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アドバンテックWebAccessソフトウェア

アドバンテックWebAccess

　WebAcessは、多様なアプリケーション環境に応じて多様な
ソフトウェアソリューションが提供されます。 
　制御レベルでは、PLCや測定機器などさまざまなデバイスと通
信する450以上のドライバを備えたスタンドアローンHMIソフト
ウェア、WebAcess/HMIを提供しています。
　工場レベルでは、ウェブべースSCADAソフトウェア
WebAcess/SCADAがあり、それはWebAcess/IVS、
WebAcess/NMS 、WISE-PaaS/RMMと統合されるクラウド
ソフトウェア構造を持ち、バーティカルマーケットアプリケーショ
ンに対するオープンインターフェイスを提供いたします。 
　企業レベルでは、プラットフォームとして最新のクラウドベース
のWebAccessがあり、ユーザがエンタープライズアプリケーシ
ョンの拡張を支援するため、HTML5ダッシュボード経由でクラ
ウド内においてデータ収集します。

産業用 IoT アプリケーションプラットフォーム

HMIランタイム開発ソフトウェア
•  WindowsベースのHMIランタイム 

•  50以上のスクリーンオブジェクトで、マシンオートメーションのほぼ全タイプのHMI動作と表示の必要性が充実

•  異なるアプリケーションに対して、最大16の通信リンクをサポート

•  100以上の現場実証済通信ドライバを無料で提供

•  データ計測、アラーム監視、レシピハンドリング、オペレーションロギングをサポート

•  有用なマイクロコマンドの完全セット　を提供。オブジェクト、スクリーン、グローバルプロセスへのマクロプログ

ラムの組み込みが可能

クラウドべースアプリケーションプラットフォーム 
•  インテリジェントデバイスが、クラウドプラットフォームとMQTT経由で、容易に接続。

•  APIやオンラインサービスと共に、他のデバイスに書き込むIoTビジュアルツールのNode-REDと統合。 

•  外部および内部データとの容易な統合への定義済みノード。

•  クラウドダッシュボードとマイクロソフトPowerBIで表示されるデータの定義済みノード。

•  IoTデバイスのプラグアンドプレイによって、クラウド上のプロジェクト設定が不要。

•  マルチプルSCADAにより、同一コンピュータ内で同時に複数のSCADAノードの実行が可能。

•  ビッグデータアナリシス、ビジネスインテリジェンス、マシンラーニング、予知保全などのクラウドサービスと結び

つけることでアプリケーションが拡大するオープンインターフェイスを提供。

アドバンテック クラウドベースWebAcess

アドバンテック WebAccess/SCADA

アドバンテック WebAccess/HMI

ウェブべースHMI/SCADAソフトウェア 
•  100%ウェブベースによるエンジニアリング、モニター

、コントロール
•  クロスブラウザ HTML5インテリジェントダッシュボード
•  アドバンテックI/O モジュール、コントローラ、主
　PLCを含む豊富なドライバをサポート
•  オープンインターフェイス経由でMESやERPとの統合

が容易
•  WebAccess/IVS、WebAccess/NMS、
   WISE-PaaS/RMMとの統合
•  Google MapとGPS位置追跡との統合
•  リダンダントSCADA、ポート、デバイスの高可用性 
 

 

CNC用ウェブベースHMI/SCADA
ソフトウェア 
• CNCコントロールモニターと各種I/Oコントロール
• 主要CNCコントローラをサポート
• CNCコントローラの稼働状態モニタリング、
  可用性照会、アラーム履歴照会、保守管理の提供
• NCプログラムアップロード/ダウンロードの支援
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インテリジェント HMI

　アドバンテックはインダストリー4.0の新時代に対応するイン
テリジェントファクトリーの優れたリーディングカンパニーとして、
IoTの世界で異なる業種に対する新世代のHMI製品とソリューショ
ンを革新していきます。 
　アドバンテックはプロセスオートメーションやオンサイトオペレ
ーションへの高性能コントロールパネル、シンクライアントターミ
ナル(TPC/SPC/PPC/WebOP)、産業用モニタ(FPM)を広範囲
におよぶHMI製品を提供します。
　食品・飲料、石油・ガス、鉄道輸送などの特定産業にも、
IP69K、C1D2、EN50155に必要な認証を満たした信
頼性の高いHMIを提供いたします。

スマートファクトリーのHMIイノベーションをリード

WebOP-3070T
7”WVGA Cortex™-A8オペレータパネル
• Microsoft Windows 組込みCE 6.0
• バッテリ不要バックアップメモリ FRAM 128KB 
　(64 word)
• 電源とI/Oポート絶縁保護
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• フラットシールIP66前面パネル

WebOP-3100T
10.1”WSVGA Cortex™-A8オペレータパネル
• Microsoft Windows組込みCE 6.0
• バッテリ不要バックアップメモリ FRAM 128KB 
　(64 word)
• 電源とI/Oポート絶縁保護
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• フラットシールIP66前面パネル

WebOP-3120T
12”XGA Cortex™-A8オペレータパネル
• Microsoft Windows組込みCE 6.0
• バッテリ不要バックアップメモリ FRAM 128KB 
　(64 word)
• 電源とI/Oポート絶縁保護
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• フラットシールIP66前面パネル

TPC-1051WP
10.1”XGA TFT LED LCD 
Intel® Atom™ デュアルコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® Atom™ デュアルコアE3827 1.75 GHzプ

ロセッサ搭載 4GB DDR3L SDRAM
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• 表面硬度7Hガラススクリーン
• PCTマルチタッチ、IP66前面保護とトゥルーフラット

タッチ設計

TPC-1551WP
15.6”WXGA TFT LED LCD 
Intel® Atom™ デュアルコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® Atom™ デュアルコアE3827 1.75 GHzプ

ロセッサ搭載4GB DDR3L SDRAM
• 表面硬度7Hガラス16:9ワイドスクリーン
• PCTマルチタッチ、IP66前面保護とトゥルーフラット

タッチ設計
• iDoorテクノロジーサポート (TPC-1251T-EHKE必

須)

TPC-2150T/2210W
15”/21.5”XGA/FHD TFT LED LCD 
Intel® Atom™ クアッドコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® 最新Atom™ プロセッサと4GB DDR3L 

SDRAM
• Ms開発とメンテナンスに柔軟性のあるモジュラ設計
• iDoorテクノロジーをサポート 
• SSDとM.2ストレージのオプションサポート
• 堅牢な絶縁電源設計

Wide Temp.Wide Temp.Wide Temp.

Wide Temp. Module

TPC-1751T
17”SXGA TFT LED LCD 
Intel® Atom™デュアルコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® Atom™ デュアルコアE3827 1.75 GHz プ

ロセッサ搭載  4GB DDR3L SDRAM (オプション: 
Intel®  Celeron™クアッドコアJ1900) 

• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• IP66前面保護とトゥルーフラットタッチ設計により耐

久性が向上した 5線抵抗膜式タッチスクリーン
• iDoorテクノロジーをサポート(TPC-1251T-EHKE

必須)

TPC-651T
5.7”/6.5”VGA TFT LED LCD Intel® 
Atom™ デュアルコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® Atom™ デュアルコアE3827 1.75 GHz プ

ロセッサ搭載4GB DDR3L SDRAM
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• IP66前面保護とトゥルーフラットタッチ設計により

耐久性が向上した5線抵抗膜式タッチスクリーン
• iDoorテクノロジーをサポート(TPC-1251T-EHKE

必須)

TPC-1251T/1551T
12.1”/15”XGA TFT LED LCD Intel® 
Atom™ デュアルコアシンクライアント
パネルコンピュータ
• Intel® Atom™ デュアルコアE3827 1.75 GHzプ

ロセッサ搭載  4GB DDR3L SDRAM
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• IP66前面保護とトゥルーフラットタッチ設計により

耐久性が向上した5線抵抗膜式タッチスクリーン
• iDoorテクノロジーをサポート(TPC-1251T-EHKE

必須)

シンクライアントターミナル

Wide Temp. Wide Temp. Wide Temp.

• iDoorテクノロジーサポート (TPC-1251T-EHKE必
須)
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拡張型パネルPC

PPC-3060S/3100S/3120S
6.5”VGA/10.4”SVGA/12.1”XGA/Intel 
Atom デュアル/クアッドコアファンレス パネルPC
• Intel®  Atom™ N2807 デュアルコア 1.58GHプロ

セッサ搭載 Max.4GB DDR3L SDRAM/N2930 
クアッドコア1.83GHz プロセッサ搭載  Max.8GB 
DDR3L SDRAM

• 完全なフラットパネル、タッチスクリーン
• 堅牢なAl合金を使用したコンパクトファンレス設計
• ELO 5線抵抗膜式タッチスクリーン
• 15 – 24VDC ワイド電圧

PPC-6120
12.1”XGA Intel® Core™ i5/i3/
Celeron® パネルPC
• Intel®  第4世代Core™ i7/i5/i3/Celeron® プロセ

ッサ搭載 2 x 204ピン SODIMM DDR3/DDR3L 
SDRAM (最大16G)

• オートフローでデュアルIntelR GbEによるビルトイ
ン絶縁RS-422/485 

• オプション PCI x 1/PCIe x 1拡張キット
• 5線抵抗膜式タッチスクリーン

PPC-3151
15”XGA Intel® 第6世代Core™ i5
ファンレスパネルPC
• Intel® Core™ i5-6300U 2.4GHZ/Core™ i3-

6100U 2.3GHZ プロセッサ搭載 16GB DDR4 
SDRAM 完全なフラットパネル、タッチスクリーン

  1 x PCIe x 4/PCI x 1バス拡張
• オートフローでビルトイン絶縁RS-422/485
• 9 – 32VDCワイド電圧サポート

PPC-6150/6170
15”XGA/17”SXGA Intel® Core™ i5/
i3/Celeron® パネルPC
• Intel®  Core™ i5-3610ME/i3-3120ME/

Celeron® 1020E最大 8GB DDR3/DDR3L 
SDRAM

• デュアルHDDサポートIntel RAID 0/1、オプション
でセカンドHDD かODD

• マルチバス拡張スロット、1 x PCIe x 4、1 x PCI + 
オプションで1 x PCIe x 1、2つの PCI、オプション
で2 x PCIe x 1

• オートフローでデュアルIntelR GbEによるビルトイ
ン絶縁RS-422/485Dual Intel® GbE

PPC-6151C
15”XGA Intel® 第6世代コアiパネルPC
選択可能ミニITXマザーボード
• Intel®  第6世代コアiプロセッサ搭載 最大45W 

TDP (ソケットタイプ)
• トゥルーフラットIP65ベゼル、オプションで抵抗膜

方式もしくは P-capタッチスクリーン
• オプションで、異なる特徴と料金となる選択可能なミ

ニITX M/B
• オプションで、AC電源もしくは24 VDC 入力
• デュアル拡張サポート(1 x PCIe x 4または2x PCI)

PPC-4151W/4211W
15.6”WXGA/21.5”FHD Intel® Core™
i5/Celeron® PCT マルチタッチワイド
スクリーンファンレスパネルPC
• Intel® Core™ i5-4300U 2.9GHz/Celeron® 

