の原因となりま
す。

接続方法
1. GM90PS の供給電源を OFF にし、電源端子カバー ( 透明 ) を

外します。
2. 極性を間違えないように電源ケーブルを電源端子に配線しま

す。丸形の絶縁スリーブ圧着端子 (M4 ねじ用 ) を使用してく
ださい。ねじの推奨締め付けトルクは、1.4 ～ 1.5N･m です。

.

+ −

3. 電源端子カバー ( 透明 ) を付け、ねじで固定します。

電源のオン / オフ

電源スイッチ操作による電源通電 /.遮断により被害が発生する
可能性があります。電源操作には十分注意してください。

電源スイッチをオンにする前に以下の点をご確認ください。
・. 電源コード /電線が正しく接続されている
・. 正しい電源に接続されている
入力配線を他の機器と並列接続している場合、運転中に、GM
および他の機器の電源スイッチをオン/.オフしないでください。
測定値に影響を与える場合があります。
電源スイッチをオフにする前に以下の点をご確認ください。
・. GM10が外部記憶メディアにアクセスしていない。

 GM90PS 前面の電源スイッチでオン / オフできます。
 自己診断機能が数秒間動作したあと、運転状態になります。

. 電源スイッチ

GX90EX 拡張モジュールを接続する
GX90EX は、マルチユニットシステムのときに使用します。

・ メインユニットでは、ユニット正面に向かって 1 番左側に連
結します。

・ サブユニットでは、GM90PS のとなりに連結します。
メインユニットとサブユニットの GX90EX 間を Ethernet 用 STP

（シールド）ケーブルで接続します。カスケード接続のみに対
応しています。

GX90EX 拡張モジュールの設定
GX90EX のディップスイッチは、ユニットの電源をオフにして
設定してください。

.

接続ポート

設定スイッチ ( ディップスイッチ）

システムステータス LED

EXBus 状態表示 LED

7 セグメント LED

メインユニットに接続する場合、マスター I/O 動作にします。
GX90EX のディップスイッチ 8 を「ON」に設定します（下図）。
ユニット番号は「0」に設定されます 。

.

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

設定スイッチ

サブユニットの場合、下表のように設定します。
ユニット番号とディップスイッチの設定
ディップ
スイッチ

ユニット番号
0* 1 2 3 4 5 6

4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON
2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON
1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF

*. 工場出荷時の設定です。ユニット番号「0」は、メインユ
ニット用です。
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10Mbps固定で使用する場合
 10Mbps 固定で使用する場合は、ディップスイッチ 7 を「ON」

に設定します。

.

10Mbps固定モード時の
7セグメントLEDの表示

ドット表示1
2
3
4
5
6
7
8

ON

設定スイッチ

7セグメントLED
ユニット番号または動作エラーを表示します。

・ ユニット番号の表示
 ユニット番号（00 ～ 06）を表示します。

・ 動作エラー表示
 エラーコードを表示します。Ex（x は 1 桁の数字、またはア

ルファベット）を点滅表示します。
 エラーコードについては、ユーザーズマニュアルの「拡張モ

ジュールのエラーコード」を参照してください。

*「Fx」の表示が出た場合は、サービスが必要です。お買い
求め先まで修理をお申しつけください。

システムステータス表示 LED
3 種類の LED の点灯で、GX90EX の運転状態を知らせます。
ステータス表示 LED 表示色 内容
RDY 緑 正常動作の場合に点灯。FAIL 点灯時

には消灯します。
MAIN 緑 マスター I/O拡張動作モードのとき点

灯。
FAIL 赤 異常動作時に点灯。

設定スイッチ（ディップスイッチ）
拡張モジュールのユニット番号、10Mbps 固定モード、動作モー
ド（マスター / スレーブ）の設定をします。

ディップスイッチの設定内容
ディップ
スイッチ

設定内容

8 マスター I/O拡張 /スレーブ I/O拡張動作モード切り換え
7 10Mbps/100Mbps
6 常にOFF（変更不可）
5 常にOFF（変更不可）
4 ユニット番号用
3
2
1

Bluetooth（付加仕様、/C8）での接続方法
以下の操作は、Bluetooth 機能の設定が「On」（初期値）で、
はじめて接続する場合です。

1. GM10 の「BT」LED が点いていないことを確認します。

. [USER1] キー

ステータス表示

7セグメント LED×2

「BT」LED
（オレンジ色）

2. GM10 の [USER1]キーを 3 秒以上長押しします。
 「BT」LED（オレンジ）が点灯し、GM が接続待ち状態にな

ります。
3. PC からペアリングの操作を行います。
 PC と、GM10 の 7 セグメント LED に 6 桁の認証コードが表

示されます。認証コードが一致していることを確認し、ペア
リングします。ペアリングが完了すると COM ポートが割り
当てられます。接続するときに、COM ポートを設定する必
要があります。

4. PC から GM へ接続します。
 はじめて接続するときは、パスワードの入力が必要です。
5. 1234（初期値）と入力します。
 「BT」LED が点滅し、GM と接続されます（接続状態）。

GM の設定は、ハードウェア設定ソフトウェアで行います。設
定操作については、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）をしてください。

