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本書には，YFGW710フィールド無線用一体形ゲートウェイを正しく安全にお使いいただ
くために重要な情報，および付属ソフトウェア使用許諾契約書が記載されています。
製品をお使いになる前に，最初に必ずお読みください。
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はじめに

■ ユーザーズマニュアルに対する注意

● ユーザーズマニュアルは，最終ユーザまでお届けいただき，最終ユーザがお手元
に保管して随時参照できるようにしていただきますようお願いします。

● 本製品の操作は，ユーザーズマニュアルをよく読んで，内容を理解したのちに
行ってください。

● ユーザーズマニュアルは，本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり，お
客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。

● ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を，無断で転載，複製することは
固くお断りいたします。

● ユーザーズマニュアルの内容については，将来予告なしに変更することがありま
す。

● ユーザーズマニュアルの内容については万全を期していますが，もしご不審な点
や誤り，記載もれなどお気付きのことがありましたら，裏表紙に記載の当社各営
業拠点またはご購入の代理店までご連絡ください。

● 特別仕様につきましては記載されておりません。

● 機能・性能上とくに支障がないと思われる仕様変更，構造変更，および使用部品
の変更につきましては，その都度の本書改訂が行われない場合がありますのでご
了承ください。
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安全に使用するための注意事項

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

● 人体および本製品，または本製品を含むシステムの保護・安全のため，本製品を
取り扱う際は，ユーザーズマニュアルに記載されている安全に関する指示事項に
従ってください。なお，これらの指示事項に反する扱いをされた場合，当社は安
全性の保証をいたしかねます。

● このユーザーズマニュアルで指定していない方法で使用すると，本機器の保護機
能が損なわれることがあります。

● 当該製品を無断で改造することは固くお断りいたします。

● 防爆形計器について，お客様が修理または改造され，原形復帰ができなかった場
合，本計器の防爆構造が損なわれ，危険な状態を招きます。修理・改造について
は必ず当社にご相談ください。

● 本製品を含むシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は，本製品外部に
別途用意するようお願いいたします。

● 本製品の部品や消耗品を交換する場合は，必ず当社の指定品を使用してくださ
い。

● 本製品およびユーザーズマニュアルでは，安全に関する以下のようなシンボル
マークを使用しています。

取扱 
注意 

「取扱注意」を示しています。
製品においては，人体および機器を保護するために，ユーザーズマニュアルを参照する
必要がある場所に付いています。また，ユーザーズマニュアルにおいては，感電や身体
を傷つける事故など，取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に，その危険を
避けるための注意事項を記述してあります。

警告 
「警告」を示しています。
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり，システムトラブルになったりする恐れがあ
る場合に，注意すべきことがらを記述してあります。

重要 
「重要」を示しています。
操作や機能を知るうえで，注意すべきことがらを記述してあります。
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補足 説明を補足するためのことがらを記述してあります。

参照 参照すべき項目などを記述してあります。

「保護用接地端子」を示しています。機器を操作する前に必ずグランドと接続してください。

「機能用接地端子」を示しています。機器を操作する前に必ずグランドと接続してください。

「直流電源」を示します。

■ 納入後の保証について

● 本計器の保証期間は，ご購入時に当社よりお出しした見積書に記載された期間と
します。保証期間中に生じた故障は無償で修理いたします。

● 故障についてのお客様からのご連絡は，ご購入の当社代理店または最寄りの当社
営業拠点が承ります。

● もし本計器が不具合になった場合には，本計器の形名・計器番号をご明示のう
え，不具合の内容および経過などについて具体的にご連絡ください。略図やデー
タなどを添えていただければ幸いです。

● 故障した本計器について，無償修理の適否は当社の調査結果によるものとしま
す。

■ 次のような場合には，保証期間内でも無償修理の対象になりませんので
ご了承ください。

● お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。

● 設計・仕様条件をこえた取り扱い，使用，または保管による故障，または損傷。

● 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用，および設置場所の不適合
な保守による故障。

● 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障，または損
傷。

● 納入後の移設が不適切であったための故障，または損傷。

● 火災・地震・風水害・落雷などの天災をはじめ，原因が本計器以外の事由による
故障，または損傷。
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■ 本製品の免責について