2980U 1.6GHz プロセッサ搭載 最大 8GB DDR3L 
SDRAM

• 完全なフラットパネル、PCTタッチスクリーン
• 1 x PCIe x 4/PCI x 1 バス拡張
• オートフローでビルトイン絶縁RS-422/485

PPC-8150/8170
15”XGA/17”SXGA Intel® Core™ 
i5/i3/Celeron® パネルPC
• Intel®  Core™ i5-3550S/i3-3220、2 x 204-

pin DDR3、SDRAM (最大8GB)
• 1x PCIe x 4 またはPCIスロット
• 6 x USB、 6 x COMs、8 bit GPIOサポート
• iManager、SUSIAccess、埋め込みソフトウェア

APIsサポート

PPC-3100/3120
10.4”SVGA/12.1”XGA/Intel® 
Atom™ デュアルコアファンレスパネル PC
• Intel®  Atom™ デュアルコア D2550 1.86GHzプ

ロセッサ搭載 Max 4GB DDR3 SDRAM
• ファンレス設計と低電力消費
• 5線抵抗膜式タッチスクリーン
• オプションでPCI x 1/PCIe x 1 拡張キット
• RS-485への自動データフローコントロール

PPC-3150/3170/3190
15”XGA/17”/19”SXGA
Intel® Atom™ クアッドコアファンレスパネルPC
• Intel®  Atom™ クアッドコア E3845 1.91GHzプ

ロセッサ搭載  Max 8GB DDR3L SDRAM
• ワイド動作温度範囲 -20～60°C
• 5線抵抗膜式タッチスクリーン
• ビルトインPCI x 1/PCIe x 1拡張スロット
• オートフローでビルトイン絶縁BRS-422/485
• オプションでCF と CFastモジュール

CoreiファンレスパネルPC　

TPC-1581WP/1881WP
15.6/18.5”WXGA TFT LED LCD
Intel® Core™ i7/i3 PCT マルチタッチ
パネルコンピュータ
• Intel®  Core™ i7-4650U/i3-4010U 4GB DDR3L 

SDRAM (18.5”のみi7)
• 表面硬度7Hガラスワイドスクリーン、PCTマルチタッチ、

IP66前面保護、トゥルーフラットタッチ設計
• 拡張可能システムIO、絶縁デジタルIO、フィールドバス、 

iDoorテクノロジーによる通信
• 直感的UIへのiキーとホームキーをビルトイン
• USB 3.0ポートと独立表示HDMIでサポート

TPC-1282T
12”XGA TFT LED LCD
Intel® Core™ i3 タッチパネルコンピュータ
• Intel®  Core™ i3-5010U 2.10GHz 4GB 

DDR3L SDRAM
• 耐久性の向上した 5線抵抗膜式タッチスクリーン、

IP66前面保護、トゥルーフラットタッチ設計
• 拡張可能システムIO、絶縁デジタルIO、フィールドバ

ス、 iDoorテクノロジーによる通信
• PCIeとミニPCIe拡張サポート
• 2つのUSB 3.0ポートと独立表示 HDMIポート

TPC-5151T/5171T
15”/17”XGA/SXGA TFT LED LCD
Intel® Core™ i3タッチパネルコンピュータ 
• Intel®  Core™ i3-6010U 2.30GHz 8GB DDR3L 

SDRAM
• 開発とメンテナンスに柔軟性を持つモジュールデザイン
• サイバーセキュリティTPM
• 堅牢な絶縁電源設計
• PCIeとmini PCIe拡張とiDoorでサポート
• SSDとM.2ストレージオプションでサポート
• 2つのUSB 3.0/2.0ポートと独立表示HDMIポート
• IT/OT統合用３つの独立イーサネットポート 

汎用ファンレスパネルPC

Module
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FPM-7181W
18.5”WXGA産業用モニタPCT
ダイレクト VGA+DVIポート
• 16:9 WXGA LEDバックライトLCD、トゥルーフラッ

トシームレス設計
• 7H硬度ガラス表面、PCTマルチタッチ、IP66前面

保護
• Windows7/8内でUSBインターフェイス経由マルチ

タッチサポート
• SECCシャーシとマグネシウム合金前面パネルによる
   堅牢な設計

FPM-7151W
15.6”WXGA産業用モニタPCT
ダイレクト VGA+DVIポート
• 16:9 WXGA LEDバックライトLCD、トゥルーフラッ

トシームレス設計
• 表面硬度7Hガラス、PCTマルチタッチ、IP66前面

保護
• Windows7/8内でUSBインターフェイス経由マルチ

タッチサポート
• SECCシャーシとマグネシウム合金前面パネルによる
   堅牢な設計

FPM-7151T
15”XGA抵抗方式タッチスクリーン、
ダイレクトVGA/DP
• 15”XGA 50K ライフタイムLEDバックライトLCD、 反

射防止スクリーンと強化ガラス
• IP66認証前面パネル保護、トゥルーフラットシームレ

ス設計
• 広範囲の動作温度範囲 -20～60°C
• SECCシャーシとアルミニウム合金前面パネルによる
　堅牢な設計
• タッチスクリーン機能に対するRS-232とUSBイン

ターフェイスのコンビネーション

FPM-7121T
12.1”XGA産業用モニタ抵抗膜式
タッチスクリーン、ダイレクトVGA/DP
• 12.1”XGA 50KライフタイムLEDバックライトLCD、反

射防止スクリーンと強化ガラス
• IP66認証前面パネル保護、トゥルーフラットシームレ

ス設計
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• SECCシャーシとアルミニウム合金前面パネルによる
　堅牢な設計
• タッチスクリーン機能に対するRS-232とUSBイン

ターフェイスのコンビネーション

FPM-7061T
6.5”VGA 産業モニタ抵抗膜式 
タッチスクリーン、ダイレクトVGA/DP
• 6.5”XGA 50K ライフタイムLEDバックライトLCD、反

射防止スクリーンと強化ガラス
• IP66認証前面パネル保護、トゥルーフラットシームレ

ス設計
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• SECCシャーシとアルミニウム合金前面パネルによる

堅牢な設計
• タッチスクリーン機能に対するRS-232と
  USBインターフェイスのコンビネーション

IPPC-5211WS
オールラウンドIP69K 21.5”TFT LED 
LCD PCTタッチパネル
• Intel®  Celeron® クアッドコア J1900 2 GHz
• オールラウンドIP69K保護、耐腐食ステンレススチ

ール 
• 多様なアプリケーションアクセサリーが取り外し可能

な製品ポートフォリオ

FPM-8151H
15”XGA TFT LED LCD 危険エリア向
耐腐食性ステンレスパネル
• 耐腐食性316Lステンレススチールパネル
• IP65認証パネル保護
• ワイドな動作温度範囲 -20～60°C
• 耐久性が向上した5線抵抗膜式タッチスクリーン、反

射防止強化ガラス

TPC-8100TR
10.4”EN50155 鉄道パネルコンピュ
ータ
• Intel®  Atom N2600デゥアルコアプロセッサ搭載

1.6G GHzプロセッサ
• オールラウンドIP65、防水M12コネクタ
• ワイドな動作温度範囲 -30～70°C
• 鉄道アプリケーション用EN50155とEN45545準拠

SPC-1881WP
オールラウンドIP65 18.5”ステーショナ
リーパネル  Intel® i5プロセッサ搭載
• Intel®  Core™ i5-4300U 1.9GHz、4GB DDR3L 

SDRAM
• オールラウンドIP65保護、防水M12コネクタ
• 直感的UI操作用ビルトインiキーとホームキー
• 表面硬度7Hガラス、PCTマルチタッチ
• 1 x RS-232/1 x USB/2 x LAN/24VD-防水M12コ

ネクタ

SPC-1840WP
オールラウンドIP65 18.5”ステーショナリーパネル 
AMD®  デュアルコアプロセッサ搭載
• オールラウンドIP65 18.5”ステーショナリーパネル 

AMDR デュアルコアプロセッサ搭載
• 表面硬度7Hガラスワイドスクリーン、PCTマルチタッチ、

トゥルーフラットタッチ設計
• 直感的UI操作用ビルトインiキーとホームキー
• オールラウンドIP65用の堅牢な設計、VESAサポート
• 1 x RS-232/1 x USB/2 x LAN/24VDC-防水M12コ

ネクタ

SPC-2140WP
オールラウンドIP65 21.5”ステーショナ
リーパネル AMD®  デュアルコアプロセッ
サ搭載
• オールラウンド IP65 21.5”ステーショナリーパネル、

AMDRデュアルコアプロセッサ搭載
• 表面硬度7Hガラスワイドスクリーン、PCTマルチタッチ、

トゥルーフラットタッチ設計
• 直感的UI操作用ビルトインiキーとホームキー
• オールラウンドIP65用の堅牢な設計、VESAサポート
• 1 x RS-232/1 x USB/2 x LAN/24VDC-防水M12

コネクタ

特定産業向けパネルPC

産業用モニタ

FPM-7211W
21.5”フルHD産業用モニタ
PCT、ダイレクト VGA+DVIポート
• 16:9 FHD LEDバックライトLCD、トゥルーフラット

シームレス設計
• 7H硬度ガラス表面、PCTマルチタッチ、IP66前面

保護
• Windows 7/8のUSBインターフェイスによるマルチ

タッチサポート
• SECCシャーシとマグネシウム合金前面パネルによる
   堅牢な設計
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制御キャビネットPC

ファンレス組込みPC

UNO-1252G /1251G
ミクロサイズDINレール産業用IoTゲートウェイ
•	 Intel®		Quark	/TI	Coretex	A8プロセッサ搭載　　
		256MBメモリ
•	2	x	LAN、2	x	USB、2	x	mPCIe、2	x	COM、8	x	
DI/O、1	x	microSD、1	x	SIM、1	x	iDoor	(UNO-
1252G)
•	2	x	LAN、1	x	USB、1	x	mPCIe、3	x	COM、1	x	
CAN、2	x	microSD、1	x	microSIM	(UNO-1251G)
•	システム状態表示でプログラム可能なOLED表示
(UNO-1252G)

UNO-1372G
Intel® Atom クアッドコア スモールサ
イズ DINレールコントローラ
•	Intel®		Atom	E3845	1.91GHzプロセッサ搭載
4GB	DDR3Lメモリ
•	3	x	GbE、3	x	mPCIe、2	x	USB2.0、1	x	USB3.0、
1	x	RS-2321	x	RS-422/485、1	x	VGA、1	x	
HDM、8	x	DI/O、1	x	ラインアウト、1	x	iDoor
•	上面から簡単に取り換え可能なRTCバッテリ

UNO-3382G/3384G
Intel® Core™ i7/Celeron ブックマウ
ント ファンレス組込みPC
•	 Intel®		第4世代	Core™	i7/Celeronプロセッサ
4GB/8GB	DDR3Lメモリ
•	2	x	GbE,	2	x	USB2.0,	2	x	USB3.0,	1	x	RS-
232/422/485,1	x	DP、1	x	HDMI、2	x	mPCIe、1	x	
Cfast、2	x	iDoor	(UNO-3384:	2	x	PCI/PCIe)
•	デュアルホットスワップHDD/SSDスロット（サムスク
リュー）
•	DINレール、スタンド、ウォール、ブックマウント

UNO-3282G/3273G
Intel® Core™ i7/Atom™ウォールマウ
ント ファンレス組込みPC
•	 Intel®		第6世代プロセッサ	8GB	DDR4メモリ/Intel®		
Apollo-Lake	プロセッサ	4GB	DDR3Lメモリ
•	2	x	GbE、6	x	USB3.0、2	x	RS-232/422/485、
1	x	DVI-I、1	x	HDMI、1	x	PCIe	x	16、1	x	PCI、2	x	
mPCIe、1	x	Cfast、1	x	iDoor	(UNO-3283G)
•	デュアルホットスワップHDD/SSDスロット（サムスク
リュー）

