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■ 概要
クラウド版レコーダは、当社製レコーダが測定したデータをセルラー通信経由でクラウドに格納し、Webブラウ
ザ上で監視できるサービスです。
・	遠隔地に設置されたレコーダのデータをモニタリングできます。
・	クラウドに送られたアラームデータを検知して、Eメールで知らせる通知機能や、時報＋日報のレポートを作
成するレポート機能があります。

・	サーバーなどの準備やメンテナンスが不要です。
・	セルラー通信を使用するため、ネットワークの敷設が最小限にできます。

■ システム構成
クラウド版レコーダは、レコーダ（別売）、ゲートウェイ、クラウド、Webアプリケーションで構成されています。
ゲートウェイがレコーダからのデータを収集してクラウドへ送信します。

Webアプリケーション

インターネット HTTPS 

クラウド

レコーダ

1 台のゲートウェイで最大 5台のレコーダを接続でき、その中から最大 30 チャネルのデータを収集できます。

µR10000/µR20000 GX10/GX20 GP10/GP20 GM

ゲートウェイ

Ethernet（有線 LAN）
HUB

セルラー通信（LTE）

測定値や設定値などの
テレメトリーデータを送信

グループ

モニタページは、部品の
位置や大きさを自由に設
定可能

Web アプリケーション：レコーダのチャネルデータをモニタ部品で表示します。レポート対象チャネルの選択
やアラーム通知対象チャネルの選択などの各種設定を行います。

クラウド：	 ゲートウェイから送られるテレメトリデータを保存します。レポートの作成やレコーダのアラー
ムデータを検知し、Eメールを送信します。

ゲートウェイ：レコーダのデータを収集してクラウドへ送ります。
レコーダ：	 SMARTDAC+、µR10000、µR20000 が接続できます（次項参照）。
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■ 接続できる機器

● SMARTDAC+ シリーズ
形名：	 GX10、GX20、GP10、GP20、GM10
制限事項：
	 ・	 標準品のみ接続できます。
	 ・	 ゲートウェイとは Ethernet でのみ接続できます。
	 ・	 測定動作モードは「標準」時のみ接続できます。
	 ・	 LOGスケール演算を使用したチャネルは、収集

対象チャネルとして選択できません。
	 ・	 拡張ユニット、サブユニットのチャネルは、収

集対象チャネルとして選択できません。
	 ・	 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）付に

接続した場合は、モニタ機能のみ利用できます。
サインインなど、拡張セキュリティ固有の機能
は、クラウドから利用することはできません。

● µR10000、µR20000
形名：	 436101、436102、436103、436104、

436106、	 437101、437102、437103、
437104、437106、437112、437118、
437124

制限事項：
	 ・	 標準品のみ接続できます。
	 ・	 ゲートウェイとは Ethernet でのみ接続できます。
	 	 µR10000、µR20000は、Ethernet通信インタフェー

ス（付加仕様、/C7）が必要です。

■ 基本仕様
ユーザ：	 クラウド版レコーダを利用できるア

プリケーション管理者または利用者
です。

最大ユーザ数：5
ユーザ制限：
管理者：	 すべての操作が可能です。
利用者：	 変更を保存できません。ファイル

をダウンロードできません。
ゲートウェイ接続数：1台／グループ *
	 *	 グループは、ログインしたポータルサイトで扱

うことができる単位です。
	 	 クラウド版レコーダ通信キットで購入したゲー

トウェイのみ接続できます。
レコーダの最大接続台数：5台 / ゲートウェイ
レコーダの最大測定チャネル数：30/ ゲートウェイ
テレメトリデータ更新周期：30 秒
テレメトリデータ保存期間：
モニタ可能期間：過去 31 日
ダウンロード可能期間：過去 90 日

言語対応：	 日本語、英語

■ 機能仕様

● テレメトリデータ
ゲートウェイからクラウドに送るデータをテレメ
トリデータと呼びます。テレメトリデータには、
チャネルデータ、アラームデータ、チャネル情報、
レコーダ情報、ゲートウェイ情報が含まれます。
チャネルデータ：レコーダのチャネルデータをク

