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電機高速コントローラ「MICREX-VieW XX（ダブルエッ
クス） XCS-3000 Type E」
“MICREX-VieW XX (Double X) XCS-3000 Type E” High-Speed Controllers for Electrical Machinery 
Control

電動力応用プラントにおいて、近年プラント規模が拡
大し操業効率の向上が求められている。さらには、生産
現場ではトレーサビリティの重要度が増している。その
ため、このようなプラントシステムで扱うデータ量が増
大している。
表面処理設備や圧延設備に代表される鉄鋼プラントで
は、電機品はインバータ制御によって駆動している。こ
のようなプラントで使用されるコントローラは、システ
ムの高度化に伴い、高速大容量メモリや高信頼性ネット
ワークを備えることが求められている。
そこで、生産設備の稼動状況を監視・制御し、高い信

頼性を持たせながら、大容量の監視・制御データを高速
に更新可能な電機高速コントローラシステムの主要コン
ポーネントであるコントローラ「MICREX-VieW XX（ダ
ブルエックス）XCS-3000 Type E」を開発した（図1）。

₁　特　徴

監視制御システム「MICREX-VieW XX」には、用途
により 2 種類のコントローラを提供している。計測監視
制御システム用途には、システム二重化による高信頼性
を追求した「XCS-3000 Type I」がある。電動力応用プ
ラントのシステム用途には、高速性と信頼性を追求した
XCS-3000 Type Eがある。
XCS-3000 Type Eを使用した電動力応用プラントの

システム構成例を図 2に、XCS-3000 Type Eの仕様を表
1に示す。

1 . 1 　高速・大容量制御ネットワーク「SX-Net」
「SX-Net」では、ギガビット Ethernet

〈注 1〉
を使用するこ

とに加え、接続局を高精度で時刻同期して時分割送信権制
御により、コモンメモリ

〈注 2〉
の更新は最速で 8Kワード/ms、

最大容量として 1,128Kワードの更新が可能な富士電機
独自の制御ネットワークである。SX-Netによって大規
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図 ₁　「XCS-3000 Type E」
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図 ₂ 　電動力応用プラントのシステム構成例
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数台のプロセス制御コントローラを配置し、多数の駆動
装置を接続する大規模同期制御が可能となる。

1 . ₃ 　ネットワーク高信頼化
一般的な制御システムでは、コントローラに接続され

る機器全てが同一ネットワーク上にバス接続されている
ため、断線などのネットワーク障害発生時にはそれらの
機器が一斉に脱落してしまう。本システムでは、制御ネッ
トワークおよび I/Oネットワークにおいてループ接続に
よって回線を冗長化しているので、設備の操業停止のリ
スクを低減し、システムの信頼性を高めている。

1 . ₄ 　  計測制御システムと電機制御システムの混在システ
ム

制御ネットワークは、富士電機独自の SX-Netのほか、
日本発の産業用オープンネットワークで国際標準となっ
ている FL-net

〈注 3〉
を切り替えて使用できるため、計測制御

システムと電機制御システムが混在するシステムを構築
できる（図 3）。

1 . ₅ 　富士電機既設機器と他社機器の接続機能
プラントシステムにおいては、富士電機の既設機器
との接続や、他社機器との接続が求められるが、XCS-
3000 Type Eではネットワーク拡張に柔軟に対応できる
ネットワークアダプタにより、富士電機の既設機器との
接続で必要な PEリンクと DPCS-F、他社機器との接続
に必要な FL-netが使用できる。ネットワークアダプタ
と XCS-3000 Type Eをギガビット Ethernetで接続す
ることにより、大容量のネットワークを複数接続しても
50ms 以内で全制御ネットワークのデータ交換が可能で
ある。

模システムであっても高速にデータの収集ができるよう
になった詳細なデータを、生産加工情報のリアルタイム
な見える化や大量の蓄積情報を用いた予兆診断、エネル
ギー最適化などに活用することができる。
また本システムでは、SX-Netと I/Oネットワーク

（E-SXバス）のデータ交換周期、制御アプリケーション
実行周期を全て同期動作できるシステム同期機能を持っ
ている。この機能により、E-SXバス上の駆動装置など
の I/Oから制御ネットワーク上のデータ収集装置「f(s)
NISDAS7」までのデータ転送スループットが向上（最速
1.0ms）した。

