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工業用記録計μRシリーズ・VRシリーズ・DXシリーズに対応しリアルタイムでのデータ収集とデータ表示・
設定変更が可能なPC（パーソナル・コンピュータ）用ソフトウェアパッケージDAQLOGGERを開発した。
DAQLOGGERではデータ収集に重点におき，データ収集とヒューマンマシンインタフェースを別プロセスとし
て分離，データ収集を行うプロセスの優先度を他のプロセスよりも高く設定すると共に，記録計を接続してい
る通信ポート毎にスレッドを割り当てた。その結果，複数の記録計を接続して最大384チャネルで最速１秒周期
のデータ収集を可能にした。またEthernet, RS-232, RS-422-A/485の３種の通信方式に対応し，上記機種および
通信方式を混在で最大32台の記録計の接続を可能にした。

We have developed a PC software package called DAQLOGGER for µR series, VR series and DX
series. This software can be applied for real-time data acquisition, for viewing acquired data and for
hardware configuration. As the data acquisition process from hardware has priority over other
DAQLOGGER processes, we separated the data acquisition process from the human-machine interface. One thread is assigned to each communication port connected to a recorder. This enables to
acquire data from a maximum of 384 channels every second at fastest from multiple recorders. A
maximum number of 32 recorders (µR, VR or DX) can be connected through Ethernet, RS-232 or RS422-A/485.

1.

は じ め に

し，接続台数は最大で32台までの接続を可能にした。さ
らに時報・日報・月報を出力するレポート機能，他のプ

近年，PC
（パーソナル・コンピュータ）
の普及に伴い，

ログラムへデータの受け渡しをするDDE
（Dynamic Data

工業計測分野においても記録計のフロントエンドとして

Exchange：Windowsのアプリケーション間で通信により

PCソフトウェアの重要度が高まってきている。

データ交換を行う機能）
サーバ機能，複数の環境を切り替

従来は１台の記録計に対してデータの収集・表示・設

えて使用することが出来るプロジェクト機能，ユーザの

定を行うPCソフトウェアを開発してきた。ここ最近，複

不用意な操作からデータ収集を保護するパスワードプロ

数の記録計に対しても同様のことを行うソフトウェアの

テクト機能などの機能追加も行った。

要求が高まってきたため，当社では工業用記録計μ

図１はDAQLOGGERを構成するモニタソフトウェアを

R1000／μR1800・VR100／VR200を混在で最大16台まで

示す。図に示すようにA部は波形表示，B部はバーグラ

の通信
（RS-422-A）
による接続が可能で，リアルタイムで

フ・メータ・サーモメータ表示，C部はカラーグラフ表

のデータ収集とデータ表示・設定変更を行うことができ

示，D部はアラームオーバービュー表示，E部はディジタ

るPCソフトウェアパッケージを既に提供してきた。

ル表示といった多彩な表示形式をサポートしている。

今回，先進のネットワーク機能と高度な情報処理能力
を備えたDAQSTATION（以下DXシリーズ）の発売を期
に，DXシリーズにも対応したPCソフトウェアパッケー

2.

特

長

（1）データ収集部をヒューマンマシンインタフェースか

ジDAQLOGGERを開発した。DXシリーズの対応に伴

ら保護

い，通信方式として新たにEthernet,RS-232をサポート

ユーザの操作を受け持つヒューマンマシンインタ
フェース部分と，データの収集およびファイル化を

*1 テスト＆メジャメント事業部 開発３部
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パッケージであるが，それぞれのソフトウェアが連
携し協調動作を行っている。例えば，ロガーソフト
ウェアが記録計からデータを収集する。このデータ
を同時にモニタソフトウェアが波形表示を行い，レ
ポートソフトウェアが統計演算を行う。また，DDE
サーバソフトウェアがデータを更新する。このよう
な連係動作は，データ共有メモリと，各ソフトウェ
ア間のメッセージ通信により実現している。

3.

