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フィールド インフォメーション サーバ
Field Information Server

気象・水文情報をネットワークに簡単に乗せられるフィールドインフォメーションサーバ（Fis）と，Fisから

ネットワークを経由して得られた情報を統合して表示するパッケージソフトウェアFis.Viewを開発した。Fisは，

センサー単位で信号変換器がモジュールになっており，変換器の種類と数は自由に増減でき，さまざまなアプリ

ケーションに対応したシステムを構築することができる。変換器内に1次処理のデータが蓄積され，処理部はこ

れらを収集しさらに高次処理を加え，ネットワーク（Ethernet）を経由して外部に情報を伝送する。このシステム

を用いることによって，フィールドにある情報を遠隔地で監視，利用出来るシステムが簡単に構築できる。
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We have developed Field information server “Fis” and software “Fis.View”.  “Fis” provides acquisition

and delivery functions of such field data as meteorological and hydrological data via networks.  “Fis.View”

runs on PCs and provides an interface function to integrate the information from each Fis via networks,

along with displaying the information for better viewing on PCs.  Since Fis features the modularized

signal processors for each sensor only by selecting sorts and numbers of converters, the Fis’s unit

build system can provide users with building up a suitable Fis system for each application.  A processor

implements a primary processing of transmitted data from filed sensors and stores it.  After a CPU

module collects these data from each processor, the CPU implements higher-level data processing and

transmits them to outside users via networks.  With this system, the monitoring system for remote filed

data can be constructed easily.

1. は  じ  め  に

いろいろな端末がネットワークで結ばれ，情報がどこ

でもとれる世の中になりつつある。ユビキタスの世界で

あり，ブロードバンドの時代がやってきた。今年，日本

はブロードバンド普及率世界一になると言われている。

気象（雨量，風向・風速，日照・日射，気温，気圧，湿

度，視程等々）や水文（水位，流量，水温等々）の情報は単

位の情報量は小さいが広域に散らばっており，それらを

集めて分布とその変化を把握することで，防災や行楽，

資源として役に立つ情報となる。横河電子機器（株）は，

これまでこれらのセンサー類を供給してきており，PC

ベースでのネットワークを構成して，情報を提供する

システムを構築してきた。今回，時代の流れを踏まえて，

現場の情報を簡単にネットワークに乗せることができる

システムを開発して発売した。名前を，フィールドイン

フォメーションサーバ（Fis）という。

2. システムの構成と動作

図1に，Fisによる環境計測システム構成例を示す。

システムは気象，水文の測定を行うセンサー類とそれ

らからの信号を受けネットワークに情報をあげるFis，

ネットワークにつながったPC上で動くFis.View から

成っている。Fis.Viewは，ネットワークにつながったFis

から，FTPまたはソケット通信で気象，水文の処理され

たデータを収集し，最大20カ所のFisからのデータを統

合的に表示する機能をもっている。また，この統合され

たデータをWeb配信する機能を有している。Fis独自で

もWeb機能を有しており，ネットワーク上のPCからイ

ンターネットエクスプローラなどのブラウザにより，ア

クセスして情報を取り出すことができる。但し，この情

報は個別のFisで得られたものに限定され，複数個のFis

のデータを統合することはできない。これらの詳細を，

以降に説明する。
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3. ハードウェア構成

3.1 Fisの構成

（1）Fisの設計コンセプト

環境計測では，センサーや伝送器の設置される場所

が屋外であり，また山間部など交通アクセスの不便

な所が多い。さらに，測定要素は，アプリケーショ

ンにより組み合わせが様々である。そのような中で，

欠測しない信頼性と耐雷性能を備え，しかも故障時

には速やかな復旧が求められる。そのために，遠隔

地からの故障診断やプログラムダウンロード機能を

備え，さらに，活線状態でモジュールの交換ができ

る構成とした。センサーと対になっている変換モ

ジュール，入力端子モジュールは，他のモジュール

に影響を与えることなく交換できる。

（2）Fisの構成説明

図2に，Fis外観を示す。機能単位にユニット化した

モジュールを自由に選択し，ベースモジュールに実

装する方式である。小規模から大規模システムに対

応できる拡張性に優れている。電源モジュール，処

理モジュール，各種変換モジュール，各種入力端子

モジュール及びベースモジュールで構成される。

表1に，モジュールの一覧を示す。入力端子モジュー

ルは，環境計測センサーと変換モジュールの間に配

置し，外来ノイズを吸収する。

変換モジュールは，風向風速計や雨量計などの環境

計測センサーからの信号を入力し，演算処理した観

測データを外部機器へ出力すると共に，処理モ

ジュールとの通信を行う。

処理モジュールは，変換モジュール内で演算・統計

処理された観測データ，およびWebカメラの静止画

像を収集・保存する。収集・保存したデータは，ネッ

トワークを介して他のコンピュータのWebブラウザ

で閲覧できる。

3.2 データ処理

図3に，データ処理のブロック図を示す。

（1）変換モジュールのデータ処理

センサー信号は，入力端子モジュールを経由して変

図1　Fisによる環境計測システム構成例
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換モジュールに入力する。入力信号は，内部論理回

