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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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山 形 営 業 所 1（0236）41-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
豊 田 営 業 所 1（0565）29-5771 〒471-0835 豊田市曙町三丁目25番地1
和 歌 山 営 業 所 1（0734）72-6445 〒640-8341 和歌山市黒田94番地24（鍋島ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0874 松江市中原町13番地
山 口 営 業 所 1（0836）21-3177 〒755-0043 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-0856 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
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松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0122 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
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お問合せ先：機器事業本部 機器制御事業部 電話（0485）47-1191

MICREX-SXシリーズは，プログラムの互換やデータの共有，および統一された

操作環境を実現する統合コントローラです。 

●スケーラブルマルチコントローラ SPH（ハードウェアPLC） 

マルチCPU構成による負荷分散や命令処理時間20nsの高速処理により，1ms

コントローラを実現しました。あらゆる制御シーンで最適なシステム構築を実

現する，プログラマブルコントローラの枠を超えた次世代のコントローラです。 

●ソフトウェアロジック SPS（ソフトウェアPLC） 

SPHと共通のIEC規格対応言語を採用したソフトウェアPLCです。SPH用SX

バスのほか，各種ネットワークによりI/O機器と接続できます。 

●プログラマブル操作表示器 SUG/ソフトウェアMMI装置 SUS 

　（ハードウェアPOD/ソフトウェアPOD） 

専用ハードウェアのSUGとパソコンベースのSUSの2タイプを用意しました。

また，2タイプともに画面データの互換性を保っています。 

●統合プログラミング支援システム SES 

コントローラおよびマンマシンインタフェースは，SESにより統一された操作環

境下でサポートされます。 

オープン化に対応し，制御・操作・監視を統合。 

シリーズ 

富士電機の統合コントローラ 

スケーラブルマルチコントローラのプログラミング画面 

ソフトウェアMMI装置のプログラミング画面 

統合コントローラ 

 

 

スケーラブルマルチ 
コントローラ SPH 
（ハードウェアPLC） 

統合プログラミング 
支援システム SES

 プログラマブル 
 操作表示器 SUG 
（ハードウェアPOD） 

プログラム互換 プログラム互換 

コントローラ マンマシンインタフェース(MMI)

データ互換 

ソフトウェアロジック SPS 
（ソフトウェアPLC） 

ソフトウェアMMI装置 SUS 
（ソフトウェアPOD） 

共通 I/Oネットワーク 

パネルコンピュータ 
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統合コントローラ
「MICREX-SXシリーズ」特集

近年の FA業界では，「国際標準」「オープ

ン化」対応によるシステム構築の効率化が強

く望まれている。特に制御機器の分野では，

プログラマブルコントローラ，プログラマブ

ル操作表示器を中心にシステム全体の構築効

率の向上が求められている。

統合コントローラMICREX-SXシリーズ

は，オープンネットワーク，国際規格 IEC

61131対応，マルチCPUによる制御の高

速・高度化によりシステム構築の効率化を可

能とするコントローラである。

表紙写真は，MICREX-SXシリーズのス

ケーラブルマルチコントローラSPHのマル

チ CPUシステムと IEC61131-3 対応の

D300win 画面の一部を合成したものであ

る。

表紙写真



生産技術の要諦は，「むら」「むり」「むだ」を無くすこ

とにあるといわれてきた。

「むら」を無くすことは製品の品質を均一に保つことで

あるが，コントローラがこの要求に応えるためには一定の

制御周期を確保する必要がある。さらに，製品の品質を高

くするには制御周期の高速化が望ましい。プログラマブル

コントローラのこの面での技術進歩は汎用コンピュータに

比して不十分だとの議論もあるが，ユーザのニーズに応え

つつ着実に前進しているとみなせる。

システム構成上の「むり」，および運転時の「むり」を

無くすことは安全を確保することに通じる。安全は環境と

同様に国際規格制定上重要な概念になってきている。ISO/

TC199 では機械類の安全性に関する基本概念，設計のた

めの一般原則につき検討した成果を ISO/TR12100 にまと

めている。IEC/TC65 では電気/電子/プログラマブル電子

システムの機能安全に関する規格 IEC61508 を制定すべく

審議が進められている。ここでは，システムの計画・設

計・製作・運用・保全・廃棄の全ライフサイクルに亘って

安全性を配慮し，リスク評価を含めた安全確認の手順を踏

むことを要請している。シーケンス制御システムの構築に

おいては，従来から安全が重視されてきている。コントロー

ラの多機能化も安全を基礎にして成り立ち得るものである。

しかし，安全に対するコストを我々が十分に認めていたか

は疑問である。国際的な規格化の動向は，評価はリスクア

セスメントに基づいて行ない，対策は分類・ランク付けに

従って行なうという組織的・科学的方向を目指している。

シーケンス制御システムでは，安全を配慮した停止方法の

選定が重要である。停止機能について，IEC/TC44 が制定

した IEC60204 では，３つのカテゴリに分類している。即

ち，アクチュエータの電源を直接遮断することによる停止

（カテゴリ０），コントローラの停止信号により制動状態に

入り，停止状態になった後にアクチュエータの電源を遮断

する停止（カテゴリ１）およびアクチュエータが電源作動

状態で制御された停止（カテゴリ２）である。とくに非常

停止はカテゴリ０または１のいずれかでなければならない。

しかし，この規格では，プログラマブル電子装置のみによ

るカテゴリ０の非常停止機能の構成を禁止しているが，シ

ステムの規模・技術の進歩を考慮すると更に検討する必要

があろう。

「むだ」を省くことは省エネ，省資源，省時間であり，

コストダウンに通じる。システム構成上の「むだ」を無く

すのに，ネットワーク化が有効であり，システム構築上の

「むだ」を無くすのにオープン化が推進されている。プロ

グラマブルコントローラのネットワーク化は，コントロー

ラごとにその機能の延長として把握されていたため，標準

化・規格化があまり進展しなかった。しかし，システム構

築上の自由度を増すためにはコントローラとネットワーク

を切り離してそれぞれをマルチベンダー対応にすることが

望ましい。最近になってネットワークの標準化・規格化の

動きが国内外ともに激しくなり，複数の標準品が事実上の

規格品を目指して競っている。わが国では工業会等の団体

を中心にしたものとしてイーサネットベースにコモンメモ

リ方式を導入した FAコントロールネットワークとその下

位ネットワークとしての JEMA-NET/JPCN-1 がある。

JIS 規格は ISO/IEC 規格と分離して存在することが困難に

なってきているので，これらの規格を JIS 化する場合には

まず国際規格化する努力が求められている。

プログラマブルコントローラの標準化は IEC/TC65 に

おいて推進されてきた。その成果は IEC61131-1 ～-4 にま

とめられている。しかし，これらは1980年代に検討した内

容をまとめて1990年代前半に発行したものであるから，現

時点では見直し，追加が必要になっている。追加すべきも

のとしては“Fuzzy Logics”と“Function Block”がある。

前者は新機能の追加であるが，後者はオブジェクト指向技

術との融合を意図したものであり，この規格の範囲を超え

る大きなテーマである。それゆえ，後者は新規格 IEC61499

としてまとめられて来世紀初頭に出版される予定である。

シーケンス制御システムは加工・組立から管理・スケ

ジューリングに亘る範囲に直結しており，この技術の発展

が工場全体の改善推進の要になる。この発展は新しいコン

トローラの誕生とそれを使いこなす技術の体系化・理論化

とが相互作用し合い螺旋状に進展していくことによって保

証される。新しい離散事象システム理論の芽生えにも期待

したい。

「むり・むら・むだ」と
コントローラ

582（2）

関口　　隆（せきぐち　たかし）

横浜国立大学工学部教授 工学博士



井手 健一郎

プログラマブルコントローラの開

発・企画およびエンジニアリング

業務に従事。現在，機器事業本部

機器制御事業部 SX支援プロジェ

クト部長。

田中　春樹

生産システム分野におけるソリュ

ーションビジネスの企画・推進業

務に従事。現在，システム事業本

部SIセンターSI技術営業部主席。

武井　孝憲

生産システム分野の事業および開

発企画に従事。現在，システム事

業本部 SIセンター制御技術開発

部主査。
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まえがき

21世紀目前の現在，情報通信の著しい発達は社会構造・

経済構造を劇的に変えつつある。

FA（Factory Automation），PA（Process Automation）

の分野においても，パーソナルコンピュータ（パソコン）

システムに象徴されるオープン化，マルチベンダー化，ネッ

トワーク化，マルチメディア化などのうねりが情報処理分

野から機械制御・製造ライン制御分野に押し寄せており，

いわゆるコントローラのあるべき姿も大きく変貌している。

本稿では，情報革命，ディジタル革命といわれる流れに

よる生産システムの変化について考察し，今後のコントロー

ラの在り方について述べる。

コントローラの発展と現状

プログラマブルコントローラ（PLC）は，1968年に米国

の General Motors 社から産業用制御装置の具備すべき要

求事項として「10か条の憲法」なるものが提示され，それ

に呼応する形で翌年，米国の数社が製品発表したことで誕

生した。その後，半導体デバイス技術，マイクロプロセッ

サの進歩とともに急速に成長し，現在では制御システム構

成上必要不可欠なコンポーネントとしてその地位を確立し

ている。

コントローラの発展過程と富士電機製品の対応を図１に

示す。誕生期のコントローラは従来のリレー制御盤の配線

論理のソフトウェア化を目的としたもので，シーケンス制

御基本機能（論理演算，タイマ，カウンタ）と数百点の入

出力を持つものであった。日本国内では入出力 500 点，プ

ログラム容量 4k ワード規模のコントローラが商品化され，

主に大形プラントのリレー盤代替に選択的に採用された。

1970年代後半にはマイクロプロセッサの出現でコントロー

ラの持つ機能・性能が急速に進歩し，本格的な発展期とな

る。特に上位機種は算術演算，データ処理，PID（Pro-

portional，Integral，Derivative）制御までをも包含する

までに高機能化するとともに，性能的にも処理速度の大幅

な高速化が実現した。これら高速処理と数値演算機能の充

実により鉄鋼精製ラインの位置決めや張力のオンライン制
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西暦（年） 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

コントローラ
の発展

汎用PLC　

プラント
コントローラ

誕生期

™シーケンス基本機能
™簡単なプログラム言語

発展期

FUJILOGシリーズ

™高速化，高機能化
　（PID制御など）
™コンパクト化，低価格化
™汎用PLC，プラント用
　コントローラの二極化
™プログラムの図的表示

拡充期

™トータルシステム化
　　ネットワ－ク統合，MMIとの協調
™高速化，小形化，低価格化の加速
™ソフトウェアの大容量化，
　支援技術向上

転換期

™情報系との融合，
　ソフトウェアPLC，
　Web結合など
™制御機器との融合，
　インテリジェントI/O，
　超分散など
™オープンエンジニアリング

FLEXシリーズ

MICREX-Fシリーズ

MICREX-F500シリーズ（IX，AX系列を含む）

MICREX-Eシリーズ

F-MATICシリーズ

MICREX-SX
シリーズ

図１　コントローラの発展と富士電機の製品



コントローラの現状と展望

御，PID制御機能による計装プロセス制御など，リレー盤

代替の時代から適用範囲を急速に拡大し，プラントコント

ローラとして広く適用されるようになった。

また一方，小規模コントローラの小形化，低価格化が加

速し，シーケンス制御機能に限定した組立，加工産業の機

械制御システムを中心として需要が急増した。富士電機の

FUJILOG シリーズを含む小形機種群は，ユーザーがコン

トローラを購入し自分でプログラムを組むという形態で広

がり，プラント制御用とは違った汎用 PLCというジャン

ルが形成された。

1980年代中ごろに ASIC（Application Specific IC）が

実用化するとコントローラの高機能化，小形化が一段と加

速し，1995年ごろにかけての最も華やかな拡充期となる。

プラントコントローラは適用分野が多岐にわたり，計装制

御用 DCS（Distributed Control System），高速・高信頼

を必要とする発電機制御など，適用分野ごとに特長あるシ

ステムが出現した。またそれとともにネットワーク結合や

MMI（Man Machine Interface）協調などトータルシステ

ム化の流れのなかでソフトウェアの大容量化が進み，ソフ

トウェア支援技術が重要な要素として出現してきた。

汎用 PLCは小形・低価格化が一層進む一方で，搭載機

能はプラントコントローラに近づいていくこととなる。こ

の汎用 PLCの進化はリモート I/O への対応，サーボ，イ

ンバータなどの駆動制御との連携，パソコンとの結合など

を実現しながら，小形，低価格，高機能を武器に21世紀に

向けたコントローラの転換期を創出することになる。

生産システムの変化

転換期に入ったコントローラの在り方を考えるにあたり，

コントローラが適用される生産システムの変化を考察する。

３.１ 企業生産活動の変革

今日の生産分野の動向を見ると，さまざまな変化が見受

けられ，大きなターニングポイントにあると考えられる。

その背景には，企業を取り巻く環境の変化があげられる。

企業は否応（いやおう）なく国際舞台での大競争に巻き込

まれ，その競争力の維持・強化，そして自らの生き残りの

ために種々の改革を強力に推進している。

３.１.１ グローバル化対応

情報通信の飛躍的な発展により経済活動での国境が完全

に消滅し，地球規模の大競争時代に突入している各企業は

必然的に海外対応を重要戦略として推進することとなる。

海外市場での製品販売拡大をめざすとともに，生産活動も

生産コスト低減，部品の調達性，商品の物流などの条件を

にらみながら海外進出を積極的に進めている。このような

海外生産拠点化と既存の国内生産システムとの有機的連携，

いわゆる地球規模の適地生産と物流システム化で競争優位

性を確保しようとする活動は企業の規模とは無関係に推進

されている。

３.１.２ TCO（Total Cost of Ownership）の削減

大競争を勝ち抜く第一条件であるコスト競争力は企業の

生命線である。生産活動すべてのフェーズを含んだトータ

ルコストの削減は常に企業の最優先課題であり，生産シス

テムについても変革が進められている。

無駄のない生産システム構築

高度成長期には生産設備に多少冗長な部分を持つことが

許されたし，変更を見越した冗長はむしろ必要でもあった。

しかし現在は徹底した合理化，効率化の面から，「生産目

的にフィットした過不足のない生産システムとして導入運

転する」「生産目的に変化が生じたら最小限のコストでか

つ迅速にシステムの再構築を完了し運転に入る」という高

次元な自由度を持つシステムが研究されている。

システム構築コストの削減

自由度をより効果的にコスト低減に生かす方策として，

システムおよびコンポーネントが特定の装置メーカーの仕

様に依存しない状況の創出が進行している。これでベン

ダーを超えた自由なコンポーネントの選択と組合せによる

システム構築が可能となり，コストミニマムが追求できる。

エンジニアリングコストの削減

生産システムのトータルコストに占めるソフトウェア作

成費，操業開始後の保守費などの割合はシステムの高度化

で年々増加しており，このままでは危機的状況に陥る。各

企業はソフトウェア作成手法の改革の模索，保守を含めた

アウトソーシングの検討などの努力が続けられている。

３.１.３ 全体効率化の追求

昨今の市場環境変化の激しさは改めていうまでもない。

従来の少品種・大量生産を効率よく行う時代は過ぎ去り，

多品種・小ロット生産が主流で，注文量，仕様，納期など

の生産環境が日々変化することが「常態」という現状であ

る。こうした市場環境は，企業にリードタイムの増加，在

庫量の増大などの悪影響をもたらす。この状況を打開する

ために各企業は，企業の基幹情報システムと生産システム

をオンラインで連携させ，注文書受付から部品調達，商品

出荷までを総合的に運営管理して全体効率改善を試みてい

る。

３.２ 求められる生産システム

このような生産活動の変革欲求のうねりに対応し得る生

産システムは，どのようなものであるべきなのか。図２に

全体イメージを示す。

３.２.１ オープンなシステム

生産システムにおける各種コンポーネントおよび各種ネッ

トワークはいずれもオープン仕様のものであることが求め

られる。オープン仕様とは「基本機能，操作手順などの仕

様が公開，標準化されており，ユーザーが自由に機器を選

択してシステムを構成できるレベルに，ベンダー間で統一

性が保たれる」もので，現在のパソコンが代表例である。

これによりユーザーはベンダーの呪縛（じゅばく）から

解放され，必要な機能・性能を世界の便利な地域の任意の

ベンダーから納得のいくコストで調達することができる。

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.71 No.11 1998

584（4）



コントローラの現状と展望

３.２.２ 統一性あるエンジニアリング

生産システムの高度化とともにエンジニアリングコスト

が増大することは前述したが，この対策には特にソフトウェ

ア作成効率の改善がポイントになる。ソフトウェア設計方

法は機種や地域に関係なく普遍的であることが重要で，極

力グローバルスタンダード（世界標準規格）に準拠してい

ることが求められる。

この点で生産システムの中核コンポーネントであるコン

トローラのプログラミング言語に関する IEC 規格が特筆

される〔IEC61131-3（旧番号体系 IEC1131-31993）〕。これ

はプログラム記述法の統一化に加え，ソフトウェア工学に

裏打ちされたプログラミング手法に関する標準化をもめざ

したものであり，ソフトウェアの部品化・再利用が自然と

できてソフトウェア生産性の飛躍的向上が期待できる。

３.２.３ フレキシブルなシステム

生産目的に適した無駄のないシステムの構築，生産変更

に対する迅速なシステムの再構築，という要求を満たすこ

とのできる柔構造アーキテクチャを持つシステムが求めら

れる。柔構造アーキテクチャとは「物理的なスケーラビリ

ティと機能的なスケーラビリティがあり，高速処理と十分

な処理キャパシティを持つシステム」である。これは転換

期にあるコントローラの姿の重要なキーワードである。

３.２.４ IT（Information Technology）連携

これまでの生産システムは，企業経営に直結した基幹情

報系システムとは絶縁されていたのが実態である。しかし

ながら，これまで述べてきたように大競争の時代にあり，

市場要求の激しい変化に対応していくためには経営活動と

リアルタイムに連携できる生産システム，すなわち ITと

連携可能な生産システムが求められる。

生産システムが ITであるイントラネットなどを経由し，

ERP（Enterprise Resource Planning）や SCM（Supply

Chain Management）システムとリアルタイム結合するこ

とにより，常に過不足ない生産量を維持し，納期や数量な

ど生産計画変更にシステム自身が柔軟に対応することが可

能となる。そして次第に生産システムの情報から経営戦略

を策定するシステムへと発展していく。

コントローラの要件

このような生産分野の変革の流れから，生産システムの

主要コンポーネントであるコントローラも 21世紀に向け

て転換期に入っている。オブジェクト化，分散化，オープ

ン化がキーワードといわれる転換期にあるコントローラの

要件について，すでにその傾向が現れているものも含めて

考えてみる。

４.１ 十分な制御性能

コントローラの基本要件である制御性能への期待は処理

速度，ソフトウェア容量ともに大きい。処理速度は制御周

期 1msが一つの目安となろう。プログラムが数十kステッ

プ規模とすると 1命令実行が 50 ns 以下であり，10 ns が

当面の期待値と考える。

ソフトウェア容量（プログラム実装可能量）は，ソフト

ウェアの部品化技術の進展などでハードウェアからソフト

ウェアへの傾斜が進み，100 k ステップ規模が必要条件と

いえる。

４.２ システム構築の自由度

従来のコントローラは機種を選択することによりシステ

ム規模，性能が決まり，I/Oのみ必要数を実装する形でシ

ステムを構築していたが，ユーザーがもっと自由にシステ

ム構築できるコンポーネント提供が必要である。物理的分

散，機能的分散がポイントとなる今後の方向性を以下に記

す。

I/Oのオープン化

I/Oはすでに分散設置してネットワークで接続する方向

にある。この I/O 接続用ネットワークはデファクトスタ

ンダードが普及しつつある流れが加速し，I/Oモジュール

は急速にマルチベンダー化が進む。

マルチCPU

半導体および制御技術の進歩でコントローラの CPUが

小形・安価に実現できるようになったことで，アプリケー

ション規模の変化に CPU数の増減で対応するマルチ CPU

システムが徐々に普及し始めていずれ主流となる。マルチ

CPUでの分散制御はアプリケーション機能の適所ローカ

ライズが可能であり，システムのロバスト性を飛躍的に向

上させることができる。

インテリジェント I/O

マルチ CPU，いわゆる CPU機能分散の別形態として末

端で機能的に完結するブロックを I/Oと簡単なソフトウェ

ア処理で構成するインテリジェント I/O が今後の重要な

要素となる。このときサーボモータ制御など，分散したア

プリケーション間のフレキシブルな通信の標準モデル化が

今後の課題となる。

（3）

（2）

（1）
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企業生産活動の変化

（1）グローバル化
 ™地球規模での大競争
 ™適地生産

オープンなシステム
™マルチベンダー化
™グローバルスタンダード

フレキシブルなシステム
™物理的スケ－ラビリティ
 （分散）
™機能的スケーラビリティ

経営システムとの連携
™インタ－ネット・
 イントラネット運用
™ERP（Enterprise Re-
　source Planning）
™SCM（Supply Chain 
 Management）

（2）多様化
 ™多品種・小ロット生産
 ™日々の生産環境変更

（3）経営システム連携
 ™ト－タルコスト
 　管理
 ™リ－ドタイム
 　効率

図２　生産システムの変化
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４.３ オープンなエンジニアリング

コントローラのプログラミングはラダー表現という基盤

文化を共有しているにもかかわらず，メーカーが独自の作

法を提供し続けてきたが，ここにきてようやく国際標準で

ある IEC 規格（IEC61131-3）が流通し始めた。これはプ

ログラム表記だけでなく設計手法をも標準化できるもので，

特にソフトウェアの部品化手法がオブジェクト指向の流れ

をリードするものと期待できる。

なにはともあれ，この IEC 規格にのっとったオープン

エンジニアリング環境の提供が必要条件であろう。

それに加えて，今後増大する情報処理技術者パワーを制

御に展開する手段となり得る「Ｃ」や「Java
〈注〉

」など汎用言

語とコントローラの整合，現場技術者の制御ノウハウを最

大限に活用でき得るツールとしての動作仕様記述方式（オー

トプログラミング）の実用化，などが期待される。

４.４ パソコンコントローラ

パソコンの高性能化で，操業管理などを行っていたパソ

コンを使用してシーケンス制御などの下位系制御を行おう

という流れが出始めている。これは米国の自動車メーカー

が提唱した OMAC（Open Modular Architecture Con-

troller）で一気に加熱したもので，制御と監視とエンジニ

アリングを 1台のパソコンに実装するアイデアである。そ

の制御の部分がソフトウェアロジック（ソフトウェア PL

C）であり，新しいジャンルとして注目されつつある。

ソフトウェア PLCは多くのベンダーが発表しているが，

ハードウェア PLCとの整合性，I/O の接続性などきめの

細かいサービスが今後の必要条件であろう。また動作環境

がパソコンなので，例えば「Java PLC」などの展開が期

待される。

４.５ 情報ネットワークコントローラ

生産システムが ITであるイントラネットを経由して

ERPや SCMシステムとリアルタイム結合し，企業の基幹

情報システムに組み込まれるという方向性は前述した。転

換期のコントローラはオープン，分散に代表される「柔構

造」であるとともに，ITによる上位情報システムへの接

続が必須（ひっす）となる。その第一歩はインターネット，

イントラネットから制御状態をアクセス・表示できる

Web サーバや電子メールによるリモートメッセージ発信

などネットワークアダプタ機能のコントローラへの搭載で

あろう。近い将来にはコントローラに情報システムと同一

〈注〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

の分散オブジェクト機能をもつ制御サーバが搭載され，基

幹情報システムからコントローラ群に自在にダウンロード

して実行命令を出すようになり，情報システムと制御シス

テムが切れ目なく連動している理想的な企業生産システム

が実現できるであろう。

富士電機の取組み

富士電機はコントローラの誕生期から FA・ PA分野に

制御システムを供給してきており，多くのユーザーにご使

用いただいている。生産システムの変革の流れのなかで転

換期にきたコントローラの在り方，特にオープン化指向は

自社の文化を一部否定しなければ成り立たない要素であり，

富士電機としても難しい課題であった。しかし21世紀も信

頼されるシステムベンダーであり続けるために，強い意志

をもって図１に示したように新世代の統合コントローラ

MICREX-SX シリーズを市場投入することとした。

MICREX-SXシリーズは，オープン化，分散化，オブジェ

クト化を指向したコントロールシステムであり，

コントローラ，MMI など周辺モジュールとの統合化

の実現

シリアルバスによる小形モジュールの分散設置

IEC規格言語の採用とパソコンでの統合支援システム

超高速処理（20 ns）とマルチCPUの実現

ソフトウェアモジュールの積極運用

ソフトウェア PLCを含めた系列化

デファクトスタンダードネットワーク対応

など，今後のコントローラの必要要件をでき得る限り実現

することと，今後10年間の富士電機のコントローラのフレー

ムワークとすることをめざした。今後，「柔構造」分散化，

ITとの連携などへの進展を図っていく。

あとがき

以上，生産システムの変革とそれに対応するためのコン

トローラの要件について述べた。

今後コントローラはパソコン化の動き，ITとの連携促

進など，上位の情報システムとの融合が進む一方，制御対

象との一体化に向けた超分散システム化が進むものと思わ

れる。富士電機は今後も信頼される制御システムベンダー

であり続けるために，時代を先取りする努力をしていく所

存である。ユーザー各位および関係者各位のご指導とご支

援をお願いする。

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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まえがき

