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Kojimori 
 

Kojimori is a software for the ATOP serial server 1302/5302 that reads 
sensor data from the serial port and forwards it on an IP-based 
network. If you need to monitor any instrument not on sight Kojimori 
is ITware’s solution for your business. 

Key Features 
 Configurable through a web based 

interface 

 Handles 2 serial ports; targets to each 
serial port are configurable 
independently. 

 Monitoring / trigger driven mode 

 Data can be forwarded on HTTP or SMTP 
(e-mail) protocol 

 NTP time synchronization 

 Web-based user interface with 
authentication; displaying recent sensor 
data locally through web pages 

 Stores read but unsent data in memory or 
on its flash drive. 

 Support for 15 different types of sensor 
devices including the RTR-50 wireless 
sensor network. 

 

Serial ports 
The ATOP serial server 1302/5302 has two serial ports. The software is able to handle both ports 
simultaneously with a different device on each port. You can even use an oxygen level meter on one 
and configure a wireless sensor network on the other! 

Modes of operation 
There are two basic modes of operation available:  

1. Monitoring mode: data is read and forwarded in time intervals you can specify on the web 
page. You can select intervals from 1min up to 3 hours. 

温度計、照度計、サウンドメーター、酸素濃度

計、湿度計かその意外の装置のデータであっ

てもこのソリューションには測定値をローカル

ネットワークで確認できる。それからデータを

サーバーに送信して、日本の世界特許を取得

たプロセスの１つボタン押しで多様なデータが

利用できる。

今までに世界のどこでも様々な遠隔地から測定データを収集する事が重要な課題であ
った。しかし、ITwareの開発で最早困難ではないで、Kojimoriソフトウェアは離れてある
測定機器で検知された様々なパラメータを１つの中央センターに転送して外部に測定
したデータを簡単に確認出来る。遠隔地にデータを損失せずに計測器を監視する必要
がある場合、ITwareは会社の為に信頼性が高いと低価格のソリューションを提供する。
温泉プールの温水温度やスキーセンターの温度データや様々な食品プロセス測定や他
の分野などで



Kojimoriシステムについての詳細情報！

これは、シリアルポートからのセンサデータを読み取るATOPシリアルサーバの5302分の1302のためのソフトウェア
であり、それをIPベースのネットワークに転送する。

主な特長 
•	 ウェブベースのインタフェースを介して構成可能
•	 2つのシリアルポートを処理して、各シリアルポートは個別に設定される事がターゲットである。
•	 監視/トリガー駆動モード
•	 データは、HTTP又はSMTP（電子メール）プロトコルで転送することができる。
•	 NTPの時刻同期
•	 認証を使用したウェブベースのユーザインタフェース、Webページを通じてローカルに最新のセンサーデータを表示する。
•	 ストールすが読み取っているが未送信したデータがメモリにあるかフラッシュドライブにであって、ですからネットワークがダウンしてあって	
	 データの損失はないと意味する。Stores	read	but	unsent	data	in	memory	or	on	its	flash	drive,	meaning	no	data	
	 loss	even	if	network	is	down
•	 RTR-	50ワイヤレスセンサネットワークを含めて、センサーデバイスの20種類サポートする。

シリアルポート
•	 1つのポートに酸素のレベルメーターを使用して、他のポートにはワイヤレスセンサーネットワークを構成する事もできる！

操作のモード
•	 監視モード：データは、Webページで時間間隔の読み取りと転送する指定ができる。間隔を1分から3時間まで調整させる。
•	 トリガ駆動モード：エクスターナルトリガ信号が到着した時にデータが読み取り専用である。あなたは、バーコードリーダーまたはコン	
	 アシステムで読み込むデータを同期するには、この機能を使用することができる。

RTR-50ワイヤレスセンサネットワーク
ベースステーション又はワイヤレスルーターユニットが到達可能な間限りにはKojimoriとT＆DのRTR-	50ワイヤレスセンサネットワークはど
こでも配置できる。このようにセンサーの位置は、ケーブル配線を気にすることなく柔軟に選択する事が可能である。新しいセンサーを導入
したり、他のを除去したりしても、後に拡張又は再成形することができる。設定が完了すると、ワイヤレスセンサネットワークは、Kojimori
内の他のセンサーのタイプのように動作して、すぐに重要なデータにアクセスするためにそれのすべての利点を使用することができる。

高可用性
Kojimoriは一時的なインターネットの接続が切断
された後にそのリモート処理でサーバーへのネットワ
ーク接続を復元することができる。一方、データが連
続して読み込まれ、接続が復元された後にそれが
送信される。インターネットは接続せずであっても、
最新の測定値は、LANのウェブページ上に常に利
用可能である。
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2. Trigger-driven mode: data is only read when an external trigger signal arrives. You can use 
this feature to synchronize data reading with a barcode reader or a conveyor system. 

RTR-50 wireless sensor network 
T&D’s RTR-50 wireless sensor network with Kojimori is a reliable and cost-effective solution for 
monitoring many locations at the same time. Sensors can be placed anywhere as long as they are 
reachable from the base station or any of the wireless router units. Thus the locations of the sensors 
can be chosen flexibly without worrying about cabling.  

The wireless network can be extended or reshaped later by 
introducing new sensors or removing others. Once configured, the 
wireless sensor network behaves like any other sensor type in 
Kojimori and you can use all the advantages of it to access your 
critical data immediately. 

High availability 
Kojimori is able to restore network connection to its remote processing server after a temporary 
Internet connection loss. Meanwhile data will be continuously read and it will be sent after the 
connection has been restored. Even without internet connection, the latest readings are always 
available on the LAN web page. 

 

Contact us: info@itware.eu   Phone: +361 463-0620 

 

„当社のデバイスに遠隔地に屋外でも安定的に監督なしで動作
する信頼性の高いソフトウェアを開発するのは我々にとって重要な
事であった。測定器で取り得たデータを継続して収集すると同時
に、発生してしまう通信異常もその場で解決してやって、結果を電
子メールでもサーバに転送する。パートナーとしてITwareを選択し
て、失望していない。日本のFB	 Triangleと同じビジネス信頼性
の原則を持っている。
- Masatoshi Hirouraさん, FB Triangle Co.の社長

„我々は現在、ソフトウェアエンジニアの知識を国際的に多くの顧
客満足に活用されている事で喜んでいる。特別ソリューションで、
ある顧客に例えば13種類の測定器のデータを遠隔地で処理して
から顧客のローカルネットワークとインターネットサービスで利用でき
る様にする”
– とITware(株）のDankó Sándorマネージングディレクタ
ーが言った。