UNO-1483G
Intel® Core™ i3レギュラーサイズ
DINレールコントローラ 
•	 Intel®		4th	Gen	Core™	i3プロセッサ搭載最大1.7GHz	
8GB	DDR3Lメモリ
•	4	x	GbE、3	x	mPCIe、1	x	PCIe、2	x	USB	2.0、
2	xUSB3.0、1	x	RS-232、2	x	RS-422/485、1	x	
VGA,	1	x	DP、	8	x	DI/O、1	x	ラインアウト1	x	iDoor
•	電力ダウンタイムを減少させる	デュアル電源入力とリモー
ト電源ボタン

UNO-2483G/2473G
Intel® Core™ i7/i3/Celeron/Atom™
(レギュラーサイズ) ファンレス組込みPC
•	Intel®	第4世代Core™	i7/i3/Celeron	J1900/
Atom™	プロセッサ搭載	最大1.9GHz、4GB/8GB	
DDR3Lビルトインメモリ
•	4	x	GbE、4	x	USB	2.0/3.0、2	x	RS-232、2	x	
RS-422/485、3	x	mPCIe、1	x	VGA、1	x	HDMI、
オーディオ	(UNO-2483G)
•	シャーシ接地保護

UNO-2272G
Intel® Atom™/Celeron (手のひらサイ
ズ)ファンレス組込みPC
•	Intel®		Atom™	N2800/Celeron	J1900プロセ
ッサ搭載最大2.41	GHz	2GB	DDR3/DDR3Lメモ
リ
•	1	x	GbE、3	x	USB	2.0/3.0,	1	x	RS-232、1	x	
VGAまたはHDMI、Audio
•	コンパクトなファンレス設計

UNO-2362G/2372G
AMD® デュアルコアT40E (スモールサ
イズ)ファンレス組込みPC
•	AMD®	デュアルコアT40E	1.0GHzプロセッサ搭
載2GB	DDR3	SO-DIMMビルトインメモリ
•	1	x	GbE、4	x	USB	2.0、1	x	RS-232、1	x	RS-
485、1	x	mPCIe、1	x	DP、1	x	HDMI
•	イーサネット・デイジーチェーン可能なオートバイパス
保護機能付き

UNO-3483G
Intel® Core™ i7エンクロージャマウン
ト ファンレス組込みPC
•	Intel®		第3世代クアッドコアプロセッサ最大	2.1	
GHz、8GB	DDR3Lメモリ
•	2	x	GbE、2	x	USB	2.0、2	x	USB	3.0、1	x	RS-
232	(ピンヘッダー	)、1	x	RS-422/485	(ピンヘ
ッダー)、1	x	VGA、1	x	HDMI、1	x	PCIe	x	4、3	x	
mPCIe、2	x	iDoor
•	デュアルホットスワップHDD/SSDスロット（サムスク
リュー）

　インダストリー4.0の最先端をリードするために、アドバン
テックの UNOシリーズは 単なるファンレス組込みPC以上の
ことをおこないます。高度な通信能力により、スマートファクト
リー内のインテリジェントIoTゲートウェイとして、クラウドへ
容易に接続します。クラウドが可能にする組込みIoT ゲートウ
ェイは、iDoor テクノロジーと共に、現場のコントローラーの
大規模計算システムだけでなく、異なるPLC情報を管理できる
WebAccess/HMI と統合することで、異なるプロトコル管理
が可能になります。 
　ミクロサイズ、手のひらサイズのＵＮＯシリーズは、取り付け
方法を選ばず、空間制限されることなく、シームレスな接続と
集約ができ、クラウドへの伝送を可能にします。　

インダストリアルIoTゲートウェイ
シームレスな接続と集約、スマートファクトリー向けクラウドへの伝送

Daisy-chain
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PCM-2300MR
MR4A16B, MRAM, 2MByte 
•	2MB	MRAMストレージ
•	速度6	MB/秒

PCM-27J3AU
オーディオ、マイク入力、ライン入力/出力
•	3ポートオーディオステレオ
•	mPCIe、3.5	mmジャック

PCM-26D2CA
SJA1000 CANBus, CANOpen, 
DB9 x 2 
•	CAN	2.0	A/B
•	1Mbps,	16MHz

PCM-26D1DB
Hilscher netX100 フィールドバス 
mPCIe、PROFIBUS、DB9 x 1
•	フィールドバスPROFIBUSプロトコル
•	マスタ/スレーブサポート

PCM-26R2PL
Hilscher netX100 フィールドバス
mPCIe、POWERLINK、RJ45 x 2
•	リアルタイムフィールドバスPOWERLINKプロトコル
•	スレーブサポート
	

PCM-27D24DI
デジタル I/O、絶縁型16DI/8DO、
DB37 x 1
•	16DI、8DO
•	2,500	VDC	絶縁保護

PCM-24S2WF
Atheros AR9462, 802.11 a/b/g/n 
2T2R w/BT4.0, SMA x 2 
•	Atheros	AR9462
•	802.11	a/b/g/n	2T2RとBluetooth	4.0

PCM-24S33G
6-band HSPA セルラーモジュールGPS、
SIMホルダ、SMA x 2
•	3.75G	HSPA+GPS
•	デュアルSIMカードホルダ、冗長化スイッチ

PCM-24R2GL
Intel i350 mPCIe, GbE, IEEE 802.3ab, 
RJ45 x 2 
•	2ポート	GbE	LAN
•	Intel	i350

PCM-24R1TP
Intel 82574L, GbE, IEEE 1588 PTP,       
RJ45 x 1	
•	1ポート	GbE	LAN
•	IEEE	1588高精度時間プロトコル完備

PCM-24U2U3
USB 3.0 mPCIeカード、
USB-A タイプx 2
•	2ポート	USB	3.0
•	USB	Aタイプ

PCM-24D4R2/PCM-24D4R4
OXPCIe954 UART、非絶縁型RS-232、 RS-
422/485、DB37 x 1
•	非絶縁4COMポート（拡張ケーブル付）
•	50	bps～921.6	kbps	serial	speed	(RS-
422/485)

PCM-24R2PE
Intel i350, GbE, PoE IEEE 802.3af,
PD, RJ45 x 2 
•	2ポート	PoE	(Power	Over	Ethernet)
•	最大15.4	DCポート出力

PCM-24D2R2/PCM24D2R4
OXPCIe952 UART、絶縁型RS-232、
RS-422/485、DB9 x 2 
•	2,000	VDC絶縁保護
•	RTS/CTS/Xon/Xoフローコントロール

PCM-26R2EC
Hilscher netX100 フィールドバス 
mPCIe、EtherCAT、RJ45 x 2
•	リアルタイムフィールドバスEtherCATプロトコル
•	マスタ/スレーブサポート

PCM-26R2EI
Hilscher netX100 フィールドバス 
mPCIe、EtherNet/IP、RJ45 x 2
•	リアルタイムフィールドバスEtherNet/IPプロトコル
•	マスタ/スレーブサポート

PCM-26R2PN
Hilscher netX100 フィールドバス 
mPCIe、PROFINET、RJ45 x 2 
•		リアルタイムフィールドバスPROFINETプロトコル
•		マスタ/スレーブサポート

マルチI/O & ペリフェラル iDoorモジュール

通信iDoorモジュール

スマートI/O & COM iDoorモジュール

産業用フィールドバスiDoorモジュール

PoE

PCM-23U1DG
ドングル用内部ロックUSB 2.0ポート、 
USB x 1
•	セキュリティキー用1ポート内部USB	2.0　	
•	USB	A	タイプ	ロック式
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ACP-4020
4Uラックマウントシャーシ、ハーフサイ
ズSBCまたはATXマザーボード対応
•	コンパクトな4Uラックマウントシャーシ	(奥行348	
mm)
•	ハーフサイズSBCまたは	ATX/MicroATXマザーボ
ード用14スロットBPをサポート	
•	耐衝撃性ディスクドライブベイ、1つの内部2.5”ドラ
イブと2つの前面アクセス可能な3.5”ドライブ、1つ
のスリム光ディスクドライブ
•	前面からアクセス可能な２つのUSB	3.0ポート
•	前面からアクセス可能なシステムファン
•	システムファンとリモートマネジメント用ビルトイン
インテリジェントシステムモジュール

産業用コンピュータ

ASMB-823
Intel® Xeon® E5 ATXサーバボード
•	LGA2011	ATXサーバボード、Intel®		Xeon®	E5-
2600	v3	デュアルプロセッサ搭載
•	DDR4	2133	MHz	RDIMM、	最大192	GB
•	4	PCIex16	(Gen	3)、2	PCIex8	(Gen	3)、1	
PCIex4	(Gen	2)	スロット
•	9	SATA	III	&		6	USB	3.0ポート

AGS-923
2U GPUサーバ  デュアル Intel® 
Xeon® E5プロセッサ
•	NVIDIA	Tesla、GRID、Quadro、AMD	FireProの
サポートとアドバンテックDSPカード
•	DDR4	(ECC)	用8	DIMMソケット2133	MHz、最
大256	GB
•	4xFH/FL	ダブルデプスPCIex16拡張カード、
1xFH/HL	シングルデプスPCIex8拡張カード	
•	8ホットスワップSATA/SAS	HDDベイ
•	クアッドGbE	LAN	(1つの共有IPMI機能)ポート

ASMB-923
Intel® Xeon® E5 EATXサーバボード
•	LGA	2011	EATXサーバボード、Intel®		Xeon®	
E5-2600	v3	デュアルプロセッサ搭載
•	DDR4	2133	MHz	RDIMM、最大256	GB
•	4	PCIex16	(Gen	3)、2	PCIex8	(Gen	3)、	1	
PCIex4	(Gen	2)	スロット
•	10	SATA		IIIポート	&	4	USB	3.0ポート

HPC-7442
4Uラックマウントシャーシ、最大8
SAS/SATA HDDトレイ、EATX/ATXマ
ザーボード対応
•	耐衝撃性ディスクドライブベイ、4つのホットスワップ可
能な3.5”および2.5”SAS/SATAディスクトレイ、1つ
のスリム光ディスクドライブ、1つの3.5”内部ドライブ
•	80	PLUS認証された単一/冗長電源サポート
•	前面からアクセス可能なシステムファン
•	システム障害検出用LED検知器とアラーム
•	オプションのストレージアップグレードキット、8つのホ
ットスワップHDDトレイ

サーバグレードIPC 

インテリジェントシステム＆プラットフォーム

　クラウドコンピューティング（産業用サーバ、ビデオサーバ）、エ
ッジコンピューティング（ファンレス、スリム、ポータブルデバイス）
から高性能組込みシステムにおよぶさまざまな革新的テクノロジー
を用意してます。　
　アドバンテックの産業用クラウドサービスとシステムデザインオ
ーダサービス（システムDTOS）は、組込みシステムをスマートで安
全、そして省エネ機能を備えたインテリジェントシステムに転換し
ます。
　アドバンテックのインテリジェントシステムは、インテリジェント
輸送、ファクトリー/マシンオートメーション、クラウドインストラクチャ、
インテリジェントビデオアプリケーションなどの特定市場をターゲ
ットとするように設計されています。

