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まえがき

マルチループプロセスコントローラ「コンパクトコント

ローラ M（CC-M）」を開発した（図１）。CC-Mは，温

度，圧力，流量などのプロセス信号を目標値となるよう

PID 制御を行うプロセス調節計である。CC-Mは，単独

で制御系を構成する形態を保ちながら，従来単独ではでき

なかった中小規模の制御システムを 1台で実現できる。

CC-M関連ソフトウェアとして，監視・制御パッケージ

「CC-M ビューワ」，プログラミングツールとして「CC-M

ウェハローダ」および「ソフト PLC」を用意している。

以下に，プロセスコントローラの最近の動向と CC-M

の製品仕様および特長を紹介する。

最近の動向

大規模な分散形制御システム（DCS）は，ダウンサイジ

ング化し，汎用パーソナルコンピュータ（パソコン）ベー

スの中小規模制御システムがシングルループコントローラ

適用分野で使用されるようになった。また，機械組込み用

の安価な温度調節計が高機能化し，プロセス制御の場面で

も使用されるようになってきている。

一方で，プログラマブルコントローラ（PLC）はプロセ

ス制御を行う機能を内蔵するものもある。

このようななかで，単純なシングルループコントローラ

が使われる場面は少なくなってきつつある。

CC-Mは，従来のシングルループコントローラ単独で

はできなかったより高度な複合化されたシステム制御を，

マルチループ化とネットワークの強化，さらにシーケンス

制御機能の内蔵により，簡素なハードウェア構成で実現で

きるようにした。

主な特長

CC-Mの主な仕様を表１に示す。

特長は以下のとおりである。

最大 4制御出力，8PIDの制御機能（マルチループ）

IEC61131-3 準拠のプログラム言語に対応（シーケン

ス制御機能）

オープンネットワーク化

カラー液晶表示採用による監視性の向上

メモリカードによるトレンド記録機能

手動バックアップ操作器による信頼性確保

などがあげられる。

マルチループ

CC-Mは前述のとおり，最大 4制御出力（4～ 20mA）

を持つ。多くの制御系では，１点または 2点の制御出力が

あれば十分であるが，燃焼系のようなプロセス制御，すな

わち燃料・空気・圧力または複数の燃料を扱う制御では３

点以上の制御出力が必要となる。また，温度制御や空燃比

を制御する場合には，制御しようとする個々の出力に対し

てカスケード制御や比率制御が必要となる。

CC-Mは最大 4点の制御出力と最大 8個の制御ブロッ

ク（PID）を持つことにより，前述の複雑なプロセスに対

しても 1台で制御することができる。なお，CC-Mの制

御出力数は 1個・２個および 4個から指定できるので，１
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図１　CC-Mの外観
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ループ制御または 2ループ制御も可能である。

