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システム概要 

センサーで取得されたデータをスマートフォン経由でクラウドのサーバーに送信し､Web

画面でグラフ表示､データダウンロード､アラートメールの発報などを行うシステムです｡ 

センサーデータの取得間隔(6 時間毎や 24 時間毎)はセンサーに初期設定された状態で納品

されます｡ 

 

1. Smartphone Gateway アプリケーション 

センサーデータを収集する Android アプリケーション。 

機能一覧 

 

 

1.1. 初期設定 

アプリケーションの初期設定を行います。 

※アプリケーションインストール後、初回起動時のみ 

1.  アプリケーション（smartphone gateway)を起動します。 
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2. ゲートウェイ ID を確認します。 

アプリケーションを初回起動時、ゲートウェイ ID が表示されます。 

「2.3.2 新規登録」で表示されたゲートウェイ ID を登録します。 

※ゲートウェイ ID は、Android 10 以降のスマートフォンでは、端末一意の識別子(IMEI)

ではなく、自動生成された文字列となります。 

 

 

3. QR コードを読み込みます。 

アプリケーションを初回起動時、カメラが起動します。 

「2.3.2 新規登録」、または「2.3.5QR コード再発行」で表示した QR コードを読み込みま

す。 
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4. 設定内容確認 

PAMconnect 予知保全システムで設定した内容が反映されているか確認します。 

 

ステータスを選択します。 
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ID,Name に PAMconnect 予知保全システムで設定した内容を表示していることを確認し

ます。 
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起動・終了 

1.1.1. 起動 

スマートフォンの電源を ON 時に、自動的にアプリケーションが起動し、センサーデータ

を収集します。 

 

手動で起動する場合は、アプリケーション（smartphone gateway)をタップします。 
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1.1.2. 終了 

1. メニューをタップします。 

 

 

2. 終了をタップします。 
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1.2. センサーデータ受信確認 

1. センサーよりデータを受信すると、パケット数が増加します。 

対象センサーのパケット数が増加することでデータ受信を行えていることが確認でき

ます。 
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2. PAMconnect 予知保全システム 

ゲートウェイ、センサーの管理を行う Web アプリケーションサービスです。 

URL やログイン情報等は、別途送付の「回転機器予知保全システム ユーザー情報.docx」

に記載されています。 

 

【推奨ブラウザ】 

・Google Chrome 

 

機能一覧 

 

 

  

No. 大項目 中項目 説明
1 サインイン サインイン 組織ID、ログインID、パスワードによるログイン機能
2 お知らせ お知らせ情報表示機能
3 メール履歴 メール履歴表示機能
4 ドキュメント ドキュメントダウンロード機能
5 検索 登録済みゲートウェイ検索機能

6 新規登録
ゲートウェイの新規登録機能
QRコード発行

7 更新 登録済みゲートウェイ情報編集機能
8 削除 登録済みゲートウェイ削除機能
9 QRコード QRコードの再発行機能

10 センサー一覧 ゲートウェイに紐づけるセンサー選択機能
11 ゲートウェイ更新 ゲートウェイへの変更同期機能
12 検索 登録済みセンサー検索機能
13 新規登録 センサーの新規登録機能
14 更新 登録済みセンサー情報編集機能
15 削除 登録済みセンサー削除機能
16 フィルタリング設定 センサーしきい値設定機能
17 機器情報 センサー機器情報表示と添付資料ダウンロード機能
18 検索 データログ検索機能
19 時間波形ダウンロード CSVダウンロード機能（時間波形計算データ）
20 FFT波形ダウンロード CSVダウンロード機能（FFT波形計算データ）
21 データログ詳細 データログの詳細情報確認
22 検索 ゲートウェイログ検索機能
23 通信ログダウンロード CSVダウンロード機能
24 通信ログ詳細 ゲートウェイログ詳細情報確認機能
25 表示 グラフ表示機能

26 グラフ内のタブ 表示するグラフの項目を変更する（OA値、FFT波形、時間波形）
27 モニターする アラートメールを送信するか選択する機能
28 アラートレポートを送信する アラートレポートを送信するか選択する機能
29 更新 設定したアドレスに更新する機能、空白の場合削除される
30 検索 登録済みユーザー検索機能
31 新規登録 ユーザー新規登録機能
32 更新 登録済みユーザー編集機能
33 削除 登録済みユーザー削除機能
34 パスワード変更 確定 ログインユーザーのパスワード変更機能
35 検索 登録済みセンサー検索機能
36 フィルタリング設定 センサーへのマスターしきい値設定機能
37 マスターモニタリング管理 更新 設定したアドレスに更新する機能、空白の場合削除される
38 ホーム表示管理 更新 お知らせ情報、ドキュメントの更新機能
39 マスターユーザー パスワード変更 確定 ログインユーザー(マスター)のパスワード変更機能

