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1　まえがき

鉄・非鉄製造や製紙などのプラント制御分野ならびに金
属加工，印刷，包装などの機械制御分野では，いっそうの

品質の向上と操業の効率化が求められている。これらを実
現するために，汎用コントローラをベースにシステム構築
やエンジニアリングの容易性を確保しつつ，高速で高精度
な制御システムが，制御対象に合わせて柔軟に構築できる

ことが必要となる。

例えば，高性能な機械設備では，多様な入出力を制御す

るシーケンス制御と高精度な同期が必要な多軸モーション

制御（287 ページ「解説 3」参照）が混在したアプリケー

ションを，容易に構築できなければならない。そのために

は，センサから数百 µs 周期でデータを収集し，複数のア

クチュエータ同士を 1 µs以下の精度で同期させて制御する

ことが必要となる。また，大規模なプラントでは制御周期
は数 ms 〜数十 ms 程度であり，入出力点数が 10,000 点以 
上と多く，従来はシステムコストが高くなるが数台のコン

トローラをネットワーク接続することにより実現していた。

そこで，富士電機は，汎用コントローラの技術を基本と

して，高速・高精度なモーション制御機能を実現し，かつ

入出力点数の多い大規模システムに対応するため，コント

ローラを構成する基幹バスである高速・高精度同期バス

「E-SX バス」とアプリケーションを実行する高速・高性
能 CPU モジュール「SPH3000MM」を開発した。本稿で

は，E-SX バスと SPH3000MM の特徴と，適用例につい

て紹介する。

2　「SPH3000MM」を適用したシステムの概要

高速・高精度なモーション制御と大規模システムを実現

する上で，重要な構成要素である E-SX バスを備えた新
CPU モジュール「SPH3000MM」は，「MICREX-SX シ

リーズ」の最上位機種に位置付けられ，次の機能を持つ。

⒜　高速演算機能：最速 9 ns/命令
⒝　32 軸ドライブ装置間を＋－ 1 µs 以下の精度で同期
⒞　2 個の演算エンジンのアプリケーションプログラム

間の同期実行
⒟　応答性能 25 µs の高速入出力
⒠　最大 4,096 ワード× 2 系統の大容量入出力
このモーション制御向けのシステム構成例を，図₁に示
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図₁　モーション制御向けシステム構成例
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す。

⑴　高速・高性能 CPU モジュール

新 CPU モジュールは，既存のベースボードに実装する

ことができ，従来の SX バスモジュールの使用，およびマ

ルチ CPU モジュール構成が可能である。さらに，2 個の

演算エンジンを持ち，高速入出力機器や駆動制御機器が接
続できる 2 系統の E-SX バスを備えることで，シーケン

ス制御と同時に，モーション制御のアプリケーションプロ

グラムを実行できる。

⑵　支援ツール「SX-Programmer」
複数の CPU モジュールのシーケンス制御・モーショ

ン制御のアプリケーションプログラムの作成，システム

定義パラメータの設定，故障診断，モニタ操作などを，1
台の IEC 61131-3 準拠の支援ツール「SX-Programmer」
（Expert，Standard の 2 種）から支援できる。