IoT時代のインフラストラクチャー

ACP-4340 
4Uラックマウントシャーシ、4ホットス
ワップ可能ドライブトレイ、フルサイズ 
SHBs/SBCまたはATX/マクロATXマ
ザーボード対応
•	PICMGバックプレーンをサポート、最大14スロット
または	ATX/Micro-ATXマザーボード
•	耐衝撃性ディスクドライブベイ、4つのホットスワップ
可能な3.5”および2.5”	SAS/SATAディスクトレ
イ、1つのスリム光ディスクドライブ、1つの2.5”内部
ドライブ
•	前面からアクセス可能な２つのUSB	3.0ポート
•	前面からアクセス可能なシステムファン
•	システム障害検出用LED検知器とアラーム
•	システムファンとリモートマネジメント用ビルトイン
インテリジェントシステムモジュール

GPUサーバ
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AIIS-5410P
ファンレスビジョンシステム Intel®Core™i7i5
i3 CPU、4ch GigE PoEカメラインターフ
イスPCIまたはPCI拡張スロット
•	第6世代	Intel®	Core™	i7/5/i3	BGA1440プロセ
ッサ搭載	
•	4ch	GbE	PoE
•	デバイス自動検知と分類

MIC-7500+i-Module
コンパクトファンレスシステム 第6世代 Intel® 
Core™ iプロセッサ搭載
•	第6世代	Intel	Core™	i7/i5/i3	BGA	タイプ	CPU	
QM170チップセット
•	MIC-75シリーズiモジュール、絶縁COMモジュール、
32ビットGPIOモジュールをサポート

AIIS-1200P/U
ファンレスビジョンシステム Intel® 
Celeron®SoC CPUと2チャンネルGigE PoE
または2ch USB 3.0カメラインターフェイス
•	 Intel®		Celeron®	SoC	CPU
•	 IEEE	802.3af準拠	GigEカメラ用2ch	GbE	PoE/	
　USB	3.0	カメラ用2chコントローラ
•	コンパクトで軽量

産業用モジュラーコンピュータマシンビジョンシステム

ITA-1711
ファンレスAFCシステム Intel® 
Celeron™J1900プロセッサ搭載 デュア
ル GbEとデュアルディスプレイポート
•	ワイドな電源入力範囲9～36VDC	
•	2つのGbE、6つのUSB	2.0、10のCOM	ポート
•	シリアルポート自動フローコントロールによるRS-
232/422/485サポート
•	最大4	GBのDDR3メモリ、オプションでNVRAM
•	1x2.5”	HDD

鉄道車両システム

ITA-5831 
EN 50155認証コンパクトファンレスシ
ステム第6世代 Intel® Core™ iプロセッ
サ搭載
•	 Intel®		Quad-Core™	i7プロセッサ搭載、8GBの
DDR4メモリ
•	EN	50155	Tx	(-40～70°C)とIEC	61373ボディ
マウント	等級B規格満たす
•	EN	50121-3-2鉄道車両EMC規格準拠
•	M12	コネクタにより、過酷な環境下での通信および
電源をサポート
•	交換が容易なストレージとI/Oモジュール

ITA-2230 
EN50121-4認証 2Uファンレスシステム 
第3世代 Intel® Core™ iプロセッサ搭載
•	 Intel®		Core™	i7プロセッサ、4GB	のDDR3メモリ	
•	EN	50121-4鉄道EMC規格準拠
•	3つのITAMモジュール、1つのPCI104、1つの
miniPCIeスロットで拡張サポート	
•	ワイドな電源入力範囲(-25～60°C)
•	シングル/デュアル電源モジュール

AIMB-785
LGA1151 第6世代 Intel® Core™
i7/i5/i3/Celeron/Pentium ATX、トリプ
ルディスプレイ、DDR4、SATA III
•	 Intel®		Core™	i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®		
プロセッサ搭載Q170チップセット
•	4つのDIMMソケットDDR4、1866/2133	MHz、
最大64	GB
•	トリプルディスプレイ(VGA/2	DVI-D)	とデュアル
GbE	LAN

ASMB-585
LGA 1151 Intel® Xeon® E3 v5/第6世
代Core™ マイクロATXサーバボード、
4DDR4、1PCIex16、3PCIex4、クアッ
ドLAN、USB 3.0
•	マイクロATXサーバボード、Intel®		Xeon®	E3-
1200	v5/Core™	i5/i7プロセッサ搭載
•	4つのDIMMソケット、DDR4	(ECC/non-ECC)、	
2133/1866/1600	MHz、最大64	GB

AIMB-705
LGA1151 第6世代 Intel® Core™
i7/i5/i3/Pentium ATX、DVI/VGA、
DDR4、SATA III、USB 3.0、6COMs
•	 Intel®第6世代Core™	i7/i5/i3/Pentium®	プロセ
ッサ搭載
•	デュアルチャンネル(非ECC)	DDR4、1866/2133	
MHz、最大32GB
•	VGAとDVI出力サポート

産業用マザーボード

PCE-3029
LGA 1151 第6世代 Intel® Core™
i7/i5/i3ハーフサイズSHB、PCIe 3.0、
デュアル独立ディスプレイ、デュアル GbE 
LAN、SATA III、 m-SATA、USB 3.0
•	PICMG	1.3準拠
•	Intel®		Core™	i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®		
プロセッサ搭載、H110チップセット
•	デュアルチャンネル(非ECC)	DDR4、1866/2133	
MHz、最大32GB

PCE-5029
LGA 1151 第6世代 Intel® Core™
i7/i5/i3 PICMG 1.3 SHB、DDR4、 
デュアルLAN、 USB 3.0
•	 Intel®		第6世代Core™	i7/i5/i3プロセッサ搭載、
H110チップセット
•	デュアルチャンネル(非ECC)	DDR4、1866/2133	
MHz、最大32	GB
•	PCIE	3.0、USB	3.0、SATA	3.0をサポート
	

シングルスロットボードコンピュータ

PCE-5129
LGA 1151第6世代 Intel® Core™ i7/i5/i3 
PICMG 1.3 SHB、DDR4、デュアルLAN、
USB 3.0、M.2、トリプルディスプレイ、AMT
•	Intel®		Core™	i7/i5/i3	LGA1151プロセッサ搭載、
Q170チップセット
•	デュアルチャンネル(非ECC)	DDR4、1866/2133	MHz
ｍ、最大32	GB
•	PCIE	3.0、M.2、USB	3.0、SATA3.0、SW	Raid	
0/1/5/10をサポート
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ソフトウェア 産業用ルータ
WebAccess/NMS
ネットワークマネジメントシステム
•	クロスウェブブラウザとの互換性
•	オンラインGoogle	mapとオフライン
OpenStreetMapのサポート
•	アドバンテックイーサネットベース全製品
のサポート
•	トポロジー自動生成
•	PoE、リング、無線,	セルラー接続表示

EKI-1331/1334
産業用HSPA+ゲートウェイ/ルー
タ
•	ユニバーサル5バンド	UMTS/HSPA+
			850/900/1800/1900/2100	MHz
•	シリアルとイーサネット間のプロトコル変
換：Modbus	RTUとTCP
•	NATとVPNを提供
•	産業用規格EMCレベルIII対応		

EKI-6331AN/6332GN
802.11N WiFi AP/Client /Bridge
•	IEEE	802.11	a/nおよび802.11	b/g/n準拠
•	高出力送信
•	高速ローミング
•	IP55防水

EKI-1521/1522/1524/CI/I
1ポート/2ポート/4ポート RS-
232/422/485シリアルデバイスサーバ
•	2x10/100	Mbps	LAN冗長化イーサネットポート
•	VCOM、TCPサーバ、TCPクライアント、UDPと
RFC2217オペレーティングモード
•	Ｉモデルは、ワイドな動作温度対応、ＣＩモデルは絶縁
かつワイドな動作温度対応

EKI-1361/1362
EKI-1361-MB/1362-MB
1/2ポートRS-232/422/485 802.11b/g/n 
無線LANシリアル/Modbusデバイスサーバ
•	IEEE	802.11b/g/nネットワークとあらゆるシリアル	
デバイスをリンク
•	RS-232/422/485	1/2ポート提供
•	WEP、WPA、WPA2のデータアクセス保証
•	無線LANアドホックおよびインフラモードをサポート
•	MBバージョンがModbus	TCPとRTUをサポート

EKI-1526/1528 Series
8/16ポート RS-232/422/485
ラックマウントシリアルデバイスサーバ
•	8または16ポートRS-232/422/485と接続、
TCP/IPネットワークと直に接続可能
•	50bps～921.6Kbpsの高速ボーレートで大容量通
信サポート
•	VCOM、TCPサーバ、TCPクライアント、
		UDPとRFC2217オペレーティングモード
	

EKI-1221/1222/1224/CI/I
1ポート/2ポート/4ポート Modbusゲー
トウェイ
•	2x10/100	Mbps	LAN冗長化イーサネットポート
•	D.C.	電源ポートライン間電圧2KVサージ保護と対接
地4KV	信号ポート
•	Modbus	TCPとModbus	RTU/ASCIIネットワーク
統合
•	Iモデルは、ワイドな動作温度対応、ＣＩモデルは絶縁
かつワイドな動作温度対応

EKI-1528I/CI-DR
8ポート RS-232/422/485 Dinレール
シリアルデバイスサーバ
•	2x10/100	Mbps	LAN冗長化イーサネットポート
•	VCOM、TCPサーバ、TCPクライアント、	UDPと		
RFC2217オペレーティングモード
•	Ｉモデルは、ワイドな動作温度対応、ＣＩモデルは絶縁
かつワイドな動作温度対応

インダストリアルコミュニケーション

　アドバンテックの産業用コミュニケーション製品は、ミッション
クリティカルなアプリケーション向けに、信頼性の高い有線および
無線通信(3G、GPRS、無線LAN)に対応する製品を20年以上の
経験をもとに提供しています。
　これらの製品には産業用イーサネットスイッチ、産業用無線AP/
クライアント、メディアコンバータ、シリアルデバイスサーバ、セル
ラーIPゲートウェイ、Modbusゲートウェイが含まれます。
　弊社製品により重要な機密情報が安全に送信され、遠隔監視と
ネットワークデバイス制御がおこなわれ、産業用として高い通信
能力が確保されます。

簡単なネットワーク接続を提供

産業用無線アクセスポイント　　シリアルデバイスサーバ

シリアルデバイスサーバ 無線LANデバイスサーバ Modbusゲートウェイ
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EKI-7428G-4CI
24G+4Gコンボポート産業用
ラックマウント マネージドスイッチ
•	IXM高速展開
•	マネジメント：SNMP	v1/v2c/v3、ウェブ、Telnet、
スタンダードMIB
•	ワイドな動作温度範囲	-40～70°C
•	デュアル12～48	VDC	出力
•	冗長性：Gigabit	X-Ring	Pro	(超高速リカバリタイム
<	20ms)、RSTP/STP	(802.1w/1D)、MSTP

EKI-5500/5600-EI
入門レベルマネージドスイッチ
サポートイーサネット/IPプロトコルを
サポート
•	イーサネット/IPプロトコルをサポート
•	EDSファイル/AOI利用可能
•	FactoryTalk®	準拠フェースプレート
•	デュアル12～48	VDC	出力とPフェイルリレー	
•	EMSレベル3保護

