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1. は じ め に

当社は工業用レコーダのトップメーカーとして，1999

年に従来のレコーダに情報処理・伝達のコンセプトを取

り入れたDAQSTATION DXシリーズを発売した。以来，

多様化するフィールド要求に応え，制御機能を採り入れ

たCXシリーズ，セキュリティ機能を強化し，21CFR Part

11に適合させたDX-Pシリーズへと発展させ，市場から

圧倒的な支持を得てきた。

今回，従来のDX100/200シリーズの後継機種として市

場要求に対応し，測定，表示，メモリ，ネットワークなど

の機能・性能を大幅に強化したDXAdvanced シリーズ

DX1000/DX2000を開発した。図1に，その外観を示す。

DXAdvancedシリーズは，先進のネットワーク機能と多

彩な表示機能，高度な情報処理機能を備えた次世代の

データ収集ステーションである。

2.  特　　長

（1）測定；多チャンネル＆高速化

本体の最大測定CH数と最速測定周期を，表１に示す。

従来比で測定CH数は1～1.6倍，測定周期は1/5～

DAQSTATION DXシリーズの基本性能，並びに機能を大幅に強化したDXAdvanced DX1000/DX2000を開

発した。測定周期の高速化と共に，DX1000は最大12 CH，DX2000では最大48 CHの測定入力の多チャンネル

化を実現した。DX2000においては，DAQMASTER MW100シリーズなどの外部ユニットと接続することで，最

速測定周期1秒で最大348 CHの測定が可能となる。また，表示および操作機能，ネットワーク機能，メモリ容

量等の基本性能の強化に加え，防塵防滴構造を継承している。本稿では，この強化された基本性能，機能の概要

ならび，専用PCソフトウエアについて紹介する。
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We have developed DXAdvanced DX1000/DX2000 which has substantially strengthened the basic

performance and features of the DAQSTATION DX series. DXAdvanced has realized multiple channels

and increased measurement interval speed, with DX1000 having up to 12 measurement channels and

DX2000 having up to 48 measurement channels. If connecting to an external DAQMASTER MX100

Series unit or the like, DX2000 has a maximum measurement capacity of 348 CH with 1 sec being the

shortest measurement interval. In addition to the reinforcements made to the basic performance with

display variations, network features, increased memory capacity and so on, the new DXAdvanced is

housed in a drop-proof structure that protects it from dust. This paper outlines the strengthened

measurement capabilities, the display variations, the increased memory capacity, the network and so

on, and introduces the PC software.

図1　DX1000/DX2000の外観
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表1　DX1000/DX2000の測定CH数及び周期表
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1/8倍となっている。

また，DX2000 は，DAQMASTER MW100シリー

ズなどの外部入力ユニットを接続することで，最大

348 CH（最速測定周期1秒）のアナログ測定が可能で

ある（図2）。

（2）表示＆操作性

USBキーボード，赤外線リモコンユニットをサポー

トし，テキスト入力や設定が素早く簡単に行える。

多彩な表示画面を継承し，高機能化により繁雑にな

りがちな表示操作メニュー等のカスタマイズや，予

め設定した運転画面への一発ジャンプ等のユニーク

な機能を採用し，操作性を改善している。

（3）メモリ

内部メモリとして，最大200 MBのコンパクトフラッ

シュカード（従来比約170倍）を搭載可能とし，多チャ

ンネル測定データの長時間記録に対応した。

外部メディアとして，信頼性が高いコンパクトフ

ラッシュカード（1 GB）に加え，USBメモリをサポー

トし，大量のデータ記録並びにオフラインでのPC

データ転送を可能とした。

（4）ネットワーク

Ethernetインタフェースを標準装備し，従来のFTP

によるデータファイル転送，Webブラウザによる簡

易モニタリング，Eメール送信機能等を継承した上

で，新たに時刻合わせ（SNTP）機能，ネットワーク自

動設定（DHCP）機能を追加した。また，DX2000では

Modbus/TCP機能により，MX100シリーズなどの外

部入力ユニットとの連携で，多点データ収集を可能

とした。従来のRS-232，RS-422-A/485通信もサポー

トしている。

（5）信頼性

前面パネルは，IEC529-IP65準拠の防塵防滴構造，本

体後部のケースは密閉構造とし，過酷な環境下での

使用に対応している。本体操作においては，ログイン

機能，キーロック機能を搭載し，不正操作の防止を可

能にするとともに，電源スイッチ，外部メディアへの

誤操作を防止するため，前面のドアラッチ部に，専用

キーによるロック機構を装備している。

また，温度補償を備えた時計ICの採用により，時計

確度±10 ppm（従来比約1/10倍）を実現している。

DX1000の姉妹機として，配線後の定期校正・保守等

のメンテナンスに便利な内器引出しモデルDX1000N

を用意している（図3）。

3. ハードウエア

DXAdvancedは，既存シリーズからの高機能化と同時

に電気回路各部の見直しを行うことで，製造原価の低減

を実現している。図4に，ハードウエア構成を示す。

3.1 構　　成

（1）入力測定部

入力測定部には，自社開発で実績のあるSCC （Signal

Conditioner Chip）を搭載し，回路の集積化と同時に信

頼性向上，低消費電力化を実現している。また，SCC

自身が，測定チャンネルに応じたスキャナー（SSR）や

設定レンジに応じた測定回路の切り替えをリアルタイ

ムに行いながら測定することにより，速化が可能と

なった。図5に，SCCのブロック図を示す。入力測定

部としては，最大12 CHを1 A/Dでサポートし最速

125 msで測定するタイプと，2 CHを１ A/Dでサポー

トし最速25 msで測定するタイプを用意している。

（2）CPUシステム部

CPUは，高速版32ビットRISC CPU（動作周波数：

180 MHz）を搭載している。電源ON後，Flash ROM

内の CPU プログラムがブートプログラムにより，

CPUのDRAM上に展開されて起動する。CPUは，

図3　DX1000Nの内器引出し
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USB，Ethernet通信用の各専用コントロールIC，設

