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1 イントロダクション 

 

離れた場所にある複数の無線デバイス間を、LAN やインターネットで接続してデータのやり取りを行うシステムにつ

いて説明します。近距離でのワイヤレス通信デバイスである XBee1 を、ネットワーク経由でイベント通知を行うこと

によって、無線と有線ネットワーク双方のメリットを生かしたシステムを構築することができるようになります。 

 

このアプリケーションノートでは、センサー側デバイス(XBee) が設置された センサー側 PAN (Personal Area 

Network)と、センサーをコントロールするためのコントローラデバイス(XBee) が設置されたコントローラ側 PAN の 

２PAN 間を LAN ネットワークで接続する例について説明します。 

 

コントローラデバイスに接続したプッシュスイッチを押すことで、センサーデバイスの DOUTPUT出力の切り替えを行

います。一方、センサーデバイスの DINPUT 入力値を監視して、入力データが変化したときにコントローラデバイス

の I/O ステータス表示用 LED に反映させます。また、定期的にセンサーデバイスの A/D 変換入力を監視して、予

め設定された制限値(HIGH または LOW)を超えたときに、コントローラデバイスの対応するレンジオーバー警告用 

LED を点灯させます。 

 

PAN 間を接続しているネットワーク上のトラフィック量を抑えるために、センサー側PAN 内の DeviceServerでは、

センサーデバイスから送信される計測データを受信&処理して、コントローラ側 PAN に通知する必要がある場合にの

み、ネットワーク経由でイベント通知（スクリプト起動）を行います。 

 

ネットワークは LAN または WAN(インターネットや専用線等)を使用します。スクリプトを変更することで容易に３

箇所以上の PAN 間を接続することや、PAN 内に複数のデバイス(XBee) を配置して、インテリジェンスな制御をする

ことも可能です。 

 

XBee デバイスは、Digi International Inc. 社製の IEEE 802.15.4 RF モジュールを使用します。計測用のリモー

ト XBee モジュールには、外付けのマイクロコントローラ等を使用せず、XBee 自身が持つ A/D 変換機能と DIO 機

能のみを使用します。 

 

2 必要な機材・リソース 
 

必要なシステムやデバイス等 説明 

ABS-9000 DeviceServerの動作しているPC DeviceServer の動作する PC が２台以上必要です。 

XBee デバイス Digi International Inc. 社製 XBee IEEE 802.15.4 デバイスが 4台

以上必要です。DeviceServer のCOM ポートに接続する XBee デバイス

が2台と(DeviceServer 毎に1台づつ)、センサーデバイス・コントロー

                                                  
1 XBee XBee® and XBee�PRO® are registered trademarks of Digi, Inc.  
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ラデバイス用にそれぞれ XBee デバイスが必要です。 

DeviceServer は、XBee デバイスのファームウエアバージョンの 

“10CD” にのみ対応しています。(必要に応じて XBee ファームウエア

の更新を行ってください) 

 

3 システム構成図 
 

 

 

4 コントローラデバイス、センサーデバイスの機能一覧 
 

システム構成図中のコントローラデバイスとセンサーデバイスで使用する XBee デバイスのDIO ピンの説明をしま

す。 DeviceServer の COM ポートに接続する 各 XBee デバイス(Device2,Device3) のDIO 機能は使用しません。 

 

4.1 センサーデバイス(XBee#1) DIO 機能一覧 
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NodeIdentifier DIO# 初期設定 機能 

DIO2 ADC A/D データ計測用、アナログ入力 

DIO6 DI 

Change detect 

DINPUT データ計測用、デジタル入力 

Device1 

 

DIO7 DO Low DOUTPUT 出力、デジタル出力 

 

4.2 コントローラデバイス(XBee#4) DIO 機能一覧 

 

NodeIdentifier DIO# 初期設定 機能 

DIO0 DO Low A/D LOWレンジオーバー警告用 LED 出力 

DIO1 DO Low A/D HIGHレンジオーバー警告用 LED 出力 

DIO4 DI 

Pullup 

Change detect 

DOUTPUT 出力状態切り替え用プッシュボタン入力 

DIO5 DO Low DINPUT データ状態 LED 出力 

DIO6 DI 

Pullup ON 

Change detect ON

A/D レンジオーバー警告リセット用プッシュボタン入力 

Device4 

 

 

DIO7 DO Low DOUTPUT 出力状態確認用 LED 出力 

 

4.3 DIO ポートのコンフィギュレーション(補足) 

 XBee に接続する DI(DINPUT) は、HIGH または LOW レベルの外部入力を想定しています。 

 XBee に接続する A/D 入力は、GND から Vcc 間のレベルの外部入力を想定しています。(Vref = Vcc の場合) 

 プッシュボタン入力は、対応するDIO ポートが DI、プルアップにコンフィギュレーションされ、ボタンのモー

メンタリ動作 ON 時に GND に接続される事を想定しています。プッシュ時に LOW、リリース時(通常)は HIGH 

値になります。スイッチ入力時のチャタリング抑止処理については、このドキュメントでは省略してあります。 

 LED 出力は、DO High 時に 点灯、DO Low時に消灯することを想定しています。 

 

