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最新の高機能温度調節計「PXH」「PXG」「PXR」

萩岡　信和（はぎおか　のぶかず） 粟根　弘明（あわね　ひろあき）
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二部主任。

粟根　弘明

計測制御システムのエンジニアリ

ング業務に従事。現在，富士電機
システムズ株式会社機器本部計測
機器統括部営業第一部課長補佐。

　まえがき

　温度調節計の分野では，小規模ボイラを対象としたバー

ナ制御や空調制御のように，従来からある汎用温度調節計
の能力ではやや物足りない面があり，高速制御やバルブ操
作に対応したミドルクラスの調節計への要求が年々高まっ

てきている。2005年，この分野をターゲットとし，その

ほかさまざまな温度調節機能においても業界トップクラス

の高機能を実装した，温度調節計「PXG」を発売した。

　ハイエンド分野を担当する「高速・高性能温度調節
計 PXH」，ローエンド分野を担当する「汎用温度調節計
PXR」に，ミドルクラスまでをカバーする「PXG」をラ

インアップに加えることで，富士電機の温度調節計は，あ

らゆる温度調節計アプリケーションにも対応できるライン

アップが整った。

　本稿では，前半でこれら最新の高機能温度調節計につい

て，特に最新機種である「PXG」の特長を中心に紹介し，

後半では「PXH」「PXG」の適用事例について紹介する。

　最新の高機能温度調節計の概要

　最新の高機能温度調節計のラインアップを図 1に示す。

また，図 2には富士電機の温度調節計の位置づけを示す。

（1）　PXH
　圧力，流量などを主体とした高速制御に対応したハイエ

ンド機種に位置づけられ，高精度制御を求められる半導体
製造装置分野などへの対応力も備えた，高速・高精度の温
度調節計となっている。

　入力サンプリング周期および制御演算周期は，当社最高
速の 50msを実現しており，入力指示分解能は 0.01℃と

なっている。

（2）　PXG
　2005年 8月に発売した最新型の高機能温度調節計であ

る。ハイエンド温度調節計 PXHと，ローエンド温度調節
計 PXRの，中間領域を広くカバーしていることが特長で

ある。機能的には，ハイエンド領域の一部からローエンド

全域までをカバーしており，ほとんどの温度制御に対応で

きる多機能性が最大の特長となっている。

（3）　PXR
　2003年 8月に機能の追加を行って以来，富士電機の温
度調節計の中心的な存在として幅広い支持がある。低価格
ながら，セルフチューニング，ファジィ制御を標準で搭載

図1　 高機能温度調節計のラインアップ 
（上段：PXH，中段：PXG，下段：PXR）
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図2　富士電機の最新高機能温度調節計マップ
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し，リモート設定，ヒータ断線警報，通信機能などをオプ

ション追加できる広範囲な対応力を持っている。

　高機能温度調節計PXGの特長

　前面サイズ 48× 48（mm）の PXG4，48× 96（mm）
の PXG5，96× 96（mm）の PXG9の 3タイプで構成さ

れており，入力サンプリング周期，および制御演算周期
200ms（ポジションフィードバックタイプは 300ms），測
定値入力精度＋－ 0.3%FSという従来の調節計に匹敵する高
性能を特長としている（図 3）。

