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　まえがき

　温度や圧力など，計測データの経時変化を記録するため

の記録計には大別して 2種類ある。一つは，チャート紙に

インクジェットやペンで描画することによって記録するタ

イプであり，もう一つは，液晶画面などに表示すると同時
に，メモリにデジタル値として記録していくタイプの，い

わゆるペーパーレス記録計である。近年は後者の需要が急
増している。その理由として，日常データの監視，記録機
能に加え，解析，情報処理のために記録データをデジタル

処理するといった要求があり，これにペーパーレス記録計
の利点が生かされていることが挙げられる。

　富士電機のペーパーレス記録計は，2001年の発売以来
（1）

， 
プラント，各種機械装置をはじめ，測定値の記録が必要と

されるさまざまな分野で使われてきた。このたび，従来
の 5.7インチサイズディスプレイのタイプ「PHR」に加え，

12.1インチサイズの大型タイプ「PHW」を発売した。

　本稿では，それぞれのタイプの機能，特長などを中心に

紹介する。

　特　長

　以下に主な特長について述べる。

（1）　明るく見やすいディスプレイ

　PHRでは 5.7インチ，PHWでは 12.1インチの広視野
角，高輝度の TFTカラー液晶ディスプレイを採用してお

り，視認性に優れている。常時監視の必要がない場合には，

自動的に画面を消灯することも可能である。

（2）　簡単な操作
　記録のための各種パラメータの設定・変更などは，画面
に表示されるガイドに沿って操作することにより，マニュ

アルなしでも行えるほどシンプルな操作が可能となってい

る。

（3）　マルチ入力と入力点数
　入力点数は，PHRでは最大 18点，PHWでは最大 36点
で，ともに，電圧，熱電対などに対応したマルチ入力と

なっている。

（4）　多彩な表示画面
　測定データの画面表示として，一般的なトレンド表示の

ほか，バーグラフ表示，デジタル値表示，アナログ表示な

どが可能であり，測定対象，利用方法に応じた表示形式を

選択できる。

（5）　コンパクトフラッシュ
〈注 1〉

メモリ記録
　測定データは，リアルタイムで液晶画面に表示されると

同時に，コンパクトフラッシュメモリにデジタル値として

記録される。このデータは，そのメモリカードをパソコン

に接続することによって，パソコンで読み込むことができ，

また，ネットワーク回線を通じて上位機器から読み出すこ

とも可能である。

（6）　パソコン上でのデータ処理
　前記のメモリカードからパソコンに取り込んだデータは，

一般的な表計算ソフトウェアなどで読み込むことができる

ほか，富士電機オリジナルのデータビューワソフトウェア

を使用すれば，パソコン上での記録データの再現など，さ

まざまなデータ処理が可能である。

（7）　演算機能
　フィルタ，開平，チャネル間差分のほか，流量瞬時値の

積算によるトータル流量計算，日報や月報などの作成，レ

トルト食品の殺菌時の温度管理で用いる F値演算などの

機能を持っている。

（8）　Ethernet機能（オプション）

　Ethernet
〈注 2〉

への接続が可能であり，LANを利用して，

データやファイルの転送，電子メール自動発信などの機能
を実現できる。

　機　能

　図 1，図 2に PHR，PHWの外観を示す。ともにパネル

に取り付けての使用方法となるが，PHRでは，図 3に示
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〈注 1〉コンパクトフラッシュ：サンディスク社の登録商標

〈注 2〉Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標
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すポータブルタイプがあり，取っ手で持ち運ぶことができ

