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■ 概要
情報発信パッケージ（InfoWell）は、FCN-RTU 上で動作するパッケージで、SCADAソフトを必要とせずに FCN-
RTU 単体で、Webや Eメールによる情報発信の機能を提供します。
本パッケージを使用すると、SCADAソフトウェアによる常時監視を必要としないような設備を、FCN-RTU 単体で
監視・操作できるようになります。

注：	情報発信パッケージ（InfoWell）は、FCN-RTU（CPUモジュールNFCP050 を実装した自律型コントローラ）で使用できます。

InfoWell は、以下の 4つのポートフォリオにより構成されています。

・Web アプリケーションポートフォリオ
FCN-RTUをWebサーバとして、ネットワーク上のPCのWebブラウザへデータを発信するポートフォリオです。

・E-mail アプリケーションポートフォリオ
FCN-RTU にメッセージ、または警報が発生したときに FCN-RTU から自動的に Eメールを発信するポートフォ
リオです。

・グラフィックポートフォリオ
グラフィックポートフォリオは、自律型コントローラ FCN-RTU 上で動作し、PCのWeb ブラウザ上にグラフィ
カルな画面を表示します。

・ロギングポートフォリオ
ロギングポートフォリオ（InfoWell）は、自律型コントローラ FCN-RTU 上で動作し、制御アプリケーションのデー
タを収集し、保存します。
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■ Web アプリケーションポートフォリオ

● 特長
・	本パッケージを使用することにより、コントローラである FCN-RTU に情報発信機能を追加できます。
・	Web アプリケーションポートフォリオを使用すると、FCN-RTU をWeb サーバとして、ネットワーク上のすべ
ての PCから設備の監視・操作ができるようになります。

・	Web アプリケーションポートフォリオと E-mail アプリケーションポートフォリオを組み合わせることで、通常
は FCN-RTU によって設備を無人で運転し、設備の異常時には Eメ—ルを発信し、Eメールを受信した PC上の
Webブラウザによって設備の異常状態確認／操作といった対応が可能になります。

・	本ポートフォリオの設定は、Webブラウザから簡単に行えます。プログラミングなど特別な知識を必要としな
いので、誰でも簡単に設定できます。

● 機能概要
Webアプリケーションポートフォリオでは、FCN-RTUをWebサーバとして、制御アプリケーションのデータをネッ
トワーク上に配信する機能を提供します。
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図  Web アプリケーションポートフォリオ概要

● 機能詳細
本ポートフォリオでは、Web画面表示を以下の 3つの方式により実現しており、各々特長を持った画面を提供し
ます。

表 実現方式一覧

実現方式 説明

テーブル表示方式 データをテーブル（表）にて表示
データの表示と設定が可能

グラフィカル表示方式 データをグラフなどグラフィカルに表示
データの定期更新が可能

リアルタイム更新方式 データをリアルタイムに更新して表示

表 画面一覧

実現方式 画面 説明
テーブル表示方式 テーブル 複数のデータを 1つの表にて表示

グラフィカル表示方式

棒グラフ 配列データを棒グラフにて表示

折れ線グラフ 配列データを折れ線グラフにて表示

メッセージ表示 FCN-RTU のシステムメッセージ・アプリケーションメッセージを時系列に表示

リアルタイム更新方式

数値表示 データを数値によりリアルタイム表示

バー表示 データをバーによりリアルタイム表示

トレンド表示 データの時系列変化をトレンドにて表示

本ポートフォリオでは、これらの画面を必要に応じて選択して使用します。

2017.04.27-00
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テーブル表示方式

F02.ai

図  テーブル表示方式の画面イメージ

本方式では、HTML によるテーブル（表）にて表示します。
本方式では、データの表示・設定が可能です。

グラフィカル表示方式

F03.ai
折れ線グラフ 棒グラフ メッセージ表示

図  グラフィカル方式の画面イメージ

本方式では、Webブラウザ上で実行されるプログラム（Java アプレット）によりデータを表示します。
本方式では、データの定期更新が行えます。（メッセージ表示は定期更新不可）
本方式のデータ更新方法は、Java アプレットが定期的に FCN-RTU へデータを要求することによる PULL 型の自動
更新です。

リアルタイム更新方式

F04.ai

数値表示 バー表示 トレンド表示

図  リアルタイム更新方式の画面イメージ
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リアルタイム更新方式は、Webブラウザ上で実行されるプログラム（Java アプレット）によりデータを表示します。
本方式では、データのリアルタイム更新が行えます。
本方式のデータ更新方法は、FCN-RTU 上のデータ収集・蓄積用プログラムがデータを定期収集し、Webブラウザ
上の Java アプレットに定期送信することによる PUSH 型の自動更新です。

● 機能仕様

共通仕様
・Web画面数：FCN-RTU あたりの最大 50
・クライアント数：同時アクセス最大 5
・画面展開：メニュー画面からのハイパーリンクによる展開
・アクセス可能データ：
・IEC61131-3 標準データ：REAL、INT、SINT、DINT、UINT、USINT、UDINT、BOOL、WORD、DWORD、

TIME、BYTE、STRING
・FCN-RTU 標準データ：CData_REAL、CData_INT

・セキュリティ：FCN-RTU への接続時にユーザ名とパスワードによるアクセス制限。
	 管理権限／実行権限を持ったユーザで管理可能。

実現方式ごとの仕様

テーブル表示方式 グラフィカル表示方式 リアルタイム更新方式

画面 HTML による表	(*1)
折れ線グラフ	(*2)
棒グラフ	(*2)
メッセージ表示

数値表示
バー表示
トレンド表示	(*4)

データ表示方法 HTML による表示 Java アプレットによる表示 Java アプレットによる表示

データ通信方式 HTTP プロトコル HTTP プロトコル 専用プロトコル	(*5)

データ表示 可能 可能 可能

データ設定 可能 不可 不可

データ更新 手動更新 手動更新、または、自動更新	(*3) 自動更新	(*6)

FCN-RTU あたりの最大データ数 上限なし 上限なし 100 データ	(*7)

*1：	テーブル表示方式のWeb画面は、本ポートフォリオにて用意されたテンプレートの修正で簡単に作成できますが、HTML
の知識があれば、自由にカスタマイズすることも可能です。

*2：	折れ線グラフ、棒グラフは、配列データなどを X軸、Y軸に設定することによりグラフをプロットします。1枚のWeb
画面に X軸は 1データ（最大 200点）、Y軸は最大 16データ（各データ最大 200点）指定できます。Y軸のデータごとに
折れ線グラフと棒グラフを指定して、1枚のWeb画面上に折れ線グラフと棒グラフを混在させることも可能です。

*3：	グラフィカル表示方式の自動更新の更新周期は 5秒以上、1秒単位（デフォルト 30秒）で指定可能です。
	 ただし、メッセージ表示については、手動更新のみとなります。（メッセージ表示の自動更新はフェーズプランにて対応

予定です。）
	 本方式のデータ更新は、Webブラウザ側からの更新のため、FCN-RTUの CPU負荷の状況によって、データが一定周期で

更新されないことがあります。
*4：	トレンド表示の仕様は以下となります。
	 	 ・画面を表示した時点から、データ収集開始
	 	 ・1ページあたりの表示データ数：13（ただし、スケールの定義は 1ページあたり 2つまで）
	 	 ・データ収集周期：下記リアルタイム更新方式の自動更新周期と同じ（個別設定不可）
	 	 ・表示期間（X軸の時間幅）：Web画面ごとの時間による指定（1分以上、分単位、デフォルト 2分）
*5：	本方式のデータ通信は、専用プロトコルによる通信のため、インターネットとイントラネットを接続するファイアウォー

ルを通常は通過しません。本方式を使用する場合は、イントラネット内の PCでWeb画面を表示してください。社外な
どからアクセスする場合は、ファイアウォールを適切に設定するか、イントラネットへのリモートアクセスを使用して表
示します。（ネットワーク管理者に相談してください。）