5 システム動作概要 
 

 センサーデバイス(XBee#1:Device1) の I/O データパケット(DIO,A/D)の送信先を、センサー側 PAN 内の 

DeviceServer(sensor_svr)のCOM 接続された、XBee デバイスアドレスに設定します。(XBee#2:Device2) 

 

 コントローラデバイス(XBee#4:Device4) の I/O データパケット(プッシュボタン入力)の送信先を、コントロ

ーラ側 PAN 内の DeviceServer(cntlr_svr) のCOM 接続された、XBee デバイスアドレスに設定します。

(XBee#3:Device3) 
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 センサーデバイス:デジタル入力処理 

センサーデバイス(XBee#1:Device1)のデジタル入力が変化したときに、DeviceServer(sensor_svr) にI/O デー

タパケットが送信されます。DeviceServer(sensor_svr) のイベントハンドラスクリプト(XBEE_IO_DATA) でパ

ケットを受信して、スクリプト中からコントローラ側 のDeviceServer(cntlr_svr) のスクリプト

(CONTR_DIN_DISP) を起動してイベントを通知します。起動したスクリプト(CONTR_DIN_DISP)中から コントロ

ーラデバイス(XBee#4:Device4)にリモートAT コマンドを送信して、コントローラデバイスの I/Oステータス表

示 LED の状態を更新します。 

 

 センサーデバイス:A/D入力処理 

センサーデバイス(XBee#1:Device1)で定期的(3秒ごと)にA/D 入力サンプリングを行って、入力データを、

DeviceServer(sensor_svr) に送信します。DeviceServer(sensor_svr) のイベントハンドラスクリプト

(XBEE_IO_DATA) でパケットを受信して、A/D データが予め設定された上限値または、下限値を超えていないか

をチェックします。もしA/D データが制限値を超えていたときは、コントローラ側 のDeviceServer(cntlr_svr) 

のスクリプト(CONTR_ADEXCEED_DISP)を起動してイベントを通知します。起動したスクリプト

(CONTR_ADEXCEED_DISP)中からコントローラデバイス(XBee#4:Device4)にリモートAT コマンドを送信して、コ

ントローラデバイスの A/D レンジオーバー警告用 LED の状態を更新します。一度、上限値または下限値のデ

ータについてレンジオーバー警告を通知したときは、コントローラデバイスからリセットボタン押すことで再

び通知可能状態になります。(後述) 

 

 コントローラデバイス:センサーデバイスのデジタル出力の切り替えボタン入力処理 

コントローラデバイス(XBee#4:Device4)のデジタル出力切り替えボタンが押されたときに、

DeviceServer(cntlr_svr) にI/O データパケットが送信されます。DeviceServer(cntlr_svr) のイベントハン

ドラスクリプト(XBEE_IO_DATA) でパケットを受信します。スクリプト(XBEE_IO_DATA)中では、共有データに保

存されていた前回のデジタル出力状態を反転して、新しいデジタル出力値を得ます。その後、センサー側 

DeviceServer(sensor_svr) のスクリプト(SENSOR_DOUT)を起動してイベントを通知します。起動したスクリプ

ト中からセンサーデバイス(XBee#1:Device1)にリモートコマンドを送信して、センサーデバイスの DOUTPUT を 

DO Low または DO High にします。 

 

 コントローラデバイス:A/D レンジオーバー警告リセットボタン入力処理 

コントローラデバイス(XBee#4:Device4)のレンジオーバー警告リセットボタンが押されたときに、

DeviceServer(cntlr_svr) にI/O データパケットが送信されます。DeviceServer(cntlr_svr) のイベントハン

ドラスクリプト(XBEE_IO_DATA) でパケットを受信します。スクリプト(XBEE_IO_DATA)中から、センサー側 の

DeviceServer(sensor_svr) のスクリプト(SENSOR_ADRANGECHECK_RESET)を起動してイベントを通知します。起

動したスクリプト中でレンジオーバー検出の抑止フラグ（共有データ）を削除します。 

また同時に、DeviceServer(cntlr_svr) のイベントハンドラスクリプト(XBEE_IO_DATA) 中からは、コントロー

ラデバイス(XBee#4:Device4)にリモートAT コマンドを送信して、コントローラデバイスの A/D レンジオーバ

ー警告用 LED の状態を OFF にします。 
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6 設定手順 
 

6.1 XBee デバイス初期設定 

XBee デバイスを DeviceServer に接続するために、初期設定が必要です。DeviceServer の COM ポートに接続する 

XBee デバイスとセンサーデバイス、コントローラデバイスの全ての XBee デバイスで下記の設定を行ってください。 

 

初に DeviceServerとの接続に必要な 低限の設定を COM ポート経由で行います。Sparkfun Electoronics 社製の 

XBee Explorer USB 等を使用して、仮想 USB ポート経由で接続して設定してください。(これ以外の方法で COM ポ

ート接続する場合も手順は同じです) 

 

 