EKI-7428G-4CPI
24G PoE ports+4Gコンボポート産業
用ラックマウントマネージドスイッチ
•	24xIEEE	802.3	af/at	PoEギガビットポート+4x
ギガビットCopper/SFP	combo	ports
•	IXM高速展開
•	マネジメント：SNMP	v1/v2c/v3、ウェブ、Telnet、
スタンダードMIB
•	ワイドな動作温度範囲-40～70°C
•	デュアル48	VDC	電源入力

EKI-9512/P 9516/P
EN-50155 M12マネージドスイッチ
イーサネットスイッチ
•	EN50155	/EN45545-2準拠
•	全ギガビットコネクションでデュアルリング保護とト
ラフィックフォワーディング
•	M12コネクタIP67保護
•	IEEE	802.3af/802.3at各ポートシステムPoE電
力マネジメント(PoEモデル)
•	ワイドな動作温度範囲サポート-40～75°C
	

EKI-5728/5729P/5624P
車載用可視化アンマネージドスイッチ
•	eMark認証
•	決定的データ通信用ポートベースQoS	
•	デュアル電源入力
•	IEEE	802.3azエネルギー効率化イーサネット
(EEE)
•	ワイドな動作温度範囲	-40～75°C	
•	Modbus/TCP経由でSCADAソフトウェアと通信

EKI-9228G
IEC-61850産業用ラックマウント
マネージドスイッチ
•	16xギガビットRJ-45ポート+4ギガビットxSFPポー
ト+8	xギガビットコンボポート
•	SFPソケットで簡単、フレキシブルなファイバ拡張
•	冗長化：ギガビットX-Ring(超高速リカバリタイム
<20ms)、RSTP/STP	(802.1w/1D)、MSTP
•	デュアルでワイドな範囲のAC/DC電源入力

EKI-7710E/G-2CP
8FE/8G PoEポート+2Gコンボポート 
産業用マネージドスイッチ
•	8xIEEE	802.3	af/at	PoEポート+2ギガビット	
Copper/SFPコンボポート
•	IXM機能による高速展開
•	IP30
•	マネジメント：SNMP	v1/v2c/v3、ウェブ、Telnet、
スタンダードMIB、プライベートMIB

EKI-7712E/G-4FP
8FE/8G PoEポート+4G SFPポート
産業用マネージドスイッチ
•	8xIEEE	802.3	af/at	PoEポート+4ギガビットSFP
		ポート
•	冗長化：X-Ring	Pro	(リカバリタイム<20ms)
•	IXM機能による高速展開
•	IP30
•	ワイドな動作温度範囲-40～75°C(ワイド温度モデル)

EKI-5500/5600-PN
入門レベルマネージドスイッチ
サポートPROFINET プロトコル
•	リアルタイムPROFINETプロトコル
•	メディア冗長化(MRP)マスタ/ススレーブ
•	GSDファイル利用可能
•	ワイドな動作温度範囲	-40～70°C
•	IEEE	802.3az	エネルギー効率化イーサネット
(EEE)

EKI-5000 Series
可視化アンマネージドスイッチ
•	Modbus/TCP経由でSCADAソフトウェアと通信
•	NMP経由でNMSと通信可能	
•	決定的データ通信用ポートベースQoS
•	ループ検知
•	デュアル電源入力

EKI-7710E/G-2C
EKI-7712E/G-4F
8FE/8G+2Gコンボポート/8FE/8G+4G 
SFPポート産業用マネージドスイッチ
•	8つのギガビットポートと2つのギガビット	Copper/
SFPコンボポート(EKI-7710G)
•	8つの高速イーサネット/ギガビットポートと4つのギガ
ビットSFPポート(EKI-7712G)
•	IXM機能による高速展開
•	IP30
•	マネジメント：SNMP	v1/v2c/v3、ウェブ、Telnet、ス
タンダードMIB、プライベートMIB

EKI-7720E/G-4F
16FE/16G+4G SFPポート
産業用マネージドスイッチ
•	16の高速イーサネット/ギガビットポートと4つのギガ
ビットSFPポート
•	冗長性：X-Ring	Pro	(リカバリタイム<20秒)
•	IXM機能による高速展開
•	セキュリティ：802.1x	(ポートベース、	MD5/TLS/
TTLS/PEAP暗号化)、RADIUS
•	マネジメント：SNMP	v1/v2c/v3、ウェブ、Telnet、
スタンダードMIB、プライベートMIB

PROFINETまたはイーサネット/
IPサポート産業用イーサネットスイッチ

可視化アンマネージド
イーサネットスイッチ

産業用PoEスイッチ

EN50155鉄道スイッチ eMark車載用スイッチ IEC61850-3パワー&エネル
ギースイッチ

産業用イーサネットマネージドスイッチ
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ファイバメディアコンバージョン

USBコンバージョン

LTEルータ&ゲートウェイ

MiniMcシリーズ
小型イーサネットファイバメディアコンバータ
•	コンパクトでシンプル、フレキシブル
•	10/100または10/100/1000	Mbps
•		固定式ファイバ	(MM850	SC、SM1310	SC)とSFP
•	リモートトラブルシューティング用LFPT
•	動力オプション：DCジャック、ターミナルブロックまた
は	USB/PoE
•	ワイドな動作温度範囲	-40～80°C(“IE”モデル)

UH104 & UH401
4ポートUSB 2.0ハブ & 1ポート 4KV 
アイソレータ
•	高保持USBコネクタ
•	超コンパクト
•	ワイドな動作温度	-40～80°C
•	15	kV	ESD保護

PoE/PoE+Giga MiniMc
PoEスイッチングメディアコンバータ
•	堅牢でスタンドアローン、コンパクト
•	IEEE	802.3af	PoE	(15.4W)	/IEEE	802.3at	
PoE+(25.5W)
•	10/100/1000	Mbps
•	固定式ファイバとSFP
•	Fiber	LOS上でPoEリセット	(設定変更可能)
•	リモートトラブルシューティング用LFPT

Wzzardシリーズ
無線ネットワーキングI/O&センサ–インテリ
ジェントセンシングプラットフォーム
•	超低電力802.15.4e	SmartMesh		IPテクノロジー
•	堅牢、IP66、補強ファイバポリエステルPBT
•	アプリケーションプラットフォームへのMQTTとJSON	
IoTプロトコル
•	過酷な場所向けULクラス1/ディビジョン2

IEマルチウェイ
光学ギガビットイーサネット設定
•	マルチファンクション(ギガビットスイッチ、1+1	保護、デュ
アル銅線からファイバメディア/モードコンバータ)
•	OAM、Vlans、Q-in-QとSNMPマネジメント
•	拡大温度レート(-40～80°C)
•	5-24VDCまたは48VDC	(ターミナルブロック)

SR 3xxシリーズ
SmartFLEXルータ&ゲートウェイ
•	 LTE/UMTS/HSPA+/UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE
•	Wi-Fi	(オプション)；GPSレシーバ(ワイヤバージョン含まず)
•	SIMカードホルダ2か所+MicroSDカードホルダ
•	PoE	PD/PSE	(オプション)
•	VPNとPythonサポート
•	低出力モード
•	過酷な場所向けULクラス1/ディビジョン2

485DRCI, 485OPDRI & 
232OPDRI
トリプル絶縁シリアルコンバータ&リピータ
•	3方向2KV光学絶縁	(入力、出力、電源)
•	ワイドな動作温度範囲	-40～80°C	
•	過酷な場所向けULクラス1/ディビジョン2
•	10–48	VDC	入力電源範囲

SL 30xシリーズ
SmartSTARTルータ&ゲートウェイ
•	LTE/UMTS/HSPA+/UMTS/HSDPA/GPRS/
EDGE
•	Wi-Fi	(オプション)
•	SIMカードホルダ2か所	
•	VPNとPythonをサポート
•	低出力モード
•	過酷な場所向けULクラス1/ディビジョン2

485USBTB-2W & 485USB9F-2W
RS-485コンバータ対応インラインUSB
•	高保持USBコネクタ
•	フィールドサービスアプリケーションに対しパーフェクト
•	小型であらゆるラップトップバッグに適合
•	USB	ポート電力

　アドバンテックのB+B SmartWorx産業用ネットワーキング製
品により、堅牢で信頼性があり高性能の接続性がネットワークエッ
ジからコアまで提供されます。レガシーのシリアルおよびModbus
デバイスや最新式産業用IoT機器に銅線、ファイバ、無線接続を転
送し、複数の世代間におけるデータネットワーキングプロトコルを
変換します。
　過酷な環境下で有線接続が脅かされる場所では、アドバンテッ
クのB+B SmartWorxは耐久性の高いデバイスによりデータフロ
ーを継続させ、絶縁デバイスにより電気的過渡(サージ)を遮断しま
す。有線接続が実現できない場合は産業用グレード無線ソリュー
ションのホストを提供して、必要なときはいつでもデータが送受信
できることを保証します。ネットワーキングの課題が何であれ、弊
社はその回答を提供いたします。

インダストリアルネットワーキング
エッジからコアまでシームレスなネットワークデータ接続

無線センシング

シリアルコンバージョン
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インテリジェント制御PC

APAX I/Oモジュール

　アドバンテックのAPAXシリーズはインダストリー4.0向
けに設計され、組込みコンピューティングテクノロジーとモ
ジュラーシステム設計が活用されています。
　さまざまなインターフェイスによりフレキシブルな I/O拡
張、リアルタイムI/Oコントロール、 フィールドバス、ネット
ワーク機能を特徴としています。APAXシリーズはオペレーシ
ョナルテクノロジー(OT)とインフォメーションテクノロジー 
(IT)との間を橋渡しして、ユーザのデータベース、MES イン
ターフェイスなどのノウハウとソフトウェアの適用ができる
統合制御システムやオープン環境を提供しています。

インテリジェント制御PC
スマートファクトリー向けスケーラブルな
PCベースオートメーションコントローラ

APAX-5580 PCIeモジュール

通信カプラ

APAX-5580
インテリジェント制御PC
•	Intel®		Haswell	Core	i7/i3/Celeronプロセッサ搭
載1.7GHz	、4GB	DDR3Lメモリ
•	2xmPCIeインターフェイスで遠隔通信
•	ワンキー操作でシステムリカバリ
•	最大8つのローカルと	32	のリモートCOMポート
•	2xLAN、2xUSB3.0、1xVGA、1xSD	スロット、
1xCOMポート、2xmPCIeスロット

APAX-5090
ローカルバスによる通信モジュール 
•	4xRS-232/422/485ポート
•	APAX-5580で最大32のバーチャルCOMポート
•	APAXバスで分散型トポロジをサポート

APAX-5435
iDoorインターフェイスモジュール 
•	アドバンテックiDoorテクノロジーにより、フィールド
バスと通信をサポート
•	データストレージ用mSATAをサポート	

APAX-5580CDS
CODESYS-レディコントロールプラット
フォーム	
•	CODESYS	V3.5	RTEをサポート
•	オンボードフィールドバスサポート：EtherCAT、
PROFINET、Ethernet/IP
•	10年対応のPLC格付けRTCバッテリ	
•	最大8つのローカルと	32	のリモートCOMポート
•	最大32のAPAX	I/O拡張、最大768のデジタルI/O、192
のアナログ入力

APAX-5017H
12ch高速アナログ入力モジュール
•	電圧/電流入力±10V/4～20mA
•	各chで異なる入力タイプとレンジ設定
•	1chあたり100/1000サンプル/秒

