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● 安心・安全なネットワーク構成を実現

● ネットワークの分割によるセキュリティ向上に貢献

● ネットワークの通信負荷を軽減

● 工場の「見える化」 に貢献

二つのEthernetポートで可能性が広がる！

Ethernet通信ユニット
GOT2000シリーズ



⼆つのEthernetポートで可能性が広がる！
1) 安心・安全なネットワーク構成を実現
事務所の情報系ネットワークと⽣産現場の制御系ネットワークを物理的に分けることで、安心・安全なネットワーク構成を実現できます。
事務所でネットワーク機器の故障などによるネットワーク異常が発⽣しても、⽣産現場のネットワークは影響を受けることなく⽣産を継続
できます。もちろん、⽣産現場でネットワーク異常が発⽣した場合も、事務所のネットワークに影響を与えません。
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2) ネットワークの分割によるセキュリティ向上に貢献
ネットワークを分割して不正アクセスを防止
情報系ネットワークのパソコンからGOTを経由して制御系ネットワークの機器にアクセス
できません＊。そのため、万が⼀、情報系ネットワークに不正アクセスされてしまった場合で
も、制御系ネットワークのデータが不正にコピー・改ざんされるリスクを低減できます。
＊ エンジニアリングソフトウェア(MELSOFT GX Works3など)からのFAトランスペアレント機能(近⽇対応予定)と

GT SoftGOTからのSoftGOT-GOTリンク機能によるアクセスは可能です。FAトランスペアレント機能、SoftGOT-
GOTリンク機能を使⽤する場合、セキュリティ強化のためにIPフィルタ機能との併⽤または各種プロジェクトデータ
へのパスワード設定を推奨します。
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GOTにアクセスを許可する機器のIPアドレ
スを登録することにより、許可された機器
以外からのアクセスを防止できます。



3) ネットワークの通信負荷を軽減　
ネットワークを分割することで、ネットワークの通信性能低下を防止することができます。
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4) 工場の「見える化」に貢献
⼆つのEthernetポートと無線ネットワークの活⽤により、⽤途に応じた幅広いリモートソリューションをご提案！
⽴上げ・調整作業から保全作業まで、携帯端末やパソコンを活⽤した各種リモートモニタ・操作機能で、業務の効率化を実現します。
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＊ GOT Mobile機能を使⽤時は、別途GOT Mobile機能ライセンス(GT25-WEBSKEY)が必要です。
 GOTの無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)をアクセスポイントとして使⽤できます。
＊ VNCサーバ機能を使⽤時は、別途ライセンス(GT25-VNCSKEY)が必要です。
＊ SoftGOT-GOTリンク機能を使⽤時は、別途ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U)が必要です。

Ethernetインタフェース(本体内蔵)、Ethernet通信ユニット(オプション)、無線LAN通信ユニット(オプション)を使⽤時にGOTと接続可能な機器⼀覧については、「接続可能な機
器⼀覧(裏表紙)」をご参照ください。各種リモートモニタ・操作機能の詳細は、三菱グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)をご参照くだ
さい。
【安全に関するご注意】
各種リモートモニタ・操作機能を使⽤して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。
また、ネットワークの使⽤環境によっては通信に遅延や途切れが発⽣し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使⽤する場合は、現場の
状況や安全に⼗分に注意して遠隔操作を⾏ってください。

リモートモニタ･操作機能のデータの流れ
FAトランスペアレント機能、
SoftGOT-GOTリンク機能のデータの流れ
制御系ネットワークのデータの流れ



項目 仕様

伝送仕様

データ転送方式 100BASE-TX 10BASE-T

伝送方式 ベースバンド ベースバンド

ノード間最長距離 200m 200m

最大セグメント長 100m 100m

最大カスケード
接続段数*1 2段 4段

GOTへの装着ユニット数 拡張ユニットインタフェースに
1ユニットのみ装着可能

接続条件
接続台数 128台(推奨16台以下)*2*3

設置距離 100m*2

内部消費電流(DC5V) 0.14A

質量 0.07kg

Ethernet通信ユニット仕様
性能仕様
Ethernet通信ユニットの性能仕様を下記に示します。
Ethernet通信ユニットの⼀般仕様は、GOTの⼀般仕様と同じです。GOTの⼀般仕様は、
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ハードウェア編)を参照してください。

接続可能な機器一覧

Ethernetインタフェース＊1 (本体内蔵)

Ethernet通信ユニット＊1 (オプション)
GT25-J71E71-100

無線LAN通信ユニット＊1

(オプション)
GT25-WLAN

無線LANアクセスポイント

無線LANアクセスポイント

○ 接続可能　× 接続不可

パソコン 三菱シーケンサ 他社シーケンサ
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パソコン＊2

GOT

GOT 三菱シーケンサ＊3 他社シーケンサ＊4 マイコン
スマートフォン、 
タブレット

パソコン 三菱シーケンサ 他社シーケンサ マイコン
スマートフォン、 
タブレット

外形寸法
GOT本体
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＊1 リピータハブ使⽤時の接続可能な最大ノード数
です。スイッチングハブ使⽤時の接続可能段数
は、使⽤するスイッチングハブのメーカに確認して
ください。

＊2 GOTを接続するEthernetネットワークシステム
の仕様により異なります。詳細については、接続
先シーケンサのEthernetユニットのマニュアル
を参照してください。

＊3 同 ⼀セグメントに複 数のネットワーク機 器
(GOTを含む)を接続した場合、ネットワークの
負荷が増大するため、GOTとシーケンサとの
通信性能が低下する場合があります。通信性能
は、以下の対策で改善できる場合があります。  
・ スイッチングハブを使⽤する。  
・ GOTのモニタ点数を減らす。

＊1 GOTとパソコン間がEthernet接続、GOTとシーケンサ間がEthernet接続のシステム構成でのFAトランスペアレント機能は近⽇対応予定です。
＊2 GT Designer3からGOTへのデータ転送、エンジニアリングソフトウェア(MELSOFT GX Works3など)からのFAトランスペアレント機能、
 GT SoftGOTからのSoftGOT-GOTリンク機能は近⽇対応予定です。
＊3 シーケンサに接続されたパソコンからGOTへのデータ転送はできません。
＊4 東芝社製ユニファイドコントローラnvシリーズは接続できません。

製品一覧
品名 形名 仕様 対応機種 参考標準価格 納期GT27 GT25 GT21

Ethernet通信ユニット GT25-J71E71-100 データ転送方式：100BASE-TX、10BASE-T
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.160S以降   − ¥30,000 

＊ Ethernet通信ユニットを使⽤するにはバージョンZ以降のBootOSが必要です。
＊ 海外規格の対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

価格：2016年10月現在
○：仕込⽣産品

この印刷物は、2016年10月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告
なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。L（名）08423-A　1610〈IP〉 2016年10月作成

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業部····（03）3218-6760
北海道支社··········（011）212-3794
東北支社··············（022）216-4546
関越支社··············（048）600-5835
新潟支店··············（025）241-7227
神奈川支社··········（045）224-2624
北陸支社··············（076）233-5502

中部支社··············（052）565-3314
豊田支店··············（0565）34-4112
関西支社··············（06）6486-4122
中国支社··············（082）248-5348
四国支社··············（087）825-0055
九州支社··············（092）721-2247

業界をリードする  の もっと詳しい情報はコチラ 

お問い合わせは下記へどうぞ

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

  安全に関するご注意
本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「マニュアル」をお読みください。

商標、登録商標について
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット




