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DAQLOGGERを中心とするPCソフトウェア群
DAQLOGGER-focused PC Software Group

レコーダ製品をサポートするPC用パッケージソフトウェアDAQ32 Plus, DAQLOGGER, DAQEXPLORER

などを，これまで順次開発してきた。これらのパッケージソフトウェアは導入が簡単で安価である反面，ユー

ザ毎に異なる要求に対するソリューションを必ずしも提案できない場合が多くなってきた。これらのパッケー

ジソフトウェアをキーパーツとして捉え，ネットワークを前提としたフレキシブルなソリューションツールと

してのパッケージソフトウェア群を，新たに構築した。

本ソフトウェア群は，測定データのみならず各種測定チャネルの情報や表示関連情報など情報交換のために

強化されたソフトウェア間通信を用いることで，ソフトウェアの高度な連携を可能にし，パッケージソフトウェ

アの利点を活かしつつ，ソフトウェアの組み合わせによるソリューション提案が可能になっている。
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We have developed software packages such as DAQ32 Plus/DAQLOGGER/DAQEXPLORER to

support recorder products. These software packages are low price and easy for installation, however,

they cannot always provide users solutions for diverse demand from respective users. Focusing on

these software packages as key components, we have newly developed a flexible software set for the

network-based solutions.

This software set is able to implement the sophisticated combination of software components by

using the enhanced communication among software components, which is for exchanging the

information of measured values display and measurement channels.  Moreover, utilizing the features

of existing software packages, the software set is able to supply solutions by combination of software

components with minimum modification.

1. は  じ  め  に

当社では，ネットワーク接続が可能なデータアクイジ

ション機器としてDARWINシリーズ（DA100/DC100/

DR130, 230, 240）を，工業用レコーダの新機軸として

DAQSTATION DXシリーズを，計測用レコーダとして

MobileCorder MVを，さらに，工業用レコーダにPID制

御機能を搭載した新製品DAQSTATION CXシリーズを

順次発売してきた。これらの機器は単にネットワーク接

続が可能と言うだけではなく，ネットワークを前提とし

た様々な機能を積極的に装備し，ペーパーレスと言う

キーワードとともに，ネットワークによる便利さをア

ピールしてきた。

これらの機器と接続し，動作するPCソフトウェアは，

機器設定における使い勝手向上や機器が収集したデータ

の処理効率アップだけではなく，ハードウェアとの組み

合わせによるソリューション提供幅の拡大という観点か

らも，その重要性がますます高まってきている。

ところで，多様化するユーザニーズ対し，現在のPCソ

フトウェアは機器専用に作られているため，個々の客先

によって異なるソリューションを提供することができな

いケースが増加しつつある。

そこで，今回これらのパッケージソフトウェアと接続

して応用範囲を広くする，AddOnソフトウェア（Addシ

リーズ）を開発した。さらに，パッケージソフトウェアへ

異機種（ここで言う異機種とはパッケージソフトウェアが

直接サポートしない機器）のデータを供給する，Gateソ

フトウェア（Gateシリーズ）も開発した。

ここでは，DAQLOGGERを中心に，AddOnソフトウェ

アおよびGateソフトウェアに関して述べていく。
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図１　 システム構成例

2. 開  発  目  標

ここでは，本ソフトウェア群を開発していく上で基本

とした目標について述べる。

従来，前述したレコーダは専用パッケージソフトウェ

アにより，機器設定，データモニタリング，データ収集，

データ再表示/データ後処理などを行えるようにするこ

とで，機器との組み合わせにより，使い勝手の向上や機

能の追加を行ってきた。パッケージソフトウェアの利点

は，

（1）SCADAなどのシステム構築ツールに比べ，セット

アップ項目が少ない上に開発作業が不要なことから，

使用を開始するまでに必要な時間が短時間で済む。

（2）特注ソフトや自作ソフトウェアに比べ非常に安価で

ある。

（3）機能がある程度限定されているため，営業や代理店

が扱いやすい。

などが挙げられる。しかし，多くのソリューションへ

答えるために，各パッケージソフトウェアの機能アップ

を図った場合，

（a）機能が多くなりすぎて，使い勝手が悪化する。

（b）プログラムサイズが大きく複雑になり，実行速度が

低下するとともに，不具合発生の可能性が増大する。

（c）同様の機能を複数のパッケージへ実装するため，機

能実現のために必要な期間が長くなる。

などの問題が発生する。このようなジレンマを解決す

るために，本ソフトウェア群開発の目標として，｢パッ

ケージソフトウェアの良さを維持しつつ，ソリューショ

ン提供幅を広げるソフトウェア群の展開｣と言う目標が導

き出された。この目標に従い，既存のパッケージソフト

ウェアの機能はそのままにしておくと同時に，これらの

ソフトウェアの周りに様々な機能のソフトウェアを開発

した。

3. PCソフトウェア群の構成と機能

図1に，DAQLOGGERを中心として構築された代表的

なシステム構成を示す。図に示すように，本ソフトウェ

ア群は3つの部分で構成される。

最上位に位置する A d d O n ソフトウェア層は，

DAQLOGGERなど基本ソフトウェアにはない機能を追

加するためのソフトウェアで構成され，必要に応じて

ユーザが追加できるような仕組みになっている。この層

に属するソフトウェア群をAddシリーズと呼んでいる。

DAQLOGGERが位置する基本ソフトウェア層は，既

存のパッケージソフトウェアで構成される。これら基本

ソフトウェア群は，これまで通りハードウェアとの連携

にて機能を実現し，その範囲のソリューションで解決で

きるユーザはこのソフトウェアのみを購入し，使用する

ことができる。また，購入後に機能追加する場合には，前

述のAddシリーズソフトウェアのうち必要なものを購入

し，全体での機能アップが可能になっている。

最下位に位置するGateソフトウェア層は，異機種から

のデータを上位のソフトウェア群へ供給する役割を果た

す，ドライバのような働きをするソフトウェアで構成さ

れる。基本ソフトウェアで直接サポートされていない機

器を扱いたい場合に，このGateソフトウェア群を使用する。

3.1 各ソフトウェア層間の通信

各層間の通信は，TCP/IPベースに独自プロトコルを

載せたものであり，サーバ・クライアント型のデータ送

受信サービスである。連携して動作する本ソフトウェア

群にとって，この独自プロトコルは非常に重要であり，

下のような特長がある。

（1）サーバ側が有するハードウェアデータに関する各種

情報（データの単位，タグ名などチャネルに属する情

報や表示スケール，表示グループ情報など表示に関

する情報）を，取得する手段を持つ。

（2）パケット内にプロトコルバージョン情報が埋め込ま

れており，クライアント側がサーバーのバージョン

にあわせて動作できる仕組みを持つ。（互換性の保

持）

（3）測定データ，画像データを送受信する仕組みを持つ。

（4）測定・アラームデータにはFIFOバッファが採用さ

れ，データ抜けを防ぐ仕組みを持つ。

（5）1つのコネクションで異なる機器のデータを送受信

できる仕組みを持つ。

（6）サーバー側の動作（スタート／ストップ）にクライア

ント側が対応する仕組みを持つ。

（7）簡単な相互認証機能を持ち，全く異なるソフトウェ

アとの通信を排除する仕組みを持つ。

（8）ソフトウェアライセンス認証機能を持つ。
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図２　 基本ソフトウェア組み合わせ例

図３　 AddObserverビルダ画面3.2 基本ソフトウェア層

前述の通り，この層は既存のパッケージソフトウェア

そのもので構成される。現状，この層に属するソフト

ウェアは，DAQLOGGER, DAQ32Plus, DAQEXPLORE

の3種類である。当然ながら，これらのソフトウェアは

単独での機能実現が可能である。本ソフトウェア群の中

心となるソフトウェアはDAQLOGGERである。

DAQ LO G G E R は単体で見た場合，μ R，VR，

DARWIN，DX，MV，CXを，同時に32台もしくは1600

チャネルまでサポートするロギングソフトウェアであり，

データのモニタリング，ファイル化，再表示，自動変換，

ftp転送，E-mail 発信など多彩な機能を装備している。

これに加えて，内部で保持している測定データのサー

バ機能と他のサーバから測定データを受信するクライア

ント機能の両方を装備している。サーバ機能は

DAQLOGGERが収集したデータを外部に送信する機能

であり，クライアント機能は，他のサーバから取得した

データをDXなどから収集したデータと同じように扱う

ための機能である。この2つの機能を備えているため，

DAQLOGGERは複数のDAQLOGGERによる階層的な構

成でシステム構築したり，DAQ32plus やDAQEXPL-

ORERと組み合わせて使用することが可能になっている。

DAQLOGGERを中心に，基本ソフトウェアを組み合

わせたシステム例を，図2に示す。このような組み合わ

せを行うことにより，ユーザの状況に合わせて次に示す

ようなシステム拡張が可能となる。

（1）32台接続の壁を乗り越える。

（2）既存のシステムを変更せずに，これを組み込んだシ

ステムを構築できる。

これに対して，DAQ32Plus/DAQEXPLORERはサー

バ機能だけを備えており，DAQLOGGER や後述する

AddOnソフトウェアへのデータ供給を可能としている。

3.3 AddOnソフトウェア層

この層に属する全てのソフトウェアは，データ受信機

能（クライアント機能）を有し，基本ソフトウェアや後述

するGate シリーズが供給するデータを受け取り，この

データに基づいて，基本ソフトウェアが持っていない機

能を実現する。現在，AddOnソフトウェアには，以下の

4種類がある。

（1）AddObserver

AddObserverは，ユーザが必要とするモニタ画面を

作成するビルダプログラムと，作成された画面に基

づいてデータモニタリングを行うランタイムプログ

ラムから成る。ビルダプログラムはプログラムレス

での画面作成を特長とし，ユーザは任意の画面を簡

単に作成し，オリジナルのモニタ画面をランタイム

プログラムにより実行できる。特に，ソフトウェア

間通信で交換されるサーバ情報に基づいて，チャネ

ルのアサインや表示方法を簡単に設定できる機能を

装備していることで，ユーザの作業性向上を図って

いる。ビルダ画面を，図3に示す。

（2）AddMulti

AddMultiは，最大50個のデータ収集グループを持

ち，各グループ毎の非同期なデータ収集を行う機能

を実現する。例えば，1台の機器にて複数の非同期

データを収集する場合，同期する収集単位毎に測定

チャネルをグループへ割り付ける。このグループ単

位でデータをファイル化したり，データ収集するタ

イミングを変更したい場合に，有効なソフトウェア

である。グループ毎の収集開始・終了の設定には，測

定値内容に基づくトリガ機能，アラームの状態に基

づくトリガ機能が用意されており，予めユーザが設

定した条件に従って，自動的にデータ収集を繰り返

すことも可能である。さらに，収集完了ファイルを

自動的にExcelなどのフォーマットへ変換する機能

も，標準で装備している。動作状態を，図4に示す。

DAQ32Plus

DAQLOGGER

DAQEXPLORER

DAQLOGGER

DAQLOGGER
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図４　 AddMulti動作監視画面

（3）AddTrigger

充実したトリガ機能を実現するものとして開発計画

中のソフトウェアである。基本ソフトウェアにて長

周期のデータ格納を行いつつ，このソフトウェアに

てアラームなどをトリガとしたデータの収集開始・

終了ができることで，ユーザが必要なデータだけを

収集したい場合に有効である。

（4）AddDataManager

本ソフトウェア群やDX, CX, MV, DARWINが収集

したデータを一元管理するためのソフトウェアとし

て開発計画中である。

3.4 Gateソフトウェア層

この層に属する全てのソフトウェアは，データ送信機

能（サーバ機能）を有し，異機種（ここで言う異機種とは基

本ソフトウェアが直接サポートしない機器を指す）のデー

タを収集し，上位ソフトウェアに供給する。

Gateのいくつかは，その機能的性格（ドラバ的な機能）

からWindowsのサービスプログラムとして動作可能なよ

うに作成した。また，複数台の機器を同時にサポートし，

複数のクライアントからの要求に答えられるよう設計さ

れている。

現在，3種類のGateシリーズを開発中である。

（1）GateEye

GateEyeはネットワークカメラの画像データを上位

ソフトに供給するものである。GateEyeを使用する

ことで測定データと同時に画像データを表示するこ

とが可能になる。GateEye がサポートするネット

ワークカメラは，httpによりJPEGフォーマットの

静止画像を送信する機能を持っている必要がある。

また，DX, MV, CX が標準で装備するスナップ

ショットの画像もサポートしている。クライアント

としてはAddObserver, DAQLOGGERおよび各基本

ソフトウェアのリモートモニタを想定しており，測

定データと画像データを同時にモニタリングできる

機能を提供する。

（2）GateOPC

GateOPCはOPCクライアント機能を備えることで

各種OPCサーバに接続し，データをOPCサーバよ

り受信，クライアントへデータを送信するものであ

る。ユーザが使用したい機器をサポートしている

OPCサーバがあれば，GateOPCを使用することで，

それらの機器の取得するデータを基本ソフトウェア

で扱えるようになる。基本ソフトウェアでサポート

していないハードウェアを多用して，システムを構

築する場合に有効である。

（3）GateMODBUS

GateMODBUSは，MODBUSマスタ機能を持ち，

MODBUSプロトコルを使用して機器のデータを収

集し，基本ソフトウェアへ供給する。MODBUSプ

ロトコルをサポートしている機器は多く存在するこ

とから，基本ソフトウェアで扱えるハードウェアの

幅を大きく拡張するものになる。

4. お  わ  り  に

ネットワークを基本として，各種レコーダとPCソフト

ウェアの組み合わせによってソリューション提供の幅を

拡大するPCソフトウェアパッケージの展開について述

べてきた。3層構造のパッケージソフトウェア群を組み

合わせることで，より多くのユーザへソリューションを

提案し，本ソフトウェア群の良さを多くのユーザに感じ

て頂けることを期待している。
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