FA（Factory Automation）システムおよび一部の PA

（Process Automation）システムにおける制御系はプログ

ラマブルコントローラ（PLC）を中心として，上位にはデー

タ処理用としてパーソナルコンピュータ（パソコン），ま

たマンマシンインタフェース（MMI）としてプログラマ

ブル操作表示器（POD），そしてその間を接続するネット

ワークにより構築されている。これらの制御用コンポーネ

ントは，多種多様化・複雑化する制御に対応するため，高

速化・大容量化・高信頼性化の一途をたどってきており，

その進化はとどまるところを知らない。

PLCに要求される機能も，本来のシーケンス制御に加

え，「ネットワーク・通信」「データ処理」「操作・表示」

「モーションコントロール」とますます拡大・高機能化し

ている。

OA（Office Automation）の分野ではすでに一般的となっ

ているネットワークのオープン化は，制御分野においても

急速に進んでいる。欧米では，PROFIBUS，DeviceNet

などのメーカー主導形のデファクトスタンダードなネット

ワークが普及し，日本では，（社）日本電機工業会（JEMA）

あるいは（財）製造科学技術センター（MSTC）で推進する

ネットワークの標準化が進められてきている。

さらに，オープン化の流れの一つとして，パソコンをハー

ドウェア素材とする，ソフトウェアロジック（ソフトウェ

ア PLC）あるいはパソコン NC（Numerical Control）が

ある。従来，パソコンはデータ処理機能あるいは操作・表

示機能を主に採用されてきたが，パソコンの高性能化が進

み PLC機能も搭載できるようになってきている。

また，プログラミング言語に関しても標準化が進んでお

り，すでに国際規格〔IEC61131-3（旧番号体系 IEC

1131-31993）〕が制定され，欧米で広く採用されている。日

本においてもまったく同じ内容が規格化（JIS B 3503）

され，その適用が進んでいくものと思われる。

これらの流れを取り入れ，従来の PLCシステムの概念

を超えた統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」を

開発した。以下にその基本コンセプトを紹介する。

MICREX-SXシリーズの基本コンセプト

２.１ 制御・操作・監視の統合化

MICREX-SX シリーズは，制御・操作・監視を統合す

るコントローラとして，PLC，PODそしてこれらのプロ

グラム作成を支援する統合支援システム（SES）から構成

した。また，PLCおよび PODは，それぞれ専用のハード

ウェアにより実現されるハードウェアタイプと，パソコン

上でその機能を実現するソフトウェアタイプを持つ。図１

にMICREX-SX シリーズの構成を，図２に制御・操作・

監視の統合化の概念を示す。

ハードウェア PLC（SPH）とソフトウェア PLC（SPS），

そしてハードウェア POD（SUG）とソフトウェア POD

（SUS）のプログラムは互換性を有するものとした。この

ためプログラム開発時，その実行系の違いを意識する必要

はなく，効率よい開発を行うことができる。

SES はパソコン上で動作するソフトウェアパッケージ

であり，PLCとその周辺機能モジュール，および PODを

統合的に支援する。データは変数名（ラベル）で管理でき

るようにし，構造化設計を容易にするとともに，従来行っ

ていたメモリアドレス管理を不要としている。

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のコンセプト
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図１　MICREX-SXシリーズの構成



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のコンセプト

２.２ 国際標準・オープン化対応

国際標準およびオープン化への対応を行った。プログラ

ミング言語として，国際規格（IEC61131-3）を採用し，

機種に依存しない標準プログラミング手法を実現している。

また，ハードウェアは IEC，JISに基づいており，CEマー

キング，ULなどの規格取得も標準で実現した。これによ

り海外市場からの要求にも容易にこたえることができる。

さらに国内および欧米の各種オープンネットワークに対

応し自由なシステム構築を可能とし，また，パソコンをプ

ラットホームとするオープン化の動きに合わせ，ソフトウェ

ア PLC，ソフトウェア PODを提供することとした。

２.３ スケーラブルなシステム構成

MICREX-SX シリーズでは，従来は性能，機能に応じ

て数種類のシリーズで構成されていたものを 1シリーズに

集約した。これを実現するために，CPUモジュールは性

能に応じて何種類か用意し，さらに，最大８ CPUまでの

マルチCPU構成を可能とした。

これにより CPUモジュール以外の PIOモジュールおよ

び各種機能モジュールは 1種類用意すればよく，スケーラ

ブルにシステムを構築することができる。また，これらの

各種モジュールを接続する内部バスを従来のパラレルバス

から高速シリアルバス（SXバス）に変更することとした。

これにより内部バスの延長が可能となり，高速制御に対応

した分散設置の自由度を大幅に向上することができる。

スケーラブルマルチコントローラ「SPH」

（ハードウェアPLC）

３.１ 高速制御

モーションコントロールなどの高速制御を処理するため

には，従来数msから十数msを必要としていたスキャン

タイムを，1ms 程度で実行する必要がある。また，最近

はアプリケーションプログラム容量の増大傾向が著しく，

これらに対応するため，命令実行速度は，μs から ns の時

代へと変わっている。

MICREX-SXシリーズのスケーラブルマルチコントロー

ラ SPHでは，これらに対応するため専用 LSI を新たに開

発し，基本命令実行速度を，従来の富士電機 MICREX-

F70S/120S の 125 ns から 20 ns へと約 6倍の高速化を図っ

ている（シリーズ最上位機種 SPH300 での値，標準機種

SPH200 では 70 ns）。これにより演算処理の大幅な高速化

が可能となり，スキャンタイム 1ms を達成している。ま

た I/O 点数，プログラム容量を限定した場合は，0.5ms

スキャンも可能であり，位置決めなどの高速処理が必要と

される制御分野で十分な応答性を確保している。

また，上記スキャンタイムの短縮と合わせ I/Oリフレッ

シュを高速に行う必要があり，また I/O 分散による制御

盤内の省配線化を図るため，バス延長も可能とする必要が

ある。これらの要求は，伝送速度 25Mビット/秒，総延

長距離 25mの SXバスにより実現している。

図３にSPHの高速制御を，図４にSXバスの概要を示す。

３.２ マルチCPU

標準モジュールの組合せにより目的の機能，性能，規模

を自由に，またスケーラブルに拡張することを実現してい

る。CPUは，最大 8台のマルチ構成による並列処理によ

り，制御内容に応じたプログラムを別々の CPUに分散し，

１ CPUあたりの負荷を軽減し，処理時間の短縮を図るこ

とも可能としている。図５にマルチCPUの概要を示す。

また CPUの冗長化も可能としており，万が一の CPU

異常時にも予備機がバックアップを行い，システムの信頼

性を向上させることができる。

３.３ オープンネットワーク対応

従来から採用している，富士電機オリジナルのネットワー

クである P/PE リンクおよび Tリンクはもちろんのこと，

Ethernet
〈注1〉

，JPCN-1，AS-i などの各種オープンネットワー

クにも対応している。従来機種との接続性を確保するとと

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図２　制御・操作・監視の統合化

◎専用LSIによる，クラス最高基本命令処理速度 20ns
　™ラダー25kステップ 500　s相当
　™浮動小数点演算 80ns

◎高速処理を実現する負荷分散の実現
　™最大8CPUによるマルチCPU構成で，スケーラブルに性能・
　　機能を拡張

◎SXバスにより信号リフレッシュ1ms
　™25MbpsのSXバスを採用し，I/Oリフレッシュを高速化
　™タクト制御によりI/Oリフレッシュ周期の定時性を確保
　™I/Oリフレッシュサイクルが，最小0.5ms，1ms単位に
　　設定可能，タクトタイムを厳しく要求される処理に最適
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図３　SPHの高速制御
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もにユーザーによる自由なシステム構築を可能としている。

さらに，欧米で主流となっている PROFIBUS，Device

Net，あるいは（財）製造科学技術センターが推進している，

FAコントロールネットワークへの対応も進めている。

図６にMICREX-SXシリーズのネットワークを示す。

３.４ 機能モジュールのソフトウェア化

従来，通信あるいは位置決めなどの高機能モジュールは，

通信プロトコルごと，位置決め制御機能ごとにおのおの専

用のモジュールが準備されていた。SPHでは，高速処理

CPUと SXバスにより，これらを CPU上のソフトウェア

で実現している。従来，ハードウェアとして提供されてい

たこれらの機能は，拡張ファンクションブロック（FB）

として提供している。

図７にその概念を，図８，図９に機能モジュールの例を

示す。

３.５ 小形化

設置スペースの縮小のニーズが高まっており，PLCの

小形化が進んでいる。外線端子スペース，入出力状態表示

スペースなどの制約が多いが，構造・実装・放熱技術の見
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直しにより I/Oモジュール比較で従来のMICREX-F70 に

比べ体積で約35％の小形化を達成している。

ソフトウェアロジック「SPS」（ソフトウェア

PLC）

情報分野を中心としたオープン化の流れは，制御分野へ

も着実に浸透してきている。その代表的な例として，制御

分野へのパソコンの適用がある。現在は，監視系を中心に

使用されているが，パソコンのハードウェア性能の著しい

向上と，欧米を中心としたソフトウェア PLCの適用事例

の増加により，国内でも制御装置への適用が増えていくと

考えられる。これらのニーズにこたえるべくソフトウェア

PLC（SPS）を MICREX-SX シリーズのラインアップに

加えている。

ソフトウェア PLCは，ハードウェア PLC（SPH）とア

プリケーションプログラムの互換性を持つ。SPHシリー

ズは，富士電機がこれまで提供していた便利な応用命令を

多く実装しており，ソフトウェア PLCもこれらの命令を

同様に実装している。また，リアルタイム OSとしては

WindowsNT
〈注 2〉

を用いており，オープンな環境に制御機能

を実現している。

システム構成は，I/O インタフェースとして SXバスに

よる富士電機独自のシステム構成と，JPCN-1 などのオー

プンネットワークによるオープンシステム構成がともに可

能であり，ユーザーに最適なシステムを提供できる。

図 に SPS の概念を示す。

プログラマブル操作表示器「SUG」/ソフトウェ

アMMI 装置「SUS」

（ハードウェアPOD/ソフトウェアPOD）

PODはマンマシンインタフェースとして PLCと密接な

関連を持ち，また同一データをアクセスすることからプロ

グラム上でも関連性が高い。両者を密結合することにより

使いやすさ，およびプログラム作成効率の向上を実現させ

ている。

スケーラブルマルチコントローラ SPHと SXバスで接

続することにより高速・大容量データの転送を可能とし，

PODの高速応答性と表示データの大容量化を実現してい

〈注 2〉WindowsNT：米国Microsoft Corp. の登録商標
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アプリケーション例

システムA システムB通常モード 通常モード変換モード

CPU
モジュール

温度調節FB

統合支援
システム

温度調節
機器

統合支援
システム

バーコード
FB

汎用通信

モジュール
A

汎用シリアルインタフェース：2チャネル
　RS-232C ×1チャネル
　RS-485　×1チャネル
　伝送速度：1,200，2,400，4,800，
　　　　　　9,600，19,200，38,400，
　　　　　　57,600（bps）

RS-
232C

RS-
485

汎用通信

モジュール

RS-
232
C

RS-
485

汎用通信

モジュール
B

RS-
232C

RS-
485

RS-485機器
EXバーコード

（汎用通信モジュールを
　含めて16台まで） 外部FA機器

システムBを
支援

C
P
U

モ
ジ
ュ
ー
ル

™無手順FB
™温度調節マスタ用FB
　　理化工業（株）：FAREX＊＊，REX＊＊

　　オムロン（株）：E5AX，E5＊J
　　（株）山武　：SDC40A/40G
　　富士電機（株）：PYX
™IDインタフェ－ス用FB
　　オムロン（株）：V600
　　シャ－プ（株）：DS-30D
　　（株）山武　：WAM120
™バーコードインタフェース用FB
 　（株）キーエンス：BL-180，BL500 
 　（株）東研：TLMS-＊＊，TCD-＊＊，
　　日本電気精器（株）：BCC2600
　　和泉デ－タロジック（株）：DS＊＊

™半導体通信インタフェ－ス用FB
　　（SECS通信手順）
™富士電機インバータFB
　　（FRENIC）
™ファナック通信手順インタフェ－ス用FB
™富士電機サ－ボ通信インタフェース用FB
　　（FALDIC）
™シリアルプリンタFB
　　PC-PR201，ESC/P-J84対応

図８　汎用通信モジュール

™単純位置決め
™4軸補間
™電子カム
™走行切断
™バリカム
　・
　・

統合支援システム（SES）

SXバス，1msリフレッシュ

AMP

PG

AMP

SBS SBS

標準DIOカード
汎用位置決め
モジュール

パルス
列

AMP AMP

MMMM

M

パルス列，
アナログ　

高機能位置決め
モジュール

専用LSI

高速　
入出力

SBS

専用LSI

パラメータ
RAM

マイ
コン

パ
ル
ス
列
出
力

カ
ウ
ン
タ
入
力

CPU

位置決めFB

図９　位置決めモジュール

汎用ソフトウェア 

多軸位置決めカード 

M M MM

I/O

規格 
デファクト 
スタンダード 

市販汎用ボード 
（ISA，PCI， 
　cPCI，VME　 ） 

パソコン 

Windows NT

Pentium
ネットワーク　 
インタフェース 
ボード　　　　 

ソフト 
ウェア 
PLC

ドライバ 

SXバス 
JPCN-1 
Tリンク 

IEC61131-3

図１０　SPSの概念



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のコンセプト

る。また，従来からの Tリンクあるいはオープンネット

ワークによる PLCとの接続も提供し，ユーザーの自由な

選択を可能としている。

統合支援システム「SES」

６.１ PLC，PODを統合支援

PLC，コントローラの分野では周辺機器も含め制御内容

の高機能化に伴いソフトウェア開発工数削減に対する要求

が高まっている。この要求にこたえるため，SES では，

国際規格言語による PLC 支援を中心に，PLC の位置決

め・故障診断・通信などの機能モジュール支援，POD支

援あるいはソフトウェアデバッグ機能を統合された環境の

下で支援し，統合的なプログラム開発効率向上を実現して

いる。

図 に SES の機能構成を示す。

SES は，パソコンの Windows
〈注 3〉

95（98），WindowsNT

上で動作するパッケージソフトウェアであり，プログラミ

ングツールとしての使い勝手を左右する基本的な操作法は

Windows のスタイルに従っている。そのため，Windows

上で動作する市販のワードプロセッサや表計算ソフトウェ

アを使うのと同じような感覚でMICREX-SX シリーズの

プログラム作成を行うことができ，支援システムの使い方

の習得が非常に容易となっている。

６.２ 国際規格言語の採用

国内では，ラダーが定着しているが，大規模・複雑なプ

ログラムの作成手法としては，限界があり改善が求められ

ている。また，従来のプログラミング言語はメーカー，機

〈注 3〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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IL

FBD

LD

SFC

ST

図１２　IECの 5言語の画面例

制御 
 動作 
  記述 

直接入力 

プログラミング 

解釈 

プログラム生成 

図１３　制御動作記述からの自動プログラミング

LD 
ANDN 
ST

C:=A  AND  NOT  B  Structured  Text

A 
B 
C

A B

A

B

C

C

Function Block図 

Ladder図 

STEP1

STEP4

SFC

STEP2 STEP3

 
Instruction List

フロー 部品 

G01X100.0 Y50.0 F20.0 M40 
G03X150.5 Y40.5 F22.0 M41 
G01X200.5 Y62.3 F18.5 M42 
G01X100.0 Y50.0 F20.0 M43 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

温調パターン設定 

時間 

設
定
値 

速度　100m/s
回転　150rpm

コンベヤ 

コーラ 

運転 停止 

国際標準　 
プログラム（IEC） 

位置決め 
モジュ－ル支援 

その他の高機能 
モジュ－ル支援 

POD支援 

動作仕様記述 システム定義 

Windows対応パソコン 

コンパイル 
逆コンパイル 

デバッグ 
モニタ 

SPS

SPH

統合支援システム（SES） 

SUG

SUS
RAS解析 

ドキュメンタ 

既存機種互換支援 
（IECコンバータ） 

図１１　SESの機能構成



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のコンセプト

種ごとに異なり，機種への慣れが必要であり，ソフトウェ

ア資産の活用も難しい状態であった。ソフトウェア開発効

率の向上が求められる現在，標準言語の採用は必須（ひっ

す）条件である。

MICREX-SXシリーズでは，欧州ですでに採用が進み，

さらに北米でも採用が進んでいる国際規格言語（IEC

61131-3）に完全準拠した表現方法・命令体系を採用して

いる。本言語により世界中どこでもだれでも分かるプログ

ラムが作成でき，機種，言語への慣れは不要となってくる。

「自然に IEC 準拠のプログラムが作成できる」ことを

コンセプトに，操作性の機能を充実させている。プログラ

ム設計者は，主な技術用語の意味や最小限のプログラミン

グ言語のルールなどの知識を持てば，IEC規格の詳細な知

識がなくても IEC 準拠のプログラムを作成することがで

きるよう考慮されている。

図 に示すように，テキスト表現である IL（インスト

ラクションリスト），ST（構造化テキスト言語），および

図示表現である LD（ラダー図），FBD（ファンクション

ブロック図），共通要素である SFC（シーケンシャルファ

ンクションチャート）をすべてサポートしている。

1本のプログラムのなかで LDと FBDとの混在記述は

もちろんのこと，SFC上に自由に LDおよび FBDを記述

することも可能であり，ビジュアルで分かりやすいプログ

ラムが作成できる。

従来，プログラム作成時には，プログラム設計者が変数

のメモリアドレスを意識していたが，SES では，IEC 規

格で規定されている変数のデータ型，属性のみを指示すれ

ば自動的に変数のメモリへの割付が行われるので，アドレ

スを意識せず変数名（ラベル）のみでプログラミングが可

能となる。しかも変数には漢字まじりの日本語が使用でき，

読みやすいプログラムが作成できる。

６.３ 動作仕様記述言語による自動プログラミング

国際規格言語に加え，富士電機オリジナルの動作仕様記

述言語を提供し，自動プログラミング環境を実現している。

従来は，機械動作をフローチャートで表し，さらにそれ

を LDに展開しプログラム化する手法が多くとられている。

フローチャートから直接，プログラムを自動生成するもの

が動作仕様記述言語である。機械動作をソフトウェア部品

化し，フローチャートから部品に指示を与える形で制御を

実行していく。ソフトウェア部品は標準提供されるほか，

ユーザー自身で部品を作成，あるいはすでにある部品を組

み合わせることにより新しい部品を容易に作成できる仕組

みを提供している。

図 に自動プログラミングの概要を，図 に動作仕様

記述の概要を示す。

あとがき

以上，MICREX-SX シリーズのコンセプトを紹介した。

今後とも時代の流れは標準化，オープン化の方向へさらに

進むものと思われる。今後もこれらの流れに対応した使い

勝手のよい製品を提供していきたいと考えている。

１４１３

１２
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積載工程 

END END

異常処理 

◎スタート 
★ON
◎コンベヤモータ 
★正転 
◎コンベヤ運転中 
★点灯 
◎容器バルブ 
★全開 
◎容器“空”検出LS 
★ON

◎コンベヤモータ 
★運転中 

◎トラック検出LS 
★ON

◎トラック 
　ランプ 
★点灯 

Yes No
◎トラック 
　ランプ 
★消灯 

◎トラックランプ 
★消灯 
◎コンベヤモータ 
★停止 
◎コンベヤ運転中 
★消灯 

◎容器バルブ 
★全閉 
◎タイマ 
★60秒 
◎コンベヤモータ 
★停止 
◎コンベヤ運転中 
★消灯 

トラック検出 

Windows対応パソコン 

統合支援システム 
（SES） 

PLCソフトウェア 
自動生成 

部品ライブラリ 

フローエディタによる動作仕様記述 

モータ 

起動 

停止 

起動中 

運転中 

基本部品 

積載工程 

END END

異常処理 

◎スタート 
★ON
◎コンベヤモータ 
★正転 
◎コンベヤ運転中 
★点灯 
◎容器バルブ 
★全開 
◎容器“空”検出LS 
★ON

◎コンベヤモータ 
★運転中 

◎トラック検出LS 
★ON

◎トラック 
　ランプ 
★点灯 

Yes No
◎トラック 
　ランプ 
★消灯 

◎トラックランプ 
★消灯 
◎コンベヤモータ 
★停止 
◎コンベヤ運転中 
★消灯 

◎容器バルブ 
★全閉 
◎タイマ 
★60秒 
◎コンベヤモータ 
★停止 
◎コンベヤ運転中 
★消灯 

トラック検出 

モニタ画面 

＋ 

コンベヤ 

起動 
逆転 
停止 

正転中 

逆転中 

ユーザー部品 

MICREX-SX  PLCシステム 

図１４　動作仕様記述の概要
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まえがき

トータルFA（Factory Automation）を支える制御用コ

ンポーネントの中核であるプログラマブルコントローラ

（PLC）は，FAシステムの多様化・複雑化への対応とダ

ウンサイジング，コストダウンという時代の要求を受け，

急速に進歩している。近年では，それらに加えオープン化

対応という新たな市場要求にこたえるべく各社しのぎを削っ

ている。富士電機では上記のような市場要求をふまえ，国

内で初めて国際標準 IEC 規格〔IEC61131-3（旧番号体系

IEC1131-31993）〕準拠のプログラミング言語（以下，IEC

言語と略す）をサポートする「MICREX-SX シリーズ」

を市場に投入した。本サポートにより，異メーカー間の

PLCでもプログラムの互換性を持たせることが容易とな

り，PLCユーザーへ大きなメリットを提供することになっ

た。また，IEC規格をはじめとした各種安全規格に対応し，

かつオープンネットワーク対応も実現している。さらに性

能面でも，業界最高速レベルの，1命令 20 ns（基本命令）

の実行時間を実現している。

本稿では，こうしたオープン化指向をもとに製品化した，

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の核となるス

ケーラブルマルチコントローラ SPH（ハードウェア PLC）

の仕様と特長についてその概要を紹介する。

スケーラブルマルチコントローラのシステム

構成と概要

図１にスケーラブルマルチコントローラ SPHのシステ

ム構成を示す。SPHの CPUモジュールは 2形式あり，１

命令あたり 20ns（最高値）の実行時間で処理する SPH300

と，70 ns の SPH200 をラインアップしている。

また，これら CPU モジュールに機能ソフトウェアモ

ジュールを組み込むことにより，簡易位置決めや汎用通信

など，従来の機能モジュールの持っている機能を実現させ

ることが可能である。

PIOや通信などのモジュールは SXバスで接続され，電

源モジュールやベースボードを除き，最大 254 台接続でき

る。各モジュールには SXバス用の LSI が搭載され，高速

データ転送を実現している。SXバスシステムでは，I/O

リフレッシュの定周期性を確保しており，最小 0.5ms か

ら設定，動作させることができる。これにより，従来から

ユーザーの不満が大きかったプログラムスキャンごとの

I/Oリフレッシュ時間の揺らぎを抑えることが可能となり，

より使い勝手が向上している。

CPUモジュールは，1システムに最大 8台までのマル

チ CPUシステムを構築することができる。複数 CPUモ

ジュールによる並列処理により，1CPUあたりの負荷を軽

減し，大規模なアプリケーションプログラムも高速に処理

できる。また，機能処理専用 CPUとして機能を分離させ，

負荷分散させることなども可能である。このマルチ CPU

システム構築時にも，I/Oリフレッシュの定周期性は確保

される。さらに超高速なデータ授受が要求される場合は，

マルチ CPU専用バスであるプロセッサバスを使用するこ

とにより，よりパフォーマンスの高いマルチ CPUシステ

ムを構築することが可能になる。マルチ CPUシステム構

築時には，各 CPUモジュールは，SXバスやプロセッサ

バスに接続されている各モジュールを共通資源として利用

することができる。

通信モジュールについては，SXバス上に，リモート

I/Oマスタモジュールは最大 8台，汎用通信モジュールや

PCカードインタフェースモジュールなどは最大16台まで

接続することができる。これら通信モジュールのなかには，

PLC上位や PLC間のネットワークであるEthernet
〈注〉

や PLC

下位レベルのネットワークである JPCN-1，DeviceNet，

AS-i など，オープンネットワーク対応モジュールが用意

されており，異機種，異メーカー間接続も可能である。

以下に基本的な各モジュールの概要を説明する。

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
スケーラブルマルチコントローラ
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統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のスケーラブル・・・

