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MICREX-SXシリーズ さらに充実！ 

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） 
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MICREX-SXシリーズ さらに充実！ 
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今日，企業の生産活動においては，グロー

バル化，トータルコストダウン，多品種・小

ロット生産に対応する全体効率化などが焦眉

（しょうび）の急になっている。そのため，

生産システムにはオープン化，スタンダード

化，フレキシブル化，情報技術（IT）連携化

が強く求められてきている。

富士電機の統合コントローラ「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ラであり，

生産システムの革新に大きく貢献することが

可能である。

表紙写真は，「MICREX-SX」シリーズを

中心にインバータやサーボモータなどの周辺

機器の広がりをイメージ的に表現したもので

ある。

表紙写真



東京ビッグサイトで昨秋10月に開催された SCF（シス

テムコントロールフェア）が20世紀最後のものであったが，

富士電機をはじめとして数社からコントローラの新機種が

発表され，長びく不景気で生産設備投資が伸び悩んでいる

なかで，来世紀に賭けるコントローラメーカの力強い息吹

を感じ取ることができてうれしかった。いずれの機種もビ

ルディングブロックタイプで小型軽量化されていて，省ス

ペースかつ柔軟なシステム構築に対応でき，マルチプロセッ

サと高速 CPUの採用による高機能化，処理の高速化を実

現したものである。また，プログラミングの生産性向上や

保守性の向上にも配慮された構成となっている。とくにソ

フトウェア開発環境の整備はコントローラの使用者にとっ

ても重要な課題であり，国際規格 IEC61131-3/JIS B 3503

をサポートするツールの展示も眼をひいた。

フレキシブルな生産システムを構築するうえでネットワー

ク/コミュニケーション技術は基本技術であるが，プロト

コルの標準化・規格化がすすめられている一方で激烈な競

争が展開されているのが現状である。わが国ではフィール

ド機器（センサ，アクチュエータ）レベルに対して日本電

機工業会が JPCN-1（OPCN-1）の，またコントローラ間

レベルに対しては製造科学技術センターと日本電機工業会

が FL-net（OPCN-2）の認証体制を整えて普及活動に乗

り出している。しかし，これらはいずれも国際規格として

の認知手続きはこれからであり，国際標準化がヨーロッパ，

アメリカのネットワークに比して遅れている点は否めない。

プロトコルの如何によってシステム構築が左右されるので，

企業にとってプロトコルの標準化は戦略上の重要な位置を

占める。国際標準・国内標準を通じての標準化にとって本

来ダブルスタンダードは好ましくない。国内標準の国際化

を急ぐ必要があるが，IEC/TC65 で10年以上審議を続けて

きているフィールドバスにみる如く，容易には実現は期待

できない。フィールド機器レベルにおけるわが国の実状を

みても，各社独自のネットワーク，JPCN-1，デバイスネッ

ト，プロフィバス-DP，インターバス-S，ASI 等多様であ

る。機器の再利用は時空を超越して可能であることが求め

られてきているが，ネットワークを中心にしたシステム構

築技術の現状には課題が残されている。

20世紀に出現した技術をより洗練して21世紀につなげ，

さらに発展させることは大切であるが，同時に，21世紀に

入ってから実現・普及されるべき技術シーズを育成するこ

とも来世紀の明るい展望を拓くうえで重要である。コント

ローラを中心にした生産技術の面でも幾つかの胎動がみら

れる。オブジェクト指向技術の導入もその一つである。プ

ログラマブルコントローラのプログラムがラダー図言語と

サイクリック処理で構成されているため，ネットワークを

介してのコントローラ間の結合に多くの困難が生ずる。制

御システムをイベントフローとデータフローで記述し，シ

ステム要素は入出力端子間のイベント及びデータの変換子

としてブロック表現した FB（ファンクションブロック）

が新しいシステム構築技術として期待されている。FBの

規格化の審議と並行してワークショップ等による普及活動

が日本，アメリカ，ヨーロッパで行われており，21世紀初

頭には IEC61499 として出版されることになろう。

シーケンス制御回路には安全に対する沢山の know-how

がつめ込まれてきたので“現場の実学”として先人の経験

が尊重されてきた。しかしシステムの規模が大きくなり，

ソフトウェアの生産性向上が重要な課題となるに伴い，理

論的・体系的に整備された安全設計の要求が大きくなって

きている。どのような危険因子に対してリスクアセスメン

トをし，許容リスク限界値をいくらにすべきか等は設計時

に明確にされるべきものであろう。システム構築時に

safety の保証は必要条件であり，さらにより高度な de-

pendability が求められるようになってきている。コント

ローラを基本にした制御システム・生産システムの構築技

術には残された課題があり，21世紀を目前にしてさらに飛

躍発展することを期待する。

制御システム技術の発展に
期待する

関口 （せきぐち　たかし）

横浜国立大学工学部教授 工学博士
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井手 健一郎
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まえがき

MICREX-SX シリーズは，発売以来 1年半を経過して，

その時代を先取りしたコンセプト，高速処理を生かした新

たな分野への適用，時代のニーズにマッチしたオープン性

により，好評を博してきた。また，さらなる適用拡大に向

けて，ハードウェアレベルの機能拡充だけでなく，ソフト

ウェア的あるいは使い勝手という面からも機能向上を図っ

てきている。

本稿ではその概要を紹介し，さらに本特集号の別稿にて

詳細および適用例を紹介する。

周辺モジュールとの統合化による適用の拡大

２.１ オープンなプラットホームで実現する制御・操作・監

視の統合

MICREX-SX シリーズを構成するプログラマブルコン

トローラ（PLC）およびプログラマブル操作表示器

（POD）には，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，オープンなプラットホームで

あるパーソナルコンピュータ（パソコン）上でその機能を

実現するソフトウェアタイプがある。

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持たせ統合化を図ってい

る。したがって，プログラム開発時に実行系を意識させな

い効率的な開発や機種移行が可能となり，より広範囲な適

用分野の拡大を図っている。

今回，パソコンの高い拡張性を生かし，かつPLC，POD

など各制御コンポーネントとの統合システムを構築するた

め，下記のパソコンベースの ISAボード類を用意した。

PLC下位のオープンネットワークである JPCN-1 ボー

ド。

豊富な SXバス対応機器を接続する SXバスボード。

ハードウェア PLC（SPH300）と同等の機能を内蔵さ

せ，パソコン上での高速処理を実現する PLCボード。

その他MICREX-SX のコンポーネントとの有機的な

結合を実現する各種ボード。

以上のように，プログラム開発環境の優位性や各種

ISAボードの豊富な品ぞろえによるソフトウェア，ハー

ドウェア両面からの対応により，導入環境に合わせた最適

なシステム構築が可能となる。図１に制御・操作・監視の

統合化の概念を示す。

２.２ 充実した統合支援システム

MICREX-SX シリーズの統合支援システム（SES）で

は，国際規格言語による PLC支援を中心に，POD支援，

機能モジュール支援を統合された環境下で実行され，高機

能化する制御のプログラム開発や周辺機器支援の効率向上

を実現している。図２に SES の機能構成を示す。

次にソフトウェア開発から保守に至るまでの具体的な効

率化手段について各支援ツールごとに紹介する。

２.２.１ 国際規格言語に準拠するD300win

MICREX-SX シリーズでは，欧州・北米など主要先進

国で採用が進んでいる国際規格言語（IEC61131-3）に完

（4）

（3）

（2）

（1）
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プログラマブル 
操作表示器：SUG 
（ハードウェアPOD） 

統合支援システム：SES

データ 
互換 

パネル 
コンピュータ 

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） 

　ソフトウェア 
　ロジック：SPS 
（ソフトウェアPLC） 

共通I/Oネットワーク 

　ソフトウェア 
　MMI装置：SUS 
（ソフトウェアPOD） 

図１　制御・操作・監視の統合化の概念
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全準拠し，IEC準拠のプログラムが最小限の知識で作成で

きるプログラミング支援ツール（D300win）を用意してい

る。D300win も発売以来，さらなる使い勝手の向上をめ

ざしてバージョンアップを図ってきたが，今回バージョン

２を発売した〔詳細は本特集号の別稿（操作性を向上させ

たローダ「D300winVer.2」）を参照いただきたい〕。以下

にバージョンアップの内容を含めた D300win の特長の一

部を示す。

各言語によるプログラミング

IECで定義されている5言語（IL，ST，LD，FBD，SFC）

をフルサポートしており，用途に応じた最適な言語を使っ

てプログラム開発ができる。

メモリアドレスの自動割付

従来，プログラム設計者がプログラム作成時に行ってい

た変数のメモリアドレスを意識した割付は，D300win で

は IEC の規格で規定されている変数のデータ型，属性の

みを指示することで自動的に行われる。このため，メモリ

アドレスの割付管理の削減や重複割付を防止できる。

プログラム，データのバックアップ

MICREX-SX では，パソコンでのソフトウェア開発で

一般的なソース管理を基本としているが，万が一のソース

ファイルの紛失を考慮して，PLC内のプログラムやデー

タのバックアップとして次の 2種類の方法を用意した。

① コントローラ内のプログラムを D300win にアップ

ロードすることを可能とした。IL 言語のプログラム

としてアップロードできるほか，IL 言語から LD言

語への変換も可能である。

② ソース全体をコントローラ内のメモリカードへ格納

・読出しを可能とした。ユーザーは作成したときと同

じ充実したドキュメントにより編集が可能となる。

ドキュメント作成

効率化対象は，ソフトウェア開発ばかりではなく，最終

ユーザーに装置を納入するという観点から製品に添付する

完成図書の作成もその一つとなる。D300win では，

Windows
〈注 1〉

上で動作する市販のアプリケーションと同等の

印刷レベルを実現し，ドキュメント作成作業の簡素化・省

力化を可能とした。

２.２.２ PLCと POD支援ツールとの変数名連携

一般的なPLCと POD間のデータ・信号授受には，POD

エディタで PLCのメモリアドレスを直接指定している。

MICREX-SXにおける PODとの接続では，両支援ツール

内にて自動的に変数名連携を行い，両者で共用することが

でき，両者でのアドレス割付作業の大幅な効率アップが実

現できる。

共用される変数は，漢字・仮名まじりの日本語を使った

変数名で割り付けることができるため，重複割付などのケ

アレスミスを防止することができる。

２.２.３ 統合された機能モジュール支援

PLC の位置決め，故障診断，通信などの機能モジュー

ル用の支援ツールは，D300win と動作環境や PLCとの接

続形態が共通化されており，ソフトウェアレベルでの切換

のみで実現でき，支援ツールの統合と周辺機器管理の簡素

化が可能となる。

また，オフラインでの作業性を考慮し，各種支援ツール

で設定されたパラメータなどを D300win のプロジェクト

に保存し，プログラムと合わせた PLCへの一括転送も可

能である。図３に位置決めパラメータ編集支援ツールの画

面例を示す。

２.３ 位置決め機能のソフトウェア化

従来，位置決めシステムの構築は，位置決めの制御機能

ごとに専用モジュール（ハードウェア）を使用する形態が

一般的であり，ユーザー側で位置決めの制御機能ごとにハー

ドウェアを用意する必要があった。MICREX-SX では，

高速処理 CPUと高速バス（SXバス）により，位置決め

機能の多くの部分をソフトウェアで実現している。これに

よりユーザーは，ハードウェアの種類を必要最小限としな

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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がら，多様な位置決めシステムの構築を可能としている。

図４に位置決めモジュールと位置決め用ソフトウェアの構

成を示す。

今回，位置決め用ソフトウェアの充実を図り，ライブラ

リとして約80種類のソフトウェアを用意した。表１に主な

位置決め用ソフトウェアを示す。アプリケーションプログ

ラムは，これらの位置決め制御に必要なソフトウェアの組

合せにより簡単にプログラム構築ができる。

一方，ハードウェアはSXバス直結のサーボ（FALDIC-

α）を新たに用意し，高速応答を要求する分野への適用
もできるようにした。

さらに，上記の品ぞろえに加え，より高度な位置決め制

御であるモーションコントロールへの対応や（社）日本電機

工業会で定める規格 JEM1473「汎用 PCのモーション制

御に関する機能ブロック」への対応を計画している。

これによりMICREX-SX での対応可能な範囲はさらに

広がり，ユーザーの機種選定は異なる機種群から選定する

のではなく位置決め機能・精度に応じてモジュールとソフ

トウェアの組替えにより可能となり，ハードウェアおよび

ソフトウェア資産を無駄にすることなくスケーラブルに拡

張することができる。

ブロックエンジニアリングと IEC言語による

適用の拡大

３.１ ブロックエンジニアリングと IECの構造化設計

MICREX-SX では，IEC のめざす構造化設計をサポー

トすることにより，制御プログラム全体を機能ごとに大き

な分類から小さな分類まで階層的に分割，部品化すること

ができる。富士電機では，分割された機能単位ごとのプロ

グラムをファンクションブロック（FB）としてパッケー

ジ化し，これらを階層的に組み合わせて全体システムを構

築する設計手法をブロックエンジニアリングと呼んでいる。

図５に階層化設計とブロックエンジニアリングの全体像を

示す。

また，パッケージ化する FBは IEC に準拠した構造と

してユーザー自身でもD300win により容易に作成できる。

３.２ ブロックエンジニアリングの効果

このブロックエンジニアリングにより，次の効果を期待

できる。

ユーザーごとの各種制御に対応したオリジナルのライ

ブラリの構築，階層化設計によるプログラム生産性の向

上，システム構築コストの低減が可能となる。

オリジナルライブラリをMICREX-SX に組み込むこ

とで，最適な専用のコントローラとして組み上げること

ができ，システム構築コストを最小限とすることができ

る。

MICREX-SX の持つ高速性・高性能とライブラリを

組み合わせたカスタマイズにより，従来専用のコントロー

ラで実現していたものをMICREX-SX に置き換えるこ

とができる。

また，各種機能モジュール，通信モジュールなどとのパ

ラメータ設定やデータ授受用の機能を FB化し，基本部品

の品ぞろえとしてほぼ完了した。

今後は速度制御，トルク制御などのよりアプリケーショ

ンに近い標準的な制御機能のFB化を計画している。
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表１　主な位置決め用ソフトウェア 