路と絶縁された入力回路で信号変換する。入力デー

タは，一次処理・統計処理して，観測データを共有

メモリに書き込む。

（2）モジュール間の通信

処理モジュールと変換モジュール間は，シリアル通

信（RS-485）により，データの送受信を行う。処理モ

ジュールは，変換モジュールの共有メモリをアクセ

スして，観測データを読み出す。処理モジュールか

らは，3秒周期（Min）でアクセスする。また，処理モ

ジュールより変換モジュールの動作設定ができる。

（3）メンテナンス機能

各変換モジュールは，正面パネルにメンテナンス

ポートを備えている。パソコンを接続し，シリアル

通信（RS-232C）により，データの送受信ができる。観

測データの読み出しと，設定データの書き込みが可

能である。

（4）出力処理

出力ブロックから出る出力信号（電圧・電流・BCD）

の応答を良くするために，この信号は変換器のCPU

から直接設定している。またD/A変換の変換パラ

メータなど出力ブロック固有の設定値を，不揮発性

メモリEEPROMに保持している。故障などによる

出力ブロックの交換時，イニシャル処理にて共有メ

モリへ設定値を読み込む。このため，出力ブロック

交換による変換モジュールへの動作設定操作は必要

ない。

（5）停電処理

電源モジュールより，FAIL信号（一次側の電源断検

出信号）を検知し，特定の観測データを不揮発性メモ

リEEPROMに退避し，電源再投入時のデータの連

続性を維持する。

（6）点検回路

オプションの自動点検ボードを入力端子モジュール

に組み込むことにより，自動で変換モジュールの入

力回路を定期点検することができる（図4）。なお，点

検中においても，通常の観測を継続するため，次の

手順により点検を行う。

自動点検ボードでは，定期的に疑似のセンサー信号

を発生する。変換モジュールでは，センサーの入力

1点当たりに入力回路を2つ備えている，入力回路の

一方はセンサー信号を常時入力し，他方は通常セン

サー信号を入力し，点検時に回路を切り替えて，疑

似信号を入力する。この動作により，2つの入力回路

が正常動作していることが確認できる。

4. 変換モジュールの機能

ここでは，変換モジュールの各機能における特長につ

いて説明する。

図3　データ処理のブロック図
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4.1 気象水文処理

気象水文処理は，各要素に応じた平均や積算等の一次

処理を行って現在値を求め，指定された区間内および日

界内の極値（最高値・最低値・起時）や積算値，平均値等

の統計処理を算出する。本処理は，気象庁より発行され

る「地上気象観測指針」（1）や，「地上気象観測統計指針」（2）

に準拠している。

4.2 品質管理

（1）HK情報

HKとは，保守（House Keeping）の略語であり，各機

器の動作状況を把握するための情報である。目的と

しては，機器の状態を常に監視することにより，欠測

期間を最低限に抑え，データの連続性を保持するこ

とにある。なお，HK情報の状態には，障害の程度に

応じて2段階のランクがあり，以下の通り分類する。

Aランク：異常が生じて観測に支障をきたす状態。

Bランク：異常が生じても，即時的には観測に支障

をきたさないものの，このまま放置すると支障をき

たす恐れがある状態。

以下に風向風速モジュールのHK情報の例を挙げる。

・風速電源断エラー（Aランク）

風向風速計の風速回路へ供給している電源状態を監

視し，電源回路の異常やセンサーケーブルの断線，

接触不良等を検出する。

・風向ビットエラー（Aランク）

風向ビットエラーは，風向入力を監視する。風向は，

センサーが回転することにより方位を検出するため，

風向は常に連続して変化する。よって，風向が不連

続に変化した場合は，何らかの異常と考えられる。

（2）AQC情報

AQC とは，自動品質管理（Automatic Qual ity

Control）の略語であり，観測データを監視することに

よって通常では考えられないデータを検出し，異常

データが外部へ流れることを防いでデータの品質を

保つ情報である。なお，AQC情報の状態には，HK

情報と同様に障害の程度に応じて2段階のランクが

ある。また，AQC処理は，気象庁が展開している地

上気象観測システムや航空気象観測システムに採用

されており，データの信頼性向上に寄与している。以

下に風向風速モジュールのAQC情報の例を挙げる。

・風速入力範囲オーバーエラー（Aランク）

瞬間風速の範囲チェックを行う。発生条件は，瞬間

風速が指定した範囲を超えた場合とする。

・風向同一データ継続エラー（Bランク）

瞬間風向の同一なデータの継続時間を監視する。発生

