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60日間

無償体
験!!

ダウン
ロード

光ファイバ温度センサ 液分析計

レコーダ
データロガー制御機器 920MHz無線機器

電力モニタ

ゲートウェイゲートウェイ Sushi SensorSushi Sensor

さまざまな機 器のデータを
ネットワーク 経由で監視・記録
GA10とは工場内や敷地内に分散設置されている機器を
Ethernetネットワークにて接続し監視・記録を行うPC� ベースのデータロギングソフトウェアです。

用途に応じた監視画面
簡単な設定でリアルタイムでの監視が可能で
す。また、監視画面のカスタマイズによって用
途に応じた監視モニタの作成が可能です。

監視

GA10

製造モニタリング 環境モニタリング 電力モニタリング

リアルタイムモニタ
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光ファイバ温度センサ 液分析計

レコーダ
データロガー制御機器 920MHz無線機器

電力モニタ

ゲートウェイゲートウェイ Sushi SensorSushi Sensor

※ 対象機種は裏表紙を参照
データロガー

GM

DA
MW
MX

レコーダ

GP
GX

DR
µR

CX
MV
DX

制御計装機器

JUXTA
PR/UPM

UT/VZ

パワーメータ

WT

小型無線センサ

Sushi Sensor Modbus機器

DAQLOGGER
DAQ32Plus
MXLOGGER

ソフトウェア

Ethernet/シリアル/USB*1

*1 GM10のみ対応

GA10CL GA10CL

GA10

正常 違和感
発生

異常

A I

データロガー／レコーダ／温度調節計／信号変換器／電力モニタ／
パワーメータまで幅広く対応、Modbus機器のデータも収集できま
す。収集されたデータは複数の監視PCから閲覧可能です。

豊富な接続機種

複数個所からの遠隔監視

さまざまな機 器のデータを
ネットワーク 経由で監視・記録
GA10とは工場内や敷地内に分散設置されている機器を
Ethernetネットワークにて接続し監視・記録を行うPC� ベースのデータロギングソフトウェアです。

確実な記録とデータ保管
収集したデータをバイナリまたはエクセル形式で確実に記録します。専用
ビューアを用いることで記録データの閲覧が可能です。また、記録された
データをもとにExcelやPDF、プリンタに自動レポート出力も可能です。

記録

AIによる違和感検知
データ収集を行いながら学習をさせることで、AIが普段と異な
る動作を違和感として検知し、自動的にお知らせします。
また、過去の記録データから違和感解析を行うことも可能です。

最大データ数10000チャネル

高速収集100ms～

最大接続数100台

点在するデータを一括集約
工場内に設置されているあらゆる機
器をEthernetネットワークに接続す
ることでデータを一括収集します。

収集

AIが設備の違和感を検知しハイライトで通知

違和感検知

AI解析
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② 登録 ③ 収集開始

① 自動検索
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subtraction

メール送信

警報
GA10

GA10

基本機能

監視モニタで異常を素早くチェック
Eメールの自動配信も

簡単ステップで監視開始
演算機能でデータ加工も

接続する機器を選ぶだけで収集準備完了。データロガー／レコーダならタグ名も自動反映で手軽に多チャンネル収集をスタートできます。
また、演算機能（※オプション）を用いてデータの加工も簡単に行えます。

かんたん設定

専用ソフト（GA10CL）でモニタリング

タブレットやPCでどこでも簡単にデータモニタリング。
専用ソフトウェア(GA10CL)やWebブラウザ（※オプション）で遠隔地からのデータモニタリングを行うことができます。
また、クラウドアクセス機能（※オプション）によって工場外からのデータモニタリングも可能となります。

タブレットやPCで
どこでもデータモニタリング

どこでもデータモニタリング

アラーム監視モニタで異常を素早く確認。アラーム発生時にはPCのbeep音を鳴動させます。
またEメール機能でアラーム発生、指定周期、指定時刻、通信異常などを条件にメールを送信します。