*6：	リアルタイム更新方式の自動更新の更新周期は、1秒以上、1秒単位（デフォルト 2秒）で指定可能です。
	 本方式のデータ更新は、FCN-RTU上で動作するプログラムで定期的にデータ収集・送信を行うため、データ更新は定期的

に行われます。ただし、ネットワークの負荷により画面表示は遅れる場合があります。
	 更新周期は、FCN-RTUで 1つの設定となります（データごと、画面ごとの設定不可）。さらに「E-mail アプリケーションポー

トフォリオ」を同時に使用している場合は、この「データ更新周期」と、「E-mail アプリケーションポートフォリオ」の「デー
タ・メッセージ監視周期」も同一周期となります（個別設定不可）。
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*7：	 FCN-RTU 当たりの最大データ数は、リアルタイム更新方式のWeb画面で使用する全データに対する最大数となります。
また、本方式の場合は、Web画面の表示・非表示にかかわらず FCN-RTU の CPUを常時使用します。1データの収集に
FCN-RTUの CPUを 4	ミリ秒使用しますので、データ数が多いときは更新周期を長くしてください。（CPUの使用率は、制
御アプリケーションと本ポートフォリオ合わせて 60%以下となるようにしてください。）

	 本ポートフォリオのプライオリティは、制御アプリケーションのプライオリティより低いため、データ収集数が多い場合
は、制御の実行が優先され、データ収集に遅れが生じることがあります。

	 「E-mail アプリケーションポートフォリオ」を同時に使用している場合は、「E-mail アプリケーションポートフォリオ」の
収集・監視データ数と合わせて上記最大データ数となります。（1つのデータをWebと E-mail の両方で使用する場合は、
1つとしてカウントします。）

● 設定
本ポートフォリオは、FCN-RTU の Duolet 機能上で動作しますが、Java プログラミングの必要はありません。
本ポートフォリオの設定は、PCのWeb ブラウザから FCN-RTU に接続することにより行います。

F05.ai

図  Web アプリケーションポートフォリオ設定画面例

設定画面上には、制御アプリケーションで使用されているデータ一覧が表示されます。Web画面へのデータの設
定は、それをコピー＆ペーストすることにより、簡単にデータ設定が行えます。(*1)
また、FCN-RTU の制御を止めることなくWeb画面や表示データの変更が可能です。

*1：	本ポートフォリオを使用する前に、FCN-RTUに制御アプリケーションがダウンロードされている必要があります。制御ア
プリケーションは、ロジックデザイナにて作成してください。

2017.04.27-00
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■ E-mail アプリケーションポートフォリオ

● 特長
・	本パッケージを使用することにより、コントローラである FCN-RTU に情報発信機能を追加できます。
・	E-mailアプリケーションポートフォリオを使用すると、OAエリアのPCや携帯電話へEメールを発信できるので、
いつでも、どこでも設備からのメッセージ、データを受け取れるようになります。

・	Web アプリケーションポートフォリオと E-mail アプリケーションポートフォリオを組み合わせることで、通常
は FCN-RTU によって設備を無人で運転し、設備の異常時には Eメ—ルを発信し、Eメールを受信した PC上の
Webブラウザによって設備の異常状態確認／操作といった対応が可能になります。

・	本ポートフォリオの設定は、Webブラウザから簡単に行えます。プログラミングなど特別な知識を必要としな
いので、誰でも簡単に設定できます。

2017.04.27-00

● 機能詳細
本ポートフォリオでは、以下の 2種類の Eメール発
信ができます。

・メッセージ発信
メッセージ発信は、FCN-RTU のシステムメッセー
ジ、アプリケーションメッセージ（制御アプリケー
ションからのメッセージ）の発生時に自動的に E
メールを発信します。

・警報発信
警報発信は、制御アプリケーションのデータの上
下限値オーバと接点状態を検出し、Eメールを発信
します。
ここでの警報検出は、制御アプリケーションで行っ
ている警報検出とは別に、E-mail アプリケーショ
ンポートフォリオ側で独自にデータ収集・警報検
出を行います。

メッセージ発信
メッセージ発信の Eメール本文例を以下に示します。

FCX1 192. 168. 1. 1
2003/02/08 0:00:00
Type = application alarm Occur, Application alarm recover
Instance Name = Task1. Loop1
Key Word = HH, LL
2003/02/27 20:19:10 alarm
message. application. Task1. Loop. 2206. HH alarm (PV = 88%)
 •
 •
 •

F07.ai

図  メッセージ発信 E メール本文例

警報発信
警報発信の Eメール本文例を以下に示します。

FCX1 192. 168. 1. 1
2003/02/08 0:00:00
タンク内温度がHIGH_ALARM状態です。現在値は120℃です。
スイッチ1がBOOL_ALARM状態です。現在値はtrueです。
 ･
 ･
 ･

F08.ai

図  警報発信 E メール本文例

● 機能概要
E-mail アプリケーションポートフォリオでは、FCN-
RTU のイベント発生時に自動的にメールを発信する
機能を提供します。

F06.ai
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図  E-mail アプリケーションポートフォリオ概要
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● 機能仕様

共通
・Eメール発信プロトコル：	 SMTP(*1)、(*2)
・データ監視周期：	 	 1 秒以上、1秒単位（デフォルト 2秒）(*3)
・メッセージ監視周期：	 	 1 秒以上、1秒単位（デフォルト 2秒）
・収集・監視データ最大数：	 100 データ (*4)

*1：	 SMTP	サーバの認証機能に対応しています。（SMTP	Authentication ／ Pop	Before	SMTP）
*2：	 E メール発信のためには、Eメールサーバが別途必要です。イントラネット内に設置された Eメールサーバだけでなく、

インターネットプロバイダなどの外部の Eメールサーバを利用することも可能です。外部の Eメールサーバを利用する場
合は、イントラネットのファイアウォールを外部 Eメールサーバに Eメール送信できるように設定してください。

*3：	データ監視周期は、システムで一つの設定となります（データごとの個別設定不可）。さらに「Webアプリケーションポー
トフォリオ」を同時に使用している場合は、この「データ監視周期」と、「Webアプリケーションポートフォリオ」のリ
アルタイム更新方式の自動更新の更新周期も、同一周期となります（個別設定不可）。

*4：	収集・監視データ数は、警報発信で監視対象となるデータのFCN-RTUあたりの合計最大数となります。また、データの収集・
監視のためには FCN-RTUの CPUを常時使用します。1データの収集に FCN-RTUの CPUを 4	ミリ秒使用しますので、デー
タ数が多いときは監視周期を長くしてください。（CPUの使用率は、制御アプリケーションと本ポートフォリオ合わせて
60%以下となるようにしてください。）

	 本ポートフォリオのプライオリティは、制御アプリケーションのプライオリティより低いため、収集・監視データ数が多
い場合には、制御の実行が優先され、データの収集・監視に遅れが生じることがあります。

	 「Webアプリケーションポートフォリオ」を同時に使用している場合は、リアルタイム更新方式のWeb画面で使用するデー
タと合わせて上記のデータ数の制限となります。（1つのデータをWebと E-mail の両方で使用する場合は、1つとしてカ
ウントします。）

メッセージ発信
・Eメール発信条件数：	 最大 10
・Eメール発信条件：	 以下の条件指定、または、複数条件の論理和（OR）の指定により Eメール発信します。
	 	 	 ・メッセージタイプ	 ：システムイベントメッセージ
	 	 	 	 	 	 	 	 　システムアラームメッセージ
	 	 	 	 	 	 	 	 　アプリケーションイベントメッセージ
	 	 	 	 	 	 	 	 　アプリケーションアラームメッセージ（発生）
	 	 	 	 	 	 	 	 　アプリケーションアラームメッセージ（復帰）
	 	 	 ・インスタンス名	 ：PAS	POU のインスタンス名
	 	 	 ・キーワード	 	 ：HH、LL、H、L、alarm など
・Eメール本文：	自由に設定可能な固定文字列と以下の文字変数により構成されます。
	 	 メッセージ発信では、Eメール本文を 1種類設定可能です。
	 	 	 ・インスタンス名
	 	 	 ・キーワード
	 	 	 ・メッセージ発生時刻
	 	 	 ・メッセージ種類
	 	 	 ・メッセージ発生元
	 	 	 ・メッセージ ID
	 	 	 ・メッセージ本文