モニタリング管理

ユーザ管理（管理者のみ）

マスターしきい値管理

ホーム

ゲートウェイ管理

センサー管理

測定データダウンロード

通信ログダウンロード

グラフ表示
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2.1. ログイン 

カンパニーID、ログイン ID、パスワードを入力し「ログイン」を押下します。 

ログインに必要なユーザー情報は、別途お送りするユーザ情報をご参照下さい。 

 

 

2.2. ホーム 

ログイン後、画面にはホームが表示されます。 

お知らせ情報、メール履歴、ドキュメントをこちらで確認できます。 
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2.2.1. お知らせ 

お知らせ情報が表示されます。 

 

 

2.2.2. アラートメール履歴 

過去送付された、アラートメールが表示されます。 

・送信日時  ：直近 50 件のアラートメールを、最新のものから降順で表示。 

・メール種別 ：アラートメールの種別を表示。 
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2.2.3. ドキュメントダウンロード 

ドキュメントが表示されます。 

ドキュメント名を押下すると、該当ドキュメントをダウンロードできます。 
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2.3. ゲートウェイ管理 

ゲートウェイ情報を管理します。 

メニューより「ゲートウェイ」、「ゲートウェイ管理」を選択します。 

 

 

2.3.1 検索 

登録済みゲートウェイを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・ゲートウェイ ID    ： 完全一致 

・ゲートウェイ 名称  ： 前方一致 

 

 

2.3.2 新規登録 

ゲートウェイを新規登録します。 
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1. 「新規登録」を押下します。 

 

 

2. ゲートウェイ ID、ゲートウェイ 名称を入力し、「登録」を押下します。 

ゲートウェイ ID       ： ゲートウェイ ID を設定します。 

ゲートウェイ 名称    ： ゲートウェイの名称を設定します。（ユーザー任意の名称） 

ゲートウェイ接続監視メール ： 死活監視の有効／無効を選択します。 

 

 

3. 表示された QR コードをゲートウェイで読み取り登録は完了となります。 

「1.1 初期設定」を参照。 

  ※QR コードの読み取りは、後で実施することも可能です。 

 ※QR コードの有効期限は 1 日です。 

  ※1 度使用した QR コードは使用不可となります。 

  QR コードが必要な場合は、再度発行をしてください。 

  「2.3.5QR コード再発行」を参照。 
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2.3.3 変更 

登録済みゲートウェイ情報を変更します。 

 

1. 「検索」を押下し、変更対象のゲートウェイを検索します。 

 

 

2. 変更対象のゲートウェイ ID を選択します。 
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3. ゲートウェイ情報を変更後、「更新」を押下します。 

 

 

2.3.4 削除 

登録済みゲートウェイを削除します。 

 

1. 「検索」を押下し、削除対象のゲートウェイを検索します。 
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2. 削除対象のゲートウェイ ID を選択します。 

 

 

3. 「削除」を押下します。 

 

 

確認画面が表示され、OK を押下すると削除されます。 
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2.3.5 QRコード再発行 

ゲートウェイ初期設定用 QR コードを再発行します。 

 

1. 「検索」を押下し、対象のゲートウェイを検索します。 

 

 

2. 対象のゲートウェイ ID を選択します。 
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3. 「QR コード」を押下します。 
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2.3.6 ゲートウェイ - センサー関連設定 

 

ゲートウェイとセンサーの関連付けを設定します。 

ゲートウェイは本設定で関連付けられたセンサーデータをフィルタリングし、クラウドへ

送信します。 

※「2.4.2 新規登録」でのセンサーの新規登録を行った後に設定を行って下さい。 

 

1. 「検索」を押下し、変更対象のゲートウェイを検索します。 

 

 

2. 対象ゲートウェイ ID の「設定」を選択します。 
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3. ゲートウェイでデータを収集する対象のセンサーを設定します。 

 

 

A) センサーの追加 

(ア) 「センサー追加」を押下します。 
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(イ) 「検索」押下し、追加対象のセンサーを検索します。 

2.4 センサー管理で登録したセンサーが検索できます。 

 

 

(ウ) 追加対象のセンサーを選択し、「登録」を押下します。 
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B) センサーの削除 

(ア) 削除対象のセンサーを選択し、「削除」を押下します。 

 

 

 

4. 「登録」を押下し、3 で設定した内容を確定します。 

※本操作にて、PAMconnect 予知保全システムに設定が反映されます。 

また、本設定をゲートウェイへ反映するためには、「2.3.7 ゲートウェイへ設定の反映」を実

施する必要があります。 
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2.3.7 ゲートウェイへ設定の反映 

 

PAMconnect 予知保全システムで設定した内容を、ゲートウェイへ反映します。 

 

1. 「検索」を押下し、対象のゲートウェイを検索します。 

 

 

2. 「ゲートウェイ更新」を押下します。 
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2.4 センサー管理 