XBee デバイス デフォルト値から変更が必要な設定値 

API モード 1 (default は 0) 

PAN(Personal Area Network) ID 任意の値 (default は0x3332) 

デフォルトの値のままだと、予期しないデバイスからの

フレームを受信したり、間違ってデバイスを操作する恐

れがありますので、適当な任意の値を設定するようにし

てください。このマニュアルではコントローラ側 PANに 

0xAB90、センサー側 PAN に0xAB91 を使用しています。 

 

コントローラ側 PAN と センサー側 PAN で別々の値を

設定できますが、同一 PAN 内にある DeviceServer の 

COM ポートに接続する XBee デバイスとリモート XBee

デバイスは必ず同じ値を使用してください。 

16bit Source Address 同一PAN ID 内でユニークな値 (default は 0x0000) 

この値は、ここで設定しなくても後から XBee 管理プロ

グラムで設定することが可能ですが、デバイス一覧から

選択したデバイスがどのデバイスであるかを見分けるこ

とが容易になるように便宜的にここで設定します。 

全てのデバイス間で違った値を設定してください。

(0x0000,0xFFFF,0xFFFE を除く) 

例えば、0x0001, 0x0002,0x0003 等。 

 

上記３つの 初期設定のコマンドをXBee に送信するために、XBee デバイスを PC のCOM ポートに接続して Digi 

international Inc. 社製の X-CTU プログラム、または汎用のターミナルエミュレータプログラム等を使用します。

XBee とCOM ポートのボーレートは初期設定の 9600 bps にして下さい。（ターミナルエミュレータを使用する場合

は、ローカルエコー ON, 受信時の改行 CR + LF にするとコマンド実行の結果が見やすくなります） 

 

X-CTU プログラムを起動して、COM ポートを選択します。ここでは、USB Serial Port(COM6) を選択しています。 
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Terminal タブを選択してターミナル画面を表示します。キーボードから、”+++” を入力して、コマンドモードに入

ります。コマンドモードに入ると “OK” が表示されますので、続けて以下のコマンド文字列を入力してください。 

コマンド入力の時間がかかりすぎると、自動的にコマンドモードから抜けてしまいますので、その場合は、”+++” を

入力して 初からコマンドを入力し直して下さい。 

 

ATVR 

ATAP1 

ATIDAB90 

ATMY0001 

ATWR 

 

初に ATVR でファームウエアバージョンを表示しています。”10CD” 以降になっていることを確認してください。 

ATAP1 は、API モードを “1” に設定しています。ATIDAB90 は PAN_ID を 0xAB90 に設定しています。もし別の 

PAN_ID を使用する場合は適宜変更してください。次に、ATMY0001 で、デバイスの16 bit Source Address を “0x0001” 

に設定しています。この部分は、デバイスごとにユニークな値になるように変更して下さい。 

後に、ATWR で、設定値を不揮発メモリに書き込みます。入力時の画面表示は以下の様になります。 
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X-CTU プログラムを終了します。 その後、XBee Explorer USB に接続する XBee デバイスを切り替えて、 使用する

全ての XBee デバイスについて同様に初期設定を行って下さい。 

このときに、設定した16bit Source Address の値をデバイス機器にマーキングしておくと、後で XBee デバイス管

理プログラムでデバイスを選択するときに、識別し易くなります。 

 

システム構成図上の4つのデバイスを接続する場合の設定値例は、以下の様になります。 

(センサー側 PAN) 

デバイス API モード(ATコマンド) PAN_ID(ATコマンド) 16bit Address(ATコマンド)

XBee#1 

(センサーデバイス) 

1(ATAP1) 0xAB91(ATIDAB91) 0x0A01(ATMY0A01) 

XBee#2 

(DeviceServer:sensor_svr) 

1(ATAP1) 0xAB91(ATIDAB91) 0x0B02(ATMY0B02) 

(コントローラ側 PAN) 

デバイス API モード(ATコマンド) PAN_ID(ATコマンド) 16bit Address(ATコマンド)

XBee#3 

(DeviceServer:cntlr_svr) 

1(ATAP1) 0xAB90(ATIDAB90) 0x0C03(ATMY0C03) 

XBee#4 

(コントローラデバイス) 

1(ATAP1) 0xAB90(ATIDAB90) 0x0D04(ATMY0D04) 
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6.2 XBee デバイスを DeviceServer に接続 

初に、センサー側 PAN の PC(DeviceServer:sensor_svr) とセンサーデバイスの設定方法について説明します。 

コントローラ側PAN の設定方法も、デバイスの詳細設定値（後述）のみが違うだけで手順は同じです。 

 

XBee デバイスの初期設定後に、XBee#2(サーバー) を PC (DeviceServer:sensor_svr) の COM ポートに接続します。

XBee#1(センサーデバイス)も電源を入れて通信可能な状態にしておきます。 

 

デバイスが PC に接続されたら、DeviceServer から XBee デバイスを使用可能にするために COM ポートの設定を行

います。サーバー設定プログラム(ServerInit.exe)を起動して、XBEE タブを選択して COM ポート番号を設定して 

“XBEE 機能を有効にする” にチェックをつけてください。 

 

