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　まえがき

　老朽化した計装設備の更新，プラントシステムの情報化
による見える化の推進，また厳しさを増す経営環境の中
での投資コストの削減を目的として，中小規模のシステム，

あるいは DCS（Distributed Control System）によるメイ

ンプロセスと連携運転するサブプロセスの実現に，PLC
計装の採用が増えている。

　一方，PLCは制御規模の拡大，演算の高速化，高信頼
性化，データ処理能力向上，オープンネットワーク対応な

どが進み，機械・設備のシーケンス制御のみならず，計装
制御，監視制御など，さまざまな分野へ適用が拡大してい

る。このような状況において，各社により計装分野向け商
品が拡充されつつある。しかし，タグの統括管理など計装
分野に必要なエンジニアリング機能は，DCSをベースと

した商品よりも弱い面がある。

　本稿では，汎用 PLCである「MICREX-SX」と産業用
タッチパネルであるプログラマブル操作表示器（POD）
をベースとして，エンジニアリング強化を主な目的として

開発した計装分野向け商品「SXかんたん計装システム
（1）

」

を紹介する。

　概　要

　SXかんたん計装システムは，図 1に示す生産システム

の階層において，監視点数の少ない小規模システムへの適
用を主に狙っている。

　図 2に示す大規模システムへのサブシステム追加・リプ

レース，図 3に示す PLCと調節計で構成するシステムへ

の置換えなどが適用例である。

　本システムの特徴を以下に示す。

　（a） 　MICREX-SXと PODにより，ループの制御，監視，

調整，管理が可能なためパソコンなしでの完結したシ

ステムを実現
　（b） 　上位に位置づけられる計装パッケージ「パートナー

IT」の仕様を継承し，上位システムとの親和性を実

現
　（c） 　多彩な制御を可能にする計装ファンクションブロッ

ク（FB）
　（d） 　飛躍的なエンジニアリング効率向上を実現する計器
画面生成機能
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　（e） 　制御用途に応じて使い分けが可能な言語セット

　（f） 　MICREX-SX，PODの豊富な商品を用いて，フレ

キシブルなシステムを構築可能

　「SXかんたん計装システム」の基本構成

　SXかんたん計装システムの基本構成を図 4に示す。

ループの制御・監視・調整・管理に加え，周辺設備の制御
に必要なシーケンス制御，設備稼動状態の収集・処理に必
要なデータ処理が可能である。

　図 4は，PODとMICREX-SXを Ethernet
〈注 1〉

で接続し，

TCP/IPで通信する例であるが，ほかにMICREX-SXの

専用バスである SXバス，オープンネットワークの FL-

net，汎用通信など種々の接続が可能である。

　PODは図 4に示すように計器画面のみならず汎用的な

グラフィック画面が表示可能であり，専用のグラフィック

エディタで画面を作成する。富士電機の PODは元来 FA
用途で開発されたものであり，耐環境性にも優れている。

　上位システム仕様の継承

　富士電機では，制御の規模・要求仕様に応じたさまざま

な計装システム商品をラインアップしている。図 5にその

一部を示す。

　本稿で紹介する SXかんたん計装システムは，図 5に示
すように，比較的に規模の小さいシステムをターゲットと

している。

　SXかんたん計装システムは，上位システムに位置づけ

られる SCADA＋MICREX-SXの計装パッケージ（パー

トナー IT）の制御仕様，計器画面，操作性などの多くを

継承している。図 6に SXかんたん計装システムとパート

ナー ITの計器画面例を示す。

　このように，SXかんたん計装システムは，パートナー

ITの計装パッケージを使ったシステムを構築した経験の

あるエンジニアにも違和感なく扱えるものとなっている。

　また，SXかんたん計装システムは，主に小規模なシス

テムをターゲットにしているが，複数のMICREX-SXを

使用し，統括パソコンなどとネットワーク接続することで

計器のリモート監視や設定変更を必要とする分散型監視制
御システムにも容易に対応可能である。

　システム構成例

　SXかんたん計装システムは，システムの規模に応じて

柔軟にシステムを構築することができる。以下にシステム
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〈注 1〉Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標
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構成例を示す。