CPUモジュール

SPHの CPUモジュールは，IEC言語で記述されたアプ

リケーションプログラムの実行により，プロセスの入力デー

タを演算加工しプロセスに出力し，同時に，システム全体

（システムバス，システム構成要素の各種モジュール）の

イニシャライズ・状態監視，プロセス入出力データ転送，

メッセージ転送などを制御する。

３.１ ハードウェア

図２にSPH300のプリント基板（2枚構成）を示す。CPU

モジュールを開発するうえでの主な技術課題は，高速化，

小形化，コストダウン，低消費電力，ノイズ対策であった。

これらの課題解決のために以下の策を採用した。

IEC言語演算プロセッサ LSI の開発

IEC言語に対し RISC 構造に適した中間コード言語（以

下，Iコードと略す）を開発し，プログラム支援ツールと

はこのコードでインタフェースする。約50万ゲート規模の

LSI の中に各種専用演算器，周辺制御回路を搭載し，基本

（1）
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汎用パソコン パネルコンピュータ パソコンローダ 

Ethernet（例） 

（1）SPH300(速度：20 ns)
（2）SPH200(速度：70 ns)

（1）DIモジュール(8/16/32/64点，計8種） 
（2）DOモジュール(8/16/32/64点，計13種） 
（3）DIOモジュール(各8/16点，計4種） 

（1） Ethernet

（2） モデムカード 
（3） ISDNカード 
（4） GPIBカード 

（1）故障診断ソフトウェアモジュール 
（2）位置決めソフトウェアモジュール（11種） 
（3）PIDソフトウェアモジュール 
（4）汎用通信プロトコルモジュール（7種） 

同上用ドライバ 
ソフトウェア 
（計4種） 

（1）Pリンクマスタ 
（2）PEリンクマスタ 

メモリカード 
光 

リピータ 

FAパソコン 

Pリンク（例） 

MICREX-SX 
システム 

（同左システム） 

MICREX-SX 
システム 

（同左システム） 

電源 
モジュール 

CPU 
モジュール 

拡張メモリ 

CPU 
モジュール 

ソフトウェア 
モジュール 

AI/AO 
モジュール 

DI/DO 
モジュール 

（計7種） 

（計9種） 

（計2種） 

（計8種） 

コントロール 
センター 

次世代 
インバータ 

次世代 
サーボ 

位置決め 
モジュール 

ローダ 

（1）IEC61131準拠 
（2）動作仕様記述 
（3）拡張FB支援 
（4）POD支援 
 （5）コンバート 
　　  ソフトウェア 
　　　（6種） 

汎用通信 
モジュール 

上位通信 
モジュール 

下位通信 
モジュール 

POD

PCカード PCカード 

PCカード 
モジュール 

 

ドライバ 
ソフトウェア 

メモリカード 
モジュール 

SXバス：254局，25 m，25 MHz
従来サーボ 

（1）1チャネル/多チャネル高速カウンタ 

（3）1チャネル/2チャネルアナログ複合 
（4）1チャネル/2チャネルパルス列出力複合 

（2）パルス列出力 

（5）SERCOSマスタ/スレーブ 

温度調節計，IDモジュ 
ール，インバータ, 
サーボ，シリアル 
プリンタなど 

（1）現行Tリンクマスタ/スレーブ 

（4）AS-iマスタ 

通信 
モジュール 
（現行Tリンク 
スレーブ） 

端子台I/O 
( JPCN-1, 
現行Tリンク） 

（3）PROFIBUS-DPマスタ 

（2）JPCN-1マスタ/スレーブ 

（5）DeviceNetマスタ 

POD

図１　スケーラブルマルチコントローラSPHのシステム構成

図２　SPH300のプリント基板

AF98-227/AF98-228
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命令 20 ns，フローティング命令 80 ns を実現した（SPH

300）。

3.3 V 単一電源部品の全面採用

高速演算，1ms スキャンという高速制御を実現するた

め，3.3 V 単一電源部品を全面的に採用し，併せて低消費

電力を実現した。

6層ブラインドバイアプリント基板採用

高速ディジタル信号を扱うプリント基板上では，配線に

分布定数回路が形成され複雑なノイズが発生する。

ノイズ対策手法の一つとして，プリント基板の表裏を貫

通しないで表面パターンと中層パターンを接続する 6層の

ブラインドバイアプリント基板を採用し，配線上の不要な

インダクタンスを軽減した。

３.２ 機能・仕様

表１にCPUモジュールの機能と仕様を示す。

（3）

（2）
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表１　スケーラブルマルチコントローラSPHのCPUモジュールの機能と仕様

機能項目
仕　様

SPH300 SPH200

実行制御方式 ストアードプログラム

直結入出力方式（SXバス），リモート入出力方式（Tリンク/JPCN-1）

SXバス上：同期リフレッシュ
Tリンク上：10 ms定周期リフレッシュ（スキャンに非同期）

512ワード（最大8,192点）

32ビットOSプロセッサ
32ビット実行プロセッサ

32,768ステップ

32,768ワード

IL言語（Instruction List），ST言語（Structured Text），
LD言語（Ladder Diagram），FBD言語（Function Block Diagram），
SFC言語（Sequential Function Chart）

可変長（言語により異なる）

512ワード

20 ns/命令～

40 ns/命令～

16,384ワード（デフォルト値）
™タイマ：512点（4,096ワード）
™積算タイマ：128点（1,024ワード）
™カウンタ：256点（1,024ワード）
™微　分：1,024点（2,048ワード）
™その他：8,192ワード

8,192ワード（デフォルト値）

4,096ワード（デフォルト値）

4,096ワード（デフォルト値）

512ワード

  1ビット：BOOL
16ビット：INT，UINT，WORD
32ビット：DINT，UDINT，REAL，TIME，DATE，TOD，DT，DWORD
　 その他：STRING

常時サイクリックに繰返し実行

指定した周期（0.5 ms，1 ms～10 s）ごとに1回実行，タスクの優先度：0～3レベル可能

指定したBOOL変数が“真”に変化したときに1回実行，タスクの優先度：0～3レベル可能

1本（デフォルト）＋4本（定周期とイベントの合計）

0＞1＞2＞3＞デフォルト

128本

512本

512本

専用プロセッサ

16,384ステップ

16,384ワード

70 ns/命令～

140 ns/命令～

4,096ワード（デフォルト値）
™タイマ：128点（1,024ワード）
™積算タイマ：32点（256ワード）
™カウンタ：64点（256ワード）
™微　分：256点（512ワード）
™その他：2,048ワード

4,096ワード（デフォルト値）

2,048ワード（デフォルト値）

2,048ワード（デフォルト値）

  64本

256本

128本

自己診断（メモリチェック，CPU診断など）
システム構成監視，システム構成モジュール故障監視

時刻範囲：2069年12月31日23時59分59秒まで

リチウム一次電池

5年（25℃）

入出力接続方式

入出力制御方式

入出力点数

CPU

メモリ
プログラム

データ

シーケンス命令

応用命令

入出力メモリ（IQ）

システムFB用
インスタンスメモリ（SFM）

プログラミング言語
（IEC61131-3準処）

命令語長

標準メモリ（M）

リテインメモリ（RM）

ユーザーFB用
インスタンスメモリ（FM）

システムメモリ（SM）

命令実行時間

デフォルトタスク

定周期割込みタスク

イベント割込みタスク

データメモリ

プログラム本数

ファンクションブロック本数

ファンクション本数

使用可能なデータ型

タスクの種類

タスク本数

使用電池

バックアップ時間

タスクの優先度

POU本数

診断機能

カレンダ機能

メモリの
バックアップ
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SPHの CPUモジュールでは，データメモリへの変数の

割当てとタスク制御処理に以下の特長を持たせている。

データメモリ割付け

IEC言語の変数領域は，入出力データ領域とメモリ領域

の二つがあり，物理メモリアドレスを意識しないで変数名

称を割り当ててプログラミングを行う。また，メモリ領域

に対してはイニシャルクリアとイニシャル保持という二つ

のデータの属性がある。

SPHの CPUモジュールでは，データメモリを表１に示

すように，入出力メモリ（IQ），標準メモリ（M），リテ

インメモリ（RM）などの 6種の領域に区分管理し，プロ

グラム支援ツールが生成した物理メモリアドレスによりメ

モリの実態と対応づけている。リテインメモリはデータを

イニシャル保持する領域である。

これらのメモリ領域は，種々のアプリケーションプログ

ラムに対応できるようサイズ設定が可変となっている。入

出力メモリとシステム状態フラグを表示するシステムメモ

リは固定サイズである。

タスク制御

アプリケーションプログラムは，デフォルトタスク，定

周期割込みタスク，イベント割込みタスクの 3種類のタス

ク（表１）のスケジューリングで実行される。各タスクの

プログラムは，独立にプロセスデータ入力→演算実行→プ

ロセスデータ出力の順に実行し，SXバスのデータ入出力

と同期がとられる。

３.３ 言語処理仕様

IEC 言語と I コード

IEC言語の 5種類のプログラミング表現（表１）に対し，

SPHでは，プログラミング支援ツールが生成する I コー

ドで対応づけ，処理系のハードウェアをコンパクトに実現

している。データ型は，表１に示す型をサポートしている。

また，IEC言語の標準関数にさらに拡張した富士電機のオ

リジナル関数も備えている。

ローカル変数とグローバル変数

IEC言語では，一つのプログラム内のみで使用する変数

（ローカル変数）と複数のプログラム間で使用する変数

（グローバル変数）がある。

特に，SPHでは，異なったCPUモジュール間でのグロー

バル変数のアクセスも可能である。

バスシステム

４.１ SXバス

SX バスは，MICREX-SXシリーズの中核となるシステ

ムバスである。シリアル化により各種モジュールの分散配

置を容易にし，スケーラブルなシステム構築を可能とする

だけでなく，従来のパラレルバスに比較して小形化，コス

トの優位性を実現している。

基本仕様

表２に SXバスの基本仕様を示す。SXバスはリンク型

であるが，ケーブルコネクタ接続においてはバス型と同等

に取り扱える。またT分岐も可能である。

マスタ局とスレーブ局

SXバス上では，最大 254 台のモジュールが接続可能で

ある。モジュールにはマスタ局とスレーブ局がある。

マスタ局はデータ送受信だけでなく，各種バス制御・監

視も行う。スレーブ局はマスタ局の制御下にあり，SXバ

スに対して受動的にデータ送受信を行う。

マルチ CPUシステムにおいては，特定のマスタ局が

SXバス全体を管理している。

データ転送サイクル

SXバスのデータ転送は図３に示すように，入力データ

読込み（各モジュールの状態情報とプロセス入力データ）

と出力データ書出し（プロセス出力データ）およびメッセー

ジ伝送から構成され，CPUモジュールのデータ入力，演

算，データ出力動作と同期して処理される。

マスタ局はこれらのデータ転送をタクト周期という一定

サイクルで一巡するよう管理する。

SXバスの監視機能

回線上における CRC異常監視，未定義フレーム監視，

フレーム長監視，シンボル異常監視など，また，回線イン

タフェース部におけるオーバラン，アンダラン検出など，

専用 LSI での RAS機能を充実させ，シリアル伝送におけ

る信頼性を向上させている。

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）
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CPU 
モジュ 
ール 
処理 

SXバス 
処理 

出力 入力 演　算 演　算 

入力 
データ 
読込み 

出力 
データ 
書出し 

メッセ 
ージ 
伝送 

入力 
データ 
読込み 

入力 
データ 
読込み 

出力 
データ 
書出し 

メッセ 
ージ 
伝送 

一定サイクル 
（タクト周期） 

一定サイクル 
（タクト周期） 

出力 入力 出力 

図３　SXバスのデータ転送表２　SXバスの基本仕様 

伝送速度 

最長伝送距離 

最大接続局数 

伝送路媒体 

接続形態 

符号化方式 

通信方式 

伝送データ 

25 Mビット/秒 

25 m 

254台（うちマスタ局は，最大8台） 

ツイストペアケーブル（カテゴリー5） 

バス型（トポロジーはリング型） 

NRZI 

トークンパス方式と独自仕様 

入力データ 
出力データ 
プロセッサ間データ 
メッセージデータ 
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４.２ プロセッサバス

プロセッサバスは，CPU モジュール間および CPU モ

ジュールと P/PE リンクモジュールとの間のグローバル変

数を高速に直接アクセスするための専用データバスである。

接続局数は最大10局である。

SXバスの I/O 転送と並行して処理することにより，マ

ルチCPU間の高速データ転送を実現している。

入出力モジュール，電源モジュール，ベース

ボード

SPH の高性能を実現するため，表３に示す各種入出力

モジュール，電源モジュール，ベースボードを新規に開発

した。

５.１ 入出力モジュール

プロセス入出力（PIO）にはディジタル入出力（DI，
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表３　入出力モジュール，電源モジュール，ベースボードの仕様概要 

分　類 商品コード 仕様概要 接続方式 

ディジタル 
入力モジュール 

ディジタル 
出力モジュール 

ディジタル 
入出力モジュール 

アナログ 
入力モジュール 

アナログ 
出力モジュール 

電源モジュール 

ベースボード 

NP1X1606-W

NP1X3206-W

NP1X6406-W

NP1X3206-A

NP1X0810

NP1X1610

NP1X0811

NP1X3202-W

NP1Y08T0902

NP1Y16T09P6

NP1Y32T09P1

NP1Y64T09P1

NP1Y08U0902

NP1Y16U09P6

NP1Y32U09P1

NP1Y64U09P1

NP1Y08S

NP1Y06S

NP1Y08R-04

NP1Y16R-08

NP1Y32T09P1-A

NP1W1606T

NP1W1606U

NP1W3206T

NP1W3206U

NP1AXH4-MR

NP1AX04-MR

NP1AYH2-MR

NP1AY02-MR

NP1S-22

NP1S-42

NP1BP-13

NP1BS-06

NP1BS-08

NP1BS-11

NP1BS-13

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

DC24 V，16点，7 mA，フィルタ時間可変 

DC24 V，32点，4 mA，フィルタ時間可変 

DC24 V，64点，4 mA，フィルタ時間可変 

DC24 V，32点，4 mA，フィルタ時間可変，パルスキャッチ内蔵 

AC100～120 V，8点，10 mA

AC100～120 V，16点，10 mA

AC200～240 V，8点，10 mA

DC 5V/12 V，32点，3 mA/9 mA，フィルタ時間可変 

トランジスタシンク，DC12～24 V，8点，2.4 A/点，4 A/コモン 

トランジスタシンク，DC12～24 V，16点，0.6 A/点，4 A/コモン 

トランジスタシンク，DC12～24 V，32点，0.12 A/点，3.2 A/コモン 

トランジスタシンク，DC12～24 V，64点，0.12 A/点，3.2 A/コモン 

トランジスタソース，DC12～24 V，8点，2.4 A/点，4 A/コモン 

トランジスタソース，DC12～24 V，16点，0.6 A/点，4 A/コモン 

トランジスタソース，DC12～24 V，32点，0.12 A/点，3.2 A/コモン 

トランジスタソース，DC12～24 V，64点，0.12 A/点，3.2 A/コモン 

SSR，AC100～240 V，8点：全点独立，2.2 A/点，2.2 A/コモン 

SSR，AC100～240 V，6点，2.2 A/点，4.4 A/コモン 

リレー，DC110 V，AC240 V，8点，DC30 V/AC264 V：2.2 A/点， 
4 A/コモン 

リレー，DC110 V，AC240 V，16点，DC30 V/AC264 V：2.2 A/点， 
8 A/コモン 

トランジスタシンク，DC12～24 V，32点，0.12 A/点，3.2 A/コモン， 
パルス出力内蔵 

DC24 V　8点　ソース入力，DC12～24 V　8点　トランジスタシンク出力 

DC24 V　8点　シンク入力，DC12～24 V　8点　トランジスタソース出力 

DC24 V　16点　ソース入力，DC12～24 V　16点　トランジスタシンク出力 

DC24 V　16点　シンク入力，DC12～24 V　16点　トランジスタソース出力 

高速マルチレンジ入力　4チャネル，分解能：14ビット 

標準マルチレンジ入力　4チャネル，分解能：10ビット 

高速マルチレンジ出力　2チャネル，分解能：14ビット 

標準マルチレンジ出力　2チャネル，分解能：10ビット 

AC100/240 V入力電源　35 W，2スロットサイズ 

DC24 V入力電源　35 W，2スロットサイズ 

スロット数＝13，プロセッサバス付スロット数＝10 

スロット数＝6，プロセッサバス付スロット数＝3 

スロット数＝8，プロセッサバス付スロット数＝3 

スロット数＝11，プロセッサバス付スロット数＝3 

スロット数＝13，プロセッサバス付スロット数＝3

規格対応 

着脱式端子台 

コネクタ 

コネクタ 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

コネクタ 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

コネクタ 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

コネクタ 

コネクタ 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

着脱式端子台 

着脱式端子台 
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DO），アナログ入出力（AI，AO）の各種モジュールがあ

る。

PIOモジュールを開発するうえでの主な技術的課題は小

形化，発熱対策，ノイズ対策であった。

SPHではこれらの課題を総合的に解決するために，プ

リント基板の多層（4層）化，部品のハイブリッド化など

を採用している。

また，熱シミュレーション，EMI シミュレーションお

よびノイズ発生強度分布測定の結果から部品定数，部品配

置，配線パターンなどを最適化している。

これらの施策によって，当社従来機種（MICREX-F70）

との体積比較で65％の小形化と，十分な入出力特性，高い

ノイズ性能とを実現している。

図４に入出力モジュールの外形を示す。

５.２ 電源モジュール

小形，高出力で並列運転が可能などの特長を有した

SPH専用の電源モジュールである。

SPHではベースボードを介して，各モジュールに24Ｖ

の単一電源を供給しているため，各モジュールの消費電流

の和を計算するだけで，容易に必要な電源容量を求めるこ

とが可能である。

通常の使用では 1台で十分供給可能であるが，特に消費

電流の大きいモジュールを組み合わせる場合などは，並列

運転によって容易に電源容量の増加が可能なため，容量の

異なった数種類の電源を用意する必要がない。

並列運転機能は，電源容量の増加だけでなく，電源冗長

化の用途にも対応しており，例えば 2台の電源を冗長化の

用途で用いた場合，仮に一方が故障した場合でも，コント

ローラは運転動作を継続することが可能である。

５.３ ベースボード

ベースボードはアルミニウムの押出し材を用いたシンプ

ルな構造であり，6～13スロットまでの各種サイズがある。

ベースボードの左端には一組の増設 SXバスコネクタが

あり，複数のベースボードを接続してより大規模なコント

ローラシステムを構築することが可能である。

ベースボードとベースボードの間は SXバス増設ケーブ

ルで接続するが，この増設ケーブルは総延長25mまで延

ばすことが可能である。T分岐ユニットやベースボードの

品ぞろえと組み合わせることで，コントローラの設置自由

度が従来機種よりもはるかに高くなっている。

ベースボードには SXバスとプロセッサバスとがあるが，

特に CPU台数の多い高速なマルチ CPUシステムを構築

する用途向けとして，プロセッサバスを10スロット分有す

るタイプ（NP1BP-13）も用意している。

複数のベースボードを用いる場合は，電源をおのおのの

ベースに 1台以上実装する分散電源配置構成となる。

デザイン・構造

SPH は前面に曲面を配した優美なデザインと，小形で

使いやすい構造をしている。

また単に小形化しただけではなく，ねじなし構造による

組立作業の容易性や，使用材料などは環境に対する影響に

も配慮したものとなっている。

６.１ デザインコンセプト

スケーラブルマルチコントローラ SPHのデザインキー

ワードは小形・コンパクト，スケーラブル，丈夫，高機能，

安全，環境との調和，差別化などである。

これらを統合したデザインコンセプトはスケーラブル＆

ソリッドで，一体感と高密度感を表している。

６.２ ねじなし着脱構造

SPH では MICREX-F70 に引き続きモジュールのベー

スボード取付けをねじなし構造とした。

アルミニウム押出し材の採用や，新しいモジュール着脱

方式の開発によって，高い耐振動性能を有しながら，容易
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図４　入出力モジュールの外形 表４　スケーラブルマルチコントローラSPHの一般仕様 

項　目 

物理的環境 

機械的稼動条件 

電気的稼動条件 

構　造 

冷却方式 

絶縁特性 

動作周囲温度 

保存温度 

相対湿度 

汚染度 

耐腐食性 

使用高度 

耐振動 

耐衝撃 

耐ノイズ 

耐静電気放電 

耐放射電磁界 

仕様概要 

0～55℃ 

－25～＋70℃ 

20～95％RH 結露しないこと 

汚染度2

腐食性ガスがないこと 
有機溶剤の付着がないこと 

標高2,000 m以下 

片振幅：0.15 mm， 
定加速度：19.6 m/s2

ピーク加速度：147 m/s2

方形波：1.5 kV

接触：6 kV，気中：8 kV

10 V/m

盤内蔵形 

自然冷却 

モジュールごとに記載 



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のスケーラブル・・・

な着脱操作性を実現している。

６.３ DINレール取付け

ベースボードの制御盤への取付方法は，ねじによる取付

けと，DINレールへの取付けのどちらも可能である。

DIN レールへの取付けの場合は，ベースボードをレー

ルに掛けた後，両端を固定金具で締め付け固定する。

また，ねじによる取付けの場合も，ベースボード取付金

具を用いることで取付作業の簡便化を可能としている。

６.４ M3ねじ着脱式端子台

PIO などの端子台にはM3ねじを採用した。

これによって，最大20極の着脱式端子台を備えることが

可能になり，小形化と配線作業の容易性を両立している。

主に32点以上の入出力点数の多いモジュールでは，コネ

クタによる配線となる。

一般仕様

スケーラブルマルチコントローラ SPHは，厳しい工業

使用環境に耐えうる十分な仕様を達成している（表４）。

また，ハードウェア，ソフトウェアともに PLCの国際

規格である IEC61131（JIS B 3500 ～ 3）に準拠しており，

現在下記の各種規格の取得作業中である。

CEマーキング

UL，cUL

NK，ロイド

近年，ノイズに対する規制が厳しくなっているが，MIC

REX-SX シリーズでは EMI シミュレーションや実測と対

策を繰り返し，これらの規格値を達成している。

あとがき

MICREX-SX シリーズの核となるスケーラブルマルチ

コントローラ SPH（ハードウェア PLC）の仕様と特長に

ついてその概要を紹介した。今後も，MICREX-SXシリー

ズの機種拡張と，機能・性能の向上に向けた開発に一層の

努力をしていく所存である。

（3）

（2）

（1）
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サーボシステム用の汎用・専用位

置決め装置の開発設計に従事。現

在，機器事業本部機器制御事業部

PLC開発部主査。

村本　道也

プログラマブルコントローラの位

置決め装置の開発設計に従事。現

在，吹上工場電子設計部主任。
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在，機器事業本部機器制御事業部

PLC開発部主任。
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まえがき

一般的に各種機械を動かすには，頭脳部の各種制御装置

と，手足に相当するアクチュエータが必要である。アクチュ

エータには電動機や電磁弁などがあり，特に高速・高応答

が要求される機械についてはサーボモータが広く使われて

いる。サーボモータを使用したシステムの代表的な制御装

置として，数値制御（NC）装置やロボットコントローラ

（RC）などがあるが，プログラマブルコントローラ（PLC）

で制御している機械も数多くある。今回製品化した統合コ

ントローラ「MICREX-SXシリーズ」（以下，SXと略す）

のスケーラブルマルチコントローラ SPH（ハードウェア

PLC）は，高速・高性能を特長としており，サーボシステ

ムの制御用としても最適である。SXでは従来の PLCの概

念を変え，「位置決め機能のソフトウェア化」「ハードウェ

アモジュールの単機能化」を行っており，本稿では SX用

の位置決めモジュールと位置決め用拡張ファンクションブ

ロック（拡張 FB：ソフトウェアライブラリ），支援シス

テム，および適応例について紹介する。

システム構成

SX の位置決めシステム構成では，位置決めモジュール

（ハードウェア）の種類を必要最小限とし，数多くの拡張

FBで多様な位置決めシステムを構築可能とした点を特徴

とする。

図１に，従来の位置決めモジュールと SX用の位置決め

システムの構成比較を示す。

従来の PLCによる位置決めシステムでの運転手順と処

理は下記のように行っている。

CPUモジュールのユーザーアプリケーション処理

位置決めモジュールへの移動量，移動速度の書込み

位置決め用起動指令信号をオン

位置決め完了待ち（完了信号のオン待ち）

位置決め処理はすべて位置決めモジュール側で実行する。

位置決めモジュールでの処理

単位変換（mmの単位データをパルス数に変換）

加減速演算（台形加減速，S字加減速など）

指令パルス出力

帰還パルスカウントおよび単位量への逆変換

位置決めモジュール側の各種処理は，モジュール内部に

実装されている高性能のマイクロコンピュータ（マイコン）

で実行している。すなわち，理論的には PLC の CPUモ

ジュールの演算能力が高性能マイコン以上ならば CPUモ

ジュール側で位置決め処理の実行が可能となる。位置決め

処理では多くの数値演算を高速に実行しなければならず，

従来の PLCの数値演算能力では実行できなかったが，SX

では CPUモジュールの高速演算能力により位置決め用演

算を CPUモジュール側で実行できるようになった。SX

（g）

（f）

（e）

（d）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
位置決めモジュール
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相田　忠勝（あいだ　ただかつ） 村本　道也（むらもと　みちや） 富永　保隆（とみなが　やすたか）

CPUモジュール CPUモジュール 

位置決めモジュール 
(NC1F-SP2)

位置決めモジュール 
(NP1F-MP2)