異常を素早くチェック

広域モニタ（クラウド）でモニタリング Webブラウザでモニタリング

NEW
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工場全体

製造棟C製造棟B

製造棟A ※データは
　ここに保存

GA10CL

GA10CL

レコーダ
（GX10）

レコーダ
（GX10）

GA10CL

レコーダ
（GX10）

GA10

1
マネージャ

GA10CL

2GA10CL

モニター

2GA10CL

モニター

3

PLC
（FA-M3）製造設備

GA10

設定編集／操作／監視
監視のみ

STOP
RUN

Modbusサーバ／OPCUAサーバ

データサーバ SCADA/HMI

3

2

1 マネージャ

オペレータ

モニター

GA10CL

GA10CL

GA10CL

設定、操作、監視

操作、監視

監視

GA10

監視・操作業務に役立つ機能

クリック

Modbus機器

上位システムへの
データ転送が可能です

用途に合わせた
カスタム画面で

監視と操作ができます

設定変更
状態切り替え

OPC-UAサーバ機能（※オプション）やModbusサーバ機能によって
SCADAやPLCへのデータ転送が可能。

他システムへデータを転送

使いやすい監視画面を構築

カスタムディスプレイ機能（※オプション）によってお好みのデザインで画面を自由に作成し、モニタリング・操作が可能。
カスタム画面でボタン操作などで接続機器（Modbus機器）の値を変更できます。

事例 1   製造棟毎の設備稼働状態監視 事例 2   製造設備の監視と操作
�製造設備の状態をカスタム画面で監視し、権限を持ったユーザのみ画
面からの操作を行うことが可能です。

工場全体の設備の稼働状態を製造棟単位でまとめて監視することがで
きます。

監視・操作業務アプリケーション事例

ユーザ権限を設定
誤操作を防ぎます

ユーザごとにアクセス権限を設定可能。マネージャ（設定、操作、監
視）／オペレータ（操作、監視）／モニタ（監視）から指定。

利用者毎にユーザ権限を
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データ
欠損

通信が復帰した後に
機器本体のデータで補完

GA10

通信
障害

発電機A 発電機B 発電機C

記録中 停止中測定中

ロガー 電力計 レコーダ

GA10

試験室 A
ロガー

エアコン

電力計

試験レポートA

試験レポートＢ試験室B
ロガー

エアコン

電力計

GA10

GA10

＞＿

見たい波形だけ
選択表示

記録中でも
専用ビュアーで詳細解析

記録中でも
記録開始時まで
プレイバック

範囲指定をすると
2点間の最大、
最小平均などを
その場で計算

区間�11:00~12:00�
最大：XXXX
最小：YYYY
平均：AAAA

データ分析に便利な機能を多数用意しており、収集・記録中でのデータ解析に役立ちます。

データ補完機能（バックフィル機能）で通信切断時に自動的にデータ�
補完がされます（収集モードを機器時刻優先に設定、GX／ GP／ GM
／DX／MVを使用中の場合）。

通信障害が発生しても
再接続時にデータ補完を行います

評価・試験をしながら
データ分析が可能です

評価・試験業務に役立つ機能
収集記録しながらデータ分析

高い信頼性

事例 1   発電機の複数同時評価試験 事例 2   エアコンの性能試験
エアコン性能試験にてすべての試験室のデータを一括で収集し部屋毎
に記録データを保存、1週間単位の試験レポートを自動出力できます。