　ハードウェア，および内部構造は，多くの実績がある

PXRのものを継承している。ソフトウェア資産について

も核となる制御アルゴリズムは継承しつつ，周辺機能の強
化，および操作性の向上を同時に実現している（表１）。

　次に PXGの代表的な機能について紹介する（表 2）。

（1）　制御機能

　従来機種に搭載されていたオンオフ制御，ファジィ制御，

セルフチューニング制御，PID制御，加熱 /冷却 PID制
御に加え，電動バルブ制御，ポジションフィードバック

制御，PID2制御の 8タイプの制御アルゴリズムを搭載し，

ヒータによる加熱制御のみならず，スチームなど弁開度制
御による温度調節にも対応できる。また，バッチ処理など

では，バッチ処理終了後に制御を停止するが，温度調節計
での温度監視・温度警報機能は継続するという使い方が多
い。このような用途のために制御を停止させる制御スタン

バイ機能と，スタンバイ状態から制御復帰（昇温）した際
にもオーバシュートを抑える PID2制御を新たに搭載して

いる。

（2）　16ステップランプソーク機能
　16ステップ（32セグメント）の容量を持つ最大 4パ
ターンのランプソーク機能を標準で備えている。本機能は

簡易なプログラム運転機能であるが，停電復帰時の継続ス

タートモードや，定温区間の制御時間を補償するギャラン

図3　高機能温度調節計PXG

PXG9 PXG5 PXG4

表1　PXGに搭載されている制御アルゴリズムと特長

制御アルゴリズム

オンオフ制御
（二位置制御，
　三位置制御）

PID制御

PID2制御

ファジィ制御

セルフチューニング
制御

加熱・冷却PID制御

電動弁制御
（サーボ制御）

ポジションフィード
バック制御

特長・適用例など

二位置制御：単純オンオフ制御，三位置制御：加熱
・冷却のオンオフ制御。（安価で高い制御性を要求
されない装置に適用される。）

進み・遅れ要素の含まれる制御系に使用される。
（一般的な温度制御に広く適用される。）

加熱制御系で一時的に制御ループがオープンループ
状態にされることがある制御対象にて，制御ループ
復帰時に発生するオーバシュートを低く抑えること
ができる。（バッチ運転炉などに適用される。）

ファジィアルゴリズムを使用しプロセス立上げ時の
オーバシュートと外乱応答を改善している。
（一般的な温度制御に広く適用される。）

PIDのチューニングを自動で行う。
調整の手間を省きたい場合に使用する。
（一般的な温度制御に広く適用される。）

加熱・冷却の両方を用いて制御を行う制御。
樹脂の溶解など吸熱・発熱を伴う制御系に適用す
る。（プラスチック成形機などに適用）

ポテンショメータを実装しない電動弁を使用して電
動弁制御を行う。（安価な電動弁制御システムに適
用）

ポテンショメータからの位置情報を受け取り弁開度
を調節制御する。（プラントなどの流量制御などに
適用される。）

表2　PXG新機能の一覧

機　能 機能概要

16ステップランプ
ソーク機能

16ステップ（32セグメント）の大容量プログラム
最大４パターンに分割使用が可能
停電復帰時に継続スタートが可能
ギャランテイソーク・PVスタートあり
ステータス出力可能
デジタル入力から制御可能

ソフトスタート機能
電源立上げ時の制御出力を一定時間制限する。
デジタル入力トリガで任意のタイミングでもスター
ト可能

PIDパレット
（8種類）

設定値切替え
（8種類）

8組の設定値（SV)・PID設定あり
設定値（SV)・PID組は独立・連動で切替え可
デジタル入力・前面ユーザーキーで切替え可

ループ断線警報機能 外付けCTなしで制御ループ断線検出可

負荷短絡警報機能 外付けCTを使用し，SSRなどの短絡故障を検知可

イベント機能
（約100種類）

温度警報，タイマ動作，ステータスイベント合計約
100種対応

デジタル入力
機能（約45種類） デジタル入力機能約45種に対応

ローダ通信機能
RS-232Cローダ通信ポートあり
専用ローダソフトウェアをホームページ上で無償
配布

デジタル入力（5点）

デジタル出力（5点）
デジタル入出力ともに５点ずつ搭載可

転送出力機能
4～20mAに加え，電圧出力が選択可能
レンジ切替えにより0～10，2～10，0～5，1～
5Vに対応可

ユーザーキー 前面にユーザーキーを配し，A/M切替えのほか27
種の機能を任意に割付け可

表示全消灯
PV/SVも含め各パラメータの表示/非表示を任意に
設定可
全消灯指定も可

異常時出力指定機能

スタンバイ時出力指
定機能

本体異常時およびスタンバイ時に制御出力を指定値
に固定可

起動モード選択機能 起動時の制御モードをオート/マニュアル/スタンバ
イから選択可

ユニバーサル入力 全入力種類に対応
パラメータ切替えのみで対応
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ティソーク機能，PVスタート機能，ステータスイベント