● 当社は，保証条項に定める場合を除き，本製品に関していかなる保証も行いませ
ん。

● 本製品のご使用により，お客様または第三者が損害を被った場合，あるいは当社
の予測できない本製品の欠陥などのため，お客様または第三者が被った損害およ
びいかなる間接的損害に対しても，当社は責任を負いかねますのでご了承くださ
い。

■ ハードウェア製品について

● 外観，付属品の確認
本製品がお手元に届きましたら以下の項目を確認してください。
・	 外観チェック
・	 標準付属品
もし，塗装のはがれや破損があった場合や，付属品に不足があった場合は，当社の営業
またはお買い求め先代理店へご連絡ください。

● 形名，仕様コードの確認
本製品に貼付されたネームプレートに形名および仕様コードが記載されています。この
番号と一般仕様書（General	Specification）に記載されている形名および仕様コード一覧
を照合し，製品がご注文の仕様どおりであることを確認してください。お問い合わせ事
項が生じましたら，当社の営業またはお買い求め先代理店へご連絡ください。

■ 付属ソフトウェア製品について

● 付属ソフトウェアのメディアを開封される前に，本書に記載の「YFGW710付属ソ
フトウェア使用許諾契約書」を良くお読みいただき，同意される場合のみ開封し
てご使用ください。

● 当社は，保証条項に定める場合を除き，本ソフトウェアに関していかなる保証も
行いません。

● 本ソフトウェアは，本製品（YFGW710）専用のソフトウェアです。本製品に接続
するコンピュータにインストールすることが出来ます。

■ 適合規格と注意事項

● 電波規格（無線モジュール適合規格）
技術基準適合証明：
証明規則第 2条第 1項第 19号の無線設備 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム

重要 
「本製品には，電波法に基づく（技術基準適合証明）を受けた特定無線設備 (認可番号：
007WWCUL0480) を使用しています。」
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R&TTE：		
•		 無線 :	 EN	300	328
•	 			EMC:	 	EN	301	489-1,	EN301	489-17,	EN	61326-1	Class	A,	Table	2	( 産業用途 ),	EN	55011	

Class	A,	group	1,	EN	61000-6-2
※			ClassA	機器は，工業環境用に設計されています。工業環境以外での使用はできません。

•		 安全 :	 EN	62311,	EN	61010-1
FCC：
	 Part15.247　　Contains	FCC	ID:	SGJ-WFC001
IC：
	 RSS-210　　Contains	IC:	8999A-WIC001

重要 
・	 本製品を使用する周波数帯域では，電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほ
か，工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要
する無線局），および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
他の無線局との混信を防止してください。

・	 本製品を使用する前に，近くで移動体識別用の構内無線局，および特定小電力無線
局が運用されていないことを確認してください。

・	 万一，本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場
合は，速やかに使用周波数を変更するか，または電波の発射を停止してください。
混信防止のための処置などについては，当社窓口にご相談ください。
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TIIS防爆規格品について

■ 技術的データ
・	 TIIS 非点火防爆構造に関する注意事項	
	 付加仕様コード /JN37	が付加された	YFGW710	は第２類危険箇所で使用すること
ができます。	

	 JIS	C	60664-1 に定めるミクロ環境における汚損度２を超えないように設置してく
ださい。	

・	 適用規格：					
	 総則	 ：IEC60079-0：2004	
	 非点火防爆構造	 ：JIS	C	60079-15：2008	
	 通達番号	 ：基発 0925001 号	

・	 保護タイプおよび表示される記号：Ex	nAnL	IIC	T4	X	
・	 グループ：II	
・	 保護等級：IP66	
・	 周囲温度：-20 ～ 60℃	
・	 定格電圧：DC24V	
・	 電圧範囲：10～ 26.4V	
・	 最大電力：10W

YFGW710	は，以下の様に構成して使用します。

 
 

 
 

特別危険箇所
第1類危険箇所
第2類危険箇所
非危険箇所

非危険箇所第2類危険箇所

無線伝送器

無線 配線
F01.ai

YFGW710
無線ゲートウェイ

100BASE-FXまたは
100BASE-TX

外部保護
デバイス

制御機器

直流電源

外部保護
デバイス

図1 システムの構成
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■ 注意事項 
・	 防爆機器の設置は，専門知識を持つ技術者または相当する専門家が行ってください。	
・	 防爆機器の設置は，機器の操作者など防爆に関する専門知識を持たない者が行うべ
きではありません。		