位置決めプログラム 
解読処理 

単位変換演算 
　　mm→パルス数 
　速度→周波数 

加減速演算 

　S字加減速 

　台形加減速 

帰還パルス 
カウンタ 

指令パルス 
発生器 

サーボ 
アンプ 

PG M

S字 

台形 

ユーザー 
アプリケーション 

位置決め用 
拡張FB

専用 
ゲートアレイ 

サーボ 
アンプ 

PG M

MICREX-SXでの構成 MICREX-Fでの構成 

図１　位置決めシステムの構成



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の位置決めモジュール

の位置決めモジュール側では，パルス発生器や帰還パルス

のカウントなどハードウェア的なインタフェース回路と基

本的な機能のみとし，位置決めの各種機能はCPUモジュー

ル側の拡張 FBで実行する。この方式では，下記の利点が

ある。

位置決めモジュールと拡張FBの組合せが自由

従来は，位置決めモジュールの種類で機能が決まってい

た。例えば，パルス列出力の PTP（Point to Point）位置

決めモジュール，パルス列出力のカム・走行切断モジュー

ルなどの機能ごとに専用のハードウェアモジュールを使用

していた。

ソフトウェア資産の移植が容易

例えば，サーボシステムのネットワーク化に対応し，モ

ジュールが新規に追加された場合でも，インタフェース部

分の FB（パソコンで考えれば各種プリンタのドライバに

相当）のみを交換するだけでアプリケーションの移植がで

きる。

ユーザー側ノウハウの組込みが可能

従来のモジュールは多機能のブラックボックス形である

が，SXは機能別FBとなっていて，オープン化指向となっ

ており，ユーザーアプリケーションで機能追加やカスタマ

イズが可能である。

モジュール仕様

表１に SX用位置決めモジュールの基本仕様を示す。こ

の表では SXの代表的な 2軸のモジュール仕様を示してい

る。

™NP1F-MA2：アナログ速度指令方式のモジュール

帰還パルスカウント，手動パルサ 1台の

接続が可能

™NP1F-MP2 ：パルス列指令方式のモジュール

帰還パルスカウント，手動パルサ 1台の

接続が可能

™NP1F-HP2 ：パルス列指令方式のモジュール

最も基本的な機能のみ（帰還，手動パル

サ入力なし）

３種類のモジュールとも位置決め用拡張 FBとの組合せ

により各種の位置決め動作を行うことができるが，NP1F-

HP2 では組合せできる拡張FBに制限がある。

また，ユーザーアプリケーションから位置決めモジュー

ルに直接指令することも可能である。表２に NP1F-MA2

の入出力信号一覧を示す（MP2 も共通）。

位置決めモジュール内部には32個のレジスタ（REG）

があり，アプリケーション側から移動量（パルス単位）と

周波数に相当するデータを書き込み，起動指令をオンとす

ることで位置決め動作を実行する。表３は代表的な REG

一覧である。図２に最も基本的な位置決め動作の例を示す。

最初にアプリケーション側から，「速度倍率 REG」「加減

速 REG」および「ベース周波数 REG」にデータを書き込

む（従来モジュールのパラメータに相当）。

毎回の位置決め動作では「指令パルス REG」と「トッ

プ周波数 REG」を設定して起動する。「減速点 REG」に

は，自動演算により減速を開始するまでの残りパルス数が

（3）

（2）

（1）
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表１　位置決めモジュールの基本仕様

項　目 NP1F-MA2 NP1F-MP2 NP1F-HP2

1スロット

22ワード（入力14ワード/出力 8 ワード）

2軸/モジュール

セミクローズドループ

™アナログ電圧
™0～±10.24 V

™差動信号/オープンコレクタ
™90°位相差信号（A，B相）
™最大 500kHz（1てい倍）

™差動信号/オープンコレクタ
™90°位相差信号（A，B相）
　または正転パルス＋逆転パルス
™最大 500kHz（1てい倍）

™専用入力 5点（EMG，±OT
　原点LS，外部割込み）
™汎用出力 2点

™台形加減速
™周波数の連続変更
™位置決め用データの先読み
™フィードフォワード演算

™アナログ速度指令のサーボアンプ

™単純1軸PTP（疑似補間）
™高機能1軸PTP
™4軸補間
™カム，走行切断

占有スロット

占有ワード数

制御軸数

制御方式

指令信号

帰還パルス

手動パルサ

外部入出力信号

内部機能

アクチュエータ

拡張FB

1スロット

22ワード（入力14ワード/出力 8 ワード）

2軸/モジュール

オープンループ

™パルス列（オープンコレクタ）
™正転パルス＋逆転パルス
™最大 250kHz

™差動信号/オープンコレクタ
™90°位相差信号（A，B相）
™最大 500kHz（1てい倍）

™差動信号/オープンコレクタ
™90°位相差信号（A，B相）
　または正転パルス＋逆転パルス
™最大 500kHz（1てい倍）

™専用入力 5点（EMG，±OT
　原点LS，外部割込み）
™汎用出力 2点

™台形加減速
™周波数の連続変更
™位置決め用データの先読み

™パルス列指令のサーボアンプ
™ステッピングモータ用ドライバ

™単純1軸PTP（疑似補間）
™高機能1軸PTP
™4軸補間
™カム，走行切断

1スロット

16ワード（入力 8 ワード/出力 8 ワード）

2軸/モジュール

オープンループ

™パルス列（オープンコレクタ）
™正転パルス＋逆転パルス
™最大 250kHz

™専用入力 5点（EMG，±OT
™原点LS，外部割込み）
™汎用出力 2点

™台形加減速
™周波数の連続変更

™パルス列指令のサーボアンプ
™ステッピングモータ用ドライバ

™単純1軸PTP（疑似補間）



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の位置決めモジュール

格納されている（自動減速点演算有効選択時）。

上記の基本的動作機能は，新規開発した 2軸制御用の専

用 LSI に組み込まれており，台形加減速での指令パルス

出力時でも滑らかな指令となっている（パルス出力は，最

大指令周波数 250 kHz に対し，0.25Hz の分解能）。

位置決め用拡張 FB

位置決め用拡張 FBでは，各種機械での多様な運転機能

を実現するため，70種類以上のライブラリを用意している。

代表的なFB群には下記の 4種類がある。

１軸 PTP位置決め FB群

１軸の PTP位置決め運転用FB群

疑似直線補間演算FB群

２～４軸の合成速度から各軸速度を演算するFB群

カム・走行切断運転FB群

カム運転や走行切断のための同期運転用FB群

４軸補間運転FB群

４軸の直線補間，２軸の円弧補間運転FB群

位置決め FBは，ある FBの演算結果で次の FBを起動

する（FBと FBとを対等レベルで接続），あるいは個別の

機能 FBをまとめて１個の複合 FBとするなどいろいろな

使い方があるが，図３に代表的な例を示す。図は 2軸の直

（4）

（3）

（2）

（1）

602（22）
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2軸 
疑似直線 
補間演算FB

1軸PTP 
複合FB

1軸PTP 
複合FB 1軸PTP複合FB 

に内蔵される個別 
機能FB

1軸PTP複合FBの図式宣言 

個別FB

個別FB

手動運転FB

原点復帰FB

自動運転FB

運転指令 

手動正転指令 

手動逆転指令 

原点復帰指令 

自動運転指令 

強制停止指令 

キャンセル指令 

一時停止指令 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

DINT 

DINT

運転中 

FB動作中 

位置決め完了 

原点復帰正常完了 

パラメータ設定完了 

異常検出 

ワーク座標指令現在値 

ワーク座標帰還現在値 

（X1，Y1） 

（X0，Y0） 

合成速度V

X軸 

速
度 

速
度 

X軸 

Y軸 

補間演算 
Y
軸 

－MPTPMOV（1軸PTP複合FB） 

図３　位置決め用拡張 FBの接続例

現在周波数REG トップ周波数REG 
速度倍率REG 
 

減速点REG

ベース周波数REG 
速度倍率REG

時　間 加減速 
REG

指令パルスREG

周
波
数 

図２　位置決めモジュールの基本機能表２　PLCとのインタフェース信号 

アドレス 

0

1

2～3

4～5

6

7

8～9

10～11

12

13

14

15

16～17

18

19

20～21

チャネル1 
入力領域 

チャネル2 
入力領域 

チャネル1 
出力領域 

チャネル2 
出力領域 

手動パルサ 

ビット情報信号1 
　ニアゼロ，位置決め完了，Z相検出， 
　割込み信号検出，非常停止異常， 
　±0T異常，偏差オーバ異常など 

ビット情報信号2 
　EMG入力，±0T入力，原点LS入力， 
　RDY信号，書込み応答，読出し応答など 

現在値データ1　（帰還現在値など） 

現在値データ2　（指令現在値） 

ビット情報信号3 
（ビット情報信号1と同じ。チャネル2用） 

ビット情報信号4 
（ビット情報信号2と同じ。チャネル2用） 

現在値データ3　（帰還現在値など） 

現在値データ4　（指令現在値） 

現在値データ5　（外部入力カウンタ） 

現在値データ6　（モジュール検出時間） 

ビット指令信号1 
　起動，カウンタリセット，Z相検出指令， 
　割込み信号検出指令，減速停止，急速停止， 
　アラームリセットなど 

ビット指令信号2 
　書込みREG選択，REG書込み指令， 
　読出しREG選択，REG読出し指令など 

設定値データ領域1（REG書込みデータ） 

ビット指令信号3 
（ビット指令信号1と同じ。チャネル2用） 

ビット指令信号4 
（ビット指令信号2と同じ。チャネル2用） 

設定値データ領域2（REG書込みデータ） 

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 データ 

表３　位置決めモジュールの内部レジスタ 

No. 説　明 レジスタ名称 R/W

W

W

R

R/W

R/W

W

W

W

0

1

2

3

4

5

6

7

・
・
・
・
・ 

トップ周波数REG

ベース周波数REG

現在周波数REG

指令パルスREG

減速点REG

加減速REG1

加減速REG2

速度倍率REG

パルス出力周波数の設定REG

自起動周波数の設定REG

現在周波数（現在速度）REG：実測値 

出力パルス数の設定REGパルス出力によ 
り減算される 

減速開始点の制御用REG自動減速点演算 
有効時は自動演算される 

通常運転での加減速時間の設定REG

急速停止，非常停止での減速時間REG

最高周波数の設定REG



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の位置決めモジュール

線補間動作を行うための処理である。2軸の疑似直線補間

演算 FBでは X軸，Y軸の合成速度を各軸のデータに分

解し，１軸 PTP複合 FBを起動する（両方の FBは対等

のレベル）。１軸 PTP複合 FBでは，個々の機能 FBを呼

び出し，位置決め動作を行う（個別 FBは，複合 FBより

１段下位のレベル）。１軸 PTP複合 FBの入出力データに

は，従来の位置決めモジュールインタフェース（I/F）に

相当する信号が割り付けられている。例えば，位置決めモ

ジュール側がパルス単位で指令する基本的な機能のみとなっ

ていても，ユーザーアプリケーション側から１軸 PTP複

合 FBへは設定単位（mmなど）での指定が可能であり，

複合 FBで設定単位→パルス数の変換を行っている。すな

わち，拡張FBを組み込むことで，従来の位置決めモジュー

ルと同等の使い方ができる。

また，個別の機能 FBに対しユーザーアプリケーション

で直接指令することも可能である。必要な個別機能 FBの

みを組み合わせて使用すれば，プログラムのコンパクト化，

処理の高速化が行える。

位置決め用支援システム

位置決め用支援システムは，SXの統合支援システム

（SES）の一機能として位置づけられている。位置決め支

援システムには，パラメータ編集，位置決めプログラム編

集などが用意されている。図４は位置決めパラメータ編集

支援システムの画面例である。位置決め用支援システムは

Windows
〈注〉

の作法を取り込み，市販ソフトウェアと操作方

法の共通化を図っている。支援システムはパーソナルコン

ピュータ（パソコン）上で動作し，単独，あるいは SXの

CPUモジュールに接続して使用する。単独でパラメータ

編集を行った場合，編集結果はパソコン内に格納できる。

また，CPUモジュールと接続した場合には CPUモジュー

ルへ直接ダウンロード，あるいは CPUモジュール側から

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

アップロードが可能である。SES では，同一パソコン上

で PLCローダと位置決め用支援ツールの両方に使用でき

る。すなわち，コネクタ差し替えを行わなくてもパソコン

操作で PLCローダ，位置決め支援ツールの両方の機能を

実行できる。

適応例

SX の適用例について図５，図６を用いて説明する。図

５はロータリシヤーでの走行切断システムであり，SXで

はカッタ部の制御を行っている。カッタ部のロール径より

長い切断長の場合には，図に示したような速度パターンと

なるよう制御している。

図６は本システムでの位置決め用拡張 FBの構成である。

四角で囲まれた各処理が位置決め用拡張 FB（個別の機能

FB）であり，影付きの「指令補整演算FB」と二重枠線の

「現在値演算FB」を除き，富士電機で用意しているFBを

使用している。本システムではカッタ軸の高速応答性を最

優先としており，不要な機能 FBは削除することで処理の

高速化（位置決め演算周期 2ms）を実現している。

バックラッシ関連 FB（機械系のバックラッシ補整機

能）

ロータリシヤーは一方向への回転動作のため，本機能を

実装しない。

パルス数変換 FB（単位系mmなどからパルス数変換

処理）

（2）

（1）
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アナログ 
速度指令 

帰還パルス 

電 
源 

C 
P 
U

M 
A 
2

PG

PG

M

サーボ 
アンプ 

速 
度 

主軸角度 

カッタ部 
（ロータリシヤー） マークセンサ 

切断材料 

主軸パルス 

MICREX-SX

図５　走行切断装置（ロータリシヤー）

モジュール 
I/F 
入力部 

モジュール 
I/F 
出力部 

ユーザー 
I/F 
指令部 

ユーザー 
I/F 
応答部 

現在値 
演算 

主軸位置 
演算 

カム位置 
演算 

指令補整 
演算 

バック 
ラッシ 
逆補整 

バック 
ラッシ 
演算 

加減速 
演算 

パルス数 
変換 

パラメータ 
設定 

原点 
復帰 

手動 
運転 

同期 
運転 

即値 
運転 

オーバ 
ライド 
演算 

SOT 
範囲監視 

＊1

＊1

図６　位置決め用拡張 FBの適応例

図４　位置決めパラメータ編集支援システムの画面例



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の位置決めモジュール

操作部コントローラで変換演算を実行できるため，本機

能を実装しない。

オーバライド演算FB（動作速度の変更機能）

同期運転システムのため，本機能は不要である。

ソフトウェアOT（＋－ SOT）監視 FB

回転動作であり，本機能は不要である。

なお，従来の位置決めモジュールでは，図に示されてい

る機能がすべて組み込まれており，使用しない機能の削除

対応は困難である。

現在値演算FB

設定単位（mmやインチ）への変換演算が不要のため，

標準の拡張FBを置き換えている。

指令補整演算FB

機械構成に合わせて特殊な補整演算を行う FBであり，

「カム位置演算 FB」と「同期運転 FB」間に挿入している

（新規機能の追加FB）。

あとがき

SX 用位置決めモジュールと FBの概要について説明し

た。従来の位置決めモジュールの機能がブラックボックス

であったのに対し，SXでの位置決めシステムでは各機能

別に FBが用意されており，オープン化指向となっている。

SXでは目的とする機械制御に必要な機能 FBを選択し，

組み込むことを特徴としているが，実機への適用に際し本

稿が参考になれば幸いである。

今後の対応では，SXの位置決め用 FBを一層充実させ

ていくことにより，各種機械の自動化，高速化，高精度化

の要求にこたえていく所存である。

（6）

（5）

（4）

（3）
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2803304 佐々木光夫絶縁膜を備えた半導体装置の製造方
法

2803344 田中　猛夫
浜田　敏義NO分析計

2803687 高橋　良和半導体装置

2803690 山田　英司オープンショーケース

2803691 樽見　信雄変圧器鉄心

2803692 上田　典宏
平野　　孝ショーケースの表示カード保持装置

2803697

佐々木光祐
大河内　昇
松田　幹彦
松本　浩造

インクジェット記録ヘッドの製造方
法

2803838

岩本　昌三
木村　幸雄
松島　幸三
永田　和重

カップ式飲料自動販売機の飲料水加
熱装置

2803941 佐々木康成
初又　　繁間欠曝気式活性汚泥法の制御方法

2796561 片野　浩司表形式文書認識方式

2797358 橘内　正光オイルダッシュポット

2797663 久本　正昭直列共振型インバータ回路

2797685 後藤　友彰ドライエッチング方法

2797688 土屋　和広伝導度変調型MISFETを備えた半
導体装置

2797723 林田　幹雄蒸気タービンの端止翼

2798023 大月　正人
西浦　　彰半導体装置及びその製造方法

2798098 坂本　雅司玉貸機およびその制御方法

2798099 坂本　雅司動作状態表示装置を備えた台間玉貸
し機

2800286 小松　　正燃料電池の生成水回収装置

2800374 高林　泰弘電力変換器の過電流保護装置

2800377 石田　紘一定電流電源の制御装置

2800383
野村　年弘
久本　正昭高周波インバータ

2800399 根岸　　徹タービンの油圧式保安装置

2800432
中西　孝司
石井　新一
高橋　　弘

インバータ装置における設定値の設
定方法

2802328
曽我　　清
山下　哲朗自動選択着信装置

2803169
黒田　昌美
天野　雅世
古庄　　昇

電子写真用感光体

2803288 後藤平四郎リン酸型燃料電池の冷却方法

2803239 長沢　　誠燃料電池制御方法



藤田　和弘

プログラマブルコントローラの開

発設計に従事。現在，機器事業本

部機器制御事業部 PLC開発部主

査。

竹内　　基

プログラマブルコントローラの開

発設計に従事。現在，吹上工場電

子設計部主査。

宮宗　　潔

プログラマブルコントローラの開

発設計に従事。現在，機器事業本

部機器制御事業部 PLC開発部主

任。
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まえがき

現在，制御システムにおけるネットワークおよび機能モ

ジュールは，FA（Factory Automation），CIM（Com-

puter Integrated Manufacturing）システムを構築する手

段として，また省線化によるシステムのトータルコストダ

ウンの手段として，必須（ひっす）なものとしての位置を

確立してきている。

これらは，従来から使用されている各社専用ネットワー

クのほかに，近年では，国際的なオープンネットワークを

採用していく傾向が強まってきている。また，RS-232C

などの汎用シリアル通信インタフェース（IF）を持つ FA

機器も従来以上に増えてきている。

統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」では，こ

れらの動向を踏まえ，ますます多様化するニーズにこたえ

るため，各種ネットワークおよび機能モジュールを品ぞろ

えしている。

以下に，MICREX-SX シリーズのネットワークおよび

機能モジュールについて内容を紹介する。

ネットワークおよび機能モジュールの構成と

特長

図１は，MICREX-SX シリーズのネットワークおよび

機能モジュールの構成例である。

機械や制御システムの国際商品化，省線化，メンテナン

ス性の向上などのニーズにこたえるオープンネットワーク

モジュール群と従来システムとの互換性重視の観点から，

FA用ネットワークとして好評を得ている富士電機の専用

ネットワークモジュール群を品ぞろえしている。

オープンネットワークモジュール群のなかでは，最近の

動向であるセンサレベルに対応した現場設置向け省線化バ

ス AS-i（アクチュエータセンサインタフェース）マスタ

モジュールとパーソナルコンピュータ（パソコン）で一般

化しつつある PCカードソケット（PCMCIA）を搭載した

PCカードインタフェースモジュールを用意した。PCカー

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
ネットワークモジュールと各種機能モジュール
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藤田　和弘（ふじた　かずひろ） 竹内　　基（たけうち　もとえ） 宮宗　　潔（みやそう　きよし）

オープンネットワーク 

管理・監視装置群 

Ethernet PEリンク Pリンク，PEリンク 

メモリカード 
インタフェース 

汎用通信 Pリンク 

異機種 
コントローラ 

Tリンク 
マスタ 

Tリンク 

ソフトウェア 
PLC

ディジタル 
サーボ 

インバータ 
POD

I/Oモジュール群 

ターミナル 
I/O

ターミナル 
I/O

インバータ ディジタル 
サーボ 

POD

PCカード 
インタフェース 
　　＋ 
モデムカード 

PCカード 
インタフェース 
　　＋ 
Ethernetカード 

公衆回線 

コントロ－ラ間 
ネットワーク 

I/Oネットワーク 

省線化バス 

富士電機専用ネットワーク D300win
MICREX-IXシリーズ 
MICREX-Fシリーズ 
HDC-250

RS-485
RS-232C

MICREX-SX 
プロセッサユニット 

JPCN-1 
マスタ 

MICREX-SX 
JPCN-1 
インタフェース 

MICREX-SX 
Tリンク 
インタフェース 

MICREX-F 
集合形リモート 
I/Oユニット 

DeviceNet，PROFIBUS-DP

AS-i 
マスタ 

AS-iバス 

図１　ネットワークおよび機能モジュールのシステム構成例



ドインタフェースモジュールは，①異メーカー間，異機種

間のデータ通信の手段としてFA領域でも適用されてきて

いる Ethernet
〈注〉

カード，②公衆回線を介した制御システム

のリモートメンテナンスが可能になるモデムカード，③大

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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表１　ネットワークおよび機能モジュールの仕様概要 

モジュール 項　目 仕　様 

P/PEリンク 

Tリンクマスタ 

Tリンク 
インタフェース 

JPCN-1マスタ 

JPCN-1 
インタフェース 

AS-iマスタ 

PCカード 
インタフェース 

メモリカード 
インタフェース 

共有メモリ容量 

メッセージ通信機能 

リンク最大接続台数 

伝送路形態，距離 

伝送速度 

リンク伝送機能 

SX最大I/O点数 

I/O実装台数 

SX最大I/O点数 

I/O実装台数，I/O点数 

I/O占有点数 

カードスロット部仕様および 
適用PCカード種類 

メッセージ通信機能 

Ethernetカード通信機能 

モデムカードサポート機能 

メモリカードサポート機能 

最大I/O点数 

スレーブ最大接続台数 

伝送路形態，接続距離 

伝送速度 

伝送機能 

カードスロット部仕様 

サポート機能 

その他の特長 

伝送速度 

伝送サービスサポート 

メッセージ通信機能 

接続台数，伝送路形態 

伝送速度，最大接続距離 

伝送サービスサポート 

Tリンク伝送機能サポート 

メッセージ通信機能 

Tリンク最大接続台数 

伝送路形態，距離 

伝送速度 

Tリンク伝送機能サポート 

Pリンク：7.6 kワード 

あり，またSX用ローダコマンドサポート機能あり 

Pリンク：16台 

Pリンク：バス，250 m（同軸ケーブル） 

5 Mビット/秒 

ブロードキャスト伝送，メッセージ伝送 

2,048点（128ワード）［ただしTリンク局番設定は99まで］ 

最大10モジュール（ディジタルI/O，アナログI/Oのみ） 

2,032点（127ワード）［JPCN-1局番01～7F，1ワード単位］ 

最大10モジュール（ディジタルI/O，アナログI/Oのみ），最大128ワード 

26ワード（AS-i入出力およびコマンド/ステータス情報） 

PCMCIA2.01/JEIDA4.1準処，DC5V仕様インタフェース 
PCMCIA TYPE-Ⅰ，Ⅱ×2スロット，①Ethernetカード　②モデムカード 
③メモリカード（①，②はどちらか一つのみ実装可能） 

あり，またSX用ローダコマンドのサポートあり 

最大通信ノード数：8ノード 
サポートプロトコル：TCP/IP，UDP/IPプロトコル 
（1）アプリケーション通信モード 
　　　（M–OPEN，M–SEND，M–RECEIVE　FB使用） 
　　　①汎用通信モード：通常ノードとの交信 
　　　②固定バッファ通信モード：三菱Ethernetユニットとの交信 
（2）自動転送モード：R–READ，R–WRITE FBによるデータ通信 

リモートローダ通信 

（1）FBによる各種データの読出し/書込み（F–READ，F–WRITE FB使用） 
（2）ローダによるデータの読出し/書込み，プログラムの読出し/書込み 
［＊電源投入状態でのメモリカードの挿抜（そうばつ）可能］ 

8点カプセル使用時：248点，4点カプセル使用時：124点 

31台 

バス，スター，ツリー　最大100 m（専用ケーブル） 

167 kビット/秒［リフレッシュ時間：最大5 ms（8点I/O×31局時）］ 

I/Oリフレッシュ伝送 

PCカードインタフェースと同じ仕様（ただし，1スロット） 

同上　メモリカードサポート機能（1），（2）サポートおよびモジュール前面の 
　　　スイッチ操作によるプロセッサへのプログラムのアップロード，ダウンロード 

4点/8点単位のI/Oカプセル（保護構造：IP65/67） 
I/Oカプセルへのリモート給電（信号ライン共用，DC30V/2A） 

125 kビット/秒，250 kビット/秒，500 kビット/秒，1 Mビット/秒 

初期設定，入出力，リセットサービス 

JEM-TR192のREAD/WRITEサービス相当，JEM-TR192のPUT/GETサービス 

スレーブ：最大31台，バス 

125 kビット/秒：1 km，250 kビット/秒：800 m，500 kビット/秒：480 m， 
1 Mビット/秒：240 m（シールド付きツイストペア線） 