ラウドに送るために集約したデータ
（瞬時値、最大値／最小値、積算値／
積算回数）です。

瞬時値：	 30 秒ごとの各チャネルの瞬時値
最大値／最小値：30 秒周期で算出した各チャネ

ルの最大値と最小値
積算値／積算回数：30 秒周期で算出した各チャ

ネルの積算値と積算回数
アラームデータ：レコーダで発生／解除したアラー

ムのデータです。
チャネル情報：各チャネルのスパン、ゾーン、タグ、

表示色などの情報です。
レコーダ情報：レコーダの形名、シリアル番号、

オプションなどの情報です。
ゲートウェイ情報：ゲートウェイのシリアル番号

などの情報です。

● モニタ
テレメトリデータをWeb アプリケーションのモニ
タページで表示します。

モニタページ
複数のモニタ部品をページの要素として配置でき
ます。
最大ページ数：10

モニタ部品
トレンド、ディジタル、バーグラフ、オーバビュー、
アラームサマリの 5種類あります。
最大部品数：	10（1 ページに配置できる部品数）
トレンド：	 時間軸上にデータ（最大値 / 最小値）

を波形で表示します。過去のデータ
も確認できます。

ディジタル：	最新の瞬時値とアラーム発生状況を
表示します。

バーグラフ：	最新の瞬時値のバーグラフとアラー
ム発生状態を表示します。

オーバビュー：最新のアラーム発生状況を表示し
ます。

アラームサマリ：最新から最大2000個までのアラー
ム発生状況をリスト形式で表示しま
す。
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1 ページに配置できる各部品数と 1部品に割り付け
られるチャネル数

モニタ部品 最大配置数 最大チャネル数
トレンド 3 10
ディジタル 10 30
バーブラフ 10 30
オーバビュー 10 30
アラームサマリ 1 常に全チャネル

● 通知
通知要因が起こったときに、Eメールで通知先に通
知します。通知要因には、アラーム検出時、レポー
ト作成時、データ遅延時があります。
アラーム検出時：あらかじめ設定したチャネルで

アラームの発生または解除を検出し
たときにアラーム情報を通知します。

レポート作成時：レポート作成したときにレポー
ト結果を通知します。

データ遅延時：あらかじめ設定した測定機器から
のデータが一定期間更新されなかっ
たときに通知します。

通知手段：	 E メールで通知します。
通知先メールアドレス：設定した通知先メールア

ドレスへ通知します。通知先メール
アドレスは、通知要因ごとに 5 つま
で設定できます。

● レポート
時報+日報のレポートを作成できます。
レポート種類：時報+日報
データ値種類：瞬時、平均、最大、最小、積算
出力形式：	 CSV または TSV のテキストファイル

● ゲートウェイ設定
ゲートウェイ本体に対して、接続されているレコー
ダの一覧からテレメトリデータの対象とするレ
コーダとそのチャネルを設定します。
設定項目：
レコーダ割り付け：ゲートウェイに接続されて

いるレコーダの一覧から測定対象
にするレコーダ

チャネル割り付け：テレメトリデータの対象と
なるチャネルを設定

● ゲートウェイからクラウドへの通信障害
対応
ゲートウェイは、クラウドとの通信が一時的に途
切れた場合でも、クラウドへ送るテレメトリデー
タが失われないように、一定期間テレメトリデー
タを保持します。クラウドとの通信が復旧したと
きに送信します。

 保持期間（設定変更とアラームがない場合）
チャネル数 保持時間
10 約 12 時間
30 約 4時間

■ 動作確認 Web ブラウザ
・	Google	Chrome	（Windows	PC 用）

■ ゲートウェイ（ハードウェア）仕様
インタフェース
Ethernet：	 1（レコーダとの接続に使用）
USB ホスト、デバイス：各 1（使用禁止）
Micro	SD：	 1（出荷時に装着済み、着脱禁止）
SIM：	 1（出荷時に装着済み、着脱禁止）
使用場所：	 屋内
使用温度範囲：-30 ～ +70℃
保管温度範囲：-40 ～ +85℃
使用湿度範囲：20 ～ 90％ RH（結露なきこと）
消費電力：	 約 10VA
質量：	 約 0.5kg

■ 付属品
AC アダプタ：1（100-240V	9V-1.7A）
Micro	USB ケーブル：1（使用しません。）
Ethernet ケーブル：1（RJ-45）、約 1.8	m
アンテナ：	 2
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■ ゲートウェイ外形寸法図
単位：mm