動作方式 種類 

PTP 　 動 　 作 

カム・走行切断動作 

補 　 間 　 動 　 作  

合　計 

主な位置決め用ソフトウェア 

簡易位置決め用ソフトウェア関連 

コンパクト1軸位置決め用ソフトウェア関 
連（擬似直線補間機能を含む） 

1軸位置決め用ソフトウェア関連 
（擬似直線補間機能を含む） 

高機能1軸位置決め用ソフトウェア関連 

カム・走行切断ソフトウェア関連＋ 
高機能1軸位置決め用ソフトウェア関連 

2～4軸補間ソフトウェア関連＋ 
高機能1軸位置決め用ソフトウェア関連 

  2種 

  5種 

 
22種 

28種 
 

13種 
 

  9種 

79種 
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オープン化による適用の拡大

４.１ 規格およびオープンネットワークへの対応

４.１.１ 標準品で主要規格に対応したグローバルな製品群

MICREX-SX では，世界の主要規格に標準品で対応し

ており，企業の積極的な海外進出をバックアップしている。

今回，CEマーキング，UL/cUL 規格，NK/LR 規格の取

得を完了した。ユーザーは，装置の仕向先による機種選定

が不要となり，製作図面の一本化や予備品の削減が可能と

なる。

４.１.２ 拡張性のある最適なシステム構築

各企業の生産システムを過不足なく構築するために上位

のコンピュータレベルから下位のビットレベルまで豊富な

オープンネットワークモジュールを用意している。オープ

ンネットワークの採用は，メーカーを超えた最適な機種選

定やコストミニマム化が可能となる。図６にMICREX-SX

で対応するオープンネットネークを示す。

オープンネットワークへの対応は，オープンネットワー

クモジュールのほか，その対応機器も豊富に用意しており，

オープンネットワークであるが故のベンダを超えた煩わし

い機種選定を最小限に抑えることができる。表２にオープ

ンネットワーク対応機器を示す。

４.２ 汎用アプリケーションとの優れた連携

４.２.１ Excel
〈注2〉

を使った自動プログラミング

MICREX-SX では，制御の工程歩進を Excel 97
〈注 3〉

の表形

式で記述することにより，PLC言語を自動生成する自動

プログラミングツール SCマトリクスを用意した。SCマ

トリクスはピンボードによる工程歩進のメカニズムを

Excel 上で実現したものである。ユーザーは，プログラミ

ング言語を意識することなく使い慣れたExcel の編集機能

を用いて，ピンボードシーケンサの分かりやすいマトリク

スの考え方や実行状態の見やすさを実感することができる。

図７に SCマトリクスの概要を示す〔詳細は本特集号の別

稿（プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマ

トリクス」）を参照いただきたい〕。

４.２.２ パソコンとのデータ連携

オープン化の流れは，制御分野へのパソコンの適用拡大

を促し，現場のコントローラと管理系パソコン上での汎用

〈注 2〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉Excel 97 ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図６　MICREX-SXで対応するオープンネットワーク

Excelへ 
SCマトリクス 
をアドイン 

D300win

IEC 
言語に 
変換 

ダウン 
ロード 

オンライン変更 

モニタ 

MICREX-SX

Excelシート上に 
工程歩進を記述 

図７　SCマトリクスの概要

表２　オープンネットワーク対応機器 

項　目 

ネット 
ワーク 
カテゴリー 

主な対応 
ネットワーク 

Ethernet 

FL-net 

JPCN-1 

DeviceNet 

PROFIBUS-DP 

LONWORKS 

AS-i

マスタ 
モジュール 

○ 

○ 

○ 

○ 

△ 

△ 

○ 

コンピュータレベル  

コントローラレベル  

デ バ イ ス レ ベ ル  

ビット（センサ）レベル 

○：対応済み，△：開発・計画中 

オープンネットワーク対応機器 

集合形インタ 
フェース 
モジュール 

－ 

－ 

○ 

△ 

△ 

－ 

△ 

備　考 

JIS化完了  B  3511，B  3512

端子台形 
リモート 
I/O

－ 

－ 

○ 

△ 

△ 

△ 

○ 

POD

○ 

△ 

○ 

－ 

△ 

－ 

－ 

インバータ 

－ 

－ 

－ 

○ 

○ 

－ 

－ 

サーボ 

－ 

－ 

△ 

△ 

△ 

－ 

－ 



適用拡大が進む統合コントローラ「MICREX-SX」

アプリケーションとの連携をより高めたいというユーザー

ニーズを生み出している。今回，MICREX-SXでは，PLC

やD300win と汎用アプリケーションが DDE
〈注 4〉

（Dynamic

Data Exchange）レベルなどで連携がとれるよう内部情報

を公開することにした。ユーザーは，パラメータ設定画面

をVisual Basic
〈注5〉

などのプログラミング言語を使って作成で

き，PLCや D300win と密接なデータ連携をとることがで

きる。図８にDDE，OCI
〈注6〉

（Open Communication Interface）

レベルでの連携を示す。

４.３ 高速SXバスの仕様公開による密結合の実現

ユーザーの求める最適なシステム構築の実現は，一つに

〈注 4〉DDE：複数のアプリケーションとの間でデータやメッセージ

をやりとりする機能

〈注 5〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 6〉OCI ：富士電機の提供するD300win アクセスのインタフェー

ス

はオープンネットワークにより可能であるが，位置決めシ

ステムやこれらのデータを表示するマンマシンインタフェー

スとの接続ではより高い高速処理，応答速度が要求される

場合もあり，より高度な密結合が求められている。富士電

機では，これらのユーザーニーズにMICREX-SX の高速

でかつ容易な分散制御（T字分岐など）を実現する SXバ

スを公開することにしたので，ユーザー側でも高度な専用

システム構築ができるとともにオープンネットワークによ

るシステム構築も容易にできる。

また，システムの拡張性の観点から SXバスの光化を実

現し，耐ノイズ性の高い安心したシステム構築を可能とし

た。

現在SXバスを公開している機器には，サーボ，インバー

タ，マンマシンインタフェース，温度制御ユニットがある。

今後も，高速処理が要求される機器（ベンダ）への積極的

な仕様公開を行っていく。

あとがき

以上，適用分野の拡大とともに，ハードウェア，ソフト

ウェアの充実が図られてきた。システムコンポーネントの

使命は単なるハードウェアの性能だけでなく，それらを取

り巻くユーティリティの使い勝手が大きなポイントであり，

ユーザーが期待しているところであると考えている。

また，オープン化，標準化への対応は時代の流れであり，

今後ともMICREX-SX のベースとなるコンセプトとして

機種開発を進めていきたいと考えている。
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読出し No.1 12345 
No.2  6789 
No.3  0123
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データ 
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設定 

ダウン 
ロード 

データなどの設定 

データなどのモニタ 
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による画面作成 

図８　DDE，OCI レベルでの連携

〔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

2973997
笹川　清明
三木　広志電圧駆動形半導体素子の駆動回路

2974003
斉藤　　俊
多田　　元
北村　明夫

半導体装置およびその製造方法

2975614 百田　聖自プレーナ型半導体装置

2975693 濱　　敏夫
佐藤　広喜

カルコパイライト型化合物薄膜の製
造方法

2976159 早野　八一
木下　栄文

硬貨入出金装置

2976165 山下　智弘
千國　量也ゲーム機列端部装置

2973708 石川　建司電子部品のレジンカット方法および
装置

2973709 中条　敏夫半導体素子の製造方法

2973749 丹羽　義之電動機

2973792 長畦　文男樹脂封止形半導体装置

2973799

渡辺　　学
山田　敏総
征矢野　伸
新井　悦男
五十嵐征輝

パワートランジスタモジュール

2973995

岩室　憲幸
根本　道生
降旗　博明
久保山貴博

高圧シリコンダイオード
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プログラミング支援ツールの開発

に従事。現在，吹上工場電子設計

部課長補佐。電気学会会員。

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，

電機システムカンパニー技術開発

室制御技術開発部主任。
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まえがき

D300win は，日本国内では初めてプログラマブルコン

トローラ（PLC）を本格的支援対象とした IEC61131-3 準

拠のプログラム開発支援ツール（ローダ）である。発売以

来，多数のユーザーからの要求を取り込みながら，引き続

き機能・性能アップを行ってきたが，今回，それらを集大

成し，最新のWindows
〈注1〉

技術を用いて大幅に操作性を向上

させた D300win バージョン 2（以下，D300win Ver.2 と

いう）を開発した。

本稿では，D300win Ver.2 の主な特長を紹介する。

D300win Ver.2 の新機能

D300win Ver.2 では，内部処理を完全に 32 ビット化し，

多彩な新機能および性能向上を提供している。以下に，こ

れらのうち主要なものを述べる。

２.１ 快適な支援環境の実現

32 ビットシステムのAPI（Application Program Inter-

face）を活用してより一層快適なルック＆フィール（見映

えと使いやすさ）を提供している。主要なものを列挙する。

素早く選択できるウィンドウ機能（ドッカブルウィ

ンドウ，オーバビューウィンドウなど）。

使いたい機能だけをまとめられるツールバーカスタ

マイズ機能。

ケアレスミスを防ぐキーワード強調表示。

各メニュー項目へのショートカットのユーザー設定

可能。

図１は，D300win Ver.2 の全体画面である。

２.２ プロジェクト操作

IEC61131-3 構造をより親しみやすくするため，以下の

機能によって取扱い操作を簡単にした。

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

新しいプロジェクトビュー

図２に示すように，プロジェクト，POU（プログラム

構成単位），ライブラリ，物理ハードウェアなどのビュー

とし，IEC61131-3 の概念との一致を図り，全体表示と部

分的な表示の切換を素早く行えるようにした。

IEC61131-3 構造の簡単・迅速な挿入

メニューとツールバーによって，POU，データ型，ラ

イブラリ，コンフィグレーション（PLC の構成）を簡

単・迅速に挿入できるようにした。

プロジェクトウィザード

ウィザードとは，ガイダンス表示のなかの選択肢から選

択により，操作を簡単化する機能のことである。

新しいプロジェクトを作成するためには，IEC61131-3

の知識が前提であった。従来から用意しているテンプレー

トを使うことも可能であるが，新しく D300win Ver.2 で

はプロジェクトウィザードを提供することにより，新規プ

ロジェクトの作成が簡単に行えるようにした。

図３に示すようなダイアログに沿って幾つかの選択をす

るだけで新しいプロジェクトの骨格を作成できる。

２.３ ウィザードの助けによる素早い IECプログラミング

エディットウィザードは，ST（Structured Text：構造

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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濱田　明秀（はまだ　あきひで） 山田　正志（やまだ　まさし）

プロジェクトツリー 
ウィンドウ 

メッセージ 
ウィンドウ 

ウオッチ 
ウィンドウ 

クロスリファレンスウィンドウ 

エディットウィザード 

ワークシートスペース 

図１　D300win Ver.2 の全体画面
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化テキスト）言語のキーワードとステートメント，IL

（Instruction List）のオペランド，すべての言語でのファ

ンクションとファンクションブロックなどの挿入・交換を

容易にする有用なツールである。これを使うことによって，

ユーザーがすべてのステートメント構文を知っている必要

がなくなる。また，テキストエディタでのエディットウィ

ザードの使用は，セミコロン忘れ，終了ステートメントの

ない選択・繰返しステートメントのような構文誤りが入る

のを防ぐことができる。

図４は，ST言語で，富士電機オリジナルのファンクショ

ンブロックで比較的パラメータの多いものをエディットウィ

ザードを使って挿入した例を示すもので，「（＊」と「＊）」

で囲まれた部分に，表示されているデータ型で変数を記入

するだけで記述できる。

２.４ グラフィカルエディタ

プログラム開発時に最もよく使うグラフィカルエディタ

の記述性，視認性，生産性を向上させるため，D300win

Ver.2 では以下のような機能を追加している。

図形要素の自動整列

LD（Ladder Diagram），FBD（Function Block Dia-

gram），SFC（Sequential Function Chart）の各グラフィッ

ク言語を使用する際，グリッド機能により図形要素が最も

近いグリッド端に自動移動され，水平か垂直に自動整列さ

れるようにした。

ユーザー定義のカラー設定

すべてのオブジェクトタイプの色を選択することができ，

ユーザーが独自で視認性の向上を図れるようにした。

オンライン値のためのツールチップ

ツールチップとはボタンなどの上にカーソルを移動させ

ると表示されるヘルプのことである。D300win Ver.2 では，

全体を見るために縮小表示しているワークシートでも，オ

ンライン値をより読みやすくするためにツールチップでオ

ンライン値が表示されようにした。

図５は，グラフィック画面を縮小表示したときのツール

チップを用いたオンライン値の表示例である。

複数行コメント

複数行のコメントからなるコメントブロックを作成する

ことが可能である。

図形衝突の減少

オブジェクトは自動的に空いている場所に動かされるよ

うにし，図形衝突の可能性を低減した。

SFCのためのクリップボード

SFC要素でもクリップボード経由のコピー＆ペースト

ができるようにし，SFCプログラムの生産性を向上させ

た。

すべてのオブジェクトのドラッグ&ドロップ

ワークシートのなかでは，完結した回路と同様に，FB，

接点または変数のようなすべてのオブジェクトを容易にド

ラッグ＆ドロップによって動かし，コピーすることができ

るようにした。

２.５ オンライン機能の強化

強力なクロスリファレンス機能（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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プロジェクト 

プログラム構成 

ライブラリ 

ハードウェア 

インスタンス 

図２　新しいプロジェクトビュー

ツールチップで 
オンライン値を表示 

オンラインプログラム画面 

図５　ツールチップを用いたオンライン値の表示例

「（＊ 」と「 ＊）」の部分に， 

表示データ型で変数記入 

ウィザードで挿入 

図４　エディットウィザードの使用例

プロジェクトツリーの 
対応場所をハイライト 

選択式で 
プロジェクトの骨格を決定 

6ステップで完了 

図３　プロジェクトウィザード
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D300win Ver.2 のクロスリファレンスは，図６に示すよ

