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はじめに
本書は，XS770A 一体形無線振動センサの機能，設定，運用，保守について説明します。
本書を読む前に，XS770A 一体形無線振動センサのユーザーズマニュアル（IM 01W06E01-
01JA）を先にお読みください。

本書に関連する資料を表 1.1 に示します。

表 1.1 関連資料一覧

資料名称 資料番号
General Specification
XS770A 一体形無線振動センサ

GS 01W06E01-01JA

User's manual
XS770A 一体形無線振動センサスタートアップ編

IM 01W06E01-01JA

Technical Information
Sushi Sensor システム エンジニアリングガイド

TI 01W06A51-01JA

■ 本書に対するご注意

● 本書は，最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。

● 本書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。

● 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

● 本書は，本製品の市場性またはお客様の特定目的への適合などについて保証する
ものではありません。

● 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づ
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。基本仕様コードおよび付加仕様
コードに「Z」が記載されている製品には，「Z」の仕様が記載された専用のマ
ニュアルが添付されている場合があります。標準のマニュアルと合わせてお読み
ください。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。 



IM 01W06E01-11JA

2	 	 ＜はじめに＞

■ 安全および改造に関するご注意
本製品の安全に使用するための注意事項は，ユーザーズマニュアル XS770A 一体形無線振
動センサ スタートアップ編（IM 01W06E01-01JA）に記載されておりますので，必ずお読
みください。

■ 著作権
ユーザーズマニュアルおよびソフトウェ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（パソコンのネットワー
クを通じて通信に提供することを含みます）したりすることを禁止します。

■ 商標
・ Sushi Sensor は横河電機の登録商標です。
・ LoRa の名称および関連するロゴは，Semtech Corporation またはその子会社の登録

商標または商標です。
・ その他，本文中に使用されている会社名，商標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，™，® マークは表示しておりません。
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表記上の約束について 

■ ユーザーズマニュアル中の記号
ユーザーズマニュアル中の記号は，以下の内容を示します。

● ユーザーズマニュアル中で共通に使用する記号
入力文字列

以下の書体の文字列は，ユーザが実際の操作において入力する内容を示します。
例：

FIC100.SV=50.0
△記号

ユーザが入力する文字列の中の空白文字（スペース）を示します。
例：

AL △ PIC010 △ -SC
｛　｝で囲った文字

ユーザが入力する文字列の中の省略可能な文字列を示します。
例：

PR △ TAG { △ . Sheet name}

●ソフトウェア操作の説明の中で使用する記号
［　］で囲った文字

ソフトウェア操作の説明の中で，動作を選択・実行するために画面内に表示されるボタ
ンを示します。
例：

機能を実行するには［OK］ボタンを押します。
＜＞で囲った文字

ソフトウェア操作の説明の中で，画面のタイトルや名称を示します。
「　」で囲った文字

ソフトウェア操作の説明の中で，メニュー名や画面内のタブ名，および画面内の項目名
等を示します。

■ 説明書中のシンボルマーク
本書で使用するシンボルマークは，"IM 01W06E01-01JA XS770A 一体形無線振動センサ " 
で説明していますので参照してください。

■ 図の表記について
説明書に記載されている図では，説明の都合上，強調や簡略化，または一部を省略して
いることがあります。
説明書中のスクリーンイメージは，機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で，実際
の表示と表示位置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また，表示され
ている内容が「表示例」の場合があります。
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1. Sushi Sensorシステムの概要
Sushi Sensor システムは，生産設備や機器の傾向監視を目的とした Industrial IoT（産業用
IoT）センサである Sushi Sensor，LoRaWAN ゲートウェイ，測定データを保存・活用する
ための上位システム，および Sushi Sensor の設定および状態確認を行う Sushi Sensor App
から構成されます。上位システムは，クラウド環境とオンプレミス環境のいずれの構成
にも対応します。

Sushi Sensor

NFC

インターネット
または
LAN

Sushi Sensorシステム
サポートサーバ

データ収集
サーバ

上位システム
（クラウドまたはオンプレミス）

傾向監視
予知診断など

LoRaWAN

移動体通信，
Wi-Fiなど LoRaWAN

ゲートウェイ

Sushi Sensor App
（Android 端末）

F010001.ai

図1-1 Sushi Sensorシステム構成図
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● Sushi Sensor
生産設備や機器の傾向監視を目的とした Industrial IoT 向けセンサです。LoRaWAN を採用
し長距離通信を実現します。また，スマートフォンの NFC 機能を活用したセンサの設定・
状態確認をサポートします。
本書は Sushi Sensor の 1 つである XS770A について説明します。

● LoRaWANゲートウェイ
LoRaWAN ゲートウェイは XS770A の送信データを上位システムに中継する機能および
LoRaWAN のネットワーク管理機能を提供します。
また，ゲートウェイを複数台設置することで XS770A とゲートウェイ間の通信経路を冗長
化させることが可能です。

● 上位システム
上位システムはデータ収集サーバと，Sushi Sensor システムサポートサーバで構成されま
す。これらのサーバは 1 つのハードウェアにインストールすることもできます。

- データ収集サーバ
 Sushi Sensor が送信する測定データや機器状態などを収集し，Sushi Sensor が測定し

ている設備・機器などの状態をオンラインで監視します。また Sushi Sensor の機器状
態によってメンテナンスのタイミングを通知することも可能です。データ収集サーバ
で保存しているデータを他のアプリケーションへ出力することで，測定対象の傾向監
視や予知保全などに活用できます。

- Sushi Sensor システムサポートサーバ
 Sushi Sensor App と連携し，Sushi Sensor のネットワーク設定のサポートや，Sushi 

Sensor の設定バックアップを容易に行うことができます。本サーバがなくても，
Sushi Sensor システムを運用することができます。

本書は，XS770A の取付，設定，運用およびそれに使用する Sushi Sensor App について説
明します。
LoRaWAN ゲートウェイと上位システムについては，Sushi Sensor システム エンジニアリ
ングガイド（TI 01W06A51-01）を参照してください。
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2. エンジニアリングフロー
Sushi Sensor システムを構築するためのエンジニアリングの流れとその作業内容について
説明します。

機器納品

上位システムの
エンジニアリング

Sushi Sensor システムの
ループチェック

Sushi Sensor システムの
機器管理対象機器のデータ収集

Sushi Sensor App の
設定

XS770A の
パラメータ設定

XS770A の
ネットワーク設定

LoRaWAN ゲートウェイの
エンジニアリング

（本 IM では扱わない） （本 IM では扱わない） ・インストール
・ゲートウェイ暗号化キーの取得

・XS770A とゲートウェイの接続確認
・上位システムを含めたループチェック

・軸補正

・日常点検
・状態の確認（DIAG_STATUS）
・電池交換
・機器の交換

・ネットワーク設定 ・設定の保存
・ゲートウェイへの登録
・ゲートウェイの冗長化
・送信周期，送信データの選択

F020001.ai

図2-1 Sushi Sensorシステム構築のエンジニアリングフロー

Sushi Sensor システム構築には次の 4 種類のエンジニアリングが必要です。
(1) Sushi Sensor XS770A の設置，ネットワーク設定，センサ設定
(2) LoRaWAN ゲートウェイのエンジニアリング
(3) 上位システムのエンジニアリング
(4) Sushi Sensor システムの立ち上げとメンテナンス

本書は (1) Sushi Sensor XS770A の設置，ネットワーク設定，センサ設定および (4) Sushi 
Sensor システムの立ち上げとメンテナンスについて説明します。
LoRaWAN ゲートウェイと上位システムについては，Sushi Sensor システム エンジニアリ
ングガイド（TI 01W06A51-01）を参照してください。

注記

XS770A に同梱されている Default Key ラベルは XS770A の設定には使用しません。
XS770A の同梱マニュアルと一緒に保管してください。
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3. 取付

3.1 取付時の注意事項

● 設置場所の周囲条件は，ユーザーズマニュアル XS770A 一体形無線振動センサ ス
タートアップ編（IM 01W06E01-01JA）の2.4 項「設置について」を参照してくだ
さい。