条件は，上記の継続時間が指定した時間を超えた場合

とし，瞬間風向の値が変化するまで状態を維持する。

（3）ステータス情報

統計処理により算出された個々の観測データには，

データの状態を表現する情報ビットが付加される。

ステータス情報の種類には，表2にあるように詳細

な種類に分類されており，観測データの品質を向上

させると共に，故障時の解析にも使用される。

4.3 外部出力

外部出力には，電圧（最大4 ch）または電流（最大2 ch）を

出力可能なアナログ出力ブロックとBCD（1 ch）を，出力可

能なBCD出力ブロックの2種類の出力ブロックがある。

1台の変換モジュールには，最大で2台の外部出力ブ

ロックを装着することが可能であり，任意の出力ブロッ

クを自由に組み合わせることが可能であるため，用途に

応じた最小限のシステムを構築できる。

また，Plug＆Play機能により，接続されている出力ブ

ロックは起動時に自動検出され，予め指定された観測

データの出力を開始する。なお，出力要素の指定やス

ケーリングは変更可能である。

4.4 ファームウェアのアップロード

変換モジュールは，フラッシュメモリを内蔵したMPU

を採用することで，外部装置からのファームウェアの

アップロードを容易にし，次節で説明するリモートメン

テナンスを可能とする。

また，アップロードを行う方法には，専用ツールを介

してメンテナンス用PCから行うRS-232C経由と，Web

ブラウザを介して処理モジュールから行うRS-485経由と

があり，システムや用途に応じて，使い分けることが可

能である。

表2　ステータス情報の種類

※1「現象なし」とは，観測データが有効となる値まで達していないこ
とを意味する。無風や降水量なし，日照時間なし等が該当する。�

データ内容�状　態�

基データに欠落がなく，通常の観測データ�

基データに欠落がなく，現象なし※1�

基データに20%以下の欠落を含む�

基データに20%以下の欠落を含み，現象なし※1�

ＢランクのAQC情報を含む�

基データに20%を超える欠落を含む�

基データに20%を超える欠落を含み，現象なし※1�

ＡランクのAQC情報を含む�

メンテナンス中�

基データが100%欠落している�

メンテナンス中の基データが100%欠落している�

欠測指定中�

無効または未測定�

0�

1�

4�

5�

6�

8�

9�

A�

B�

C�

D�

E�

F

正常�

準欠測�

欠測�
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4.5 共通プラットフォーム

各種の変換モジュールのCPUボードを共通化すること

で，ソフトウェアの基本アーキテクチャに汎用性を持た

せ，短納期開発でのソフトウェア品質の向上と，低価格

を実現している。

5. 処理モジュールの機能

図5に処理モジュールの機能構成を示す。

処理モジュールは，接続された各変換モジュールの観

測データや，Webカメラの静止画データを収集・保存し，

ネットワークに接続されたコンピュータから観測データ

のダウンロードや，Webブラウザを介して表示する機能

を提供する装置である。

5.1 ソフトウェア設計の特長

処理モジュールに組み込むソフトウェアを設計するに

当たり，以下の取り組みにより，ソフトウェア品質の向

上を実現した。

①XP（eXtreme Programming）を適用した開発工程。

②UML（Unified Modeling Language）を使用したオブ

ジェクト指向の分析と設計手法による開発。

③サイクロマティック複雑度を指標とした，複雑度の低

い単純なロジックを組み合わせたプログラム構造。こ

れにより，テストが容易であることによる信頼性の確

保，理解し易く修正が容易であることによる保守性の

確保を実現。

5.2 通信機能

通信機能として，処理モジュールを中心とした上位通

信と下位通信がある。

（1）上位通信

上位側I/Fとして，EthernetとRS-232Cを備え，TCP/

IPおよびPPPプロトコルで観測データのファイル転

送やWebブラウザを介した表示，ソケット通信，メー

ル送信，観測条件の設定など各種機能を提供する。

（2）下位通信

下位側I/FとしてRS-485を備え，ベースモジュール

に這わせた伝送路にマルチドロップ接続された各種

変換モジュールから，観測データの収集や観測条件

の設定を行う。

5.3 観測データ

（1）種類

観測データは，従来の数値化された情報に加え視覚

的な情報として，Webカメラの静止画像も扱うこと

ができる。これは，台風時の河川の状態を水位10 m，

流速8 m/sなどの数値化された情報以上に画像は多

くの情報を持っており，状況判断の向上に役立つ。数