また、I/O データ受信時に XBEE_IO_DATA イベントハンドラを実行するために、”イベントパケット受信時にスクリ

プト実行” にもチェックを付けてください。 

 

サーバー設定プログラムの “次へ” を押して”完了”ボタンが表示されるまで進めて設定を完了して下さい。 

 

 

 

6.3 マスター登録と XBee 詳細設定 

XBee デバイスを DeviceServer のマスターファイルに登録します。XBee デバイスの初期設定で設定しなかった 

NodeIdentifier と DIO、サンプリングレート等の詳細設定もここで行います。 

 

XBee デバイス管理プログラムを使用して、同一 PAN ID をもつ XBee デバイスを DeviceServer に登録したり、デ

バイス自身の設定内容を変更します。プログラムメニューから “ALL BLUE SYSTEM” -> “クライアント起動”を選択・

実行します。ログインするときは、管理者特権をもったユーザー（例えば DeviceServer セットアップ時に管理者ア

カウントとして登録したユーザー等）でログインしてください。デスクトッププログラムが起動したら、 “XBee” ツ

ールボタンを選択してXBee デバイス管理プログラムを起動します。 
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DeviceServer では 登録済みの XBee デバイスをマスターファイルに記録しています。 

XBee デバイス登録は、”探索＆登録” ボタンを押すことで、同一 PAN ID のリモートデバイスを見つけて、自動的に

マスターファイルに登録します。既に、登録済みのXBee デバイスの場合は 新の情報でマスターファイルの内容が

更新されます。DeviceServer に COMポートで直接接続された XBee デバイスについても同様に自動登録されます。 

 

XBee デバイス管理プログラムの “探索＆登録” ツールボタンを押します。 

 

登録確認ダイアログが表示されますので、”OK” を押します。 

DeviceServer の COM ポートに直接接続された XBee デバイスで “Node discover” が実行され、付近にある同一 PAN 

ID の XBee デバイス情報を取得して、自動的にマスターファイルに登録が行われます。XBee デバイス管理プログラ

ムのデバイス一覧には、登録済みのXBee デバイスが表示されます。 

 

 

 

(Node Identifier 項目は、詳細設定修正後に 再度 “探索＆登録” ボタンを押すことで上記の様に表示されます) 

 

XBee デバイスの詳細設定を変更するために、XBee デバイス管理プログラムのデバイス一覧から対象デバイスを選択

して、”設定変更” ツールボタンを押します。初期設定時に 16 bit Source Address を設定したときは、その値がデ

バイス一覧に表示されていますので、変更対象の XBee デバイスを確認することができます。 

 

選択したXBee デバイスと通信を行って、現在のデバイス情報を取り込みます。 
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もしエラーが発生したときは、選択したXBee デバイスとの間で通信ができない状態になっていますので、通信経路

や電源等を確認してください。 

 

XBee デバイスの現在の設定値を取り込んだ後、詳細設定変更ダイアログが表示されます。 

初に、XBee デバイスの Node Identifier の設定を行って下さい。Node Identifier に指定可能な文字は ASCIIで 

20文字までです。また、ダイアログに表示されている 16 bit Source Address が、対象のデバイスであるかどうか

の確認も行ってください。ここで 16 bit Source Address を任意の値に変更することも可能です。 

 

後述の デバイス毎の詳細設定項目値に従って、各デバイスの詳細設定項目を変更してください。 

 

 

 

項目を修正した後、 ”設定内容を XBee デバイスの不揮発メモリに書き込む” にチェックを付けて “OK” を押してく

ださい。 

 

XBeeデバイスの Node Identifier を変更したときは、XBee デバイス管理プログラムのデバイス一覧に表示されてい

る、マスターファイルも更新しておく必要があります。XBee デバイス管理プログラムの “探索＆登録” ツールボタ

ンを押します。 
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デバイスのNode Identifier または 16bit Source Address以外の詳細設定を変更する場合には、マスターファイル

の更新は必要ありません。 

 

上記の手順で、コントローラ側 PAN の PC(DeviceServer:cntlr_svr) とコントローラデバイスの設定変更も行って

ください。 

 

6.4 デバイス毎の詳細設定項目 

 

6.4.1 Device1(センサーデバイス)詳細設定項目 

 

XBee の設定項目 設定値 

16bit Source Address 0A01 

Node Identifier Device1 

Destination Address サーバー側 XBee デバイス(Device2)のシリアル番号

(64bitアドレス)もしくは、16bit アドレスを指定 

Sample Before TX 1 

SampleRate 3000 (3秒毎に AD データレンジチェックを行う場合) 

DIO2 ADC 

DI DIO6 

Change Detect ON 

DIO7 DO Low 

 

6.4.2 Device2(sensor_svr) 詳細設定項目 

 

XBee の設定項目 設定値 

デバイス16bitAddress 0B02 

Node Identifier Device2 

 

6.4.3 Device3(cntlr_svr) 詳細設定項目 

 

XBee の設定項目 設定値 

デバイス16bitAddress 0C03 

Node Identifier Device3 

 