1 . ₂ 　高速・高精度同期バス「E-SX バス」
「E-SXバス」は、16 軸の駆動装置を 0.5ms、駆動装

置間の出力タイミングの誤差を ±1µsで更新できる、富
士電機独自の高速・高精度同期バスである。さらに、前
述の SX-Netによるシステム同期機能により、複数の
XCS-3000 Type Eの制御周期は同期して動作させるこ
とができ、また、それぞれ XCS-3000 Type Eの E-SX
バスも同期して動作（±80µs）させることが可能である。
このようにして、1 台の管理用マスタコントローラと複
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図 ₃ 　計測制御システムと電機制御システムの混在システム

表 ₁ 　「XCS-3000 Type E」の仕様

項　目 仕　様

制御ネット
ワーク

対応プロトコル SX-Netまたは
FL-netを設定で選択

SX-Net

速度性能①
（物理層伝送速度） 1,000 Mbits/s

速度性能②
（コモンメモリ送信速度） 最速8 Kワード/ms

大容量性①
（コモンメモリサイズ） 最大1,128 Kワード

大容量性②
（接続台数） 最大126台

信頼性機能
（回線冗長機能有無） 有

I/Oネット
ワーク E-SXバス

速度性能①
（物理層伝送速度） 100 Mbits/s

速度性能②
（I/O速度） 最速512 ワード/ms

大容量性
（I/O容量） 最大4,096 ワード

信頼性機能
（回線冗長機能有無） 有

同期機能
（出力局同期） 有

アプリケーション
メモリリードライト速度 1 ～ 70 ns

エンジニアリングツール VieW/C（Expert）
富士電機PLCと共通

〈注 1〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

〈注 2〉  コモンメモリ：SX-Netに接続された全てのコントローラ

が共通認識しているメモリブロックのことで、“SX-Net

のシステム内コントローラでグローバルな共有メモリ空間”

と捉えることができるメモリのことである。
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タ、バルブおよびセンサなどが動作している。この制御
システムの入出力点数は数万点を超える。
ライン制御 PLCの制御ネットワークには、SX-Net
ループ（制御スキャン周期 10ms）、インバータの I/O
ネットワークには E-SXバスループ（制御タクト周期
5ms）を採用した。制御ネットワーク、I/Oネットワー
クでループ接続を実現することにより、1か所ネットワー
ク障害が発生しても制御 PLCやインバータの脱落が発生
しないことを保証し、ネットワーク障害によって発生す
るライン停止による生産能力が低下してしまうリスクを
低減する。
前述のとおり、顧客設備は XCS-3000 Type Eを採用
することにより、高速大容量かつ高信頼ネットワークを
備えた駆動制御プラントシステムとなり、生産性と操業
性が向上する。

発売時期
2019 年 10 月
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電話（042）585-6125

1 . 6 　アプリケーション高速大容量化
「XCS-3000」では、高速メモリだけを使ってアプリ

ケーションが実行できる仕組みを搭載しているので、ア
プリケーション処理速度を向上している。さらに、プロ
グラム容量を大容量化（512 kStep）することで、従来は
複数のコントローラで行っていたプラント制御を 1 台に
まとめ、システムの導入コストが削減できる。

1 . 7 　統一されたエンジニアリング環境
プラントシステムでは、XCS-3000 Type Eのような

大規模な制御が可能なコントローラの配下に小規模な制
御用のプログラマブルコントローラ（PLC：Program-
mable Logic Controller）を配置することが多い。富士
電機のコントローラは、大規模から小規模まで全て同じ
エンジニアリングツールを使ってアプリケーションが開
発できるので、エンジニアリングの効率化に寄与する。

2　適用事例

XCS-3000 Type Eの適用事例として、図 4に示すよう
な鉄鋼プロセスラインのプラント駆動制御システムにつ
いて述べる。
鉄鋼材料の加熱、酸洗、鍍金（めっき）、塗布などを行

うプロセスラインには、数百台のモータのほかにインバー
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図 4 　鉄鋼プロセスラインのシステム構成例
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