● 台座底面に，傷や変形，異物の付着の無いことを確認してください。変形や異物
の付着は測定に影響を与える可能性があります。

● X軸やY軸の方向を任意の向きに合わせる場合は，取付け後にソフトウェアで補正
を行います。詳細は「5.3 測定軸の補正」を参照してください。

3.2 取付方法
本製品の取付けは，直接測定対象に取付ける方法と，アクセサリのマグネティックホル
ダ（F9096DA）を使用して取付ける方法があります。
取付けは次の手順で作業してください。

1. 本製品の取付位置を決定します。直径 40 mm 以上，厚みが 6 mm 以上ある平面を選
択してください。

2. 本製品を取付けます。
2a. 直接取付の場合

2a.1 取付位置に，垂直に設置穴（M6 P=1 で 6 山以上）をあけます。
2a.2 台座に付属の六角穴付止めねじを取付けます。
2a.3 測定対象にあけた設置穴に本製品を取付けて，46 mm のスパナ等の工具で

締め付けます。（推奨締め付けトルク 5.1 N･m）
2b. マグネティックホルダを使用する場合

2b.1 台座に付属の六角穴付止めねじを取付けます。
2b.2 マグネティックホルダに本製品を取付けて，46 mm のスパナ，ベルトレン

チ等の工具で締め付けます。（推奨締め付けトルク 5.1 N･m）
2b.3 設置面に本製品を取付けます。マグネティックホルダは強力な磁力を持つ

ため，取付け時はマグネティックホルダの端部を一旦設置面に当てた後，
手を離さず静かに設置してください。

3. 本製品と測定対象の接続面にがたつきが無い事，異常な振動が無い事を確認します。
4. 必要に応じて本製品のストラップ穴と周囲の構造物を紐で結びつけます。

取外しは，取付けと逆の手順で作業してください。
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注意

・ 本製品を取付ける際は適切なトルクで締め付けてください。締め付けは工具で行い，
工具が台座（金属部）にかかるようにしてください。

・ 本製品を取付ける際は，手や指を挟んでケガをしないよう十分注意してください。
・ マグネティックホルダを使用した際は，振動測定可能な周波数帯域が低下します。
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4. Sushi Sensor App
Sushi Sensor App は Android 端末上で動作する Sushi Sensor 用設定ツールです。「2. エン
ジニアリングフロー」で示した作業を行うために使用します。
Sushi Sensor App は NFC を介して XS770A と通信します。

● ゲートウェイの暗号化キーの取得
● XS770A のネットワーク設定
● 測定データと送信周期の選択
● 測定軸補正
● ループチェック
● 設定バックアップ・リストア

4.1 Sushi Sensor Appのインストール
Sushi Sensor App は，Android 端末専用ツールです。インストールは，Google Play から
行います。

(1) Google Play ストアを起動します。
(2) 画面上部にある「検索バー」に yokogawa を入力します。
(3) 検索結果画面の中から，「Sushi Sensor App」を選択します。
(4) ［インストール］ボタンを押して，インストールを開始します。

F040101.ai

(1) Playストアの起動 (2) アプリの検索 (3) アプリの選択 (4) インストール

図 4-1 Sushi Sensor Appのインストール手順

Sushi Sensor App の更新も，Google Play ストアで行います。Sushi Sensor App の更新を
自動的に行うこともできます。詳しくは Google Play のヘルプもしくはお使いの Android
端末のマニュアルを参照してください。
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4.2 NFC通信の方法
Android 端末と XS770A の間で NFC 通信を行う際は，以下の手順に従ってください。

(1) Android 端末と XS770A の NFC 受信部を確認してください。Android 端末の NFC 受
信部はお使いの端末のマニュアルを参照してください。

(2) Sushi Sensor App が，Android 端末を XS770A に近付ける指示を表示したら，Android 
端末の NFC 受信部と XS770A の NFC 受信部を近づけます。

(3) 正しく通信できた場合は，Android 端末がバイブレーションします。Sushi Sensor 
App が NFC 通信完了を示す画面を表示，もしくは更新中のマークが表示されなくな
るまで，状態を維持してください。

F040201.ai

NFC受信部（     マーク）

XS770AAndroid端末
（NFC受信部が端末裏側にある場合）

重要

NFC 通信ができないときは，XS770A のハードウェアリセットを実施してください。
ハードウェアリセットは，① XS770A の電池コネクタの取り外し，② 30 秒間待機，③
電池コネクタの取り付け，の手順で実施されます。
電池の取り扱い手順や注意事項については XS770A 一体形無線振動センサ スタートアッ
プ編（IM 01W06E01-01JA）を参照してください。

注記

Sushi Sensor App は NFC を使用します。Sushi Sensor App を使用する前に Android 端末
の NFC を有効にしてください。
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4.3 ゲートウェイ暗号化キーの準備
XS770A のネットワーク設定を行うためには，ゲートウェイ暗号化キーが必要です。同じ
ゲートウェイ暗号化キーを，XS770A と XS770A が接続する LoRaWAN ゲートウェイの双
方へ設定します。本章では図 4-2 の「Sushi Sensor App へネットワーク管理情報を取り込
み」と「XS770A へネットワーク管理情報を書き込み」について説明します。

F040301.ai

ゲートウェイへの
ネットワーク管理情報書き込み

XS770Aへの
ネットワーク管理情報書き込み

カードキーを使用クラウドを使用

ネットワーク管理情報を決定
・ゲートウェイのTAG名
・ネットワークID
・暗号化キー

LoRaWANゲートウェイへ
ネットワーク管理情報を書き込み

上位システムへネットワーク
管理情報を登録

カードキーへネットワーク
管理情報を登録

Sushi Sensor App へ
ネットワーク管理情報を取り込み

XS770Aへ
ネットワーク管理情報を書き込み

図4-2 暗号化キーの生成と配布

XS770A のネットワーク設定を書き込むための準備として，Sushi Sensor App へ GW の暗
号化キーを取り込みます。取り込む方法は，「カードキーを使用する方法」と「クラウド
を使用する方法」の 2 つの方法があります。
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4.3.1 カードキーを使用する
カードキーを使用する方法について説明します。Sushi Sensor App を使って，ネットワー
ク管理情報が書き込まれたカードキーから，暗号化キーを取り込みます。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［ネットワーク設定］ボタンを押します。
(2) ［カードキーを使用］ボタンを押します。
(3) Android 端末をカードキーに近づけて暗号化キーを取り込みます。
(4) カードキーから取り込むと「暗号化キー取得完了」と表示します。［完了］ボタンを

押すとキー取得が完了します。

F040302.ai

(1) ネットワーク設定 (2) カードキーを選択 (3) カードキーを読み取り (4) 取り込み完了

図4-3 カードキーを使用した暗号化キーの取り込み
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4.3.2 クラウドを使用する
クラウドを使用する方法について説明します。Sushi Sensor App を使って，クラウドなど
上位システムに登録されたネットワーク管理情報から，ネットワークを通じて暗号化キー
を取り込みます。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［ネットワーク設定］ボタンを押します。
(2) ［クラウドを使用］ボタンを押します。
(3) クラウドのホスト名または IP アドレス，ユーザ名，パスワードを入力し，［キー取得］

ボタンを押します。
(4) クラウドから暗号化キーのダウンロードが完了すると「暗号化キー取得完了」と表

示します。［完了］ボタンを押すとキー取得が完了します。

F040303.ai

(1) ネットワーク設定 (2) クラウドを選択 (3) ダウンロード先の指定 (4) 取り込み完了

図4-4 クラウドを使用した暗号化キーの取り込み
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5. XS770Aの設定