警報発信
・Eメール発信条件数：	 最大 50
・Eメール発信条件：	 指定するアナログデータの上下限警報、接点データの True または False により Eメー

ルを発信します。（本条件は、本ポートフォリオ内で独自に検出した警報条件です）
・Eメール本文：	 自由に設定可能な固定文字列と以下の文字変数により構成されます。
	 	 警報発信では、Eメール本文を 50 種類設定可能です。
	 	 	 ・データ名称（本ポートフォリオにて設定したデータ名称）
	 	 	 ・警報状態（NORMAL、HIGH_ALARM、LOW_ALARM、BOOL_ALARM）
	 	 	 ・データ値
	 	 	 ・データ工業単位
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● 設定画面
本ポートフォリオは、FCN-RTU の Duolet 機能上で動作しますが、Java プログラミングの必要はありません。
本ポートフォリオの設定は、PCのWeb ブラウザから FCN-RTU に接続することにより行います。

F09.ai

図  E-mail アプリケーションポートフォリオ設定画面例

設定画面上には、制御アプリケーションで使用されているデータ一覧が表示されます。Eメール発信条件などへ
のデータの設定は、それをコピー＆ペーストすることにより、簡単にデータ設定が行えます。(*1)
また、FCN-RTU の制御を止めることなく Eメール発信条件や Eメール本文の変更が可能です。

*1：	本ポートフォリオを使用する前に、FCN-RTUに制御アプリケーションがダウンロードされている必要があります。制御ア
プリケーションは、ロジックデザイナにて作成してください。
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■ グラフィックポートフォリオ

● 概要
グラフィックポートフォリオは、自律型コントローラ FCN-RTU 上で動作し、PCのWeb ブラウザ上にグラフィカ
ルな画面を表示します。
本ポートフォリオを使用すると、設備の写真やループ図などの画像中に FCN-RTU の制御／監視対象データを数値
やバー表示などの形で表示することで、直感的に設備を監視できます。

注：	グラフィックポートフォリオは、FCN-RTU（CPU	モジュールNFCP050	を実装した自律型コントローラ）で使用できます。

F01.ai

図  設備の写真中に制御／監視対象データを表示

F02.ai

図  ループ図中に制御／監視対象データを表示

● 特長
・	直感的な監視が可能
	 FCN-RTU が制御する設備の写真やループ図などにデータが表示されるので、現場の状況を直感的かつ正確に把
握できます。
・	画面の作成が簡単
	 デジタルカメラで撮影した写真や市販のソフトウェアで作った画像に、データを表示する部品を配置するだけ
で、簡単に画面が出来上がります。画像のファイル形式として、JPEG 方式や PNGなどの 4種類をサポートし
ています。
・	複数 FCN/FCJ の統合監視が可能
	 同一画面上に複数 FCN/FCJ の制御／監視対象データを統合表示できます。

2017.04.27-00
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● 機能

画面表示
FCN-RTU 上の制御／監視対象データを、PC のWeb
ブラウザ上で、グラフィカルに表示する機能です。
・	背景画を表示（背景画）
・	背景画中に制御／監視対象データを表示（表示部
品）
・	背景画中に制御／監視対象データの値によって変
化する画像を表示（イメージ部品）
・	背景画上に他の画面へ切り替えるボタンを表示（コ
メント・リンク部品）

同一画面上に最大 10 台の FCN-RTU の制御／監視対象データを統合表示できます。

FCN-RTU

画面情報

Webブラウザ

画面情報
・背景画
・イメージパーツ
など 制御アプリケーション

変数

データ転送機能  (*1)

データ要求 返信

FCN-RTU

制御アプリケーション

変数

データ転送機能  (*1)

FCN-RTU

制御アプリケーション

変数

データ転送機能  (*1)

……

データ要求 返信

データ要求
返信

最大

10台

F04.ai

図  複数の FCN-RTU からデータ表示を行ったときの動作イメージ

*1:	 本ポートフォリオのライセンスは、データを表示する（データ転送機能を実行する）FCN-RTUごとに必要です。

制御機能

グラフィックポートフォリオ

FCN-RTU

PC

Ethernet

Webブラウザ

Webサーバ

F03.ai

H
TT
P通
信

図  画面表示時の構成

画面定義
PC 上の専用ツール「グラフィック定義ツール」によっ
て画面を定義する機能です。
・	背景画の設置
・	表示部品の配置
・表示部品への制御／監視対象データの割り付け
・	FCN-RTU との間での画面定義情報のダウンロード
／アップロード（FTP 通信）

制御機能

 

PC

F05.ai

グラフィックポートフォリオ

FCN-RTU

PC

FT
P通
信

Ethernet

専用ツール
「グラフィック定義ツール」

Webブラウザ

Webサーバ

図  画面定義時の構成
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● 機能仕様

表　画面表示機能仕様

項目 説明 備考
データ更新 5秒／ 10 秒／ 15 秒／ 30 秒 （デフォルト 5秒）自動更新のみ

クライアント数 最大 10 クライアント／コントローラ（FCN-RTU） ブラウザ 1つで、1クライアント

データ表示方法 ブラウザ上に Java アプレットで表示

通信方式 HTTP プロトコル ポート 80 のみ使用

基本データ型 REAL ／ LREAL ／ INT ／ DINT ／ SINT ／ UINT ／	UDINT ／ USINT ／
BOOL	 配列も可

構造体型のデータ CData_Real/CData_INT/SD_NPSUM_DEF	 左記のみ可

表示元データ 複数コントローラ（FCN-RTU）のデータ表示可能
最大 10 コントローラ（FCN-RTU）／クライアント

表　画面定義機能仕様

項目 説明 備考
プロジェクト 画面定義情報の保存単位 プロジェクト数に制限は無し

コントローラ数 10 コントローラ（FCN-RTU）／プロジェクト

グループ 画面の管理単位
5グループ／ 1コントローラ（FCN-RTU）

グループごとにログインユーザを別途定義でアクセス
制限が可能

画面数 40 画面／グループ 本ポートフォリオと他の Java プログラムが使用できる
容量は 16	MB 以下を推奨します。

表示部品数 80 個／画面
その内、データアクセス部品は 40 個／画面

背景画 BMP、JPEG、GIF、PNG形式の画像ファイル

イメージ部品 BMP、JPEG、GIF、PNG形式の画像ファイル

表示部品種

データ表示部品
バー表示部品
テキスト表示部品
イメージ部品

データアクセス部品（40 個／画面）

ラベル／リンク部品 非データアクセス部品
（データアクセス部品と合わせて、80 個／画面）

画面転送 FTP プロトコル ポート 20、21 使用

../submenu.htm
../../index.htm


GS 34P02P51-02

12<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2016,  Yokogawa Electric Corporation

■ ロギングポートフォリオ

● 概要
ロギングポートフォリオは、自律型コントローラ
FCN-RTU 上で動作する、ロギング処理を行うソフト
ウェアパッケージです。
自律型コントローラ FCN-RTU は、PLC 相当の制御機
能と PC相当の情報処理・情報発信の機能を合わせ持
つコントローラです。
InfoWell は、この情報処理・情報発信の機能を簡単な
設定だけで動作させるためのパッケージ群です。
ロギングポートフォリオは、設備や機器の制御シス
テムの管理に不可欠なロギング機能を実現するもの
で、自律型コントローラ FCN-RTU の制御アプリケー
ションのデータを、システムの用途に最適な各種の
形式で収集し、ロギングファイル（CSV 形式）とし
て保存します。このロギングファイルは、ネットワー
ク経由でWeb ブラウザから各種の形式（トレンド表
示、表形式表示など）で閲覧できます。さらに、Eメー
ルで送信することも可能です。同梱されている、PC
用ソフトウェアを活用すれば、このロギングファイ
ルを、PC からネットワーク経由で定期取得して活用
できます。