センサー情報を管理します。 

メニューより「センサー」、「センサー管理」を選択します。 

 

 

2.4.1 検索 

登録済みセンサーを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・センサーID   ： 完全一致 

・センサー 名称： 前方一致 
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2.4.2 新規登録 

センサーを新規登録します。 

 

1. 「新規登録」を押下します。 

 

 

2. センサーID、センサー 名称、センサー種別、機器情報、機器写真、添付資料１～５を

入力し、「登録」を押下します。 

センサーID     ： センサー一意の識別子を設定します。 

・センサーの通信方式が BLE の場合は、Mac アドレス 

センサー 名称  ： センサーの名称を設定します。（ユーザー任意の名称） 

センサー種別   ： 「DSPC Vibnexus」を選択します。 

工場名称       ：センサーの設置工場を設定します。（任意） 

設備名称       ：センサーの設置設備名称を設定します。（任意） 

機器名称       ：センサーの設置機器名称を設定します。（任意） 

機器番号       ：センサーの設置機器番号を設定します。（任意） 

測定箇所       ：センサーの測定箇所を設定します。（任意） 

機器写真または図：センサーの機器写真・図を設定します。（任意） 

    ※ファイルは「参照」ボタンから選択、 

選択内容を取り消す場合は「取消」ボタンを押下します。 

 

添付資料１～５  ：センサーに関する添付資料を設定します。（任意） 

 ※ファイルは「参照」ボタンから選択、選択内容を取り消す場合は「取消」ボタンを押

下します。 
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2.4.3 変更 

登録済みセンサー情報を変更します。 

 

1. 「検索」を押下し、変更対象のセンサーを検索します。 

 

 

2. 変更対象のセンサーID を選択します。 
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3. センサー 名称、センサー種別、機器情報、機器写真、添付資料１～５を変更後、「更新」

を押下します。 
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 ※「機器写真または図」「添付資料１～５」について。 

  「2.3.2 新規登録」にて登録したファイル名は各入力フォーム上に表示されます。 

  旧資料を削除したい場合は、削除に☑をして更新します。 

設定資料を上書きしたい場合は、入力欄に新資料を設定して更新します。 

 

 

2.4.4 削除 

登録済みセンサーを削除します。 

 

1. 「検索」を押下し、削除対象のセンサーを検索します。 

 

  

登録資料を削除 

登録資料を更新 

※「旧添付資料１.pdf」は削除され、「新添付資料１.pdf」が登録されます。 
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2. 削除対象のセンサーID を選択します。 
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3. 「削除」を押下します。 
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確認画面が表示され、OK を押下するとセンサーが削除されます。 

 

 

2.4.5 しきい値設定 

センサーデータのしきい値を設定し､値を超えた(下回った）時にアラートメールを送信し

ます。 

 

1. フィルタリングの概要 

 

 

しきい値 

範囲:しきい値判定に使う周波数幅 

範囲内しきい値超過回数: 

範囲内で､しきい値に掛かった

回数のカウント 
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2. センサーにしきい値を設定するには「検索」を押下し、設定対象のセンサーを検索しま

す。 

 

 

3. 対象の設定を選択します。 

 

 

※ 検索結果の「判定」列はしきい値設定で登録したしきい値と測定データのチェック結

果です。 

OA 値、温度、バッテリー電圧、加速度 FFT 範囲１～３各項目のしきい値チェック結

果が、全てしきい値内の場合は「良好」、一項目でもしきい値超過があれば「注意」、しきい

値チェックを行っていない場合は「 - 」を表示します。 
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4. 値を設定した後、「登録」を押下します。 

 

 

チェックボックスにチェックがあるものをしきい値チェックの判断に使用します。 

各テキストボックスにしきい値を設定しても、チェックボックスにチェックがない項目は

値が設定されません。 

 

アラートメールを送信する場合には「2.8.1 アラート設定」を設定して下さい。 
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5. しきい値設定項目の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラート判断条件 

FFTのしきい値を設定する際に必須｡ 

下記３つの条件が全て満たされた時にのみアラートメールが発報される｡ 

FFT 

しきい値参照回

数 

･最新を含む過去データのうち、何回分の測定データで判定するのかの設定。 

(例) 1を設定した場合、最新の測定データのみで判断。 

2を設定した場合、最新＋直前のデータから判断｡ 

範囲内しきい値超

過回数 

･FFT1～3 で設定した各周波数範囲内において、 設定したしきい値を何箇所

超えた時に判定するのかの設定｡ 

アラート送信条件

適用回数 

･上記、範囲内しきい値超過回数の条件を満たした範囲が合計何個あるかの設

定。 
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しきい値項 目 

[OA 値] 振動変位 

 Peak to Peak 

･OA値、振動変位ピーク toピーク値のしきい値。 

[OA 値] 振動速度 

 RMS 

･OA値、振動速度の実効値しきい値。 

[OA 値] 振動加速度 

 RMS 

･OA値、振動加速度の実効値しきい値。 

[OA 値] 振動加速度 

 Peak 

･OA値、振動加速度のピークしきい値。 

[OA 値] 振動加速度 

 C.F. 

