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ハンディオシログラフィックレコーダ OR100/OR300
Handy Oscillographic Recorder OR100/OR300

計測用メモリレコーダの新シリーズとして，小型・高機能のHandy-OR（OR100/300）を開発した。本器は4ch

絶縁アナログ入力+8 chロジック入力，5.7型液晶表示器，104 mm幅プリンタ，PCカードスロットなどを備えな

がら，本体1.4 kgという軽量を実現したほか，電源ライン監視に威力を発揮する強力なトリガ，高調波解析及び

実効値測定機能の搭載，さらにPCカード（FAX/モデムカード）を利用すれば本体から直接FAX/データ送信が可

能になるなど幅広い用途に対応した測定器である。 本稿ではこのHandy-ORの特長と，当社の測定器として初め

て取り入れた環境調和型設計について紹介する。
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We have developed new, small size, high cost performance series of recorder, Handy-OR(OR100/

300).  This machine has 4 ch isolated analog input and 8 bit logic input, 5.7 inch LCD display, 104 mm

width printer and PC card slot even if the weight is only 1.4 kg, enhanced trigger which is specially

useful for power line monitoring, harmonic analysis function, Root Mean Square measuring function,

and Fax/Data sending function by way of using Fax/Modem PC card. And also, Handy-OR has been

designed environment friendly.

1. は  じ  め  に

高速・高品位記録を最大の特長として開発が始まった
オシログラフィックレコーダ・ORシリーズは，当初のリ
アルタイム記録性能を重視した設計から次第にメモリレ
コーダとしての性格が高まり，筐体もベンチトップサイ
ズから設置面積A4サイズへと小型化してきた。また，最
大許容入力電圧を高めると共に，入力の種類も温度・歪
み・周波数と拡げることで測定対象も拡大し，計測用レ
コーダの標準器としての地位を確立した。一方，市場に
は従来から入力チャネル数・記録機能等を限定して携帯
性を重視したカテゴリも存在していたことから，今回
我々は設計を基本から見直し，従来機能を維持・向上さ
せつつ徹底的な小型・軽量化を図り，さらにバッテリ駆
動に対応して測定エリアをフィールドまで拡大させた
Handy-ORシリーズ（OR100/OR300）を開発した。メンテ
ナンス市場を考慮して操作性を簡便に仕上げる一方で，
FAX/モデムカードの使用によりリモート測定への可能性
も高めるなど新機能も多数盛り込まれた。また，省電力
設計と，商品としてのリサイクル性を高めることで，環

境調和型設計を取り入れて開発された当社の測定器第一
号となった。図１にHandy-ORの外観を示す。

図１　Handy-ORの外観
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2. 特　　長

2.1 ４ch絶縁アナログ＋８ch絶縁ロジック入力

絶縁アナログ入力端子の最大許容電圧は500 Vrmsで，
各国安全規格（CSA1010-1, 欧州CEマークでの低電圧指令
IEC1010-1）に適合している。入力回路の絶縁電源用DC-
DCコンバータのトランス部は，エポキシ樹脂を真空充填
する樹脂モールド構造として，小型化と高効率化を図っ
た。また，アナログ入力とは独立に，最大入力電圧250
Vrmsの絶縁ロジック入力（８ch）を有している。

2.2 各種電源対応

外付けACアダプタ（100～240 V入力電圧対応）に加え，
ニッケル水素バッテリ及びアルカリ電池での使用も可能
にした。

2.3 操作性重視

設定メニュー及び操作キーの表記は全て日本語/英語の
選択を可能にした。設定メニューは階層構造を出来る限
り避け，一画面で関連する設定項目が全て参照できるよ
う考慮した。

2.4 強力なトリガ

従来のトリガに加え，電源ライン監視に威力を発揮す
るウェーブウィンドウトリガを搭載した。

2.5 高調波解析 （OR300のみ）

40次までの高調波解析機能に加え，解析結果によるト
リガ検出や，PCカードへ長期間の結果トレンド保存な
ど，フィールド用高調波解析器として要求される機能は

全て組み込んだ。４ch入力モデルは３相電流の同時測
定・解析，３線式の電力測定機能も備えている。

2.6 FAX/モデムカード対応

PCカードスロットをFAX/モデムカード対応とし，本
体から測定波形のFAX送信を可能にした。トリガ発生で
の結果送信や，定刻状態監視等のリモート測定が可能で
ある。専用PCソフト （ACRAWin95） と組み合わせること
により，電話回線接続による本体の設定変更，測定デー
タの取得が可能になる。

3. システム構成

Handy-ORのシステム構成を図２に示す。中心はアクイ
ジションコントローラと32ビットRISC-CPUである。アク
イジションコントローラは，A/D変換されたアナログ入
力及びロジックデータを最高400 kspsでサンプルし，
エッジ・レベルトリガの検出を行う。また，リアルタイ
ム波形比較となるウェーブウィンドウトリガの検出（最高
80 ksps），アクイジションメモリへのデータ書き込み，
表示・記録レートに応じた測定データの最小値と最大値
の検出及び表示データへの変換等を行う。
連続記録用のリアルタイムモードでは，このアクイジ
ションコントローラが測定データを表示更新スピード（又
はチャートスピード）に応じた一定のレートで波形データ
に変換し，CPUに通知する。CPUは設定されたスケール
データに基づいた一次変換で表示座標を算出し，VRAM
又はプリンタヘッドにデータを送出する。リアルタイム
記録中にも表示用のデータはアクイジションメモリに最
大800 div分保存しており，リアルタイム連続記録であり
ながらデータの再読み出しや拡大・圧縮表示が可能と