注：	ロギングポートフォリオは、FCN-RTU（CPU	モ
ジュール NFCP050	を実装した自律型コントロー
ラ）で使用できます。

F01.ai

FCN-RTU

PC

ファイル
データ
収集

Ethernet

ロギング

ロギング

ファイル

収
集

データ
の表示

データの表示

ロギングビューア

（オンライン）

（オフライン）

制御アプリ
ケーション

データ
保存

収集
ツール

ロギング
機能

図　ロギング機能

● 特長

簡単な機器構成
PC 無しで安価に高信頼のロギング機能を実現できま
す。24 時間運転の専用 PC の保守が不要です。また、
PLC と PC の通信も不要で、大量のデータを高速にロ
グすることもできます。

システム構築が簡単
制御プログラムで扱うデータを、簡単な設定でログ
できます。

豊富なデータロギング機能
定周期にデータを収集し定周期にロギングファイル
として保存する基本機能のほかに、銘柄管理に活用
できるバッチロギング、データ量を抑制するスナッ
プショットロギング、異常などのイベントが発生し
た前後データを収集するシーケンスイベントロギン
グ、設備やコントローラの異常や復帰を記録するメッ
セージロギングなどの機能があります。使用目的に
応じて最適な記録方法を選べます。

豊富な表示機能と E メール発信
蓄積されたロギングデータは、トレンド表示や表形
式表示などの多彩な形式でWeb ブラウザで表示でき
ます。さらにロギングデータ（簡易レポート）を Eメー
ルで送信できます。

高度なデータ活用
PC 上のロギングファイル収集ツールにより、ロギン
グファイル（CSV形式）をPCに定期的に収集できます。
これにより、MS-Excel などを用いて簡単にデータ解
析が行えます。

F02.ai

 #APPNAME SD-DLG
#FILEREV 0
#LOGTYPE DATA_HC
#TIMEZONE GMT+9
#TITLE Log File Title
#DATE 080525 13:00
#DATA Main.PI100_HI Pressure HI Limit 2300.00 KPa
#DATA Main.LI100 Initial Level 2345.67 mm
#VAR Main.PI100 Main.PI200 Main.FI100 Main.FI200
#LABEL Vessel Pressure Outlet Pressure Inlet Flow Outlet Flow
#UNITS KPa KPa m3/min m3/min
#TYPE REAL REAL REAL REAL
080525 13:00:01 123.45 123.46 34.5 12.34
080525 13:00:02 1234.56 12.35 45.6 ***

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

080525 14:00:00 12.34 1234.56 23.4 ***
#MINIMUM 12.34 12.35 23.4 12.34
#MAXIMUM 1234.56 1234.56 45.6 12.34
#AVERAGE 567.40 567.80 35.6 12.34
#TOTAL 128160.0 44424.00

図　ロギングファイル例

2017.04.27-00
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● 機能概要
ロギングポートフォリオには、以下の機能があります。
・	ロギング機能
・	ロギングファイル表示機能
・	ロギングファイル収集機能
・	ロギングファイル（簡易レポート）送信（Eメール）機能
・	ロギング定義機能

● ロギング機能
ロギング機能には、以下の機能があります。
・	データロギング
・	シーケンスイベントロギング
・	メッセージロギング

F03.ai

 FCN-RTU
ロギング機能

最大25ブロック

ロギング
ファイル

制御アプリ
ケーション

データ

保
存

データ収集

ブロック

40アイテム

データ 40アイテム
データ

図　データロギング機能 

注：	・	 ブロックごとにロギングのタイプを指定できます。
	 ・	 ブロックごとにロギングファイルを作成します。
	 ・	 締め切り処理ごとに 1つのロギングファイルを作成します。

○ データロギング
データロギングには、以下のものがあります。

表　データロギング

ロギングタイプ
データ収集周期

締め切りタイミング 簡易レポート (*4)
高速 低速

時締めロギング 1～ 60 秒	(*1)(*3) 1 ～ 60 分	(*2) 1 時間ごと 日報、月報、年報

日締めロギング － 1～ 60 分	(*2) 1 日ごと 月報、年報

バッチロギング 1～ 60 秒 (*1)(*3) 1 ～ 60 分	(*2) バッチ記録スイッチ －

スナップショット
ロギング

連続
－ トリガ

1時間または 1日ごと 日報、月報、年報

トリガ 締め切りトリガ －

*1：	既定値（1、2、5、10、15、30、60秒）が指定可能
*2：	既定値（1、2、5、10、15、30、60分）が指定可能
*3：	データ収集には、制御アプリケーション作成時にロギング用 POUが必要です。データ収集周期は，制御アプリケーショ

ンのスキャン周期に依存します。
*4：	簡易レポート（日報、月報、年報）とは、ロギングファイルの締め切り値（最大値、最小値、平均値、合計値）を集計し

たCSV形式のファイルです。

2016.07.15-00
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時締めロギング
時締めロギングは、一定の収集周期でデータを収集
し、1時間に 1回締め切り処理を実行し、時締めロギ
ングファイルを作成します。
データの収集周期には、高速（周期：1～ 60 秒）と
低速（周期：1～ 60 分）があります。
時締めロギングの締め切り処理では、収集したデー
タより集計処理（最大、最小、平均、合計の計算）
を行い、収集データと共にロギングファイルに保存
します。保存されたロギングファイルは圧縮（ZIP 化）
されます。
さらに収集したデータより、簡易レポート（日報、
月報、年報）を作成することもできます。

F04.ai

 

日報

時締めロギングファイル 時締めロギングファイル

締めきり処理

一定収集周期でデータ収集

締めきり処理

一定収集周期でデータ収集

月報

年報

簡易レポート作成処理

図　時締めロギング（簡易レポート付き）の動作例

2016.07.15-00

日締めロギング
日締めロギングは、一定の収集周期（周期：1～ 60 分）
でデータを収集し、1日に 1回締め切り処理を実行し、
日締めロギングファイルを作成します。
日締めロギングの締め切り処理では、収集したデー
タより集計処理（最大、最小、平均、合計の計算）
を行い、収集データと共にロギングファイルに保存
します。保存されたロギングファイルは圧縮（ZIP 化）
されます。
さらに収集したデータより、簡易レポート（月報、
年報）を作成することもできます。

F05.ai

 

月報

締めきり処理

一定収集周期でデータ収集

締めきり処理

一定収集周期でデータ収集

年報

簡易レポート作成処理

日締めロギングファイル 日締めロギングファイル

図　日締めロギング（簡易レポート付き）の動作例

F06.ai

 
#APPNAME SD-DLG
#FILEREV 0
#LOGTYPE DATA_HC
#TIMEZONE GMT+9
#TITLE Log File Title
#DATE 071220 13:00
#DATA Main.PI100 Vessel Pressure 1523.23 KPa
#DATA Main.LI100 Initial Level 2345.67 mm
#VAR Main.PI100 Main.PI200 Main.FI100 Main.FI200 Main.PUMP1 Main.TI100
#LABEL Vessel Pressure Outlet Pressure Inlet Flow Outlet Flow Inlet pump Vessel Temp
#UNITS KPa KPa m3/min m3/min DegC
#TYPE REAL REAL REAL REAL BOOL REAL
#ON_LABEL RUN
#OFF_LABEL STOP
071220 13:00:01 123.45 123.456 34.5 12.34 RUN ***
071220 13:00:02 1234.56 12.3456 45.6 *** RUN 123.45

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

071220 14:00:00 12.34 1234.56 23.4 *** STOP 123.45
#MINIMUM 12.34 12.3456 23.4 12.34 23 23.45
#MAXIMUM 1234.56 1234.56 45.6 12.34 37 432.1
#AVERAGE 567.4 567.8 35.6 12.34 234.5 　
#TOTAL 128160 44424 4 　