・	 設置にあたっては関連する法律や規定に従ってください。	
・	 YFGW710 は垂直に設置してください。	
・	 外部電源ラインおよびメタルネットワークケーブルに外部保護デバイスを設置して
ください。	

・	 YFGW710 防爆対応品にはケーブルグランドが付属しています。配線にはケーブルグ
ランドを使用してください。	

・	 IP66 保護等級を維持するために，必ず付属のケーブルグランドを使用してください。	
・	 ケーブルは本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。付属のクランプ用
ケーブルグランドで対応が可能です。

・	 YFGW710 は電源スイッチを備えていません。外部電源ラインに専用のブレーカを設
置してON/OFF を行ってください。	

・	 外部電源装置は出力電圧が次の仕様を満たすようにしてください。	
	 出力電圧が安定化されていること。	
	 定格電圧は最大 24Vであること。	
	 最大出力電圧誤差は＋ 10%であること。	
	 （最大出力電圧が 26.4V 以下であること）	

・	 外部保護デバイスは次の仕様を満たすようにしてください。付属の保護デバイスで
対応が可能です。
	 保護電圧レベルが機器の定格電圧 24Vの 140%(33.6V）以下であること。	
	 ツェナーダイオードやバリスタなどを用いることで過渡的な電圧に対応できるこ
と。	

・	 外部電源および専用のブレーカは，次の電流仕様を満たすようにしてください。	
	 電流容量：1.5A 以上 (*1)

(*	1	)	本機器は，起動時に下記の突入電流が流れます。そのため定常時の消費電流の数倍以上で，下記の突入
電流に対応できる十分な電流容量を持った電源及びブレーカを使用ください。	

	 	 突入電流：30A，2ms（DC24V 時）	

・	 万一異常が生じた場合に電源を切れるように，ブレーカは防爆エリアの外に設置し
てください。	

・	 注意ラベル (防爆銘板 )に以下の記述があることに注意してください。	
	 「周囲に暴発性ガス雰囲気が存在するおそれがある時は容器を開かないでくださ
い。」	

	 「外部導線は，最高許容温度 70℃以上のものを使用してください。」	
・	 静電気は爆発の危険を生じる可能性があります。機器のコーティングされた表面を
乾いた布でこするなど，静電気を生じさせる行為は避けてください。	

・	 危険場所において計器や周辺機器にアクセスする場合，機械的なスパークを生じさ
せないよう注意をしてください。	

・	 運搬中の事故により損傷することを防ぐため，本機器はなるべく出荷時の包装状態
で設置場所まで運んでください。
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■ TIIS防爆規格品の設置
TIIS 防爆規格品の設置には以下の条件があります。
・	 上位との通信は光ネットワークケーブルを使用してください。
・	 直流電源装置と本体との間に保護デバイスを設置してください。
・	 ケーブルは本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。付属のクランプ用
ケーブルグランドで対応が可能です。

■ 保護デバイスの設置と接続
電源ラインに生じる過渡的な電圧から本体を保護するため，直流電源装置と本体の間に
保護デバイスを設置してください。TIIS 非点火防爆対応のオプション（/JN37）で購入さ
れた場合，保護デバイスは出荷時に本体と同梱されています。保護デバイスは，DINレー
ルに取り付けて使用します。

直流電源装置より YFGW710本体へ

保護デバイス

DC24V DC24V+
－ +

－

F02.ai

図2 保護デバイスと配線

保護デバイスの LED表示は，それぞれ以下を意味します。
POWER:OUTPUT 端子に対して，電源が供給されています。
FAIL: 過電圧の印加などにより保護ヒューズが切れています。この LEDが点灯した場合
は，保護機能が維持できなくなっています。保護デバイスを交換してください。

■ ケーブルのクランプ
ケーブルの重量やケーブルに生じる引張力がケーブルグランドに伝わらないように，適
切にケーブルをクランプしてください。
工場出荷時に取り付けられているケーブルグランドの電線管接続ねじ部に，ケーブルク
ランプ機能を持つケーブルグランドを接続し，ケーブルをクランプすることができます。
TIIS 非点火防爆対応のオプション（/JN37）で購入された場合，クランプ用のケーブルグ
ランドは出荷時に本体と同梱されています。
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接続部