6-ø4.76

R4.76

R2.38

Ethernetポート電源差込口

アンテナ接続口 アンテナ接続口
CELL AUX

72.24
96.09

43.05

2.54

105.92

147.02

147.02

背面

前面

161.29

24.99

8.15

24.99
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■ セキュリティ対策について

 

HUB

(5)

(1)
(3)

(7)(8)

(6)

CERTIFIED
(4)

(2)

Webアプリケーション

クラウド

レコーダ

ゲートウェイ

（1） 通信データの暗号化
クラウドとWebアプリケーション間の通信は、暗号化されています。
注）	 レコーダとゲートウェイ間は、暗号化非対応です。

(2) 個々に識別・認証されたデバイスのみクラウドと接続可能
クラウドに接続されるすべてのデバイスは、事前に登録されて個別に識別されます。さらに出荷時に埋め込ま
れたデジタル証明書で接続時の認証が行われるため、不正なデバイスは接続できません。

(3) Web アプリケーションファイアウォールの設置
SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングといったWebアプリケーションの脆弱性を利用した攻
撃からWebサイトを防御します。

(4) ゲートウェイ内のファイアウォール、データ改ざん検出と通知
多数のセンサーが接続されるゲートウェイには、横河独自のファイアウォールが設置されており、ゲートウェ
イへの攻撃の検知と防御、データ改ざんを検出してアラートを通知します。

(5) お客様のデータの保護とアクセス制御
クラウドに保管されたお客様のデータは厳格なアクセス制御により保護されています。

(6) お客様のグループメンバの役割を階層化
お客様のグループ毎に管理者を指定し、メンバの追加・削除、役割のアサインなど、ユーザの一元管理が可能です。

(7) セキュリティログの監視とインシデント通知
不正アクセスやデータ改ざんなどのイベントを常時監視します。セキュリティインシデントを検出すると横河
サービスが即座に対応に当たります。

(8) 第三者機関による脆弱性診断の実施
クラウド基盤全体を対象とした脆弱性診断を第三者機関が実施しており、安全性が証明されています。
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■ 形名および仕様コード

形名 仕様コード 記事
CR10C -JA-WA01 クラウド版レコーダ通信キット

・日本向けゲートウェイ
・SIM内蔵
・通信用ソフトウェア

形名 仕様コード 記事
CR10L -J01-U05-S01-B01-M12A クラウド版レコーダライセンス

・日本向けライセンス
・回線本数：1
・ユーザー数：5
・データ表示期間：31 日
・データ保存期間：90 日
・ライセンス有効期間：12 か月

■ ご注文時指定事項
・	形名および仕様コードをご指定ください。

● ご注文の流れ（例）

 ご注文
納品
設定

ライセンス有効期間

・通信キット
・ライセンス
　（12 か月）

・ライセンス
　（12 か月）

・設置、設定
・利用開始
（ユーザー登録）

利用開始 終了（継続利用）

利用延長
申し込み

更新

※	 ライセンスの購入時は、あわせて専用の申込書へのご記入が必要です。

ご使用上の注意
注 1）	ゲートウェイには、通信用の SIMカードを内蔵しております。本クラウドサービス契約終了時には、SIMカードの返却

をしていただきます。また、ゲートウェイから SIMカードを取り出して他機器でご使用することは固くお断りいたします。
注 2）	無償保証期間中のゲートウェイ故障は、代品送付となり、交換作業はお客様でお願いします。また原因究明調査はいた

しませんので、あらかじめご了承ください。

■ 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証についてはご契約時の基本条件他に定めます。下記は製品固有の基本条件となります。

・ バリデーション
	 本製品の瑕疵によらず、バリデーション等のお客様のシステムの適合性は本製品の保証範囲外となります。
	 バリデーション等への保証につきましては、担当営業にお問い合わせください。

・ ファームウェアの保証期間
	 ファームウェアの保証期間は１年間です。
	 ファームウェアのアップデートはWebからお願いいたします。
	 手順およびファームウェアは下記URL を参照ください。
 https://partner.yokogawa.com/japan/

商標について
・	SMARTDAC+、µR	は、横河電機の登録商標または商標です。
・	Microsoft、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。
・	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。
・	本書では、各社の登録商標または商標に、"Ⓡ "	および "	TM	"	マークを表示していません。