初期設定，入出力，リセット，データ読出し，データ書込みサービス 

初期化伝送，I/O伝送，メッセージ伝送 

あり，またSX用ローダコマンドサポート機能あり 

I/Oカプセル：32台 

バス，最大1 km（シールド付きツイストペア線） 

500 kビット/秒 

初期化，I/O伝送，メッセージ伝送，ローダコマンド 

PEリンク：24.5 kワード 

PEリンク：64台 

PEリンク：バス，500 m（同軸ケーブル） 

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のネットワーク・・・



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のネットワーク・・・

量の制御データや結果データ，プログラムなどの保存・利

用を可能にするメモリカードが利用できる。また，メモリ

カードを専用化して低価格化したメモリカードインタフェー

スモジュールも用意している。

一方，RS-232C などの汎用的なシリアル通信のインタ

フェースモジュールとして汎用通信モジュールがあり，そ

れに接続される各種機器との通信用パッケージソフトウェ

アを拡張ファンクションブロック（以下，拡張FBと略す）

として数多く用意している。

各モジュールの仕様概要を表１に，1システム内の最大

接続台数を表２に示す。

ハードウェア

３.１ モジュール構造

ネットワークおよび機能モジュールの筐体（きょうたい）

はモールド成形品を使用したコンパクトな構造である。シ

ステム変更・追加の際にモジュールの幅寸法の違いによる

装着スロット位置の変更が発生しないようにすべてのモ

ジュール幅は35mmで統一した。

外線ケーブル接続部は，配線作業性，耐久性に優れた端

子台，コネクタ類を使用している。特に，Pリンク，PE

リンク，Tリンク，JPCN-1 のモジュール群では配線作業

の標準化ができるよう配慮し，従来から実績がある着脱式

端子台コネクタで統一を図った。

PCカードインタフェース，メモリカードインタフェー

スモジュールは，PCカードがケース内に納まるようにモ

ジュールの深さ寸法を増やすとともに固定金具を用意して，

PCカードおよびケーブルの耐振動・衝撃性を FA用途に

耐えるレベルまで向上させた。

３.２ 内部構成

ネットワークおよび機能モジュールではシステムバスイ

ンタフェース部に SXバスマスタ用 LSI（略称： SBM）

を搭載し，外部インタフェース部には各ネットワークで用

意されている専用 LSI（例： JPCN-1 では JPM，Tリン

クではMLC）を搭載するなど高集積部品を採用し，小形

化を図った。

Pリンク，PEリンクモジュールのシステムバスは，SX

バスのほかに CPUから直接アクセスできるプロセッサバ

スのインタフェースを持っている。これにより，アプリケー

ションによる Pリンク，PEリンク内の共有メモリを高速

にアクセスし，高速処理システムの実現を可能にしている。

また，すべてのモジュールは，ホトカプラまたはパルス

トランスによって，外部ケーブル側と内部ロジック間を絶

縁し，システムの安全性向上も図っている。

ソフトウェア

ネットワークおよび機能モジュールのアプリケーション

インタフェース上の特長を以下に述べる。

４.１ システム構成定義・モジュール動作定義の設定

設定は，MICREX-SX シリーズで共通な，階層化した

ビジュアルなインタフェースにより直結 I/O と同じ感覚

で行うことができる。これにより作業の容易化を図ってい

る。

特に，省線化バスであるAS-i マスタの場合は，I/O 空

間にコマンドやステータスを割り付けることで，直結 I/O

と同様にモジュールを選択するのみで設定が完了する。シ

ステム構成定義・モジュール動作定義例を図２に示す。

４.２ ユーザーアプリケーションプログラム

ネットワークおよび機能モジュール用に標準化した

FBによりメッセージ通信がより容易に実現できる。各

モジュールと利用可能な FBの対応を表３に示す。また

FBは，MICREX-SX シリーズ間の通信はもとより図３

に示すように MICREX-SX シリーズと MICREX-F シ

リーズとの間のメッセージ通信も可能にしている。

リモート I/O マスタに接続される I/O モジュールの

I/Oアドレスは，階層化された表現（リモート I/Oマス

タの SXバス局番，リモートネットワーク局番，I/Oモ

ジュール内ワードアドレス，ビットアドレス）になって

いる。アドレス表現のなかに I/Oモジュールのリモート

ネットワーク局番がそのまま表記されており，プログラ

（2）
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図２　システム構成・モジュール動作定義画面例表２　1システム内の最大接続台数 

SXバスへの接続台数 分　類 モジュール名 

Pリンク 

PEリンク 

PCカードインタフェース 

メモリカードインタフェース 

汎用通信 

Tリンクマスタ 

JPCN-1マスタ 

Tリンクインタフェース 

JPCN-1インタフェース 

AS-iマスタ 

通信A 

通信A 

通信A 

通信A 

通信A 

通信B 

通信B 

対象外 

対象外 

  I/O

最大 2台 

最大 2台 

最大 4台 

最大16台 

最大16台 

最大 8台 

最大 8台 

 

 

最大19台 

最大 
2台 

最大 
16台 

最大8台 

最大 
16台 
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ム上の I/O と具体的な I/O モジュールの対応づけが容

易に行える。

４.３ 故障診断・RASモニタ機能

プログラミング支援ツール（以下，D300win という）

の故障診断画面により，システムの状態や各モジュール内

にある詳細な RAS情報が容易にモニタできる。これによ

り，トラブルシューティングがより的確に行える。また，

既存ネットワークの RAS 情報も従来と同一の RAS ファ

イル構造，RASコードで保存しているため，標準化され

ているトラブルシューティング作業が継続して適用できる。

機能モジュール

５.１ 汎用通信モジュール

５.１.１ 位置づけ

汎用通信モジュールはMICREX-SX シリーズにおいて，

汎用のシリアルインタフェースを提供するハードウェアモ

ジュールである。RS-232C と RS-485 各 1 チャネル合計２

チャネルのタイプと，RS-232C，RS-485 それぞれ 1チャ

ネルの 3タイプの形式がある。本モジュールにより汎用の

シリアルインタフェースを持った外部FA機器（温度調節

計やバーコード読取り装置など）と，MICREX-SXシリー

ズとの通信が可能になる。

本モジュール内には，アプリケーションプログラムは存

在せず，CPUモジュール側にアプリケーションプログラ

ムを実装する。これにより，各種通信プロトコルを実現す

ることで，本モジュール応用の自由度を上げている。幾つ

かの代表的なプロトコルについては，標準汎用通信パッケー

ジやFA機器用汎用通信パッケージなどのソフトウェアモ

ジュール（拡張FB）として提供される。

５.１.２ 特長と仕様

汎用通信モジュールのハードウェアでは，インタフェー

ス変換のみを行う。伝送速度やデータビット長などの伝送

パラメータの設定や，プロトコル制御は CPUモジュール

側のパッケージソフトウェアから行う。したがって，同じ

ハードウェアでもパッケージソフトウェアを入れ替えるこ

とによりさまざまなプロトコルに対応できる。

モード設定することにより D300win とのインタフェー

スとしての使用が可能である。

５.１.３ ハードウェア構成

汎用シリアルインタフェースはホトカプラで外部機器と

絶縁されており，電気的まわり込みなど接続時のトラブル

をなくしている。ユーザーインタフェースとしては通信状

態モニタ用 LED，動作モード設定用スイッチ，RS-485 局

番設定用スイッチがあり，外部機器とはD-sub9 ピンコネ

クタで接続する。ハードウェア仕様を表４に示す。

５.１.４ システム構成

２チャネルタイプの汎用通信モジュールは，チャネルご

とのアプリケーションプログラムを CPUモジュールに実

装することで，各チャネル独立して動作する。複数のプロ

グラムを実装することで，複数の汎用通信モジュールを制

御することも可能である。
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表３　ネットワークおよび機能モジュールと通信用FB

メッセージ関係FB

M–OPEN
M–SEND
M–RECEIVE

モジュール名 R–READ
R–WRITE

Pリンク 

PEリンク 

Tリンクマスタ 

JPCN-1マスタ 

PCカードIF 
（Ethernet） 

PCカードIF 
（メモリカード） 

メモリカードIF 

AS-iマスタ 

F–READ
F–WRITE

READ–WORD
WRITE–WORD

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯：利用可能，　 ：利用不可 

◯ 

◯ 

表４　ハードウェア仕様 

分　類 RS-485RS-232C

NP1L-RS1

NP1L-RS2

NP1L-RS4

同期方式 

伝送速度 

接続台数 

接続方式 
（モジュール側） 

伝送距離 

1チャネル 

 

1チャネル 

調歩同期方式 

1：31（最大） 

D-sub9ピンコネクタ 
（オス） 

1 km以内（ただし伝 
送速度19.2 kビット/ 
秒以下） 

1チャネル 

1チャネル 

1：1（外部機器を1台） 

D-sub9ピンコネクタ 
（メス） 

15 m以内 

1スロット 

形
　
式 

外
部
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス 

占有スロット数 

伝送プロトコル 
CPUモジュールに実装させる拡張FBと組み合わ 
せたアプリケーションプログラムによる。 

1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/ 
38,400/57,600ビット/秒，ただしRS1の 
場合，2チャネルの最大合計57,600ビット/秒 
以下 

Tリンク 
マスタ Tリンク 

Tリンク 
スレーブ 

SXアプリケー 
ションだけでの 
読出し，書込み 

Fのアプリケー 
ションだけでの 
読出し，書込み 

R_READ 
R_WRITE

命令不要 

使用命令 使用命令 
データ 
の向き 

MSGR 
MSGT

命令不要 

アプリケーション 
で受信待ち状態… 
データが送られて 
きたら受信する。 
 
アプリケーション 
でデータを送信す 
る。 

アプリケーショ 
ンで受信待ち状 
態…データが送 
られてきたら受 
信する。 

アプリケーショ 
ンでデータを送 
信する。 

M_OPEN 
M_SEND

M_OPEN 
M_RECEIVE

ファイル送信 
（モジュール 
　送信） 

ファイル受信 
（モジュール 
　受信） 

MICREX-SX側 
MICREX- 
F70S側 

図３　MICREX-SXシリーズとMICREX-F シリーズ間の
メッセージ通信
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また，動作モードをローダ接続モードにすることでRS-

485 を使用したリモートメンテナンスシステムを容易に実

現することができる。この場合も RS-232C 側は独立して

使用することが可能である。図４にアプリケーション例を

示す。

５.１.５ 汎用通信モジュール用拡張 FB群

ソフトウェアパッケージには D300win に標準添付され

る標準汎用通信パッケージ（表５）と，オプションの FA

機器用汎用通信パッケージ（表６）がある。

５.１.６ アプリケーションプログラム例

図５に無手順 FBの使用例を示す。用意した通信 FBを

選ぶだけで汎用通信が実現できる。ユーザーは通信を意識

したプログラム作成が不要となり，開発効率の向上が図れ

る。

５.２ 外部故障診断拡張 FB

５.２.１ 特長と製品一覧

外部故障診断拡張FBは，外部に接続される機器の

™時系列的なタイミングのずれ

™不正パターン

™機器の寿命（回数，動作時間など）

™トレース機能

などの動作状態の監視ができ，外部機器の予防保全が容易

になる。

従来は専用のハードウェアモジュールを用いて実現して

いた。MICREX-SX シリーズではこの外部故障診断拡張

FB集のなかから必要な機能（拡張 FB）を CPUモジュー

ルに組み込み，監視のためのハードウェアとして標準入出

力モジュールを用いることにより，特別な機能モジュール

を用意することなくシステムの監視が実現できる。

この製品は，

故障診断機能を実現するFB集

支援ユーティリティソフトウェア

で構成されるパッケージソフトウェアである。

表７に，用意した拡張 FBとその監視・診断内容の一覧

を示す。支援ユーティリティソフトウェアは，FBを動作

させるために，D300win に組み込んで各種パラメータを

表形式で設定することにより，故障診断ソフトウェアを容

易に作成するためのソフトウェアである。

診断方法は，以下の 2種の方法から選択できる。

診断機能に応じた FBを D300win により選択・格納

し，診断パターンをパラメータとして登録

ティーチング機能により正常パターンを記憶

故障診断結果を CPUモジュール本体内蔵シリアルポー

トや，システムに接続された各種通信モジュールを経由し

（2）
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図５　無手順 FBの使用例

システムA システムB通常モード 変換モード 通常モード 

CPU 
モジュール 

温度調節FB

D300 
win

D300 
win

温度調節計 

バーコード 
FB

汎用通信 
モジュール 

A

RS- 
232C

RS- 
485

汎用通信 
モジュール 

RS- 
232 
C

RS- 
485

汎用通信 
モジュール 

B

RS- 
232C

RS- 
485

RS-485機器 
例：バーコード 

（汎用通信モジュールの局番設定は16台まで，接続できる外部機器は 
　自モジュールを含めて32台まで） 

外部FA機器 
（RS-232C機器） 

システムBを支援 

C
P
U
 

モ
ジ
ュ
ー
ル 

図４　アプリケーション例

表５　標準汎用通信パッケージ 

拡張FBの種類 拡張FB名称 対象機器 

無手順 
無手順の通信プロトコルをアプリ 
ケーションプログラムで実現する 
ためのFB

温度調節計通信手順 富士電機：PYX

–C–free

–CfdPYX

BCR通信手順 富士電機：PK2，3 –CfdPK

インバータ通信手順 
富士電機：FRENIC5000 
　　　　：FVR□□ 

–CfdFRN 

–CfdFVR

表６　FA機器用汎用通信パッケージ 

拡張FBの種類 拡張FB名称 対象機器 

温度調節計 
通信手順 

理化工業（株）：FAREX□□ 
　　　　　　：REX□□ 
　　　　　　：SRmini 
オムロン（株）：E5AX，E5□J 
　　　　　　：E5CK 
（株）山武 　　：SDC40A/40G

–CrkREX

–ComAX 

–ComCK 

–CymSDC

ID通信手順 

オムロン（株）：V600 
シャープ（株）：DS-30D 
（株）山武 　　 ：WAM120 
和泉電気（株）：FP1A

–ComV6 

–CshDS 

–CymWAM 

–CizFP

BCR通信手順 

（株）キーエンス：BL180，BL500， 
　　　　　　　　 BL700 
（株）東研 ：TLMS□□，TCD□□ 
　日本電機精器（株）：BCC2600 
　和泉データロジック（株）：DS□□ 

–CkyBL 
 

–CtkTCD 

–CndBCC 

–CizDS

SECS手順 
半導体機器の通信手順規格SECS-Iに 
対応したプロトコル –C–SECS

FANUC 
通信手順 

ファナック製NC装置の標準通信プロト 
コル –CDNC2

シリアル 
プリンタ 

PC-PR201 
ESC/P-J84など –C–Print
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て通知する。もちろん，通信対象として複数の機器を選択

できる。表７の順序・時間診断拡張 FBによる監視対象２

点の例を図６に示す。各ステップでは，対象となる信号の

状態変化の時間範囲を監視している。ティーチングあるい

は支援ユーティリティで設定した基準時間に対し最大・最

小許容時間の範囲内で順序どおりオンオフパターンを繰り

返していれば正常と判断し，図６のように最大・最小許容

時間を外れた場合は異常と判断し故障通知する。

５.２.２ 拡張 FB例と支援ユーティリティの画面例

図７，図８に D300win の画面に表示される順序・時間

診断拡張FB（4点）と支援ユーティリティの例を示す。

あとがき

今回のMICREX-SX シリーズの開発においては，専用

ネットワークモジュールでは「既存品との接続互換性の確

保」，オープンネットワークモジュールでは，オープンな

ために複雑になりがちな「パラメータ設定やアドレス割付

作業の簡素化・容易化」を重要ポイントとした。

今後，さらに各種オープンFAネットワークモジュール

の品ぞろえを充実させ，また汎用通信モジュールについて

は，拡張FBの充実化を図っていく所存である。
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監視対象1

スタート 時間の流れ 

監視対象2

ステップ 

最大許容時間： 最小許容時間： 
正常 正常 正常 

基準時間： 

ステップ 
ステップ 異常ステップ 

4th
3rd

2nd
1st

ステップ 

図６　順序・時間診断拡張 FBの例

起動PB 電気条件 ティーチング 
異常 

異常検出 起動指令 

異常検出 診断中 異常警報 

ティーチング 
指令 

条件 ティ－チング異常　異常検出 ティーチング 
完了 

ティーチング 
開始 起動指令 

_TSTPCKB

ティ－チング 
起動 

起動指令 S_STB S_TRUNB

S_TEAB S_TERRB

S_PICB1 S_TFRQB

S_PICB2 S_CHKB

S_PICB3 S_WARYB

S_PICB4 S_WARB

P_FILSCB S_SETB

ティ－チング中 

ティーチング起動 ティ－チング 
エラー 

LS1 ティ－チング 
回数 

LS2 診断中 

LS3 異常検出 

LS4

パラメータ 
ファイル 

パラメータ 
ファイル 
データなし 

異常発生 
ステップ 

図７　拡張 FB例表７　外部故障診断拡張FBの一覧 

監視・診断内容 

監視対象のオンオフ状態を時系列 
に監視または基準パターンを時間 
基準・動作順序で監視。監視デー 
タ作成には，支援ユーティリティ 
により設定する方法とティーチン 
グによる方法がある。 

監視対象の不正パターン，正常パ 
ターンの監視をし，不正パターン 
の場合には異常リレーがオンする。 
パターン作成には，支援ユーティ 
リティまたはティーチングによる 
方法がある。 

監視対象のオンオフ回数を監視し 
設定した回数を超えるか，下回る 
と異常と判断し異常リレーがオン 
する。 

監視対象のオンオフ時間の積算値 
を監視し設定警報値を超えた場合， 
異常と判断し異常リレーがオンす 
る。 

監視対象のアナログ量の上限値・ 
下限値を検出回数により監視し設 
定検出回数を超えると異常と判断 
し異常リレーがオンする。 

監視対象のアナログ量を前回値と 
の偏差により監視し設定された検 
出回数を超えると異常検出リレー 
がオンする。 

監視対象のオンオフ状態を一定周 
期でサンプリングし，ファイルに 
格納。本FBでは診断を行わない。 

監視対象のアナログ量を一定周期 
でサンプリングし，ファイルに格 
納。本FBでは診断を行わない。 

拡張FBの種類 

順序・時間診断 
拡張FB 
（1，4，8，16， 
32点と連結用） 

論理診断拡張FB 
（1，4，8，16， 
32点） 

回数診断拡張FB 
（1，4，8，16点） 

稼動時間診断 
拡張FB 
（1，4，8，16点） 

上下限値診断 
拡張FB 
（1，4，8，16点） 

偏差診断拡張FB 
（1，4，8，16点） 

データサンプリン 
グ-1拡張FB 
（1，4，8，16， 
32，64点） 

データサンプリン 
グ-2拡張FB 
（1，4，8，16， 
32，64点） 

拡張FB名称 

–TSTPCK＊ 
（＊：A～H） 

–TLGCCK＊ 
（＊：A～E） 

–TCNTCK＊ 
（＊：A～D） 

–TWTMCK＊ 
（＊：A～D） 

–TUDLCK＊ 
（＊：A～D） 

–TDVTCK＊ 
（＊：A～D） 

–TDTSMP＊ 
（＊：A～F） 

–TANSMP＊ 
（＊：A～F） 

図８　支援ユーティリティ画面例



福住　光記

制御システム用ソフトウェア支援

システムの研究開発に従事。現在，

システム事業本部 SIセンター SI

技術営業部主査。

山田　正志

制御システム用ソフトウェア支援

システムの研究開発に従事。現在，

システム事業本部 SIセンター制

御技術開発部主任。

濱田　明秀

プログラマブルコントローラの開

発設計に従事。現在，機器事業本

部機器制御事業部 PLC開発部主

任。

まえがき

プログラマブルコントローラ（PLC）の高機能化に伴い，

制御ソフトウェアも複雑化・大規模化が進んでいる。プロ

グラミング支援ツール（ローダ）にとって，プログラム作

成の効率化向上が大きな課題とされている。しかしながら，

現状のプログラミング技法では，

低水準プログラミング言語による生産性の低さ

プログラム再利用の困難

プログラム構造の不透明さによる保守性の悪さ

などの要因がその高効率化を阻んでおり，その結果，プロ

グラム作成・保守両面でユーザーに大きな負担を強いてい

るのが実情である。これら阻害要因の抜本的改善による，

効率の飛躍的向上が強く望まれている。

このたび「MICREX-SX シリーズ」（以下，SXシリー

ズと略す）の統合プログラミング支援システム（SES）を

開発した。SES を開発するにあたり，以下の三つの基本

コンセプトを設定した。

国際規格言語の採用

ソフトウェア開発方式のブレークスルー

各種支援機能の統合

本稿では，SES の特長および機能の概要について紹介

する。

SESの特長

SES の全体像を図１に示す。SES は，SXシリーズの各

種モジュールを対象とした高効率なプログラミング支援シ

ステム環境を実現するためのソフトウェア製品である。そ

の特長を次に述べる。

２.１ 快適な支援環境の実現

プログラミング支援システムは，その使い勝手の善しあ

しがきわめて重要なポイントである。SES では，ハード

ウェアに汎用パーソナルコンピュータ（パソコン）を使用

し，OSには現在国際的なデファクトスタンダードとなっ

ているWindows
〈注1〉

95，WindowsNT
〈注2〉

を採用した。ユーザー

インタフェースはマウスオペレーションを中心とした

Windows のスタイルガイド（Windows の標準的な表示操

作に関する規約）に則することで，操作の一貫性，直感的

な分かりやすさ，マルチウィンドウ，習得期間の短縮など

を実現している。また，現場などでマウスが使えない環境

に対応するため，すべての操作はキーボードからもできる

ようになっている。

２.２ 国際規格言語〔IEC61131-3（旧番号体系

IEC1131-31993）〕の採用

現行の PLCのプログラミング言語は，伝統的なラダー

言語（LD言語）が主流である。LD言語はグラフィカル

な表現によって直観的にその内容を理解できるメリットを

持つ反面，問題点も多く，一般に LD言語で大規模なプロ

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
統合プログラミング支援システム
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福住　光記（ふくずみ　みつのり） 山田　正志（やまだ　まさし） 濱田　明秀（はまだ　あきひで）
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C:=A  AND  NOT  B  Structured  Text

A 
B 
C

A B

A

B

C

C

Function Block図 

Ladder図 

STEP1

STEP4

SFC

STEP2 STEP3

 
Instruction List

フロー 部品 

G01X100.0 Y50.0 F20.0 M40 
G03X150.5 Y40.5 F22.0 M41 
G01X200.5 Y62.3 F18.5 M42 
G01X100.0 Y50.0 F20.0 M43 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

温調パターン設定 

時間 

設
定
値 

速度　100m/s
回転　150rpm

コンベア 

コーラ 

運転 停止 

国際規格　 
プログラム 
（IEC）　　 

位置決め　 
モジュ－ル 
支援　　　 

その他の　 
高機能　　 
モジュ－ル 
支援　　　 

POD支援 

動作仕様 
記述　　 

システム 
定義 

Windows 
対応パソコン 

コンパイル 
逆コンパイル 

デバッグ 
モニタ 

D300win

SXシミュレータ 

POD

故障診断 

印刷 

既存機種 
互換支援 
（IECコン 
　バータ） 

SPS

SPH

MICREX-SX

図１　SESの全体像
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統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の統合プログラミング・・・