クランプ用のケーブル
グランド

工場出荷時に取り付けられている
ケーブルグランド

F03.ai

図3 ケーブルクランプの接続説明図

Ex  nAnL  IIC  T4  X
周囲温度　－20 ～ ＋60℃
容器の保護等級　IP66
周囲に爆発性ガス雰囲気が存在するおそれがあるときは容器を
開けないでください。
外部導線は、最高許容温度70℃以上のものを使用してください。

警 告
WARNING

F04.ai

図4 TIIS防爆銘板

Made in Japan
TOKYO 180-8750 JAPAN

V DC

F05.ai
製造番号

MODEL
SUFFIX

STYLE

SUPPLY
NO.

図5 ネームプレートの例
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オンラインマニュアルの利用方法
本製品では，YFGW710フィールド無線用一体形ゲートウェイユーザーズマニュアル
(IM 01W01F01-01JA)を閲覧するために，Adobe Readerが必要です。
以下のAdobe Readerを，管理者権限を持つユーザでインストールしてください。
・	 Adobe	Reader	9.3　以降

補足 Adobe	Reader は，アドビシステムズ社のウェブサイトから入手できます。

● オンラインマニュアルの閲覧
オンラインマニュアルは，付属のDVD-ROMに収納されています。付属ソフトウェアを
インストールしても PCには格納されません。
オンラインマニュアルを閲覧するには，Adobe	Reader をインストール後，DVD-ROMに
ある以下のファイルをAdobe	Reader で開いてください。

<DVD-ROMドライブ名>：¥Document¥jp¥IM	01W01F01-01JA.pdf
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YFGW710付属ソフトウェアインストールの
準備

本製品付属のソフトウェアをインストールするためには，PC上にMicrosoft .NET 
Framework 3.5  SP1があらかじめインストールされていることが必要です。
詳細については，付属のDVD-ROMのReadme_jp.txtをご覧ください。

<DVD-ROMドライブ名>：¥Readme_jp.txt
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著作権および商標

■ 著作権
ユーザーズマニュアルおよびメディアなどの著作権は当社に帰属します。
ユーザーズマニュアルをコピーしたり，第三者に譲渡，販売，頒布（パソコン通信のネッ
トワークを通じて通信により提供することを含みます）することを禁止します。また，
無断でビデオテープその他に登録，録画することも禁止します。

■ 商標
・	「CENTUM」，「PRM」，「FieldMate」，「STARDOM」および「VigilantPlant」は，横河
電機株式会社の商標または登録商標です。

・	「Microsoft」，「Windows」，「Windows	Server」，「Windows	Vista」，「Visual	Basic」，「Visual	
C++」，「VisualStudio」および「Microsoft	.NET	Framework3.5」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。

・	 Adobe，Adobe	Acrobat，およびAcrobat	Reader は，アドビシステムズ社の米国およ
び／または各国での商標または登録商標です。

・	「Ethernet」は，XEROX	Corporation の登録商標です。
・	「Java」は，Sun	Microsystems,Inc. の登録商標です。
・	「PLC」は，Rockwell	Automation 社の登録商標です。
・	「FOUNDATION	fieldbus」の「FOUNDATION」は，フィールドバス協会の登録商標です。
・	「HART」は，HART	Communication	Foundation の登録商標です。
・	 その他，本文中に使われている会社名・商品名は，各社の登録商標または商標です。
・	 本文中の各社の登録商標または商標には，TM，®マークは表示しておりません。
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ユーザーズマニュアルについて

■ 本製品のユーザーズマニュアルの構成
本製品のユーザーズマニュアルの構成について説明します。

(1)	 YFGW710 には，以下の印刷されたユーザーズマニュアルが添付されています。
・IM	01W01F01-11JA：		YFGW710 フィールド無線用一体型ゲートウェイ		

はじめにお読みください

(2)	 YFGW710 付属DVD-ROM（F9193LA）には，オンラインマニュアルとして以下のユー
ザーズマニュアルが入っています。
・IM	01W01F01-01JA：YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイ
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ユーザーズマニュアル　改訂情報
資料名称 : YFGW710 フィールド無線用一体型ゲートウェイ はじめにお読みください