･OA値、振動加速度の波高率しきい値。 

温度 ･最新データでの温度のしきい値｡ 

加速度 FFT 範囲 1~3 ･FFTの計算結果のしきい値｡ 

･測定する周波数の範囲を 3 種類設定可能（重複禁止） 

バッテリー電圧 ･最新データでのセンサーのバッテリー電圧のしきい値｡ 

･しきい値を下回った場合にアラートメール発報｡ 

※OA 値、温度、バッテリー電圧の 3 項目に関しては、設定されたしきい値以上（または以下）の値を検知した時点

でそれぞれアラートメールを発報します。 
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設定 

項目 

判定に適用

するデータ 

最新の受

信データ

のみ 

直前の 

受信デー

タも適用 

3 つ前の 

受信デー

タも適用 

判定 設定単位 

ア ラ ー ト

判断条件 

しきい値参照回数 1 2 3 - 回数 

範囲内しきい値超過回数 1 以上 1 以上 1 以上 - 回数 

アラート送信条件適用回数 MAX1 MAX2 MAX3 - 回数 

しきい値 

項目 

[OA 値] 振動変位 

Peak to Peak 
○ ✕ ✕ Over mm 

[OA 値] 振動速度 RMS ○ ✕ ✕ Over mm/s 

[OA 値] 振動加速度 RMS ○ ✕ ✕ Over m/s2 

[OA 値] 振動加速度 Peak ○ ✕ ✕ Over m/s2 

[OA 値] 振動加速度 C.F. ○ ✕ ✕ Over - 

温度 ○ ✕ ✕ Over ℃ 

加速度 FFT

範囲 1~3 

しきい値 
○ 

Over m/s2 

範囲 範囲内 Hz 

バッテリー電圧 ○ ✕ ✕ Under ボルト(V) 

 

■しきい値設定例 1 

・しきい値参照回数 [1] / 範囲内しきい値超過回数 [1] / アラート送信条件適用回数 [1] 

・加速度 FFT 範囲１ 範囲[50]Hz ～ [100]Hz  / Over [0.005] 
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上記グラフでは最新データ(しきい値参照回数  [1])から判断し、周波数範囲([50]Hz～

[100]Hz)内でしきい値([0.005])を超えた値が１か所以上(範囲内しきい値超過回数 [1])あり、 

その合計回数が１回以上(アラート送信条件適用回数 [1])の条件を満たしているため､アラ

ートメールが送信される。  

50Hz 100Hz 

範囲内で 2箇所しきい値超え 
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■しきい値設定例 2 

・しきい値参照回数 [2] / 範囲内しきい値超過回数 [2] / アラート送信条件適用回数 [2] 

・加速度 FFT 範囲１ 範囲[50]Hz ～ [100]Hz  / Over [0.005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50Hz 100Hz 50Hz 100Hz 

直前データ（2019/11/01 11:00:00.000) 最新データ（2019/11/01 12:00:00.000) 

範囲内で 2箇所しきい値超え 

範囲内で 2箇所しきい値超え 
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上記グラフでは最新データ+直前のデータ(しきい値参照回数 [2])から判断し、周波数範囲

([50]Hz～[100]Hz)で、しきい値([0.005])を超えた値が 2 か所以上(範囲内しきい値超過回数

[2])あり、その合計回数が 2 回以上(アラート送信条件適用回数 [2])の条件を満たしている

ためアラートメールが送信される。 

 

■しきい値設定例 3 

・しきい値参照回数  [2] / 範囲内しきい値超過回数[2] / アラート送信条件適用回数 [2] 

・加速度 FFT 範囲１ 範囲[50]Hz ～ [100]Hz  / Over [0.005] 
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上記グラフでは最新データ+直前のデータ(しきい値参照回数 [2])から判断し、周波数範囲

([50]Hz～[100]Hz)で、しきい値([0.005])を超えた値が 2か所以上(範囲内しきい値超過回

数 [2])の設定だが､その条件を満たしたのは最新データの 1 つのみのため、その合計回数

が 2回以上(アラート送信条件適用回数 [2])の条件を満たさず､アラートメールは送信され

ない。 

  

50Hz 100Hz 

直前データ（2019/11/01 11:00:00.000) 

50Hz 100Hz 

最新データ（2019/11/01 12:00:00.000) 

範囲内で 1箇所しきい値超え 

範囲内で 2箇所しきい値超え 
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2.4.6 機器情報の表示 

 

対象センサーの設置機器情報を表示します。 

 

1. 「検索」を押下し、機器情報を表示したいセンサーを検索します。 

 

 