5.1　現場完結システム

　小規模プラントの監視制御 ,フロア単位の空調設備の温
度管理など，小規模なシステムのユーザーニーズでは，現
場においてライフサイクルの短いパソコンではなくライ

フサイクルの長い PLCによるシステム構築が行え，省ス

ペース，低コストであることが重要である。前述の図 4は

現場完結のシステム構成例である。

5.2　分散型監視制御システム

　制御単位，エリア単位に設置されたそれぞれの制御盤で

独立した運転が可能であるが，MICREX-SXのネットワー

ク機能を活用し，上位システムと連携することにより，各
制御盤の状態監視 ,制御設定の変更 ,帳票作成 ,トレンド

機能を持たせた分散型監視制御システムを容易に構築可能
である。図 7にシステム構成例を示す。

　計装ファンクションブロック（FB）

　計装 FBは，ループ制御を行う計器 FBと，計器 FBと

組み合わせて用いる入力処理 FBとで構成する。本システ

ムで用意されている計装 FBを図 8に示す。

　また，計器 FBの PIDパラメータなどを保持するファ

イル構造は，SXかんたん計装システムとパートナー IT
で共通であり，両システムの間で制御処理の連携が容易に

なっている。

　計器画面生成機能

7.1　計器画面生成の流れ
（2）

　SXかんたん計装システムでは，計装 FBを活用して開
発したMICREX-SXの制御プログラムから，各計器 FB
のタグ設定，またグループ設定をすることにより，POD
で表示・動作可能な画面データファイルを自動で生成する

ことが可能である。従来は，計器画面をその都度作成して

いたが，自動で生成できることから，作成工数を大幅に削
減可能である。

　計器画面生成の簡単な手順を図 9に示す。

　（a） 　計装 FB を用いて MICREX-SX のプログラミ

ングツールである「Expert」でプログラミングし，

MICREX-SXに転送する。

　（b） 　Expertにアドインされる HMI連携ツールで各計器
のタグナンバー，タグ名称，スケールなどの設定，計
器のグループ設定を行い，画面定義ファイルを生成す
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入力処理FB
34 _piCAL5 四則演算５
35 _piCAL6 四則演算６
36 _piCAL7 四則演算７
37 _piCAL8 四則演算８
38 _piCAL9 四則演算９
39 _piPGPID プログラムＰＩＤ
40 _piMAV2 移動平均２
41 _piM_M 最大・最小
42 _piDRL 変化率リミッタ
43 _piDRL2 変化率リミッタ２
44 _piABS 絶対値
45 _piL_L 進み遅れ２
46 _piLED 微分
47 _piHMS ハイモニタ
48 _piLMS ローモニタ
49 _piDMS 偏差モニタ
50 _piONEP ワンパルス
51 _piHALM 上限警報
52 _piLALM 下限警報
53 _piHLAM 上下限警報
54 _piHLCH 範囲チェック
55 _piSVMD REM/LOC設定
56 _piMVMD AUT/MAN設定
57 _piJUT1 渋滞監視１
58 _piSMPH サンプルホールド
59 _piGAP 不感帯
60 _piMId 中間値選択
61 _piAVE 平均値
62 _piINT 積分
63 _piANMR アナログメモリ

入力処理 FB
1 _piMAV 移動平均
2 _piHSLCT HIGHセレクタ
3 _piLSLCT LOWセレクタ
4 _piLIMT リミッタ
5 _piAVRG アナログ平均
6 _piLNR1 リニアライズ１
7 _piLNR2 リニアライズ２
8 _piROOT 開平
9 _piDET1 むだ時間発生１
10 _piDET2 むだ時間発生２
11 _piDET3 むだ時間発生３
12 _piDET4 むだ時間発生４
13 _piTPCM1 温度補正１（乾き）
14 _piTPCM2 温度補正２（乾き）
15 _piPRSL プリセット１
16 _piPRS プリセット２
17 _piTHS 3者択一
18 _piTWS 2者択一
19 _piLAG 1次遅れ、進み
20 _piRAMP1 ランプ関数
21 _piRAMP2 ランプ関数2
22 _piMUL ％乗数
23 _piDIV ％除数
24 _piADDE 加算演算
25 _piSUBE 減算演算
26 _piMLAD 乗加算演算
27 _piMLSB 乗減算演算
28 _piDVAD 除加算演算
29 _piDVSB 除減算演算
30 _piCAL1 四則演算１
31 _piCAL2 四則演算２
32 _piCAL3 四則演算３
33 _piCAL4 四則演算４