資料番号 : IM 01W01F01-11JA

版No. 改訂日付 ページ 訂正・変更箇所
初版 2010 年 8月 新規発行

2版 2010 年 10月 4 「適合規格と注意事項」を追加

3版 2011 年４月 ―
8

CD-ROMをDVD-ROMへ変更
「Windows	Server」を追加

4版 2011 年 9月 6 TIIS 非点火防爆仕様の追加

5版 2012 年 7月 5,	9 CE アラートマークの追加

6版 2013 年 3月 5,	9 CE アラートマークの削除

7版 2016 年 3月 ドキュメント名称変更
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YFGW710付属ソフトウェア使用許諾契約書
重要	–	本契約書を注意してお読みください。	
本契約は，お客様が横河電機株式会社およびその子会社（以下併せて「横河」といいます）
のフィールド無線用コンフィグレータおよびフィールド無線用管理ツールのソフトウェ
アをインストールまたは使用される際に適用される，横河とお客様との契約です。本ソ
フトウェアをインストールまたは使用することにより，お客様は本契約の各条項に同意
したものとみなされます。本契約の条項に同意されない場合は，本ソフトウェアのイン
ストールおよび使用は行わず，直ちに本ソフトウェアの販売元にご連絡ください。
お客様が最終ユーザーでない場合は，お客様から最終ユーザーに本契約条件を提示し，
最終ユーザーの同意を得た上で，本ソフトウェアの使用を開始させるものとします。
横河が本契約と異なる条件について書面にて合意した場合には，当該合意が本契約に優
先します。

第1条（適用範囲）
1.	 本契約は，フィールド無線用コンフィグレータおよびフィールド無線用管理ツール
のソフトウェア製品に適用します（以下「横河ソフトウェア製品」といいます）。横
河ソフトウェア製品は，次の通り分類されます。	
a.	 標準ソフトウェア製品：横河のカタログまたは一般仕様書に横河のソフトウェア
製品として記載されているものをいいます。	

b.	 カスタムソフトウェア製品：標準ソフトウェア製品と共にまたはこれに追加して
使用するために，合意した仕様に基づき，横河が個別に製作するソフトウェア製
品をいいます。

2.	前項の横河ソフトウェア製品には，コンピュータプログラム，これに関連するマニュ
アル等の書類，データベース，フォント，入力データおよびソフトウェアに組み込
まれたイメージ，写真，アニメーション，ビデオ，音声，音楽，テキスト，アプレッ
ト（テキストやアイコンに組み込まれたソフトウェア）などを含みます。

3.	横河が別に定める場合を除き，横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版に
ついても本契約が適用されます。

第2条（使用権の許諾）
1.	 横河は，お客様に対し，横河ソフトウェア製品について，別途合意した使用料を対
価として，予め横河が指定したコンピュータ，指定がない場合は 1台のコンピュー
タ上における，お客様の自己使用を目的とした，非独占的かつ譲渡不能の使用権を
許諾します。

2.	横河が書面により別途合意または規定した場合を除き，次の行為は禁止されます。	
a.	 横河ソフトウェア製品を複製すること	
b.	 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売，転貸，頒布，譲渡，
質入もしくは再使用を許諾したり，公衆送信もしくは送信可能化すること	

c.	 ネットワークを介して指定コンピュータ以外のコンピュータ上で横河ソフト
ウェア製品を使用すること	

d.	 ダンプ，逆アッセンブル，逆コンパイル，リバースエンジニアリング等により横
河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変
換もしくは複製すること，修正もしくは他の言語への翻訳等により横河ソフト
ウェア製品を提供された形式以外に改変すること，またはこれらを試みること	

e.		 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構（コピープロテクト）
を除去したり，除去を試みること	

f.		 横河ソフトウェア製品に表示されている著作権，商標，ロゴその他の表示を削除
すること

3.	横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術，アルゴリズム，ノウハ
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ウおよびプロセスは，横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者の
固有財産および営業秘密であり，横河ソフトウェア製品の権利は横河または横河に
対し再使用許諾権を付与している第三者に帰属し，お客様に権利の移転や譲渡を一
切行うものではありません。

4.	前項記載の固有財産および営業秘密は，横河ソフトウェア製品を使用するために必
要とされるお客様の役員，従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示，漏洩
しないものとし，お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるもの
とします。

5.	横河ソフトウェア製品およびその複製物は，本契約終了または解除時に横河に対し
返却され，保有する複製物は完全に消去するものとします。横河ソフトウェア製品
およびその複製物の記憶媒体を廃棄する場合には，必ずこれに記憶されている内容
を完全に消去するものとします。

