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DARWINシリーズ データコレクタDC100
Data Collector DC100

DARWINシリーズのラインアップとしてデータコレクタDC100を開発した。DC100は各種入出力信号を大型

ディスプレイによる多彩な表示機能でモニタリングしながら，内部メモリに蓄積していく。現場での扱い易さ

やポータビリティなどの機動性面，チャートレス化による対環境性面，測定データの有効活用やコストパフォー

マンスなどの経済性面等の多様なニーズを，高度なメモリ機能を活用することにより1台で実現した最もシンプ

ルなデータ集録の新しい形である。

本稿ではその特長について述べる。
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We have developed the Data Collector DC100 which is a new model of DARWIN family.  DC100

features a large display with a whole range of functions, allowing to monitor data while storing them in

memory.  With its sophisticated memory, the DC100 offers simple data acquisition and recording in a

single device, yet it is still fully portable and packed with features.

This paper describes its features.

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。プリンタを出力機構としたハイブリッドレコーダDR
シリーズ，汎用インタフェースを介しPC（パーソナルコ
ンピュータ）と接続しPCベースデータアクイジション機
器を実現したDA100シリーズがリリースされている。
今回DARWINシリーズのラインアップとして，「データ
アクイジションエンジン」と「メモリ媒体」を一体化した
データコレクタDC100を開発した。図１にスタンドア
ロンタイプの外観を示す。

2. 特　　長

（1）高速スキャン
0.5秒の測定インターバルで最大300チャネルのデー
タ集録および演算，アラーム処理が可能。

（2）豊富な入力種類
混在可能な各種モジュールが電圧，温度，電力，歪
み，パルスなど広範な測定対象に対応。

（3）高い拡張性
拡張タイプでは，専用ケーブルを使用してメインユ
ニットに６台までのサブユニットを接続し，総延長
500 mの多チャネルデータ集録システムを実現。ア
プリケーションに応じた高い自由度を実現し，同時
に省配線に効果を発揮。図２に拡張タイプのシステ
ム構成例を示す。

（4）小型・軽量
40チャネルまでのデータ収集装置としてスタンドアロ
ンタイプを用意。質量約５kg，奥行約20 cm（ 40 ch実
装時）の軽量，コンパクトボディでポータビリティを

図１　DC100の外観
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実現。設置場所が大きくとれない，車載（DC電源モデ
ルも用意）などの場所におけるデータ収集に有効。

（5）耐環境性
入力チャネル間，モジュール間の全てをアイソレー
ション。現場環境での安定した動作。

（6）簡単操作
３ラインの大型VFD（Vacuum Fluorescent Display）を
搭載しモニターとしての視認性を確保。スタート/ス
トップキーを押すだけでデータ集録の開始/停止が制
御できる簡単操作を実現。

（7）データ保存
収集したデータを保存する内部メモリはリチウム電
池にてバックアップ。停電からの電源復帰時には停
電発生データを保存し，その後データ収集を自動復
帰。無人環境現場におけるデータ収集にも高い信頼
性にて対応。

（8）多彩なメモリ方式
大容量内部メモリ（最大４MB）を搭載。内部メモリ
全容量を使ったシングルメモリ機能，連続的なデー
タ保存が可能なリピートメモリ機能，旧ファイルを
自動的に削除/更新するロータリメモリ機能，外部メ
ディアを利用した連続データ集録など多彩なメモリ
方式を活用して，高度なデータ集録が可能。

（9）PC共生
FD（内蔵FDD標準装備）あるいはSCSI（Small Com-
puter System Interface）機器（大容量メディアインタ
フェースオプション）へのデータセーブとともに，
PCベースのデータ集録機器としても機能する。PC
に測定データを転送しながら内部メモリにデータを
格納するので，PCの電源供給が停止した場合でも測
定データをバックアップすることが可能。測定条件
の設定やロギングを行うパッケージソフトウエアを
用意。

（10）安全規格，EMC規格対応
下記規格に対応している。
EN61010-1適合
EN55011 Group1 Class A適合
EN550822-2適合
CSA1010認定

3. システム構成

図３にDC100のブロック図を示す。
DC100は表示部，メイン制御部，通信制御部，FDDお
よびオプションのSCSI部からなる。
スタンドアロンタイプは１つの内部シリアルバスを持
ち，入出力・通信モジュールが接続される。
拡張タイプでは通信モジュール，アラーム出力モ
ジュールおよびDI/DOモジュールが接続される１つの内
部バスとサブユニットが接続される２つの外部シリアル
バスを持つ。入出力モジュールはサブユニットに接続さ
れ，最長500 mまで延長できる専用ケーブルにより測定
データはDC100本体のメモリに格納される。
メモリに格納されたデータはFDにコピーし解析・保存
する。大容量メディアインタフェースオプションにより
MO，ZiP，PDなどの記憶媒体にデータをコピーすること
も可能となる。モジュール群，サブユニットの接続形
態・シリアルバスは全DARWINシリーズで共通化されて
おり，自由なシステム構築が可能である。

4. 操作およびメモリ機能

（1）キー操作
操作性はDC100がDARWINシリーズの１つである事
およびデータコレクタとしての機能を考慮し，以下
の方法とした。

・測定値の内部メモリへの保存動作開始および終了の操
作はワンアクションにより実現し,簡単に測定値の保存
ができるようにする。

・内部メモリに保存した測定値ファイルのFD，外部メデイ
アへのコピー実行動作を最小限の操作にて実現する。

・DARWINシリーズDR130/230/240モデルの特長の一つ
である簡単操作を継承する。

・DR130/230/240モデルが持つ機能と同じ機能に対する
設定は同じ操作方法とする。

（2）メモリ機能
（2.1） 書き込みモード

測定値の保存動作機能として，より多くの使用方法
に対処できるように以下の３つの書き込みモードを
用意した。

・指定したサンプリング長分の測定値を保存し保存動作
を終了する。

・内部メモリがいっぱいになるまで，指定したサンプリ

図２　システム構成例（拡張タイプ）
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ング長分のファイルを自動作成しながら保存動作を続
ける。