⑶　入出力機器と駆動制御機器
E-SX バスには，応答性能 25 µs と従来より高速化した

デジタル・アナログ入出力，高速カウンタ，エンコーダな

どの入出力機器に加え，インバータ，サーボアンプなどの

駆動制御機器も接続できる。また，E-SX バス集合型イン

タフェースモジュールにより，SX バスの豊富な入出力機
器や通信機器を E-SX バス経由で利用できる。

3　 高速・高精度同期通信を実現する「E-SX バス」
の特徴

「E-SX バス」は，物理層に 100 Mbits/s の Ethernet
〈注 1〉

技術を適用し，ドライブソリューションに必要な超高速で

高精度な同期通信機能や，大容量入出力データ転送機能，

メッセージ通信機能，ループバック機能を実現した複合型
モーション制御バスである。次にその特徴を示す。

⑴　スケーラビリティ

局間 100 m で総延長 1 km，接続局数最大 238 局，入出
力サイズ最大 4,096 ワード（従来比 8 倍）で，小規模から

大規模まで多様なシステムに柔軟に対応できる。

⑵　高速・高精度同期
32 台の入出力機器を接続した状態で，＋－ 1 µs 以下の高

精度同期制御が可能である。

⑶　入出力データ容量
 アプリケーションの実行時間を考慮した入出力デー

タ容量は，最速の制御周期 0.25 ms の場合で 67 ワード，

1 ms で 512 ワードと従来の 4 倍の入出力データを更新処
理できる。最大では，4,096 ワードを 3 ms で更新処理でき，

入出力点数の多い大規模プラントにも適用できる。

⑷　高効率伝送プロトコル

伝送プロトコルは，富士電機独自の SX バスを踏襲しつ

つ大幅に改良している。サイクリック I/O リフレッシュ

通信プロトコル，メッセージ通信プロトコルに加え，制御
コマンド，イニシャル処理などのシステム管理プロトコル

を搭載している。

これらの伝送プロトコルは，富士電機が独自に開発した

高密度集積回路（LSI）で実現しており，70% 以上の実効
データ伝送効率を実現している。

⑸　縮退継続運転と断線検知
E-SX バスは，ハブなどを必要としないバス構成（ディ

ジーチェーン接続）である。バスから他局への電源供給機
能や，断線時のループバック機能を搭載した。これにより

機器の電源断，断線などバスの異常が発生しても，システ

ムの一部機能を除いて運転継続するシステム縮退継続運
転が可能である。また，断線箇所を特定する RAS 機能を

持っているので，機器交換の保守性を向上させている。

4　 高速・高性能 CPU モジュール「SPH3000 
MM」の特徴

⑴　高速・高精度制御と大容量メモリ

新 CPU モジュールには，マルチエンジンアーキテク

チャを採用した（図₂）。システム管理部と二つの演算エ

ンジンを分散共有メモリアクセス機能搭載の同期バスを介
して接続したものである。演算エンジンは，高圧縮コン

パイラ技術との組合せで，最速 9 ns/命令の実行性能を持
つ。制御周期の誤差は＋－ 1 µs 以下であり，従来機種に比べ，

ぶれのない制御を実現できる。

また，プログラムとユーザデータのメモリは演算エンジ

ンごとに独立しており，大容量プログラムメモリ（2 系統
で最大 512 Kステップ）と大容量データメモリ（2 系統で

最大 4,096 K ワード）で余裕のあるアプリケーション構築
が可能である。

⑵　2 系統間の演算エンジンと機能分離
演算エンジンは内部同期バスに接続されており，演算エ

ンジン間は，＋－ 1 µs 以下の精度で実行周期が同期している。

そのため，各系統の E-SX バスに 32 台の入出力機器が接
続された場合でも，系統間の出力タイミングは，＋－ 3 µs
以下で同期できる。また，最速の 0.25 ms の制御周期の場
合は，最大 8 軸（4 軸×2 系統）までの多軸モーション制
御が可能である。
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図₂　「SPH3000MM」のマルチエンジンアーキテクチャ〈注 1〉 Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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演算エンジン間のデータ交換は同期性を維持するため，

共有メモリ空間を介してバックグラウンドで実行できる。

これにより，一般的には煩雑になる二つのエンジン間での

データの受渡しが非常に簡単になり，ユーザは分散アプリ

ケーションを，処理の同期を意識せずに作成できる。また，

シーケンス制御やモーション制御を機能分散して二つの演
算エンジンで並列実行させ，処理時間を短縮することも容
易に実現できる。

さらに，2 系統の演算エンジンにおいて，一方を他方の

整数倍の周期に設定することで，高速なモーション制御ア

プリケーションプログラムと，制御周期が遅い大容量入出
力データを扱う機械制御アプリケーションプログラムとを，

一つの CPU モジュールで実行させることができる。

このように，制御対象に合わせて分散処理機能を活用す

ることで，柔軟なシステム構築を行うことができる。

5　適用例

⑴　高速・高精度モーション制御システムへの適用
高速・高精度な同期モーション制御が要求される用途と

して，多色印刷機がある。最小構成のモーション制御シス

テムでは，1 系統当たり 4 軸で 0.25 ms，合計 8 軸の同期
システムであり，汎用コントローラでは最高速・最高精度
のモーション制御が実現できる。0.25 ms の制御周期の中
に 0.12 ms のアプリケーションプログラムの実行時間を確
保し，補間制御などの高精度位置決め制御が可能である。