種類の異なる発電機の評価試験をマルチプロジェクトにてそれぞれ並
列に試験を行えます。

評価・実験業務アプリケーション事例

ユーザのAIプログラムで
リアルタイムデータ解析を行います

ユーザが作成したAIプログラム（TensorFlowなどを利用）を使って、�
収集データのリアルタイム解析を行えます。

AIプログラムでデータ解析

収集データ
（CSVファイル）

解析結果 ユーザプログラム
（AI解析プログラム

など）

NEW
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正常 違和感 異常

違和感データ

記録データ

Ethernet
エネルギー監視に
便利なモニターを用意

既存設備もそのまま監視対象へ
工場内に分散されている
電力データをまとめて管理

▶複数グループを総合監視
最大10000アイテムまで監視可能

▶デマンド監視でピークカットを支援
デマンド監視でグラフ表示とアラーム通知が可能に

▶カスタムディスプレイで簡単見える化
表示画面のカスタマイズで電力使用状況をわかりやすく「見える化」920MHz

無線機器

ロガーロガー
工場
Ａ

工場
B

RS-485

電力計

電力計

RS-485

GA10

流量計

流量計

違和感
発生

リアルタイムに違和感をお知らせ 過去データから違和感の傾向を確認

Sushi
Sensor

GA10ゲートウェイ（LoRaWAN）

異常動作
発生

異常動作
発生

A I

メール送信

工場の見える化

工場内エネルギーの総合監視ができます

積算表示機能（※オプション）によって電力計や流量計で測定された電力量や流量を収
集し、積算グラフやデマンドモニタによってエネルギーの見える化をサポートします。
また、レポート機能によって日報月報を自動的に出力することができます。

収集したデータをもとに、未来の
データを予測し、トレンド画面上に未
来の予測波形をリアルタイムデータ
と同時に表示することができます。ま
た、予測データに対してアラームを
設定することも可能なため、未来に
起こる問題をいち早く検知し、事前
に対処することが可能になります。

電力の見える化をサポート

AIで未来を予測

製造設備などに取り付けられたSushi�
Sensorやレコーダ、ロガーなど各機種
の測定データをGA10に集約し正常動
作時のデータを学習させることで、AI
がいつもと異なる動作を違和感として
検知し、ユーザにお知らせします。
違和感検知は複数データの相関を見て
判定を行うので、人では検知しにくい
故障の予兆をとらえることに活用でき
ます。

AIを活用した予兆監視

AIが設備の予兆保全を
サポートします

AIが未来の状態を予測します

未来ペン
未来アラーム
発生

過去波形 未来波形

A I
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● 同時最大接続機器数 100台　● 最大記録タグ数（ch数） 10000ch
● 最大記録演算タグ数（ch数） 2000ch　● 同時最大接続クライアント数　制限なし（32台まで動作保証）
● 収集周期 100ms ～（PC時刻の場合）、各機器の収集周期（機器時刻の場合）

仕様（概要）
接続対象

データロガー GM10, MX100, MW100, DA100

レコーダ GX10, GX20, GP10, GP20, DX1000, DX1000N, DX2000, DX1000T, DX2000T, MV1000, 
MV2000, CX1000, CX2000, μR10000, μR20000, DR130, DR230, DR240

Sushi Sensor*3 XS770A, XS550, XS530

制御計装機器
UT75A, UT52A, UT55A, UT35A, UT32A, UP55A, UP35A, UM33A, YS1500, YS1700, VZ20X

下記をModbus機器として接続　
FA-M3V（F3SP7x）,  VJU7，VJS7, VJA7, VJH7, VJP8, VJQ7, VJQ8, VJX7, MVHK, MVRK, MVTK

電力モニタ PR300, PR720, UPM100, UPM101
パワーメータ WT300, WT500, WT1800*4, WT3000, WT3000E, WT1600*4

Modbus機器 Modbus通信に対応する機器
ソフトウェア DAQLOGGER, DAQ32Plus, MXLOGGER

*3 Sushi Sensor接続には付加仕様（/SU）が必要です。
*4 接続用のソフトウェアGateWT for GA10 を無償提供

接続対象機器

OS Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

CPU*1 Core2 Duo E6300 以上のIntel社製x64 またはx86プロセッサ
内蔵メモリ*1 ２GB以上
ハードディスク*1 500MB以上の空き容量、2GB NTFS推奨
ディスプレイ 1024 × 768ドット以上、65536 色以上

通信ポート OSに対応したEthernetポート、USBポート*2、またはRS232ポート 
RS422/485 通信を行う場合はコンバータ（ML2 推奨）をお使い下さい。

*1 5000ch以上の推奨動作環境については、一般仕様書（GS 04L65B01-01JA）をご覧ください。
*2 GM10 のみ対応

動作環境

● チャネルや機能を追加する場合
形　名 基本仕様コード 記　　事

GA10UP アップグレードライセンス（GA10 用）

アップ
グレード

-01 チャネルアップグレード100ch⇒ 200ch、200ch⇒ 500ch、500ch⇒ 1000ch、1000ch⇒ 2000ch
-02 チャネルアップグレード100ch⇒ 500ch、200ch⇒ 1000ch、500ch⇒ 2000ch
-03 チャネルアップグレード 100ch⇒ 1000ch、200ch⇒ 2000ch
-04 チャネルアップグレード 100ch⇒ 2000ch
-0A チャネルアップグレード2000ch⇒ 5000ch*8

