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DARWINシリーズ用PCソフトウェアDAQ32 Plus
DARWIN Series PC Software DAQ32 Plus

 DARWINシリーズ用PCソフトウェア「DAQ32 Plus」を開発した。DAQ32 Plusは全てのDARWINシリーズ

をサポートするPCソフトウェア・パッケージであり，ハードウェアの設定，データロギング，データ再表示・

変換などDARWINシリーズを使用したデータアクイジションシステムの設定からデータ処理に至る全てを実現

している。本稿ではその構造について述べる。
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We have developed the DAQ32 Plus which is a new PC software package for DARWIN family.  DAQ32

Plus can support all DARWIN series.  DAQ32 Plus consists of DARWIN hardware configurator, data

logger and data viewer.  Therefore, the package covers all data aquisition process from the system

configuration to data processing.

This paper describes its software structure.

1. は  じ  め  に

当社では1995年にデータアクイジションの新標準と呼

ぶべきDARWINシリーズを発表した。DARWINのコン

セプトは，測定部となる「データアクイジションエンジ

ン」と「表示・出力機構」のコンビネーションにより，使い

やすさと拡張性という相反する課題を解決することにあ

る。この課題を解決するため，DARWINシリーズとし

て，ハイブリッドレコーダDRシリーズ，データアクイジ

ションユニットDA100およびデータコレクタDC100が

リリースされている。

近年，PC（パーソナル・コンピュータ）の普及に伴い，

データアクイジション機器とPCとの接続性の重要度も高

まってきている。さらに，データアクイジション機器の

PC側インタフェースとしてのPCソフトウェアにはデータ

アクイジション機器の設定機能，機器設定を外部メディ

アおよび通信を経由して実施する機能，様々なデータ収

集条件設定機能，通信障害時の通信リトライ機能とこれ

を利用した収集復帰機能，収集ファイルの自動分割機

能，収集データの様々な形式での表示機能，DDEサーバ

機能，パスワードプロテクション機能，収集されたデー

タファイルにあるデータの再表示および解析機能，収集

データのデータ変換機能，機器のチャネル校正機能，機

器状態の診断機能など非常に多彩な機能のみならず，使

いやすいヒューマンインタフェースが求められるように

なってきた。

このような状況を踏まえ，今回DARWINシリーズをサ

ポートするPCソフトウェアとして，DAQ32 Plusを開発

した。図１にDAQ32 Plusの動作イメージを示す。

2. 特　　長

（1）ハングアップに強いパッケージ構造

ユーザの操作を受け持つインタフェース部分とデー

タの取得および，ファイル化を行うプロセスを分離

することにより，ユーザの操作によってインタ

フェース部分がハングアップしてもデータを収集す

る部分はその影響を受け難い構造を実現している。

（2）統一された画面イメージ

DAQ32 Plusは複数のソフトウェアから構成される

パッケージであるが，オリジナルのグラフィック・

クラス・ライブラリとMFC（Microsoft Foundation

Class：マイクロソフトのWindowsアプリケーション

開発用のC++クラスライブラリ）との融合により，

様々なオリジナル部品をWindows上で動作させ，各

ソフトウェアの画面イメージを統一している。

（3）DARWINシリーズの全ての通信モジュールに対応

多彩な機種をラインナップするDARWINシリーズは

外部との通信手段として，RS232C，RS422/485，

GPIBおよびEthernetの各モジュールをリリースして

いる。DAQ32 Plusは通信部分など物理的な部分との
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やり取りを複数のDLL（Dynamic Link Library）の組