出力，タイムシグナルイベント出力，電源投入から一定時
間後に自動的に起動するディレイスタート，デジタル入力
からのパターン切替え，動作制御の機能も備え，プログラ

ム調節計並みの仕様を備えている。

（3）　ソフトスタート機能
　PXGでは一定期間，制御出力を一定値以下に抑えるソ

フトスタート機能を備えている。この機能は，電源立上げ

時に装置の消費電流を抑え，省エネルギー運転を行ったり，

複数ゾーンを備える制御対象においてゾーン間の立上げ時
間のばらつきを修正することができる。この機能は電源投
入時，および任意のタイミングで起動することができる。

（4）　8設定値切替え・PIDパレット切替え機能
　PXGでは 8組の設定値（SV）および PID組を記憶する

ことが可能で，これらを同期 /非同期で前面キーやデジタ

ル入力から切り替えることができる。これにより，設定温
度に適した PID値での高精度制御が実現できる。

　PIDパレットには正 /逆作動指定も含まれており，電動
弁制御と組み合わせ空調アプリケーションでの夏冬切替え

にも対応することができる。

（5）　ローダ通信ポート

　PXGでは本体底面にローダ通信（RS-232C）ポートを

標準で備えている。また，パソコン用のローダソフトウェ

アを無償で提供しており，多機能ゆえに多くなっているパ

ラメータの設定を，簡単かつ確実に行うことができる。

（6）　ユーザーキー

　前面パネルにユーザーが自由に機能を選択することが

できるユーザーキーを備えており，オート /マニュアル切
替えだけでなく，制御停止，起動，設定値切替え，ランプ

ソーク起動 /停止などさまざまな用途に合わせて定義でき

る。

（7）　負荷短絡警報機能（オプション）

　従来のヒータ断線警報機能に加え，制御出力オフ時の負
荷電流を測定することで，ソリッドステートリレー（SSR）
などの操作端の故障を警報として出力することができる。

　新型温度調節計の適用事例

　PXGは，各種装置に応じた機能を備えている。PXHは，

入力指示精度，制御演算周期といった基本性能の高さに加
えて，豊富な入出力，数値演算機能，富士電機のプログラ

マブルコントローラ（PLC）に I/O機器として接続可能
な Tリンク通信機能を備えており，装置からプラント設
備の計装まで，さまざまな用途に適用できる。以下にその

事例を紹介する。

4.1　空調機の冷水 /温水制御へのPXGの適用事例

　空調機へは，夏は冷水を，冬は温水を供給するが，PXG 
には，接点入力により制御動作（正作動 /逆作動）を切
り替える機能があり，図 4のように，電磁弁を切り替える

スイッチの接点を PXGに入力すれば，電磁弁に対応して，

温度測定値の増減に対し，夏と冬では逆の制御動作に切り

替えることができるので，空調機の制御が 1台で行える。

また，ここで使用している PXGは，電動弁を直接駆動で

きるタイプであり，弁開度信号入力の有無が指定できるの

で，弁開度出力がない電動弁にも適用できる。

4.2　燃焼制御へのPXHの適用事例

　工業炉やボイラの燃焼制御においては，省エネルギー，

環境問題への対応などから，最適燃焼を行うための空燃
比制御のニーズが高い。燃焼ガスと空気は，温度・圧力変
動による密度変化の補正を行った質量流量を制御する必
要があり，複数のアナログ入力と演算機能が必要なことか

ら，従来はプロセス調節計（富士電機のコンパクトコント

ローラクラス）が使用されてきたが，図 5のように PXH
の適用が可能である。PLCと PXHは，Tリンクで接続さ

れ，PLCでは PXHの測定値入力，制御演算値などを入出
力データとして扱えるため，燃焼ガスと空気の流量設定値
を PLCで計算し，リモート設定値として，各 PXHに与
えることができる。温圧補正演算式は，制御テンプレート

の一つとして PXHに組み込まれており，ユーザーは定数
設定を行うだけでよく，さらに，演算は浮動小数点工業値
で行っているため，スケーリングに対する考慮不要などで，