８個の制御ブロックを同時に監視するために，CC-M

では，カラー液晶を採用し，視認性を向上させている。

また，マルチループにした場合の信頼性は，内蔵のバッ

クアップ操作器により保証され，万一コントローラ本体が

故障した場合でも，この操作器から 4点分の制御出力が操

作できるので，プラント停止をさせないでコントローラ本

体を交換することができる。

シーケンス制御機能

CC-Mは，従来から実績のあるウェハ方式のプログラ

ミング言語に加えて，IEC61131-3 準拠のプログラミング

言語を採用している。ウェハは富士電機独自の方式である

が，これは，従来機種からのリプレース・発展用として用

意している。

今回新たに採用したプログラミング言語は PLC言語の

国際標準であり，富士電機の PLC をはじめとして各社

PLCで採用されている。このことは，CC-Mがより多く

のプラントエンジニアに使い勝手のよさを提供するものと

考えている。

IEC61131-3 では 5種類の言語，すなわち，シーケンシャ

ルファンクションチャート（SFC），ファンクションブロッ

クダイヤグラム（FBD），ラダー（LD），ストラクチャー

ドテキスト（ST）およびインストラクションリスト（IL）

を定義している。CC-Mは，LD，FBDおよび SFCをサ

ポートしている。このうち LDと SFCは論理処理やシー

ケンス処理を記述するために使用し，FBDはアナログ演

算や制御処理を行うために主に使用する。ウェハで使用し

ている機能はファンクションブロックとして用意している。

IEC61131-3 準拠のプログラミングは，最大 2k ステッ

プまで可能で，スイッチや警報などの論理処理は LDで記

述し，PID 制御は FBDで記述することで演算処理を分か

りやすくしている。

ネットワーク機能

CC-Mは，I/O を直接ハンドルするための通信ポートと

上位ホストコンピュータに接続するための通信ポートをも

つ。これら通信ポートは，富士電機の Tリンクまたは汎

用の2線式RS-485 を選択できる。上述のようにマルチルー

プ化・シーケンス制御機能をサポートするようになると，

CC-Mに直接実装される I/O だけでは，その機能を十分

生かせなくなる。CC-Mが接続できる I/O は，富士電機

の I/O カプセルまたは世界的に広く使用されている

OPTO22 社製 SNAP I/O である。

富士電機製 I/O は Tリンク経由で接続し，SNAP I/O

は RS-485 経由の OPTMUXプロトコルで接続することで，

ディジタル I/O およびアナログ I/O を最大 100 ワードま

で拡張できる。

一方，CC-Mは上位との通信機能も備えている。上位

機種に富士電機の PLCを接続する場合は，富士電機の T

リンクを使用するが，他社製や海外でのパーソナルコン

ピュータ（パソコン）または PLCとの接続の場合には，

MODBUS
〈注1〉

通信（2線式 RS-485）を用意している（図２）。

グラフィック表示

CC-Mではこのクラスでは世界で初めてフルグラフィッ

クカラー液晶を採用した。STN方式の 128× 320（ドット）

で16色を表示できるカラーにすることで，画面表示を細か

くしても視認性がよいため従来のプロセスモニタ表示にと

どまらず，図３に示すように 8ループ同時表示・４ループ

〈注 1〉MODBUS ： Gould Modicon 社の登録商標
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図２　CC-Mのネットワーク表１　主な仕様 

項　目 仕　様 

外形寸法 

ループ数 

アナログ入力 

ディジタル入力 

制御出力 

アナログ出力 

ディジタル出力 

表示部 

プログラム方式 

プログラム容量 

演算周期 

バックアップ操作器 

上位通信機能 

I/O拡張 

トレンド機能 

監視パッケージソフトウェア 

電　源 

ケース 

質　量 

72×144×272（mm） 

最大4出力＋8PID 

7点（内2点は直接入力可能） 

10点 

最大4点 

5点 

11点 

カラーLCD 

ウェハ結線または IEC61131-3

ウェハ結線：192枚 
IEC61131-1：2 kステップ 

TリンクまたはMODBUS（RS-485） 

TリンクまたはOPTMUX（RS-485） 

AC100～240 V　50/60 Hz

プラスチック 

1.9 kg

あり 

CC-Mビューワ 

0.1～0.5秒 

内蔵可（4出力） 
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表示からシングルループ表示，トレンド表示も行うことが