うに豊富な情報（使用命令，コメント，リード/ライトな

ど）を表示することができ，また，ソート，コードへのジャ

ンプ，フィルタ機能などを有しておりデバッグに非常に有

用である。

クロスリファレンスは，オンラインでも，オフラインで

も使用可能である。

配列・構造体も見やすいウオッチウィンドウ

D300win ではデバッグのために変数の値をまとめて表

示するウィンドウをウオッチウィンドウと呼んでいる。

これを，D300win Ver.2 では，配列や構造体などのユー

ザー定義データ型をよりデバッグしやすいものとした。図

６では配列・構造体のウオッチウィンドウでの表示例を示

す。

マルチCPUの操作性の向上

マルチ CPUシステムをオンラインで操作する場合，リ

ソース（CPU）選択をプロジェクトツリーからの選択で

はなく，オンライン操作開始時のダイアログで選択するよ

うにし，マルチ CPUの取扱いの複雑性を軽減した。図７

は，オンライン操作を選択した場合の次に表示されるリ

ソース選択画面を示す。

２.６ 言語環境機能

グローバリゼーションの動向のなかで，ローカライズ

（特定の地域に向けてソフトウェアを修正すること）機能

を強化することが必須（ひっす）である。D300win Ver.2

では，このため以下の機能を開発した。

日本語（２バイトキャラクタ）の完全サポート

ツリー表現の部分も含め，すべてのユーザーインタフェー

スで 2バイトキャラクタをサポートした。これによって日

本語も含め，すべてのアジア系の言語をサポートできるよ

うになった。

プロジェクト言語

翻訳した記述ワークシートとコメントをローカライズの

ために用意し，さまざまな言語に対応して表示することが

できる。これは，翻訳した記述ワークシートとコメントを

ASCII ファイルへエクスポート・インポートし，納入国

に合わせて選択表示することで行われる。図８は，記述ワー

クシートとコメントをエクスポート・インポートして

D300win のプロジェクト言語切換を行う手順と，そのコ

メントの表示を切り換えた例を示すものである。

２.７ コンパイラ高速化

従来のD300win Ver.1（16 ビット）系列に比し，32ビッ

ト化したことにより，描画速度など表示系の性能が向上し

ている。コンパイラも 32 ビット化するとともに，アルゴ

リズムに改良を加え高速化し，従来比 2倍以上を実現した。

したがって，現行の一般的な環境のもとではほとんどコ

ンパイル速度が気になる状況はなくなったと考えられる。

表１にD300win Ver.2 の動作環境を示す。

D300win を中心とした統合開発環境

MICREX-SX向け各種開発用ソフトウェア（PODエディ

タやPID制御，故障診断，位置決め向け拡張ファンクショ

ンブロック支援ツールなど）によるアプリケーション作成

を簡略化するために，従来の D300win Ver.1 より容易に

プロジェクト内の変数情報を利用できる機能（変数連携機

能など）を備えている。

D300win Ver.2 では，MICREX-SX向けアプリケーショ

ン開発作業をさらに簡単化するため，プロジェクト内の変

数情報を市販ソフトウェア（Visual Basic
〈注2〉

アプリケーショ

ンや Excel
〈注 3〉

など）でも利用可能とする以下の機能を開発

した。

変数のファイルへの入出力機能

プロジェクトから変数関係のデータを中心に，CSV

〈注 2〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）
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図７　リソース選択によるマルチCPUの複雑性の軽減
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図８　プロジェクト言語の切換
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（Comma Separated Value）形式のテキストファイルに変

換し出力できるようにした。また，CSV形式テキストファ

イルを変換し，プロジェクトにデータを登録できるように

した。

これにより，市販ソフトウェアでもデータ加工・利用が

容易にできるようになった。

変数連携機能の強化

配列や構造体などより複雑なデータ構造を持つ派生デー

タ型変数およびマルチ変数ワークシートへの対応などによ

る変数連携範囲を拡大し，機能強化を行った。これにより

一層，アプリケーション作成を簡略化できるようになった。

以上のような連携機能を提供することで D300win を中

心とした統合開発環境水準の向上を行っている。

あとがき

D300win Ver.2 の新機能，性能向上について紹介した。

IEC61131-3 準拠プログラミング環境の日本国内での普及

は着実に進展している。今後とも，日本国内の状況を踏ま

えたうえで，IEC61131-3 準拠プログラミング環境を中心

とした PLCのアプリケーション開発効率向上に寄与する

システムを提供していく所存である。

参考文献

PLCopen JAPAN： IEC1131-3 ハンドブック，PLCopen

JAPAN（1998-5）

福住光記ほか：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，富士時報，Vol.71，No.11，

p.611-619（1998）

（2）
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表１　D300win Ver.2 の動作環境 

項　目 

ハードウェア 
IBM-AT互換機または 
NEC  PC98シリーズ 

CPU インテルPentium133 MHz 以上を推奨 

ハードディスク装置 
最低1台 
空き容量100 Mバイト以上 

フロッピーディスク 
装置 

最低1台 
メディアサイズ  3.5インチ 

2HD （1.25 Mバイト/1.44 Mバイト） 

表示器の解像度 
VGA最低640×400ドット， 
SVGA1,024×768ドット（推奨） 

メモリ容量 32 Mバイト以上 

オペレーティング 
システム（OS） 

Windows95/98/NT4.0
＊2

RS-232C

最大通信速度 

Ethernet
＊1

携帯性 市販携帯用パーソナルコンピュータによる。 

外国語表示 

＊1　Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 
＊2　Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標 

日本語，英語 

耐環境性 
市販パーソナルコンピュータの環境条件に従う 
こと。 

インストーラ 
Windows専用日本語インストーラを用意する 
こと。 

ISDN

通
信
イ
ン
タ 

　
フ
ェ
ー
ス 

9,600ビット/秒～38.4 kビット/秒 
（リソース機種選択に合わせデフォルト設定） 

可 

可 

仕　様 
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まえがき

統合コントローラ「MICREX-SX」（以下，SXという）

シリーズのスケーラブルマルチコントローラ SPH〔ハー

ドウェアプログラマブルコントローラ（PLC）〕は高速・

高性能を特長としており，各種機械のモーションコントロー

ルに適している。従来，代表的なモーションコントロール

のサーボシステムでは，高機能な位置決めモジュール

（例：MICREX-F の電子カムモジュール）を必要として

いた。しかし，SXシステムでは高速な演算機能を実現し

たことにより，SPHで位置決め関数演算を実行させるこ

とを可能とした。すなわち，SXシステムでは位置決めモ

ジュール側に D-A変換器やパルス分配器など，アクチュ

エータ側とのインタフェース機能だけを持たせ，位置決め

演算は SPH側の拡張ファンクションブロック（FB）で実

行する構成となっている。本構成により，位置決め用拡張

FBとユーザー FBの組合せでユーザー側ノウハウ（各種

補正演算）の組込みや特殊機械への対応など，位置決め処

理のカスタマイズが容易に実現できる。特に同期運転を行

う機械では主軸位置の予測演算や制御軸の位相ずれ補正な

ど，機械に合わせた制御のチューニングを要求されるが，

そうした機械のコントローラとして SXは最適である。

本稿では SXシステムのモーションコントロールシステ

ムへの適用について，同期運転処理方法の概要と同期運転

時の制御特性の説明をするとともに，SXの浮動小数点演

算機能を使った回転軸と直線軸組合せによる特殊切断機械

への適用事例を紹介する。

位置決めモジュール

２.１ 基本仕様とシステム構成

表１に SX用位置決めモジュールの基本仕様を，図１に

SXによるサーボシステムの構成例を示す。SXシステム

ではサーボアンプの指令方式に下記の 3種類がある。

パルス列での指令方式（NP1F-MP2，NP1F-HP2 な

ど）

位置決めモジュール側からパルス列を出力する。

パルス列指令方式のサーボアンプおよびステッピングモー

タと組み合わせる。

アナログ速度指令方式（NP1F-MA2）

位置決めモジュール側からはアナログ電圧を出力する。

アナログ速度指令方式のサーボアンプと組み合わせる。

SXバス直結のサーボアンプ（FALDIC-αの L，R，
Vタイプ）

SXバスを経由して直接アンプへ指令する。

SXバス直結の FALDIC-αとの組合せでは，位置決め
モジュールを必要としない。

２.２ 位置決めモジュールの機能ブロック

図２に位置決めモジュールの機能ブロックを示す。関数

演算部では加減速演算や補間演算を行い，位置指令値を出

力する。パルス列出力の位置決めモジュールでは位置指令

値が実パルス数となる。アナログ速度指令方式の位置決め

モジュールでは，さらに位置調節器演算（偏差カウンタ，

ゲイン，およびフィードフォワード演算）を行う。偏差カ

ウンタでは，指令位置とサーボモータからの帰還位置の差

分を計数する。フィードフォワードは位置指令に対する応

答遅れの補償を行っており，同期運転では重要な機能であ

る。偏差カウンタの出力値にゲイン演算された値と，フィー

ドフォワードの出力値を加算したデータがサーボアンプへ

の速度指令値となる。

従来のMICREX-F システムでは，関数演算部と位置調

節器がすべて高機能位置決めモジュール，あるいは位置決

め機能付サーボアンプ FALDIC-Ⅱ側に組み込まれていた。

すなわち，位置決めモジュール内部に実装された高速なマ

イクロコンピュータ（マイコン）とパルス分配用 LSI の

組合せで関数演算を実行していた。

SX の構成では，関数演算部のうち，従来位置決めモ

ジュール側のマイコンで処理していた機能を位置決め拡張

FBとして SPH側で実行している（FALDIC-αについて
は，拡張FBと組み合わせて使うVタイプのほかに，FAL

DIC-Ⅱと同様に関数演算機能をすべて含む Lタイプ，R

（3）

（2）

（1）
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タイプが用意されている）。関数演算機能を拡張 FBとす

ることにより，モーションコントロール機能をユーザー

FBでカスタム化することが可能となっている。

SXシステムでは表２に示すよう，各種運転用の位置決

め拡張 FBが用意されているが，ユーザー FBにより直接

位置決めモジュールへ指令することもできる。図３は位置

決めモジュールの 2種類の動作モードを示している。

パルス発生モード

位置決めモジュールに分配パルス数と周波数を設定後，

起動指令をオンとする。位置決めモジュール側ではパルス

分配完了後，位置決め完了信号をオンとする（加減速時間

や高速リミッタなどのパラメータ値はユーザー FBで事前

に設定しておく）。

位置指令モード

SPHの定周期タスクを使い，タクト周期ごとにパルス

位置データを指令する。本モードではユーザー FBで座標

変換演算を実行することにより，特殊な動作を実現できる。

位置決め拡張 FBでは，高機能 1軸 FBが本モードでの指

令により，同期運転やカム運転動作を行っている（SXバ

ス直結の FALDIC-αでは，Vタイプが本モードに対応し
ている）。

同期運転機械への適用

同期運転機能は走行クレーンや各種の走行切断機械など

（2）

（1）
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MP2
SX

SXバス 

SXバス直結の 
FALDIC-α 

パルス列 
指令 

帰還パルス 

パルス列指令の 
サーボアンプ 

アナログ速度 
指令のサーボ 
アンプ 

帰還パルス 

アナログ 
速度指令 

MA2

数値指令または 
位置，トルクの 
指令 
速度，トルクの 
モニタ 

図１　サーボシステムの構成例

Tリンク付FALDIC-Ⅱ 

位置決めモジュール 

FALDIC-α（Vタイプ） 

MA2

MP2

関　数 
演算部 

従来の構成 

PLCの 
アプリケー 
ション 

数値指令 

位置 
指令 

位置帰還 

速度 
指令 

移動量速度 

PLCの 
アプリケー 
ション 

SXの構成 

拡張 
FB

サーボ 
アンプ 

ゲイン 
　  p 
 

 
k

偏　差 
カウンタ 

フィード 
フォワード 

FALDIC-α（L，Rタイプ） 

図２　位置決めモジュールの機能ブロック

表１　位置決めモジュールの基本仕様 

名称 

形式 
項目 

占有スロット 

占有ワード数 

制 御 軸 数  

制 御 方 式  

指 令 信 号  

アナログ複合モジュール 

NP1F-MA2

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

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

手動パルサ/ 
同 期運転用 
主軸パルス 

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

外部入出力 
　　　　信号 

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

内 部 機 能  

�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 
�2軸擬似補間機能 

アクチュ 
　　　エータ 

�アナログ速度指令のサーボ 
　アンプ 

SXバス直結 FALDIC-α 

RYSxxxS3-xSS

16ワード 
L，R：入力8ワード，出力8ワード 
V ：入力10ワード，出力6ワード 

1軸/ユニット 

セミクローズドループ 

�16ビットシリアルエンコーダ 
　（モータに内蔵，ABS対応可） 

�増設手動パルサ用カウンタ 
　1チャネル 
　（Vタイプ） 

�専用入力5点（CONT1～5） 
�専用出力2点（OUT1～2） 

�直線位置決め機能（Lタイプ） 
�回転割出し機能（Rタイプ） 
�位置指令方式（Vタイプ） 

パルス列複合モジュール 

NP1F-MP2

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250 kHz
�差動信号/オープンコレクタ 
�90°位相差信号（A相，B相） 
�最大500 kHz（1てい倍） 
�作動信号/オープンコレクタ 
�90°位相差信号（A相，B相） 
　または正転パルス＋逆転パルス 
�最大500 kHz（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 
�パルス数管理機能 
�2軸擬似補間機能 
�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 

パルス列出力モジュール 

NP1F-HP2

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250 kHz

�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 
�パルス数管理機能 

�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 
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さまざまな機械に組み込まれているが，本章ではロータリ

シヤータイプの走行切断機械を想定して説明を行う。

ロータリシヤーは図４に示すように，連続して送られて

くる製品を回転刃で切断する装置であり，包装機や印刷機

などに適用されている。ロータリシヤーの運転では切断し

ている間，カッタの周速を製品速度に同期させる。また，

製品が切断長だけ送られる間にカッタは 1回転しなければ

ならないため（1枚歯の場合），カッタ軸は可変速しなが

らの同期動作となる。製品送りの主軸ローラを駆動するモー

タがロータリシヤー制御用コントローラと独立している場

合は外部同期運転となり，カッタ部コントローラは主軸パ

ルスジェネレータ（PG）からのパルスにより製品送り量

と送り速度を演算しながら切断動作を行う。ところで，走

行切断機械での切断精度には次の 3種類の誤差が影響する。

コントローラの制御誤差

アクチュエータの制御誤差

機械側の誤差

今回，SXシステムでロータリシヤーの動作を想定し，

SXとアクチュエータの同期特性評価を行ったので，その

内容を紹介する。評価システムの構成を図５に，機能ブロッ

ク図を図６に示す。

本システムでは，外部同期運転を想定しており，SXの

パルス列出力位置決めモジュール〔NP1F-MP2（以下，

MP2 という）〕の出力パルスを主軸 PGからのパルスとし

て同期運転を行っている。SPH側の処理では図６に示す

よう，１軸 PTP拡張 FBからMP2 への指令を行っている

が，この処理は同期演算と独立している。同期処理は今回

の評価システム用に作成した「主軸位置予測演算 FB」

（ユーザー FB）と「高機能 1軸 FB」（位置決め拡張 FB）

の組合せで行っている。今回は，アナログ速度指令方式の

（3）

（2）

（1）
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表２　位置決め拡張 FBと位置決めモジュールの組合せ 