6.4.4 Device4(コントローラデバイス)詳細設定項目 

 

 DeviceServer Application Note 
- 12 - 



XBee の設定項目 設定値 

16bit Source Address 0D04 

Node Identifier Device4 

Destination Address サーバー側 XBee デバイス(Device3)のシリアル番号

(64bitアドレス)もしくは、16bit アドレスを指定 

DIO0 DO Low 

DIO1 DO Low 

DI 

Change Detect ON 

DIO4 

Pullup ON 

DIO5 DO Low 

DI 

Change Detect ON 

DIO6 

Pullup ON 

DIO7 DO Low 

 

6.5 スクリプト設定 

 

 注意 

スクリプト中に日本語を記述するときは、スクリプトファイルを UTF-8N 形式で保存してください。Shift_JISや

UTF-8 BOM付き形式などで保存すると、DeviceServer でエラーが発生します。Windows付属のワードパッドやメモ帳

ではこの形式で保存できませんので、別途 UTF-8N 形式で保存可能なエディタソフト（*1）を使用してください。 

（*1）TeraPad 等のソフトウエアがよく使用されています。 

 

6.5.1 XBEE_IO_DATA スクリプト作成 (sensor_svr) 

センサーデバイスからの I/O データイベントを処理するためのスクリプトを作成します。 

センサーデバイスの DINPUT が変化したときにコントローラ側に通知する部分と、定期的にサンプリング＆送信され

てくる A/D データについて、制限値を超えているかどうかをチェックする部分に分かれています。 

 

A/D データ制限値を超えていたときは、重複してコントローラに通知を行わないようにフラグをセットしています。 

(共有データに保存するキー名：SUPPRESS_RANGECHECK_HIGH, SUPPRESS_RANGECHECK_LOW) 

 

ファイル名(XBEE_DEV_LIST.lua) で DeviceServer(sensor_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

File_id = "XBEE_IO_DATA" 

--[[ 

XBEE_IO_DATA スクリプト起動時に渡される追加パラメータ 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

キー値                   値                                           値の例 

--------------------------------------------------------------------------------- 

APIType                   フレームデータ中のAPI Type(16進数2桁)       83 

SourceAddress             フレームデータ中のSourceAddress 

16bit アドレスの場合(16進数4桁)             0A01 

64bit アドレスの場合(16進数16桁)            0013A200404AC397 

NodeIdentifier            XBee デバイスの NodeIdentifier。 

DeviceServer に保持されたマスターファイルを使用して、 

SourceAddress から変換した値が設定される。  Device1 

マスターにNodeIdentifier未登録の場合は"" が設定される 

RSSI                      フレームデータ中のRSSI(16進数2桁)           45 

Options                   フレームデータ中Options(16進数2桁)          00 

SAMPLE_COUNT              I/O データのサンプル数                      1 

SAMPLE_DIO                I/O データ中のサンプル対象となったDIOビット番号リスト 

(10進数、カンマ区切り)                      0,1,4 

SAMPLE_ADC       I/O データ中のサンプル対象となったADCビット番号リスト 

(10進数、カンマ区切り)                      2,3 

SAMPLE_<Sample#>_<"DIO"|"ADC">_<Bit#> 

I/O サンプルデータ値。 

DIO の場合は、High で "1"、Low で "0"。     1 

ADC の場合は 10進数。                       1023 

<Sample#> には 大、SAMPLE_COUNT まで 1から順番にインクリメントされた値が入る。 

<"DIO"|"ADC">は、I/O サンプルデータが ADCもしくは、DIO のどちらであるかを示す。 

<Bit#>は、サンプルデータのビット番号。10進数。 

]] 

 

local stat; 

local ControllerServer = "cntlr_svr"; 

-------------------------------------- 

-- センサー側 設定 

-------------------------------------- 

local ADChannel = "2"; 

local DINPUTPort = "6"; 

local ADCRangeHigh = 700; 

local ADCRangeLow = 300; 

 

local key_suppress_high = "SUPPRESS_RANGECHECK_HIGH"; 

local key_suppress_low = "SUPPRESS_RANGECHECK_LOW"; 

 DeviceServer Application Note 
- 14 - 



 

local disp_stat; 

------------------------------------------------------------- 

-- センサー側 DINPUT 値をコントローラ側に通知 

-- 定期的なサンプリング時を除いて、Change Detect によるパケット 

-- のみを対象とする 

------------------------------------------------------------- 

if (g_params["SAMPLE_ADC"] == "") then 

log_msg("sensor's DINPUT change",file_id); 

local DInVal = g_params["SAMPLE_1_DIO_" .. DINPUTPort]; 

if(DInVal) then 

if (DInVal == "1") then disp_stat = "ON" else disp_stat = "OFF" end; 

if not script_rexec(ControllerServer,"CONTR_DIN_DISP","DINPUT",disp_stat) then error() end; 

end; 

end; 

 

------------------------------------------------------------- 

-- センサー側 ADC レンジチェック 

------------------------------------------------------------- 

local ADCVal = g_params["SAMPLE_1_ADC_" .. ADChannel]; 

if (ADCVal) then 

 

