
環境モニタ

＜Ｅｍｏｎｉｔｏｒ＞

基本仕様書

株式会社レックス



- 1 -

１．基本仕様

このシステム（環境モニタ）は複数の測定場所の粉じん濃度を自動で測定し、測定結果を集中

管理するためのシステムです。

測定を行いたい箇所に、粉じん計を設置し、測定器のアナログ出力を使用して、管理場所まで

伝送し、ＡＤ変換器を介してパソコンにデータを取り込み管理します。

パソコンでは、各測定器から伝送されたデータを演算して各測定値として表示・記録などをお

こない、あらかじめ設定された許容値を超える測定値を測定した場合には、警報ユニットを介し

て警報装置を動作させることが出来ます。

また、測定記録は、あらかじめ設定された時間間隔で行われ、計測結果は、ハードディスクに

記録されます。

粉じん計は使用される用途に応じて選択可能です。

※粉じん計以外に、風速計・温度計なども接続可能です。
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２．システム構成

本システムの基本構成は次のようになっています。

ハードウェア

・粉じん計（Ｍｏｄｅｌ３４５１）

・粉じん計収納ボックス

・パソコン

・データ印刷用プリンタ

・システムボックス

・警報ユニット（オプション）

※上記は基本構成です。Ｐ５などの粉じん計や温度計、湿度計なども接続可能です。

ソフトウェア

・環境モニタソフトウェア

機器構成図

計測室内

警報装置

システム

ＢＯＸ

プリンタ 計測制御パソコン

粉じん計 粉じん計

粉じん計 風速計
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３．ソフトウェアの機能

測定機能

常時計測を行い、指定された間隔で平均値の記録を行います。指定可能な間隔はデータ記録

印刷機能を参照して下さい。

データ表示は瞬時値と平均値を切替えて表示可能です。平均値は１分間の移動平均を１０秒

ごとに更新して表示します。

粉じんに関してはＣＰＭ値と相対濃度の同時表示が可能です。（ＣＰＭ出力の場合）

測定器の接続可能台数は最大８台とします。（温湿度計や風向風速計などの複数要素を測定

する測定器の場合にはそれぞれの要素を１台として計算します。）

データ記録印刷機能

データ記録は１０分～７２０分の範囲で選択できます。

測定結果一覧、日次、月次の帳票が印刷できます。

日次帳票は測定結果を時間単位で平均した結果が印刷されます。月次帳票は、日単位で平均

した結果が印刷されます。（添付資料参照）

各要素ごとのグラフが印刷できます。

その他機能

Ｋ値測定時のＣＰＭ測定を行うことができます。

Ｋ値を入力することにより、相対質量濃度（ＣＰＭ）から質量濃度への変換が可能です。

警報基準値を超えるデータを測定した場合には警報動作を行います。

（警報は１分間の移動平均に対して判断されます。）

計測データをＣＳＶ形式のテキストファイルとして出力できます。

オプション機能

警報時に登録された電話に発信する事で異常が発生したことを知らせることが出来ます。

仕様

最大測定点数 ８点

記録間隔 １０分～７２０分（測定は常時行います）

最小表示単位 ０．１（単位設定は自由に行えます。）

※ＣＰＭ出力粉じん計の質量濃度は０．００１ｍｇ／ｍ ）３

警報出力 ８点（独立して動作）
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４．ハードウェアの仕様

４－１．測定器

本システムでは、必要とされる要素に応じて接続する測定器を選択できます。

接続可能な測定器は、以下の仕様を満たしていることとします。

直流電圧または電流アナログ出力（変換器が必要になる場合があります。）

常時出力が必要（システム側からは制御を行わずに出力が可能であること。）

連続動作が必要（使用期間内での連続動作が可能であること。）

※交流出力、パルス出力は変換器で対応可能な場合があります。

※推奨粉じん計 ダストトラック（性能は末尾資料を参照）

４－２ パソコン及びプリンタ

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ９８、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００

ＣＰＵ ２００ＭＨｚ程度以上（Ｗｉｎ９８の場合）

メモリー ６４ＭＢ程度以上（ＯＳに依存）

データ容量 約２ＭＢ／３ヶ月（１０分間隔時）

ハードディスク ５００ＭＢ程度以上推奨

空き容量

シリアルポート １ポート以上必要（ＲＳ２３２Ｃポート）

※警報装置使用時は２ポート以上必要

プリンタ ＢＪＣ－８０Ｖ標準（Ｗｉｎｄｏｗｓで使用可能な機種）

※プリンタによっては正常に印刷を行わない場合があります。

４－３ データ通信・ＡＤ変換ユニット

データ入力 ０～２０ｍＡ

入力ｃｈ数 最大８ｃｈ

データ分解能 １２ビット

サンプリングレート 約１００ｍｓ

変換精度 ±３ＬＳＢ

データ電送距離 ３ｋｍ

※データ伝送距離は目安です。ケーブル材質などによって変わります。

４－４ 警報装置

データ入力 ＲＳ２３２Ｃ

警報接点数 最大８点

接点容量 １２５ＶＡＣ ３Ａ、３０ＶＤＣ ３Ａ
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５．ソフトウェア概要