１軸PTP 
　　　動作 

拡張 FBライブラリ名 動作方式 

コンパクト1軸位置決め 

対象位置決めモジュール FALDIC-α 動作 CPU

NP1F- 
MA2

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

機　能 

�1軸のPTP位置決め 
�台形加減速 
�1軸のPTP位置決め運転 
�1軸の位置決めプログラム運転 
�台形加減速 
�1軸のPTP位置決め運転 
�台形加減速/S字加減速 
�手動パルサによる運転 
�ロータリシヤー運転 
�フライングシヤー運転 
�フライングカッタ往復運転，回転運転 
�比率同期運転 
�モジュール内の2軸での擬似直線補間 
�2～4軸の擬似直線補間 
�4軸の直線補間 
�2軸の円弧補間 
�4軸の位置決めプログラム運転 

補 間 動 作  

△：I/O信号を位置決め複合モジュールに合わせるためのインタフェース FBが必要である。 
FALDIC-αの Lタイプ（LSS），Rタイプ（RSS）は，1軸の拡張 FB相当機能をアンプに内蔵している。 

カム・走行 
　切断動作 

コンパクト1軸位置決め 

1軸位置決め 

4軸補間 
＋ 

高機能1軸位置決め 

1軸位置決め 

高機能1軸位置決め 

カム・走行切断 
＋ 

高機能1軸位置決め 

NP1F- 
MP2

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

○ 

× 

SPH 
300

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

SPH 
200

○ 

× 

× 

× 

○ 

× 

× 

NP1F- 
HP2

× 

× 

△ 

△ 

× 

× 

△ 

RYSxxx 
S3-VSS

× 

起動 

時　間 

t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7
時　間 

分配パルス数 

周波数 

（a）パルス発生モード 

（b）位置指令モード 

オフ オン 
完了 

速
　
度 

位
　
置 

図３　位置決めモジュールの動作モード

製品速度 

カッタ速度 

この面積が 
カッタ1回転 

主軸ローラ ロータリシヤー 主軸PG

時　間 

この面積が 
製品切断長 

速
　
度 

図４　ロータリシヤーでの走行切断装置
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位置決めモジュール〔NP1F-MA2（以下，MA2という）〕

の偏差量を「偏差モニタ FB」（ユーザー FB）でタクト周

期ごとにサンプリングし，ばらつきを評価している。なお，

今回の評価は SXとベクトルインバータとの組合せで性能

評価を行っている（モータは負荷なし）。

３.１ 評価システム

モータ： 5.5 kW同期モータ（試作サンプル品）

アンプ：ベクトルインバータFRENIC5000VG5

カッタ軸 PG： 2,000P/R 4 てい倍

タクト周期： 3ms

位置調節器（MA2）演算周期： 0.8ms

位置調節器ゲイン： kp ＝ 50－1s

サンプル点数・周期： 360 個/3ms 間隔

制御軸数： 2軸

３.２ 評価結果

ばらつきは 5パルス以内（図７を参照）

図７の縦軸は偏差量を示しているが，偏差量計算値 Ep

は次式で計算される。

Ep ＝（回転数 r/min）×（2,000 パルス× 4てい倍）÷

（60 s × kp） ………………………………………

™図７ ： 600 r/min

Ep ＝（600 × 2,000 × 4）÷（60 × 50）＝ 1,600 パルス

™図７ ： 1,000 r/min

Ep ＝（1,000 × 2,000 × 4）÷（60× 50）＝ 2,666 パルス

™図７ ： 2,000 r/min

Ep ＝（2,000 × 2,000 × 4）÷（60× 50）＝ 5,333 パルス

偏差量計算値と図７の実測値で差があるが，これは

MA2とアンプ間のアナログ速度指令信号のゲイン調整が

多少ずれていたためであり，同期速度の安定性に関連しな

い。

SXの同期運転機能では位置指令モード（２.２節参照）

により，「高機能 1軸 FB」からMA2側へタクト周期ごと

に目標位置指令を行っている。図８に示すよう，SPHで
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図７　偏差量のばらつき（評価結果）
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図８　位置指令の動作タイミング
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演算された指令位置データ Pn がタクト周期ごとに SXバ

スを経由してMA2 へ送られる。MA2 側ではデータ受信

後，設定時間（遅延時間）後に目標位置に到達するように

指令パルス分配演算を行う。また，データの受信間隔（タ

クト周期）を自動計測し，受信間隔でパルス分配を行うよ

うに周波数演算を行う。この方式によりタクト周期 3ms

に対し，MA2側演算周期を 0.8ms で実行しても速度指令

信号のリプルがなく，モータを安定速度で回転することが

できる。MA2への指令が位置データとなっているため，

同期運転の位相補正や遅れ補正などの長さ，すなわちパル

ス数で検出されるデータの補正は，位置データに加減算す

る処理をユーザーFBで組み込むことで簡単に実現できる。

特殊切断機械への適用

図９は回転軸と直線軸の 2軸組合せによる切断システム

の例である。製品はモータM1により回転動作を行い，切

断部のトーチはモータM2とボールねじにより直線動作を

行う。図 に示すように直交 2軸の構成で，位置決めモ

ジュールの直線補間と円弧補間機能により切断する機械も

多いが，回転軸と直線軸との組合せ構成の方が機械を小形

化できる。従来，図９の構成による機械の制御では専用の

コントローラを必要としていた。あるいは電子カムモジュー

ル（MICREX-F の NC1F-EC1）にカムパターンを登録し

て，回転軸に直線軸を同期させていた。

SXでは SPHの高速な浮動小数点演算命令で座標演算

を行い，タクト周期ごとの位置指令により運転を行ってい

る。電子カムモジュールでの動作は，主軸動作に対してカ

ム軸側が追従動作になるため，主軸位置の予測演算処理を

追加しても主軸の加減速時に応答遅れが生じる。これに対

し，SXのシステムでは両方の軸の位置演算を行っている

ため，加減速動作時も指令位置演算による応答遅れがない。

演算内容を図 により説明する。図 は製品がθtだ

け回転したときの直線軸の送り量を示したものである。動

作開始時の基準点（長方形の中心点）から切断開始点まで

の長さを Lx0 とする。製品がθtだけ回転したときのトー

チの位置を Lxtとすると，直線軸の移動量ΔLtは，

ΔLt＝ Lxt－ Lx0 ………………………………………

実際には図 のように製品が固定しているものとし

て基準点からの座標演算を行っている。

切断速度設定値を Vとすると，切断開始から時間 t経過

後の X軸座標位置，Y軸座標位置（Xt，Yt）は，

Xt＝ Lx0 …………………………………………………

Yt＝ V× t ………………………………………………

〔図 の例で垂直方向に移動している間の演算式〕

X軸座標，Y軸座標（Xt，Yt）から回転角度θtは，

θt＝ atan（Yt /Xt） ……………………………………

中心から（Xt，Yt）までの長さ Ltは，

Lt＝ Lx0/cos（θt）………………………………………

あるいは，

………………………………………

図 でコーナ部と，水平方向送り時の X座標，Y座

標演算式は式 ，式 と異なるが，座標位置を計算して

回転軸角度と直線軸位置を演算し，位置決めを行っている。

本切断装置で使用した FBの構成は図 のようになって

いる。式 ～式 の座標演算と回転軸，直線軸の位置演算

はユーザー FBで作成した。２軸の位置演算結果は高機能

１軸の手動パルス運転 FBの入力となる。手動パルス運転

では通常，MA2に手動パルサを接続し，MA2内のカウン

（7）（3）

１２
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（b）１１

（7）＝　（Xt
2＋Yt

2） Lt

（6）
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（b）１１
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トーチ 軌跡パターン 
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図１０　直交2軸の構成

（a）上から見た状態 

（b）横から見た状態 
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図９　回転軸と直線軸の構成
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図１１　動作パターン
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タで計数した入力パルス数により位置決め動作を行う。本

章の適用例では SPHの高速な浮動小数点演算機能を利用

し，手動パルサからのパルスカウンタを SPHの演算器

（ユーザー FB）で置き換えることで特殊動作を実行して

いる。

あとがき

SX システムを同期運転機械に適用したときの精度ばら

つきについて紹介した。フライングシヤーなどの走行切断

機械で要求される同期精度は切断製品で異なるが，今回検

証したシステムの精度でそのまま適用できる機械も多い。

しかし印刷機の多色ポスター印刷のように位置検出 PG分

解能や偏差ばらつき安定性など，さらに高精度，高速応答

が要求される機械もある。今後 SXの位置決めシステムで

は各種の機械に合わせた補正処理 FBの充実など，さらに

高精度・高速化の要求にこたえていく所存である。

また，特殊切断機械への適用ではPLC位置決めモジュー

ルで従来難しかった位置決め動作の概要を説明した。SX

システムではMA2 や MP2 への位置指令により位置決め

できる機能があり，SPH側のユーザー FBで動作パター

ン演算（パーソナルコンピュータ画面に運転パターンを描

画するのと似ている）を組み込めば，特殊動作が容易に実

行できる。

この機能を利用し印刷機械のほか，同期運転や回転軸動

作を必要とする包装機械や各種製造機械など，実機への適

用に際し本稿が参考になれば幸いである。

参考文献

相田忠勝ほか：統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」

の位置決めモジュール，富士時報，Vol.71，No.11，p.600-604
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図１２　特殊切断機械の制御ブロック図

〔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

長尾　泰明2976553 ECR プラズマ処理装置

鹿志村　修
須澤　広美2976586 カルマン渦流量計

佐々木俊之2976610 D/A コンバータのオフセット・ド
リフト補償回路

佐藤　和彦2977099 演算処理装置

広瀬　良一2977951 演算装置

広瀬　良一2978008 メモリ管理方式

遠山　　茂2979645 蒸気タービンの蒸気加減弁

渡邊　雅英2976615 エッチング方法およびエッチング装
置

近藤　史郎2977097 誘導無線機用送受信回路

鹿志村　修
須澤　広美2976592 カルマン渦流量計

津田　修平2976598 飲料抽出装置

神崎　　昇2976503 ノーリンギング着信検出回路

2979725 竹内　玲治交流電圧の差電圧演算方法

2979686 松田　香織トランスファー成形金型および半導
体装置

2979678
岩井　弘美
土川　　幸ガス絶縁機器の故障点標定装置

2979737 後藤　友彰ドライエッチング方法

2979769 岡林　健木シリコンウェーハの厚み選別方法

2979785 川嶋　善明端子台付き漏電遮断器

2979813 戸井　雅則距離継電器

2979816 春日　利明
鶴田　正己

アーク炉電極昇降装置の速度切換方
法

2979821 繁田　雅信自動販売機の表示装置

2979923 小林　真一半導体装置

2979857 堀　　洋司抽気タービンの抽気逆止め弁の運用
装置

2979869 鉄　　房夫突極形回転電機の分割形回転子セン
タ
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まえがき

MICREX-SX シリーズでは，その統合プログラム支援

ツール「D300win」により，国際規格言語 IEC61131-3 の

採用，プログラムの部品化，構造化プログラミングの導入

など，制御プログラム作成効率向上のための革新的な開発

環境を提供してきた。

特に，ファンクションブロック（FB）による制御プログ

ラムの再利用の仕組みは，従来にないまったく新しい形で

制御プログラムの生産性を飛躍的に高める可能性を秘めて

いる。すなわち，従来，個々の制御ごとに毎回同じような

プログラムを繰り返し作成してきたのが，FBの活用によ

り，あたかもジグソーパズルのように制御要素ごとに既存

の FBをあてはめていくだけで，制御プログラムを作成す

ることが可能である。

本稿では，FBの組合せにより制御プログラムを構築し

ていくブロックエンジニアリングの考え方と，その効果に

ついて述べる。

ファンクションブロック（FB）とは

IEC61131-3 で規定されるプログラムの部品化の仕組み

を FBという。図１に FBの簡単な例を示す。図１の左側

は，簡単なオンオフ回路をラダー図言語で記述したもので

ある。「起動」信号がオンすると，「出力」信号が指定周期

の２倍の周期でオンオフを繰り返す。これは，「起動」信

号がオフしても，「停止」信号がオンするまで継続する。

図１の中央は，この回路をFB化したものである。D300

win では，入力端子，出力端子の信号名称を指定するだけ

で，任意の回路を簡単に FB化することができる。ハード

ウェアでいえば，ディスクリート部品の組合せを集積回路

（IC）化とするのとまったく同一の考え方である。この際，

入出力端子には，制御で必要な信号名称だけ割り付ければ

よく，従来のプログラマブルコントローラ（PLC）のよう

に，タイマ番号や作業領域のアドレスなどをパラメータと

して意識する必要がないので，入出力インタフェースがき

わめて明確に表現できる。

図１の右側は，FBをラダー回路で使用した例を示す。

同じ FBでもインスタンス名（ハードウェアの部品番号に

相当）を付け替えることで，別回路として再利用すること

ができる。

MICREX-SXにおける構造化プログラミング

従来の PLCでは，プログラムの構造化や階層化の仕組

みに乏しく，いきおいすべての制御機能を延べ板式に 1本

のプログラムで作成せざるを得なかった。このためプログ

ラムの可読性が悪く，保守しづらいものとなっていた。

これに対し，MICREX-SX シリーズでは，構造化プロ

グラミングが可能である。すなわち，アプリケーションプ

ログラム全体を，制御対象（昇降装置，搬送装置など）と

制御目的（搬出動作，巻取り動作など）ごとにブロック化

し，このブロックごとにプログラムを分割して作成・デバッ

グ・管理することができる。各プログラムブロックは，さ

らに機能を絞り込んだより小さなプログラムブロックに階

層的に分割していくことができる。そのイメージを図２に

示す。

このように，ブロック構造を階層的に積み重ねることで，

可読性が高く保守しやすいプログラムが作成可能となる。

また，分割したプログラムは，その全体または部分を容易

に FB化することができるので，再利用性の向上，ひいて

ブロックエンジニアリングによる制御ソフトウェアの
開発効率向上

114（18）
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図１　ファンクションブロック（FB）のイメージ