グラムや，複雑な数値演算を記述したり保守することはき

わめて困難であるとされている。LD言語の抱える問題点

の主要なものを次にあげる。

シンボルや機能がさまざまな PLC製品間で異なる。

プログラムの構造化や階層化の機能が貧弱である。

ソフトウェアの再利用性が限定されている。

アドレス指定やデータ構造が貧弱である。

これらの問題点を改善すべく，メーカー各社でさまざま

な工夫がなされているが，このことが逆に機種間の言語の

違いを大きくしている。言語に関しては，デファクトスタ

ンダードの登場は期待できないのが現状である。

富士電機では，国際規格言語（IEC1131-3）を全面採用

することで，上記問題点の根本解決を図った。

２.３ プログラム作成効率の向上

ラベルによるプログラミング

プログラミングはすべてラベル（変数）による記述を基

本とした。PLC内部メモリへの割付けは，コンパイラが

自動的に行うので，重複などのミスがない。I/Oアドレス

などは，プログラミングとは別に個々のラベルに独立に割

り付けることができるので，I/Oアドレスが変更されても，

プログラム自体の変更が不要である。

プログラムの再利用・結合

プログラムを部品化する手段〔ファンクション（FCT），

ファンクションブロック（FB）〕を用意し，再利用を可能

とした。また，複数人で部分的に作成したプログラムを切

取り・張付け（cut&paste）機能で結合できるようにする

ことで，プログラムの並列開発を容易にした。

机上シミュレーション

SES にシミュレータを実装し，作成したプログラムを

実機を使用せず論理シミュレーションを可能とした。

ドキュメント品質向上

ユーザー独自の印刷フォーマットの作成を可能とした。

さらに印刷プレビュー，用紙サイズを選ばない拡大・縮小

印刷などを可能とした。

２.４ 既存ソフトウェア資産の活用

従来機種（MICREX-F，FLEX-PC）で作成したプログ

ラムを，IEC1131-3 言語（LD言語）にコンバートするこ

とが可能である。

２.５ 動作仕様記述による制御プログラムの自動生成

機械動作の制御仕様書をメッセージフローとソフトウェ

ア部品で記述し，そこから PLCの制御プログラムを自動

生成するシステムを開発した。プログラム作成の工程をな

くすことで，アプリケーションプログラムの作成効率を大

幅に改善する。

２.６ 各種支援機能の統合

PLC を構成するモジュールには，位置決めモジュール，

プログラマブル操作表示器（POD）などの各種機能モ

ジュールが存在する。従来これら機能モジュールについて

は，個別の専用支援ツールが必要であったが，SES では，

各種支援ツールが共通にアドインできるプラットホーム環

境を用意した。これにより，各種支援ツールは SES と同

一のパソコンの上で動作するとともに，SES で設定した

ラベルを共有することができる。なお，POD，位置決め

などの各高機能支援ツールについては，本特集号の別稿で

紹介している。

IEC1131-3とは

IEC1131-3 は国際レベルで標準化されたプログラムの実

現をめざしており，そのために，

PLCの機種に依存しないプログラムの実現

構造化プログラミングによる分かりやすく保守しやす

いプログラムの実現

プログラム部品（ファンクション，ファンクションブ

ロック）の再利用によるプログラミング効率の向上

データ型の宣言など，厳密な文法チェックによる誤り

の少ないプログラムの実現

を図っている。

３.１ プログラミング言語

IEC1131-3 では，アプリケーションの用途別に，1種類

の共通要素と 4種類の言語を規定している（共通要素も言

語として扱い 5言語規定しているという場合もある）。共

通要素は，SFC（Sequential Function Chart），グラフィ

カル言語として LD 言語，ファンクションブロック図

（FBD言語），テキスト言語としてインストラクションリ

スト（IL 言語），ストラクチャードテキスト（ST言語）

が定義されている。IEC1131-3 で定義されている言語の例

を図２に示す。各言語の主な用途は，以下のとおりである。

IL 言語：アプリケーションの小形化

LD言語：リレーボックスの置換え

FBD言語：データ処理主体のアプリケーション

ST言語：複雑な分岐処理をもつアプリケーション

SFC：時間と事象で駆動されるアプリケーション

SESでは，上記すべての要素を完全にサポートしている。

３.２ 構造化プログラミング

上記言語で記述されたプログラム，ファンクション，ファ

ンクションブロックを総称して，プログラム構成単位（P

OU）と呼ぶ。FCT，FBはプログラムや他の FBから自

由に呼び出すことができ，階層化設計を容易にしている。

プログラムは PLCシステム（IEC1131-3 のコンフィグ

レーションに相当）の CPUモジュール（IEC1131-3 のリ

ソースに相当）のタスクに登録されることで機能する。タ

スクとは，プログラムを起動制御する仕組みのことであり，

常時起動，定周期起動，イベント起動などの種類がある。

同一タスクには複数のプログラムが登録でき，それらは登

録順に処理され，あたかも一つのプログラムであるかのよ

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）
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統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の統合プログラミング・・・

うに実行される。このようにして，大規模・複雑な処理も，

より小さな機能ブロック（POU）に分割でき，作成効率，

保守性を大きく高めることができる。IEC1131-3 のソフト

ウェアモデルを図３に示す。

なお，IEC1131-3 についての詳細は，「IEC1131-3 ハン

ドブック」（PLCopen JAPAN）などを参照されたい。

プログラム設計支援機能

４.１ 基本ユーザーインタフェース

SES におけるプログラミング支援部（以下，D300win

と称す）の基本ユーザーインタフェースをプロジェクトツ

リーと呼ぶ（図４）。プロジェクトとは，D300win におけ

るプログラムのすべての情報の管理単位であり，任意の名

称がつく。D300win で開発されたすべてのアプリケーショ

ンプログラムは，このプロジェクト名称で管理される。

図４において，Logical POUs（ロジカル POU）ノード

がプログラム作成部であり，Physical Hardware（フィジ

カルハードウェア）ノード以降がハードウェア設定部，す

なわち，SXシリーズの構成定義・作成したプログラムの

タスクへの登録・ PLCへのダウンロード・試験デバッグ

などを管理する部分となっている。

このほかに，すでに作成完了済みのプロジェクトを再利

用する場合にプロジェクトを登録し使用するライブラリノー

ド，D300win が提供する各種データ型を用いて，顧客独

自のデータ型のひな形を作成登録するデータ型ノードなど

がある。

４.２ プログラミング

プログラミングは，プログラム，FCT，FB単位で，ロ

ジカル POU階層下に作成する。POUごとに記述言語が

指定でき，一つの POUは，3種類（記述，変数，コード）

のワークシートから構成される。図５に例を示す。

４.２.１ 各種言語によるプログラミング

IL 言語，ST言語などのテキスト系言語，および LD言

語，FBD言語，SFCなどのグラフィック系言語それぞれ

に，テキストエディタ，グラフィックエディタが用意され

ている。おのおののエディタは，POUの作成言語によっ

613（33）
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図４　D300win 基本ユーザーインタフェース
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図２　IEC1131-3言語
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図３　IEC1131-3のソフトウェアモデル
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て自動的に起動される。各言語による記述例を図６に示す。

いずれの言語でも，コメントを自由に記述できる。

４.２.２ プログラミング補助機能

プログラミングをより簡単に迅速に行えるように各種の

機能を備えている。その一部を紹介する。

変数登録機能

変数宣言を，専用ダイアログで容易に登録する方法とテ

キストエディタで迅速に登録する方法を備えている（図

７）。

エラーチェックアンドジャンプ機能

作成したプログラムのエラーはコンパイルで検出され，

ユーザーエラーウィンドウに表示される。また，このエラー

メッセージを選択すると，プログラム上の異常箇所へジャ

ンプして表示することができる。さらに，ヘルプの呼出し

をすることでエラーメッセージに対する発生原因，対策を

表示する機能を提供している。図８に例を示す。

４.３ プログラムの実行設定

４.３.１ システム構成登録

SX システムを構成するハードウェアモジュールの構成

登録およびモジュールごとに必要なパラメータ設定を行う。

SXシステムから実際の構成をアップロードすることもで

きる。ツリー表現とすることで，システム構成を物理的な

イメージに近いものにしている（図９）。

４.３.２ タスク登録

CPU（IEC1131-3 のリソースに相当）には，常時起動

（Default），定周期起動（Cyclic），イベント起動（Event）

の 3種類のタスクがあり，作成したプログラムは，いずれ

のタスクにも自由に登録することができる（図 ）。なお，１０

（2）

（1）
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図５　ワークシート 図８　エラーチェックアンドジャンプ機能

図９　システム構成登録図６　D300win によるプログラム例

図７　変数登録機能
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他のプロジェクトのプログラムを登録することもでき，再

利用性を高めている。

４.３.３ マルチCPU

マルチ CPUの場合は，CPU（IEC1131-3 のリソースに

相当）が複数出現するだけで，各 CPUのタスク登録はシ

ングルの場合とまったく同一である（図 ）。プログラム

は任意の CPUへ自由に登録できるので，ごく自然に負荷

分散，機能分散を実現できる。

プログラム試験支援機能

５.１ コントローラの起動・停止

SX システムの起動・停止やプログラムのダウンロード

などは，リソース制御ダイアログ（図 ）の制御ボタン

群を用いて操作する。

５.２ モニタ機能

4 種類のモニタ機能が用意されている。

５.２.１ プログラムモニタ機能

プログラム上の各ラベル値・接点・コイルの状態をモニ

タする。フォーマットは，各言語のエディタで作成したも

のと同一である。表示色に意味をもたせて視認性を高めて

いる（図 ）。

５.２.２ 変数モニタ機能

プログラムで宣言された変数（ラベル）をモニタする。

５.２.３ ウオッチリスト機能

必要な変数（ラベル）を選択してモニタする（図 ）。

必要な変数は，プログラムモニタ，変数モニタ各画面から

簡単に登録できる。

５.２.４ ロジックアナライザ機能

指定した変数の時系列変化を波形として表示する。各種

トリガ条件が設定できる（図 ）。１５

１４

１３

１２

１１
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５.３ オンラインテスト

オンラインのデバッグ機能として下記が用意されている。

強制オンオフ

ブレークポイント

ステップ実行

条件モニタ

プログラム操作

強制オンオフを用いると，外部入力によらず，強制的に

その入力を固定値にしたり，あるいは演算の結果によらず，

強制的に出力を固定値にしたりできる。またプログラム操

作機能は，プログラム単位で実行・非実行が制御できるも

ので，構造化プログラムのデバッグに有用である。

５.４ オンラインプログラム変更

プログラムモニタ中に，POU単位で回路の変更ができ

る（図 ）。変更したプログラムは，CPUモジュールを停

止させることなく，自動的にダウンロードされる。

保守支援機能

６.１ プロジェクトの保存・復元

作成したプログラムおよび多量の補助情報をプロジェク

ト単位で，1個のファイルに圧縮保存および解凍復元する

ことができる機能を備えている。

６.２ 各種印刷機能

各種ソフトウェアドキュメント印刷について，ユーザー

が作成に手間をかけていた作業を，簡素化・省略化するた

めに提供している主な機能を紹介する。

６.２.１ ページレイアウト機能

定形図面枠などを自由に作成する機能を備えている。図

にページレイアウト例を示す。

ビットマップ機能

BMP形式の社名などのロゴの選択と印刷領域指定をす

る。

図面枠，線，テキスト枠機能

図面用の枠や線（スタイル，線幅），注記などテキスト

文字（フォントの種類，大きさなど）の設定をする。

環境テキスト機能

レイアウトごとにおのおの特定のキーワード（作成者，

印刷時刻，保存時刻，印刷するプロジェクト名など）に対

応した情報の印刷指定をする。

プログラム印刷枠

プログラムの印刷領域指定をする。

６.２.２ 印刷プレビュー機能

プロジェクトの構成や印刷したい各種ワークシートを印

刷せずに，事前に印刷状態を確認する機能を備えている。

６.２.３ プロジェクト印刷

プログラムや補助情報など異なる情報を印刷する場合，

印刷用紙の枚数を最小限にするために，ページ送りを省略

して印刷空きスペースを最小にし，プロジェクトを印刷す

る機能を備えている。プロジェクトの印刷目的に合わせ，

すでに用意してあるページレイアウト群から選択し印刷す

る機能を備えている。図 に印刷例を示す。

６.３ パスワード

D300win では，コントローラにパスワードの設定がで

きる。パスワードを設定することでコントローラ内のプロ

グラムの読出し，システム構成の変更を禁止する。これに

１７
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図１５　ロジックアナライザ

図１６　ページレイアウト機能
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プログラム印刷枠 

図面枠 

テキスト 

図１７　プロジェクト印刷
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より，第三者による不用意な変更や操作に対する保護を実

現している。

故障診断機能

故障発生時には，故障箇所の特定が急務である。故障診

断機能では，故障レベル→故障モジュール→モジュール内

詳細要因の順に階層的にメッセージ表示することで，その

特定を容易にしている（図 ）。

補助機能

８.１ ローダネットワーク

従来，富士電機の P/PE リンクなどでは，1ネットワー

ク経由でのコントローラとの接続を備えているが，この

D300win システムは，接続している SXシステムから各種

ネットワーク（Ethernet
〈注3〉

，P/PE リンクなど）により最大

２システムを中継接続して，別のSXシリーズのコントロー

ラと接続する機能を備えている。図 に接続例を示す。こ

の機能により，一層高度でかつ複雑なネットワークシステ

ムにおけるプログラム保守，デバッグ，監視ができる。

８.２ 逆コンパイルとクロスコンパイル

逆コンパイル機能とは，コントローラ内のプログラムを

D300win にアップロードし，IL 言語プログラムとして再

〈注 3〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

表示するものである。

あらかじめ変数情報をプログラムとともにダウンロード

しておく。その後，プロジェクトデータが手元にない場合

に，再び，この変数情報をプログラムとともにアップロー

ドすることで，作成時に使用した変数名に戻して表示させ

る。

クロスコンパイル機能とは，IL 言語で書かれたプログ

ラムを LD言語に変換し表示する機能である。

８.３ IECコンバータ

富士電機のMICREX-FシリーズおよびFLEX-PCシリー

ズの既存プログラム（デバイス名などのコメントやステー

トメントを含む）を IEC1131-3 に即した IL 言語表現に変

換し，また，システム定義やパラメータ設定などについて

は，その一部を SXシステムのシステム定義に変換し，既

存システムから SXシステムへの容易な移行を実現してい

る。

状況に応じたヘルプ

この D300win システムでは，作業の状況に合わせて簡

単な操作で，必要なヘルプ情報を呼び出すことができる。

手元にマニュアルがなくとも，迅速に作業を継続できる環

境を提供している。以下に主なヘルプの構成と機能を紹介

する。図 にヘルプ情報の表示例を示す。

ヘルプ情報の構成

D300win の使い方，プログラムの作り方

使用している PLCごとにファンクション・ファン

クションブロックの解説，言語ごとの使用法など

デバッグ中に発生するエラーメッセージに対する詳

細な解説と対策例

IEC1131-3 規格の解説

状況依存ヘルプ呼出し機能

D300win 上の作業状況により，簡単なキー操作でその

場に応じたヘルプ情報を呼び出す機能を備えている。

（2）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）
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図１８　故障診断

故障要因詳細 

故障要因 

図１９　ローダネットワーク
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図２０　状況に応じたヘルプ
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動作仕様記述

制御仕様書から自動的にプログラムが生成されれば，制

御ソフトウェアの生産性は飛躍的に向上する。動作仕様記

述では，制御仕様書をメッセージフローとソフトウェア部

品で記述し，プログラムの自動生成を行うものである。

図 に概要を，図 に記述例を示す。

1０.１ ソフトウェア部品

制御対象の個々の機械を制御するためのソフトウェアパッ

ケージであり，実体は IEC1131-3 で規定される FBその

ものである。FBには入力パラメータと出力パラメータが

あるが，動作仕様記述ではこれらに以下の意味を持たせ，

メッセージフローとのインタフェースとしている。

指令端子

メッセージフローからの指令書込み

状態端子

メッセージフローでの状態読出し

パラメータ端子

指令に関する詳細指定

入力端子と出力端子

外部入力，外部および部品間の接続

ソフトウェア部品は動作仕様記述のライブラリとして管

理され，ユーザーが自由に作成することができる。

1０.２ メッセージフロー

ソフトウェア部品への動作指令や状態判定，すなわち制

御仕様をフローチャート形式で記述する。メッセージフロー

は，主に指令要素（○形の要素）と判定要素（◇形の要素）

から構成される。

例えば「モータ」部品が指令端子として「起動」を持つ

場合，メッセージフローの指令要素を使用して「部品名：

モータ，指令：正転」を記述する。また，リミットスイッ

チの入力を待つような場合は，判定要素を使用して「待ち

条件：リミットスイッチオン」を記述する。図 にソフ

トウェア部品とメッセージフローの相関を示す。

1０.３ モニタ

メッセージフローは，そのままモニタ画面として使用で

きる。PLCで実行中のメッセージフローをモニタ表示す

ると，実行中のステップ要素が色変え表示される。

1０.４ 範囲指定

制御仕様は一般に正常ケースのほかに，さまざまな異常

ケースへの対応を記述しなくてはならない。このため，メッ

セージフローは異常ケースごとの判定要素が多数入り込み，

判読が困難になる。

動作仕様記述では，範囲指定機能により，正常ケースと

異常ケースを分離することで，この問題を解決した。すな

わち，メッセージフローの一部を矩形（くけい）で囲みイ

ベントと起動工程（別のメッセージフロー）を設定する。

囲まれた範囲内を実行中にイベントが発生するとメッセー

ジフローの進行を停止させ，指定したメッセージフローを

起動する。これによって通常動作を記述したメッセージフ

２３
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（3）

（2）

（1）
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図２１　動作仕様記述の概要
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図２３　ソフトウェア部品とメッセージフロー
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ローに異常処理を混在させず，別のフローにまとめること

が可能になる。図 にそのイメージを示す。

あとがき

MICREX-SX シリーズの統合プログラミング支援シス

テム SES の特長および機能について紹介した。SES の提

唱する IEC 規格言語，構造化プログラミングおよび動作

仕様記述は，限界に近づきつつある PLCのプログラミン

グ環境に革新的な開発環境を提供しうるものと考える。今

後とも SES のコンセプトを拡大していくとともに，動作

仕様記述を中心に研究を進め，制御システムのアプリケー

ション開発効率向上に寄与していく所存である。
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図２４　範囲指定機能
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まえがき

パーソナルコンピュータ（パソコン，PC）を用いた

OA（Office Automation）の世界では，近年，ハードウェ

アや基本ソフトウェア（OS： Operating System）が事

実上標準化され，ユーザーはメーカーや機種を意識せずに

それらの機器を動作させることが当たり前となってきた。

一方，生産現場で使われるFA（Factory Automation）機

器は機器メーカーの独自なアーキテクチャを持ったハード

ウェアやソフトウェアで動作しており，ユーザーは機器メー

カーから与えられた環境での制御システムの構築を行って

きた。近年，OAの世界と同様なオープンなアーキテクチャ

上で，ユーザー主体でシステム構築を可能とする要求が高

まっている。富士電機では，これらのオープン化，またそ

のためのFAへのパソコン応用の要求にこたえる製品を開

発した。

PCベースコントローラの動向

パソコンは制御システムのなかで，データ処理機能と情

報系との通信機能を持ったものとして導入が進んできた。

その後，パネルコンピュータに代表されるように，操作・

表示器としても利用されてきた。また，情報分野における

オープン化の流れは，制御分野にも広がってきており，オー

プンな素材を用いたコントローラ（いわゆるオープンコン

トローラ）に対する関心も高まっている。そこで，コント

ローラのハードウェア素材としてパソコンを利用し，その

うえでプログラマブルコントローラ（PLC）機能を実現し

たソフトウェアロジック（ソフトウェア PLC）も実用に

なっている。

このように，パソコンの制御分野への適用は着実に進ん

でおり，今後さらに加速して大きな流れとなっていくこと

が予測されている。本章では，PLCを中心として，パソ

コンをベースとしたコントローラの最近の動向について述

べる。

２.１ PCベースコントローラとは

オープン素材としてパソコンを利用した PCベースシス

テムは，オープンコントローラの基本システムとなる。そ

のため，オープンコントローラと PCベースコントローラ

は同じ意味で使われることもある。PCベースコントロー

ラの定義はあまり明確ではないが，以下では広範囲にとら

えて，ハードウェア素材としてパソコンを用いたコントロー

ラの総称と定義する。

PLCの場合，その構成要素は，ハードウェア，リアル

タイム OS，I/O に分類される。オープンコントローラに

おいては，これらに業界標準品を採用しており，ハードウェ

アとしてはパソコンを，リアルタイム OSとしては，Win

dowsNT
〈注 1〉

，WindowsCE
〈注 2〉

や VxWorks
〈注 3〉

，QNX
〈注 4〉

などの標準

OS を，I/O としては DeviceNet，JPCN-1，PROFIBUS

などのオープンフィールドバスをサポートしているものが

一般的である。

２.２ PCベースコントローラの動向

２.２.１ 国内外の動向

PCベースコントローラに代表されるオープンコントロー

ラに大きな影響を与えたプロジェクトとして，アメリカの

OMAC（Open Modular Architecture Controller）とヨー

ロッパの OSACA（Open System Architecture for Con-

trol within Automation）がある。どちらもオープンコン

トローラとして標準ハードウェア，標準 OS，オープン

フィールドバス，IEC61131-3（旧番号体系 IEC1131-31993）

準拠のプログラミングツールの採用を前提としている。こ

こでいう標準は一つの製品を指しているのではなく，業界

標準品からの選択を指している。日本でも主に NC

（Numerical Control）を対象に，OSE（Open System En-

vironment）研究会が活動をしており，1996年からは

〈注 1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Windows CE ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉VxWorks ：米国Wind River Systems, Inc. の登録商標

〈注 4〉QNX：カナダQNX Software Systems Ltd. の登録商標

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
PCベースコントローラ
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（財）製造科学技術センター（旧 IROFA）内の FAオープ

ン推進協議会が活動を行っている。

２.２.２ ソフトウェアPLCの動向

これらのプロジェクトの影響もあり，欧米を中心にオー

プンコントローラに対する関心が高まり，最近は実システ

ムへの適用が広まっている。国内でも1994年ごろからオー

プンコントローラの紹介が始まり，ソフトウェア PLCや

PLCの言語規格である IEC61131-3 が認知され始め，年々

ユーザーの関心も高まっている。国内の現状は，広くユー

ザーが使い出すまでには至っていないが，かなりの数のユー

ザーは，実システムへの適用を考えて，導入の検討や試用

を開始している。今後具体的な適用の紹介が始まれば，市

場は急激に立ち上がってくると思われる。

２.２.３ リアルタイムOSの動向

制御対象は，制御に要求されるリアルタイム性能により，

ソフトリアルタイムシステムとハードリアルタイムシステ

ムに分かれる。ソフトリアルタイムシステムは割込み応答

性が数msで，制御周期も数十ms程度で制御可能なシス

テムである。これに対して，ハードリアルタイムシステム

は，制御のために数十μs の割込み応答性を必要とし，制

御周期も 1ms 以下から数msのものである。

ソフトリアルタイム用のOSとしてはWindowsNT，Win

dowsCE がある。これらの OSはMicrosoft 社の提供する

さまざまな技術を簡単に使えるため，リアルタイム性はや

や劣るが広く採用されている。

ハードリアルタイム用のOSとしては，VxWorks，QNX，

pSOS
〈注 5〉

，Itron などの一般的な OS と WindowsNT，Win

dowsCE にリアルタイム拡張機能を付加したものがある。

富士電機のPCベースコントローラシステム

３.１ SXシリーズのなかでの位置づけ

富士電機はMICREX-SX シリーズのソフトウェア PLC

として「SPS」を開発した。図１に MICREX-SX シリー

ズのなかでの PCベースコントローラシステムの位置づけ

を示す。POD（Programmable Operation Display）はプ

ラントや装置の状態などの表示・操作を行うマンマシンイ

ンタフェース（MMI）である。SPHと SUGは専用機であ

り，SPS と SUS はパソコン上のソフトウェアによりそれ

ぞれの機能を実現している。

これらのコンポーネント群は共通の言語，プログラミン

グ支援ツール，ネットワークなど一貫した思想で設計され

ており，ユーザーは機種に依存しないシステム構築，保守

が可能である。

ハードウェア PLCは専用の CPUを用いた高速処理を特

徴としており，また，機械組込みに適した耐環境性や取付

け構造を有している。一方，ソフトウェア PLCはパソコ

ンアーキテクチャ上で動作し，情報処理やパソコンのリソー

スを活用した上位ネットワークとの連携が優れている。

〈注 5〉pSOS ：米国 Integrated Systems, Inc. の登録商標

ソフトウェア PLCは処理速度ではハードウェア PLCに

及ばないものの，パソコンの多くのハードウェア・ソフト

ウェアコンポーネントと連携がとれるオープンなコントロー

ラとして位置づけられる。

したがって，ソフトウェア PLC「SPS」の用途としては，

監視制御分野

ソフトウェア PLC とソフトウェア PODや汎用ソフ

トウェアとの連携

制御機能とネットワークの連携

といった，比較的制御性能が要求されず，パソコンの持つ

潤沢なハードウェア資源（メモリ，外部記憶），アプリケー

ションソフトウェアやOSの持つネットワーク機能などを

活用できる分野に最適である。

３.２ ソフトウェアPLC「SPS」

３.２.１ 特　徴

SPS の特徴としては，ハードウェアは PC-ATアーキテ

クチャのパソコン，OSはWindowsNTといったデファク

トスタンダードのオープンプラットホーム上で動作する。

プログラミング言語は国際標準規格 IEC61131-3 に準拠し

ており，MICREX-SX シリーズ共通のプログラミング支

援ツールである D300win を使用する。ユーザーは SPS を

MICREX-SX シリーズのコントローラの 1タイプとして

取り扱うことができる。SPS と SPHのアプリケーション

プログラムは互換性を持つため，プログラムの再利用が相

互に可能である。また，SXバスインタフェースを使用す

ることで SPHとのマルチ CPU構成が可能であり，高速

制御は SPHで行い，高速性を要求されない監視制御を

SPS で行うなどの処理分担を行うことが可能である。性

能面では WindowsNT がソフトリアルタイム向けの OS

であるため，定周期タスクの実行周期の設定は 10ms の

N倍が可能であり，デフォルトタスクは最小 20ms の周

期で動作する。拡張性の面では，パソコンの ISA，PCI バ

ス用の各種拡張ボードのサポート，ソフトウェア PODな

どのほか，アプリケーションソフトウェアやネットワーク

を介した豊富なMICREX-SX シリーズコンポーネントと

の連携動作が可能である。

（3）

（2）

（1）
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図１　MICREX-SXシリーズにおける位置づけ
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３.２.２ SPSの構成