エンジニアリング作業を容易にしている。

4.3　フィルム製造ラインへのPXHの適用

　フィルム製造ラインは，原料設備，押出機，メルト管，

Tダイ，キャスティング機，縦延伸機，横延伸機，引取機，

巻取機から成り，各設備で温度，圧力などのプロセス制御
が行われている。各プロセスは，外乱の影響を受けやすく，

製品品質に大きく影響するため，高い制御性能が必要とさ

れる。PXHは，高速で高精度な制御機能に加え，2自由
度 PID機能，PIDパレット切替えなど，オーバシュート

抑制や外乱応答性を高めるための機能・パラメータを保有
しており，本設備のプロセス調節計として適用が可能であ

る。
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図4　空調機の冷水 /温水制御へのPXGの適用事例
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PLC（富士電機製）

Tリンク通信（500kビット/秒）

↑各調節計の
　PV，SV，MV，警報情報など

空気流量調節計

↓PLCから
　�R-SV（*2）
　�規定開度指令など

↓PLCから
　�R-SV（*1）
　�規定開度指令など

ガス流量調節計

温度調節計

燃焼ガス

空気

温度センサ

オリフィス
差圧発信器

調節弁

圧力
発信器

工業炉，ボイラなど

*1：ガス流量調節計には，温度調節計のMVが，R-SVとしてPLCから通信設定される。
*2：空気流量調節計には，ガス流量に比率を掛けた値が，R-SVとしてPLCから通信設定される。

バーナ

温圧補正演算

＝　01× ×PV1Q k ×
03k
＋ 02kAi1 04k

＋ 05kPV2
：補正流量Q
：流量（差圧）， ：温度， ：圧力
～ ：定数01k 05k

PV1 PV2 Ai 1

ガス流量調節計と空気流量調節計
の設定値（R-SV）を出力

図5　燃焼制御へのPXHの適用事例

コンピュータ
制御システム

各調節計へ
R-SV↓

↑各調節計の
　PV，SV，MV，警報情報など Tリンク通信（500kビット/秒）

樹脂圧力
調節計

加熱/冷却制御

INV

モータ

APRインバータ
交流電力調整器

押出機

ヒータ
ヒータ 温度センサ

シリンダ

冷却水
電磁弁

樹脂圧力センサ

メルト管 Tダイ

キャスティング機

フィルム

*Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標

Ethernet
＊

シリンダ
温度調節計
（×　台）N

PLC（富士電機製）

APR

メルト管
温度調節計
（×　台）N

APR

Tダイ
温度調節計
（×　台）N

図6　フィルム製造ラインへのPXHの適用事例
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　図 6に押出機周辺のプロセス制御系統図を示す。

（1）　温度制御
　押出機のシリンダは，押出機用に開発した，加熱 /冷却
制御タイプの PXHを使用し，樹脂の発熱の影響を抑えて，

樹脂温度を安定させている。この分野への納入で蓄積した

ノウハウから，オートチューニングで，加熱側，冷却側個
別に制御定数を得ることができ，高い制御性を実現する。

（2）　樹脂圧力制御 
　樹脂圧力が一定になるように，押出機のモータ回転数を

制御するが，変化が激しい樹脂圧力に対し，50msの高速
制御演算で適切に制御する。

（3）　Tリンクによる高速通信
　フィルム製造ラインでは，多大な点数の制御ループが存
在するが，制御結果はすべて，上位のコンピュータ制御シ

ステムで品質データとして蓄積，管理される。Tリンク

通信（500 kビット/秒）で富士電機の PLCと接続すれば，

制御データを高速に収集できる。

　あとがき

　最新機種である PXGを中心に富士電機の多機能温度調

節計とその適用事例を紹介した。

　プロセス制御は，DCS（Distributed Control System）
化，PLC化，モジュール化と多様化しているが，調節計は，

1台から使える手軽さ，危険分散，保守の容易さなどから

ニーズが根強く，本稿で紹介した調節計は，そのような用
途に最適な機種である。

　今後の温度調節計の選定とシステム構築の際に本稿が参
考になれば幸いである。
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