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H8922S
デュアルSIMルーター

特徴
ト
 ランクリンク/ポート
セ
 ルラー/接続故障転移

Wi-Fi

Dual SIM

 夫な⼯業設計を採⽤し、全天候接続
丈
DualSIMカードで、⼆つのキャリアがあり、
バックアップすることが可能で、⼆つのブロックが選択可能
2.4GWi-Fi、
アクセスポイント/受信ポイント、GPSオプション
PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMPN/EzVPN
 ongdianOS+SDK
H
コ
 ールドバックアップ、
ウォームスタンバイ、負荷バランス対応
Web/CLI/SNMP/Wedoraにより管理とメンテナンスを⾏う

概要
3G/4G LTE技術に基づき、H8922Sデュアル SIM ルーターは⾼性能の32ビットプロセッサ、組み込み式オペレーティング
システムという設計を採⽤しました。APN/VPDN専⽤のネットワークにアクセスし、
デュアルSIM（⼆つのブロックがあり、
選択可能）によりバックアップし、
データ伝送の安全を保証し、⾼速で、信頼できるルーティングとデータ伝送⼒を提供し
ます。GPS位置決め機能を選択することが可能で、使⽤により便利です。以上により、
デュアル SIM ルーターは電信、⾦
融、情報メディア、⾃動⾞及び環境保護などの分野に広く応⽤しています

ダイアグラムスキーム

⾃動メータ読取り

ATM

H8922S
IPカメラ監視

アクセスアプリケーションサーバ

4G/3G/ネットワーク

⾃動販売機

アクセスアプリケーションサーバ

典型的な応⽤

⾃動販売機

エクスプレスキャビネット

ATM

⾃動メータ読取り

仕様
インターフェイス
イーサネットポート

4×LAN10/100Mbpsイーサネットポート
（⻑め型：
8ネットワークインターフェース）、1xWan10/100Mbpsイーサネットポート
（⻑め型：無し）

SIMカードスロット

1.8V/3V

再設定

ピンホールリセットボタン

1xRS232 データインターフェース

4G×2

1 x RS485 データインターフェース

アンテナ

WiFi×1 (⻑め型：
×2)

⼊⼒/出⼒インター

シリアルボート
(115200bps)

1×DI, 1×DO

RS232: TXD, RXD, GND

GPS×1

RS485: A, B, GND

予備インターフェース
（⻑め型）

ESD: 15KV

ネットワーク
セルラー

ロングタームエボリューションLTE/広帯域符号分割多元接続無線通信システムWCDMA（⾼速パケット通信HSPA+）/GSM進化型⾼速データレート/汎⽤パケット無線システムGPRS

インターネットアクセス

APN（アクセスポイント）VPDN（バーチャルプライベートダイヤルアップネットワーク）

ローカルネットワーク

アドレス解決プロトコル（ARP）、
イーサネット

ワイドエリアネットワーク
（WAN）

Static IP, DHCP, PPPoE

周波数帯

ワールドワイドコンパイル

認証

CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2

無線LAN（WLAN）

IEEE802.11b/g/n,IEEE802.11ac（選択可能）アクセスポイント/ユーザ/中継器

ネットワークプロトコル
ネットワークプロトコル（IP）

DHCPサーバ/ユーザ/中継（Two-wayサーバ）、
ドメインネームサーバー中継、IPv6
スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、選択可能（ルーティングインフォメーションプロトコルRIP、オープンショーテストパスファーストOSPFとボ

ルーティング

その他

ーダゲートウェイプロトコルBGP）
インターネット制御通知プロトコル（ICMP）、ダイナミックドメインネームシステム（DDNS）、
バーチャルラン
（VLAN）

安全
⼆級レベルパーミッション
ダイジェス認証

クロスサイトリクエストフォージェリ
（CSRF）

AAA

Radiusサーバ、TACACS+

パスワード安全

あらゆるパスワード/キーの設定にも暗号化することが可能です

VPNサーバ

NAT、PAT、DMZ、ポートフォワーディング
（PortForward）

全権/リードオンリーユーザ
ファイアウオール

IP/ドメイン/MACアドレスフィルタリング
アクセス制御リスト(ACL)

VPN

L2TPサーバ

PPTP,L2TP,GRE, IPIP, OpenVPNIPSec IKEv2, SHA2,
AES256, CADMVPN,EzVPN

機械
壁取付式

⼨法(mm)

