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まえがき

ひと昔前，温度制御や機械制御の分野では，ファジィ制

御や PID（Proportional，Integral，Derivative）制御を核

としたアドバンスト制御技術の応用が盛んであった。その

流れの中で 1993 年，富士電機においてもファジィアルゴ

リズムを応用し，装置立上げ時のオーバシュートおよび外

乱応答特性を改善した温度調節計「PYXシリーズ」を市

場に投入してきた。

近年，生産現場では現場従事者の高齢化・多能工化，製

造装置の小型化・低価格化が進んできた。このように生産

現場の事情が変化してきたことで，現場計器である温度調

節計にもこれまでの小型・多機能という特徴だけでなく，

幅広い年齢層のユーザーにも使いやすく親しみが持てるこ

とが求められている。

この要求に対して本稿で紹介する温度調節計 PXRシ

リーズでは，「表示を大きく見やすくしたこと」「操作キー

の数を三つに限定したこと」「セルフチューニング機能を

搭載しチューニングレスで使えるようにしたこと」で使い

やすく親しみやすい製品を実現した。

もちろん，奥行寸法の小型化やシステム化を容易にする

ための多くの周辺機能も同時に盛り込んでいる。

PXRシリーズの概要

図１に示すのが，今回新たに開発したセルフチューニン

グ機能付き多機能温度調節計（PXRシリーズ）である。

PXRシリーズは「表示が大きい」「コンパクト」「多機

能」の三つの大きな特徴を持った温度調節計である。

前面の温度表示器に既製品の 7セグメント LED（Light

Emitting Diode）を使用せず，筐体（きょうたい）の一部

としてモールド化することで大型表示を実現した。

また，回路設計段階では小型パッケージ部品を積極的に

採用し，基板サイズを縮小することで奥行サイズの短縮

（従来比約 78 ％）を実現した。

そのほか，従来機種 PXZ，PXW，PXVシリーズおよ

び PYXシリーズで補完し合っていた機能を PXRシリー

ズに実装し， 1 台ですべての用途に使えるように機能の集

約を行った。

図２に示すように PXRシリーズは中級機 PYXシリー

ズの機能を網羅しつつ低価格機種 PXZシリーズの価格を

実現したコストパフォーマンスが高く，対応力のある製品

となっている。

また，PXRシリーズは用途に応じ 4 種の前面サイズ，

PXR3（24 × 48 mm），PXR4（48 × 48 mm），PXR5

（48 × 96mm），PXR9（96 × 96mm）を用意しており，

これらすべてのサイズにセルフチューニング制御，ファ
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ジィ制御，PID 制御の 3 制御方式を標準で実装している。

このほか，加熱冷却制御機能，最大 2パターンに分割し

て使用できる 8セグメント・ランプソーク機能（簡易プロ

グラム制御機能），プログラマブルコントローラ（PLC）

との接続を意識した Modbus
〈注 1〉

（RTU）/ASCII（独自プロ

トコル） 2 種類のプロトコルを実装した通信機能（RS-

485），4 ～ 20mAアナログ転送出力機能，外部接点入力

機能（最大 2点），31 種類の警報接点出力機能（最大 3点），

3 種類のオンオフタイマ機能，ヒータ断線検知機能，前面

防水（IP66・NEMA4X相当）も実装できる多機能な製品

である。

セルフチューニングとファジィ制御

３.１　セルフチューニング

PXRシリーズでは兼ねてから調節計が課題としてきた

制御定数チューニングの自動化という課題をセルフチュー

ニングエンジンを搭載することで解決した。

このセルフチューニングエンジンは温度調節計に特化し

たものとなっており，図３に示す構成となっている。

温度調節計においてチューニングが必要な条件は以下の

三つのケースにまとめることができる。

システム電源投入によるプロセス立上げ時

SV（設定値）変更時

プロセス定数の変化による制御乱れ時

PXRシリーズのセルフチューニングエンジンは ，

の条件をトリガとして，制御対象の特性を自動的に判別し，

ステップ応答法またはリミットサイクル法のいずれかを適

用し制御定数の同定を行っている（図４）。

また， のケースについてはMV（操作量）のハンチン

グをトリガとしてリミットサイクル法で制御定数の同定を

行っている（図５）。

３.２ ファジィ制御

従来の PID 制御理論では，オーバシュート抑制と外乱
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〈注１〉Modbus ： Gould Modicon 社の登録商標
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抑制という二つの相反する問題を解決することができない