ヘッダ情報
（ファイル属性）

ヘッダ情報
（パラメータ部）

ヘッダ情報
（ラベル部）

収集データ

フッタ情報
（締め切り
データ部）

データ収集時刻

データ収集開始時刻

データ（最大40アイテム）

図　時締めロギングファイル例

F07.ai

  #VAR Main.PI100 Main.PI200 Main.FI100 #VAR Main.PI100 Main.PI200 Main.FI100 #VAR Main.PI100 Main.PI200 Main.FI100
#LABEL Vessel Pressure Outlet Pressure Inlet Flow #LABEL Vessel Pressure Outlet Pressure Inlet Flow #LABEL Vessel Pressure Outlet Pressure Inlet Flow
#UNITS KPa KPa m3/min #UNITS KPa KPa m3/min #UNITS KPa KPa m3/min
#TYPE REAL REAL REAL #TYPE REAL REAL REAL #TYPE REAL REAL REAL
071220 13:00:01 123.45 123.456 34.5 071220 01:00:00 123.45 123.456 128000 071202 00:00:00 123.45 123.456 3093880
071220 13:00:02 1234.56 12.3456 45.6 071220 02:00:00 1234.56 12.3456 128160 071203 00:00:00 1234.56 12.3456 3080000…

…
…
 

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

071220 13:00:30 1234.56 12.3456 45.6 071220 14:00:00 12.34 1234.56 128160 071221 00:00:00 12.34 1234.56 3080880…
…
…
 

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

071220 14:00:00 12.34 1234.56 23.4 071221 00:00:00 12.34 1234.56 129200 080101 00:00:00 12.34 1234.56 3080880
#MINIMUM 12.34 12.3456 23.4 #MINIMUM 12.34 12.3456 128000 #MINIMUM 12.34 12.3456 3080000
#MAXIMUM 1234.56 1234.56 45.6 #MAXIMUM 1234.56 1234.56 129200 #MAXIMUM 1234.56 1234.56 3093880
#AVERAGE 567.4 567.8 35.6 #AVERAGE 567.4 567.8 128370 #AVERAGE 567.4 567.8 3085003
#TOTAL 128160 #TOTAL 3080880 #TOTAL 95635093

時締めロギング 簡易日報 簡易月報

時締めロギングを締め切り後集計し、結果を簡易日報に記録 簡易日報を締め切り後集計し、結果を簡易月報に記録

図　簡易日報／月報の生成例

../submenu.htm
../../index.htm


GS 34P02P51-02

15<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2016,  Yokogawa Electric Corporation

バッチロギング
バッチ記録スイッチ (*1) が True の間、一定の収集周
期でデータを収集し、ファイルに保存します。
データの収集周期には、高速（周期：1～ 60 秒）と
低速（周期：1～ 60 分）があります。
簡易レポートは作成されません。

注：	バッチ記録スイッチが True になるたびに、ファイ
ルを新規に作成します。

*1：	バッチ記録スイッチ
	 データ収集を行う期間を指定する制御アプリケー

ションの変数です。
	 バッチ記録スイッチが False から True になったタ

イミング（データ収集開始時）と True から False
になったタイミング（データ収集終了時）にもデー
タ収集を行います。

	 バッチ記録スイッチは、True ／ False の間隔を 1
分以上空けてください。

F08.ai

 

バッチロギング
ファイル

締めきり処理

一定収集周期でデータ収集

バッチ記録
スイッチ

：True

：False

図　バッチロギングの動作例

スナップショットロギング
データ収集トリガが発生したタイミングでデータを
収集し、ファイルに保存します。
ロギングファイルの締め切り処理の方式により、「連
続」「トリガ」の 2種類があります。
-	スナップショットロギング（連続）
	 スナップショットロギング（連続）の場合は、指定
時刻に締め切り処理を実行し、ロギングファイル
を作成します。合わせて簡易レポート（日報、月報、
年報）も作成できます。

F09.ai

 

日報

月報

年報

：True

：False

スナップショット
ロギングファイル

スナップショット
ロギングファイル

締めきり処理

データ収集

締めきり処理

データ収集

簡易レポート作成処理

データ
収集
トリガ

図　スナップショットロギング（連続）の動作例

-	スナップショットロギング（トリガ）
	 スナップショットロギング（トリガ）は、最初の
データ収集トリガでファイルを生成し、締め切り
トリガでロギングを終了し、ファイルに保存しま
す。簡易レポートは作成されません。

注：	一度締め切り処理が実行されると、その次のデー
タ収集トリガで再度ファイルを作成し、ロギング
を開始します。

F10.ai

 

締めきり処理

データ収集

データ
収集
トリガ

：True

：False

締め切り
トリガ

：True

：False

最初のトリガで
ファイル生成

スナップショット
ロギングファイル

図　スナップショットロギング（トリガ）の動作例

注：	「データ収集トリガ」、「締め切りトリガ」とも制御
アプリケーションの変数です。

2016.07.15-00
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○ シーケンスイベントロギング（SOE (*1) ロギング）
シーケンスイベントロギング（以降、SOE(*1) ロギングと略す）は、異常などのイベントが発生した前後のデータ
を高速にログし、ファイルへ保存します。
簡易レポートは作成できません。

*1：	 SOE：Sequence	of	Events

  FCN-RTU- ロギング 機能 

SOE 
ロギング 
ファイル Y 

X 

データ 収集 

イベント 発生 

ブロック 

データ 
32 データ 

ブロック 

データ 
32 データ 

ブロック 

データ 
40 データ 

F18.ai 

イベント が 発生 した 
前後 の データ を 
高速 に 収集 

保存 

t 

図　SOE ロギング機能

2016.07.15-00

○ メッセージロギング
定周期（1分）に FCN-RTU のメッセージをファイルに保存します。
メッセージ番号によりフィルタリングもできます。

F11.ai

 #APPNAME SD-DLG
#FILEREV 0
#LOGTYPE MSG
#TIMEZONE GMT+9
#TITLE Log File Title
#DATE 071220 13:23
#TIME ID TYPECATEGORY MESSAGE
080415 07:37:07.150 1806 EVENTAPPLICATION MSG100.MSG_BLOCK_01.USR......
080415 07:37:11.250 1801 EVENTAPPLICATION MSG100.MSG_BLOCK_01.USR......
080415 07:37:15.350 1806 EVENTAPPLICATION MSG.MSG_BLOCK_01.USRALM......
080415 07:37:19.450 1801 EVENTAPPLICATION MSG.MSG_BLOCK_01.USREVT......
080415 07:37:23.550 9018 ALARMAPPLICATION TRIGGER.BATCH_MSG1 Batch...... 
080415 07:37:27.650 9018 ALARMAPPLICATION TRIGGER.BATCH_MSG2 Batch...... 
080415 07:37:31.750 9018 ALARMAPPLICATION TRIGGER.SNAP_MSG1 Writing......
080415 07:37:35.850 9018 ALARMAPPLICATION TRIGGER.SNAP_MSG2 Closing......…

…
…

…
…
…

…
…
…
 

…
…
…

…
…
…
 

080415 07:55:19.550 1806 EVENTAPPLICATION MSG100.MSG_BLOCK_01.USR......
080415 07:55:23.650 1801 EVENTAPPLICATION MSG100.MSG_BLOCK_01.USR......