APAX-5490
RS-232/422/485モジュール
•	ハードウェアスイッチでRS-232/422/485モード
切替
•	RS-485モードでオートフローコントロール

APAX-5070/5071/5072
フィールドバス通信カプラ
•	APAX-5070は1ms	Modbus応答時間をサポート
•	フレキシブルなModbusマッピングテーブル
•	UDPデータストリーミングとイベントアラームをサポ
ート

APAX-5080
4/8ch高速カウンタモジュール
•	5カウンタ：アップ、アップ/ダウン、パルス/ディレクシ
ョン、A/Bフェーズ、周波数0.1Hz～1MHz
•	4xDI	カウンタゲート入力
•	4xDO	アラーム出力	

APAX-5430
SATA HDDモジュール
•	SATA	I/II/III	2.5”	HDD/SDD
•	RAID	0/1をサポート

•	絶縁保護
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TagLink対応インダストリアル
IoTデータゲートウェイ

　TagLinkは産業用IoTアプリケーションに特化した産
業用ソフトウェアです。その名称はデータ転送を容易に
するために必要なふたつの特徴を示しています。「Tag」
はユーザがカスタマイズされた高度な設定変更をするこ
とであり、「Link」はソフトウェアによりエッジデバイスと
クラウド間のデータリンクをよりスマートで安全におこな
うソフトウェアを意味します。
　プロトコルとソフトウェアに対する統合アプリケーショ
ンとオープン SDK/APIにより、TagLinkは未来に向けた
IIoTデータゲートウェイアプリケーションに特化したテク
ノロジーです。
　アドバンテックには現在、TagLink とのふたつの IIoT
データ ゲートウェイがあります。それは石油、ガス、上
下水産業などに適応した20～50のローカルI/Oを持つ 
ADAM-3600シリーズと、 電力・エネルギーアプリケー
ションとしてコンパクトで堅牢な ECU-1152です。

よりスマートで安全なデータ収集タスクを供給

マルチプロトコルDA&Cシステム

ADAM-3600-C2G
8 AI/8 DI/4 DO/4スロット拡張、2xLAN、
3xCOM とデュアル無線
• 産業用プロトコルサポート：DNP3、IEC-60870-5-104、Modbus
• ITプロトコルOpenVPN /HTTP/HTTPS (RESTful) /WASCADAサポート
• TI Cortex A8 600MHz CPU DDR3L 256MB RAM
• RT-Linux OS とTagLinkリアルタイムデータベース
• オンボードIO- 8AI /8DI /4DO、4スロットI/O拡張
• 内部2xMini-PCIeインターフェイスでデュアル無線ネットワーキング
• 認証無線ソリューションZigbee/Wi-Fi/3G/4G/GPRS/GPS
• IEC61131-3 & Cプログラミング言語SDKサポート
• ワイドな動作温度範囲 -40～70°C
• リモート接続診断iCDManagerサポート
• TagLink Studioでオフラインコンフィギュレーション、遠隔配置、オンラインモニタリング
• SDカード上データlogger用SQLiteデータベース

電力&エネルギーオートメーション
ECU-1152
4 DI/4 DO、2xLAN、6xCOMとワイヤレス
• 産業用プロトコルサポート： DNP3、IEC-60870-5-104、Modbus
• ITプロトコルOpenVPN /HTTP/HTTPS (RESTful) /WASCADAサポート
• TI Cortex A8 800MHzプロセッサ搭載、DDR3L 512MB RAM
• 2x10/100MB LAN、6xRS-232/485 COM、4xDI、4xDO
• 3G/GPRS/GPS用1xMini-PCIe 
• TagLinkリアルタイムデータベースでRT-Linux OSサポート
• ワイドな動作温度範囲 -40～70ºC
• TagLink Studioでオフラインコンフィギュレーション、遠隔配置、オンラインモニタリング
• SDカードデータ loggerでSQLiteデータベース

拡張I/Oモジュール

ADAM-3600シリーズI/O拡張モジュール
ADAM-3600には20点のオンボードIOとIO拡張モジュール用
4スロットを装備。キャビネット内で余計なスペースを占領せず
に用途の広いIOとの組み合わせが選択できます。
• ADAM-3617 4chアナログ入力モジュール
• ADAM-3618 4ch熱電体入力モジュール
• ADAM-3624 4chアナログ出力モジュール
• ADAM-3651 8chデジタル入力モジュール
• ADAM-3656 8chデジタル出力(シンクタイプ)モジュール

Wide Temp.

Wide Temp.

Multi-comm

ゲートウェイ
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IoT無線I/Oモジュール

M2M(マシン・トゥ・マシン)I/Oモジュール

WISE-4050
4chデジタル入力と4chデジタル出力
IoT無線I/Oモジュール
• 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 無線LAN
• プロトコル：Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、

HTTP
• JSONフォーマットRESTtul web APIによるIoTイン

テグレーション
• APやルータがなくても直接アクセス可能な無線クラ

イアントとサーバモードサポート
• ファイルベースクラウドストレージとローカルロギング

サポート
• HTML5でモバイルデバイスウェブコンフィギュレーシ

ョンサポート 
• 10～30VDC電源入力、逆接保護

WISE-4012
4chユニバーサル入力と2chデジタル出力 
IoT無線I/O モジュール
• 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 無線LAN
• 4ch UI: 0～10V、0～20mA、4～20mA、デジタル入力
• JSONフォーマットRESTtul web APIによるIoTインテグ

レーション
• ウェブサービス：REST、HTML5、JavaScript、JSON
• APやルータがなくても直接アクセス可能な無線クライアン

トとサーバモードサポート
• ファイルベースクラウドストレージとローカルロギングサポ

ート
• HTML5でモバイルデバイスウェブコンフィギュレーション

サポート

ADAM-2520Z/2510Z
ワイヤレスModbus RTUゲートウェイ
• 2.4 GHz IEEE 802.15.4準拠RF
• 屋外接続距離最大1,000 m
• 単3アルカリ電池2本で電源入力をサポート
• Modbus RTUプロトコルをサポート
• ネットワーク接続32ノード (ルータとエンドデバイス)
• スター/ツリー/メッシュネットワークトポロジでサポート

ADAM-2051Z/2051PZ
ワイヤレス8chデジタル入力ノード
パワーアンプ搭載
• 2.4 GHz IEEE 802.15.4準拠RF
• 屋外接続距離最大1,000 m
• 単3アルカリ電池2本で電源入力をサポート
• 入力インピーダンス10KΩ 

WISE-4060
4chデジタル入力と4chリレー出力
IoT無線I/Oモジュール
• 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 無線LAN
• プロトコル：Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、

DHCP、HTTP
• JSONフォーマットRESTtul web APIによるIoTイ

ンテグレーション
• APやルータがなくても直接アクセス可能な無線クラ

イアントとサーバモードサポート
• ファイルベースクラウドストレージとローカルロギン

グサポート
• HTML5でモバイルデバイスウェブコンフィギュレー

ションサポート
• 10～30VDC電源入力、逆接保護

WISE-4012E - IoT開発キット
6chユニバーサル入力/出力 IoT無線
IoT開発キット用I/Oモジュール 
• 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n無線LAN
• 2ch 0～10V入力、2ch DI、2chリレー出力
• 開発用デモプロジェクトを含むWebAccess
• センサ状態をシミュレートする拡張ボード
• 電源入力用microUSBケーブル
• APやルータがなくても直接アクセス可能な無線クラ

イアントとサーバモードサポート
• モバイル用ウェブコンフィギュレーションをサポート

ADAM-2031Z
ワイヤレス 温湿度センサノード
• 2.4 GHz IEEE 802.15.4準拠RF
• ローデューティサイクルと低消費電力
• 屋外接続距離最大110 m
• 単3アルカリ電池2本で電源入力をサポート
• 温湿度センサ搭載

ADAM-2017PZ
ワイヤレス6chアナログ入力ノード
パワーアンプ搭載
• 2.4 GHz IEEE 802.15.4準拠RF
• 6ch作動入力：±150mV、±500mV、±1V、
  ±5V、±10V、±20mA、0～20mA、4～20 mA

　ワイヤレスアプリケーションがより普遍的かつ理想的ソリ
ューションとなる今、アドバンテックは重要なIoTを実現さ
せるためにさまざまな無線リモートI/Oデバイスを提供いた
します。Wi-FiベースWISE-4000シリーズとWSNベースの
ADAM-2000シリーズはワイヤレイアウトや 余分な追加コ
ストを気にすることなく自由に設置できます。
　さらに、WISE-4000シリーズは 市場に真のIoT体験をも
たらします。「Anytime Anywhere」ソリューションを実現
することで、ユーザはモバイルデバイス経由でデータを取得
し、時間を節約することや、モバイルデバイスからモジュール
設定、トラブルシューティングまで可能です。

IoTワイヤレスI/Oモジュール
IoTワイヤレススマートデバイス、I/Oからセンサまで提供

TagLink対応インダストリアル
IoTデータゲートウェイ
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RS-485 I/Oモジュール

デイジーチェーン接続対応イーサネットI/O モジュール
モジュール選択 
絶縁型アナログI/O Modbus TCPモジュール
•	ADAM-6217:	8ch	AI
•	ADAM-6224:	4ch	AOと4ch	DI
絶縁型デジタルI/O Modbus TCPモジュール
•	ADAM-6250:	8ch	DIと7ch	DO
•	ADAM-6251:	16ch	DI
•	ADAM-6256:	16ch	DO
リレー出力Modbus TCP モジュール (DI)
•	ADAM-6260:	6ch	RL
•	ADAM-6266:	4ch	RL	と4ch	DI

モジュール選択 
絶縁型アナログI/Oモジュール
•	ADAM-4117:	堅牢な8ch	AI
•	ADAM-4024:	4ch	AO	と4ch	DI
絶縁型熱電対/RTD入力モジュール 
•	ADAM-4118:	堅牢な8ch	T/C
•	ADAM-4015:	6ch	RTDモジュール
絶縁型デジタルI/Oモジュール
•	ADAM-4051:	16ch	DI
•	ADAM-4055:	8ch	DI	と8ch	DO

ADAM-6200シリーズ
•	オートバイパス機能対応デイジーチェーン接続	
•	無入力で自動キャリブレーション
•	ウェブ言語サポート；HTML5、Java	Script、XML
•	GCL	とPeer-to-Peer機能サポート
•	複数デバイス管理に便利な	グループコンフィギュレー
ション機能
•	DI/O	LED表示
•	DO/リレイフェール時セイフティバリュー設定

ADAM-4000/4100シリーズ
ADAM-4000
•	Modbus	RTUプロトコルをサポート
•	過電圧保護：±35VDC
•	絶縁電圧：3000VDC
ADAM-4100
•	ワイドな動作温度	-40～85°C(-40～185	°F)
•	1KVサージ、3KV	EFT、8KV	ESD保護
•	ハイコモンモード電圧：200VDC
•	断線検出機能

　「IoT(モノのインターネット)」がもう単なるスローガ
ンではない今、アドバンテックの汎用性の高い製品は、
異なるアプリケーションのニーズに対応しお客様の生産
パフォーマンスを向上させます。
　一般的なオートメーションネットワークで使用される
RS-485シリアル通信用として、 ADAM-4000 と堅
牢な ADAM-4100シリーズは過酷な環境に対応でき
るように設計されています。堅牢なRS-485ベースの 
ADAM-4100シリーズ、イーサネットベースの ADAM-
6000シリーズ、デイジーチェーン・イーサネットベース
のADAM-6200 シリーズは、フィールドデバイスの管
理が容易でリモートで現場の特定、追跡、変更が可能で
す。ADAMシリーズは産業オートメーション、環境およ
び施設管理、インテリジェント交通システムなどさまざ
まな業界に導入されて世界で100万ノード以上の実績
は高性能のデバイスであることを証明しています。

リモートI/Oモジュール
RS-485とイーサネットによるリモートI/O接続で豊富なオプションを用意

Group
ConfigurationDaisy-chain HTML5

Web Server

HTML5

Isolation
Voltage

Isolation
Voltage

リアルタイムイーサネットI/Oモジュール

モジュール選択
(PROFINET:PN、イーサネット/IP:EI)
絶縁型アナログI/O モジュール
•	ADAM-6117EI/PN:	8ch	AI
リレー出力モジュール
•	ADAM-6160EI/PN:	6ch	RL
絶縁型デジタル I/Oモジュール
•	ADAM-6150EI/PN:	8ch	DIと7ch	DO
•	ADAM-6151EI/PN:	16ch	DI
•	ADAM-6156EI/PN:	16ch	DO

ADAM-6100シリーズ
•	デイジーチェーンとの接続機能
•	PROFINET及びイーサネット/IPプロトコルサポート
•	通信カプラ-不要
•	GSD、L5K、EDS、ネットワークコミッショニングファ
イル対応
•	2,500	VDC	絶縁保護	

Daisy-chain

Wide Temp.