図₃に，多色印刷機の例を示す。仮想主軸に対して給
紙，多色印刷，排紙などの工程を制御する従軸が高精度で

同期することで，印刷ムラのない高精細なカラー印刷を高
速に処理できる。300 m/min の印刷速度において印刷精度
0.015 mm 以下の要求を実現するには，3 µs 以下の同期精
度が必要である。SPH3000MM では，仮想主軸および給
紙・排紙部で 1 系統，多色印刷部でもう 1 系統を使用する

など，顧客設備の機能ごとに柔軟に分割して高速・高精度
同期アプリケーションプログラムを容易に構築できる。

⑵　鉄鋼プラントシステムへの適用
鉄鋼プラントの制御システムは，多数の検出器やアク

チュエータ，それらの制御装置，操作機器および監視装置
で構成される大規模なシステムである。中でも電動機と電
磁弁を含む電気制御システムは，高速性が必要とされてい

る。

⒜　ミル圧下制御装置への適用
ミル圧下制御装置とは，鉄鋼，銅，アルミニウムなど

の材料をミル（圧延機）と呼ばれる複数のロールを組み

合わせた設備によって所定の厚さに制御する装置である

（図₄）。

上流側から送り出された材料は，ミルを通過する際に

ロールの位置と材料に加えられている張力によって延ば

される。ミルを通過する材料の状態は刻一刻と変化する

ため，所定の厚さに制御するには，材料・設備の状態を

さまざまな検出器によって計測し，ミルの状態を最適に

制御する必要がある。制御方式として各種提案されてい

るが，その実現にはいずれも検出器からの情報をいかに

正確に反映するかが重要である。制御装置に対する要件
は次のとおりである。

① 　検出器（マグネスケール，アブソリュートエン

コーダなど）からの高速かつ確実な入力
②　高速演算・高速周期
③　アクチュエータへの指令の高速同期出力
従来はこれらの要件を，専用制御装置を用いて制御機

能を絞込み，処理速度を向上することで実現していた。

SPH3000MM は，その演算の高速性に加えて，E-SX
バスによる高速・高精度同期機能と検出器・アクチュ

エータとの高速入出力により，高速性を保ちながら制約
の少ない高度な制御機能を容易に実現できる。

⒝　プロセスライン制御システムへの適用
プロセスラインは，鉄や非鉄材料の加熱，酸洗，めっ

き，塗布などの処理（プロセス）を行う設備である。大
規模な場合，数百台の電動機を駆動するドライブ装
置，多数の電磁弁，検出器および監視操作機器で構成さ

れ，制御システムの制御周期は数十 ms，入出力規模は

10,000 点を超える（図₅）。

このようなシステムに求められる要件は次のとおりで

ある。
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①　システム規模に応じた拡張性
②　分散配置された機器との高速接続
③　他社製機器との接続容易性
SPH3000MM は，小規模から大規模システムまで，要 

求される制御性能に応じて最適な構成を組むことができ

る。また，E-SX バスに加えて従来バス（P/PE リンク，

T リンク）やオープンバス（FL-net，PROFIBUS-DP
〈注 2〉

など）もサポートしており，旧機種や他社製機器が混在
したシステムも容易に接続が可能である。

6　あとがき

「E-SX バス」を搭載した CPU モジュール「SPH3000
MM」を適用したコントローラにより，さまざまな高速・

高精度，あるいは大容量なモーション制御システムを構築
できる。本稿で紹介した内容が，各種プラントシステムや

機械設備で要求される高品質な製品製造，ならびに操業の

安定化・効率化の実現に向けた一助となれば幸いである。

今後も，製造現場の課題解決に向けて，コントローラの

適用拡大を図っていく所存である。
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