SOURCE
MSG100.MSG_BLOCK_01.USRALM
MSG100.MSG_BLOCK_01.USREVT
MSG.MSG_BLOCK_01.USRALM
MSG.MSG_BLOCK_01.USREVT
TRIGGER.BATCH_MSG1
TRIGGER.BATCH_MSG2
TRIGGER.SNAP_MSG1
TRIGGER.SNAP_MSG2…

…
…

MSG100.MSG_BLOCK_01.USRALM
MSG100.MSG_BLOCK_01.USREVT

ヘッダ情報
（ファイル属性）

ヘッダ情報
（ラベル部）

メッセージ

図　メッセージロギングファイルの例

F19.ai

SOEロギング
ファイル

：True
：False

イベント

データ収集（600データ）

イベント前データ イベント後データ
イベント発生

図　SOE ロギングの動作例
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● ロギングファイル収集機能
ロギングファイル収集機能を用いて、定期的に FCN-
RTU のロギングファイルを PCに収集することができ
ます。また、手動による任意タイミングでの収集も
可能です。
ロギングファイルの収集機能には、次の方法があり
ます。
用途に応じて、選択して使用してください。
・	ロギングファイル収集ツール：	
	 ログインしてタスクトレイに常駐した状態で動作
します。

・	ロギングファイル収集サービス：
	 ログインなしでバックグラウンドで動作します。

F13.ai

ロギングファイル
収集

FCN-RTU

PC

FCN-RTU

ロギング
ファイル

ロギング
ファイル

ロギング
ファイル

収
集

収集Ethernet

図　ロギングファイル収集機能（概念図）

● ロギングファイル表示機能

ロギングファイル表示機能
ロギング機能が収集したデータをロギングビューア
により、Webブラウザ上で表示することができます。
（オンライン表示）
FCN-RTU 内のロギングファイルだけでなく、PC上に
収集されたロギングファイルも、ロギングビューア
を用いて簡単に表示できます。（オフライン表示）
ロギングビューアでの表示方法には、トレンド表示
と表形式表示があります。

メッセージ表示機能
収集した FCN-RTU のメッセージもロギングデータと
同様にロギングビューアで表示することができます。

F12.ai

 

FCN-RTU

PC

ファイル

Ethernet

ロギング

ロギング

ファイル

収集

データ
の表示

データの表示

ロギングビューア 収集
ツール

（オンライン）

（オフライン）

図　ロギングビューアによるロギングファイル表示

● ロギングファイル転送（E メール）機能
ロギングファイル送信機能を用いて、ロギングファ
イルを Eメールの添付ファイルとして送信すること
ができます。

F14.ai

FCN-RTU

Eメール
サーバ

収集
データ

Ethernet

ロギング
ファイル

PC

携帯電話
Eメール
送信

ロギングファイル送信機能

図　ロギングファイル送信（E メール）機能（概念図）

注：	・	 E メールを発信するには、イントラネット内に E
メールサーバが必要です。

	 ・	 FCN-RTU のメッセージや警報を Eメールで発信
する場合には、「E-mail アプリケーションポート
フォリオ」を利用してください。

	 	 「ロギングファイル送信（Eメール）機能」と
「E-mail アプリケーションポートフォリオ」は、
併用することが可能です。

	 ・	 送信可能なロギングファイルは、簡易レポート
（日報、月報、年報）です。

2017.04.27-00
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● ロギング定義機能
ロギング定義ツールは、データの収集方法を定義するツールです。
ロギング定義ツールは、FCN-RTU 内の定義情報を直接修正するオンラインモードと、PC上で定義情報を修正し
た後、FCN-RTU にダウンロードするオフラインモードがあります。

2017.04.27-00

● ロギング機能仕様

表　ロギング機能仕様

項目
仕様

データロギング／ SOE ロギング メッセージロギング
収集対象データ FCN-RTU 制御アプリケーションの変数 FCN-RTU のメッセージ

アイテム数 40 アイテム／ブロック －

ブロック数 16 ブロック (*10) 2 ブロック

ロギングブロックの
起動／停止トリガ データ型が BOOL の FCN-RTU 制御アプリケーションの変数 (*1)	(*9)

保存データ量 30,000 データ／分

ファイル形式 CSV 形式	(*4)

ロギング機能トータ
ル使用サイズ FCN-RTU の内蔵フラッシュメモリの空き容量を上限とします。（最大 80MByte）

ブロックサイズ ロギングブロックごとに、ブロックの最大サイズを指定します。各ロギングブロックサイズの合計が、上記
「ロギング機能トータル使用サイズ」を超えないように指定してください。	(*5)	(*6)

ファイル数 400 ファイル／ロギングブロック	(*7)

注：	 FCN-RTU	への給電において電源断の可能性がある場合は、無停電電源装置（UPS）を接続してください。
	 詳細は、FCN/FCJ	直流 UPS	使用ガイド	（TI	34P02Q45-01）を参照ください。
*1：	制御アプリケーションからロギングブロックの動作を起動／停止できます。変数を指定しない場合は、常にロギングブロッ

クは動作状態になります。
*2：	データロギング機能／ SOEロギング機能トータルのブロック数です。
*3：	 CPUの負荷を 25	%～ 30	%程度増加する収集データ量です。Eメール送信、簡易レポートの作成処理やメッセージロギン

グを行う場合には、さらにCPUの負荷が増加します。
*4：	締め切り処理が実行されると、ロギングファイルはZIP 形式で圧縮されます。このロギングファイルは、元のファイルサ

イズの 10～ 50％に圧縮されます。
*5：	ロギングブロック内のファイル数が、400ファイルを超えていなくても、ロギングブロック内のファイルサイズ（トータル）

が、ロギングブロックサイズを超えた場合、古いファイルから削除されます。
*6：	時締めロギング（データアイテム数：40、収集周期：1秒）の場合、1ファイルは、最大1.7MByte程度になります。ロギングファ

イルが平均で 1/3 に圧縮（ZIP 形式）される場合、100MByte のブロックサイズを割り当てると、約 170ファイル（約 1週間）
の保存が可能です。

*7：	ロギングブロック内のファイルサイズ（トータル）が、ロギングブロックサイズを超えていなくても、ロギングブロック
内のファイル数が、400ファイルを超えた場合、古いファイルから削除されます。

*8：	高速データ収集である時締めロギング（高速時）、バッチロギング（高速時）、SOEロギングのトータルブロック数です。
*9：	ロギングブロックの起動／停止トリガは、True ／ False の間隔を 1分以上空けてください。
*10：	高速データ収集、低速データ収集、SOEロギングの総ブロック数は最大 16ブロックです。
	 	高速データ収集、SOEロギングの総ブロック数は最大 5ブロックです。

 

FCN-RTU

PC

Ethernet

ロギング
定義ツール

ロギング
定義情報

転
送

ロギング
定義情報

F16.ai

図　ロギング定義ツール（オフライン）

注：	ロギング定義ツールをオフラインで使用する場合
は、ロギング定義ツールを PCにインストールする
必要があります。

F15.ai

 

FCN-RTU

PC

Ethernet

ロギング
定義ツール

ロギング
定義情報

Webブラウザ

図　ロギング定義ツール（オンライン）
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表　時締めロギング／日締めロギング機能仕様詳細

項目
時締めロギング 日締めロギング

高速収集 低速収集 低速収集

収集周期 1、2、5、10、
15、30、60	秒

1、2、5、10、15、30、60	
分

収集対象デー
タ

ロ ギ ン グ 用
POU	(*1)

FCN-RTU 制御アプリケー
ションの変数	(*2)

締め切りタイ
ミング 定周期

締め切り処理
周期 1時間 1日

締め切り時刻 分で指定 時で指定

締め切り時の
集計機能

「なし」、
「最小、最大、平均」、
「最小、最大、平均、合計」から選択

簡易レポート
作成	(*3)

「なし」、
「日報」、
「日報、月報」、
「日報、月報、年報」から
選択

「なし」、
「月報」、
「月報、年報」
から選択

*1：	ロギング用 POUに接続可能なデータ型は、CData_
REAL、REAL、CData_INT、INT、BOOLです。

*2：	 FCN-RTU 制御アプリケーションの変数で、OPC
チェックの付いている変数です。

	 収集可能な変数のデータ型は、CData_REAL、
CData_INT、REAL、LREAL、INT、SINT、UINT、
USINT、DINT、UDINT、BOOL、STRINGです。