6.	横河ソフトウェア製品には，横河が第三者から再使用許諾権を付与されているソフ
トウェアプログラム（以下「第三者プログラム」という）を含む場合があります。か
かる第三者プログラムの供給者（以下「供給者」といいます）が本契約と異なる再
使用許諾条件を定めている場合には，別途通知される当該条件を遵守していただき
ます。

第3条（特定用途に関する制限）
1.	 横河ソフトウェア製品は，横河，お客様間で別途書面で合意した場合を除き，航空
機の運行もしくは船舶の航行，または地上でのサポート機器もしくは原子力施設の
立案，建設，保守，運用または使用を目的として特別に設計，製造または使用許諾
されるものではありません。

2.	お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には，横河および供給
者は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わな
いものとし，お客様は，お客様の責任においてこれを解決するものとします。

第4条（保証）
1.	 横河は，指定場所への納入後 1年間または別に定める保証期間中（以下「保証期間」
といいます），横河が定める動作環境またはハードウェアにおいて，横河またはかか
るハードウェア供給者が定める適切な環境その他の使用条件で使用する場合に，横
河ソフトウェア製品が取扱説明書または機能仕様書の手順どおりに機能することを
保証します。保証期間は，ご購入者の指定する場所への納入完了時または横河ソフ
トウェア製品の一部もしくは全部の業務への供用開始時のいずれか早い時から起算
するものとします。

2.	前項にかかわらず，横河はいかなる使用環境のもとでも下記の事項について保証す
るものではありません。	
a.	 ソフトウェアプログラムの実行が中断されないこと	
b.	 ソフトウェアの中に誤り（バグ等）がないこと	
c.	 ソフトウェアの中の誤り（バグ等）が完全に訂正されること	
d.	 他のソフトウェアと横河ソフトウェア製品との間で不整合，相互干渉等の影響が
ないこと	

e.	 ご購入者の特定目的またはご購入者が将来予定される使用目的に適合すること	
f.	 ソフトウェア製品およびソフトウェア製品により得られる成果に的確性，正確
性，信頼性または最新性があること

3.	横河ソフトウェア製品が，保証期間内に，取扱説明書もしくは機能仕様書の手順ど
おりに機能しない場合，または横河ソフトウェア製品の記憶媒体に破損などの瑕疵
が発見された場合は，別に定める場合を除き，横河は無償で補修，交換もしくは回
避策の提示をいたします。ただし，かかる補修，交換もしくは回避策を実施するに
あたり横河または横河が指定する者による現地での作業が必要な場合は，これに有
する費用はお客様が負担するものとします。また，かかる作業において横河が必要
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と判断した場合は，お客様は当該ソフトウェア製品が搭載されているシステム／設
備／機器を運転初期状態に戻したり，停止するものとします。

4.	横河ソフトウェア製品上に発見された障害その他の不適合が次に掲げる事由に起因
する場合は，保証の対象から除外されるものとし，横河は前各項の保証責任を負わ
ないものとします。	
a.	 ソフトウェア製品を搭載するハードウェアがその供給者の定める保証条件（保守
契約を含みます）の適用を受けなくなった場合	

b.	 ソフトウェア製品を搭載するハードウェアが特定されている場合に，搭載する
ハードウェアを横河の合意なくして他のハードウェアに替えた場合	

c.	 横河または横河の指定する第三者以外の者により改良，改善または改造等のサー
ビスの提供を受けた場合	

d.	 お客様または第三者（横河の指定するサービス提供者を除きます）等による誤用，
改造，機能付加あるいは機能仕様書記載以外の目的使用による場合	

e.	 横河またはハードウェア供給者が定める適切な環境条件その他の使用条件を遵
守していない場合	

f.	 横河が提案するソフトウェアの障害その他不適合の適切な回避手段（修理，取替
を含む）をお客様が実施しない場合	

g.	 その他横河の責任とみなされない原因の場合
5.		前各項にかかわらず，第三者プログラムの保証条件については，供給者の定めると
ころによります。

6.		本条に定めるものを除き，横河は瑕疵担保責任その他の保証責任を負いません。
第5条（保守対応）
1.	 横河ソフトウェア製品の保守サービスの範囲および条件は，横河が別途定めるとこ
ろによります。ただし，横河が保守対応をするのは，カタログ又は一般仕様書に別
に記載のない限り，標準ソフトウェア製品については，最新のバージョンおよびそ
の直前のバージョンまでとし，直前のバージョンについてはバージョンアップ後５
年間に限るものとします。また，受注停止のものについては，受注停止後５年内に
限り対応します。なお，カスタムソフトウェア製品は，保証期間終了後については
原則として保守対応しないものとしますが，別途合意した場合は，改造扱いにて対
応させていただくことがあります。