2. 対象センサーの「詳細」を選択します。 
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3. 対象センサーの機器情報が表示されます。 

※表示される内容は「2.4.2 新規登録」、「2.4.3 変更」で登録・編集したものになります。 

 

  

機器写真または図 
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4. 添付資料をダウンロードする場合、対象のファイル名を押下します。 

ブラウザよりダウンロードしたファイルが通知されます。 
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2.5 測定データ一覧 

センサーで収集したデータの確認を行います。 

メニューより「ダウンロード」→「測定データダウンロード」、「測定データ」を選択します。 

 

 

2.5.1 検索・詳細 

収集したデータを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・センサーID   ： 完全一致 

・センサー 名称 ： 前方一致 

・検索開始日時    ： データ検索期間(開始)  

・検索終了日時     ： データ検索期間(終了)  
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2. 詳細を確認したいデータの時刻を選択します。 

 

 

選択したログの詳細が表示されます。 
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2.5.2 ダウンロード 

A) 時間波形ダウンロード 

収集したセンサーデータから時間波形を計算し、CSV 形式でダウンロードします。 

(ア) 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・センサーID   ： 完全一致 

・センサー 名称： 前方一致 

・検索開始日時    ： データ検索期間(開始)  

・検索終了日時     ： データ検索期間(終了)  
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(イ) 「時間波形ダウンロード」を押下します。 

検索結果を取得した時間ごとに時間波形を取得し、 

その結果を CSV ファイルでダウンロードします。 

ブラウザよりダウンロードしたファイルが通知されます。 

※ダウンロードの前に検索が必要となります。 

 

 

時間波形 CSV 出力例 
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B) FFT 波形ダウンロード 

収集したセンサーデータから FFT 波形を計算し、CSV 形式でダウンロードします。 

 

(ア) 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・センサー ID   ： 完全一致 

・センサー 名称 ： 前方一致 

・検索開始日時    ： データ検索期間(開始)  

・検索終了日時     ： データ検索期間(終了)  
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(イ) 「FFT 波形ダウンロード」を押下します。 

検索結果を取得時間ごとに FFT 波形を計算し、 

その結果を CSV ファイルでダウンロードします。 

ブラウザよりダウンロードしたファイルが通知されます。 

※ダウンロードの前に検索が必要となります。 

 

 

FFT 波形 CSV出力例 



回転機器予知保全システム マニュアル 

 56 / 86 
大平洋機工株式会社 

 

2.5.3 APIによるセンサーデータ取得 

収集したセンサーデータの取得が可能です。 

取得手順については、別途添付の「回転機器予知保全システム_API によるセンサーデータ

取得手順.docx」に記載されています。 

URL やログイン情報等は、別途送付の「回転機器予知保全システム ユーザー情報.docx」

に記載されています。 

 

2.6 通信ログ一覧 

ゲートウェイのログ履歴を表示します。 

メニューより「ダウンロード」→「通信ログダウンロード」、「通信ログ」を選択します。 

 

 

2.6.1 検索・詳細 

収集したデータを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・ゲートウェイ ID   ： 完全一致 

・検索開始日時    ： データ検索期間(開始)  

・検索終了日時    ： データ検索期間(終了)  
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2. 詳細を確認したいデータの時刻を選択します。 
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2.6.2 ダウンロード 

収集したログデータを CSV 形式でダウンロードします。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・ゲートウェイ ID ： 完全一致 

・検索開始日時     ： データ検索期間(開始)  

・検索終了日時     ： データ検索期間(終了)  
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(ア) 「通信ログダウンロード」を押下します。 

検索結果を CSV ファイルでダウンロードします。ブラウザよりダウンロード

したファイルが通知されます。 

※ダウンロードの前に検索が必要となります。 
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2.7 グラフ 

収集したセンサーデータをグラフ表示します。 

メニューより「グラフ」、「グラフ表示」を選択します。 

 

 

2.7.1 グラフ表示 

2. タブを押下します。 

【グラフ】 

・OA 値  ：指定したデータ検索期間の OA グラフ 

・FFT 波形 ：指定したデータ検索期間の FFT グラフ 

・時間波形 ：指定したデータ検索期間の加速度グラフ 

 

3. 「表示」を押下します。 

【検索条件】 

・ゲートウェイ ：完全一致 ※プルダウン（ゲートウェイ ID：ゲートウェイ名称）で設

定 

・センサー ：完全一致 ※プルダウン（センサーID：センサー名称）で設定 

・検索開始日時 ：データ検索期間(開始) ※業務では未使用 

・検索終了日時 ：データ検索期間(終了)  

・表示単位 ：データ検索単位 
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※表示単位は FFT 波形、OA 値タブで使用する検索条件です 

選択肢 検索期間 表示単位 備考 

最新 検索終了日時よ

り 

過去 6 カ月分 

― 直近 30 件の測定値を表示します。 

 