*3：	簡易レポートは、Eメールで送信可能です。

表　バッチロギング機能仕様詳細

項目
バッチロギング

高速収集 低速収集

収集周期 1、2、5、10、15、
30、60	秒

1、2、5、10、15、
30、60	分

収集対象データ ロギング用 POU	
(*1)

FCN-RTU 制御アプ
リケーションの変
数	(*2)

締め切り処理 データ収集終了時	

締め切り時の集計
機能

「なし」、
「最小、最大、平均」、
「最小、最大、平均、合計」から選択

簡易レポート作成 不可

*1：	ロギング用 POUに接続可能なデータ型は、CData_
REAL、REAL、CData_INT、INT、BOOLです。

*2：	 FCN-RTU 制御アプリケーションの変数で、OPC
チェックの付いている変数です。

	 収集可能な変数のデータ型は、CData_REAL、
CData_INT、REAL、LREAL、INT、SINT、UINT、
USINT、DINT、UDINT、BOOL、STRINGです。

表　スナップショットロギング機能仕様

項目
スナップショットロギング

連続収集 トリガ
収集周期 データ収集トリガ (*3) 間隔は 1分以上

収集対象デー
タ FCN-RTU 制御アプリケーションの変数	(*1)

締め切りタイ
ミング 定周期

締め切り
トリガ	
(*3)	(*4)

締め切り処理
周期 1時間 1日 －

締め切り時刻 分で指定 時で指定 －

簡易レポート
作成	(*2)

「なし」、
「日報」、
「日報、月報」、
「日報、月報、年報」
から選択

「なし」、
「月報」、
「月報、年報」
から選択

不可

締め切り処理 データ収集終了時

締め切り時の
集計機能

「なし」、
「最小、最大、平均」、
「最小、最大、平均、合計」から選択

*1：	 FCN-RTU 制御アプリケーションの変数で、OPC
チェックの付いている変数です。

	 収集可能な変数のデータ型は、CData_REAL、
CData_INT、REAL、LREAL、INT、SINT、UINT、
USINT、DINT、UDINT、BOOL、STRINGです。

*2：	簡易レポートは、Eメールで送信可能です。
*3：	トリガは、データ型が BOOLの FCN-RTU 制御アプ

リケーションの変数です。
*4：	締め切りトリガは、1分以上の間隔を空けて True

にしてください。

2016.07.15-00
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● SOE ロギング機能仕様

表　SOE ロギング機能仕様

項目 SOE ロギング
収集周期 100	ミリ秒以上 (*1)

収集対象データ SOE ロギング用 POU	(*2)

サンプル数 600 点

プリトリガサンプル数 0～ 599 で指定可

締め切り処理 指定されたサンプル数のデータ収
集終了時

締め切り時の集計機能 不可

簡易レポート作成 不可

*1：	データ収集周期は、制御アプリケーションのスキャ
ン周期に依存します。

*2：	 SOE ロギング用 POU に接続可能なデータ型は、
REAL、INT、BOOLです。

● メッセージロギング機能仕様

表　メッセージロギング機能仕様

項目 メッセージロギング
収集周期 1分	

収集対象データ FCN-RTU のメッセージ

ブロック数 2ブロック	(*1)

フィルタ 各ブロックごとに収集するメッセージ
IDを指定可

締め切り処理周期 1日

締め切り時刻 午前 0時

ファイル形式 CSV 形式 (*2)

ロギングファイルサ
イズ

1ファイル：1	MByte以下（デフォルト）
トータル：1～ 500	MByte	(*3)

*1：	メッセージロギング機能トータルのブロック数で
す。

*2	 ファイルの締め切り処理が実行されると、ロギン
グファイルは ZIP 形式で圧縮されます。このロギ
ングファイルは、元のファイルサイズの 10 ～ 50	
％に圧縮されます。

*3：	収集ブロックごとに最大サイズを指定します。指
定サイズを超えた場合、古いファイルから削除さ
れます。

● ロギング用 POU
高速にデータを収集するために、ロギング用 POUを
用います。

F17.ai

 FCN-RTU
ロギング機能制御アプリ

ケーション

データ
ロギング用
データ収集
POU

データ

ロギング
ファイル

保
存

データ
収集

ブロック

40アイテム

データ 40アイテム
データ

図　ロギング用 POU

高速ロギング用 POU
高速同期用 POUと高速データ収集用 POU（データ型：
REAL、INT、BOOL、CData_REAL、CData_INT）があ
ります。

SOE ロギング用 POU
SOEトリガ POUと SOEデータ収集用POU（データ型：
REAL、INT、BOOL）があります。

● ロギングビューア

表　ロギングビューア機能仕様

項目 仕様

ツール オンライン時：WebブラウザでURL を指定
オフライン時：PC上でツールを起動

表示方法 トレンド、表形式	(*1)

表示可能
データ数

表形式表示：最大 40 アイテム
トレンド表示：最大 10 アイテム

*1：	メッセージロギングのロギングファイルは、表形
式表示のみ可能です。

2017.04.27-00
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● ロギングファイル収集機能仕様

表　ロギングファイル収集機能仕様

項目 仕様
対象 FCN-RTU：最大 32 台

通信方式 HTTP/FTP パッシブ /FTP アクティブ

収集間隔 1、2、3、4、6、8、12、24 時間ごと	(*1)

対象ファイル すべてのロギングファイル

保存データ量 PCのディスク容量に依存	(*2)

*1：	手動により任意のタイミングでもロギングファイ
ルを収集可能です。

*2：	 PC に収集されたロギングファイルは、自動解凍す
る／しないを選択できます。

	 すべてのデータが保存できるハードディスクを装
備するか、不要なロギングファイルは適宜、削除
してください。

● ロギングファイル送信（E ネール）機能仕
様

表　ロギングファイル送信（E メール）機能仕様

項目 仕様

E メール発信
プロトコル	(*1)

SMTP（サーバタイプは下記から指定）
・SMTP	(standard)
・AUTH	(user	login	required)
・PBS	(POP	before	SMTP)

E メールアドレス 5アドレス／グループ指定可

Eメールグループ 32 グループ登録可

Eメール送信先 Eメールグループで指定

ロギングファイル ロギングファイル (*2) を添付ファイル
(*3) にして送信

注：	FCN-RTU のメッセージや警報を Eメールで発信す
る場合には、「E-mail アプリケーションポートフォ
リオ」を利用してください。

	 「ロギングファイル送信（Eメール）機能」と「E-mail
アプリケーションポートフォリオ」は、併用する
ことが可能です。

*1：	 E メール発信のためには、Eメールサーバが別途必
要です。

	 イントラネット内に設置された Eメールサーバだ
けでなく、インターネットプロバイダなどの外部
の Eメールサーバを利用することも可能です。

	 外部の Eメールサーバを利用する場合は、イント
ラネットのファイアウォールを外部 Eメールサー
バに Eメール送信できるように設定してください。

*2：	送信可能なロギングファイルは、下表「Eメール送
信対象ロギングファイル」を参照してください。

*3：	 ZIP 形式で圧縮されたファイルが添付されます。	
ファイルの添付は uuencode で行われますので	
E メールクライアントは、uuencode をサポートし
ている必要があります。

表　E メール送信対象ロギングファイル

項目 ファイル E メール送信

時締めロギング
時締めロギングファイル ×

簡易レポート ○

日締めロギング
日締めロギングファイル ×

簡易レポート ○

バッチロギング バッチロギングファイル ×

スナップ
ショット
ロギング

連続
スナップショットロギン
グファイル ×

簡易レポート ○

トリガ スナップショットロギン
グファイル ×

SOE ロギング SOE ロギングファイル ×

メッセージロギン
グ

メッセージロギングファ
イル ×

● パフォーマンス
制御アプリケーションの CPU 負荷率とロギング機能
の収集能力について下表に目安を示します。

自律型コントローラ FCN-RTU

表　FCN-RTU のロギング機能の収集能力（目安）

制御 AP の
CPU 負荷率

ロギングブロック数 簡易レポート
の送信高速 低速 SOE

40% 0 16 0 ×
25% 0 16 0 ○ (*1)
25% 5 11 0 ×
10% 5 11 0 ○ (*1)
25% 3 3 1 ×
20% 3 3 1 ○ (*1)