2.	前項に関わらず，第三者プログラムの保守条件については，供給者の定めるところ
によります。

第6条（特許権，著作権の侵害に関する損害賠償責任）
1.	 お客様は，横河ソフトウェア製品につき，第三者から特許権，商標権，著作権その
他の知的財産権の侵害に基づき使用の差し止め，損害賠償請求等が行われた場合は，
書面にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。

2.	前項の通知がなされ，当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は，その防
御および和解交渉について，お客様から横河に防御，交渉に必要なすべての権限を
与えていただき，かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に，横河は自己
の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い，前項記載の第三者に対して最終
的に認められた責任を負うものとします。

3.	横河は第 1項における請求またはその恐れがあると判断した場合は，横河の選択に
より，横河の費用で下記のいずれかの処置を取ることができるものとします。	
a.	 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利
を取得する。	

b.	 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。	
c.	 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。	
d.	 前各号の処置がとれない場合，かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額
を限度として損害を賠償する。

4.	前各項にかかわらず，第 1項の請求にかかる侵害が，横河以外の者による横河ソフ
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トウェア製品の改変に起因する場合，横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフト
ウェア製品との組み合わせによる場合，お客様または発注者の指示に起因する場合，
横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は，横河
は前各項の責任を負わないものとします。

第7条（責任の制限）
本契約に従い使用されている横河ソフトウェア製品によって，横河の責に帰すべき事由
によりお客様が損害を被った場合は，横河は，本契約の規定に従って対応するものとし
ますが，横河および供給者は，いかなる場合においても，派生損害，結果損害，その他
の間接損害（営業上の利益の損失，業務の中断，営業情報の喪失等による損害その他）
については一切責任を負わないものとし，かつ横河の責任（前条における責任を含む）は，
かかる横河ソフトウェア製品について横河が既にお支払いを受けた金額の残存簿価を限
度とします。なお，横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾な
く改造，改変，他のソフトウエアとの結合を行い，またはその他，カタログ，一般仕様書，
基本仕様書，機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は，横河は一部
または全ての責任を免れることができるものとします。
第8条（権利義務の譲渡）
お客様は，本契約に基づく権利義務を横河の書面による承諾なくして第三者に譲渡して
はならないものとします。横河の承諾を得て横河ソフトウェア製品および本契約の地位
の譲渡を行う場合は，お客様は横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に譲渡し，保有す
る複製物を消去するものとします。
第9条（輸出規制）
お客様は，日本国，アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し，横河ソフトウェ
ア製品を輸出する場合には，自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な
手続きを行うものとします。
第10条（監査，使用の差止め）
1.	 横河は，お客様による本契約の履行を確認するため，合理的な範囲で，お客様の関
連施設に立ち入り監査することができるものとします。

2.	横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども，使用環境の変化または許諾時には
見出せなかった悪環境条件が見られる場合，その他横河ソフトウェア製品を使用す
るに著しく不適切であると横河が判断した場合には，横河はお客様に対して当該使
用を差止めることができるものとします。

第11条（解除）
お客様（最終ユーザーを含みます）が本契約に違反した場合には，横河は何ら催告を要
することなく通知をもって本契約を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに
横河ソフトウェア製品の使用を中止し，第２条第５項に従い横河ソフトウェア製品およ
びその複製物を返却または消去するものとし，支払い済みの使用料は返金されないもの
とします。本契約終了後といえども第 2条第 4項および第 5項，第 6条，第 7条ならび
に第 12条は効力を有するものとします。
第12条（管轄裁判所）
横河ソフトウェア製品の使用または本契約に関して生じた紛争については，両者誠意を
持って協議解決するものとしますが，協議が整わない場合は東京地方裁判所（本庁）を
第一審の専属的管轄裁判所とします。
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