ブロックエンジニアリングによる制御ソフトウェアの開発効率向上

は制御機能の標準化が可能である。

MICREX-SXのブロックエンジニアリング

あらかじめ必要な制御機能が十分に検証された FBとし

て用意されていれば，アプリケーションプログラムの大半

は必要な FBを選択し，これらを結合する作業のみとなり，

作成効率は大幅に向上する。MICREX-SX のブロックエ

ンジニアリングがめざすのはこの点にある。

この場合，FBをどのような単位で分類，用意するかが

重要である。MICREX-SX のブロックエンジニアリング

では，図３に示すように階層構造でアプリケーションプロ

グラムを構築し，階層ごとにFBを分類し，拡充する。

４.１ 基本部 FB層

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

てプログラムをブロック化（構造化）していくと，最終的

には小さな制御対象と制御機能の FBとなる。このとき，

実際のハードウェアコンポーネント（センサ，アクチュエー

タ）を直接制御する FBの機能（サーボアンプに指令パル

スを発信する機能，バーコードリーダからデータを受信す

る機能など）は，システム全体の制御目的とは無関係に，

対象のハードウェアコンポーネントのみに依存する。この

ように，ハードウェアコンポーネントとのインタフェース

をつかさどるFBの集合を基本部FB層と呼ぶ。

４.２ 応用部 FB層

表１に機械制御の分類の一部を示す。これらの分類は，

制御アルゴリズムの分類であり，原則的には制御対象とな

るセンサ，アクチュエータの種類には依存しない。サーボ

による位置制御を例にとれば，サーボアンプがパルス列イ

ンタフェース，リモート I/O 結合，DI/O 結合，のいずれ

であっても，位置制御演算アルゴリズムは共通である。

このように，ハードウェアコンポーネントに依存しない

FBの集合を応用部FB層と呼ぶ。

４.３ アプリケーション層

基本部 FB，応用部 FBを組み合わせ，表２に示す顧客
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図２　MICREX-SXの構造化プログラミング
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表１　機械制御分類（一部） 

モ
ー
シ
ョ
ン
制
御 

ロータリシヤー 

フライングカッタ 

1軸 PTP制御 

補間制御 

回転割出し 

同期運転 

走行切断 

ダンサ制御 

ループ制御 

位　置 

速　度 

制御演算など 

巻取り 

トルク 

位置制御 

同　　期 

比率制御 

ダンサ制御 

張力制御（張力検出方式） 

張力制御（巻径演算方式） 

揃速（せんそく） 
制御 

張力制御 

トルクバランス制御 

トルク制御 

表２　顧客ごと・業種ごとの機械制御 

エンドユーザー 
ゴム・化学 
自動車 
など 

機械セットメーカー 

搬送機械 
印刷機械 
金属工作機械 
金属加工機械 
紙・フィルム・プラスチック機械 
半導体製造装置 
食品機械 
包装機械 
など 
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ごと・業種ごとの機械制御を構築する部分である。アプリ

ケーション層は，一般には応用部 FBや基本部 FBを組み

合わせたプログラムになるが，その一部またはすべてを

FB化して，応用部FBとして登録することも可能である。

４.４ 運転方案記述層

ブロックエンジニアリングでは，特に運転方案（自動運

転仕様）を記述するプログラムをアプリケーション層から

分離する。運転方案記述層とアプリケーション層の間は，

イベント信号（ビット信号）が受け渡される。

運転方案記述層は，システムの状態遷移や工程歩進，す

なわち，いつ（ワークが到着したら），何を（ワーク軸を），

どうする（前進させる）かを管理し，アプリケーション層

へイベント信号（「ワーク軸前進指令」など）を発行する

イベント管理部である。

アプリケーション層以下は，受け取ったイベント信号に

対応した動作（アクション）を実行し，「動作完了」など

のステータスを運転方案記述層にアンサーバックするアク

ション実行部である。

このようにイベント管理部とアクション部を分離するこ

とで，アクション部の機能が単純化され，構造化，標準化

がしやすくなる。

ブロックエンジニアリングの応用

図４～６を用いて，位置決め制御にブロックエンジニア

リングを応用した例について説明する。なお，本例は，説

明のために概念のみ抽出している点に留意いただきたい。

図４にシステム構成を示す。本例は，サーボ，インバー

タ合計20軸の位置決め制御の例である。14軸が１軸 PTP

（Point to Point）位置決め制御，６軸が 2軸補間 PTP位

置決め制御を行っている。図５に，ブロックエンジニアリ

ングによるソフトウェア構成を示す。以下，図５の各ブロッ

クについて説明する。

５.１ 運転方案記述層

位置決めに関する運転方案（状態遷移記述），および製

造する銘柄ごとの運転パラメータ，機械系の定数を記述す

る。本例では，SCマトリクスを用いた例を示している。

運転方案記述層を SCマトリクスで記述することで，プロ

グラミングの知識のないユーザーであっても，運転方案の

内容を自由に作成・変更することができる。なお，SCマ

トリクスについては，本特集号の別稿（プログラム自動生
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図５　ブロックエンジニアリングの応用（ソフトウェア構成）



ブロックエンジニアリングによる制御ソフトウェアの開発効率向上

成ソフトウェアパッケージ「SCマトリクス」）にて詳細を

説明しているので参照いただきたい。

５.２ アプリケーション層

インタロックブロック，軸ごとの位置決めデータ生成ブ

ロックから構成される。インタロックブロックは，SCマ

トリクスからの指令信号（「ヘッド軸下降」「ワーク軸前進」

など）に対し，必要なインタロックをとり，応用部 FB層

以下へ受け渡すプログラムである。位置決めデータ生成ブ

ロックは，SCマトリクスからダウンロードされるデータ

列（機械定数，銘柄データ）を解析し，軸ごとの位置決め

データ（目標位置，速度，モード）を生成するプログラム

である。

５.３ 応用部 FB層

図６に示すように，１軸位置決めブロックと 2軸補間位

置決めブロックから構成される。１軸位置決めブロックは，

パラメータ選択 FBと１軸位置決め FBから構成される。

パラメータ選択 FBは，SCマトリクスからのビット指令

（前進，後退，原点復帰）に対応した位置決めデータ（目

標位置，速度，モード）を選択して，１軸位置決め FBに

渡す。１軸位置決め FBは，与えられた位置決めデータに

よる位置決め制御演算を実行し，完了を SCマトリクス移

行条件へ返却する。

２軸補間位置決めブロックは，上記ブロックに 2軸補間

FBを追加する。すなわち，２軸補間 FBにて与えられた

位置決めデータを 2軸分に分解し，おのおのを 1軸位置決

めFBへ渡す。以降の処理は，１軸位置決めブロックとまっ

たく同一である。

５.４ 基本部 FB層

ハードウェアコンポーネントのインタフェース FBから

構成される。図４のハードウェア構成に対応するために，

以下のような 5種類の FBで構成される（図６参照）。

Tリンクインタフェースインバータ制御FB

Tリンクインタフェースサーボ制御FB

DI/O インタフェースインバータ制御FB

DI/O インタフェースサーボ制御FB

パルス列インタフェースサーボ制御FB

１軸位置決め FBに適当な上記基本部 FBを接続するこ

とで，アクチュエータの種類（インバータ，サーボ），お

よびインタフェースの種類（Tリンク，DI/O，パルス列）

に自由に対応することができる。

ブロックエンジニアリングの効果

前述したような構成で制御システムを構築することで，

以下のような効果が得られる。

FBを応用部，基本部に分割するので，インタフェー

スによらず，制御の部分（応用部）を共通化できる。図

６の例では，インタフェースは Tリンク，DI/O，パル

ス列とさまざまだが，位置制御は「1軸位置決め FB」

だけに共通化できる。

応用部 FBを組み合わせることで，多様な機能を構築

できる。図６の例では，１軸位置決め FBを 2個と，２

軸補間位置決め FBを組み合わせることで，２軸補間位

置決めを実現できる。

アプリケーションが FB単位で管理・標準化できる。

また，FBは国際標準規格言語 IEC61131-3 で記述する

ので，将来にわたってソフトウェア資産が継承できる。

運転方案部（イベント部）とアクション部を分離する

ことで，アクション部の機能が単純化され，構造化，標

準化がしやすくなる。さらに，自動運転調整時は，基本

的にはイベント部だけの変更で対応できる。

あとがき

IEC61131-3 の FBの効果的運用方法として，ブロック

エンジニアリングの考え方を紹介した。FBの考え方は，

従来困難であった，PLCプログラムの再利用，標準化を

進めるうえで大きな威力を発揮するものと考える。実際の

アプリケーションへの FBの適用について本稿が参考にな

れば幸いである。

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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まえがき

プログラマブルコントローラ（PLC）の高機能化，高性

能化，低価格化が進む一方で，その制御プログラムは，大

規模化，複雑化の一途をたどっている。そのためプログラ

ム作成コストがハードウェアコストを上回るケースもまれ

ではなくなってきており，制御ソフトウェア作成効率向上

が強く求められている。

MICREX-SX シリーズの統合プログラミング支援ツー

ル D300win では，国際規格言語 IEC61131-3 の採用，構

造化プログラミングの導入，プログラムの部品化による再

利用性向上など，制御プログラム作成効率向上のための革

新的な環境を提供してきている。今回，その一環として，

プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマトリ

クス」を開発したので紹介する。

SCマトリクスの概要

図１に一般的な制御プログラムの作成手順を示す。まず，

制御動作仕様（運転方案）が作成される。次にこの仕様が

PLCプログラムに翻訳され，PLCによって実行される。運

転方案変更時は，常にこのサイクルで回ることになる。こ

こで，運転方案から直接 PLCのプログラムが自動生成さ

れれば，作成効率の飛躍的向上が期待できる。

SCマトリクスは，このプログラム自動生成を行うソフ

トウェア製品であり，D300win と結合して使用する。具

体的には，工程歩進制御に関する運転方案を定型化し，

Microsoft Excel 97（Excel 97）のワークシートに表形式で

記述する。ここから IEC61131-3 言語である ST言語のプ

ログラム（POU）を自動生成するものである。

ラダー図言語などのプログラミングの知識がなくても，

使い慣れた Excel 97 を用いて，１時間程度の学習でだれ

でも簡単にビジュアルに運転方案が記述できる。さらに，

記述したワークシートのフォーマットのままで，モニタリ

ングやオンラインでの運転方案仕様の変更が行えることが

特長である。図２に SCマトリクスの概要を示す。

SCマトリクスの機能

３.１ 運転方案記述機能

SC マトリクスにおける運転方案記述の詳細を図３に示

す。一連の工程をマトリクステーブルと呼び，Excel 97 の

ワークシート 1枚に記述する。マトリクステーブルは，最

大98枚まで作成でき，各マトリクステーブルを並列動作さ

せたり，マトリクステーブル間でシーケンシャルに実行す

ることができる。

プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ
「SCマトリクス」
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プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマトリクス」

マトリクステーブルは，縦軸に次工程への移行条件とな

る信号名称（「移行条件」欄）と出力信号名称（「出力」欄）

を記述し，横軸に工程を記述する。

工程ごとの「出力」欄に，その工程で出力すべき信号を

●（a接点）で指定する。同時に，「移行条件」欄に次工

程への移行条件を●または○（b接点）で指定する。これ

らの●や○をピンと呼ぶ。なお，「移行条件」のピンは，

基本的にはAND条件となるが，「OR」欄に●ピンを指定

するとOR条件になる。

SCマトリクスの主な機能を図４の例をもとに示す。図

４では，１階と 2階を往復するエレベータの運転方案を表

している。

工程歩進機能

SCマトリクスの基本機能であり，工程ごとに次工程へ

の移行条件，出力信号の設定を行う。

工程番号は，１から始まる連番で記述し，移行条件が成

立すれば，次の番号の工程へ移行する。

図４の工程 1では，「ブレーキ出力」「扉を開く」の出力

信号をオンする。移行条件信号「扉開く完了」がオンした

ら，工程は 2に移行し，同時に出力信号も工程 2で指定さ

れた信号「ブレーキ出力」のみに切り換わる。

ジャンプ機能

マトリクステーブルの「ジャンプ」行にジャンプ先を記

述することで，ある工程から他の工程へジャンプさせるこ

とができる（何も記述しなければ，次工程へ移行する）。

同一工程内に複数のジャンプ先を記述すれば，入力条件に

より，複数の工程のいずれかを選択して移行することがで

きる。あるマトリクステーブルから，他のマトリクステー

ブルへジャンプすることもできる。図４の工程３は，３分

岐の条件ジャンプの例を示しており，移行条件として三つ

ある。

第一の条件では，「1階到着」「扉閉まる完了」両信号の

オンにて，工程 4に移行する。第二の条件では，「2階到

着」「扉閉まる完了」両信号のオンにて工程 6に移行する。

第三の条件では，「開くボタン入力」オンかつ「閉じるボ

タン入力」オフにて，工程 1に移行する。

工程時間保証機能（動作タイマ）

マトリクステーブルの「動作タイマ」行にタイマ値を設

定すると，その工程の最低動作時間を保証することができ

る。すなわち，その工程へ移行した際，すでに移行条件が

成立していても，動作タイマで設定した時間，その工程に

とどまる。動作タイマは，工程ごとに設定の有無を選択で

きる。

図４の例では，工程 3，5，7 から工程 1に移行してきた

際，「扉開く完了」の入力信号がすでにオンしていても，１

秒間経過しないと，工程 2には移行しない。

また，動作タイマを応用すれば，図５に示すようにタイ

ムチャートを記述することもできる。

渋滞監視機能〔ウオッチドッグタイマ（WDT）機能〕

マトリクステーブルの「WDT検知」行にタイマ値を設

定すると，その工程にとどまっている時間を監視すること

ができる。設定した監視時間に到達すると，「WDT検知

n」（nはマトリクステーブル番号）信号がオンするととも

に，そのマトリクステーブルの歩進制御を停止する。

「WDT検知 n」信号は，他のマトリクステーブルで移行

条件に使用したり，ラダープログラムで接点信号として使

用することができる。

「WDT検知 n」信号は，「WDT解除 n」信号を別のマ

トリクステーブルやラダープログラムなどからオンするこ

とで解除できる。

図４の例では，工程 1に移行後，「扉開く完了」信号が

２秒以内にオンしないと，「WDT検出 1」信号がオンし，

工程歩進制御を停止する。

一時停止機能

マトリクステーブルの「一時停止」行に●または○ピン

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　SCマトリクスにおける運転方案記述の詳細
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図４　SCマトリクスにおける運転方案記述例



プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマトリクス」

を設定すると，工程歩進の制御を一時的に停止させたり，

再開させたりすることができる。一時停止ピンは移行条件

の判定結果にAND条件で作用する。すなわち，一時停止

の設定がある場合（一時停止欄にピンの設定がある場合）

は，移行条件が成立しても，一時停止欄の条件が成立しな

ければ，次工程へ移行しない。

図４の工程 4では，移行条件信号の「2階近接下」がオ

ンしても，「一時停止」がオンしていると工程 5に移行し

ない。

データ設定機能

マトリクステーブルの任意の工程で，PLCメモリの特

定のデータを書き換えることができる。また，マニュアル

操作で，PLCに一連のデータ列を書き込むことができる。

運転パラメータを部分的に変更したり，一括して変更した

りする際に使用する。

３.２ モニタ機能

全体モニタ

マトリクステーブルの全体を，作成したとおりのフォー

マットでモニタする。現在実行中の工程，入力信号，出力

信号の状態が表示される。また，図６のように複数シート

を同時にモニタすることも可能である。

部分モニタ

現在実行中の工程の出力信号，および移行条件信号の状

態のみを自動的に集約して表示する機能を設けた。これを

部分モニタという。その工程で指定されている信号のみを

モニタするので，工程数や信号数が多いとき，部分モニタ

を使用すれば，今どの信号を出力しているか，どの移行条

件信号を待っているかを一目で確認することができる。図

７はその一例を示したものである。

全体モニタ・部分モニタは随時切り換えて使用すること

ができる。

３.３ オンライン変更機能

制御対象の立上げ時・調整時には，短時間で運転方案を

繰り返し変更できることが重要である。SCマトリクスで

は，ピンの有無や，タイマ設定値の情報をデータファイル

化した。この結果，以下の変更操作に関しては PLCプロ

グラムの再生成が不要となり，オンラインデータ変更の感

覚できわめて短時間（十数秒程度）で対応ができる。

移行条件欄のピン（○，●）の追加・削除

出力信号欄のピン（●）の追加・削除

動作タイマ時間の変更

渋滞監視時間の変更

ジャンプ番号の変更

PLCプログラムとの結合

SC マトリクスは，ラダー図言語などで記述されたアプ

リケーションプログラムと容易に結合することができる。

SCマトリクスのマトリクステーブルは，コンパイルに

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（6）
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図６　SCマトリクスにおける全体モニタ例

出力している信号の表示 

現在実行中の工程のみの，出力信号，入力信号（移行条件）の状態を 
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図７　SCマトリクスにおける部分モニタ例
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図５　SCマトリクスにおけるタイムチャート記述例



プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマトリクス」

よってマトリクステーブル単位に IEC61131-3 の ST言語

のプログラム（POU）に変換され，D300win のプロジェ

クトツリー上に登録される。言うまでもなく，このプログ

ラムは D300win を用いてユーザーがラダー図言語などで

作成したプログラムと同等であり，プロジェクトツリー上

で簡単に結合できる。

また，各マトリクステーブルで作成した信号名称は，す

べてグローバル変数に自動的に変換される。D300win で

作成するアプリケーションプログラムは，このグローバル

変数を介して，マトリクステーブルから指令信号を受け取っ

たり，応答信号を SCマトリクスの移行条件に返したりす

る（図８参照）。

この結果，例えば SCマトリクスの出力信号をラダープ

ログラムでインタロックをかけ出力したり，位置決めなど

の機能をアプリケーションプログラムで作成し，SCマト

リクスのある工程から起動指令を与え，位置決め完了を

SCマトリクスの工程移行条件の一つとして入力する，な

どの応用が可能となる。

SCマトリクスの効果的運用

図９に SCマトリクスの効果的運用例を示す。

本図において，上段は機械動作に熟知した技術者（機械

技術者）の領域を示し，下段はセンサ，アクチュエータ制

御の PLCプログラミングに熟知した技術者（電気技術者）

の領域を示す。

上段の領域では，「いつ（ワークセンサがオンしたら）」

「何を（ローダを）」「どうするか（上昇させる）」，すなわ

ち運転方案を，SCマトリクスを用いて記述する。運転方

案のレベルでは一般に，センサ，アクチュエータの種別

（汎用モータ，サーボ，インバータなど）や，入出力イン

タロックには言及しない。下段の領域では，センサ，アク

チュエータの種類に応じた具体的制御プログラムやインタ

ロック回路などを機械固有のアプリケーションソフトウェ

アとして，あらかじめ作成しておく。

こうした作業分担を行うことで，以下の効果が得られる。

機械技術者と電気技術者の間で並列作業ができ，工期

が短縮できる。

PLCプログラムを知らなくとも，現場の機械技術者

が容易に自動制御を記述できる。

機械の動作状況に応じて，機械技術者自らが即座に運

転方案を変更できる。

あとがき

MICREX-SX のプログラム自動生成ソフトウェアパッ

ケージ「SCマトリクス」の特長，機能および効果的運用

方法について紹介した。今後とも，自動プログラミングに

ついての研究を進め，近年ますます複雑化する制御システ

ムのアプリケーションプログラム開発効率向上に寄与して

いく所存である。

（3）

（2）

（1）
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まえがき

今日，製造業を取り巻く環境は大きく変化している。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

ア化などの波が情報処理システムからファクトリーオート

メーション（FA）システムに押し寄せて数年がたつ。こ

の間に，工場ラインには，Windows
〈注1〉

に代表される標準OS

（Operating System）を搭載したパソコンの導入が進んで

おり，生産管理や工程管理，監視や操作などに使用されて

いる。しかし，消費者ニーズに起因する多様化に伴う受注

生産の採用や省力化の実現のためには，さらに，パソコン

に代表される情報系システムとFAシステムとのシームレ

スなデータ連携が必要とされている。そうすることで，各

フェーズで，時々刻々と変化する現場データに基づいたリ

アルタイムな対応が十分に行えるようになる。今，製造業

を取り巻く環境は，IT（Information Technology）の影

響力によって大きく変わろうとしている。

本稿では，上記を踏まえ，FAアプリケーションソフト

ウェアとプログラマブルコントローラ（PLC）システム間

でのデータ連携に焦点をあて，MICREX-SX（以下，SX

という）システムでの対応を紹介する。

製造業を取り巻く技術動向

情報系システムで普及してきたオープン化・マルチベン

ダー化をベースとした ITの波は，必然的に FAシステム

へも浸透してきている。

Ethernet
〈注2〉

は，情報系の LAN（Local Area Network）と

して広く使われているが，FL-net に代表されるように，

コントローラ間の LANとしても適用されている。また，

WindowsNT
〈注3〉

/CE
〈注4〉

などの標準OSもその適用範囲を監視系

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

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

から制御系に広げている。Java
〈注 5〉

の技術も同じような展開

をすることが十分に予測される。DCOM（Distributed Com-

ponent Object Model）や CORBA（Common Object Re-

quest Broker Architecture）に代表される分散オブジェ

クト技術は，将来の制御システムの姿を変える可能性を大

いに持っている。また，インターネットとの接続機能を内

蔵するコントローラも開発され，市場に投入され始めてい

る。

このように，ITから発生したさまざまな技術は，確実

にFAシステムにおいても不可欠な要素となっており，こ

れらの要素をいかに組み合わせてシステムを構築するかが

大きなポイントとなっている。

FAアプリケーション構築の現状

今まで，FAアプリケーションを構築する際には，専用

MMI（Man Machine Interface）や SCADA（Supervi-

sory Control And Data Acquisition）を採用し，独自の機

能をカスタマイズする傾向にあった。この場合，PLCと

のデータ連携は，PLC専用プロトコルを使用する通信処

理を新規に開発するか，PLCメーカーが提供する PLCア

クセス関数を利用する方法が多かった。また，SCADAメー

カーは，PLCごとのドライバを専用もしくは，DDE（Dy-

namic Data Exchange）インタフェースのいずれかで開発

し，提供する必要があった。

FAアプリケーション開発への要求

いつの時代でも，FAシステムを構築する者にとっての

関心事は，どのようにして今必要とするシステムを短期

間・低コストで実現し，さらに，それ以降に発生する変更

や追加を容易にするか，ということである。加えて，厳し

い市場を生き抜いていくためには，システム内のデータ

〈注 4〉Windows CE ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 5〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の商標

統合コントローラ「MICREX-SX」システムにおける
FAアプリケーションソフトウェアとの連携
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統合コントローラ「MICREX-SX」システムにおける FA…

（情報）を活用し，戦略的な経営に結びつけていくことも，

大きな関心事である。

製造業をとりまく技術水準は，十分にその要求に対する

ソリューション（解）を実現できる状況にまで到達してい

る。これらの技術，および技術をベースとしたコンポーネ

ントを活用することにより，オフィスのパソコンから製造

現場の PLCにネットワークを介して接続し，PLCのデー

タにシームレスにアクセスできるのである。もちろん，そ

の際に，PLCへのアクセス処理の実現にも，短期間・低

コストが要求される。つまり，定義とわずかなプログラム

の作成で，PLCのデータが画面上に表示されなければな

らない。この要求に対して，メーカーはどのようなソリュー

ションが提案できるのか，そこが問われる時代になった。

SXシステムでの対応

上記の状況のなか，SXシステムでは，変数名で SXシ

ステムのデータにアクセスできるように，以下のインタ

フェースを開発し，システム開発にかかわる工数の短縮化

と容易性を提案している。

OPC〔OLE（Object Linking and Embedding）for

Process Control〕インタフェースによるデータアクセス。

Cインタフェースによるデータアクセス。

これらのインタフェースを用いることで，PLC内のデー

タをPLC外と共有・交換し，さらに，オフィスアプリケー

ションに受け渡すことができる。すなわち，生産現場，オ

フィスがネットワークを介してシームレスにつながる環境

が実現可能になる。

具体的には，従来の FA アプリケーションを VBA

（Visual Basic
〈注6〉

for Application）を搭載したExcel
〈注7〉

のよう

なオフィスアプリケーションで実現できる。Excel などで

は，GUI（Graphical User Interface）画面も簡単に作成で

〈注 6〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 7〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

きるので，専門知識がなくても簡易監視MMI を容易に開

発できる。

５.１ 変数名の考え方

SX システムの I/O やメモリには，変数名でアクセスす

る。変数名は，国際規格言語（IEC61131-3）準拠の統合

プログラミング支援ツール（以下，D300win という）で

定義する。この変数名は，図１に示すように，プロジェク

ト名，コンフィギュレーション名，リソース名，グローバ

ル変数ワークシート名の階層で管理される。ユーザーが

PLC内のメモリや I/Oにアクセスする場合には，D300win

の表現を用いてアクセスする。このとき，各インタフェー

スは，D300win で定義した変数名情報を共有し，変数名

の管理を容易にしている。

５.２ OPCインタフェースによるデータアクセス

OPCは，OLE/COM（Component Object Model）をベー

スにした FA/PA（Process Automation）向けデータ交換

の仕様で，クライアント・サーバ形のオブジェクトインタ

フェースとなっている。OPCでは，幾つかの仕様を策定

しているが，そのなかでも，OPCデータアクセス（OPC

DA）の仕様が，1998年10月に非営利団体 OPC Founda-

tion から一般公開され，各社から対応製品が市場に展開さ

れてきている。日本 OPC協議会の発表によると，1999年

10月現在，ワールドワイドで約 500 の製品が存在する。図

２に示すように，これまでベンダーは，PLCメーカー，ク

ライアントごとに異なったデータ交換のインタフェースを

サポートしなければならなかったが，PLCメーカー共通

のソフトウェアインタフェース，すなわち OPC DAイン

タフェースの登場により，図３に示すように，PLCデー

タのシームレスなデータ交換が容易になった。OPC DA

サーバで提供するインタフェースの実装形態を図４に示す。

OPC DAインタフェースは，「アイテム ID」と呼ぶ変

数名で PLCのデータにアクセスすることを特長としてい

る。

また，このOPC DA対応の製品の登場により，ユーザー

やシステムインテグレーター，メーカーは図５に示すメリッ

（2）

（1）
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図１　D300win での変数名定義
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統合コントローラ「MICREX-SX」システムにおける FA…

トを享受できると言われている。

OPC仕様準拠の製品が普及するにつれて，システムの

拡張やコンポーネントの選択が容易になるほか，データア

クセスも容易になる。これにより，プロセス制御アプリケー

ションのデータをデータベースソフトウェアや表計算ソフ

トウェアに直接送信し，自動編集するなど，高度なデータ

統合が可能となる。

このような OPCによる標準化の動向を踏まえ，SXシ

ステムを対象に，OPC DAのバージョン 1.0A および 2.0

の仕様に準拠したOPC DAサーバを開発した。

SX対応OPC DAサーバでは，表１に示すデータアクセ

スをサポートしている。また，PLCとの接続は，図６に

示す形態を実現する。

５.３ Cインタフェースによるデータアクセス

C インタフェースによるデータアクセスは，PLCの専

用プロトコルを意識せずに行うことを目的とし，開発者が

今まで培った C言語でのプログラミング手法を用いて SX

システムにアクセスするためのインタフェースである。従

来機種（MICREX-F，FLEX-PC）を用いたシステムに

SXを追加したり，現行機種をリプレースする場合に，こ

のインタフェースを用いると効果的である。

具体的には，PLC への多点読込み・書込みのインタ

フェースをサポートし，効率のよいデータアクセスを実

現している。PLCとの接続形態は，OPCと同様に，各種

ネットワークと接続することができる。

適用例

ユーザーの要求システムに対して，上記インタフェース

を自由に組み合わせることで，より柔軟に情報系システム
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図３　OPCを実装したシステム（概念図）

□エンドユーザー 
　　ソフトウェアおよびハードウェアの選択の自由度が拡大する。 
　　FA・PAシステムと情報システムとの間で有機的統合が進む。 

□システムインテグレーター 
　　計測・監視制御システムの統合・テスト・検証・保守が容易 
　　になる。 
　　提供できるソリューションの範囲が拡大する。 
　　システム開発生産性が向上し，納期が短縮される。 