5.1 XS770Aのネットワーク設定
4.3 項で取り込んだ接続先ゲートウェイの暗号化キーを XS770A へ設定します。 
Android 端末の［位置情報］を ON にすると，暗号化キーを XS770A に設定する際に
Android 端末の位置情報（緯度，経度）を同時に設定します。XS770A を設置する場所でネッ
トワーク設定を行うことで，機器の位置情報を登録することができます。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［ネットワーク設定］ボタンを押します。
(2) ［GW 変更］ボタンを押し，接続するゲートウェイを選択します。選択すると接続先ゲー

トウェイのタグ名が表示されます。
(3) ［キー書き込み］ボタンを押し，Android 端末を XS770A に近づけます。
(4) 書込みが終了すると「ネットワーク設定完了」と表示します。［完了］ボタンを押し

て設定を完了します。

F050101.ai

(1) ネットワーク設定 (2) ゲートウェイを選択 (3) 暗号化キーの書込み (4) 設定完了

図 5-1 ネットワーク設定
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5.2 XS770Aのセンサ設定
XS770A のタグ名，送信する測定データおよび周期の設定を行います。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［デバイス設定］ボタンを押します。
(2) ［設定を読み取る］ボタンを押し，画面に従い Android 端末を XS770A に近づけます。
(3) センサ設定の読取中は，< 設定データ読み出し > 画面が表示されます。その間は

Android 端末と XS770A の位置がずれないように注意してください。
(4) XS770A のタグ名，送信する測定データおよび周期の設定を行います。測定データを

設定するには［Z 軸 & 温度］および［拡張設定］で送信する測定データを ON にしま
す。すべての項目を設定したら［センサへ書き込み］ボタンを押します。

(5) 書込みが終了すると「設定書き込み完了」と表示します。［完了］ボタンを押して設
定を完了します。

F050201.ai

(1) デバイス設定 (2) 設定の読取り (3) 設定の読取中

(4) パラメータ入力 (5) 設定完了

図 5-2 センサ設定
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注記

・ タグ名の最大入力文字数は 10 文字です。大文字英数字（A ～ Z，0 ～ 9）およびハイ
フン “-”，アンダーバー “_” が使用できます。

・ 送信する測定データ数と周期は電池寿命に影響します。「6.4 電池寿命の目安」を参
考に設定してください。

・ 送信可能な測定データは，「Z 軸 & 温度」，「XYZ 軸 & 温度」，「X 軸」および「Y 軸」です。
振動測定はそれぞれの軸に対して加速度（ピーク），速度（RMS）を測定します。ま
た XYZ 軸は合成値になります。

・ 送信周期が 1 分の場合，送信する測定データ数を 1 つに設定してください。これを
超えて設定した場合は，送信する測定データが上位システムへ到達しない場合があ
ります。
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5.3 測定軸の補正
XS770A 取付け後に，測定軸（X 軸，Y 軸）を Sushi Sensor App を用いて補正することができます。
補正する角度は，XS770A を反時計回りに回転させ，期待する測定軸に一致するまでに必要
な角度を指定します。

F050301.ai

期待するY軸

XS
77
0A
の
Y軸

XS770AのX軸

補正する角度
（反時計まわり）

期待するX軸

図 5-3 測定軸の補正

(1) 測定軸を補正したい XS770A からセンサデータの読取り，もしくは Android 端末に保
存してある対象の設定データを選択し，［拡張設定］ボタンを押します。

(2) ［X-Y 軸角度補正］ボタンを押し，補正する角度を選択します。角度は 5 度刻みになっ
ています。角度を選んだら［保存］ボタンを押します。

(3) ［戻る］ボタンを押し前の画面にもどり，［センサへ書込み］ボタンを押して XS770A
へ設定します。その後 Android 端末を XS770A に近づけて，設定を書き込んでくださ
い。

F050302.ai

(1) 対象機器の選択 (2) X-Y軸角度補正 (3) 設定の書込み

図 5-4 測定軸の補正設定

注記

測定軸の補正設定は，XS770A が次に測定する時から反映されます。
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5.4 ループチェック
ループチェックとは，XS770A が送信するデータが正しく上位システムに到達し，上位
システムがそのデータを元に正しい値を出力しているかを確認するシステム試験です。
XS770A は，Sushi Sensor App を用いてループチェックに必要な動作を実行することがで
きます。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［ループチェック］ボタンを押します。
(2) 画面指示に従い Android 端末を XS770A に近づけます。
(3) XS770A の状態が読込まれ，機器状態が GOOD であれば，ループチェックを開始す

ることができます。［ループチェック開始］ボタンを押して実行します。

F050401.ai

(1) ループチェック (2) 機器状態の読込み (3) ループチェックの実行

GOOD        

図 5-5 ループチェック

ループチェックでは，表 5-1 に示す動作を行います。

表5-1 ループチェックの動作一覧

項目 内容
シミュレーション 任意に設定した測定値（0 ～ 100%）を即座に上位システムに送信します。設

定した測定値が正しく受信できているかの確認は，上位システム上で行います。
3 点チェック 10 分間隔で測定値を変化させながら（0，50%，100%）上位システムに送信し

ます。測定値が正しく受信できているかの確認は，上位システム上で行います。
バッテリー残量確認 ゲートウェイとの通信品質を確認し，その結果から XS770A が電池残量を計算

します。電池残量は，Sushi Sensor App 上で確認します。電池残量の計算は 20
秒程度かかります。
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5.5 ゲートウェイの冗長化
Sushi Sensor システムはゲートウェイの冗長化に対応しています。ゲートウェイを冗長化
することで，一方のゲートウェイが故障またはメンテナンス中でも，もう一方のゲート
ウェイを通じて上位システムへ XS770A の測定データを送信することができます。
冗長化されたゲートウェイに接続するための XS770A の設定は，2 台のゲートウェイの暗
号化キーを登録することだけです。2 台のゲートウェイが設定された XS770A は，接続可
能なゲートウェイを自動的に選択し，測定データを送信します。

F050501.ai

上位ネットワーク  

XS770A  

LoRaWAN
ゲートウェイ2

 
 

LoRaWAN
ゲートウェイ1

 
 

①送信失敗  ②もう一方へ送信  

図 5-6 ゲートウェイ冗長化のイメージ
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5.6 設定のバックアップ・リストア
Sushi Sensor App の設定バックアップ機能を使うことによって，Sushi Sensor App 内にあ
る XS770A の設定データをパソコンもしくはクラウドなどの上位システムにバックアッ
プ・リストアすることができます。

5.6.1 パソコンへ設定をバックアップ
パソコンへ XS770A の設定をバックアップする方法について説明します。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［デバイス設定］ボタンを押します。
(2) ［設定バックアップ］ボタンを押します。
(3) ［PC に保存］ボタンを押します。
(4) ［PC にバックアップ］ボタンを押します。バックアップの対象は「設定データリスト」

に表示されている全ての機器です。
(5) Android 端末のローカルストレージへの設定データの保存が完了すると，「バックアッ

プ完了」と表示されます。［完了］ボタンを押した後に Android 端末を再起動してく
ださい。Android 端末の再起動が完了すると，バックアップ完了に表示されているディ
レクトリに，バックアップファイルが保存されています。

F050601.ai

(1) デバイス設定 (2) 設定バックアップ (3) バックアップ先の選択

(4) 設定データリスト (5) バックアップ完了

図 5-7 パソコンへ設定をバックアップ

その後 Android 端末と PC を接続して，設定データのバックアップファイルを PC にコピー
してください。
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5.6.2 パソコンから設定をリストア
パソコンに保存された XS770A の設定を Sushi Sensor App にリストアする方法について
説明します。パソコンに保存されたファイルをあらかじめ Android 端末の「内部ストレー
ジ /sushi」フォルダにコピーしておきます。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［デバイス設定］ボタンを押します。
(2) ［設定バックアップ］ボタンを押します。
(3) ［PC に保存］ボタンを押します。
(4) ［PC からダウンロード］ を押します。
(5) Android 端末にコピーしたファイルに保存されている設定のリストが表示されます。