------------------------ 

-- レンジチェック HIGH 

------------------------ 

stat,suppress_flag = get_shared_data(key_suppress_high); 

if not stat then error() end; 

if ((suppress_flag == "") and (tonumber(ADCVal) > ADCRangeHigh)) then 

 

log_msg("sensor's AD range high-limit was exceeded.",file_id); 

if not set_shared_data(key_suppress_high,"1") then error() end; 

If not script_rexec(ControllerServer,"CONTR_ADEXCEED_DISP","RANGE","HIGH") then error() end; 

end; 

 

------------------------ 

-- レンジチェック LOW 

------------------------ 

stat,suppress_flag = get_shared_data(key_suppress_low); 

if not stat then error() end; 
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if ((suppress_flag == "") and (tonumber(ADCVal) < ADCRangeLow)) then 

 

log_msg("sensor's AD range low-limit was exceeded.",file_id); 

if not set_shared_data(key_suppress_low,"1") then error() end; 

if not script_rexec(ControllerServer,"CONTR_ADEXCEED_DISP","RANGE","LOW") then error() end; 

end; 

end; 

 

 

6.5.2 SENSOR_ADRANGECHECK_RESET スクリプト作成 (sensor_svr) 

A/D データ制限値を超えていたときに、重複してコントローラに通知を行わないようにセットされたフラグを、初期

化するためのスクリプトを作成します。 

(共有データに保存するキー名：SUPPRESS_RANGECHECK_HIGH, SUPPRESS_RANGECHECK_LOW) 

このスクリプトはコントローラ側 DeviceServer(cntlr_svr)からリモート実行されます。 

 

ファイル名(SENSOR_ADRANGECHECK_RESET.lua) で DeviceServer(sensor_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

file_id = "SENSOR_ADRANGECHECK_RESET" 

 

local key_suppress_high = "SUPPRESS_RANGECHECK_HIGH"; 

local key_suppress_low = "SUPPRESS_RANGECHECK_LOW"; 

 

log_msg("resetting the sensor's AD range check flags",file_id); 

-------------------------------------- 

-- レンジチェック抑止フラグをクリアする。 

-------------------------------------- 

if not set_shared_data(key_suppress_high,"") then error() end 

if not set_shared_data(key_suppress_low,"") then error() end 

 

 

6.5.3 SENSOR_DOUT スクリプト作成 (sensor_svr) 

センサーデバイスの DOUTPUT 出力を ON または OFF に更新するためのスクリプトを作成します。 

このスクリプトはコントローラ側 DeviceServer(cntlr_svr)からリモート実行されます。 

 

ファイル名(SENSOR_DOUT.lua) で DeviceServer(sensor_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

file_id = "SENSOR_DOUT" 

 

--[[ 
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SENSOR_DOUT スクリプト起動時に渡されるパラメータ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

キー値                   値                                           値の例 

--------------------------------------------------------------------------------- 

DOUT                     センサー側 DOUT 出力値 

"ON" または "OFF" の文字列を指定            "ON" 

]] 

 

local stat; 

----------------------------------------------- 

-- センサー 設定 

----------------------------------------------- 

local SensorDevice = "Device1"; 

local SensorDOUTPort = "7"; 

local DIOVal = g_params["DOUT"]; 

 

----------------------------------------------- 

-- DIO 出力をコントローラから指定した値に変更 

----------------------------------------------- 

if (DIOVal) then 

log_msg("updating the sensor's DOUTPUT :" .. DIOVal,file_id); 

if not xbee_dio(SensorDevice,tonumber(SensorDOUTPort),(DIOVal == "ON")) then error() end; 

else 

log_msg("*ERROR* parameter error",file_id); 

error(); 

end; 

 

 

6.5.4 XBEE_IO_DATA スクリプト作成 (cntlr_svr) 

コントローラデバイスからの プッシュボタン入力(I/O データイベント)を処理するためのスクリプトを作成します。 

 

センサーデバイスの DOUTPUT 出力の切り替え操作用ボタンと、A/D データレンジオーバー警告用リセットボタンの

処理部分に分かれています。 

 

センサーデバイスの DOUTPUT は共有データに前回の出力値を保持して、ボタンを押すごとに ON,OFF を切り替えま

す。また同時に、コントローラデバイスの出力状態確認用 LED も更新します。 

(共有データに保存するキー名：CURRENT_DOUT_STATUS) 

 

A/D レンジオーバー警告リセットボタンが押されたときは、センサーサーバー側のスクリプト
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(SENSOR_ADRANGECHECK_RESET)をリモート起動します。また同時に、コントローラデバイスのレンジオーバー警告用 

LED を OFFにします。 

 

ファイル名(XBEE_IO_DATA.lua) で DeviceServer(cntlr_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

File_id = "XBEE_IO_DATA" 

--[[ 

XBEE_IO_DATA スクリプト起動時に渡される追加パラメータ 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

キー値                   値                                           値の例 

--------------------------------------------------------------------------------- 