□制御システム・機器メーカー 
　　マルチベンダー対応製品の開発が容易になる。 
　　システム開発期間が短縮される。　 

図５　OPCのメリット

表１　SX対応OPC DAサーバのサポート機能 

機　能 説　明 方　式 

プロセス 
データ 
読込み 

プロセス 
データ 
書込み 

同期読込み 
アイテムに対応するプロセスデータを読み 
込む。読込み完了まで待ち合わせる。 

非同期読込み 

アイテムに対応するプロセスデータを読み 
込む。要求後直ちに復帰し，読込み動作が 
完了した時点で，データアクセスクライア 
ント側のメソッドが呼び出される。 

リフレッシュ 
すべてのアクティブなアイテムからプロセ 
スデータを読み込む。 

データ変化通知 
（サブスクリプ 
　ション） 

一定周期でデータをチェックし，データに 
ある幅以上の変化があった場合に，データ 
アクセスクライアントに通知する。 

同期書込み 
アイテムにデータを出力する。書込み完了 
まで待ち合わせる。 

非同期書込み 

アイテムにデータを出力する。要求後直ち 
に復帰し，書込み動作が完了した時点で， 
データアクセスクライアント側のメソッド 
が呼び出される。 
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図６　SXで構築できるシステム構成



統合コントローラ「MICREX-SX」システムにおける FA…

とシームレスに PLCデータを受け渡すシステムを実現で

きる。

現時点では，以下に示す方法によるFAアプリケーショ

ン構築が可能である。

①　Visual C++
〈注8〉

によるアプリケーション構築

② VB（Visual Basic）および VBAによるアプリケー

ション構築

③　SCADAによるアプリケーション構築

④　Java によるアプリケーション構築

⑤　Web によるアプリケーション構築

ここでは，③，④，⑤に対する適用例を紹介する。

SCADAによるアプリケーション構築

SCADAシステムとの接続には，OPC DAインタフェー

スを使用する。

SCADAは，パソコンをベースに各種入出力ボードを組

み合わせ，データ収集および装置制御を行うシステムであ

るが，最近ではパッケージソフトウェアをベースにカスタ

マイズする方法が主流である。

この SCADAでも，先に述べたOPC DAインタフェー

スの公開以降，OPC DAクライアントに対応した製品が，

次々と市場に投入されている。OPCが登場する前は，接

続を容易に実現するために，Microsoft 社が策定したDDE

インタフェースを用いて PLCと接続する方法が用いられ

ていた。この場合，一度に多量のデータを取り扱うことが

できなかったり，期待する性能が得られない場合があった。

この問題を，OPC DAが解決する。OPC DAサーバをイ

ンストールし，SCADA上で OPC DAサーバとの接続に

関する定義と変数名を定義することで，PLCのデータに

アクセスできる。

Java によるアプリケーション構築

Java アプリケーションとの接続には，OPC および Cイ

ンタフェースのどちらも使用できる。

Java アプリケーションから Cアプリケーションにアク

セスする場合には，JNI（Java Native Interface）を使用

する方法が一般的である。JNI を利用して，C言語で開発

した信頼性の高いライブラリを Java で再利用できる。

また，OPC DAインタフェースを Java アプリケーショ

ンで利用する場合には，Visual J++
〈注 9〉

を用いて，ラッパを

作成することで PLCのデータにOPC DAサーバ経由でア

クセスできる。

Web によるアプリケーション構築

〈注 8〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 9〉Visual J++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 10〉ActiveX ：米国Microsoft Corp. の登録商標

Webシステムは，ActiveX
〈注10〉

コントロール，Java，そして

CGI（Common Gateway Interface）で構築する方法が多

く用いられる。ActiveXによる構築の場合には，ActiveX

を VBなどで作成し，容易にクライアント・サーバのシス

テムが構築できる。Java でWeb システムを構築する場合

には，図７に示すようなサーバサイドのWeb システム構

成を利用すれば， で紹介した方法が利用できる。

あとがき

以上，SXシステムにおける FAアプリケーションへの

適用を紹介した。現在，OPCでは，OPC Foundation を

中心に，本稿で紹介したDAインタフェースのほかにも，

幾つかの標準化仕様の策定が進められている。また，Java

を FA分野に適用するための標準化活動も進められている。

今後は，さらに，ITとの連携が促進し，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

超分散システム化も進むと考えられる。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，制御システム

のアプリケーション開発の一翼を担っていきたいと考えて

いる。

参考文献

OPC Foundation ： OPC Data Access Custom Interface

Specification Version 2.0，p.4（1998）

日本OPC協議会技術部会：OPC技術概要書 Version1.0，

p.4 （1997）

指田吉雄：計測・制御システムのオープン化テクノロジー

OPC「OPC基本仕様データアクセス 2.0」，計装，Vol.44，No.8，
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まえがき

富士電機は統合コントローラ「MICREX-SX」シリーズ

のソフトウェア PLC（Programmable Controller）として

「SPS」を提供している。これはパーソナルコンピュータ

（パソコン，PC）で汎用 OS（Operating System）である

WindowsNT
〈注1〉

上で動作する PLCであり，MICREX-SXの

ハードウェア PLCと言語・開発環境の共通性を持たせた

ソフトウェア PLCとして好評を得ている。PLC機能をパ

ソコン上で実現することにより，パソコンの豊富なリソー

スを利用した，アプリケーションを開発することが可能と

なり，特に最近の動向である情報通信分野（インターネッ

ト，イントラネット）と制御分野の融合も実現できるよう

になった。

パソコンで一般的に用いられるOSは，主に事務処理を

主眼として作られているため，前述の「SPS」も，制御の

処理速度は各種機械装置をダイレクトに制御するには不十

分な場合があり，主に一つ上の階層である管理系で用いら

れている。

本稿では，パソコンや汎用OSの多くの有益なリソース

を利用しながら，機械制御に適した処理速度を得るための

技術動向と，その製品技術を紹介する。

リアルタイム処理

パソコンのハードウェアは，マイクロプロセッサを中心

としたシステム構成であり，高速な制御を含めあらゆる分

野に適応できる。

これに対してWindows
〈注2〉

シリーズなどの OSはワードプ

ロセッサや表計算など，人とのインタフェースを重視した

アプリケーションを動作させる機能となっており，快適に

人がオペレートできるように工夫されている。すなわち，

多くの情報をまとめて処理する能力や，人とのインタフェー

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

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

ス処理の応答性に主眼がおかれ，機械制御のようにある事

象に対して，決められた時間で出力するような処理には必

ずしも最適ではない。

機械制御に要求される制御性能とは，機械の状態を監視

して，その変化に対応する演算と出力処理を一定時間以内

に行うことである。一般的にその応答は 10ms から 1ms

が要求される。また，制御の繰返し精度の観点からその応

答は一定であることが要求される。

OSの外部事象に対して，応答処理をする機能はソフト

リアルタイムとハードリアルタイムの二つに分類される。

ソフトリアルタイム処理は，外部事象の変化（割込み）の

受付け後の結果の出力処理は必ずしも一定でない時間で行

い，Windows などの事務処理用 OSで用いられている。

ハードリアルタイム処理は，割込みに対する結果の出力処

理を決められた時間に処理することが保証されている。多

くの機械制御にはハードリアルタイム処理が要求される。

以下にハードリアルタイム性能を付加したソフトウェア

PLCを紹介する。

WindowsNTのリアルタイム拡張によるソフト

ウェアPLC

３.１ Windows NTのリアルタイム拡張方式

WindowsNTは1994年のリリース以来，バージョンアッ

プによる機能追加，安定性向上を行い，企業基幹システム

向けのOSとして着実に普及してきた。しかし，Windows

NTは TSS（Time-Sharing System）を前提にした OSの

ため，組込み用途に適用する場合にリアルタイム性や信頼

性が，従来からのリアルタイムOSに比べて劣ると言われ

てきた。この問題を解決する方法として，サードパーティ

からWindowsNTを拡張することで，専用 OSと同等の

リアルタイム性とブルースクリーンクラッシュ時にもリア

ルタイムプログラムの動作を継続できる信頼性を付加す

る方式が提案されている。これらの製品としては，

VenturCom社の RTXや Radisys 社の INtime が有名であ

る。今回 INtime2.0 上にソフトウェアPLCを実装した。構

ソフトウェアPLCのリアルタイム拡張
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ソフトウェアPLCのリアルタイム拡張

成と主な特長を以下に記す。

３.２ INtime によるソフトウェアPLCの構成

INtime は Intel 社が開発したリアルタイム OSである

iRMXカーネルを，WindowsNT4.0 に組み込み，リアル

タイム性を実現している。具体的には Windows NT は

INtime のカーネルにより管理される最も優先度の低いタ

スクとされ，さらにそのなかでWindowsNTのすべての

タスクが動作することになる。このような構成を採ること

で，INtime のリアルタイムプログラムのリアルタイム性

とWindowsNTがクラッシュした場合にも動作の継続の

保証を実現している。

図１に今回実装したソフトウェア PLCのソフトウェア

の構成を示す。PCハードウェアは PC/AT
〈注3〉

互換のパソコ

ンまたは組込み用 CPUボードである。モデファイドHAL

（Hardware Abstraction Layer）は Windows NT のハー

ドウェア依存部である HALにタイムベースの管理と割込

みの管理を拡張し，INtime 側のアプリケーションのリア

ルタイム性を向上させている。リアルタイムインタフェー

スドライバはWindowsNTアプリケーションと INtime ア

プリケーションの通信をサポートする。これらのWindows

NTリアルタイム拡張の上でソフトウェア PLCが動作す

る。ソフトウェア PLCは WindowsNT上と INtime 上の

二つのモジュールで構成されている。INtime 側にはシー

ケンス演算を実行する制御エンジンとフィールドバス I/O

ドライバが動作し，この上でユーザープログラムが実行さ

れる。一方，WindowsNT側には，通信インタフェース

が存在し，プログラミングツールとの通信インタフェース

と INtime 側のプログラムの初期化を行う。これにより同

一パソコンまたは別のパソコンにインストールされたプロ

グラミングツールから支援が可能である。

３.３ 外部アプリケーションプログラムとの連携

ソフトウェア PLCは INtime またはWindowsNT上の

〈注３〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の商標

アプリケーションと連携するための機構として以下のもの

を実装している。

イベントタスク起動

他の INtime 上のアプリケーションから PLC のイベン

トタスクを起動することができる。これにより外部アプリ

ケーションの実行と PLCタスクの同期実行が可能となる。

共有メモリ

ソフトウェア PLCは他のアプリケーションとの間で同

一のメモリ空間を共有することができる。この共有メモリ

は PLCのユーザープログラムが直接アクセスでき，他の

アプリケーションとのデータ交換に使用する。

ファイル操作ファンクションブロック

PLCのユーザープログラムからWindowsNTのファイ

ルシステムにアクセスするファンクションブロックを用意

している。これにより設定データなどをファイルから設

定・保存可能である。

メッセージ通信ファンクションブロック

他のアプリケーションとのメッセージ通信を行うための

メッセージファンクションブロックを実装しており，ユー

ザープログラムからアラームや状態通知を行うことができ

る。

３.４ 特長と主な仕様

WindowsNTのリアルタイム拡張OSを用いることによ

り，高いリアルタイム性，堅ろう性とWindowsNTの豊

富なソフトウェア資産との連携の，両者を兼ね備えたソフ

トウェア PLCを実現可能である。表１に本システムの主

な仕様を示す。

リアルタイムOSによるソフトウェアPLC

機械組込みシステムにおいて，PCハードウェアのリソー

スを利用し，コストパフォーマンスの高い，短期間開発の

要求が高まっている。機械組込みシステムの特長をふまえ

て富士電機ではリアルタイム OSを用いたソフトウェア

PLCを開発した。

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.2 2000

127（31）

PCハードウェア 

モデファイドHAL

Windows 
NT リアルタイム 

インタフェース 
ドライバ 

通信 
インタ 
フェース 

プログラ 
ミング 
ツール 

制御 
エンジン 

ユーザー 
プログラム 

ソフト 
ウェア 
PLC

共有 
メモリ 

I/O 
ドライバ 

他アプリ 
ケーション 

I/Oボード 

INtime 
カーネル 

INtime側 Windows NT側 

イ
ベ
ン
ト 

図１　ソフトウェア構成（Windows NTリアルタイム拡張

ソフトウェアPLC）

表１　主な仕様（Windows NTリアルタイム拡張ソフトウェア 

　　　PLC） 

仕　様 

OS：Windows NT4.0 SP3 
　　  INtime2.01 
CPU：Pentium75 MHz 以上 
主記憶：48 Mバイト以上 
ハードディスク：1 Gバイト以上 
拡張バス：PCI

1本（最小周期  2 ms） 

16優先度，32本（最小周期  1 ms） 

タスク同期 

IL，ST，LD，FBD，SFC 
（IEC61131-3準拠） 

約5 k ステップ/POU

項　目 

動　　作　　環　　境 

サイクリックタスク 

定 周 期 タ ス ク  
イ ベ ン ト タ ス ク  

入　出　力　方　式 

プ ロ グ ラ ム 言 語  

プログラム容量/POU

〈注〉Pentium：米国 Intel Corp.  の登録商標 

〈注〉 



ソフトウェアPLCのリアルタイム拡張

本章では，汎用のリアルタイムOSをプラットホームと

したソフトウェア PLCを紹介する。

４.１ リアルタイムOSの特長

Windows などの OSでは，一般的に大容量の補助記憶

装置が必要である。同様に電源の投入・遮断も所定の手続

きが必要である。

機械制御を行うコントローラの多くの設置環境は事務所

環境と比較して厳しく，振動や温度環境に対応する必要が

ある。また，事務処理とは異なり，電源の投入遮断もラン

ダムに行われる。同様に，保守の容易性が必要である。す

なわち，ハードディスクに代わる小容量な可動部のないシ

リコンディスクで実行可能で，システムの立上げ処理や

シャットダウン処理が不要なシステムが要求される。加え

て，保守を容易にするためには，ファンなどの寿命のある

可動部品を減らす必要がある。

これらの要求にこたえるため，汎用のリアルタイム OS

上にソフトウェア PLCを実装した。

４.２ システム構成

図２にソフトウェア構成を示す。リアルタイムOSには

QNX
〈注4〉

を採用した。OSを中心としてソフトウェア PLCシ

ステム，外部との入出力を行うインタフェース部などが接

続されている。マンマシンインタフェース（MMI）は

GUI（Graphical User Interface）ライブラリを介してソフ

トウェア POD（Programmable Operation Display）シス

テムが接続されており，富士電機の汎用 PODと同じ開発

環境でのMMI の構築ができる。

外部とのインタフェースは I/Oネットワークや機能ボー

ドなどで行われる。I/Oネットワークには富士電機の各種

I/O機器用ネットワーク（SXバス，Tリンクなど）やオー

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

プンネットワーク（JPCN-1，DeviceNet など）のインタ

フェースボードが接続される。これらのボードとはデバイ

スドライバにより内部とのデータ交換を行う。ソフトウェ

ア PLC，ソフトウェア PODと外部機器とはメッセージマ

ネジャにより接続され，外部情報の参照，書込みのほかに，

汎用のネットワーク（Ethernet
〈注 5〉

など）を利用して，ユー

ザープログラムのアップロード，ダウンロードを行ってい

る。

OSはこれらの各種プログラムのタスクの管理を行う。

そのほかに，各種汎用ライブラリを付加することが可能で，

各種ネットワーク対応やインターネット，イントラネット

対応のブラウザやメーラを実装することもでき，拡張性の

高いシステムとなっている。

図３にハードウェア構成例を示す。本例は各種ボードを

汎用バスで接続したものである。

液晶・タッチパネルインタフェースボードにより，MMI

を行い，I/Oネットワークインタフェースボードにより外

部のアクチュエータやセンサとの情報交換を行う。また，

ネットワークインタフェースボードは汎用の Ethernet な

どのインタフェースボードを用いて，情報系のネットワー

クと接続される。

４.３ 特長と主な仕様

軽いリアルタイムOSを用いることにより，システム全

体をコンパクトに仕上げることが可能である。汎用パソコ

ンの各種事務用ソフトウェアはOSが異なるために動作さ

せることはできないが，組込み用途として，各種オープン

なネットワークなどを利用することができ，専用コントロー

ラを開発する場合と比較して，短期間で開発ができ，開発

工数を含めたトータルなコストパフォーマンスを得ること

ができる。

また，制御性能も，専用ハードウェアマイクロコンピュー

タシステムと同等となり，最新の高性能 CPUを使わなく

ても十分な性能を実現できる場合が多い。これは，高速

〈注 5〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図２　ソフトウェア構成（リアルタイム OS対応ソフトウェア