み合わせによりサポートすることで，これらの通信

モジュール全てをサポートし，動作することが可能

である。

（4）データを取りこぼしにくい仕組み

DARWINシリーズが持つFIFO（First In First Out）

バッファを利用することで，他のソフトウェアの動

作によりPCのパフォーマンスが低下してもデータを

取りこぼしにくい仕組みを装備し，可能な限り連続

したデータを収集する。

（5）プログラム間の連係機能

各種モニタ間での表示設定の連係，各モニタウィン

ドウの並べ替え，収集中ファイルをビューアにより

ボタン１つで再表示，プログラム間の排他処理，な

どを各プログラム間での連係機能によって実現して

いる。

（6）Windows95/Windows98/WindowsNT4.0に対応

同じイメージを持つが，様々な差異を持つWin -

dows95/Windows98/WindowsNT4.0に対し，同じ動

作をするように工夫されている。

3. ソフトウェア構成

DAQ32 Plusは，以下のソフトウェアから構成される。

・ランチャソフトウェア

図１上端に位置する複数のボタンからなるソフトウェ

アである。他のソフトウェアの起動を行うとともに，

DARWINとの通信，データ・設定ファイルの作成，プ

ログラム間の排他処理などを行う。

・ロガーソフトウェア

図１のランチャ以外の部分がロガーと各種モニタを示

している。データロギング時のヒューマンインタ

フェースとなるソフトウェアで，様々な種類のデータ

図１　DAQ32 Plus動作イメージ

図２　ハードウェア設定ソフトウェア
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モニタを持ち，ユーザの好みに応じて図１のように画

面表示を構築することができる。

また，DDE（Dynamic Data Exchange）サーバ機能も

備えており，DAQ32 Plusによるデータ収集と同時に，

Excelなど他のソフトウェアによるデータ取得が可能に

なっている。

・ハードウェア設定ソフトウェア（図２）

DARWINハードウェアの全ての設定をスプレッドシート

形式で変更することができ，設定データは通信およびフ

ロッピーディスク経由でハードウェアに送ることができ

る。さらに，１本のソフトウェアで機能的に差があるDR

シリーズ/DA100/DC100を全てサポートしている。

図３　ビューアソフトウェア

・ ビューアソフトウェア（図３）

ビューアは，DRシリーズ/DA100/

DC100と接続しロガーで収集した

データファイル，D R シリーズ/

DC100本体で収集したデータファイ

ルおよびDC100で収集した定刻ファ

イルに対応しており，各ファイルに

保存されているデータを波形および

ディジタル値によって再表示を行

う。また，データ変換，区間演

算，印刷などのデータ処理機能も備

えている。

・ 環境・診断・校正ソフトウェア（図４）

DARWINハードウェアとの通信な

どに関するDAQ32 Plusの設定をサ

ポートするとともに，接続されてい

るDARWINの状態などを表示する

診断機能，ユーザが校正を行うため

の機能等を持っている。

・タグ設定ソフトウェア（図５）

DAQ32 Plusが使用するタグおよびタグID文字列の設定を

行う。また，DRシリーズおよびDC100と汎用通信を介し

て，タグまたはタグIDの送受信を行うこともできる。

4. パッケージ構造

前述したように，DAQ32 Plusは複数のソフトウェアか

ら構成され，それぞれのソフトウェアが協調して動作す

る。本パッケージでは，各ソフトウェアが連携するタイ

ミングはメッセージによって，データの供給は共有メモ

リによって行われている。この構造は各ソフトウェアの

協調動作のための構造であると同時に，パッケージ全体

図４　環境・診断・校正ソフトウェア 図５　タグ設定ソフトウェア
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の安全性をも高める役割も兼ね備えている。

