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ペーパレスレコーダDAQSTATION DX100/200

Paper-less Recorder DAQSTATION DX100/200

次世代ペーパレスレコーダDAQSTATION DX100/200シリーズを開発した。 最大30チャネルのアナログ入

力や大容量記憶メディア，画面のバリエーション，IEC529－IP65準拠の防塵防滴構造など基本機能を強化した

上で，イーサネットを標準装備することにより分散したデータ収集システムの構築が可能になる。 本稿ではそ

の概要について述べる。
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The newly developed paper-less DX100/200 recorder series, feature up to 30 channels of analog

inputs, removable storage media, various graphical options, IEC529-IP65 protection, and a possibility

of network connection.  Through the network a distributing data acquisition system can be created.

This paper outlines its key features.

図１　装置の外観

1. は  じ  め  に

フィールドのデータを監視・記録するために，当社で

は工業用レコーダμRシリーズ，VRシリーズを発売し広

く利用されてきた。

一方TCO（Total Cost of Ownership）削減，効率改善，

品質管理など企業に求められるこれらのキーワードが増

えていくにつれ監視・制御はより高度なものが求めら

れ，その対象となるデータは増加の一途をたどってい

る。

フィールド，監視・制御系，生産管理系，情報系と階

層化された情報システムがこれらの膨大なデータを処理

するためには，フィールドの機器群はよりインテリジェ

ント化され，単なるデータではなく異常検知や統計的解

析などの付加価値を持った，いわゆる「情報」を伝達する

能力を持つことが求められる。

更に情報通信技術の発展により企業レベルでの「情報」

の共有化が可能になり，従来の階層型の情報システムか

ら自律分散したフラットなシステムが試みられるように

なってきた。

このような分散型の監視環境を実現するため，今回測

定・表示・記憶・解析・情報通信の機能をコンパクトな

筐体にパッケージングしたDAQSTATION DX100/200シ

リーズを開発した。図１にその外観を示す。

2. 特　　長

（1）DX100では最大12チャネル，DX200では最大30チャ

ネルのアナログ入力。

（2）Ethernetを標準装備。FTP（File Transfer Protocol）

サーバー/クライアント機能の実装により遠隔での

ファイル転送やデータの２重化が可能。

（3）RS-232，RS-422-A/485通信が可能。通信プロトコル

は，従来の専用プロトコルに加えMODBUSプロトコ

ルにも対応した。

（4）フラッシュメモリーカードやZipディスクに対応し，

大量のデータ記憶が可能。

（5）トレンド表示に加え，バーグラフやディジタル表

示，監視に適したオーバービュー表示を装備。
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（6）過酷な設置環境に耐えうるIEC529-IP65規格に準拠し

た防塵・防滴構造。

（7）DAQSTATIONのネットワーク機能を活用するPCソ

フトDAQEXPLORERを提供。

3. ハードウェア構成

図２にハードウェア構成を示す。

CPUは32ビットCPUをデュアル搭載し多チャネルでの

演算や表示が可能なようにした。マスタ・スレーブ的な

CPU構成をとった場合，それぞれが担当できる機能に制

約が有り負荷が偏りがちであったが，今回メモリや通信

インタフェースなどほとんどのハードウェアリソースは

共通のバス上に置かれ，それぞれのCPUから全く同じメ

モリ空間でアクセスできるように設計した。これによっ

て今後の機能追加においても最適な負荷分散が期待でき

る。

マルチプレクサやA/D変換器の動作制御及び時間制御

は予めCPUがメモリ上のテーブルとして用意し，それを

専用のハードウェアによってA/D変換部に自動的に送り

込むようにした。 従来CPUがソフトェアによって直接制

御していたのに比べ大幅に切替時間を短縮することがで

き，１つのA/D変換器で扱える入力チャネル数が２チャ

ネル/125 msまたは12チャネル/sと，従来製品の２倍に向

上した。

　