「デバイスリスト」からリストアしたい項目を選択し，［設定ダウンロード］ボタン
を押します。

(6) リストアが完了すると「設定データリスト」に反映されます。

F050602.ai

(1) デバイス設定 (2) 設定バックアップ (3) リストア元の選択

(4) PCからダウンロード (5) リストア対象の選択 (6) リストア完了

図 5-8 パソコンから設定をリストア
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5.6.3 クラウドへ設定をバックアップ
クラウドなどの上位システムへ XS770A の設定をバックアップする方法について説明しま
す。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［デバイス設定］ボタンを押します。
(2) ［設定バックアップ］ボタンを押します。
(3) ［クラウドに保存］ボタンを押します。
(4) クラウドのホスト名または IP アドレス，ユーザ名，パスワードを入力し，［ログイン］

ボタンを押します。
(5) ［アップロード］ボタンを押します。指定したクラウドに対して XS770A の設定をアッ

プロードします。アップロードの対象は「設定データリスト」に表示されている全
ての機器です。

(6) 設定のアップロードが完了したら，「クラウドアップロード完了」と表示されます。［完
了］ボタンを押します。

F050603.ai

(1) デバイス設定 (2) 設定バックアップ (3) バックアップ先の選択

(4) ログイン (5) 設定のアップロード (6) アップロード完了

図 5-9 クラウドへ設定をバックアップ
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5.6.4 クラウドから設定をリストア
クラウドなどの上位システムに保存された XS770A の設定を Sushi Sensor App にリスト
アする方法について説明します。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［デバイス設定］ボタンを押します。
(2) ［クラウドに保存］ボタンを押します。
(3) クラウドのホスト名または IP アドレス，ユーザ名，パスワードを入力し，［ログイン］

ボタンを押します。
(4) ［DL リスト表示］を押します
(5) クラウドからダウンロードした設定が表示されます。「デバイスリスト」から復元し

たい項目を選択します。
(6) ［設定ダウンロード］ボタンを押します。
(7) リストアが完了すると「設定データリスト」に反映されます。

F050604.ai

(4) ログイン (5) クラウドからダウンロード (6) リストア対象の選択 (7) リストア完了

(1) デバイス設定 (2) 設定バックアップ (3) バックアップ先の選択

図 5-10 クラウドから設定リストア
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6. 運用・保守
XS770A の点検は，システムの構成機器としての運転状態の点検のほかに，機器の設置状
態の点検を行ってください。

6.1 ハードウェアの点検
機器の取付けの状態および汚れの状態を点検します。機器の筐体が汚れたりほこりがた
まったりしている場合には，水または薄い石鹸水をしみ込ませた柔らかい布を堅く絞っ
て拭き取ってください。

6.2 Sushi Sensor AppによるXS770Aの点検
Sushi Sensor App を用いた XS770A の点検方法について説明します。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［現在値取得］ボタンを押します。
(2) 画面指示に従い Android 端末を XS770A に近づけると，「Z・合成軸」の測定値が表

示されます。
(3) タブを切替えることで機器の動作状態，X・Y 軸の測定値を確認できます。

F060201.ai

(1) 現在値取得 (2) Z・合成軸の表示 (3) タブの切替え

図 6-1 XS770Aの状態表示

表 6-1 に表示される状態とその対処方法を示します。
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表 6-1 XS770Aの状態と対処方法

表示 DIAG
STATUS

DIAG
STATUS
DETAIL

DATA_
STATUS

出力の
動作 内容 対処

設定 
なし

Bit25 Bit23 - XS770A にネットワーク
設定がされていません。

XS770A にネットワーク設定
を行ってください。ネット
ワーク設定の手順は，5.1 章
を参照してください。

未接続 Bit25 Bit22 - XS770A がゲートウェイ
に接続していません。

XS770A とゲートウェイ間の
無線経路に遮蔽物がないか，
電波障害となるものがないか
を確認してください。

OFF Bit24 Bit16 - XS770A が ス ト レ ー ジ
モードになっています。

ストレージモードの解除操作
（6.9.2 章参照）を行ってくだ

さい。
電力 
低下

Bit20 Bit31 - 通常測定 電池電圧が低下していま
す。

電池を交換してください。電
池交換の手順は，6.7 章を参
照してください。Bit19 Bit30 - 通常測定 電池残量が 25% 以下に

低下しています。
温度 
異常

Bit22 Bit28 - 通常測定 CPU の温度が仕様外の温
度になっています。

XS770A の使用環境が仕様外
であるため，そのまま使い続
けると故障する恐れがありま
す。環境が仕様内に収まる場
所で使用してください。

Bit29 通常測定

故障中 Bit27 Bit19 - 通常測定 メモリの異常が発生して
います

機器を交換してください。必
要に応じて XS770A の設定を
バックアップしてください。Bit26 Bit25 Bit15 前回値 加速度測定で異常が発生

しています
Bit14 前回値 速度測定で異常が発生し

ています。
Bit24 Bit13 前回値 温度測定で異常が発生し

ています
Sim Bit17 Bit27 Bit8 シミュレー

ション値
XS770A はループチェッ
ク実行中です。

シミュレーション値を送信中
です。
ループチェックが完了するの
をお待ちください。

閾値 
異常

Bit23 Bit21 Bit12 通常測定 XS770A が測定した振動
値が測定可能範囲を超え
ています。

XS770A の設置状態を確認し
てください。

Bit11 通常測定

Bit20 Bit10 通常測定 XS770A が測定した温度
が測定可能範囲を超えて
います。

Good XS770A が正常な状態で
す。

とくになし。

6.3 XS770Aが出力する自己診断データ
XS770A は，1 日に 1 回，上位システムに機器状態を送信します。必要に応じて上位シス
テムで機器状態を監視してください。XS770A が送信する健全性情報（HRI)，自己診断情
報（DIAG) の詳細については，「7. XS770A の送信データ」を参照してください。
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6.4 電池寿命の目安
XS770A の電池寿命は，設定内容および周囲環境の影響を受けます。ここでは，XS770A
の周囲温度が 25 ± 10℃の時における電池寿命の目安を示します。実際の電池寿命は，周
囲温度，温度変化および電波環境によって変動します。

表6-2 電池寿命と測定データの送信周期とデータ数

電池寿命 送信周期 送信データ数
5 年 24 時間 1
4 年 1 時間 1
3 年 30 分 1
2 ヶ月 1 分 1
3 年 1 時間 4

測定データの周期およびデータ数の設定については「5.2 XS770A のセンサ設定」を参照
してください。

6.5 警告状態の機器の対処
上位システムの異常状態通知や日常の点検で，警告状態にあることが判明した機器は測
定データや機器状態の送信は継続していたとしても，さらに状態が悪化すると通信が異
常になる可能性があります。XS770A の電池残量が原因で警告が出た場合には，表示され
る日数にかかわらず可能な限り早く電池を交換してください。交換の方法については「6.7 
電池交換」を参照してください。
健全性情報（HRI）に含まれる PER など，無線通信に起因する現象により警告が出た場合
には，その通信経路に無線伝搬の障害になる状況が発生していないか確認してください。
経路の途中あるいは機器の周辺に構造物や車両が新たに存在していないか，周囲で同一
周波数帯の無線が使用されていないか確認してください。

6.6 機器の交換
XS770A の故障などにより，機器を交換する方法について説明します。

(1) 交換対象の XS770A の設定情報を準備します。Android 端末内に保存されていない場
合は，上位システムまたは PC からリストアします。

(2) 新しい XS770A を用意します。
(3) 交換対象の XS770A の設定情報を新しい XS770A に書き込みます。このとき，ID が異

なるため警告メッセージが出ますが，［OK］ボタンを押します。
(4) 新しい XS770A のネットワーク設定を行います。

ネットワーク設定が完了したら，XS770A は ゲートウェイに接続します。上位システムも
しくは Sushi Sensor App で XS770A が接続していることを確認してください。
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6.7 電池交換