SPS はバックグラウンドで動作するので，ほとんどの

場合は直接ユーザーの目にふれることはない。必要なすべ

ての操作は，ダウンロードやデバッグを含め，D300win

のグラフィカルユーザーインタフェースを通して行われる。

SPS の内部構成を図２に示す。

SPS は WindowsNT上で動作し，プログラムの中間言

語から機械語への変換や拡張命令の実行を行う命令実行制

御部，定周期タスクの起動スケジュールを管理するタスク

スケジューラ部，I/Oメモリと I/Oデバイス間で入出力処

理を制御する I/O インタフェース部，プログラミング支

援ツールD300win との通信を行うプログラミング支援ツー

ルインタフェース部，ユーザープログラムのデバッグを支

援するデバッガ部で構成されており，ユーザープログラム

（アプリケーション），ユーザーデータ（データメモリ領域），

I/O メモリ（I/O イメージ領域）などのメモリ領域を管理

している。

３.２.３ SPSの仕様

SPS の製品仕様を表１に示す。

３.２.４ SPSのシステム構成例

SPS のシステム構成例を図３に示す。

この例ではリモート I/O として JPCN-1 を使用し，マ

622（42）
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図２　SPSの内部構成
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図４　SUSの内部構成

表１　SPSの製品仕様 

項　目 仕　様 備　考 

動作環境 

OS：Windows NT 4.0  
　　  SP3以上 
CPU：Pentium

＊
75MHz 

　　　 以上 
主記憶：48Mバイト以上 
ハードディスク：1 Gバイト 
　　　　　　　　以上 
拡張バス：ISAバス 

1本（デフォルトタスク） 

4本 

タスク同期 

IL，ST，LD，FBD，SFC

200ns/200ns 
（Pentium75MHz） 

約5kステップ/POU 

256kワード 

8,192点 

128本 

512本 

最大 8 CPU

最小20 ms

IEC61131-3準処 

10 msの　倍 N

応用命令：ADD

SX バス上 

サイクリックタスク 

定周期タスク 

入出力制御方式 

プログラム言語 

処理速度 
（基本命令/応用命令） 

プログラム容量/POU 

メモリ容量 

最大I/O点数 

最大プログラム本数 

最大FB登録数 

マルチCPU

＊Pentium：米国Intel Corp. の商標 

表２　SUSの仕様 

項　目 仕　様 

スイッチ数 最大500個/1画面 

ランプ数 

データ表示 

最大500個/1画面 

制限なし/1画面総使用量64 kバイト以内 

円・棒・パネルメータ：制限なし/1画面総使用 
　　　　　　　　　　　量64 kバイト以内 
統計・トレンドグラフ：各最大1,024個/1画面 

半角文字 80文字×24行 
全角文字 40文字×24行（VGA時） 

バッファデータをサンプリング表示（定時サン 
プル，ビット同期，ビットサンプル，リレーサ 
ンプル） 

最大1,024個 

最大2,560個 

最大1,024個 

最大1,024個 

最大6,144行 

最大　256個 

最大1,024個 

最大1,024個 

最大1,024個 

最大1,024個 

最大　  16個 

6種 

ANKコード＋JIS第1・第2水準漢字 

Windowsフォントサポート 

グラフ数 

1画面あたりの文字数 

サンプリング 

スクリーン 

グラフィック 
ライブラリ 

マルチウィンドウ 

データブロック 

メッセージ数 

ユーザー図形 

マクロブロック 

ページブロック 

ダイレクトブロック 

スクリーンブロック 

タイルパターン 

線　種 

表示可能文字 

表示フォント 
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スタとしてパソコンに JPCN-1 インタフェースボードを

内蔵し，スレーブ局として I/O モジュール，ハードウェ

アPOD，ソフトウェアPODを接続している。また，D300

win を SPS とは別のパソコンで動作させ RS-232C で接続

しているが，SPS と同一パソコンで D300win およびソフ

トウェア PODを動作させることも可能である。

３.３ ソフトウェアPOD「SUS」

ソフトウェア PODとは，富士電機が従来から提供して

いる PODの機能をパソコン上で実現するものである。

前述のソフトウェア PLCと組み合わせることにより，

制御と操作表示機能を一つのパソコン上で行うことができ

る。

SUSの主な特徴は次のとおりである。

サポートツールがハードウェア PODと共通

特別なパソコンプログラム作成の知識を必要とせず，従

来の PODの画面作成ツールでビジュアルにプログラムす

ることができる。FA現場で従来から使い慣れたサポート

ツールを使用することにより，プログラムの作成や保守の

時間短縮が図れる。

ソフトウェア PLC，ハードウェア PLCとの連携

PLC内部データをアドレス値だけでなく，ラベル（変

数名称）で参照することができる。MICREX-SX シリー

ズの特徴である変数名連携機能により，プログラムの表現

がよりユーザーに使いやすいものとなっている。

パソコンのリソースを有効利用した豊富な機能

パソコンの機能を有効に利用することにより，大画面対

応や，漢字変換フロントエンドプロセッサ機能利用による，

漢字入力，またパソコンの大容量データメモリなどをサ

ポートしている。

図４に SUS の内部構成を，表２に SUS の主な仕様を示

す。

３.４ パソコン内蔵ボード

富士電機はソフトウェア PLC やソフトウェア PODを

内蔵したパソコンに実装される各種機能を持ったボードを

提供している。

（3）

（2）

（1）
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図５　インタフェースボードの外形

表３　インタフェースボードの仕様

（a）ネットワークインタフェースボード

SXバス
インタフェース

Tリンク
インタフェース

JPCN-1
インタフェース

™MICREX-SXシリーズのSXバスとインタ
　フェースするボード
™マスタ・スレーブ機能

™Tリンクとインタフェースするボード
™マスタ・スレーブ機能

™JPCN-1ネットワークインタフェース
　ボード
™マスタ・スレーブ機能

名　称 機　能 形　状

ISAハーフ
サイズ

ISAハーフ
サイズ

ISAハーフ
サイズ
PC104

SX高性能
CPUボード

F70S
CPUボード

™MICREX-SXシリーズのSPH300と同等
　の機能を持つPLCボード
™SXバスインタフェース付き

™MICREX-FシリーズのF70Sと同等の
　機能を持つPLCボード
™Tリンクインタフェース付き

名　称 機　能 形　状

ISAハーフ
サイズ

ISAハーフ
サイズ

（b）機能ボード

【制御システム】
™位置決めコント
　ローラへの指令
™入出力シーケンス
　制御
™温度制御（PID）
™ホストコンピュータ
　との通信制御

【操作表示システム】
™状態表示
™操作入力
　（タッチパネル）
™保守情報表示

【サポートツール】

ソフトウェアPLC
（SPS）

ソフトウェアPOD
（SUS）

パネルコンピュータ

メッセージマネジャ

ドライバ

インタフェース
ボード
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図６　アプリケーション事例



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のPCベースコントローラ

ボードとパソコンのインタフェースは産業用パソコンや

パネルコンピュータで最も普及している ISAバスを基本

的に採用しており，一部組込みに適した PC104 インタ

フェースボードも提供している。

ボードは外部とのデータ交換を行うネットワークインタ

フェースボードと制御を行う機能ボードの 2種類に分類さ

れる。

ネットワークインタフェースボードにはホストコンピュー

タや PLC 接続のためのインテリジェント機器間インタ

フェースボードと，入出力機器や PODなどの表示端末機

器との接続を行うボードがある。

機能ボードにはハードウェア PLC機能をボード上で実

現した PLCボードがあり，高速処理の PLCをパソコンに

内蔵して使用することができる。

それぞれのボードには基本的にWindows NT 4.0 用のド

ライバソフトウェアが用意されている。また，ソフトウェ

ア PLC やソフトウェア PODに付属されているメッセー

ジマネジャシステムを用いれば，ユーザーが簡単な設定で

各ボードとのデータ交換が可能である。

インタフェースボードの外形例を図５に，仕様を表３に

示す。

富士電機は，これらのボードを各種ネットワークや機能

に対応させ機種の拡充を図る予定である。

アプリケーション事例

ソフトウェア PLC，ソフトウェア PODを使用したアプ

リケーション事例を以下に紹介する。

本事例は，産業用加工装置で，位置決め制御，温度調節

制御，ディジタル入出力制御を行っている。サーボモータ

を使用した位置決め制御は，ハードウェア PLC「SPH」

を使用した位置決めコントローラにより制御され，全体の

管理ならびに温度制御（PID 制御）などをソフトウェア

PLCが行っている。また装置のMMI としてソフトウェア

PODが使用されている。

本システムのシステム構成を図６に示す。

管理系と MMI をソフトウェア PLC，ソフトウェア

PODに行わせ，高速制御を統合コントローラ SPHで行わ

せることにより，階層的な制御構造を実現しており，シス

テムの機能変更や拡大に柔軟に対応できる構造となってい

る。

また，サポートツールはパネルコンピュータ上に常駐さ

せており，ソフトウェアPLC，ソフトウェアPODのサポー

トはもとより，SXバスで接続されたハードウェア PLC

のプログラムの保守も可能としている。このようなシステ

ムとすることにより，現場で特別なツールを用いることな

く容易に保守を行うことが可能である。

あとがき

富士電機の PCベースコントローラの概要を紹介した。

MICREX-SX シリーズの管理系上位機種として位置づけ

されるこれらのコンポーネントはオープン化の要求にこた

えるとともにハードウェア PLC やハードウェア PODと

大きな親和性を持っている。

本稿では主にWindowsNTを OS とするソフトウェア

PLC，ソフトウェア PODを紹介したが，富士電機では，

ハードリアルタイム OS対応のソフトウェア PLC，ソフ

トウェア PODの開発も進めており，ユーザーの広範囲な

ニーズにこたえる所存である。
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まえがき

富士電機は1988年，業界に先駆けプログラマブル操作表

示器（POD）を製品化しているが，最新の制御装置を構

成する場合，コントローラはプログラマブルコントローラ

（PLC），マンマシンインタフェース（MMI）は PODとい

われるようにFA（Factory Automation）コンポーネント

として不可欠なものとなっている。

現在，PODは単に表示ランプや操作スイッチ機能があ

ればよいばかりでなく，設備の稼動状況やメンテナンスの

ためのデータ，ビデオ映像など，より高度な情報を簡単か

つ明快に表現できるものが求められている。また，POD

の機能拡大に伴いアプリケーションソフトウェア開発の合

理化・効率化が強く求められている。

今回，統合コントローラ「MICREX-SX シリーズ」を

構成するMMI として，新しいコンセプトに基づくハード

ウェア POD（SUG）の新形 UGシリーズ（図１）を開発

した。

本稿では，新形UGシリーズ（UG220，320，420，520）

およびそのプログラミング支援ツールの概要を紹介する。

新形UGシリーズ製品の概要

２.１ 新形UGシリーズの機種構成

現 UGシリーズは画面サイズ 5.7 インチの UG210 と同

10.4 インチの UG400 の 2 機種であるが，新形 UGシリー

ズは 7.7 インチおよび 12.1 インチを加え 4画面サイズの品

ぞろえとした。特に 7.7 インチの UG320 は小形ながら

10.4 インチ品と同じ表示分解能があり，小形化・低コスト

化が求められる中形器市場に大きなインパクトを与える機

種である。12.1 インチ品は，監視システムの用途の拡大

に対応し画面サイズの拡大と監視ビデオカメラ映像の表示

などの機能を付加したものである。

現UGシリーズと新形UGシリーズの機種一覧を表１に

示す。

２.２ 新形UGシリーズの開発の狙い・特徴

新形UGシリーズは，次を主な狙いとし開発した。なお，

開発製品の仕様を表２および表３に示す。

２.２.１ 高速処理動作の実現

PODはマクロ処理や各種ネットワーク対応など要求機

能の拡大に伴い，処理の高速化が課題であった。

新形 UGシリーズでは CPUに32ビット RISC プロセッ

サを採用することにより，従来比約 5倍の CPU処理速度

を実現した。また，高速処理を実現するうえで 33,000 ゲー

トのゲートアレーを新たに開発し，PCI バスコントローラ

およびシリアル通信回路をゲートアレー内に集約した。こ

れによりパーソナルコンピュータ（パソコン）用の最新グ

ラフィックアクセラレータを PODで初めて採用，表示描

画速度を高速化することができた。

２.２.２ 小形で使いやすい本体構造

新形UGシリーズの外観ケースはすべて新規に意匠デザ

インおよび構造設計を行い，外観デザインを一新するとと

もに，構造としては防じん・防滴（IP65）， 耐振動ともに

優れた構造とした。また，フロント，インサイド，リア部

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の
プログラマブル操作表示器
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川島　重雄（かわしま　しげお） 大島　繁男（おおしま　しげお）

UG320 UG420 UG520

図１　新形UGシリーズの外観

表１　PODの機種一覧 

画面サイズ 12.1インチ 5.7インチ 7.7インチ 10.4インチ 

現シリーズ 

新シリーズ 

UG210

UG220 UG320

UG400

UG420 UG520



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のプログラマブル・・・

の３ブロックで構成される新しい構造を採用しブロック別

組立を可能とし，各種仕様への柔軟な対応と組立工数の低

減を図るとともに，バックライト交換の作業性の向上を実

現した。

また，内蔵する各コントロール基板部品のチップ化およ

びゲートアレー化，多層基板採用による高密度実装化によ

り，PODベゼル寸法に対する表示画面サイズの拡大（有

効表示エリア率拡大）を図った。

２.２.３ プログラミング機能充実

新形 UGシリーズのプログラミング支援ツール（POD

エディタという）は，WindowsNT
〈注1〉

，Windows
〈注 2〉

95 に対応

しWindows の操作性を取り入れ，MICREX-SXシリーズ

の統合支援システムの一環としてスケーラブルマルチコン

トローラ SPHのプログラミング支援ツールと操作方法を

統一，より使いやすいものとした。また，快適な画面作成

を可能とするため次の 3例のほかに約 100 項目の改良・追

加を行った。

CADと同様の操作で作画ができる端点サーチ機能

（カーソルを自動的に線の終端や図形のコーナに移動さ

せる）

ウィンドウを複数開き，そのウィンドウ間で文字やビッ

トマップをカットアンドペーストおよびコピーアンドペー

〈注 1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

ストで編集する機能

DXFファイル（CADデータファイル）から作画デー

タへのデータ変換機能

なお，PODエディタは，新UGシリーズと現UGシリー

ズの両方の機種をサポートできる。

２.２.４ 高機能化

新形UGシリーズでの主な追加機能は次のとおりである。

性能仕様とオプション仕様の内容を表３および表４に示す。

ビデオ入力表示機能（1）

（3）

（2）

（1）
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表２　新形UGシリーズの一般仕様 

UG220 UG320 UG520UG420

電　源　電　圧 

消　費　電　力 

耐　　電　　圧 

DC24V AC85～265V

10 W 20 W 35 W 50 W

DC外部端子一括とケース間1,500 V１分間 AC外部端子一括とケース間1,500 V１分間 

ノ イ ズ 耐 量  1,600 Vp-p（ノイズ幅1   s，50 ns） ノイズ周波数30～60Hz のノイズシミュレータによる 

耐　　振　　動 JIS C 0911に準拠 

耐　　衝　　撃 JIS C 0912に準拠 

使 用 周 囲 温 度 0～50 ℃（ただし，STNカラーは0～40℃） 

使 用 周 囲 湿 度 85%RH以下（ただし，結露なきこと） 

外 形 寸 法 182×139×50（mm）＋op2
＊ 

230×175×66.1（mm）＋op2 310×240×92.3（mm） 334×270×95.8（mm） 

パネルカット寸法 

＊ op2：別途購入し本体に装着するオプション 

175×132（mm）
 

220.5×165.5（mm） 289×216.2（mm） 313×246.2（mm） 

項　目 

形　式 

表３　新形UGシリーズの性能仕様 

項　目 

形　式 
UG220

LCDモノクローム，STNカラー 

320×240（5.7インチ） 

UG320

STNカラー 

640×480（7.7インチ） 

UG420

TFTカラー，STNカラー 

640×480（10.4インチ） 

UG520

TFTカラー，STNカラー 

800×600（12.1インチ） 

表示デバイス 

ドット構成（画面サイズ） 

タッチスイッチ分解能 

画面データ記憶 

PLC接続インタフェース 

モジュラージャック1

モジュラージャック2

プリンタインタフェース 

フラッシュメモリ　1 Mバイト（5 Mバイトまで増設可能） 

アナログ抵抗膜方式　1,024×1,024

RS-232C，RS-422（RS-485） 

RS-232C，RS-422（RS-485），画面データ転送，バーコード，メモリカードレコーダ接続用 

RS-232C，RS-422（RS-485），バーコード，メモリカードレコーダ接続用 

セントロニクス準処（NEC PR201，EPSON ESC/Pコードおよびその互換機） 

表４　新形UGシリーズのオプション仕様 

UG220 UG320 UG420 UG520

× 

× 

op3

× 

× 

op3

op2

op2

op2

op2

× 

op3

× 

× 

op3

op2

op2

op2

op2

op1

op3

op1

op1

op1

op2

op2

op2

op2

op1

op3

op1

× 

op1

op2

op2

op2

メモリカセット 
（2 Mバイト， 
　4 Mバイト） 

内蔵メモリカード 

外部カードレコーダ 

ビデオ入力 

アナログRGB入力 

増設I/Oユニット 

通信インタ 
フェース 
ユニット 

JPCN-1 

Tリンク 

SXバス 

op1：メーカーで本体内に組み込むオプション 
op2：別途購入し本体に装着するオプション 
op3：別売・別置のオプション 

項　目 

形　式 



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のプログラマブル・・・

外部テレビカメラからのビデオ入力（65,000 色，カラー

画像信号）をユーザーの作成した画面に合成して表示する

機能を実現した。これにより，テレビカメラによる画像監

視が可能となった。

ビデオ入力インタフェースは 4チャネル装備しており，

アプリケーションでその内から 1チャネルを選択して表示

できる。画像表示のサイズおよび表示位置は，PODエディ

タにより任意に設定可能である（図２参照）。

カラー表現力の向上

表示色についてはパレットコードを追加して，128 色＋

ブリンク表示を可能にした（UG220 は16色）。

フラッシュメモリの採用

新形UGシリーズでは，フラッシュメモリの採用を進め，

システムプログラムおよびフォントデータも PODエディ

タから転送する方式とした。これにより，例えば外国語対

応において PODエディタ上で表示言語を選択し，フォン

トデータを転送することで各国語対応ができる。

マクロ機能の強化

総数，平均値，最大値，最小値を求めるコマンドを追加

した。なお，マクロ実行処理速度は現UGシリーズの約５

倍の高速化を実現した。

２.２.５ 各種ネットワークへの対応

コントローラとの通信インタフェースは，RS-232C/

RS-422 プログラムレス通信（対象 PLCメーカー19社）を

標準としている。

これとは別に，普及が進んでいる各種ネットワークに対

応するため，通信インタフェース部をモジュール化し，

POD本体に装着し追加できる方式とした。これにより今

後出現する各種ネットワークを含めて柔軟に対応すること

ができる。

現在のオープンネットワークおよび富士電機のオリジナ

ルネットワークへの対応は，表４のとおりである。

MICREX-SXシリーズのMMI としてのPOD

ここでは統合コントローラMICREX-SX シリーズにお

ける新形 PODについて記述する。

３.１ MICREX-SXシリーズでのPODの接続形態

MICREX-SX シリーズでの POD接続形態は図３のとお

りで，4種類ある。高速性を要求する場合は SXバスを，

接続距離が短く台数も少ないときは RS-232C，RS-422 を，

接続距離を要求する用途は Tリンク，JPCN-1 を，また

オープンネットワークを要求するときは JPCN-1 を選択

できる。

図３は PODとの接続関係のみを示したが，SXバスに

はスケーラブルマルチコントローラ SPHとソフトウェア

ロジック SPS（SXバスインタフェースボードを挿入した

パソコン＋ソフトウェア PLC）を合計 8台まで接続でき

る。

３.１.１ SXバス直結

MICREX-SX シリーズのシステムバスである SXバス

に直接接続することで，スケーラブルマルチコントローラ

SPH 側に特別な通信モジュールを用意することなしに

PODを接続することができ，25Mビット/秒での高速伝

送により従来のインタフェースでは実現できない高速レス

ポンスを可能とした。

３.１.２ 汎用通信モジュール経由での接続

PLC との接続では，最も一般的な接続方式であり，標

準装備のRS-232C，RS-422 のポートで接続可能である。

３.１.３ Tリンクでの接続

富士電機オリジナルのフィールドネットワークであるT

リンクで接続する場合は，SPH側にTリンクインタフェー

スモジュールを装着し接続する。

この Tリンク上に SXローダコマンドを流せるように

機能拡張を行い，従来の Tリンク機器との共存および高

速長距離伝送を可能とすることができた。

３.１.４ JPCN-1での接続

JPCN-1 は，（社）日本電機工業会（JEMA）の定める

オープンネットワークである。SPH側に JPCN-1 インタ

フェースモジュールを装着し接続する。JPCN-1 には他社

製品を含め各種 I/O機器を接続できる。

PODとの通信は JPCN-1 の GET/PUTコマンドおよび

入出力サービスをサポートすることで，SPHと SPS との

接続を可能とした。

（4）

（3）

（2）
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図２　UG520のビデオ映像表示例

CPU1 CPU2

SXバス 

Tリンク 

POD1 ①SXバス直結 

POD2 ②汎用通信 
   モジュール経由 

POD3 ③Tリンク 
   モジュ－ル経由 

POD4

RS-232C，RS-422

JPCN-1

④JPCN-1 
   モジュ－ル経由 

図３　MICREX-SXシリーズでのPOD接続形態



統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のプログラマブル・・・

３.２ コントローラおよびPODのプログラミング

支援ツールの連携

３.２.１ 変数名連携

従来の PODとコントローラ（PLC）間のデータ・信号

授受は PODエディタで PLC のメモリアドレスを直接的

に指定することにより設定していた。

MICREX-SXシリーズのスケーラブルマルチコントロー

ラ SPHは IEC61131-3（旧番号体系 IEC1131-31993）準拠

であり，制御プログラミングはプログラムの再利用性を高

めるため，原則として直接的にメモリアドレスを用いず変

数名（信号名，ラベルともいう）で行う方式を採用してい

る。

当然 POD画面作成・プログラミングにおいても，これ

らの変数名を共有する必要性がある。このために変数名の

定義ファイルをスケーラブルマルチコントローラ SPHの

プログラミング支援ツール（D300win）と PODのプログ

ラミング支援ツール（PODエディタ）で共用，データを

共有させる方式とした。

変数名定義ファイルは，制御プログラムの作成作業の工

程で生成したものを，PODのプログラミング（具体的に

は表示データ，入力データへの適用変数名の指定プルダウ

ンメニュー操作，図４参照）の過程で読み出し参照して，

指定できる。また，PODのプログラミング過程で生じた

新たな変数の定義や定義の変更は，変数名定義ファイルに

反映される。

D300win と PODエディタの連携の関係を図５に示す。

３.２.２ プログラム開発環境が同一の場合

統合支援システムとして，D300win と PODエディタを

同じパソコンで同時に走らせて編集する標準的な使い方の

場合を図５ に示す。

変数名情報は，図５に示すとおり D300win の変数名定

義ファイル内に格納されている。

PODエディタは，変数名連携機能によりD300win 内の

変数名定義ファイルにアクセスし変数名の登録，参照を行

うことができ，共通の変数名情報は自動的に更新される。

３.２.３ コントローラとPODのプログラミング支援ツール

が別々の場合

PODのプログラミングをする場合は，図５ に示すよ

うにまず D300win から目的とする変数情報をエクスポー

トする。PODエディタではこの変数データを使い，変数

名の登録，参照を行うことができる。

あとがき

以上，新形UGシリーズの開発概要を紹介した。なお，

今後も 5.7 インチ未満の小形器や機能性能アップ・使い勝

手の改良など開発に努力していく所存である。

（b）

（a）
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図４　変数名の指定操作画面
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まえがき

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の核を構

成するスケーラブルマルチコントローラ SPH（以下，SPH

と略す）は，高速処理，マルチ CPUシステム，国際標準

言語 IEC61131-3（旧番号体系 IEC1131-31993）の採用など，

従来のプログラマブルコントローラ（PLC）と比較して革

新的なアーキテクチャを採用している。SPH は従来の

PLCにはない新しい概念も多く，これらを駆使すること

により，PLCの適用範囲，応用範囲はさらに拡大してい

くものと考える。本稿では，SPHをベースにしたシステ

ム構築にあたって，参考になる事項，また必要となる新し

い概念のうち，高速処理，特に入出力応答時間，マルチ

CPUシステム，プログラミングについて述べる。

入出力応答時間

２.１ 入出力応答時間を決める要素

高速機械への適用において特に重要な入出力応答時間に

ついて説明する。入出力応答時間は入力が入ってプログラ

ムにより処理され，出力するまでの時間で規定される。こ

れは，少し厳密性を欠くが，図１のように考えることがで

きる。この図は，タスクで実行されるプログラムが一つで，

しかもバスタクト周期内でプログラムがすべて実行される

ものと仮定している。実際には，複数のプログラムがデフォ

ルト，定周期，イベントといったタスクに割り付けられて

実行されるため，このように単純ではないが，すべてのプ

ログラムが常にバスタクト周期内に実行できれば同様に考

えることができる。

バスタクト周期内にプログラムが実行されるものと考え

ると，入出力応答時間を構成する要素は入力フィルタ遅れ，

バスタクト周期，出力応答遅れである。

バスタクト周期の増加に伴う入出力応答時間の実測値を

図２に示す。本測定は CPUに SPH300 を使用して実施し

た。また，標準入力モジュールを使用したため，入力フィ
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ルタは 1ms で測定しているが，さらに高速な応答を必要