 

 

日毎 検索終了日時よ

り 

過去 1 カ月分 

日単位 毎日の測定値を測定時間帯（±7 時間 59 分）

ごとに表示します。 

同じ時間帯に複数回測定した場合、測定時間

により近い 1 件をその日の測定値として表

示します。 

測定時間帯に測定が無い場合は、日付のみ表

示してスキップします。 

週毎 検索終了日時よ

り 

過去 1 年分 

週単位 毎週 月曜日の測定値を測定時間帯（±7 時間

59 分）ごとに表示します。 

同じ時間帯に複数回測定した場合、測定時間

により近い 1 件をその週の測定値として表

示します。 

測定時間帯に測定が無い場合は、日付のみ表

示してスキップします。 

月毎 検索終了日時よ

り 

過去 5 年分 

月単位 毎月 第 3 月曜日の測定値を測定時間帯（±

7 時間 59 分）ごとに表示します。 

同じ時間帯に複数回測定した場合、測定時間

により近い 1 件をその月の測定値として表

示します。 

測定時間帯に測定が無い場合は、日付のみ表

示してスキップします。 
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※FFT 波形タブ 検索結果例 

上グラフは最新の FFT 測定データを表示します。 
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上グラフで選択したポイントの過去履歴を下グラフに表示します。 

 

  

ポイントを選択 

選択したポイントの 

過去履歴が表示される 
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※OA 値タブ 検索結果例 

 

表 

グラフ 

A B 

C D 

E F 
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エリア 番号 概要 

表 ― 検索期間の内、最新測定データとしきい値チェック結果を表示しま

す。 

 しきい値：該当データ取得時点のしきい値。 

（センサー管理画面で設定したしきい値） 

 測定値 ：測定データ。 

 判定  ：しきい値チェック結果。 

      - ：チェック未実施、良好：しきい値内、 

      注意：しきい値超過 

グラフ A 1 回分の測定データから温度の測定値を取得し、検索期間分グラフ表

示します。 

グラフ名：温度測定値 

内容  ： X 軸 測定日時、Y 軸 温度 

B 1 回分の測定データから加速度の実効値(2 乗平均平方根)を算出し、

検索期間分グラフ表示します。 

グラフ名：振動加速度 RMS 

内容  ： X 軸測定日時、Y 軸 加速度 

C 1 回分の測定データから加速度の最大値を算出し、検索期間分グラフ

表示します。 

グラフ名：振動加速度 Peak 

内容  ： X 軸 測定日時、Y 軸 加速度 

D 1 回分の測定データから加速度の波高率(最大加速度÷実効値)を算出

し、検索期間分グラフ表示します。 

グラフ名：振動加速度 C. F. 

内容  ： X 軸 測定日時、Y 軸 加速度波高率 

E 1 回分の測定データから速度の実効値(2 乗平均平方根)を算出し、検

索期間分グラフ表示します。 

グラフ名：振動速度 RMS 

内容  ： X 軸 測定日時、Y 軸 速度 

F 1 回分の測定データから変位の実効値(2 乗平均平方根)を算出し、検

索期間分グラフ表示します。なお、変位は Peak to Peak になりま

す。 

グラフ名： 振動変位 Peak to Peak 

内容  ： X 軸 測定日時、Y 軸 変位 
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2.7.2 CSVダウンロード 

収集したセンサーデータから OA 値を計算し、複数の CSV ファイルをまとめた Zip ファ

イルをダウンロードします。 

メニューより「ダウンロード」→「OA 値ダウンロード」、「OA 値」を選択します。 

 

 

1. 「OA 値」タブを押下します。 

 

 

2. 「表示」を押下します。 

【検索条件】 

・ゲートウェイ ：完全一致 ※プルダウン（ゲートウェイ ID：ゲートウェイ名称）で設

定 

・センサー ：完全一致 ※プルダウン（センサー ID：センサー名称）で設定 

・検索開始日時 ：データ検索期間(開始) ※業務では未使用 

・検索終了日時 ：データ検索期間(終了)  

・表示単位 ：データ検索単位 

  



回転機器予知保全システム マニュアル 

 69 / 86 
大平洋機工株式会社 

 

3. 「OA ダウンロード」を押下します。 

検索結果を Zip ファイルでダウンロードします。ダウンロードした Zip ファイルが解凍さ

れ、エクスプローラーが表示されます。 

 

※ダウンロードの前に検索が必要となります。 
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2.8 アラートメール管理 

アラートメールの設定を行います。 

メニューより「システム」→「アラートメール管理」、「アラートメール管理」を選択します。 

 

 

2.8.1 アラート設定 

アラートメール送信の On／Off、通知先メールアドレスの設定を行います。 

 

1. 「モニターする」、「アラートレポートを送信する」、「アラート送信先メールアドレス」

を設定し、「更新」を押下します。 

 