6.7.1 準備
本製品は当社指定の専用電池のみ使用できます。交換用電池がご入り用の場合は XS70BT
をオーダーしてください。XS70BT は SAFT 製電池に電池コネクタを取付けた専用品（形名：
LS14500 C5SY）を指定の個数分まとめたものです。

6.7.2 電池交換
電池交換は次の手順で作業してください。

重要

・ 電池交換する際は必ずアースバンドなどで帯電防止を行い，各電子部品および回路
などに直接触れることのないよう十分に注意してください。本製品は静電気により
機能破壊を受ける部品を一部に使用しています。

・ ケースの脱着時は，粉じんで満たされていないことや，本体内部に水滴等がかから
ないことなど，周囲の環境に十分注意して作業を行ってください。

・ 回路基板に無理な力を加えたり工具等をぶつけたり異物，汚れが付着しないよう十
分注意して作業を行ってください。

・ ケーブルを無理に引っ張って傷つけたり断線させたりしないよう，十分注意して作
業を行ってください。

・ 電池を取り外した状態で，機器の電池コネクタへ異物が混入 / 付着しないよう，十
分注意して作業を行ってください。

(1) ケースを固定している M4 ねじ 2 か所を取外します。
(2) スリットにマイナスドライバーを差し込み，隙間を広げてケースを取り外します。
(3) 電池コネクタを外します。
(4) 使用済み電池をホルダから上方に引き上げて取り外します。
(5) 新しい交換用電池の負極を下向きにしてホルダに差し込みます。
(6) 電池コネクタを取り付けます。
(7) ケースの銘板面を電池側に向けた状態で，ケースを台座に被せます。
(8) M4 ねじを取付け，ケースを固定します。（推奨トルク 1.37 N・m）
(9) Sushi Sensor App で電池残量を初期化します

注記

・ 電池およびケースの向きが正しくない場合は，ケースを閉じることはできません。
・ カバーを取り付ける際は，Sushi Sensor App の［現在値取得］で表示される XS770A

の EUI と，銘板に記載の EUI64 が一致することを確認してください。
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F060701.ai

新品の電池

銘板

ケース

台座M4ねじ

スリット

電池コネクタ

電池ホルダ

電池

図 6-2 電池交換の手順

6.7.3 電池残量の初期化
電池交換後は電池残量の初期化が必要です。電池残量の初期化を行わなかった場合は，
電池残量が正しく計算されません。
電池残量の初期化は Sushi Sensor App で行います。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［電池交換］ボタンを押します。
(2) 新しい電池に交換後［開始］ボタンを押します。
(3) 画面指示に従い Android 端末を近づけると，XS770A の電池残量を初期化します。初

期化が終了すると「電池交換完了」と表示されるので，［完了］ボタンを押します。

F060702.ai

(1) 電池交換 (2) 電池交換手順の表示 (3) 電池残量の初期化

図 6-3 電池残量の初期化
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6.7.4 電池の取り扱いについて
本製品は塩化チオニルリチウム一次電池を 1 個使用します。1 個の電池あたり約 0.7 グラ
ムのリチウムが含まれています。
正常状態においては，リチウムは電池内にあり，電池の保全性が維持されている限り，
化学反応を起こしません。熱的，電気的，および機械的損傷を与えぬようご注意ください。
電池の劣化防止のため，清潔で乾燥した 30℃以下の場所で保存してください。
電池は「6.7 電池交換」に示す専用品を使用してください。

警告

電池の取り扱い
安全に効率よくご使用いただくために，次の事項を必ずお守りください。誤使用されま
すと，漏液，発熱，発火，破損のおそれがあります。
・ 充電は絶対にしないでください。
・ ショートをさせないでください。
・ 分解，変形，改造をしないでください。
・ 加熱，あるいは火中に投じないでください。
・ 真水，海水等に浸けたり濡らしたりしないでください。

注意

電池を破棄する場合の注意事項
電池を焼却したり，100℃以上の高温にさらしたりしないでください。液漏れや爆発を
起こすことがあります。
条例に従った正しい処分を行ってください。

リチウム電池を含む製品の輸送について：
使用している電池はリチウムを含んでいます。電池を本製品に組込んで輸送する場合は，
電池の消耗を防ぐため，ストレージモードにしてください。ストレージモードに変更す
る方法は，「6.9 機器の保管」を参照してください。１次リチウム電池の輸送は米国運輸
省や IATA（国際航 空運送協会），ICAO（国際民間航空機関），ARD（欧州 危険物陸上輸送
機関）によって規制を受けます。これらの規制や地域の要件に合致させることは荷主の
責任になります。輸送前にリチウム電池の輸送に関する規制や要件をご確認ください。
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6.8 ファームウェア更新
Sushi Sensor App を用いて XS770A のファームウェアを更新することができます。XS770A
のファームウェアは，Sushi Sensor App に含まれる形で提供されます。

重要

ファームウェアの更新には，数分かかります。ファームウェアを更新する前に Android
端末がスリープしないように設定してください。ファームウェア更新中に Android 端末
がスリープすると，ファームウェア更新が失敗します。

(1) Sushi Sensor App のスタート画面で［ファームウェア更新］ボタンを押します。
(2) 画面指示に従い Android 端末を近づけると，XS770A の現在のファームウェアバー

ジョンを表示します。［新しいバージョン］を押します。
(3) 更新するファームウェアを選択し，［←］ボタンを押します。
(4) ［ファームウェア更新］ボタンを押します。
(5) 画面指示に従い Android 端末を近づけると，ファームウェア更新を開始します。ファー

ムウェアの更新には，2 分～ 3 分ほどかかります。
(6) ファームウェアの更新が完了すると，「ファームウェア更新完了」と表示されます。［完

了］ボタンを押します。

F060901.ai

R1.01.01 

R1.01.07        

R1.01.01 

R1.01.07 

R1.01.07.bin 

(1) ファームウェア更新 (2) 現バージョンの確認 (3) 新バージョンの選択

(4) ファームウェア更新実行 (5) ファームウェア更新中 (6) ファームウェア更新完了

図 6-4 ファームウェア更新

ファームウェアの更新が完了すると，XS770A は自動的に再起動します。XS770A の再起
動が完了するまで 1 分程度かかります。
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6.9 機器の保管
XS770A を保管または輸送などで長期間使用しない場合は，XS770A をストレージモード
にします。ストレージモードにすることで電池の消費を抑えることができます。

6.9.1 ストレージモードへの移行
XS770A をストレージモードに移行する方法について説明します。

(1) Sushi Sensor App スタート画面のメニューボタンを押し，［デバイス ON/OFF］ボタ
ンを押します。

(2) 画面の指示に従って Android 端末を XS770A に近づけます。XS770A が動作している
状態であれば「通常モード」と表示されます。［はい］ボタンを押します。

(3) 画面の指示に従って Android 端末を XS770A に近づけます。ストレージモードへの移
行が完了すると「ストレージ完了」と表示されます。［完了］ボタンを押します。

F061001.ai

(1) デバイス ON/OFF (2) 現モードの確認 (3) ストレージモード移行完了

図6-5 XS770Aをストレージモードへの移行
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6.9.2 ストレージモードを解除する方法
XS770A をストレージモードから通常モードに戻す方法について説明します。

(1) Sushi Sensor App スタート画面のメニューボタンを押し，［デバイス ON/OFF］ボタ
ンを押します。

(2) 画面の指示に従って Android 端末を XS770A に近づけます。XS770A がストレージモー
ドの状態であれば「ストレージモード」と表示されます。［はい］ボタンを押します。

(3) 画面の指示に従って Android 端末を XS770A に近づけます。ストレージモードの解除
が完了すると「再起動完了」と表示されます。［完了］ボタンを押します。

F061002.ai

(1) デバイス ON/OFF (2) 現モードの確認 (3) ストレージモード解除完了

図 6-6 ストレージモードの解除

ストレージモードを解除すると，XS770A は自動的に再起動します。XS770A の再起動が
完了するまで 1 分程度かかります。

注記

ネットワーク設定，デバイス設定，ファームウェアアップデートを実行した場合は，ス
トレージモードが自動的に解除されます。
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7. XS770Aの送信データ
XS770A が送信するデータについて説明します。
XS770A は表 7-1 のフォーマットに従ってデータを送信します。
先頭の Data_Type フィールドで送信データの内容を示します。送信周期は Data_Type に
よって異なります。