るため，必要な場所へ持ち込んでの記録などに適している。

　以下，前述の特長で述べた内容およびそれ以外の主な機
能について，具体的に述べる。

3.1　操作性

　記録条件の設定・変更などの操作については，図 4に示

すように，日本語の表示ガイド画面が連動して表示され

るため，操作手順，操作結果が容易に理解できる。主な操
作は，マニュアルなしでも簡単に行えるため，ユーザーに

とっても大変取り扱いやすい。

　また，3.2節に述べる各種画面の切替についても，ワン

タッチで切替えが可能である。

　これらの画面は，国内用はすべて日本語表記の画面構成
であるが，輸出用として英語表記も可能である。

　なお，記録に関する各種パラメータは，記録計本体の画
面から行うほかに，パソコンからパラメータを設定したり，

その設定値をパソコンに保存することができるようにパラ

メータローダソフトウェアが付属しているため，機器の管
理などが容易にできる。

3.2　画面の種類

　図 5〜図 に測定データの表示画面の例を示す。

　トレンド記録画面では，チャート紙上にペンで記録し

ているイメージと同様のものを表示している。図 5に示す

垂直方向のほかに，水平方向のトレンド表示も選択できる。

また，この画面とは別に，コンパクトフラッシュメモリに

記録されている過去の記録データを再生表示するという，

ヒストリカルトレンド画面がある。キーでスクロール表示
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図1　PHRの外観

図2　PHWの外観

図3　PHRポータブルタイプの外観

設定メニュー表示 入力設定表示 記録レンジ設定

図4　設定操作画面
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したり，日時を指定して，過去の特定ポイントの測定値を

表示することができる。

　その他の測定データ表示として，バーグラフ表示，アナ

ログメータ表示，デジタル表示などの画面が用意されてい

る。

　このほかに，次の画面も用意している。

（1） 　瞬時値を積算計算した結果および，その日報，月報な

どの積算データ表示画面
（2） 　測定値が上下限設定値を外れたときの警報発生など，

種々のイベントを表示するイベントサマリー表示画面
　イベントサマリー表示には，あらかじめ設定しておいた

メッセージを表示させることなども可能である。例えば
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図5　トレンド（縦）表示画面

図6　バーグラフ表示画面

図7　アナログメータ表示画面

図8　デジタル表示画面

図9　積算データ表示画面

図10　イベントサマリー表示画面
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「薬品 A注入開始」といったメッセージを，外部からの接
点入力のタイミングで表示できる。

　また，Ethernet機能付きの場合には，通信の開始・停
止のログ，電子メール送信記録，FTPサーバへのログイ

ン・ログオフなどの履歴を表示する，Ethernetログ表示
画面などがある。

3.3　データの保存

　測定されたデータは，デジタル値としてメモリに記録さ

れる。そのデータ形式として，アスキー形式とバイナリー

形式の 2種類が用意されている。

　アスキー形式での記録を指定した場合，データは，数字
や文字で表現されたファイルとして保存されるため，互
換性に優れ，例えばパソコンの表計算ソフトウェアなどで

も直接読み込むことができ，詳細なデータ解析を行うなど，

後工程での再利用に便利な形式である。

　これに対して，バイナリー形式での記録を指定すると，

パソコンなどを使ってのデータの改変が困難となるため，

特に記録の信憑性（しんぴょうせい）が問われる用途では

有効な形式といえる。さらに，アスキー形式に比べて，使
用するメモリ容量が少なくなるため，同じメモリカードを

使用したときでも，より長期間の記録が可能となる。例え

ば，256Mバイトメモリ，30秒周期での平均値記録，入
力 9チャネルのみの場合，アスキー形式で約 3年に対し，

バイナリー形式では 4倍の約 12年となる。

3.4　データビューワ

　標準添付のパソコン用ソフトウェアであるデータビュー

ワを用いると，記録計でコンパクトフラッシュメモリに保
存しておいた過去のデータを，パソコン上でも再生できる。

図 にその一例を示す。

　また，Ethernetなどで記録計と接続しておけば，記録
中のデータをリアルタイムでパソコン画面上に表示させる

こともできる。

　これらのデータは，市販の表計算ソフトに取り込むこと

も可能なので，さらに詳細なデータ解析にも利用すること
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図11　データビューワのトレンド表示