計器 FB(FB+FP)
1 _piPID PID 制御位置形出力
2 _piPIDV PID 制御速度形出力
3 _piALRM 指示警報
4 _piRF 比率演算
5 _piPGCS プログラム設定（連続，秒）
6 _piPGCM プログラム設定（連続，分）
7 _piPGSS プログラム設定（断続，秒）
8 _piPGSM プログラム設定（断続，分）
9 _piESUMA アナログ積算
10 _piESUMP パルス積算
11 _piONOFF 2位置ON/OFF 制御
12 _piMAN 位置形手動操作器
13 _piMPO 速度形手動操作器
14 _piBCMA バッチカウンタ（アナログ用）
15 _piBCMP バッチカウンタ（パルス用）
16 _piAICON アナログ入力
17 _piBCDN BCD積算
18 _piTMSUM 運転時間積算
19 _piDISUM 運転回数積算
20 _piPOWF 力率指示
21 _piMODE MAN/AUT/REM設定
22 _piPPO パルス幅出力モジュール
23 _piSPI サンプルPI 制御
24 _pi2PID 2自由度形PID制御
25 _pi2PID2 2自由度形PID制御（時間比例出力）
26 _piBLDPI ブレンドPI 制御
27 _piIPID 測定値比例微分先行形PID制御
28 _piMOV_3S 電動操作器（３位置ステータス）
29 _piSET 手動設定器
30 _piPID1 時間比例１出力形調節
31 _piPID2 時間比例２出力形調節
32 _pi3ONOFF 3位置ON/OFF 制御
33 _piSEL ループセレクタ制御
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る。

　（c） 　（b）の画面定義ファイルを PODの作画ソフトウェア

である PODエディタで開くと，計器フェースプレー

ト（FP）の画面への配置，MICREX-SXと通信する

ための変数名の設定が自動で行われ，画面データファ

イルが完成する。個々に入力を行っていた PLCと通
信するためのアドレス設定が自動化され，PODに転
送した画面データファイルはMICREX-SXと通信が

可能な状態に設定される。

　自動生成した画面例を図 に示す。

7.2　計器画面自動生成の効果

　従来，POD画面に表示する計器画面は，PLCアドレス

やグローバル変数を事前に Expert上で定義し，それらを

PODエディタの編集画面で配置したグラフなど，個々の

表示対象について，アドレスや変数名を入力する方式だっ

た。この作業は，すべて手作業となり画面上で使用する

パーツが多いほど，すなわち計器数が増えるほど多くの時
間を必要とした。また，入力ミスによるトラブルで，デ

バッグ時間の増大も招いた。

　しかし，SXかんたん計装システムの計器画面生成機能
では，アドレス設定および計器画面の配置を自動化してい

るため作画時間が大幅に軽減されるほか，入力ミスによる

トラブルの不安も解消される。

　この結果，従来の方式に比べて，図 に示すように画
面作成に要する時間が大幅に削減された。

　処理に応じた言語セット

　MICERX-SXは PLCプログラミング言語の国際規格で

ある IEC61131-3に準拠しており，処理内容に応じた言語
を混在しながら使い分けることができる。

　例えば，図 のように，ループ制御には FBD（Function 
Block Diagram）言語，バッチ処理には SFC （Sequential 

Flow Chart），シーケンス制御には LD（Ladder Diagram） 
言語，レシピデータ処理，稼動記録などのデータ処理には

ST（Structured Text）言語など，処理に応じた言語を選
択する。

　システムの構築に適した言語を兼ね備え，かつ単一のプ

ログラミングツールで混在させてプログラミングできるこ

とから制御処理の統合も容易である。
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　「SXかんたん計装システム」の商品構成

　SX か ん た ん計装シ ス テ ム は，汎用品と し て の

MICREX-SX，PODと，SX計装パッケージで構成する。

図 にその概要を示す。

　また，MICREX-SXでは，高信頼性システム構築に適
した冗長化対応電源モジュール，活線着脱対応ベースボー

ド，チャネル間絶縁アナログモジュール，測温抵抗体・熱

電対入力モジュール，ディストリビュータ対応モジュール，

流量パルス計測に対応したモジュールなど，計装システム

に最適なモジュールが用意されている。

　あとがき

　今日，計装システムに限らず多くの生産システムにおい

て，見える化を活用したさらなる生産効率の向上が求めら

れている。

　「SXかんたん計装システム」は小規模な下位システム

に位置づけられるが，プラントの制御に加え，上位の生産
システムへのタイムリーで有益な情報発信を期待されてい

る。

　今後も，上位システムとの連携を考慮した機能，エンジ

ニアリング機能の使い勝手向上，計装関連の品ぞろえの強
化を図っていく所存である。
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図13　SXかんたん計装システムの商品構成
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