なっている。
メモリモードでは，
アクイジションコント
ローラがメモリへの
データ書き込み，読み
出し，表示用のデータ
圧縮まで行う。搭載波
形メモリの全データを
一画面に表示させるた
めの圧縮所要時間は約
0.3秒で，再表示や波形
のスクロールも高速に
行われ，快適な操作性
が確保されている。高
調波解析はサンプル後
のバッチ処理で行い，
演算と表示処理を見直
し高速化した。図２　Handy-ORのシステム構成
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メインコントローラである32 bitRISC-CPUでは，従来
機ではそれぞれ独自のコントローラを使用していたキー
検知，通信制御，波形の表示，プリンタの制御をすべて
管理し，PCカードとのデータ送受，外部I/Oコントロー
ルも併せて行うことで，小型・軽量化及び低消費電力化
を図った。

4. ウェーブウィンドウトリガ

パワーラインで発生する異常としては，電圧の変動・
インパルスノイズ・サグ，さらには周波数変動・瞬停な
どが挙げられる。これらは，従来の波形測定器が備えて
いるレベルトリガやエッジトリガ，またレベルを２段階
設定するウィンドウトリガ等では完全には捉えることが
出来なかった。Handy-ORは前述のアクイジションコント

ローラに搭載したウェーブ
ウィンドウトリガにより，
このようなパワーラインの
異常検出を可能にした。
ウェーブウィンドウトリ
ガ用の比較ウィンドウデー
タは，測定開始後，まず同
期トリガを起点として入力
データから一波長分を切り
出し，全てのデータに対す
る上限値と下限値をウィン
ドウデータとして作成しメ
モリ上に保存する。以降は
同期トリガを起点として入
力データとウィンドウデー
タとをリアルタイムで逐次
比較し，入力データがウィ
ンドウ外となった場合をト
リガとする。ウィンドウ

データは一波長分なので，次回の同期トリガを検出した
らウィンドウ読み出し位置をリセットする。
図３を用いて従来のウィンドウトリガとの比較をす
る。従来のウィンドウトリガでは，B点のようにウィン
ドウから出るインパルスの検出は可能であったが，A点
のようなウィンドウ内に収まるインパルスの検出はでき
ない。ウェーブウィンドウトリガでは，全てのデータに
対して比較データを持つことで，A点でのトリガ検出を
可能にした。これらの工夫によりパワーラインを対象に
したリアルタイム波形比較を実現している。

5. FAX/モデムカード対応

PCMCIAカードスロットをFAX/モデムカード対応とし，
電話回線でのFAX及び測定データの送信機能を実現した。
FAX送信イメージは本体内蔵感熱プリンタへの出力イ

メージと同一なので，イ
メージ作成部は共用し，
FAX送信時のみイメージを
MH符号化 （Mod i f i e d
Huffman :１次元符号化）し
た後，モデムカード制御部
を通してシリアルデータと
してモデムカードに送り
FAX出力する（図４）。
電話回線を利用したリ
モート測定となるので信頼
性向上のため以下の機能を
搭載した。

図３　ウェーブウィンドウトリガ

図４　プリンタ/FAX出力
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・相手先話し中，送信エラー時の送信リトライ機能。
・送信失敗ならば内蔵プリンタに結果を記録して測定動
作は継続。次回送信成功時に送信失敗の履歴を通知す
る機能。

・定刻測定　　　　FAX送信機能。
　　（動作確認用）
対象回線は従来の有線のみならず携帯電話・PHSの利
用も考慮されており，有線の電話回線を利用できない場
所での使用を可能とした。また，多地点に設置された測
定器からの情報を集中管理するアプリケーションソフト
も用意されている。

6. 環境調和型設計

４chのアナログ入力を備えたメモリレコーダとして
は，プリンタ性能こそ異なるが，従来機であるORPと比
較して格段の小型・軽量化が図られている。先述のワン
チップCPUの採用と，ゲートアレイによる回路集積化に

図５　主要構成部品展開図

よりプリント板面積を削減した。主要構造部品は樹脂化
して部品点数を削減したほか，樹脂ケースを薄肉化する
ことで軽量化した。
熱対策としては，使用部品・回路方式を見直すことで
低消費電力化し，熱源となりうる部分を放熱板付近に配
置して冷却ファンを不要にした。さらに，加工性・分解
性を高めるためビルトアップ組み立て可能な構成として
いる。（図５）。
樹脂ケースのリサイクル性を向上させるため，以下の
設計をしている。
  1）ネジ締結には樹脂専用セルフタッピングネジを使用

し，インサ－ト金具を撤廃した。
  2）シールド対策にはアルミと樹脂のラミネート板を使

用して導電塗装を廃止した。
  3）材料にノンハロゲン系の難燃剤を使用した変性ポリ

フェニレンエ－テル樹脂を採用することにより，燃
焼時のダイオキシン発生も防止した。

出荷用梱包材は，内材を発泡スチロールから紙を溶か
して固めたパルプモールドに変えることでリサイクル性
を高めることが出来た。

7. お  わ  り  に

以上，Handy-ORシリーズOR100/OR300の特長及びシ
ステム設計と，測定器として初めて採用した環境調和型
設計につて紹介した。本器が小型・軽量という最大の特
長を生かして，フィールドで活用され，さらにFAX/モデ
ムカードを利用したデータ送信機能によりリモート測定
器の先駆けとして活躍することを願ってやまない。
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