値と画像を組み合わせた観測データの利用は，環境

計測市場への新たな提案である。

（2）保存形式

数値化された観測データは，CSVファイル，静止画

像は JPEG ファイルとして保存される。これらの

ファイルは，FTP（ファイル転送プロトコル）で利用

者のコンピュータに，ダウンロードが可能である。

図5　処理モジュールの機能構成
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（3）記録媒体

観測データの記録媒体として，フラッシュメモリを

採用した。記録間隔から計算し，10年以上の耐用年

数が確保されている。

5.4 ネットワークサービス機能

本機能は，上位通信側に接続されたコンピュータや利

用者に対し，ネットワーク機能をフルに活用したサービ

スを，以下の目的で提供する。

（1）Webサーバ機能

Webブラウザを介した観測データや機器状態の表示

や，リモート操作での設定変更手段。

（2）FTPサーバ機能

観測データを利用者のコンピュータに，ダウンロー

ドする手段。

（3）メール送信機能

観測装置やセンサの故障や，データ異常の検出を管

理者に伝える手段。

（4）ソケットインタフェース機能

観測データの取得や，設定変更および各種観測装

置や，センサの故障・データ異常の検出を管理者に

伝える手段。

5.5 自動時刻規正

本装置では，標準時刻で観測が行えるように電波時計，

GPS時計やSNTPを利用した自動時刻規正の方法を，標

準で備えている。

従来のシステムでは，現場の観測装置と上位装置との

微妙な時刻のずれにより，更新前のデータを取得にくる

など，トラブルの原因になることがあった。

 しかし，標準時刻を基準とすることで，観測データの

信頼性を確保すると共に，上位装置との時刻同期を意識

することなく，上位装置を含めた観測システムを構築す

ることが可能となった。

5.6 リモートメンテナンス

本装置やセンサは，屋外かつ僻地に設置される場合が

多く，厳しい条件で連続的な稼働を要求される。環境計

測の性質上，欠測は大きな問題となるため，定期点検や

速やかな故障箇所の切り分など，メンテナンス性の良さ

が重要である。

また，研究機関で利用される場合には，観測手法，統

計手法の変更がしばしば要求される。これらを速やかに

対応できるよう，ネットワーク機能をフル活用した以下

の機能を備えている。

・自己点検や各種ログ参照

・しきい値や各種設定の参照／変更

・組み込みソフトをオンラインで書き換え

5.7 警報通知

本製品は，基本的に無人・無停電の環境下で連続的に

稼働し，環境データの観測を行う。よって，欠測を最小

限に抑えるため観測が滞る恐れがある場合に，故障や異

常を検出したことを速やかに管理者に伝えることが重要

である。

これを実現するために，本装置では「メール送信」と

ソケット通信による「イベント通知」の機能を有してい

る。それぞれの送信のトリガは，変換モジュールが検出

するHK情報やAQC情報をもとに行われる。

HK情報やAQC情報は，状況により頻繁に変化を繰り

返す場合があり，「メール送信」や「イベント通知」が乱

発する恐れがあったり，利用者により重要度の違いが

あったりする。これを緩和するために，情報の種類，ラ

ンク，発生タイミングや不感時間の条件設定をすること

ができる。

6. Fis.Viewへの展開

Fisにより観測された気象・水文データおよび静止画像

データは，上位装置でありWindows上で動作するGUIア

プリケーションのFis.View（フィスドットビュー）を用い

ることによって，様々なコンテンツを提供すると共に，

Web サーバを介してインターネット上に，インタラク

ティブな情報の配信を行う。

Fis.View は，LANや通信回線を介して最大20地点の

Fisを接続し，記録データの回収からデータベース（DB）

の構築，各種の統計処理（月処理や年処理など）を全自動

処理している。DBに格納された各種データは，帳票形

式，グラフ形式での表示や印字，シリアルでの外部出力，

データ編集によるDBの再構築等の処理を行うことが可

能である。

また，様々な分野（道路気象や消防気象，ダム，河川な

ど）に対応するために，各分野に最適なコンテンツをパッ

ケージ化し，付加価値の高い機能を提供する。

7. お  わ  り  に

以上述べてきたが，ネットワークの発展はとどまると

ころを知らない。これからも様々なサービスが提供され

るであろう。横河電子機器（株）は，新しいセンサー類と

ともに，その情報が的確に伝えられるようにネットワー

クシステムを提供していきたい。
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