表 7-1 送信データフォーマット

Parameter Name Size (Byte) Description
Data_Type 1 0x10　Sushi Sensor 振動 (Z 軸）

0x11　Sushi Sensor 振動 (XYZ 合成軸）
0x12　Sushi Sensor 振動 (X 軸）
0x13　Sushi Sensor 振動 (Y 軸）
0x40　健全性情報 (HRI)
0x41　自己診断情報 (DIAG)
0x42　初期化情報 (INI)
0x43　GPS 情報 (GPS) 

Data 可変長 Data_Type により異なります。

表 7-2 Data_Typeと送信周期

Data_Type 送信周期
0x10　Sushi Sensor 振動 (Z 軸）
0x11　Sushi Sensor 振動 (XYZ 合成軸）
0x12　Sushi Sensor 振動 (X 軸）
0x13　Sushi Sensor 振動 (Y 軸）

ユーザ設定による

0x42　初期化情報 (INI)
0x43　GPS 情報

ネットワーク接続時と，接続後１時間ごと１回，最
大３回まで送信

0x40　健全性情報 (HRI)
0x41　自己診断情報 (DIAG)

24 時間に 1 回

7.1 Sushi Sensor振動 (Z軸) Data_Type=0x10
表 7-3 Sushi Sensor振動 (Z軸)のデータフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x10
Data_Status UINT16 2 測定値のステータスを示す

All 0:  Good
Bit15: 加速度異常
Bit14: 速度異常
Bit13: 温度異常
Bit12: 加速度オーバーレンジ
Bit11: 速度オーバーレンジ
Bit10: 温度オーバーレンジ
Bit9: (Reserved)
Bit8: シミュレーションモード
Bit0 ～ 7: (Reserved)

PV_Acceleration FLOAT16 2 Z 軸加速度 Peak 値 (m/s2)
PV_Velocity FLOAT16 2 Z 軸速度 RMS 値 (mm/s)
PV_Temperature FLOAT16 2 温度測定値 (℃ )
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7.2 Sushi Sensor振動 (XYZ軸) Data_Type=0x11
表 7-4 Sushi Sensor振動 (XYZ軸)のデータフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x11
Data_Status UINT16 2 測定値のステータスを示す

All 0: Good
Bit15: 加速度異常
Bit14: 速度異常
Bit13: 温度異常
Bit12: 加速度オーバーレンジ
Bit11: 速度オーバーレンジ
Bit10: 温度オーバーレンジ
Bit9: (Reserved)
Bit8: シミュレーションモード
Bit0 ～ 7: (Reserved)

PV_Acceleration FLOAT16 2 XYZ 合成軸加速度 Peak 値 (m/s2)
PV_Velocity FLOAT16 2 XYZ 合成軸速度 RMS 値 (mm/s)
PV_Temperature FLOAT16 2 温度測定値 (℃ )

7.3 Sushi Sensor振動 (X軸) Data_Type=0x12
表 7-5 Sushi Sensor振動 (X軸)のデータフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x12
Data_Status UINT16 2 測定値のステータスを示す

All 0: Good
Bit15: 加速度異常
Bit14: 速度異常
Bit13: (Reserved)
Bit12: 加速度オーバーレンジ
Bit11: 速度オーバーレンジ
Bit10: (Reserved)
Bit9: (Reserved)
Bit8: シミュレーションモード
Bit0 ～ 7: (Reserved)

PV_Acceleration FLOAT16 2 X 軸加速度 Peak 値 (m/s2)
PV_Velocity FLOAT16 2 X 軸速度 RMS 値 (mm/s)

7.4 Sushi Sensor振動 (Y軸) Data_Type=0x13
表 7-6 Sushi Sensor振動 (Y軸)のデータフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x13
Data_Status UINT16 2 測定値のステータスを示す

All 0: Good
Bit15: 加速度異常
Bit14: 速度異常
Bit13: (Reserved)
Bit12: 加速度オーバーレンジ
Bit11: 速度オーバーレンジ
Bit10: (Reserved)
Bit9: (Reserved)
Bit8: シミュレーションモード
Bit0 ～ 7: (Reserved)

PV_Acceleration FLOAT16 2 Y 軸加速度 Peak 値 (m/s2)
PV_Velocity FLOAT16 2 Y 軸速度 RMS 値 (mm/s)
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7.5 健全性情報(HRI) Data_Type=0x40
表 7-7 健全性情報の送信データフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x40
UpTime UINT24 3 電源起動してからの経過時間。最長約 31 年

単位：分
BatteryLeft UINT8 1 電池残量を 2 倍した値。

単位：%

（例： 150 のとき，150 ÷ 2 = 75%）
RSSI UINT8 1 受信強度。負の数として扱う。

単位：dBm
PER UINT8 1 デバイスが検出したパケットエラーレート。

単位：%
SNR INT8 1 デバイスが検出した SN 比を 4 倍した値。

単位：dB

（例： 27 のとき，27 ÷ 4 = 6.75dB）

7.6 自己診断情報(DIAG) Data_Type=0x41
DIAG_STATUS は，NAMUR の NE107* に準拠した 4 つのカテゴリ (F: Failure，C: Function 
Check，O: Out of specification，M: Maintenance required) に分類され，Bit27-1 にはそれ
ぞれのカテゴリが割りあたっています。各カテゴリのうちいずれかの Bit が 1 になると，
Bit31-28 に定義されるカテゴリの代表値が 1 となります。また，DIAG_STATUS_DTAIL の
いずれかの Bit が ON になると，DIAG_STATUS の Bit0 が 1 になります。各 Bit は状態を検
出すると 1 となります。

* NAMUR NE107「Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices」

表 7-8 自己診断情報のLoRaPayloadフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
DATA_TYPE_CODE UINT8 1 0x41
DIAG_STATUS UINT32 4 診断情報（概要）
DIAG_STATUS_DETAIL UINT32 4 診断情報（詳細）
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表 7-9 DIAG_STATUS

Bits Contents NAMUR カテゴリ
Bit31(MSB) F: Failure status ---
Bit30 C: Function check status ---
Bit29 O: Out of specification status ---
Bit28 M: Maintenance required status ---
Bit27 Faults in electronics F
Bit26 Faults in sensor or actuator element F
Bit25 Installation，calibration problem C
Bit24 Out of service C
Bit23 Outside sensor limits O
Bit22 Environmental conditions out of device specification O
Bit21 Fault prediction: Maintenance required M
Bit20 Power is critical low: maintenance need short-term M
Bit19 Power is low: maintenance need mid-term M
Bit18 Not used ---
Bit17 Simulation is active C
Bit16 Not used ---
Bit15-1 Not used ---
Bit0 Detail information available ---

表 7-10 DIAG_STATUS_DETAIL

Bits Contents Diag_Status
Bit31(MSB) Voltage is low Bit 20
Bit30 Battery Left is low Bit 19
Bit29 Temp Hi Bit 22
Bit28 Temp Low Bit 22
Bit27 Electrical Failure: RF circuit Bit 27
Bit26 Electrical Failure: NFC Bit 27
Bit25 Electrical Failure: Vibration Sensor Bit 26
Bit24 Electrical Failure: Temperature Sensor Bit 26
Bit23 Sensor is not provisioned Bit 25
Bit22 Sensor is not joined Bit 25
Bit21 Sensor Over flow : Vibration Sensor Bit 23
Bit20 Sensor Over flow : Temperature Sensor Bit 23
Bit19 Memory Failure Bit 27
Bit18 Out of service (Reserved for future use) Bit 24
Bit17 Simulation Mode Bit 17
Bit16 Storage Mode Bit 24
Bit15-0 Not used ---
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7.7 初期化情報Data_Type=0x42
表 7-11 初期化情報の送信データフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x42
Tag_Name STRING 10 デバイスに設定されたタグ名 (ASCII 文字最大 10 文字 )