スマートイーサネットI/Oモジュール
モジュール選択 
絶縁型アナログI/O Modbus TCPモジュール
•	ADAM-6017:	8ch	AIと2ch	DO
絶縁型デジタルI/O Modbus TCP モジュール
•	ADAM-6050:	12ch	DIと6ch	DO
リレー出力Modbus TCPモジュール
•	ADAM-6060:	6ch	DIと6ch	リレー
•	ADAM-6066:	6ch	DI	と6ch	電源リレー

ADAM-6000シリーズ
•	Modbus	TCP/IP、UDPとHTTPプロトコル
•	組込みウェブサーバ
•	データストリームとイベントトリガー
•	GCLとPeer-to-Peer対応
•	C#.NET、VB.NETサポート

HTML5
Web Server

HTML5
Peer to Peer
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電力&エネルギーオートメーションコンピュータ

電力&エネルギーオートメーション拡張カード

電力&エネルギーオートメーションゲートウェイ

電力&エネルギーオートメ―ション
IEC 61850-3準拠製品で信頼性の高い電力&エネルギーオートメーション

　電力・エネルギー市場向けのアドバンテックの新製品は、この
最新市場にベストソリューションを提供するために開発されたデ
バイスを特徴としています。
　IEC 61850-3 に準拠したアドバンテックのコンピュータ、
拡張カード、ゲートウェイ製品は、特に電力・エネルギーアプリ
ケーションの重要要件を見たすために設計されています。強力
なECU-4000 とUNO-4600シリーズオートメーションコン
ピュータは 、主にスマートサブステーションで使用されます。再
生可能エネルギー向けに設計されたECU-1152 と4552は、
Taglink ソフトウェアを組み込んでインテリジェント電力オート
メーションゲートウェイとしての機能を果たしています。

ECU-4674
IEC-61850-3 認定電力パワーオートメー
ションコピュータ、Intel Atom N2600
プロセッサ搭載、PCI-104拡張スロット
•	Intel®		Atom™	N2600	1.6GHzプロセッサ搭載
•	2x10/100/1000MB、6x10/100MB	LAN、
		2x	RS-232、16xRS-232/485	COM
•	8	x絶縁DI、8	x絶縁DO、1xIRIG-B、1xPCI-104
		拡張スロット
•	iCManager機能をサポート

ECU-P1524PE（ECU-4784向け）

ギガビットベースイーサネットカード 
HSR/PRPプロトコル
•	2xSFP(1000Mbps	ベースX)イーサネットポート
•	2xSFP(HSR/PRPプロトコル、選択Jumper)
•	動作温度:	-25～70°C

ECU-1152
電力オートメーションゲートウェイ
Cortex A8プロセッサ搭載、2xLAN、 
6xCOM、 ワイヤレス通信
オンボードDI/DO と無線
•	TI	Cortex	A8	800MHzプロセッサ搭載
•	2x10/100MB	LAN、6xRS-232/485	COM
•	1xMini-PC	Ie	3G/GPRS/4G/Wifiワイヤレス	
•	Modbus、DNP3、IEC-60870プロトコル
•	RT-Linux	OS、TagLinkソフトウェアをサポート
	

ECU-P1761（ECU-4784向け）

4xDI、4 xリレー出力、1xIRIG-Bカード
•	4	x絶縁デジタル入力(ウェットコンタクト)
•	4x絶縁リレー出力(フォームC)
•	1xIRIG-B(BNC)
•	動作温度:	-25～70	°C

ECU-4552
電力オートメーションゲートウェイ
Cortex A8プロセッサ搭載、4xLAN、
10xCOMとDI/DO
•	TI	Cortex	A8	800MHzプロセッサ搭載
•	4x10/100MB	LAN、10xRS-232/485	COM、
24DI、4DO
•	1x	Mini-PCIe(予備)
•	Modbus、DNP3、IEC-60870プロトコル
•	RT-Linux	OS、TagLinkソフトウェアをサポート

UNOP-1514C/RE/PE  
(ECU-4784/UNO-4673A/4683向け) 
4 x光ファイバ/RJ-45/SFPイーサネットカ
ード 
•	100MB	Base-FX、最大2km、4xSCタイプファイバ
(1514C)
•	10/100/1000MB	RJ-45タイプ(1514RE)
•	1000Mbps	SFPタイプ	(1514PE)
•	動作温度:	-20～70°C

UNO-4673A/4683
IEC-61850-3 準拠電力パワーオートメー
ションコピュータ、Intel Atom D510/
Core i7プロセッサ搭載、I/O拡張スロット
•	Intel®		Atom™	D510	1.66	GHzプロセッサ搭載
(UNO-4673A)/Intel®		Core	i7	2.0	GHz搭載(UNO-
4683)
•	2x10/100/1000MB、4x10/100MB	LAN、2xRS-
232/422/485	COM
•	3xI/O拡張カード

ECU-4784
TUV IEC-61850-3 準拠電力オートメーシ
ョンコンピュータ、Intel Haswell Core i7
搭載、I/O拡張スロット
•	プロセッサ選択：Intel®		Haswell	Core	i7	
4650U/Core	i3	4010U/Celeron	2980U/Ivy	
Bridge	i7	3612QE
•	8x10/100/1000MB	LAN、2xRS-232、8xRS-
232/422/485	COM
•	2xIO拡張スロット
•	iCDManager/VT-D/AMT/TPMをサポート

LVD
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マシンオートメーション
統合ソフトコンピューティングでインテリジェントなマシンを実現

　アドバンテックは独自のSoftMotion制御とGoE 
(GigE Vビジョンオフロードエンジン) を開発し、コア
コンピューティングハードウェアプラットフォームとし
てFPGA (フィールド・プログラマブル・ゲート・アレ
イ) とDSP (デジタル・シグナル・プロセシング)を提
供しています。
　アドバンテックのモーションコントロールカード
とフレームグラバシリーズは、イーサネットベースの
EtherCATとGigE ビジョンテクノロジーを使用して
マシンオートメーションに対して最高の性能を持つ
PCベースソリューションを提供いたします。
　一方で弊社チームはカード開発だけではなく、コン
ピューティングプラットフォームに基づくSRP (ソリュ
ーション・レディ・パッケージ) を提供して SIパートナ
ーとエンドユーザの要望を満たしています。

PCIE-1672E/1674E
デュアル/クアッドCh、PoE インターフェ
ースカード
• Intel®  サーバグレード GbE Macコントローラ
• PCI ExpressRx4準拠
• PCIeスロットからのPoE電力(トータル最大18W)
• パワードデバイス(PD)自動検知と分類
• IEEE 802.3uオートネゴシエーションでサポート
• ジャンボフレーム(9,500 byte)とリンクアグリゲーシ

ョン

PCIE-1172/1174
デュアル/クアッドCh、インテリジェント
GigEビジョンフレームグラバ、GoE
•  GoE (GigEビジョンオフロードエンジン)、FPGAイメ

ージ 再構築、パケットロスなし、CPUワークロードなし
•  GigEビジョン、GENiCAMとGENTLに準拠
•  アドホックで自動IPコンフィギュレーション
•  PCIeスロットから直接電力(トータル最大18W)
• ToE (トリガーオーバーイーサネット)

PCI-1245/1265/1285
標準SoftMotion 4/6/8軸ステッピング&
サーボモータ制御用PCIカード
• 正確な複数軸同期
• 2/3軸 アークムーブ (最新)
• 高速2D比較トリガ (最新)
• 接線フォロー
• 8xDI/8xDO/2xAI (PCI-1265)
• 安価バージョンで機能サポート

PCI-1203
EtherCATマスタPCIカード
• サイクルタイム500usにより最大32軸と幅広い I/O

ポイントをサポート 
• ユーザプログラミング用にアドバンテックコモンモー

ションSDKを統合
• 迅速なエラー対処診断

ADAM-5000/ECAT
EtherCAT対応4スロット分散型
高速I/O システム
• DI/O、AI/O、エンコーダモジュールを完全サポート
• EtherCAT分散型クロック(DC)モードと

SyncManagerモードをサポート
• アドバンテックコモンモーションSDKとの互換性

特徴
• EtherCAT高速軸と幅広いI/Oアプリケーション用

のすぐに使用可能なソフトモーション機能
• リアルタイムでパケットロスのないコンピューティン

グプラットフォーム

GigEビジョンソリューション

EtherCATソリューション

モーション制御用PCIカード

マスタ

マスタ 　I/Oスレーブ

モーションスレーブ 
スレーブ

　簡易/経済 最新式

特徴
• 特定産業向けアプリケーション用ソフトモーション機能 
• 決定制御保証
• ブランドモータ用すぐに使用可能なケーブル 

特徴
• IEEE 802.3af、PoE準拠
• PCIeスロットからのPoE電力(トータル最大18W)
• 開発、配置フリーSDK 

モーションカード   モータターミナルボード

フレームグラバ カメラ&ライト

的 

PCI-1245L/1245LIO/1245E/ 
1285E
簡易で経済的な4/8軸ステッピング&
サーボモータ制御用PCIカード
• P2P/線形補間/ホーミング
• 追加16xDI/16xDO拡張(PCI-1245LIO) (最新)
• パステーブルとパスDO (PCI-1245E/85E) (最新)
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データ計測と制御

　アドバンテックは、さまざまなインターフェイスと機能
を持つ産業用データ収集機器や制御機器を提供していま
す。PCテクノロジーをベースに、ISA 、PCI Express、信
号変換器、グラフィカルソフトウェアツールを提供し、テ
ストや計測、実験業務、マシンオートメーション、生産試
験などの多様な産業用オートメーションアプリケーショ
ンにより、アドバンテックの産業用I/O 製品は信頼性と精
度が高く、手頃な値段で利用できます。
　さらに、アドバンテック最新の DAQNavi I/O ドライバ
はWindows7、8、10とLinux OSをサポートし、シームレ
スに統合されたアドバンテックのデータ収集カードによ
り、お客様は最新のプラットフォームでパフォーマンスの
向上と開発時間の短縮が可能になります。