できる。

CC-Mで採用したカラー液晶は，マルチループ制御を

行う際にも，監視性・操作性などの使い勝手を支えている。

なお，液晶表示器を採用しているため，バックライトに

は CFL管を使用している。CFL管は通常使用で 4～ 5年

で輝度低下を起こすが，CC-Mは 2本の CFL管を内蔵し，

１本は予備として格納しているので，CFL管が暗くなっ

た場合には予備の CFLと交換すればよい。また，CFL管

は高電圧で駆動されているが，CFL管を交換するために

は，構造的に CFL管による点灯をいったんオフしないと

交換できないよう設計しているので，運転を停止しないで

しかも安全にCFLを交換できるようになっている。

メモリカード

CC-Mは，計器内部の演算データを最大32点までトレ

ンド記録することができる。最小サンプリング周期は 1秒

で，メモリカードを実装しておくとサンプリングデータが

自動的にカードに格納される。最大 30Mバイトのメモリ

カードが使用できるため，１分周期で 4点の測定値を記録

させると約 1年のトレンド記録を行うことができる。

CC-Mではメモリカードとして COMPACT FLASH
〈注2〉

を

採用している。記録データは ASCII コードで格納してい

るので，PCMCIA スロット経由で表計算ソフトウェアに

直接読込みができる。

プロセスの運転記録や故障解析にペーパーレス記録計の

代わりとして使用できる。

パソコン計装システム

CC-Mでは専用の監視・操作パッケージソフトウェア

「CC-Mビューワ」を用意している。このパッケージは最

大 8台の CC-Mを接続してパソコン上で集中監視するも

ので，最大64ループまでの簡易計装システムが構成できる。

パッケージ内では，ループ画面，グループ画面，オーバ

〈注 2〉COMPACT FLASH：Compact Flash Association の登録商標

ビュー画面などのオンライン画面のほか，20画面分のプラ

ント画面の作画や10種類の帳票の出力が可能である。

CC-Mのプログラミングを行うことも可能で，ウェハ

結線・内部定数データなどをドキュメントとして出力する

こともできる。

従来品との互換性

富士電機では，1979年（昭和54年）からマイクロプロセッ

サ搭載のディジタルシングルループコントローラを供給し

てきた。すでに，リプレース時期に差し掛かっているプラ

ントもかなりあるため，CC-Mは従来品との互換性も考

慮している。パネルカットはもちろんのこと，端子構造や

I/O点数も基本的には合わせてある。従来と同様のウェハ

方式によるプログラミングが行えるので，従来品との置換

え・発展は可能である。

適用事例

マルチループ制御例

４制御出力・ 8制御ブロックの特徴を生かす適用例とし

て，燃焼制御系を紹介する。
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図３　グラフィック表示
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図４　燃焼制御への適用例（構成図）
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図５　燃焼制御への適用例（系統図）
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シングルループコントローラを使用した場合，２台で構

成していたものを，１台の CC-M内部で，マスタ温度制

御，空気流量制御，燃料流量制御さらに排ガス酸素濃度に

よる空気燃料比制御まで行う。

図４は燃焼制御系の構成図を，また図５は系統図を示す。

シーケンス制御とループ制御の融合例

IEC61131-3 準拠のプログラミング言語の適用事例とし

て，警報シーケンス回路とループ制御回路を CC-Mに内

蔵した例を示す。

従来であればループ制御用コントローラと警報回路は

別々に用意していたが，この部分を LDで記述することで

調節計に共存させている。プログラミングツールにより

CC-Mにダウンロードする。

警報シーケンスは温度の上下限警報でアナンシエータラ

ンプ表示を行うもので，フリッカ・タイマや警報信号の保

持・リセットなどの回路を LDで構成する。図６は構成図，

図７および図８は系統図とプログラム例である。

あとがき

以上のようにマルチループプロセスコントローラCC-M

が従来の調節計と異なるところは，ネットワーク経由で多

くの I/O を駆使し，シーケンス制御とループ制御を同時

に行いながら，さらに上位の監視パッケージとも連携がと

れるので，中規模から小規模システムまでが CC-M１台

で安価に構築できる点である。

CC-Mは，マルチループプロセスコントローラとして

産声をあげたばかりである。今後，CC-Mはネットワー

クの拡充，FM，CSAなどの安全規格（CEマークは適合

済み）の取得など，ユーザーの声に耳を傾けながらさらに

進化させていく必要があると考えている。CC-Mが世界

中でより幅広く使用されていくことを期待する。

（2）
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TIC

FIC

PV1 PV2 MV2

L

ループ制御 

H

L

H

アラーム 
リセット 拡張I/O 

ユニット ブザー 
ストップ HH

警報回路 
（シーケンス制御） 

図７　シーケンス制御との融合例（系統図）

警報シーケンス
（LD）

ループ制御
（FBD）



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