7.8 GPS情報Data_Type=0x43
表 7-12 GPS情報の送信データフォーマット

Parameter Name Type Size (Byte) Description
Data_Type UINT8 1 0x43
Longitude FLOAT32 4 経度。東経ならプラス，西経ならマイナス
Latitude FLOAT32 4 緯度。北緯ならプラス，南緯ならマイナス
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8. ソフトウェアについて

8.1 第三者プログラム搭載に関して
本製品では，オープンソースライセンスに基づくソフトウェアを含む，第三者が権利を
有するソフトウェアライブラリまたはその他のプログラム（以下第三者プログラム）を
使用しています。

■ 第三者プログラムライセンス
本製品で使用している第三者プログラムのライセンス条項を示します。

● LoRaWAN endpoint stack
--- Revised BSD License ---
Copyright (c) 2013, SEMTECH S.A.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Semtech corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or 

promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL SEMTECH S.A. BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Sushi Sensorシステムの特徴

● Plug & Playによる簡単導入
上位システムと連携し Plug & Play を実現。設定不要な簡易ユーザインタフェースによ
り，簡単にセンサデータのモニタリングを行うことができます。

● 長距離通信の実現による簡易なシステム導入
長距離通信可能な IoT 向け通信規格 LoRaWAN ™に対応し，通信インフラのカバーエリ
アを意識することなく，必要な場所にセンサを設置することができます。

● スマートフォンを活用した簡易設定
スマートフォンの NFC（近距離通信）を活用し，センサの簡単設定と簡易な状態確認
を実現します。
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● liblzg
Copyright (c) 2010-2018 Marcus Geelnard

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will 
the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including 
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following 
restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you 
wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment 
in the product documentation would be appreciated but is not required. 

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be 
misrepresented as being the original software. 

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

● Okhttp
Sushi Sensor App ソフトウェアオープンソースソフトウェア使用許諾条件書を参照してく
ださい。

● Gson
Sushi Sensor App ソフトウェアオープンソースソフトウェア使用許諾条件書を参照してく
ださい。

■ 保障の範囲と対応責任
本製品において，上記のライセンス条項に従い第三者プログラムそのものの動作に関し
ては保証しません。

■ オープンソースソフトウェアの個別情報
使用しているオープンソースソフトウェアのモジュール名やそのソースコードについて
は，当社までお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-059-505
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8.2 Sushi Sensor App 使用許諾書
横河電機株式会社

Sushi Sensor App ソフトウェア使用許諾契約書

重要 – 以下の条件を注意してお読み下さい。
以下の条件（以下「本条件」といいます）は，お客様が横河電機株式会社およびその指
定する子会社（以下併せて「横河」といいます）の Sushi Sensor App 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ます。お客様は本条件の各条項に同意する
ことにより，本ソフトウェアのインストールを行うことができるものとします。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を行うことはできません。

第1	条（適用範囲）
1. 本条件は，Sushi Sensor App のソフトウェア製品（以下「横河ソフトウェア製品」

といいます）に適用します。横河ソフトウェア製品の知的財産権は，横河または横
河への許諾者に帰属します。

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，キーコード（ライセ
ンスファイル），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
ついても本条件が適用されます。

第2	条（使用権の許諾）
1. 横河は，お客様に対し，お客様が横河のSushi Sensor XS770A（一体形無線振動センサ）

製品を利用する際のツールとして，また，予め横河が推奨した端末（以下「推奨端
末」といいます）上における，横河ソフトウェア製品の無償で非独占的かつ譲渡不
能の使用権を許諾します。なお，使用条件は，本条件によるほか，横河の一般仕様
書，取扱説明書その他付属書類に定めるところによります。

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，貸与，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. 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

d. 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

e. 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

f. 横河が別途書面で合意した場合を除き，横河ソフトウェア製品に基づき，派生
的ソフトウェアその他のコンピュータプログラムを作成したり作成させること

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
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または譲渡権を付与して
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著作権，商
標権その他の権利はすべて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。
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4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコード（ライセンスファイル）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の使用終了時または使用許諾の解除時には，推奨端末に記録
されている複製物を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
の複製物が記録されている推奨端末を廃棄する場合は，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，オープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）
が含まれています。当該 OSS については，Sushi Sensor App ソフトウェアオープン
ソースソフトウェア使用許諾条件書の条件が本条件に優先して適用されます。

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，お客様間にて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（無保証）
1. 横河は，お客様に横河ソフトウェア製品を現状有姿で提供するものとし，商品性，

特定目的への適合性，ウイルスの不存在および権利不侵害を含むあらゆる保証（法
律上の瑕疵担保責任を含みますが，これに限定されません）を，明示的または黙示
的とを問わず一切いたしません。

2. 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. 横河ソフトウェア製品のプログラムの実行が中断されないこと
b. 横河ソフトウェア製品の中に誤り（バグ等）がないこと
c. 横河ソフトウェア製品の中の誤り（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. お客様の特定目的またはお客様が将来予定される使用目的に適合すること
f. 横河ソフトウェア製品および横河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. 前二項にかかわらず，OSS の保証条件については，第 2 条第 6 項の定めるところに

よります。
第5	条（責任の制限）
横河は，債務不履行，法律上の瑕疵担保責任，不当利得，不法行為その他請求原因の如
何にかかわらず，横河ソフトウェア製品に起因してお客様が損害を被った場合であって
も，お客様の被った一切の損害（直接損害，派生損害，結果損害，その他の間接損害，
営業上の利益の喪失，原料または生産物の損失，業務の中断，営業情報の喪失等による
損害その他を含み，これらに限定されない）について一切賠償責任を負わないものとし
ます。
第6	条（権利義務の譲渡）
お客様は，本条件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条件の地位
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
る複製物を完全に消去するものとします。
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第7	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8	条（使用の差止め）
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9	条（解除）
お客様が本条件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横
河ソフトウェア製品の使用許諾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
その複製物を消去するものとします。横河ソフトウェア製品の使用終了後または使用許
諾の解除後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項，第 5 条ならびに第 10 条は効力を有す
るものとします。
第10	条（管轄裁判所）
横河ソフトウェア製品の使用または本条件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，協議が調わない場合は東京地方裁判所（本庁）を
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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Sushi Sensor App ソフトウェア
オープンソースソフトウェア使用許諾条件書

横河ソフトウェア製品には，オープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）が
含まれます。OSS に関しては，本条件書が Sushi Sensor App ソフトウェア使用許諾契約
書に優先して適用されます。

1. オープンソースライセンス
OSS については以下のライセンス条件が適用されます。OSS の中に含まれるファイ
ルにおいて，別の版や追加のライセンス条件を指定している場合は，当該版や追加
のライセンス条件が優先的に適用されます。

・ Okhttp (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
・ Gson (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
各ライセンス条件は，以下に引用されているほか，上記のウェブサイトでも入手で
きます。

2. 保証の制限
OSS は，現状のまま提供され，横河その他の OSS の提供者やライセンサーは，明示，
黙示を問わず，権利，非侵害，商品性，特定目的への適合性を含め，一切保証責任
を負いません。

3. 責任の制限
Sushi Sensor App ソフトウェア使用許諾契約書または本条件書の他の責任制限条項
にかかわらず，横河，横河の関係会社およびこれらへの供給者は，OSS に関し，第
三者からのクレーム，権利侵害，不良，データ喪失，直接損害，間接損害，結果損
害，特別損害，懲罰的損害その他の損害について，一切責任を負いません。これら
のクレームや損害について，横河，横河の関係会社または供給者が事前に通知を受
けていた場合も同様です。
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・Okhttp
Okhttp is released under the Apache 2.0 license.
Copyright 2016 Square, Inc.