幅広いフォームファクタから選択でき、各種DAQニーズに対応

PCI Express DAQカード

PCIE-1730
32ch TTL 32ch絶縁型
DI/O PCI Expressカード
• 16ch TTL DIと16chとTTL DO　5 Vコンパチ
• 16ch絶縁型DIと16ch絶縁型DO　24 Vコンパチ
• 高電圧絶縁 DI/Oチャンネル(2,500 VDC)

PCIE-1752/1754/1756
64ch絶縁型DI/O PCI Expressカード
• PCIE-1752: 64ch絶縁型DO
  PCIE-1754: 64ch絶縁型DI
  PCIE-1756: 32ch IDI、32ch IDO
• 全チャンネル高電圧絶縁(2,500 VDC)
• システムホットリセット後の出力設定保持
• 割り込みハンドリング

PCIE-1760
8chリレーと8ch絶縁型 DI PCI Express
カード
• 8ch絶縁型DI プログラマブルデジタルフィルタ
• 高電圧絶縁入力チャンネル(2,500 VDC)
• 2ch C接点と6ch A接点リレー出力
• 2chカウンタ入力(PWM出力対応)

PCI-1714U/1714UL
同期式4chアナログ入力 PCIカード
• 各チャンネルにA/Dコンバータ
   PCI-1714U:12-bit、30 MS/s、4ch シングルエン

ドAI 
   PCI-1714UL:12-bit、10 MS/s、4clシングルエン

ドAI 
• 30 VDC 過電圧保護

PCI-1716/L
250KS/s、16bit、16ch
マルチファンクションPCIカード
• 16chシングルエンド/8ch差動入力/アナログ入力コ
　ンビネーション
• 16bit A/Dコンバータ 最大250 kHzサンプリングレ
   ート
• 自動キャリブレーション
• 16chデジタル入力と16chデジタル出力
• 2つのアナログ入力チャンネル(PCI-1716のみ)

PCI-1730U/1756
32/64ch絶縁型DI/Oユニバーサル
PCIカード
• 出力チャンネル高電圧絶縁(2,500 VDC)
• ワイドな出力範囲 5～40 VDC 
• 高絶縁出力チャンネルでの高シンク電流(最大200 

mA/ch)
• 各ポートに電流保護 

PCIE-1802
8ch、24bit、216 kS/s ダイナミック
信号計測PCI Expressカード
• 8つの同期式アナログ入力　最大216 KS/s
• 分解能24bit ADCと動的範囲115 dB
• ワイドな入力レンジ ±0.2～10 V 
• ビルトインアンチアナライジングフィルタ
• ソフトウェア設定可能4/10 mA IEPEアクセレメータ

PCIE-1840
125MS/s、16bit、4chデジタイザ 
PCI Expressカード
• 4chアナログ入力　最大125 MHz、分解能16bit 
• 500-MHzタイムインターリーブサンプリング
• ノンストップデータストリーミングサポート
• 2GBオンボードメモリ
• 調整可能アンチアナライジングフィルタ、AC/DC結合

PCIE-1810/1816/1816H
12/16bit 16ch AI マルチファンクシ
ョン PCI Expressカード
• PCIE-1810とPCIE-1816: 500 KS/s
  PCIE-1816H: 1 MS/s
• アナログトリガとデジタルトリガ
• AO波形ジェネレータ
• 24点のプログラム可能なデジタルI/O
• 2つの32ビットプログラマブルカウンタ/タイマ

PCI DAQカード

output
• 2 analog output channels (PCI-1716 only)
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USB-4711/4716
150 kS/s、12bit/200 kS/s、16bit
16chマルチファンクションUSBモジュー
ル
•	2つのアナログ出力
•	5V/TTLコンパチDI/O	(8ch入力、8ch出力)
•	イベントカウンタ用1つのカウンタ、周波数測定とPWM
出力
•	ロック式USBケーブルで安心接続

MIC-3106/3111/3121
4U CompactPCIシステム
2/7スロット拡張

•	2Gオペレーショナル防振保護
•	2G出荷防振保護
•	腐食環境向け機密シールコネクタ
•	モジュラ設計とホットスワップコンポーネント
•	周辺機器カードの交換が容易なため、メンテナ
ンスコスト削減
•	低ノイズクーリングファンで静かな稼働

MIC-3106 MIC-3111 MIC-3121

PCI-1610/1612
4ポート PCIシリアル通信カード
サージ/絶縁保護機能対応
•	PCI-1610:RS-232ポート
			PCI-1612:RS-232/422/485ポート
•	オプションでサージ/絶縁保護
•	高速データ通信速度	最大921.6	kbps
•	256byte	FIFOで高度なマネジメント

PCI-1620/1622
8ポートPCI シリアル通信カード
サージ/絶縁保護機能対応
•	PCI-1620:RS-232ポート
•	PCI-1622:RS-232/422/485ポート
•	オプションでサージ/絶縁保護
•	高速データ通信速度	最大921.6	kbps
•	256byte	FIFOで高度なマネジメント

PCIE-1602/1604
2ポート絶縁型RS-232/422/485 PCI 
Express/PCI 通信カード
•	PCIE-1602:2	RS-232/422/485	ポート
		PCIE-1604:2	RS-232	ポート
•	オプションでサージ保護
•	オプションで絶縁保護	RS-232/422/485
•	256-byte	FIFOで高度なマネジメント

USB-4750
32ch絶縁式 DI/O USBモジュール
•	16ch絶縁型DIと16ch絶縁型DO
•	イベントカウンタ用2ch絶縁カウンタ、	周波数測定
•	システムホットリセット時に最終出力電圧値維持
•	2,500	VDC	絶縁保護

PCIE-1620/1622
8ポートPCI Expressシリアル通信カー
ドサージ/絶縁保護機能対応
•	PCIE-1620:RS-232ポート
			PCIE-1622:RS-232/422/485ポート
•	オプションでサージ/絶縁保護
•	256byte	FIFOで高度なマネジメント

PCIE-1610/1612
4ポート絶縁型RS-232/422/485 PCI 
Express/PCI通信カード
•	PCIE-1610:4	RS-232	ポート
		PCIE-1612:4	RS-232/422/485	ポート
•	オプションでサージ保護
•	オプションで絶縁保護RS-232/422/485
•	256-byte	FIFOで高度なマネジメント

USB-4761
8chリレー と8ch絶縁型DI USBモジュール
•	8ch	C接点(SPDT)リレー出力
•	リレー接点容量0.25	A	@	250	VAC、2	A	@	30	VDC
•	リレー動作状態をLED表示
•	2,500	VDC	絶縁保護	

PCIE-1680
2ポートCAN-bus 
ユニバーサル PCI 通信カード 
CANopenサポート
•	2つのCANネットワークに同時接続サポート
•	高速データ通信スピード	最大1	Mbps
•	16	MHz	CANコントローラ周波数
•	絶縁保護	2,500	VDC
•	PCI	PnPによるI/Oアドレス自動アサイン	

USB DAQモジュール

CompactPCIシステム

PCI/PCIE通信カード
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ウォール用ドッキングステーション
•	盗難防止ロック機構
•	迅速なデバイス取り付けと取り外し(1秒)
•	1	x	DC-in、拡張I/O、2	x	USB	3.0、
		1	x	LAN、1	x	GNSSポート装備

デスク用ドッキングステーション
•	1	x	DC-in、2	x	USB	3.0、1	x	LAN、
		1	x	RS-232、1	x	VGAポート
•	セカンダリバッテリチャージャー

外部バッテリ
•	容量:14.8V	4080mAh
•	IPレート:PWS-870でIP65
•	寸法:141.2	x	106.2	x	17	mm
•	重量:	385g

マルチバッテリチャージャ
•	最大4	つのPWS-870内部バッテリ保管とチャージ
が可能
•	チャージ状態LED表示
•	テーブル取り付けが容易

堅牢ポータブルHMIタブレット

　アドバンテックのポータブルHMI製品は、オンサイトで工場検査
を管理するモバイル作業者を支援するために設計されています。
最新のIntel® チップセットとRFテクノロジー (WLAN、WWAN、
GPS)を搭載し、アドバンテックの堅牢なタブレットにより関連情報に確
実に常時アクセスできてシームレスなデータ処理が可能です。
　PWS-870タブレットとアプリケーション向け周辺機器は過酷
な環境下での手荒な取り扱いにも耐えられるように設計され、タブ
レットには4フィートの落下試験が実行されて米国軍用規格MIL-
STD-810Gに認証されています。 MSR、UHF RFID用拡張モジ
ュールは要件に従ってカスタマイズ可能です。
モバイル操作用として、PWS-870は片手でドッキングステーショ
ンの壁から簡単に取り外しができます。さらにユニバーサルカバー
により、ハンズフリー運搬オプションとしてハンドル、スタンド、バ
ッグ、ハンドストラップも装備しています。

インテリジェントオンサイト管理と検査に有効

堅牢タブレット
PWS-870
10”16:9堅牢タブレット 第4世代 Intel® Core™ iプロセッサ搭載

アクセサリー

ユニバーサルカバーパッケージ
•	材質:プラスティック、PVC
•	色:黒
•	寸法:305	x	254.2	x	88.4	mm
•	重量:500g	(ユニバーサルカバー、ハンドストラップ、ショルダーベルト)
•	パッケージ内容:ユニバーサルカバー、ハンドストラップ、ショルダーベルト

•	ISO	7816	PC/SC
•	EMV	4.0レベル1
•	I2Cメモリカード、SLE4418、SLE4428、
SLE4432,	SLE4442、SLE4436、SLE553、
SLE6636,	AT88SC1608、AT45D041カード
をサポート

•	MSR	(マグネティックカードリーダー)
-	MagneSafe	IntelliHead
-	US	7810とISO	7811/AAMVAをサポート
-	カード速度:6～60	ips	(15.4～12.4	cm/s)
-	トリプルDES暗号化	
-	DUKPTキーマネジメント

MSR &スマートカードリーダ拡張

マルチI/O拡張
•	インターフェイス:USB	3.0	(タイプA、5V/0.9A)	x	
1、	RS-232	(D-Sub	9)	x	2、10/100/1000イー
サネット		(RJ45)	x	1
•	寸法:192.2	x	45.2	x	25	mm
•	重量:140g

UHF RFID拡張
•	インターフェイス:USB	3.0	(タイプA、5V/0.9A)	x	
1、RS-232	(D-Sub	9)	x	2,	10/100/1000イー
サネット(RJ45)	x	1
•	寸法:192.2	x	45.2	x	25	mm
•	重量:140g

•	MIL-STD-810GとIP65認定、最大4フィートの耐落
下性能	
•	10.1”	HD高輝度、マルチタッチ、ゴリラガラスパネ
ルデジタイザ
•	第4世代Intel®	Core™	iプロセッサ搭載Windows	
8をサポート
•	4G	LTE、無線LAN	(802.11	a/b/g/n/ac)BT4.0、	
Beidou/GLONASS	GPSモジュールをビルトイン

•	ホットスワップバッテリで最大11時間の操作
•	ビルトインデュアルカメラ、1D/2Dバーコードスキャ
ナ、NFC	RFID
•	ドッキングステーション車両、デスクドッキングステ
ーション、カスタマイズされた拡張モジュールなどの
多様な周辺機器

•	電源入力:19.5V/7.7A