-0B チャネルアップグレード5000ch⇒ 10000ch*8

-0C チャネルアップグレード2000ch⇒ 10000ch*8

-RP レポート/印刷機能追加
-MT 演算機能追加
-UA OPC-UAサーバ機能追加
-CG カスタムディスプレイ機能追加
-WH 積算表示機能追加*9

-SU GateSushi機能追加
-DM データマージ機能追加
-WA WEBサーバ機能 ユーザ数追加：5
-WB WEBサーバ機能 ユーザ数追加：10
-WC WEBサーバ機能 ユーザ数追加：20
-EA 外部アクセス機能追加
-C1 クラウドアクセス機能追加：広域モニタリングサービス*10

*8 5000ch以上を利用の際は高スペックのPCを利用してください。詳細は一般仕様書（GS 04L65B01-01JA）をご覧ください。
*9 GA10 に演算機能が無い場合は、演算機能（-MT）追加のアップグレードも必要です。
*10 広域モニタリングサービスを利用の際は別途広域モニタ利用ライセンスの購入が必要です。詳しくは担当営業にご確認ください。

● 監視PC（クライアント）を増設する場合
形　　名 基本仕様コード 記　　事

GA10CL クライアントライセンス（GA10 用）

ライセンス数

-01 1ライセンス
-05 5ライセンス
-10 10ライセンス
-50 50ライセンス

● データロギングソフトウェア
形　　名 基本仕様コード 付加仕様コード 記　　事

GA10 データロギングソフトウェア基本ライセンス

チャネル数

-01 100ch
-02 200ch
-05 500ch
-10 1000ch
-20 2000ch
-50 5000ch*5

-A0 10000ch*5

付加仕様

/RP レポート/印刷機能
/MT 演算機能
/UA OPC-UAサーバ機能
/CG カスタムディスプレイ機能
/WH 積算表示機能*6

/SU GateSushi機能
/DM データマージ機能
/WA WEBサーバ機能 ユーザ数：5
/WB WEBサーバ機能 ユーザ数：10
/WC WEBサーバ機能 ユーザ数：20
/EA 外部アクセス機能
/C1 クラウドアクセス機能：広域モニタリングサービス*7

*5 5000ch以上を利用の際は高スペックのPCを利用してください。詳細は一般仕様書（GS 04L65B01-01JA）をご覧ください。
*6 / WHを選択した場合は、別に演算機能（ /MT）が必要です。
*7 広域モニタリングサービスを利用の際は別途広域モニタ利用ライセンスの購入が必要です。詳しくは担当営業にご確認ください。

形名、仕様コード

● 構成例

GA10
CL-01

GA10
CL-01

GA10
CL-01

GA10-05
(500CH)

500CH

GA10-02
(200CH)

200CH

チャネル : 200CH 
PC : 1台のみ

チャネル：500CH
PC：4台

●  ソフトウェアダウンロード
　�WEBサイトよりダウンロードできます。体験版にライセンスキーを入力する
ことで正式版として使用できます。

●  ユーザーズマニュアル
　WEBサイトよりダウンロードできます。
●  DAQWORXをお使いの方へ
　�GA10の導入ガイドをご用意しています。機器やソフトウェアをそのまま活
用することも可能です。
　対象ソフトウェア：DAQLOGGER,�DAQ32Plus,�MXLOGGER　
　※詳細はWEBサイトをご覧ください。

WEBサイト 会員登録のご案内
http://www.smartdacplus.com/ja/ ご購入製品に関する情報の確認やソフトウエア更新/各種ダウンロードなどのサービスをご利用いただけます。

会員サイト  https://myportal.yokogawa.com/

Co-innovating�tomorrow、OpreXおよび本文中に掲載の横河電機株式会社の商品名称は、横河電機株式会社の登録商標または商標です。
その他、本文中に使われている会社名および商品名称は、各社の登録商標または商標です。

●ご注意�
本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。