ことは周知のことである。これらの相反する課題を解決す

るため PXRシリーズではファジィ推論を用いた制御機能

を実装することとした。この機能ブロックを図６に示す。

PXRシリーズのファジィエンジンには温度調節計用に

チューニングされたファジィルールを実装しており，入力

された PV（測定値）および DV（偏差値）をもとにメン

バシップ関数を用いた大小比較を行い，オーバシュート抑

制および外乱抑制の両方に有効となる非線形なMV（操作

量）を出力する仕組みとなっている。図７に制御例を示す。

ファジィ制御による制御結果はオーバシュートがなく整

定時間も PID 制御に比べ速い。

PXRシリーズのその他の機能

本章では PXRシリーズのその他の機能について説明す

る。表１に PXRシリーズの仕様一覧を示す。

４.１ 2プロトコル通信機能（RS-485）

PXRシリーズの通信は温度調節計分野では標準となり

つつあるModbus（RTU）プロトコルに対応しており，富

士電機のプログラマブル操作表示器（UGシリーズ）や

Citect5
〈注2〉

（SCADAパッケージ）に容易に接続できるため，

ユーザーはプログラムレスで温度監視システムを構築する

ことができる。電気的仕様は RS-485 仕様となっており最

大 31 台，総延長 500mまでの通信接続が可能である（図

８）。

また，射出成形機など PLCを上位とした ASCIIプロト

コル通信システムへの対応も視野に入れ，ASCIIプロト

コル（PXRシリーズ独自）も同時に実装し切換可能とし

た。

４.２ 簡易プログラム機能（8ランプソーク機能）

最大容量 8ステップのランプソーク機能を搭載しており，

8ステップ× 1パターンまたは 4ステップ× 2パターンの

プログラム温度制御を可能とした。

このプログラム制御のスタート・ストップ信号は前面の

キー操作のみでなく，外部接点によるディジタル入力から

も操作することができる（図９）。

また，プログラム運転の繰返し指定や，プログラム終了

後の制御続行・停止などの設定もできるようにした。

４.３ 4～ 20mA転送出力機能

DC4 ～ 20mA統一信号出力によるアナログ転送出力ユ

ニットを実装可能で，記録計などの外部計器に PV，SV，

MV，DVから 1 種類の信号を選択して転送することがで

きる。

温度測定の際に，従来は，温度調節計と外部計器におの
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〈注２〉Citect5：オーストラリア・サイテクト社が開発した SCADA

ソフトウェア

表１　PXRシリーズの仕様一覧 

機　能 仕　様 

測定値入力 

制御出力 

制御演算機能 

加熱・冷却制御 

通信機能 

簡易プログラム機能 

設定値切換 

タイマ機能 

警報機能 

警報出力 

ヒータ断線検知 

アナログ転送出力 

ディジタル入力 

入力精度 

制御演算周期 

メモリ保護 

電源電圧 

防　水 

外形寸法 
（高さ×幅×奥行） 

ケース色 

質　量 

外部端子 

熱電対（9種），測温抵抗体（Pt，JPt）， 
サーミスタ（2種），電圧 

リレー接点出力，SSR駆動出力（電圧パルス）， 
4～20mA電流出力 

PID，ファジィ，セルフチューニング 

可　能*

Modbus（RTU）・ASCII（独自プロトコル） 
選択式  RS-485*

最大2パターン　8セグメント*

最大4設定まで（ディジタル入力2点の場合）*

オンディレイ・オフディレイ・オンオフディレイ*

31種類 
（ラッチ，励磁/非励磁，オンディレイも可能）*

最大3点*

1点まで可能*

1点（PV，SV，MV，DVを転送可能）*

最大2点*

±0.5％FS（±0.5％FS±1℃：熱電対入力の 
場合） 

500ms

不揮発性メモリ 

AC100～240V，AC/DC24V

前面防水（IP66・NEMA4X相当） 

™24×48×97mm（PXR3） 
™48×48×78.8mm（PXR4） 
™48×96×78mm（PXR5） 
™96×96×79.5mm（PXR9） 

黒（前面枠・ケース） 

™約150g（PXR3）™約200g（PXR4） 
™約300g（PXR5）™約300g（PXR9） 

M3ねじ端子（PXR4/5/9），差込端子（PXR3） 

＊：オプション 

コンピュータ 

信号変換器 

SCADAソフトウェア 

　　　　　　　が 

利用可能 

RS-485

RS-232C

最大30台 
接続 

PXR4PXR3 PXR9PXR5

プログラマブル操作表示器 

富士電機製UGシリーズ 

図８　温度監視システム例
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おの一つずつ温度センサを設置していたが，温度調節計の

センサで温度を測定し転送することで簡単に誤差なく記録

計でも制御結果を記録することができる（図 ）。

４.４ SV選択機能

最大 4設定の SV 選択機能を実装可能で，2 点の外部接

点からのディジタル入力で SVを 4 種類まで切り換えるこ

とができる。

複数ゾーンの温度制御など運転中に複数台の設定温度を

一斉に変更する必要があるアプリケーションにおいて， 1

か所の接点を操作することで一斉に温度設定を変更するこ

とができる（図 ）。

４.５ タイマ機能

警報接点出力をオンディレイ・オフディレイのタイマ出

力として使用可能で，スペース上の理由で別途タイマを設

けることが困難な小規模アプリケーションでの使用に有効

である。

４.６ 前面防水構造

前面パネル部は IP66・NEMA4X相当の防水仕様となっ

ており，食品加工機など衛生上の理由で水洗いが必要な用

途にも十分耐えうる仕様となっている。

あとがき

温度調節計 PXRシリーズについて紹介した。

今日，射出成形機や食品機械・半導体製造装置などの温

度調節計アプリケーションにおいて小型化・高機能化・低

価格化の要求が高まっていくだけでなく，使いやすさの面

でもオペレーターを選ばず簡単にチューニングレスで使え

るような調節計の要求がますます増加すると考えられる。

本稿で紹介した PXRシリーズはセルフチューニングで

のチューニングレスを実現し，コンパクトサイズながら多

種多様な機能を搭載し，従来の低価格機種群の価格を実現

したという意味では市場の要求にマッチした製品といえる。

今後，温度調節計によるシステム構築に際し，本稿が参

考になれば幸いである。
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【ランプソーク機能】 
こう配を設けたヒートパターンを設定し，温度上昇・下降パターン 
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