・内部メモリがいっぱいになったら内部メモリ内の一番
古い日付のファイルを自動消去し使用できる内部メモ
リの領域を作成して保存動作を続ける。

（2.2） 書き込み動作
測定値を欠損なく測定値ファイルに保存する為に，
測定値一時保持バッファと判断フラグを持たせた。
ファイル切り替え状態（内部メモリのファイルに書き
込めない状態）時でも一時保持バッファ上に測定値を
保持し，その後内部メモリに書き込む処理にするこ
とで，測定値の書き込み欠損をなくした。

（2.3） その他
書き込み動作およびFD，外部メディアへのコピーの
簡単操作を実現する為に以下の機能を用意した。

・ファイル名を日付・時刻により自動的に作成する機能。
・アラーム発生時の間だけの測定値保存機能。
・内部メモリに対する保存動作の開始をDC100が持つ事
象により行う機能。

・FD，外部メディアに対するコピー後の内部メモリの自
動ファイル消去機能。

・FD，外部メディアに対するファイル作成終了のイベン
トによる自動ファイルコピー機能。

5. オプション

DC100がより多くのアプリケーションに対応できるよ
うにする為，以下のオプションを用意した。

（1）大容量メディアインタフェース機能
内部メモリに作成した測定値ファイルをより多量に
保存できるように，大容量メディアインタフェース
（SCSI）をオプションにて装着した。この大容量メ
ディアインタフェースを通して外部に大容量のメ
ディアを装着することにより，長期的な連続運転に
おいてもメディアの交換を伴わずに連続した測定値
ファイルの保存が可能になる。

（2）レポート演算ファイル・定刻ファイル機能
長期間の統計情報を効率的に管理する用途の為にレ
ポート演算ファイル・定刻ファイル機能をオプショ
ンにて装着した。
レポート演算ファイルは１時間（毎正時毎）１日間（基
準開始時刻から24時間毎）１ヵ月（基準開始日時から
次月基準開始日時）の測定周期毎の平均値と最小値・
最大値，瞬時値または積算値と累計値を保存する。
定刻ファイルは通常の測定値ファイルのサンプリン
グ周期とは異なった周期にて同じ測定対象に対して
の測定値を別のファイルに保存する。通常は長時間
インタ－バルで定期的に定刻ファイルに測定値を保
存し，同時に測定値ファイルにはアラ－ムをトリガ
にした異常現象発生前後の測定デ－タを細かくサン
プリングして格納する。このように定刻ファイルの
機能を使用すれば，有限なメディア媒体を有効に使
用しながら，定常状態の監視および異常状態の解析
が行える。

図３　DC100ブロック図
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6. PCソフトウエア

DC100に対応したPCソフトウエアとして次の３つが用
意されている。
・設定用ソフトウエア
（Windows 3.1対応）
・エンハンストデータロギングソフトウエア
（Windows 3.1対応）
・BFD32エンハンスドデータロギングソフトウエア
（Windows95，WindowsNT4.0対応）
本項では設定内容の編集を行うPC設定ソフトウエアの
特長について述べる。

・DC100における全ての設定項目（オプションを含む）を
編集対象とする。

・通信経由での設定項目の受信，送信機能。
・DC100で作成される設定ファイルの編集機能。
・通信経由で受信した設定内容が保存されるファイル，
DC100で作成された設定ファイルの両者に対する読み
込み，保存機能。

・通信経由でDC100の測定値，演算値並びにアラームス
テータスのモニタリング機能。

・通信経由でDC100の動作コマンドの一部実行が可能。
・既存の設定ファイルを読み込むことなく，DC100のシ
ステムを構築し，設定ファイルを作成する機能。
本ソフトウエアの具体的な画面構成を図４に示す。画
面はセットモードの測定/演算チャネルに依存する設定の
一覧表示，セットモード設定一覧表示，セットアップ
モード設定一覧表示，の３画面で構成され，画面の切り
替え及び画面スクロールにより設定内容の確認がとれ
る。また画面中のボタンをクリックすることにより，選
択された設定項目の設定ダイアログボックスが開く。

操作性に関してはPCソフトであることの特長を生かし
た以下の内容が盛り込まれている。
・測定/演算チャネルに依存する設定項目である測定レ
ンジ，アラームなどを１つのダイアログボックスで設
定できる。

・関連性のある設定項目間で変更が加えられたとき設定
項目間でのデータの整合がとられる。

・各種メッセージを表示することにより，ユーザに必要
な情報を与える。

・レンジ情報などマニュアルを参照しなければならない
情報を盛り込んでいる。

・図５に示すように測定/演算チャネルの現在値をモニ
タリングしながらの設定値の編集作業が行える。

7. お  わ  り  に

DC100の特長，機能，ソフトウエアについて紹介し
た。現場での扱い易さやポータビリティなどの機動性，
チャートレス化による耐環境性，経済性の要求に応え
フィールドからラボラトリまで幅広くご使用いただける
ことを期待したい。
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図５　モニタリング画面図４　PC設定ソフトウエア