表1　PHRとPHWの仕様

入　力

表　示

記　録

演算機能

警報出力

Ethernet

外形寸法

チャネル数

種　類

サンプリング周期

DI入力

表示部

グループ

表示画面

LCD消灯機能

外部記録素子

記録周期

形　式

トレンドデータ

イベントデータ

積算値データ

プロトコル

電子メール送付機能

Webサーバ機能

FTPサーバ機能

PHR

9，18点

100ms

無電圧接点入力 10点

5.7インチ カラーTFT液晶

最大 10チャネル×4グループ

リレー10点＋オープンコレクタ18点

160（W）×144（H）×185（D）（mm）

PHW

9，18，27，36点

100ms（9，18点），200ms（27，36点）

無電圧接点入力 16点

12.1インチ カラーTFT液晶

最大 10チャネル×8グループ

リレー20点＋オープンコレクタ16点

300（W）×300（H）×221（D）（mm）

熱電対，測温抵抗体，直流電圧，直流電流（外部抵抗）

トレンド（縦横），バーグラフ，アナログメータ，デジタル，イベント，積算，ヒストリカルトレンド（縦横）

自動消灯可能（1～60分）

コンパクトフラッシュメモリ

1秒～（自動書込みのみ）

バイナリー/アスキー 

最大&最小/平均値/瞬時値

アラーム，メッセージ，電源入り切り，記録開始停止

日報，月報，年報，外部入力

フィルタ，差演算，F値演算、積算演算、開平演算

FTPサーバ，SMTP，HTTP，Modbus-TCP

アラーム通知，イベント通知、定時通信

現在地，積算値，イベントなどのPC上での閲覧

コンパクトフラッシュメモリ情報のPC上での閲覧，ネット経由でのファイル操作



ペーパーレス記録計「PHR」「PHW」

特  

集

富士時報　Vol.81 No.2 2008

が可能である。

3.5　Ethernet 機能

　Ethernet機能（オプション）を使用すると，次のよう

なことが可能となる。

（1）　Webサーバ機能
　パソコンで測定値のデジタル値，イベント情報を表示す

る。

（2）　電子メール機能
　LAN上のメールサーバを使って，あらかじめ指定した

宛先（最大 8か所）に電子メールを自動発信する。発信の

タイミングは，警報の発生/解除，外部設定入力，指定し

た一定時間ごと，記録計の異常検出時などが指定できる。

（3）　FTP機能
　記録計内のコンパクトフラッシュメモリに保存されてい

る測定データファイルを，パソコンへ取り込み，ファイル

の一覧を表示する。

（4）　Modbus
〈注 3〉

TCP機能
　パソコンのアプリケーションソフトウェアによって，測
定データを常時収集するデータロガー機能を実現する。

　仕　様

　表１に PHRと PHWの仕様を示す。

　両者は，入力点数，画面サイズなどに相違があるが，主
要機能，操作性，インタフェースなどは統一されている。

　SCADAソフトウェアとの連携

　SCADAソフトウェアの「CitectSCADA
〈注 4〉

」と併用する

ことで，パソコンと LANを用いたリモート監視システム

を構築できる。

　CitectSCADAの監視点数は，最小 75点から最大 15万
点まで対応できるため，設備の規模に対応したシステムの

構築が可能である。例えば，工場内に設置されたさまざま

なセンサ信号を記録計に取り込み，その記録計を LANに

接続することによって，それらの測定データのリモートで

の画面監視のほか，警報の発生状況の一覧表示，日報や月
報などの各種帳票の作成・出力などが可能となる。

　あとがき

　ペーパーレス記録計の特長と機能について紹介した。

　今後の IT化の進展に伴って，記録計のペーパーレス化
が一層進展すると思われるが，高度化，多様化する顧客の

ニーズに応えるべく，機能，性能のさらなる向上を図るよ

う改良を進めていく所存である。
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〈注 3〉Modbus： AEG Schneider Automation International社の登 

録商標

〈注 4〉CitectSCADA：CITECT社の登録商標
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