とする場合にはノイズなどの影響を考慮しながら，入力フィ

ルタ 1ms 以下の設定が可能な高速入力モジュールを使用

することで対応することができる。出力応答遅れは 0.5ms

程度と推定される。バスタクト周期が大きくなると，ばら

つき（最小値と最大値の差）も大きくなることは注意すべ

き点である。要求される入出力応答時間を満たすためには，

まず，バスタクト周期が図２に示す入出力応答時間内に実

行され，かつバスタクト周期の時間よりプログラムスキャ

ンが短いことが必要である。そこで以下に主要な検討項目

であるバスタクト周期とプログラムスキャンについて説明

する。

２.２ バスタクト周期

バスタクト周期とは，SXバス上の I/O リフレッシュ周

期である。バスタクト周期とプログラムの実行周期は同期

しており，図１からも分かるように入力はこのバスタクト

周期でプログラムに取り込まれ，演算処理され出力される。

バスタクト周期を決める要素としては，I/O点数，CPU台

数，リモート I/O マスタ台数，通信モジュール台数があ

る。タクト制御の詳細は省くが，ここではシステムを検討

するうえでの大まかな目安を紹介する。SXバスが直結

I/O だけで構成されている場合のバスタクト周期を図３に，

リモート I/Oマスタがある場合のバスタクト周期を図４に

示す。

２.３ プログラムスキャン

プログラムスキャンとは，プログラムの総実行時間であ

る。詳細はここでは省略するが，以下に注意すべき点を述

べる。

一点は，ユーザーファンクションブロック（FB）とユー

ザーファンクション（FCT）のコール回数が多くなると

スキャンタイムへの影響が無視できない点である。高速制

御の場合には特に考慮すべき点である。

二点目はプログラムの実行時間がバスタクト周期の時間

を超える場合には，そのプログラムの実行終了後の SXバ

スの I/O リフレッシュ時にプログラムの実行結果が出力

される点である。

三点目は，必要な最終出力が出るまでに数スキャンのプ

ログラム実行を必要とするような場合もあるため，特に

FB化されたプログラムを高速制御に使用する場合には注

意する必要がある。

マルチCPUシステム

SPH のアーキテクチャの大きな特長の一つであるマル

チ CPUシステムについて，システムにおけるその必要性

と適用方法および注意事項について紹介する。

３.１ マルチCPUの必要性と適用方法

システム構築の観点からマルチ CPUが必要な場合は高

速処理と機能分散の 2点が考えられる。

３.１.１ プログラムの大規模化に対する高速処理の実現

プログラム容量が大きくなると，それに比例して当然プ

ログラムの実行速度は遅くなる。大規模化するプログラム

に対して，必要な処理速度を維持することは従来の PLC

システムにおいては非常に困難であった。また，高速処理

を維持する一つの方法として定周期プログラムがあるが，

制御の複雑化に伴い，定周期プログラムのプログラム容量

が大きくなれば，他のプログラムの実行時間を延ばすこと

になり，高速処理を維持することに限界が生じる。SXで

はプログラムを複数の CPUで並列実行させることにより，

プログラムの大規模化と高速処理の相反する課題を解決す

る手段を提供している。これにより，1台のCPUでスキャ

ンタイムがバスタクト周期を超える場合でもマルチ CPU

構成により，必要な入出力応答時間を確保することができ

る。

３.１.２ 機能分散による開発の効率向上と保守性の向上

プログラムの複雑・大規模化が進む状況において，例え
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ば 32 k ステップもあるプログラムを１ CPUのなかで管理

することは開発・保守の面でも，限界を超えているといっ

ても過言ではない。実際に，このレベルのプログラム規模

を有するユーザーにとって，開発・保守に要する時間，労

力が大きな負担になっている。SPHはプログラム言語と

して国際標準言語である IEC61131-3 を採用することによ

りプログラムの構造化・階層化設計が可能となっている。

これにより，プログラムをリソース単位（CPU），プログ

ラム構成単位（POU），FB単位といった単位で管理する

ことができる。これを，ハードウェアの面でサポートして

いるのが複数のリソース（CPU）によるプログラムの実

行制御（マルチ CPUシステム）である。CPUを複数に分

散することにより，プログラムの開発やプログラム変更・

機能の追加などに対して容易に対応することが可能となる。

例えば，制御システム全体を機能によって，シーケンス制

御用 CPU，サーボコントロール用 CPU，通信用 CPUな

どといった単位で分割することにより，システムの開発・

管理および保守が容易になる。

SPHによる機能分散の特長は，従来のネットワーク分

散と比較して，プロセッサバスを使用することで CPU間

のメモリのやり取りが非常に高速にでき，しかも相手の

CPUメモリをダイレクトに読み書きすることができるこ

とにある。また，ネットワーク分散のプログラム管理単位

が CPU単位なのに対して，SPHのマルチ CPUシステム

は全CPUを一つの PLCシステムとして一つのプロジェク

ト（プログラムの管理単位）で管理できることにある。

ネットワーク分散と比較してより密な機能分散といえる。

この管理システムにより，高速処理の必要性から仕方なく

ネットワーク分散を実施していたシステムに対して，より

適切なシステムを提供できる。SPHでは最高 8台までの

マルチCPU構成が可能となっている。

３.１.３ 適用における注意事項

マルチCPUシステムにおいては，CPU間でメモリをリー

ド・ライトするタイミングに注意する必要がある。CPU

が他の CPUのメモリをリードするタイミングは図５に示

すようにその命令が実行される瞬間である。CPU間のプ

ログラム実行は個々の命令に対しては非同期で行われてい

るため，図５のようなタイミングのずれが生じる場合があ

る。高速処理を必要とする制御は同一 CPUにプログラム

をまとめることが望ましく，幾つもの CPUを経由して処

理をするようなプログラムは作成しないように注意する必

要がある。

プログラミング

４.１ プログラミングの現状

現状の PLCプログラミングの問題は以下のとおりであ

る。

プログラムの複雑化による生産性と品質の悪化

PLCの機能・性能の向上に伴い制御内容が複雑化・大

規模化しているが，プログラミング技法は依然として変わ

らないため，プログラムはますます複雑化し，生産性と品

質の悪化を招いている。

一向に進まぬプログラムの再利用

PLCプログラミングの世界では，他人の作成したプロ

グラムを解析することが非常に困難であり，解析している

よりも新たに作成した方が早いことから，結局一から作成

している場合が多い。また，再利用の仕組みがあっても，

制約が多く一般に利用されているとは言い難い。したがっ

て，似たようなプログラムが無数に存在することになり，

生産性は一向に改善されない。

ドキュメント性の低さによる保守性の低さ

従来の PLCはプログラムの構造化や階層化の機能が低

く，アドレス指定やデータ構造の仕組みが貧弱であること

から，どうしてもプログラムのドキュメント性は低くなり，

システム稼動後の保守に多大な労力を要している。

以上のような問題があるにもかかわらず，PLCはその

潜在的な能力により，小規模システムから大規模システム

まで広範囲に適用され，多くのシステムが稼動している。

SPHで採用されている IEC 言語は，限界に近づきつつ

あるソフトウェアの開発環境に対して，革新的なプログラ

ミング環境を提供し，PLCの適応範囲と能力をさらに拡

大するものと考える。

IEC 言語の説明は本特集号の別稿（統合コントローラ

「MICREX-SX シリーズ」の統合プログラミング支援シス

テム）で紹介しているので，本稿では特にシステムのソフ

トウェアを作成する場合の考え方の例をユーザー FBを中

心に紹介する。

４.２ プログラムの構造化と FBの適用方法

IEC 規格の最大の特長は，プログラムの構造化，階層化

設計に大きな重点を置いていることである。これにより，

大規模で複雑なプログラムを作成する場合には最初に大き

な機能部分に分解し，次にその機能部分をさらに機能を絞っ

たブロックに分解表現していくことにより，最終的により

小さなプログラムブロックに分解できることである。この

プログラムブロックを POU，つまりプログラム，FB，

FCTで表現することができる。

このプログラムブロックを，プログラムとするか FBに

（3）

（2）

（1）
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するかという点では，システムにより違いがあるが，基本

的には最初の大きな機能分解（例えば，手動運転，自動運

転，通信処理，異常処理など）はプログラムとしてまとめ，

個々のプログラムのなかはできるだけ機能単位の FBとし

てまとめていく方法がよいと思われる。この場合に，どの

ような単位で FBを抽出するかが問題となるが，まずは制

御対象（例えば，昇降装置，搬送装置，X軸駆動装置など）

と制御目的（例えば，搬入動作，搬出動作，巻取り動作な

ど）の単位で分解していくのがよいと考える。つまり，実

際の制御システムのハードウェアと制御目的に合わせて分

解していく。この分解作業（構造化）を進めていくと最終

的には小さな制御対象と制御目的（機能）の FBになる。

図６は高速カウンタを利用したインバータによる簡易位置

決めFBの一例である。

このとき，各制御対象のインタフェース（FBの INPUT

またはOUTPUT端子）を共通化することが再利用性を高

める重要なポイントになる。

４.３ FBによる標準化と生産性・品質の向上

前節で述べたように，基本的にはハードウェアコンポー

ネントに合わせてプログラムのFB化を進めていくこと，

そして，FBは小さな機能 FBの組合せで構築していくこ

とがプログラムの標準化，再利用を促進するかぎである。

従来の PLCには IEC 言語のような構造化，再利用の仕

組みが存在しなかったり，あっても貧弱であるため，なか

なか標準化も進まず，また積極的に標準化を進めている設

計部門においても，それはローカルな標準化でしかなかっ

た。しかし，IEC 言語は国際標準規格であり，PLCの世

界もグローバルなプログラムの標準化に一歩近づいたとい

える。

また，十分に試験検証された FBの組合せによりプログ

ラムを構築していく手法は生産性と品質の向上に大いに貢

献するものである。

あとがき

スケーラブルマルチコントローラ SPHの適用方法を入

出力応答時間，マルチ CPUシステム，プログラミングに

絞って紹介した。ますます高速化，高機能化するシステム

への PLCの適用に際して，本稿が少しでも参考になれば

幸いである。

また，本稿で紹介できなかった特長や機能に関する適用

方法についても今後，順次紹介していく所存である。
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図６　インバータによる簡易位置決め FBの一例
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まえがき

プログラマブルコントローラ（PLC）は，リレーに代わ

るプログラマブルなコントローラとして，1960年代の初め

に誕生した。以来，生産現場に設置でき，取扱いが簡単な

ことから，その後の技術革新と需要の拡大に支えられて急

速に発展し，小規模システムから大規模システムまで，さ

まざまな分野で適用されている。

本稿では，次世代の統合コントローラとして開発された

MICREX-SXシリーズ（以下，SXと略す）の適用例とし

て，半導体製造装置であるリードフレーム成形機とタイヤ

製造機への適用を紹介する。

リードフレーム成形機への適用事例

２.１ システムの概要

リードフレーム成形機は半導体 ICのリードフレームを

成形加工する半導体製造装置である。図１にその機構の概

要を示す。リードフレームを水平搬送する X軸と垂直搬

送する Y軸，そして，プレスを上下するプレス上下軸か

ら構成されている。各軸ともサーボモータにより高速に駆

動される。X軸と Y軸で構成される吸引機構によりリー

ドフレームはプレス部分へ運ばれ，順次プレス加工される。

２.２ システムの狙い

本装置の第一の狙いは，タクトタイムの短縮化を目的と

した制御の高速化である。

コントローラ側の課題としては，目的としたタクトタイ

ムを実現するために，図２に示すように，順次起動される

サーボモータの動作間の時間，つまり動作完了から次の起

動までの時間を短縮する必要がある。

２.３ システムの構成

図３に SXによるシステム構成を示す。

タクトタイム短縮のため，サーボアンプと位置決めモ

ジュールはパルス列指令によりダイレクトに接続する方式

を採用している。パルス列位置決めモジュールは1モジュー

ル 2軸の位置決めモジュールであるMP2 を採用した。オ

プションとして接続されるパーソナルコンピュータ（パソ

コン）とは RS-232 の汎用通信モジュール（RS2）で接続

される。

MMI（マンマシンインタフェース）には，プログラマ

ブル操作表示器（POD）の UG400 を国内で唯一のオープ

ンネットワークである JEMAネットの JPCN-１で接続し

ている。UG400 と SXとは，変数連携機能により結合され

ており，UG400 側からのデータの書込み，読出しが，従来

のアドレス指定による連携ではなく，変数を仲介してやり
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取りされる。これにより SXの変数によるプログラミング

の特長が操作表示器である PODとの接続においても最大

限に生かすことが可能となっている。

２.４ MICREX-SXの適用

２.４.１ 高速機械への適用

ここで要求されているような高速な制御を実現すること

は，従来の PLC の性能ではほとんど不可能である。SX

では，この制御をサイクリックプログラムの処理レベルで

実現している。

当然，この要求性能を実現するためには，入出力応答時

間を最小にする必要がある。標準の位置決めファンクショ

ンブロック（FB）は，アプリケーションプログラムの一

般的な使い方を考慮して，起動時の位置データと速度デー

タの同時指定を可能にするなど，アプリケーションプログ

ラムとのインタフェースを簡単にしている。そのため，標

準 FBを使用した場合には，アプリケーションプログラム

の起動指令から実際のパルス吐出しまで数スキャンの処理

を必要とする。そこで，リードフレーム成形機では速度デー

タの毎回書換えが不要な点に着目し，高速起動の専用のユー

ザー FBを作成して対応している。この FBは 1スキャン

内に位置データの書込みと起動を実現するものである。

SXは高速な制御コントローラであり，従来，位置決め

モジュールが持っていた機能の一部を PLCのプログラム

で実現している。よって，このような非常に高速な機械制

御でも，専用のユーザー FBを作成することにより，ユー

ザーのシステムに合わせて最適化することができる。また，

ユーザー FBを追加することにより機能拡張できることが

SXの大きな特長の一つである。

２.４.２ 制御に合わせた最適な記述言語の適用

SX は IEC61131-3（旧番号体系 IEC1131-31993）で規定

している。

インストラクションリスト（IL）

ストラクチャードテキスト（ST）

ラダーダイヤグラム（LD）

ファンクションブロックダイヤグラム（FBD）

シーケンシャルファンクションチャート（SFC）

の 4言語 1要素をフルサポートしている。よって，従来の

ラダー言語のみの記述と比較して，制御に合わせて最適な

言語を選定し適用することができる。これにより，分かり

やすいプログラムを容易に作成することができる。特に，

データ処理に ST言語を採用することにより，実数型をは

じめとする多様な基本データ型のサポートと合わせて，パ

ソコンに近いデータ処理機能を実現することができる。

本システムにおいては，位置データや速度データなどの

データ演算処理には ST言語（図４参照），シーケンシャ

ルな制御の自動運転には SFC（図５参照），常時監視の必

要な異常処理には LD言語を採用している。

タイヤ製造機への適用事例

３.１ システムの概要

タイヤ製造機は円筒形のドラムへ数種類のゴムをコンベ

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　リードフレーム成形機のSXを用いたシステム構成 図４　ST言語の例

図５　SFCの例
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ヤを介して巻き付けていくことにより，タイヤの原形を作

る機械である。図６にその機構の概要を示す。各コンベヤ

間は負荷的にほぼ同じため，補間制御によりコンベヤ間の

速度を合わせている。また，ドラムとコンベヤとはドラム

の慣性モーメントが非常に大きいため，ドラムのフィード

バックパルスにコンベヤを同期させる同期制御により巻取

り制御を実現している。また，段取り替えの自動化を約20

軸前後のサーボモータの位置決めにより実現している。

３.２ システムの狙い

このシステムの狙いは次のとおりである。

段取り替えも含めた自動化

本システムは省人化を目的とした自動化システムである。

段取り替えもサーボモータを採用することにより，ほぼ全

自動化を実現している。

生産性向上のためのスピードアップ

機械が複雑化すると同時に高速化への要求も強く，大規

模化するソフトウェアをいかに高速に処理するかが大きな

課題になっている。

ソフトウェアも含めた設備の標準化

機械設備が複雑化するに従って，ソフトウェアの開発，

保守が大きな問題になっている。目に見える機械自体の標

準化は進んでも，ソフトウェアの標準化はなかなか進まな

いのが実体である。本システムは今後の製作機械も考慮し

て，ハードウェアの標準化だけでなく，ソフトウェアの標

準化も積極的に推進することを狙いとした。

３.３ システムの構成

図７に SXによるシステム構成を示す。

CPUは高速化，機能分散のため，4台の CPUによるマ

ルチ CPU構成である。各 CPUの機能は，自動シーケン

ス制御用，手動および周辺回路制御用，サーボ同期・補間

制御用，FALDIC（単独軸）制御用に分散している。

ドラムとコンベヤはパルス列位置決めモジュール

（MP2）とサーボアンプFALDIC をパルス列指令で接続す

る方式を採用した。これにより，ドラムとコンベヤの同期

制御およびコンベヤ間の補間制御を実現している。

段取り替えは約20軸のサーボモータにより行っているが，

単独駆動のため省線化を考慮して位置決め内蔵 FALDIC

で Tリンク接続している。サーボアンプは制御ボックス

内に設置されて機械側へ分散設置される。これにより，省

線化，メイン制御盤の小形化を実現している。

パーソナルコンピュータ（パソコン）は ISA/SX バス

のインタフェースボード（スレーブボード）で，SXシス

テムと SXバスを介して接続している。

３.４ MICREX-SXの適用

３.４.１ マルチCPUの適用

本システムはプログラム容量がかなり大規模になるため，

マルチ CPUによるプログラムの機能分散により，スキャ

ンタイムの短縮化を実現している。また，マルチ CPU構

成にすることにより，機能分散によるプログラム開発の効

（3）

（2）

（1）
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率向上と保守性の向上を図っている。

SXのプログラム管理単位であるプロジェクトはリソー

ス単位，つまり CPU単位で管理されている。このため，

従来のような複数のプログラム開発者によるプログラム作

成を行った場合のメモリやページの事前割り振りや，プロ

グラムの結合といった煩雑さがなくなる。プログラム開発

者は，各 CPU間のインタフェースさえ決めてしまえば，

まったく独自にソフトウェア設計，デバッグを進めること

ができる。

３.４.２ ユーザー FBによる機能拡張と標準化

位置決めモジュール（MP2）による位置決め制御はシ

ステムの最適化，機能補充のため標準の位置決めFBにユー

ザー FBを追加して，要求機能を実現している。例えば，

ドラムの回転割出し機能を回転体の位置管理をするユーザー

FBを作成し，標準 FBに付加することにより機能拡張し

ている。

FBは再利用を考慮されたソフトウェアパッケージであ

り，このようにソフトウェアを機能単位にまとめることに

より，その組合せでソフトウェアを構築していくことがで

きる。本システムにおいても機能単位の FBを組み合わせ

て各機械のユニット単位の FBを構築することにより，機

械の標準化とソフトウェアの標準化の一体化を狙いとして

いる。このように，ソフトウェアを FB単位で管理・標準

化していくことにより，従来の PLCの課題であるソフト

ウェアの標準化が大きく進むものと考える。

あとがき

SX を使用した機械制御の適用事例を紹介した。SXは

国際標準規格である IEC 言語を搭載した高速・高性能な

PLCであり，ますます高速化・多機能化していく産業機

械，設備にフレキシブルに対応できると考える。今後とも

SXの特長を生かした最適なシステムを提供し，市場の要

求にこたえていく所存である。

最後に，本稿へのシステム事例の記載に際し，快く承諾

いただいたユーザー各位にお礼ならびに感謝申し上げる次

第である。
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〃

東京システム製作所

竹中　道夫
小池　智広
渡辺　　茂

半導体素子を用いた無誘導解消型電力用限
流器による限流効果と開閉器の動作責務の
軽減

富士電機総合研究所
〃

磯崎　　優
森田　　公

系統電圧改善のための確率潮流計算を用い
た分散電源導入評価

富士電機総合研究所
〃

技 術 開 発 室

藤田　超徹
中西　要祐
長沢　　誠

Development of 1 1T Cryocooler-cooled
Pulse Coil with a Bi2223 Superconducting
Parallel Conductor for SMES

富士電機総合研究所
富士電機原子力エンジニアリング
富士電機総合研究所

富岡　　章
今野　雅行
能瀬　眞一

Ac Losses in Bi2232 Multifilamentary
Wires Exposed to a Magnetic Field Per-
pendicular to the Wire Surface

富士電機原子力エンジニアリング
富士電機総合研究所

今野　雅行
能瀬　眞一

Applied Superconductivity Conference（ASC’98）
（1998-9）

SPECTRUM’98（1998-9）

1998 International Symposium on Electrical Insu-
lating Materials（1998-9）

Test results of high temperature super-
conductor current lead at 14.5 kA opera-
tion

富士電機総合研究所 富岡　　章

System Engineering Approach to Plannig
of Nuclear Power Plant Decommissioning 富士・川重原子力推進本部 高谷　純一

Development of Totally Vacuum Pres-
sure Impregnation Insulation System for
Turbine Generators

富士電機総合研究所 中山　昭伸

IEEE-IAS（1998-10）
New Intelligent Power Multi-Chips Mod-
uls with Junction Temperature Detecting
Function

半導体開発センター 梶原　玉男

637（57）

技術論文社外公表一覧

光 ICTS による稀土類系 ZnOバリスタ単
一粒界の測定

富士電機総合研究所
〃

田中　顕紀
向江　和郎

日本セラミックス協会第11回秋季シンポジウム
（1998-10）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

小型 1T酸化物超電導パルスコイルの開発
－－－－Ⅱ. 熱設計－－－－

富士電機総合研究所
〃
〃

富士電機原子力エンジニアリング

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行

小型 1T酸化物超電導パルスコイルの開発
－－－－Ⅲ. 層間転位並列導体の

電流分流特性－－－－

富士電機総合研究所
〃

富士電機原子力エンジニアリング

富岡　　章
能瀬　眞一
今野　雅行

1998 年度秋季低温工学・超電導学会（1998-10）

PAFC電極製作方法の電極物性への影響

技 術 開 発 室
富士電機総合研究所
技 術 開 発 室

〃
〃

花澤　真人
須藤　　業
瀬谷　彰利
杉山　智弘
山本　　修 電気化学秋季大会（1998-10）

ZrO2 添加AINセラミックスの強度特性
富士電機総合研究所

〃
〃

内田　真治
青木　　信
松風　紀之

小型 1T酸化物超電導パルスコイルの開発
－－－－Ⅰ. 交流損失特性－－－－

富士電機総合研究所
〃
〃

富士電機原子力エンジニアリング

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行
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エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-0856 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
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（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
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お問合せ先：機器事業本部 機器制御事業部 電話（0485）47-1191

MICREX-SXシリーズは，プログラムの互換やデータの共有，および統一された

操作環境を実現する統合コントローラです。 

●スケーラブルマルチコントローラ SPH（ハードウェアPLC） 

マルチCPU構成による負荷分散や命令処理時間20nsの高速処理により，1ms

コントローラを実現しました。あらゆる制御シーンで最適なシステム構築を実

現する，プログラマブルコントローラの枠を超えた次世代のコントローラです。 

●ソフトウェアロジック SPS（ソフトウェアPLC） 

SPHと共通のIEC規格対応言語を採用したソフトウェアPLCです。SPH用SX

バスのほか，各種ネットワークによりI/O機器と接続できます。 

●プログラマブル操作表示器 SUG/ソフトウェアMMI装置 SUS 

　（ハードウェアPOD/ソフトウェアPOD） 

専用ハードウェアのSUGとパソコンベースのSUSの2タイプを用意しました。

また，2タイプともに画面データの互換性を保っています。 

●統合プログラミング支援システム SES 

コントローラおよびマンマシンインタフェースは，SESにより統一された操作環

境下でサポートされます。 

オープン化に対応し，制御・操作・監視を統合。 

シリーズ 

富士電機の統合コントローラ 

スケーラブルマルチコントローラのプログラミング画面 

ソフトウェアMMI装置のプログラミング画面 

統合コントローラ 

 

 

スケーラブルマルチ 
コントローラ SPH 
（ハードウェアPLC） 

統合プログラミング 
支援システム SES

 プログラマブル 
 操作表示器 SUG 
（ハードウェアPOD） 

プログラム互換 プログラム互換 

コントローラ マンマシンインタフェース(MMI)

データ互換 

ソフトウェアロジック SPS 
（ソフトウェアPLC） 

ソフトウェアMMI装置 SUS 
（ソフトウェアPOD） 

共通 I/Oネットワーク 

パネルコンピュータ 
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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「MICREX-SXシリーズ」特集
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