ソフトウェア構成
DAQLOGGERは，以下のソフトウェアから構成される。

（図２にソフトウェア構成を示す。）
図１ DAQLOGGER動作イメージ

・ マネージャソフトウェア
マネージャソフトウェアは複数のコマンドボタンから

する時のスケジューリングやメモリ等の資源割り当

なるソフトウェアで，他のソフトウェアの起動を行う

てを行う単位）
として分離することにより，ユーザの

とともに，ロガーソフトウェアとレポートソフトウェ

操作などによるヒューマンマシンインタフェース部

アのヒューマンマシンインタフェース部を受け持つ。

のハングアップなどの不慮の障害による影響を，

また，各ソフトウェア間の連係動作を司る。

データ収集部に与えにくい構造を実現している。
（2）複数の通信方式の同時サポート

・ ロガーソフトウェア
ロガーソフトウェアはデータの収集とファイル化を行

μRシリーズ・VRシリーズの通信方式はRS-422-Aの

うソフトウェアである。収集したデータをファイルに

みであったが，D X シリーズは，標準通信方式の

書き込むと共に，モニタソフトウェア，レポートソフ

Ethernetに加えてオプションの通信方式としてRS-

トウェア，DDEサーバソフトウェア等が利用できるよ

232・RS-422-A/485がある。これらすべての通信方

うデータ共有メモリにも蓄えられる。ユーザの操作が

式をサポートし，かつこれらの通信方式の混在も可

データ収集に影響を与えないようヒューマンマシンイ

能にした。そのため各種通信方式の混在したシステ

ンタフェース部を持たず非表示で動作する。ロガーソ

ムを組むことも可能にしている。

フトウェアのプロセスの優先度を他のソフトウェアよ

（3）最大32台接続，最速1秒周期データ収集

りも高く設定しているため，他のソフトウェアの動作

μRシリーズ・VRシリーズ・DXシリーズを混在で

がデータ収集のパフォーマンスに影響を与えないよう

最大32台までの通信接続を実現している。また，

になっている。また，よりスムーズにデータの収集が

データ収集部のプロセスの優先度を上げると共に，

行えるように，各通信ポート毎にスレッドを割り当て

各通信ポート毎にスレッド（Windowsがプログラム
を実行する単位）
を割り当てて各記録計と通信するこ
環境設定

とにより，最大で384チャネルのデータを最速1秒周

レポート

期で収集することを可能にしている。
（4）統一された画面イメージ

タグ設定
DDEサーバ

マネージャ

DAQLOGGERは収集中のデータを表示するモニタソ

ハードウェア設定

フトウェアやファイル化されたデータを再表示する

メッセージ
モニタ

ビューアソフトウェアなど，複数のソフトウェアか

ロガー

ビューア

ら構成されるパッケージである。独自開発のグラ
データ共有メモリ

フィック・クラス・ライブラリとMFC（Microsoft
Foundation Class Library：マイクロソフトのWindowsアプリケーション開発用のC++ライブラリ）
と

ファイル読み込み
（過去に収集したデータ）
メモリ書込み

メモリ読み込み
（現在収集中のデータ）

ファイル書込み

の融合により，様々な独自開発の部品をWindows上

データファイル

記録計

で動作させ，各ソフトウェアの画面イメージを統一

通信読み出し

している。
（5）ソフトウェア間の連携機能
DAQLOGGERは複数のソフトウェアから構成される
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ソフトウェア構成図
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図４

図３

ハードウェア設定ソフトウェア

ビューアソフトウェア
の他，Excelやアスキーファイルへのデータ変換，区間
演算，印刷などのデータ処理機能をも備えている。

て，各スレッドが接続されている記録計と通信を行

・ ハードウェア設定ソフトウェア
（図４）

う。このため，ある記録計が何らかのトラブルのため

ハードウェア設定ソフトウェアはμR1000／μR1800・

に通信不能になっても，他の記録計のデータ欠損が無

VR100／VR200・DX100／DX200のハードウェアの設

いように工夫されている。

定内容を通信あるいはフロッピーディスク等のメディ
ア経由で読み込み，その内容をスプレッドシート形式

・モニタソフトウェア
モニタソフトウェアはロガーソフトウェアが収集した

で閲覧・編集することができる。編集した設定内容

データを，データ共有メモリから取り出し表示を行

は，通信およびフロッピーディスク等のメディア経由

う。表示形式としては，波形表示・ディジタル表示・

でハードウェアに送ることもできる。

バーグラフ表示・メータ表示・サーモメータ表示・カ

・ 環境設定ソフトウェア

ラーグラフ表示・アラームオーバービュー・アラーム

環境設定ソフトウェアは接続する記録計のポート・ア

ログ表示など多彩な方式を持つ。

ドレス・ボーレート等の通信設定や，各記録計のモデ
ル・チャネル数・オプションなどを設定する。また，

・DDEサーバソフトウェア

設定した通信ポート上に接続されている機種の自動判

DDEサーバソフトウェアはロガーソフトウェアが収集

別もできる。

したデータを，データ共有メモリから取り出しDDE
サービスを行う。ユーザはExcel等の表計算ソフトや，

・ タグ設定ソフトウェア

Visual Basic等の簡易プログラミング言語などによりこ

タグ設定ソフトウェアは環境設定ソフトウェアで設定

のデータを自由に利用することができる。

された記録計の持つ各チャネルに対して任意の名称
（タ
グ名）
を設定することができる。タグ名はデータの収集

・レポートソフトウェア
レポートソフトウェアはロガーソフトウェアが収集し

や表示で用いる。記録計にあらかじめ設定されている

たデータを，データ共有メモリから取り出し時報，日

タグ名を通信経由で受信し読み込むこともできる。

報，月報を作成する。出力形式としてはビューアソフ
トウェアで見ることができる独自バイナリ形式とタブ
区切りのテキスト形式，また直接プリンタに印刷する
ことができる。
・ビューアソフトウェア
（図３）
ビューアソフトウェアはロガーソフトウェアでファイ
ル化されたデータファイルを波形およびディジタル値

4.