APIType                   フレームデータ中のAPI Type(16進数2桁)       83 

SourceAddress             フレームデータ中のSourceAddress 

16bit アドレスの場合(16進数4桁)             0A01 

64bit アドレスの場合(16進数16桁)            0013A200404AC397 

NodeIdentifier            XBee デバイスの NodeIdentifier。 

DeviceServer に保持されたマスターファイルを使用して、 

SourceAddress から変換した値が設定される。  Device1 

マスターにNodeIdentifier未登録の場合は"" が設定される 

RSSI                      フレームデータ中のRSSI(16進数2桁)           45 

Options                   フレームデータ中Options(16進数2桁)          00 

SAMPLE_COUNT              I/O データのサンプル数                      1 

SAMPLE_DIO                I/O データ中のサンプル対象となったDIOビット番号リスト 

(10進数、カンマ区切り)                      0,1,4 

SAMPLE_ADC       I/O データ中のサンプル対象となったADCビット番号リスト 

(10進数、カンマ区切り)                      2,3 

SAMPLE_<Sample#>_<"DIO"|"ADC">_<Bit#> 

I/O サンプルデータ値。 

DIO の場合は、High で "1"、Low で "0"。     1 

ADC の場合は 10進数。                       1023 

<Sample#> には 大、SAMPLE_COUNT まで 1から順番にインクリメントされた値が入る。 

<"DIO"|"ADC">は、I/O サンプルデータが ADCもしくは、DIO のどちらであるかを示す。 

<Bit#>は、サンプルデータのビット番号。10進数。 

]] 

 

local SensorServer = "sensor_svr"; 

 

-------------------------------------- 
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-- コントローラ側 設定 

-------------------------------------- 

local OnOffBtn = "4"; 

local RangeCheckResetBtn = "6"; 

 

local ADRangeExceedLowLED = "0"; 

local ADRangeExceedHighLED = "1"; 

local SensorPortStatusLED = "5"; 

local OnOffStatusLED = "7"; 

 

local key_dout_stat = "CURRENT_DOUT_STATUS"; 

 

local ControllerDevice = "Device4"; 

 

local new_stat; 

local stat; 

 

------------------------------------------------------------- 

-- センサー側 DOUT 操作用 OnOff スイッチが押された場合の処理 

------------------------------------------------------------- 

if (g_params["SAMPLE_1_DIO_" .. OnOffBtn] == "0") then 

--------------------------------------------------------------- 

-- コントローラの OnOff スイッチが押される毎に、センサー側 DOUT 

-- 出力ステートを ON->OFF, OFF->ON に切り替える 

--------------------------------------------------------------- 

local stat,prev_stat = get_shared_data(key_dout_stat); 

if not stat then error() end; 

if (prev_stat == "ON") then new_stat = "OFF" else new_stat = "ON" end; 

if not set_shared_data(key_dout_stat,new_stat) then error() end 

 

log_msg("controller's DOUTPUT switch was pressed :" .. new_stat,file_id); 

if not script_rexec(SensorServer,"SENSOR_DOUT","DOUT",new_stat) then error() end; 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(OnOffStatusLED),(new_stat == "ON")) then error() end; 

end; 

 

-------------------------------------------------------------------- 

-- センサー側 AD レンジチェックリセットスイッチが押された場合の処理 

-------------------------------------------------------------------- 

if (g_params["SAMPLE_1_DIO_" .. RangeCheckResetBtn] == "0") then 
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log_msg("controller's AD reset switch was pressed",file_id); 

if not script_rexec(SensorServer,"SENSOR_ADRANGECHECK_RESET","","") then error() end; 

 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(ADRangeExceedLowLED),false) then error() end; 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(ADRangeExceedHighLED),false) then error() end; 

end; 

 

6.5.5 CONTR_DIN_DISP スクリプト作成 (cntlr_svr) 

コントローラデバイス上の センサーデバイスDINPUT データ状態表示 LED を、更新するためのスクリプトを作成し

ます。このスクリプトはセンサー側 DeviceServer(sensor_svr)からリモート実行されます。 

 

ファイル名(CONTR_DIN_DISP.lua) で DeviceServer(cntlr_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

file_id = "CONTR_DIN_DISP" 

 

--[[ 

CONTR_DIN_DISP スクリプト起動時に渡されるパラメータ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

キー値                   値                                           値の例 

--------------------------------------------------------------------------------- 

DINPUT                   センサー側 から渡された、 新 DINPUT 値 

"ON" または "OFF" の文字列を指定             "ON" 

]] 

 

-------------------------------------- 

-- コントローラ側 設定 

-------------------------------------- 

local SensorPortStatusLED = "5"; 

local ControllerDevice = "Device4"; 

local DInVal = g_params["DINPUT"]; 

if (DInVal) then 

log_msg("controller's DINPUT status :" .. DInVal,file_id); 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(SensorPortStatusLED),(DInVal == "ON")) then error() end; 

else 

log_msg("*ERROR* parameter error",file_id); 

error(); 

end; 
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6.5.6 CONTR_ADEXCEED_DISP スクリプト作成 (cntlr_svr) 