モニターする   ： チェックあり：メール送信 On／チェックなし：メール送信 Off 

アラートレポートを送信する ： 

チェックあり：メール送信 On／チェックなし：メール送信 Off 

アラート送信先メールアドレス  ： アラート通知先メールアドレスを設定します。 

 

※フィルタリング設定で設定したしきい値が判断対象となります 

※メールアドレスを複数設定する場合、「メールアドレス追加」を押下することで入力欄が

増えます 

2.8.2 アラートメール内容 

設定したしきい値を超えた場合に送信されるアラートメールは以下の内容で送信されます。 
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下記 3 種類のメールが別々に送信されます。 

■OA 値 

■温度、バッテリー電圧 

■FFT 

（例）1 項目のみしきい値を超えた場合 

 

  

カンパニーID : C00001

しきい値を超えた値を検知しました。

ゲートウェイ ID : TestGW1

ゲートウェイ名称 : テストゲートウェイ1

センサー ID : 00:00:00:00:00:01

センサー名称 : テストセンサー1

アラート判断条件 : しきい値参照回数 1 回 / 範囲内しきい値超過回数 1 回 / アラート送信条件適用回数 1 回 

しきい値を超えた値 : FFT1

設定しきい値 : [0.0]Hz～[100.0]Hz  0.0

実測値 : 1.38100541752251

周波数 : 0.0

測定時刻 : 2021/03/23 06:17:00.336
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（例）複数項目しきい値を超えた場合 

 

 

2.8.3 アラートレポート内容 

週次で前の週に送信されたアラートメール一覧をアラートレポートとして送信します。 

下記項目がレポートとしてメールに記載されます。 

■送信日時 

■メール種別 

（例）アラートレポートの送信内容 

 

  

カンパニーID : C00001

しきい値を超えた値を検知しました。

ゲートウェイ ID : TestGW1

ゲートウェイ名称 : テストゲートウェイ1

センサー ID : 00:00:00:00:00:01

センサー名称 : テストセンサー1

アラート判断条件 : しきい値参照回数 1 回 / 範囲内しきい値超過回数 1 回 / アラート送信条件適用回数 1 回 

しきい値を超えた値 : FFT1

設定しきい値 : [0.0]Hz～[100.0]Hz  0.0

実測値 : 1.38100541752251

周波数 : 0.0

測定時刻 : 2021/03/23 06:17:00.336

しきい値を超えた値 : FFT1

設定しきい値 : [0.0]Hz～[100.0]Hz  0.0

実測値 : 0.02625183699987655

周波数 : 12.5

測定時刻 : 2021/03/23 06:17:00.336

カンパニーID : C00001

集計期間 ： [2021/03/15 00:00]～[2021/03/21 23:59]

アラート件数 ： 3件

送信日時 ： 2021/03/17 21:12:05

メール種別 ： 死活監視チェック

送信日時 ： 2021/03/19 21:18:41

メール種別 ： しきい値チェック

送信日時 ： 2021/03/19 21:18:43

メール種別 ： しきい値チェック
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2.9 ユーザー管理 

ユーザー情報を管理します。 

メニューより「ユーザー」→「ユーザー管理」、「ユーザー管理」を選択します。 

 

 

2.9.1 検索 

登録済みユーザーを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・ユーザー ID   ： 完全一致 

・ユーザー名称 ： 前方一致 
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2.9.2 新規登録 

ユーザーを新規登録します。 

 

1. 「新規登録」を押下します。 
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2. ユーザーID、ユーザー名称、パスワード、パスワード(確認)、権限を入力し、「登録」を

押下します。 

ユーザー ID ： ユーザーの一意の識別子を設定します。（ユーザー任意の ID） 

ユーザー名称 ： ユーザー名称を設定します。（ユーザー任意の名称） 

パスワード   ：  PAMconnect 予知保全システムへログインするためのパスワードを

設定します。 

パスワード(確認) ：  確認のため、再度パスワードを入力します。 

権限      ：  権限を選択します。”USER”権限のユーザはユーザ管理を使用する

ことはできません。 

 

2.9.3 変更 

登録済みユーザー情報を変更します。 

 

1. 「検索」を押下し、変更対象のユーザーを検索します。 
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2. 変更対象のユーザーID を選択します。 

 

 

3. ユーザー情報を変更後、「更新」を押下します。 

※パスワードを変更しない場合は、パスワードは空欄とします。 
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2.9.4 削除 

登録済みユーザーを削除します。 

 

1. 「検索」を押下し、削除対象のユーザーを検索します。 

 

 

2. 削除対象のユーザーID を選択します。 
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3. 「削除」を押下します。 

 

 

確認画面が表示され、OK を押下すると削除されます。 

この際、削除されるデータの権限が最後の ADMIN だった場合、削除されません。 

 

  



回転機器予知保全システム マニュアル 

 79 / 86 
大平洋機工株式会社 

 