注：	･	 上記の表は、パフォーマンスの目安です。他の
機能（Duolet 機能や通信機能など）が FCN-RTU
上で同時に動作する場合は、それらのCPU負荷
率も考慮する必要があります。

	 ･	 ロギングの収集周期が短くなると、ロギング機
能のCPU負荷率が高くなります。

	 ･	 余裕を持たせて、システムを構築してください。
*1：	簡易レポートをすべて E-mail 送信した場合。
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■ 動作環境

● PC（Web アプリケーションポートフォリオ、E-mail アプリケーションポートフォリオ、グ
ラフィックポートフォリオ）

設定用 PC Web クライアント用 PC
パソコン IBM	PC/AT 互換機

CPU
Windows	10	(64bit) 1	GHz 以上の 64	bit	(x64) プロセッサ

Windows	7	(32bit) 1	GHz 以上の 32	bit	(x86) プロセッサまたは 64	bit	(x64) プロセッサ

Windows	7	(64bit) 1	GHz 以上の 64	bit	(x64) プロセッサ

Ethernet アダプタ 下記OSで動作するもの

DVD-ROM ドライブ 本ポートフォリオを FCN-RTU へダウンロード
するときに必要 ―

OS
Windows	10	Pro	(64bit)	(*7)
Windows	10	Enterprise	2016	LTSB(64bit)
Windows	10	IoT	Enterprise	2016	LTSB(64bit)
Windows	7	Professional	SP1	(32bit/64bit)

Web ブラウザ (*1) Internet	Explorer	11.0	＋	Java	Plug-in	8.0	Update	152	(*1)	(*2)	(*3)	(*4)

NET フレームワーク .NET	Framework	4.6.2	(*5)	(*6) ―

*1：	 32 ビット版のみ
*2：	 Java	Plug-in は、製品媒体に同梱しています。
*3：	 VDS の HMI クライアントを同一の PCで使用する場合は、両者の Java	Runtime	Environment（Java	Plug-in を含む）のバー

ジョンを合わせる必要があります。VDS側のバージョンに合わせてください。
*4：	テーブル表示方式のWeb画面のみを表示する場合は、Java	Plug-in のインストールは不要です。
*5：	グラフィックポートフォリオを使用する設定用 PCに必要です。
*6：	Windows	10 では、.NET	Framework	4.6.2 はプリインストールされています。
	 Windows	7 では、.NET	Framework	4.6.2 は製品インストール時に製品媒体からインストールされます。インターネットに

接続していないオフライン環境でインストールするには、予めマイクロソフトルート証明書の適用が必要です。
*7：	Windows	10	Pro にアップデートが適用された場合、STARDOMソフトウェアの一部機能が制限されることがあります。
	 Windows	10	Proの対応状況につきましては、下記Webサイトを必ずご確認ください。なお、はじめてログインする場合は、

ユーザ会員登録が必要です。
	 	「YOKOGAWA	Partner	Portal	STARDOM」サイトの「システムの動作環境」ページ
	 	https://partner.yokogawa.com/japan/member/stardom/os/index.htm

● PC（ロギングポートフォリオ）
下記ツールの動作環境は、下表のとおりです。
・	ロギングビューア
・	ロギングファイル収集ツール
・	ロギング定義ツール

PC
パソコン IBM	PC/AT 互換機

CPU
Windows	10 1	GHz 以上の 64	bit	(x64) プロセッサ

Windows	7	(32bit) 1	GHz 以上の 32	bit	(x86) プロセッサまたは 64	bit	(x64) プロセッサ

Windows	7	(64bit) 1	GHz 以上の 64	bit	(x64) プロセッサ

メモリ 2	GB 以上

ハードディスク 空き領域 20	GB 以上

Ethernet アダプタ 下記OSで動作するもの

DVD-ROM ドライブ 本ポートフォリオを FCN-RTU へダウンロードするときに必要

OS
Windows	10	Pro	(64bit)	(*6)
Windows	10	Enterprise	2016	LTSB(64bit)
Windows	10	IoT	Enterprise	2016	LTSB(64bit)
Windows	7	Professional	SP1	(32bit/64bit)

Web ブラウザ (*1) Internet	Explorer	11.0	＋	Java	Plug-in	8.0	Update	152	(*1)	(*2)	(*3)	

NET フレームワーク .NET	Framework	4.6.2	(*4)	(*5)

*1：	 32 ビット版のみ。
*2：	 Java	Plug-in は、製品媒体に同梱しています。
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*3：	 VDS の HMI クライアントを同一の PCで使用する場合は、両者の Java	Runtime	Environment	(Java	Plug-in を含む）のバー
ジョンを合わせる必要があります。VDS側のバージョンに合わせてください。

*4：	ロギングファイル収集機能を使用する PCに必要です。定義機能用 PC、ロギングファイル表示用 PCには不要です。
*5：	Windows	10 では、.NET	Framework	4.6.2 はプリインストールされています。
	 Windows	7 では、.NET	Framework	4.6.2 は製品インストール時に製品媒体からインストールされます。インターネットに

接続していないオフライン環境でインストールするには、予めマイクロソフトルート証明書の適用が必要です。
*6：	Windows	10	Pro にアップデートが適用された場合、STARDOMソフトウェアの一部機能が制限されることがあります。
	 Windows	10	Proの対応状況につきましては、下記Webサイトを必ずご確認ください。なお、はじめてログインする場合は、

ユーザ会員登録が必要です。
	 	「YOKOGAWA	Partner	Portal	STARDOM」サイトの「システムの動作環境」ページ
	 	https://partner.yokogawa.com/japan/member/stardom/os/index.htm

● 自律型コントローラ FCN-RTU

ハードウェア 自律型コントローラ FCN-RTU	(*1)

FCN/FCJ 基本ソフトウェア R4.20.01 以降

ライセンス FCN-RTU には、CPUモジュールにライセンスがバンドルされます。

*1：	スタイル S2以降

■ ソフトウェアの提供形態

●ソフトウェア媒体
情報発信パッケージ（InfoWell）の「Webアプリケーションポートフォリオ」と「E-mail アプリケーションポートフォ
リオ」、「グラフィックポートフォリオ」、「ロギングポートフォリオ」のプログラムおよびヘルプは、「FCN/FCJ	ア
プリケーションポートフォリオ媒体（形名：NT205AJ）」にて提供されます。

● Web アプリケーションポートフォリオライセンス
FCN-RTU	には、CPU	モジュールにライセンスがバンドルされます。ライセンスの発行、登録は不要です。

● E-mail アプリケーションポートフォリオライセンス
FCN-RTU	には、CPU	モジュールにライセンスがバンドルされます。ライセンスの発行、登録は不要です。

● グラフィックポートフォリオライセンス
FCN-RTU	には、CPU	モジュールにライセンスがバンドルされます。ライセンスの発行、登録は不要です。

● ロギングポートフォリオライセンス
FCN-RTU	には、CPU	モジュールにライセンスがバンドルされます。ライセンスの発行、登録は不要です。

注：	下記の PC上で動作するツールを使用する場合、専用のライセンスを必要としません。
	 ・	 ロギングポートフォリオ（InfoWell）用 FCN/FCJ セットアップツール
	 ・	 オフライン用ロギング定義ツール／ロギングビューア	アプレット
	 ・	 ロギングファイル収集ツール

■ 商標
・	STARDOMは、横河電機株式会社の商標です。
・	InfoWell は、横河電機株式会社の登録商標です。
・	Microsoft、Windows は、米国Microsoft	Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・	Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。
・	IBM、IBM	PC/AT は、IBM	Corp. の登録商標です。
・Java は、Oracle	Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
・	その他、本文中に使われている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
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