本ソフトウェアの全体構造は下記のとおりです。

①設定 基本情報設定

単位登録

センサー登録

使用場所設定

警報設定

②計測 自動測定

③データ表示・印刷 データ表示

※上記以外に通信設定を行う画面があります。

各項目の詳細は、以下に示します。

（画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります）

①．設定

計測を行うための各種設定を行います。

①－１．基本情報設定

データ表示印刷タイトル、データ記録間隔、データ保存場所などの設定を行います。

タイトル 画面及び帳票に表示印刷するタイトルを入力します。

データ記録間隔 データ記録を行う間隔を指定します。

選択フォルダ データ保存フォルダを選択します。
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①－２．単位設定

測定に使用する単位と種別の登録を行います。

単位設定 測定に使用する単位を登録します。

測定種別 測定を行う要素を登録します。

①－３．センサー登録

測定に使用するセンサーの情報の登録を行います。

センサー 使用するセンサー名を入力します

入力値 センサーから出力される出力値を設定します。

表示値 画面に表示される数値の範囲を設定します。

調整値 校正を行う際に表示される値を設定します。

単位 使用する単位を設定します。

種別 測定する種別を設定します。
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①－４．使用場所設定

センサー使用場所の設定とセンサー校正を行います。

センサー 使用するセンサーを設定します。

数値 現在の測定値がリアルタイムに表示されます。

ゼロ値 校正時にゼロ値の微調整を行います。

入力値 校正時に変換値の微調整を行います。

基準値 校正時の調整値が表示されます。

Ｋ値 質量濃度換算係数（Ｋ値）を入力します。（粉じんのみ）

①－５．警報設定

警報設定を行います。

警報値№ 動作させる警報装置のチャンネルを設定します。

上限値 警報の上限値を設定します。

下限値 警報の下限値を設定します。
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②．計測

センサー 使用しているセンサー名が表示されます。

測定値 現在の測定値と単位が表示されます。

質量濃度 粉じんの質量濃度を表示します。

表示切替 瞬時値表示と平均値表示を切り替えます。

平均値は１分間の移動平均です。
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③．データ表示印刷

日単位・月単位 データ表示を日次と月次で切り替えます。

グラフ作成 グラフ作成画面を起動します。

テキスト出力 テキストファイルを作成します。

データシート印刷 データシートを印刷します。

日次シート印刷 日次シートを印刷します。

月次シート印刷 月次シートを印刷します。
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グラフ表示

種別選択 グラフを作成する種別を選択します。

場所選択 グラフを作成するデータを選択します。

グラフデータ選択 グラフを作成する日付を選択します。

描画 選択したデータのグラフを描画します。

印刷 表示されているグラフを印刷します。

設定 グラフ表示色を設定します。

翌日 翌日のデータを表示します。

前日 前日のデータを表示します。
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＜参考資料＞

粉じん計資料（ダストトラック性能表）

センサータイプ ９０度散乱検出。（光源はレーザーダイオード）

測定範囲 ０．００１～１００ｍｇ／ｍ （ISO 12103-1 A1試験ダストによる校正）３

分解能 ダスト濃度の読み値に対する±０．１％または±０．００１ｍｇ／ｍ３

ゼロ点の安定度 ±０．００１ｍｇ／ｍ （平均時間１０秒の設定で２４時間）３

測定流刑範囲 約０．１～１０μｍ（上限はサンプリング流量による）

流量範囲 １．４～２．４ｌ／ｍｉｎ

温度係数 １℃あたりプラス０．００１ｍｇ／ｍ３

使用温度範囲 ０～５０℃（動作時）、－２０～６０℃（保管時）

平均時間設定範囲 １～６０秒

記録データ数 ３１，０００点（１分毎の計測で２１日）※１

記録間隔 １秒～１時間で調整可能※１

アナログ出力

設定範囲 ０～０．１、０～１．０、０～１０、０～１００（ｍｇ／ｍ ）３

出力電圧 ０～５ＶＤＣ

出力抵抗 ０．０１Ω

最大電流 １５Ａ

アラーム出力

設定範囲 ０．０１～１００ｍｇ／ｍ３

最大電圧入力 １５ＶＤＣ

最大電流 １Ａ

外形寸法 ２２１×１５０×８７ｍｍ

重量 １．５ｋｇ

ディスプレイ ４桁ＬＣＤ、文字高さ１５ｍｍ

ノズルクリーニング間隔

１ｍｇ／ｍ 時３５０時間、１０ｍｇ／ｍ 時３５時間３ ３

内部フィルタ交換間隔

１ｍｇ／ｍ 時７００時間、１０ｍｇ／ｍ 時７０時間３ ３

外部電源 ６ＶＤＣ、３００ｍＡ

電池使用時 単２アルカリ電池、１６時間※２

※１ システムでは使用していません。

※２ 単体使用時の仕様です。システムでは常時外部を使用します。
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粉じん計収納ＢＯＸ写真（例）
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データシート印刷イメージ
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日報出力イメージ
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月報出力イメージ
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グラフ出力イメージ