定情報並びに測定データの一次バッファ用としての

SRAM，データ保存用の内外部メモリ（CF-CARD）

と，BUS INTERFACE用ASICを介して接続されて

いる。また，入力測定部（SCC），計時用のリアルタイ

ムクロック（RTC IC）からのシリアル信号も，同様に

ASICを介して接続されている。

計時用RTCにおいては，温度補償型の水晶振動子を

使用して，データ記録の絶対時間精度の向上を行っ

ている。（図6参照）

（3）電源部

従来機種において，購入電源で構成していた電源部を

自社設計とした。これにより，密閉筐体内で放熱設計

の自由度が上がり，有寿命部品（電解コンデンサ）の長

寿命化，並びに熱対策部材の簡略化が行え，結果的に

DX1000/DX2000の電源部の共通化が実現できた。

（4）表示部

DX1000には 5.5型を，DX2000には10.4型の広視野

角TFTカラー液晶ディスプレイを採用している。

3.2 構　　造

（1）熱設計

密閉筐体の条件で，部品配置，構造上の工夫を行うこ

とで，熱電対による多点温度測定時に問題となる基

準接点補償誤差への影響を抑えている。また，高機能

化に伴うCPU稼働率アップによる発熱対策として，

熱伝導性シートを介したアルミ板金による熱分散に

より，CPUの発熱対策を行っている。

（2）海外規格対応

CEマーク，CSA，UL（NRTL/C）等の各種海外規格

に適合，認定取得をし，また，今後対応の必要となる

図4　DXAdvancedブロック図
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グローバルな環境法令に備えて，使用プリント基板

の金めっき化等を採り入れた設計となっている。

（3）DX1000N内器引出しモデルの構造

一般に，パネル取り付け型の計器は，パネル穴の前面

から本体を挿入し，取付金具で固定する。その後，背

面の端子結線を行い使用する。このため，定期校正を

行うには，パネル背面の配線を外して本体を取り出

さなければならない。そこで，本内器引出しモデル

DX1000NはDX1000をベースに，校正に関連する，

A/D回路部，電源回路部，CPU回路部および表示部

を，パネル前面から背面の端子結線を外すことなく

取り出せる構造とし，定期校正の簡易化を実現した。

4. ファームウエア

（1）メモリ管理機能

より多くのチャンネルのデータを，より長時間記録

できるようにするために，内部メモリにコンパクト

フラッシュ（CF）カードを採用した。このCFカード

は，信頼性を高める目的で，エラー訂正処理（ECC）と

アクセスの均等化処理を持つものとした。

使用用途に合わせてCFカード内部を，データ保存領

域とファイル保存領域の2つに分けて使用している。

データ保存領域は，現在サンプル中の測定データ，お

よびアラームやメッセージなどのデータを保存する。

保存処理の効率を高めるため，保存データの種類毎

に固定サイズのファイルを用意した。また，データ保

存領域では，SRAM（図4）を一次バッファとして使用

し，一定量のデータが蓄積された時に書き込むこと

で，書き込み回数での寿命があるCFカードの耐久性

の向上化を図っている。

ファイル保存領域は，データ保存領域にある各種の

データを，時間単位で一まとめにしたデータファイ

ルとして保存しておくために使用する。内部メモリ

にファイル単位で保存するため，データ変換を行う

ことなく，外部に出力できる。また，ファイル保存領

域ではファイル単位でのリングバッファ処理を行っ

ており，ファイルが上書きされるまでの間は，外部記

憶メディアなどに何度でも取り出すことができる。

内部メモリのCFカードは，FAT（File Allocation

Table）ファイルシステムで管理している。停電時の

ファイルシステムの破綻を防ぐために，SRAM（図4）

上にFAT領域を用意するとともに，ジャーナリング

機能を実装した。これにより，停電からの復帰時に，

停電前に記録してあるFAT情報と操作の履歴情報を

元にして，ファイルシステムの一貫性が保たれる状

態にまで復元する。

（2）日本語入力／中国語入力機能

漢字入力機能を装備することで，メッセージやタグ

名などに，漢字やひらがな（JIS第一水準のみ）の入力

を可能にした。漢字入力は，半角カナで入力された文

字列を文節毎に変換し，候補漢字を選択することで

入力する。

また，中国市場に向けに，中国語の音調符号付き“ピ

ンイン”で入力された文字を中国語に変換する機能

を装備し，中国語入力も可能にしている。中国語入力

機能の開発は，入力方式の仕様から設計，コーディン

グ，評価までの全てを中国の開発部隊で行った。

5. PC ソフトウエア－DAQSTANDARD fo r
DXAdvanced－

DAQSTANDARD for DXAdvanced は，DXAdvanced

シリーズに標準で添付されている PC 用ソフトウエアであ

り，ユーザーが設定を容易に行える機能を提供している。

（1）互換性の保持

設定ソフトウエアは，既存（DX100/DX200）の設定も

サポートしている。また，画面の操作性も既存の設定

と同じにした。

（2）演算式の入力機能

演算式の入力は，関数名やチャネルをマウスで選択

するだけで入力を可能とした。

6. お わ り に

DXAdvanced DX1000/DX2000の特長的な機能，それ

を実現するハード/ファームウエアおよびPCソフトウエ

アについて紹介した。大幅に強化した機能を活かし，小規

模計装装置の中心的役割を担うことを確信している。今

後も市場の動向を見ながら，ユーザーの幅広いご要求に

応えられる製品展開を行っていきたい。
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