ロガーソフトウェアの内部構成
本ソフトウェアパッケージの主要な機能は定周期での

データ収集である。データ収集は最もパフォーマンスが重
要視される機能である。このパフォーマンスの向上のため
に以下のような設計を行った。図５に内部構成を示す。
ロガーソフトウェアは下記の機能を持つ

によって表示を行う。ロガーソフトウェアで現在収集

1. 定周期での測定データの読み出し

中のファイルも同様に表示することができる。また，

2. データ共有メモリへの測定データ書き込み

レポートソフトウェアによって出力されたバイナリ

3. 測定データのファイル化

データをシート形式で表示することも可能である。そ
43
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接行わない。各スキャンスレッドはそれぞれ１個のロー
カルメモリを所有しそこへ読み出した測定データを書き

メッセージ通信

込む。この複数のスキャンスレッドが持つ複数のローカ
メインスレッド
メッセージ通信

書込み
データ共有メモリ

書込み
データファイル

ルメモリからデータ共有メモリにデータを書き込む作業
は，コピースレッドが行う。このようにして，データ共

メッセージ通信

有メモリへのアクセスを減らしているのである。なぜな

スキャンスレッド
×N個

コピースレッド

ファイルスレッド

読出し

メッセージ通信

読出し

書込み

ローカルメモリ

ら，複数のプロセスが読み出すデータ共有メモリのアク
セスには，読み出しと書き込みの管理を行う排他処理の

読出し

オーバーヘッドが多く生じるためである。
パフォーマンスの向上を得るために図５のようなス

外部公開用

×N個

レッド構成にした。
記録計

5.

アプリケーション例

1. 工場内の記録計を本DAQLOGGERにより通信接続し，
図５

ロガーソフトウェアの内部構成

データ収集を行い月末にレポートソフトにより統計処
理を施して本社へ送付。従来，紙の記録から読み取っ
て行っていた作業が人手を煩わさず行えるようにな
り，効率の改善が行えた。

フォーマンスが他の機能の処理によって，影響を受ける
ことを極力避ける必要がある。このためロガーソフト

2. 別棟の複数にわたる工場の記録計を本DAQLOGGERに

ウェアの内部を４種類のスレッドに分割した。以下に各

よりリアルタイムで監視モニタを行い，アラームの発

スレッドと役割を示す。

生などを即時に認識できるようになったため，定期的

メインスレッド：

に巡回監視を行う必要が無くなり工数の削減が図れ

他のスレッドの管理

た。

スキャンスレッド： 定周期での測定データの読み出し。
読み出した測定データのローカルメ
モリへの書き込み。
コピースレッド：

ローカルメモリからデータ共有メモ
リへの測定データのコピー。

ファイルスレッド： データ共有メモリの内容を収集設定
に沿ってファイル化する。

6.

お わ り に
DAQLOGGERの特長，ソフトウェア構成，ロガーソフ

トウェアの内部構成およびにアプリケーション例に関し
て述べてきた。
DAQLOGGERは複数の工業記録計を１つのシステムと

このようにスレッドの振り分けを行い，
「定周期での測

して簡単に統合し，豊富な機能によりユーザのニーズを

定データの読み出し」
を担当するスキャンスレッドの優先

満たすと共に，動作の安全性と優れたヒューマンマシン

度を，他のスレッドよりも高く設定した。これによりス

インタフェースを兼ね備えたPCソフトウェアである。ま

キャンスレッドが他のスレッドよりも優先的に動作する

た，次世代データアクイジションDAQSTATIONだけで

ので，他のスレッドに遅れが出ても影響を受けにくい。

なく，既設の工業用記録計μR1000/μR1800・VR100/

また，ロガーソフトウェアでは複数の記録計からデー

VR200に対しても，新しいソリューションをご提供でき

タ収集を行うことを想定している。そのため複数の記録

る。多くのユーザに使用していただき，その良さを感じ

計と同時に通信を行う必要がある。１個のスキャンス

ていただけることを確信している。

レッドが全ての記録計との通信の処理を逐次実行するこ
とはパフォーマンスの効率が悪い。１つの記録計との通
信の処理を１つのスキャンスレッドに割り当て，それぞ
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録計に対して１個のスキャンスレッドを割り当てること
にした。このようにロガーソフトウェアには複数のス
キャンスレッドを持たせた。
ロガーソフトウェアは，データ共有メモリへ測定デー
タを書き込むことも１つの機能である。データ共有メモ

＊ Windows, WindowsNT, Excel, Visual C++, Visual Basicは
Microsoft社の登録商標です。
＊ EthernetはXerox社の登録商標です。
＊ DAQLOGGERは横河電機
（株）
の商標です。

リへの測定データの書き込みは，スキャンスレッドが直
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