2.10 パスワード変更 

パスワードを変更します。 

メニューより「ユーザー」→「パスワード変更」、「パスワード変更」を選択します。 

 

 

2.10.1 パスワード変更 

ログイン中のユーザーのパスワードを変更します。 

 

1. 「旧パスワード」、「新パスワード」、「新パスワード(確認)」を設定し、「確定」を押下し

ます。 

旧パスワード      ：  現在のパスワードを設定します。 

新パスワード      ： 新パスワードを設定します。 

新パスワード(確認) ： 確認のため、再度新パスワードを入力します。 
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2.11  マスターしきい値管理 （※Master権限ユーザー限定） 

マスターしきい値を設定します。 

メニューより「システム」→「マスターしきい値管理」、「マスターしきい値管理」を選択し

ます。 

 

 

2.11.1 検索 

登録済みセンサーを検索します。 

 

1. 「検索」を押下します。 

【検索条件】 

・カンパニーID  ： プルダウンで選択 

・センサーID   ： 完全一致 

・センサー 名称  ： 前方一致 

 

  



回転機器予知保全システム マニュアル 

 81 / 86 
大平洋機工株式会社 

 

2.11.2 マスターしきい値設定 

センサーデータのマスターしきい値を設定し､値を超えた(下回った）時にアラートメール

を送信します。 

  

1. 「検索」を押下し、設定対象のセンサーを検索します。 

 

 

2. 対象の設定を選択します。 
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3. 値を設定した後、「更新」を押下します。 

 

 

チェックボックスにチェックがあるものをフィルタリングの判断に使用します。 

各テキストボックスにしきい値を設定しても、チェックボックスにチェックがない項目は

値が設定されません。 

 

しきい値項目の説明については「2.4.5 しきい値設定」を参照ください。 

 

アラートメール送付先アドレスは「2.12.1 アラート設定」にて設定して下さい。 
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2.12  マスターモニタリング管理（※Master権限ユーザー限定） 

アラートメールの設定を行います。 

メニューより「システム」→「マスターアラートメール管理」、「マスターアラートメール管

理」を選択します。 

 

 

2.12.1 アラート設定 

通知先マスターメールアドレスの設定を行います。 

 

1. 「アラート送信先メールアドレス」を設定し、「更新」を押下します。 

 

 

※メールアドレスを複数設定する場合、「メールアドレス追加」を押下することで入力欄が

増えます。 
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2.12.2 アラートメール内容 

設定したマスターしきい値を超えた場合に送信されるアラートメールは以下の内容で送信

されます。下記 3 種類のメールが別々に送信されます。 

■OA 値 

■温度、バッテリー電圧 

■FFT 

 

※アラートメールの内容は「2.8.2 アラートメール内容」と同様です。 

 

2.13  ホーム表示管理（※Master権限ユーザー限定） 

ホーム表示内容の設定を行います。 

メニューより「システム」→「ホーム表示管理」、「ホーム表示管理」を選択します。 

 

 

2.13.1 ホーム表示内容設定 

ホームに表示するお知らせ情報とドキュメントの設定を行います。 

 

1. 「お知らせ」、「ドキュメント」を設定し、「更新」を押下します。 
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設定済みのドキュメントを削除したい場合は、削除に☑をして更新します 

ドキュメントを差し替えたい場合は、入力欄に新資料を設定して更新します。 

 

 

 

※ドキュメントは「参照」ボタンから選択、選択内容を取り消す場合は「取消」ボタンを押

下します。 

※ドキュメントを複数設定する場合、「ファイル追加」を押下することで入力欄が増えます。 

※設定ドキュメントは No 順にホーム画面で表示されます。 

 

2. 更新完了メッセージが表示され、「OK」を押下するとホーム表示管理画面が 

更新された状態で再表示されます。 

 

  

ドキュメントを削除 

登録ドキュメントを更新 

※「ドキュメント 2.pdf」は削除され、「ドキュメント 3.pdf」が登録されます。 
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3. 付録 

A) バッチ機能について 

PAMconnect 予知保全システムにおけるバッチ機能を下記に記載します。 

 

(ア) センサーデータ取込 

センサーデータをデータベースに取り込みます。 

実行周期：3 分毎 

 

(イ) ゲートウェイ死活監視 

ゲートウェイがネットワークに接続されているかを監視し、ゲートウェイか

ら 2 時間応答がない場合、アラートメールを送信します。 

実行周期：3 分毎 

 

(ウ) しきい値チェック、OA 値計算 

しきい値を超えている（下回っている）センサーデータがないかチェックし、

該当する場合アラートメールを送信します。また、OA 値を計算し、データベ

ースに登録します。 

実行周期：20 分毎 

 

(エ) アラートレポート送信 

先週送信されたアラート件数をメール送信します。 

実行周期：毎週月曜 8 時 

 

以上 