4. 機　　能

4.1 ネットワーク機能

DX100/200は10 Base-TのEthernetインタフェースを標

準装備しており，既存のネットワーク環境への接続はも

ちろん，新規のネットワーク環境への導入も容易であ

る。また，通信プロトコルとしてインターネットの標準

であるTCP/IPを実装しているのでLAN/WAN（Local

Area Network/Wide Area Network）環境に幅広く対応

でき，UNIXやWINDOWSなど様々なシステムからDXの

機能を利用することができる。表１に通信機能を示す。

Ethernet通信では，DX専用プロトコルを用いて設定・

制御・測定値の出力ができる他，FTPを用いたファイル

転送機能により，内部メモリに作成されたデータの自動

転送，外部メディアに保存されたデータの取得も可能に

なった。

この他に，汎用シリアルインタフェースも追加装備で

きるようになっており，DX専用プロトコルを用いた設

定・制御・測定値の出力ができる他，MODBUSプロトコ

ル（RTU SLAVE）による通信も行えるようになってい

る。

これらの通信機能の実装により，DX100/200では次の

ような用途の拡大が期待できる。

図２　ブロック図
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（1）広域分散と集中監視

LANを敷設すれば，幾つもの工場に分散して設置さ

れたDXを，事務所で集中して監視できる。また逆

に，複数のPCから１台のDXが収集している測定

データをモニタすることも可能である。更に，

WANと接続することにより，遠隔地に設置された

DXのモニタも可能になる。

また，電源のON/OFFやメディアの交換などを除け

ば殆どの設定・操作が遠隔操作で行えるので，集中

的な管理が可能になる。（図３）

（2）ファイル転送とデータ二重化

DXのFTPサーバ機能を利用すれば，外部メディア

に保存されている各種のデータを必要に応じてファ

イル転送することができる。接続には一般的なFTP

クライアントソフトウェアが使用できる。

また，DXのFTPクライアント機能を利用すれば，

内部メモリに作成されたデータを外部メディアに格

納すると同時に遠隔のFTPサーバにも自動転送され

るので，外部メディアの障害に備えて二重化するこ

とができる。（図４）

4.2 表  示  機  能

表示部として，DX100には5.5型，DX200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。表示内容

についても，必要な情報を見やすく，なおかつ柔軟に表

示できるようにさまざまな工夫を施したものとなってい

る。

表示画面の種類は，従来のトレンド表示，ディジタル

値表示，バーグラフ表示など，データ監視用の画面に加

え，オーバビュー表示などアラーム状態の監視用の画面

も追加し，さまざまな監視要求に対して柔軟に対応でき

る多彩な表示画面構成を実現した。

さらに，DX200については，10.4型の大型ディスプレ

イを有効に活用することができる４画面表示機能を装

備。複数の表示画面を任意に組み合わせて表示すること

ができるため，アプリケーションに適した表示形式を構

成可能としている。（図５）

表示画面操作には，操作時のみ現れるポップアップメ

ニュー形式を採用し，１アクションでのメニューのポッ

プアップが可能とした。操作時のみのメニュー表示であ

るため，操作に必要な十分な大きさを確保することがで

き，さらに操作選択項目の一覧表示になっているため，

見やすく，わかりやすい操作性を実現している。（図６）

図３　広域分散・集中監視

図４　ファイル転送

図５　表示画面（４画面表示）

図６　ポップアップメニュー
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4.3 メモリ機能

チャートレコーダにおける記録紙は記憶媒体でもあっ

たが，それに代わる媒体として不揮発性の半導体メモ

リ，フラッシュROMを採用している。

データとして一定期間内の最大・最小値を残すことに

より，従来のチャートレコーダと同等の表示品質が得ら

れ，また1.2 MBの容量で平均的なチャート交換周期であ

る約１ヶ月分のデータを保存することが出来た。またフ

ラッシュカードやZipディスクのような大容量ドライブを

搭載することにより更に長期間のデータ収録が可能に

なった。

5. PCソフトウェア

　PCソフトウェアでは設定・表示・ロギングソフト

ウェアのほかに，ネットワークを活用したパッケージソ

フトウェア「DAQEXPLORER」を提供している。

DXマネージメントソフトウェア「DXデスクトップ」で

は，ネットワーク上に分散したDXが持つデータや設定情

報の転送をドラッグ＆ドロップで取り扱うことができ

る。これによりネットワークの存在を意識せずに容易な

データファイルの管理が可能になった。また簡易的なモ

ニタリング機能としてDXの現在の画面をイメージとして

取り込むスナップショット機能も設けた。

パッケージにはこの他オンラインでのリアルタイム監

視が可能な「リモートモニタ」も含まれる。

また，リアルタイムロギングを行うソフトウェア

「DAQLOGGER」も提供している。これはDXシリーズの

みでなく従来機種のμR，VRなど，機種や通信方式の異

なるものが複数混在した場合に適したロギングソフト

ウェアである。

図７にDXデスクトップの画面を示す。

6. 構　　造

食品・薬品の製造装置など防水や防塵が要求される用

途に組み込まれることを想定し，IEC529-IP65規格に準拠

した防塵・防滴構造をもたせた。キーボード部分を防

塵・防滴構造にするとともに，フロッピーディスクなど

の内部構造が保護されている。これは特に粉塵に弱い

ディスクを保護する効果も有り，長期間にわたる使用に

向いた構造となっている。図８にその構造を示す。

前面下部のドアは２重構造になっている。１つめのド

ア内部には操作用のキーボードが配置されている。

２つめのドア前面のキーボードは一体成形のゴムシー

トとなっておりケースと密着している。 ドアと本体前面

ベゼルとの間にはパッキンを配し，ここで装置の内部を

保護している。

表示器部分は液晶表示器の表面保護を兼ねて透明のア

クリル板が前面ベゼルに接着されている。

パネル背面へは前面ベゼルに沿ったパッキンにより保

護されている。

7. お  わ  り  に

以上，DAQSTATION DX100/200の特長的な機能につ

いて紹介した。チャートレコーダのペーパレス化は勿論

のこと，ネットワーク機能・記憶機能・表示機能を活か

し，分散型データ収録装置の中心的役割を担うことを期

待したい。
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図８　構造図７　DXデスクトップ