つまり，各ソフトウェアは別々のプロセスで動作する

ため，１つのソフトウェアが動作不能になっても，パッ

ケージ全体として動作不能を起こさないのである。これ

は，特にデータ収集時において，ヒューマンインタ

フェースとなる部分と実際にDARWINからデータを取

得・格納する部分を別々のプロセスとして構築が可能に

なることから，万が一，ユーザの思わぬ操作により

ヒューマンインタフェース部分が動作不能になっても，

データの収集に影響を及ぼさないという安全性を持つこ

とになる。

例えば，本パッケージで用意されたDDEサーバに，ユー

ザが作成したソフトウェアを接続して本パッケージと同時

に動作させている場合に，ユーザプログラムに不具合があ

り，その影響でDDEサーバが停止してしまった場合でも，

データ収集動作は影響を受けないことになる。

5. ソフトウェア構造

DAQ32 Plusに含まれる各ソフトウェアの構造で特長的

な点は２点あり，１つはMFCと融合されたオリジナル・

グラフィック・クラス・ライブラリ（GCL）であり，もう

１つは各ソフトウェアから呼び出される各種DLLとその

構造である。

図１～図５からもわかるとおり，DAQ32 Plusに含まれ

る各ソフトウェアの画面イメージは統一的なものとなっ

ているが，これを実現しているのがGCLである。GCLは

各ソフトウェア表示画面のクライアント領域（Windowの

枠内でメニュー，ツールバー，ステータスバーを除いた

領域）内の動作をサポートするもので，クライアント領域

に対するマウスによるユーザの入力をシステムから受け

取り，様々な動作を行う。GCLは様々な画面用部品から

構成されている。クラスライブラリなので使用者が独自

の部品を作成したり，部品を組み合わせることが可能な

ため，部品の再利用によるソフトウェア開発の効率化の

みならず，MFCだけではなかなか自由に表現できない各

種の画面用部品を実現している。

また，DAQ32 Plusは多くのDLLを使用して動作する。

基本的に各ソフトウェアはヒューマンインタフェース部

分をサポートし，各DLLは種々の通信手段や様々な

フォーマットのファイル入出力などをサポートしてい

る。このような役割分担の利点は，開発時にそれぞれの

パートの作成を別々の開発者が担当可能なため，開発が

効率的に行えることが挙げられる。さらに，DLL自体を

階層的に設計し，各ソフトウェアとのインタフェースを

一本化することで，上位にあるソフトウェアは扱うデー

タなどを意識せずに開発できる。

例えば，DAQ32 Plusは複数の通信手段をサポートしてい

るが，各ソフトウェアは通信手段の違いを意識せずに開発

されている。また，DAQ32 Plusの扱うデータファイルも

様々であり，そのフォーマットも様々であるが，上位のソ

フトウェアはその差を意識せずに構築されている。この構

造は，開発の効率化だけではなく，新しいデータフォー

マットや通信手段を追加する場合にDLLのみを追加・修正

するだけで済むことを意味し，上位ソフトウェアの改造を

必要としないことから，結果的にはソフトウェア全体の品

質を向上させることにつながっている。

6.ヒューマンインタフェース

DAQ32 Plusの開発では，その操作性つまりヒューマン

インタフェースをどのようにして使いやすいものにする

かが１つの課題であった。つまり，グローバルに通用す

るヒューマンインタフェースをどう作り出すかが課題と

なっていた。

そこで，本開発では，特にヒューマンインタフェース

部分に関し，世界で標準的に使用されているほとんどの

ソフトウェアを生み出しているアメリカ市場において，

本ソフトウェアのヒューマンインタフェースがどうある

べきかの綿密な調査を行った。この調査から得られた

フィードバックは，本ソフトウェアに様々な点で活かさ

れている。

この点で，前述した本パッケージの構造的な特長

（ヒューマンインタフェース部分とその他の部分の分離）

が，フィードバックによる変更の影響を受ける部分が

パッケージ全体に及ばず，一部に留まると言う意味で有

効であった。

7. お  わ  り  に

DAQ32 Plusの特長，ソフトウェア構成，パッケージ構

造，ソフトウェア構造およびヒューマンインタフェース

の構築に関して述べてきた。

DAQ32 PlusはDARWINシリーズのパフォーマンスを

最大限に活かすデータアクイジションシステムを簡単に

実現し，豊富な機能によりユーザのニーズを満たすとと

もに，動作の安全性と優れたヒューマンインタフェース

を兼ね備えたPCソフトウェアである。多くのユーザに使

用して頂き，その良さを感じて頂けることを期待する。
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