Note
Bluetooth 機能の設定が「Off」のときは、[USER1]キーを 3秒
以上長押ししても、接続待ち状態にはなりません。
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920MHz 無線通信
GM10（付加仕様、/CM1、/CS1）の各部名称

920MHz 無線通信設定用USB ポート
ステータス LED

リブートスイッチ

アンテナ接続口

準備から設定、動作確認までの流れ
GM10 の設定（Modbus 設定、無線通信設定）、動作確認は以
下の手順で行います。

1. Modbus.通信（シリアル通信）設定
データアクイジションシステム GM のユーザーズマニュアル（IM 
04L55B01-01JA）および 920MHz 無線通信、保守コンソールソフ
トウェア ユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-41JA）を参照して、
Modbus 通信設定を行ってください。

・. 通信（シリアル）設定
. 「2.19.シリアル通信機能（付加仕様、/C3）を設定する」
・. 通信チャネル設定
. 「2.17.通信チャネル（付加仕様、/MC）を設定する」

2 . 保守コンソールの準備
保守コンソールを以下の URL にあるリンク先からダウンロード
して、保守用パソコンにインストールします。

http://www.smartdacplus.com/software/smart920/ja/

※ 保守コンソールは、沖電気工業株式会社製です。

3 . 設定ファイルの準備
無線ネットワークの基本設定、プロトコルや通信設定など、無線
ネットワーク構成に応じた設定ファイルを保守コンソールを使っ
て作成します。

保守コンソールは、設定ファイルを作らずに、直接 GM10 に設
定することも可能です。

無線通信設定の詳細は、「920MHz 無線通信、保守コンソールソ
フトウェア ユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-41JA）」をご覧
ください。

4 . GM10.の無線通信設定（ネットワーク設定）
保守用パソコンと GM10 の無線通信設定用 USB ポートを Mini 
USB ケーブルで接続し、設定ファイルを無線モジュールに書き
込みます。書き込み後、GM10 のリブートスイッチを押すか、電
源を再投入すれば、設定が有効になります。

5 . ネットワーク参加の確認
ネットワークに参加 * すると、ステータス ST1 の緑 LED が遅い
点滅、ST2 の緑 LED は点灯になります。

* 子機（GM10/CS1）の電源は、親機（GM10/CM1 または GX20/
CM1）が起動してから投入するようにしてください。ネットワー
クの接続認証が早く済みます。

920MHz 無線通信設定用 USB ポートへの接続
USB2.0 準拠のポートです（コネクタ形状：mini B タイプ）。
920MHz 無線通信の設定用です。

.

ステータス LED の表示 *1

.
ST1

ST2

緑
赤
緑
赤

名称 LED表示 ステータス 備考
緑 赤

ST1. 同時に1秒周期で点
滅

ファームウェア
アップ中

ファイル転送中

点灯 点灯 ファイル展開中
0.2 秒周期
で点滅

消灯 正常 ネットワーク未
参加

1秒周期
で点滅

消灯 正常 ネットワーク参
加 IP確定後

消灯 1 秒 周 期
で点滅

障害中

緑 /緑赤同時を交互
に1秒周期で点滅

電波送信時間超過

ST2 点灯 消灯 ネットワーク参加
認証成功 /正常

消灯 1 秒 周 期
で点滅

ネットワーク参加
認証失敗 *2

同時に１秒周期で点
滅

迂回経路なし.*2

交互に１秒周期で点
滅

無線停止中

5秒毎に
0.5 秒周期
で点滅

消灯 シリアル送信中

消灯 消灯 ネットワーク未参
加またはネット
ワーク離脱中

*1..保守コンソールソフトを使って電波状況を把握する場合は上表とは
異なります。

*2..システムエラー状態です。保守コンソールを使用して適切な状態に
なるようにアンテナ向きなど設置環境を修正してください。

http://www.smartdacplus.com/software/smart920/ja/
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GM10 とアンテナの接続
スリーブアンテナ
スリーブアンテナは、屋内や筐体内で使用します（非防水）。
指向性が無く、折り曲げたり、回したりして自由にアンテナの
方向を変えることができるため、屋内のどのような場所でも対
応します。
 アンテナを右に回しながら、アンテナ接続口に取り付けます。

アンテナ接続口

スリーブアンテナ

ルーフトップアンテナ
ルーフトップアンテナは、アンテナだけを離れた位置に取り付
けたい場合に使用します（防水）。
底面には、マグネットが付いていて、金属の箱などに取り付け
ることができます。

Note
・. アンテナの性能を十分発揮するために、設置面が10×20.
cm.以上の金属板の上に取り付けてください。

・. 設置の際は、アンテナ底面と設置面の間に異物が挟まらな
いように注意してください。

・. アンテナケーブルは許容曲げ半径 3cm.よりも小さく曲げな
いでください。

・. 落雷が予想される場所に設置する場合は、アンテナは必ず
落雷の恐れの無い、別の筐体よりも低い位置に設置してく
ださい。

 アンテナのコネクタを右に回しながら、アンテナ接続口に取
り付けます。
※.トルクレンチ（レンチ幅.5/16.インチ、締め付けトルク0.56.
～.0.90.N・m）を使用してください。

アンテナ接続口

コネクタ

ルーフトップ
アンテナ



Blank



Blank



Blank
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