コントローラデバイス上の A/Dレンジオーバー警告用 LED を、更新するためのスクリプトを作成します。このスク

リプトはセンサー側 DeviceServer(sensor_svr)からリモート実行されます。 

 

ファイル名(CONTR_ADEXCEED_DISP.lua) で DeviceServer(cntlr_svr) のスクリプトフォルダに保管します。 

 

file_id = "CONTR_ADEXCEED_DISP" 

 

--[[ 

CONTR_ADEXCEED_DISP スクリプト起動時に渡されるパラメータ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

キー値                   値                                           値の例 

--------------------------------------------------------------------------------- 

RANGE                    AD レンジチェックの上限または下限値の区別 

"HIGH" または "LOW" の文字列を指定          "HIGH" 

]] 

local stat; 

-------------------------------------- 

-- コントローラ側 設定 

-------------------------------------- 

local ADRangeExceedLowLED = "0"; 

local ADRangeExceedHighLED = "1"; 

local ControllerDevice = "Device4"; 

local RangeFlag = g_params["RANGE"]; 

if (RangeFlag) then 

log_msg("controller's ADC status :" .. RangeFlag ,file_id); 

if (RangeFlag == "HIGH") then 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(ADRangeExceedHighLED),true) then error() end; 

end; 

if (RangeFlag == "LOW") then 

if not xbee_dio(ControllerDevice,tonumber(ADRangeExceedLowLED),true) then error() end; 

end; 

else 

log_msg("*ERROR* parameter error",file_id); 

error(); 

end; 
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6.6 外部 DeviceServer のスクリプト実行許可設定 

DeviceServer のデフォルト設定は、他の DeviceServer からのスクリプト実行を許可しない設定になっています。 

ABDeskTop プログラムからこの設定を変更して、センサー側 DeviceServer(sensor_svr) と コントローラ 側 

DeviceServer (cntlr_svr) 双方のサーバーからのスクリプト実行を許可する設定に変更します。 

 

初に センサー側の DeviceServer(cntlr_svr)の設定を変更して、コントローラ側の DeviceServer(sensor_svr) から

のリクエストを許可するようにします。 

 

プログラムメニューから “ALL BLUE SYSTEM” -> “クライアント起動”を選択・実行します。ログインするときは、管理

者特権をもったユーザー（例えば DeviceServer セットアップ時に管理者アカウントとして登録したユーザー等）でロ

グインしてください。デスクトッププログラムが起動したら、 “許可” ツールボタンを選択して 外部 DeviceServer か

らのアクセス許可を設定する画面を開きます。 

 

 

 

“追加” ボタンを押して、リモートからスクリプト実行を許可するDeviceServer のホスト名を入力します。例えば 

DeviceServer(sensor_svr) の許可設定時のホスト名には、DeviceServer(cntlr_svr) のホスト名を入力します。 

 

 

 

同様の手順で、コントローラ側の DeviceServer(cntlr_svr)の設定も変更して、センサー側の 

DeviceServer(sensor_svr) からのリクエストを許可するようにしてください。 

 

 注意 

インターネットや WAN 経由で DeviceServer 間を接続する場合には、DeviceServer の動作するPC の TCP/IP ネッ

トワーク設定が別途必要です。DeviceServer 間でリモートスクリプト起動時に使用するポート番号は 27101 (TCP) 
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になっています。ルータ装置やファイアーウォールの設定を、このポート番号を使用した通信が可能になるようにし

て下さい。 

 

 注意 

DeviceServer 間の通信は暗号化して、盗聴や改竄に対する危険性を低下させています。それ以上のセキュリティの

確保が必要な場合は、専用線や VPN 等の使用を検討してください。 

 

7 このドキュメントについて 

 
7.1 著作権および登録商標 

Copyright© 2009 オールブルーシステム 

このドキュメントの権利はすべてオールブルーシステムにあります。無断でこのドキュメントの一部を複製、もしく

は再利用することを禁じます。 

 

7.2 連絡先 

オールブルーシステム (All Blue System) 

ウェブページ http://www.allbluesystem.com

メール contact@allbluesystem.com

 

7.3 このドキュメントの使用について 

このドキュメントは、ABS-9000 DeviceServer の一般的な使用方法と応用例について解説してあります。お客様の個

別の問題について、このドキュメントに記載された内容を実際のシステムに利用するときには、ここに記載されてい

る以外にも考慮する事柄がありますので、ご注意ください。特に安全性やセキュリティ、長期間にわたる運用を想定

してシステムを構築する必要があります。 

 

オールブルーシステムでは ABS-9000 DeviceServer の使用や、このドキュメントに記載された内容を使用することによっ

て、お客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。 ABS-9000 DeviceServer を使用したシステムを構築するとき

は、お客様の責任の下で、システムの構築と運用が行われるものとします。 

 

8 更新履歴 
 

REV A.1.1 2010/3/31 

 XBee デバイスを DeviceServer 全てのライセンスで扱える様に記述を変更 

 

REV A.1.0 2009/3/22 

 初版作成 
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