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as 
defined by Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that 
is granting the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, 
are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of 
this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or 
management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty 
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by 
this License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not 
limited to software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or 
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated 
documentation, and conversions to other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the 
work (an example is provided in the Appendix below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on 
(or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or 
other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 
of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the 
Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is 
intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by 
an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For 



IM 01W06E01-11JA

45	 	 ＜ 8.	ソフトウェアについて＞

the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written 
communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to 
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking 
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing 
and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or 
otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom 
a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the 
Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-
free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly 
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in 
Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-
free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies 
only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed 
by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work 
to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against 
any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or 
a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent 
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall 
terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative 
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, 
provided that You meet the following conditions: 

You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, 
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding 
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works 
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed 
as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
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and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your 
own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an 
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution 
notices cannot be construed as modifying the License. 
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution 
of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in 
this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution 
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under 
the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of 
any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such 
Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, 
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for 
reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the 
content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, 
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, 
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort 
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as 
deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable 
to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential 
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, 
computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if 
such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or 
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of 
support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this 
License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and 
on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree 
to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or 
claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or 
additional liability. 
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END OF TERMS AND CONDITIONS

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at                                                                           

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

・Gson
Gson is released under the Apache 2.0 license.
Copyright 2008 Google Inc.

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as 
defined by Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that 
is granting the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, 
are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of 
this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or 
management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty 
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by 
this License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not 
limited to software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or 
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated 
documentation, and conversions to other media types. 



IM 01W06E01-11JA

48	 	 ＜ 8.	ソフトウェアについて＞

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the 
work (an example is provided in the Appendix below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on 
(or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or 
other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 
of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the 
Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is 
intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by 
an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For 
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written 
communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to 
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking 
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing 
and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or 
otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom 
a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the 
Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-
free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly 
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in 
Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-
free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies 
only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed 
by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work 
to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against 
any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or 
a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent 
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall 
terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative 
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, 
provided that You meet the following conditions: 
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You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, 
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding 
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works 
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed 
as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your 
own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an 
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution 
notices cannot be construed as modifying the License. 
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution 
of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in 
this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution 
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under 
the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of 
any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such 
Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, 
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for 
reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the 
content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, 
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, 
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 
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8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort 
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as 
deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable 
to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential 
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, 
computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if 
such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or 
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of 
support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this 
License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and 
on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree 
to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or 
claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or 
additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at                                                                           

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
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9. 仕様

9.1 標準仕様
■ 無線仕様

通信プロトコル：
LoRaWAN クラス A，AS923 日本仕様
ARIB STD-T108 準拠

通信レート：
250 ～ 5470 bps（LoRa 変調）

無線周波数：
920.6 ～ 928.0 MHz

無線セキュリティ：
AES 128 bit 暗号化

無線出力電力：
最大 7 dBm

アンテナ：
内蔵無指向性アンテナ

■ 電源仕様
電池駆動：

塩化チオニルリチウム電池 1 本（専用品）
定格電圧： 3.6 V
定格容量： 2.4 Ah
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■ 性能仕様
測定：

項目 仕様
振動測定 測定値 加速度（ピーク），速度（RMS）

測定軸 X，Y，Z，3 軸合成
測定可能範囲 *1 加速度：0 ～ 130 m/s2

速度 *2：0 ～ 20 mm/s
測定周波数帯域 10 ～ 1,000 Hz（± 3 dB）
測定精度 ± 10% FS @ 100 Hz (X，Y，Z 軸 )

± 20% FS @ 100 Hz (3 軸合成 )
温度測定 測定値 温度

測定可能範囲 -20 ～ 85 ℃
分解能 0.1 ℃
測定部 台座

*1: 入力された振動のピーク値です。測定周波数帯域と測定可能範囲の関係は，下図を参照してください。
*2: 入力が正弦波のとき，20 mm/s pk は 14 mm/s RMS に相当します。

F090101.ai

速度測定範囲

速
度
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m
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]
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加速度測定範囲
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2 ]
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図  測定可能範囲

電池特性：
以下の条件において一般的に 4 年間動作します *。

・ データ更新周期：1 時間
・ 周囲温度：23℃± 2℃

*： 電池寿命は振動などの環境条件および機器設定によって変わります。

更新周期：
1 分～ 3 日
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■ 機能仕様
出力信号：

LoRaWAN（AS923; 日本仕様）

NFCインタフェース：
NFC フォーラム Type 2 Tag

診断機能：
電池残量，内部温度，無線通信異常，センサオーバーレンジ，センサ故障，メモリ故障

ソフトウェアダウンロード機能：
NFC インタフェースを介して，センサのソフトウェアを更新することが可能です。

■ 設置環境
周囲温度：

動作時：-20 ～ 85 ℃
保管時：  -20 ～ 40 ℃ 

（電池を外した場合は，-20 ～ 85℃）

周囲湿度：
0 ～ 100% RH（結露しないこと）

耐衝撃：
100 G

■ 適合規格
保護等級：

IP66/IP67

工事設計認証（電波法）：
証明規則第 2 条第 1 項第 8 号
認可番号： 006-000614

防爆構造：
本質安全防爆（日本）を申請予定です。

■ 形状・材質
ケース：

強化プラスティック（PBT）

台座：
SUS316

質量：
260 g 

取付：
測定対象へねじ取付け *（六角穴付止めねじ付属）
*:  アクセサリのマグネティックホルダを使用して取付けることもできます。マグネティックホルダを使用

した場合は振動測定周波数帯域が低下します。
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9.2 ソフトウェア仕様
■ Sushi Sensor App

本製品の設定や状態確認等を NFC インタフェース経由で行うためのソフトウェアです。

対応言語：
ソフトウェア： 日本語
マニュアル： 日本語

動作環境：
項目 推奨システム要件

OS Android 5.1.1 以上
CPU Snapdragon 800 または同等品以上
解像度 1280x720 ドット以上
NFC リーダ，ライタ
GPS 任意

9.3 形名およびコード一覧
形名 基本仕様コード 仕様

XS770A*1  ............................................................... 一体形無線振動センサ
--- -A ..................................................... 常に A
使用地域 1 ................................................. 日本仕様
タイプ 00 ......................................... 一般形
--- -A ................................... 常に A
ハウジング 1 ............................... 強化プラスティックおよび SUS316
電源 C ......................... 電池駆動（専用電池内蔵）
--- A .................. 常に A

*1:  取付用の六角穴付止めねじが付属します。

9.4 アクセサリ
品名 部品番号 仕様

マグネティックホルダ F9096DA 取付用マグネット（M6 めねじ）

形名 基本仕様コード 仕様
XS70BT*1  ............................................................... リチウム電池
電池タイプ -A ..................................................... XS770A 標準電池
--- A ................................................ 常に A
数量 -C004 ................................... 4 個

-C012 ................................... 12 個

*1:  XS70BT は SAFT 製電池に電池コネクタを取付けた専用品（形名：LS14500 C5SY）を指定の数量分まとめ
たものです。
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9.5 外形図
● 本体

単位：mm

F090501.ai

NFCインタフェース

取付け用めねじ（M6）

台座
46

46

97

ø30

● マグネティックホルダ 
部品番号: F9096DA

単位：mm
取付け用めねじ（M6）

F090502.ai
ø40

15

● 六角穴付止めねじ（M6）
単位：mm

F090503.ai2:1

12

2:1

3
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説明書　改訂情報
資料名称 : XS770A 一体形無線振動センサ 機能編

資料番号 : IM 01W06E01-11JA

版No. 改訂日付 ページ 訂正・変更箇所
初版 2018 年 3 月 ― 新規発行
2 版 2018 年 5 月 28, 36-38 表 6-1 故障中および閾値異常時のビット変更

表 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 誤記訂正
表 7-7 PER の Description 変更

3 版 2020 年 5 月 10 ハードウェアリセットの記述を追加
4 版 2020 年 9 月 39 Liblzg の使用許諾を修正しました
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