176×105×25,176×105×46(⻑め型)

外装

⾦属

保護構造

IP30

冷却

ファンレス冷却システム

質量

約540g、約670g（⻑め型）

取付

電源
⼊⼒電圧

環境
+5~+36VDC（直流電気）

相対湿度

＜95%(凝結しない)

無効電流

約200mA@12VDC（直流電気）

保存温度

-40~+85℃

動作電流

約550mA@12VDC（直流電気）

作動温度

-30~+70℃

Dualカード、
デュアルモデム、
ワイドエリアネットワーク/モデム

モニター

ハードウェアモニター

線路バックアップ仮想ルータ冗⻑プロトコル、負荷バランス

サービス品質（QOS）

帯域制限

信頼性
線路バックアップ

電源断アラーム

⾃動回復

SMSまたはM2Mプラットフォームを利⽤して電気容量のメンテナンスとアラームを⾏います
リンクコントロールプロトコル（LCP）、
ハートビートパケットリンクのメンテナンス
インターネット制御通知プロトコル（ICMP）の検査、⾃主診断、⾃動回復

設備の信頼性
衝撃

IEC60068-2-27

⾃由落下

IEC68-2-32

打撲

IEC68-2-29

オシレート

IEC68-2-6, JT/794

集成
データ伝送装置（DTU）の機能

ネットワーク通信プロトコル 伝送制御プロトコル（TCP）
（
 サーバ/メインサーバより）
標準TCP/UDP透明伝送TCP/UDP代理（
 LANアクセスDTU）

ランプインジケータ
LEDランプx10

Certiﬁcated and Approved by
電源PWR、システムSYS、
ワイドエリアネットワークWAN、ローカルネットワーク

RoHS

設備管理
ローカルアップデート

ハイパーテキスト転送プロトコル（
 HTTP）、
リモートログイン、
セキュアシェルプロトコル(SSH)、シリアルポート、シンプルネッ

配置

トワークマネージメントプロトコル（SNMP）V1/V2/V3、シンプル

WEB/トリビアルファイルトランスファープロトコル(TFTP)/

アップデート

ファイルトランスファープロトコル(FTP)
広電M2Mクラウドアップデート

ネットワークマネージメントプロトコルトラ

設備管理
再起動

ローカル、
リモート再起動、計画的再起動

システム記録

ローカル/リモート記録
Wedoraクラウドプラットフォームに記録
したユーザのログインと操作ログ

Ping、
トレースルート

診断

集中式M2Mプラットフォーム
流量統計
報告統計
位置管理

データフローのモニタ

設備GUIにある帯域利⽤レートのモニター

アクティブモード

データでアクティブします
SMSでアクティブします
定期的にオンライン/オフラインを調整します

グループ式管理

Wedora
クラウドプラットフォーム

設備/プラットフォームのログ記録
バッチ処理構成/アップデート

GUIからSMSを伝送したり、
受け取ったりしてデータプランを変更します

SMS管理

分析に使⽤するIPFixパケットキャプチャ
電⼦メールによりアラーム

帯域利⽤レートのモニタ

セルラー番号を授権して、
ルーターを設定したり、
コントロールしたりします

データ使⽤の統計

I/OでトリガーしたSMSアラーム

アプリケーション設備に対するリモートアクセスを保護します

外観と⼨法
前⾯

後⾯
電源
LAN×4
WAN

25mm

176mm
105mm

SIM×2

購⼊の注意事項
形式

H8922S

運送業者/区域

⽇本

ヨーロッパ/国際

4G周波数帯

LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26
LTE TDD: B41
WCDMA: B1/B6/B8/B19

FDD:B1/3/5/7/8/20/28
TDD:B38/40

記述

LAN*4，WAN*1，WIFI，SIM*2(extral1optional),GPS(オプション)

東南アジア

FDD:B1/3/5/7/8/20
TDD:B38/40/41

AT&T/
ドイツテレコム/
北アメリカ
FDD:B2/4/12

ベライゾン/AT&T/Sprint/
ドイツテレコム/北アメリカ
FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/
13/20/25/26/29/30
TDD:B41

* 以上はご参考まで

電話番号：+86-755-88864288-5

ファックス：+86-755-83404677

メールアドレス：sales@hongdian.com
アドレス：中国深圳市⿓⻰岗区⽢李六路12号、
14棟A座14-16階，〒518112