PLC）
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図３　ハードウェア構成例（リアルタイムOS対応ソフトウェア

PLC）



ソフトウェアPLCのリアルタイム拡張

CPUに必要な冷却ファンを省略できるなどコストと保守

性にも貢献することになる。

表２に本システムの主な仕様を示す。

今後の動向

汎用パソコンの普及による低価格化や高性能化により，

パソコンプラットホームを利用した制御用コントローラは，

今後ますます増えていくことが考えられる。オープン化が

要望されるなか，いかに汎用OSを用いて制御を実現する

かがポイントとなってきた。汎用OSを用いるメリットを

次にあげる。

すでに実装されている各種ネットワークプロトコルを

新たな開発を必要とせずに利用できる。

OSそのものが各種装置で使用されており，バグの少

ない信頼性の高いものが多い。

MMI を構築するための GUI ツールやライブラリが充

実している。

サードベンダのソフトウェアを走らせることができる。

一般的に汎用事務用OSに要求される項目は必ずしも制

御用には向いているとは限らず，圧倒的多数の家庭用や事

務用の要求が優先され製品化される。したがって，前述

の に対応するためには，汎用事務用OSを使い， 章で

紹介したような方法が有益である。また，機器の規模によ

り前述 ～ の対応でよい場合は 章の方法となる。現

在の各種OSとその対応について図４に示す。

™WindowsNT

圧倒的なシェアを背景にアプリケーションプログラムも

豊富である。リアルタイム拡張を提供するOSメーカーも

多数ある。

� Linux
〈注6〉

最近注目されているパソコンUNIX
〈注7〉

OS でソースコード

が公開されており，組込み用途にも使われ始めている。

�WindowsCE
〈注8〉

ハンドへルドパソコンなどに使われている。次のバージョ

ンからリアルタイム性が向上すると言われており，FA分

野での適応が期待されている。

�QNXなどのリアルタイムOS

組込み用途に特化したリアルタイムOSでサイズと処理

速度について優位にある。各社OSメーカーともネットワー

ク対応などオープン化ができている。

当面は機器に対応したOSが使用されることになると考

えられ，制御の世界でのOSの統一はまだ先のことと思わ

れる。

また，ソフトウェア PLCも今後種々のプラットホーム

対応が要求され，リアルタイム Java
〈注9〉

による PLCの実現な

ども期待される。

あとがき

ソフトウェア PLCの機械制御への適応のためのリアル

タイム拡張について紹介した。パソコンベースの技術進歩

は非常に早く，富士電機では時代にマッチした最適制御シ

ステムを提供すべく，開発を進める所存である。

〈注 6〉Linux ： Linus Torvalds 氏により作成された，PCUNIX

〈注 7〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

〈注 8〉WindowsCE ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 9〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

（3）（1）

（4）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表２　主な仕様（リアルタイムOS対応ソフトウェアPLC） 

項　目 仕　様 備　考 

OS：QNX 
CPU：Intel386以上 
主記憶：8 Mバイト以上 
ディスク：8 Mバイト以上 
拡張バス：ISA，PC104， 
　　　　　PCI，CPCIバス 

1本（デフォルトタスク） 

4本 

タスク同期 

IL，ST，LD，FBD，SFC

200 ns/200 ns 
（Pentium75 MHz） 

約5 k ステップ/POU

256 k ワード 

8,192点 

128本 

512本 

動　　作　　環　　境 

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 

〈注〉本システムは，組込み用であり，要求性能に合せたシステム構築が 
　　必要である。 

CPU，主記憶ディ 
スクはシステム規 
模により異なる。 
拡張バスは対応す 
るデバイスドライ 
バの開発が必要。 

最小1 ms

IEC61131-3 
準拠 

応用命令：ADD

1 msの 　倍 N

リアルタイム 
拡張付 

Windows NT 
（Linux） 

Linux/RT 
組込用 
Windows 
NT/RT

Windows 
CE

QNX　 
VxWorks

 〈注〉 

Windows NT 
Linux

　軽いハード 
　ウェア 
（HDDなし， 
　安価なCPU） 

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

重いハードウェア 
（HDD，メモリ，CPU） 

ソ
フ
ト
リ
ア
ル
タ
イ
ム 

ハ
ー
ド
リ
ア
ル
タ
イ
ム 

オープンな環境 
OS，周辺機器， 
他のソフトウェア 
低速（10ms 
オーダー）管理系 

クローズな環境 
安価なATボード利用 
高速（1msオーダー） 
機械制御系 

図４　各種OSとその対応
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まえがき

MICREX-SX の SXバスは，従来の内部バスの機能と

フィールドバスの機能を持つ富士電機独自のバスシステム

で，具体的にはプログラマブルコントローラ（PLC）の複

数の CPUモジュールや機械装置内に分散配置されるディ

ジタルおよびアナログプロセス I/O（PIO） モジュールな

らびにプログラマブル操作表示器（POD）やサーボ装置

などインテリジェントな機器を 1本のケーブルで接続でき

る伝送速度 25Mビット/秒，伝送距離 25mのシリアルバ

スである。

本稿では，新たに開発した最大伝送距離を局間で 1km，

総長で 32 kmまで拡大できる SXバス光コンバータ，SX

バスの高速伝送性能と多彩な通信機能を生かした各種周辺

機器群について紹介する。

SXバスシステム

２.１ 仕様・性能と特徴

SX バスは各種機器の分散配置を容易にし，ユーザーに

よるフレキシブルなシステム構築を実現する高速シリアル

システムバスである。SXバスには各種機器や各種モジュー

ル（以下，モジュールという）が最大 254 台接続でき，そ

れらのモジュールを 25mの範囲に自由に配置できる。

表１に SXバスの基本仕様を示す。

SXバスは制御システムのシステムバスとして，通常の

PIO機器だけでなく複数のCPUモジュールや通信モジュー

ル，高機能 I/O，PODなどインテリジェントな機器も接

続される。そのため，SXバスを介してのデータ交換方式

として，入出力データやマルチ CPU時の CPUモジュー

ル間データを一定サイクルで常にリフレッシュするサイク

リック通信のほか，あるイベントが発生したときに任意の

モジュール間でデータを通知するメッセージ通信など，個々

のモジュールに対応した適切なサービスを提供している。

SXバスではこれらのデータ交換を図１に示すように，１

サイクル（タクト）内を入力データ読込み（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の三つの帯

域に分けて実行し，一定サイクルで一巡するよう管理して

いる。CPUモジュールのデータ入力，演算，データ出力

動作は，このタクトと同期して処理されるので，従来から

ユーザーの不満の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である。

入出力データ，CPUモジュール間データに関しては，

上記タクト管理によりリフレッシュの定周期性を確保して

いる。タクト周期はデータ量に対応して決定されるが，そ

の設定は最小 0.5ms から 1ms 単位で指定することができ，

1,024 点のデータ量で 1ms リフレッシュの高速性を有して

いる。表２にタクト周期と I/O点数の例を示す。

拡大するSXバス接続機器
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（タクト周期） 

出力 演算 入力 出力 演算 

入力 
データ 
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読込み 

図１　SXバスでのデータ交換

表１　SXバスの基本仕様 

項　目 備　考 仕　様 

通　信　速　度 25 Mビット/秒 
I/O 1,024点を1 msでリフレッ 
シュ可能 

総　　　　　長 25 m 光コンバータにより延長可能 

伝　送　媒　体 ツイストペア カテゴリー5

接　続　形　態 バス型 T 分岐ユニットでツリー構造可能 

通　信　方　式 独　自 

最大接続 
　モジュール数 

254台 
うち，CPUモジュール：8台 
　　　リモートマスタモジュール 
　　　：8台 

データ交換方式 
サイクリック 
メッセージ 

入出力データ，プロセッサ間データ， 
イベントデータ 



拡大するSXバス接続機器

２.２ 接続機器用回路構成とチップセット

SX バスに接続する機器は，マスタ局とスレーブ局に大

別される。それぞれの機能と回路構成の概要を表３に示す。

代表的な例として最もシンプルなディジタル I/O（端子

台形リモート I/O）の回路ブロックおよびプリント基板例

を図２と図３に示す。

２.３ 光コンバータ

SX バスは，標準のツイストペアケーブル（カテゴリー

５）を使用したときの伝送距離は 25m，総長も 25mであ

る。

機械装置内で使うには十分な伝送距離であるが，製造ラ

インや工場内などに布設する場合は距離が不足することが

ある。このような場合，JPCN-1 や Tリンクなどのリモー

ト I/O の使用を推奨してきたが，伝送速度やコスト面で

適用できない例が少なからずあった。

今般，SXバスの伝送距離を拡大するため光コンバータ

「ベースボード搭載形の SXバス光リンクモジュール〔図

４ 〕と独立設置形の SXバス光コンバータユニット〔図

４ 〕」を開発した。

主な仕様を表４と表５に，SXバスシステムでの適用方

法を図５に示す。光コンバータは 1システム内で最大合計

64 台，総延長最大 32 kmまで使用できる。光コンバータ

は SXバス局番を占有せず自由な位置に挿入できる。

光ファイバケーブルは接続・布設性に優れた PCF（Pol-

ymer Clad Fiber）ケーブルを採用した。本製品は，ノイ

（b）

（a）
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図２　回路ブロック（端子台形リモート I/O）

表２　タクト周期と I/O点数の例 

タクト周期 システム構成 

0.5 ms CPU 1台，直結 I/O ：256点 

1　 ms CPU 1台，直結 I/O ：1,024点 

2　 ms
CPU 1台，直結 I/O ：2,048点 
リモート I/O 2台：4,096点 

4　 ms
CPU 4台，直結 I/O ：2,048点 
リモート I/O 2台：4,096点 

表３　機能と回路構成の概要 

動作モード 機能概要 回路構成概要 

マ
ス
タ
・ 

ス
レ
ー
ブ
局 

SXバスの統括管理を行う 

SXバス上の I/Oデータを持つ 

SXバスでコマンドのやり取り 
を行う 

プロセッサバスでの高速伝送を 
行う 

専用 LSI：SBM
＊1 

外部メモリ 
外部CPU

各機能の 
選択が可能 

＊1　SBM：144ピン，QFP，20 mm角 
＊2　SBS：100ピン，QFP，14 mm角 

ス
レ
ー
ブ
局 

最大64ビットのビットデータ 
入出力 

専用 LSI：SBS
＊2ポート 

モード 

最大64ワードのワードデータ 
入出力 専用 LSI：SBS 

（内部メモリ） 
外部CPU

簡易メモリ 
モード 

最大64ワードの入出力， 
（メッセージ），特殊RAS

ファンク 
ション 
モード 

図３　プリント基板例（端子台形リモート I/O）

AF99-379

表４　SXバス光コンバータの共通仕様 

項　目 仕　様 

伝 　 送 　 距 　 離 

コ　ネ　ク　タ　形　状 

適用光ファイバケーブル 

発 　 光 　 素 　 子 

ピ ー ク 発 光 波 長 

ファイバ結合光出力 

受 　 光 　 素 　 子 

受　光　レ　ベ　ル 

＊　HG20/06〔住友電気工業（株）製使用時〕 

局間最大1,000 m
＊ 

JIS：FO7形 

PCF200/230
 

赤外線 LED 

880 nm 

最小-18 dB・m 

PIN ホトダイオード 

最大-15 dB・m，最小-26 dB・m

図４　SXバス光コンバータ

（a）光リンクモジュール （b）光コンバータユニット

（b）AF99-369



拡大するSXバス接続機器

ズの環境の厳しい用途に SXバスを布設する場合にもその

使用を推奨する。

SXバス接続機器

３.１ SXバスの通信サービスと接続機器

SX バスの接続機器は，パーソナルコンピュータ（パソ

コン），マンマシンインタフェース（MMI）装置，サーボ

装置，端子台タイプの PIO，温度調節器など各種インテリ

ジェント機器がすでに開発されている。SXバスの通信サー

ビスとこれらの接続機器との関係を表６に示す。以下，代

表的な SXバス接続機器について紹介する。

３.２ パソコン内蔵用ボード

ライン統括・監視や試験装置など製造ラインを構成する

機器としてパソコンは不可欠となっており，SXバスをパ

ソコンに接続したいという要求は強い。富士電機は現在，

ISA（Industry Standard Architecture）バスインタフェー

スボードに，① SXバスマスタ機能を搭載した製品，②

SXシリーズのCPU機能と SXバスインタフェース機能を

搭載した製品，を用意している。

前者①はパソコンと PIO を含む SXバス接続機器との

データ交換を行うもので，ソフトウェアPLC，ソフトウェ

ア PODやユーザーアプリケーションと組み合わせること

によりパソコンを中心としたシステム構築が可能である。

後者②はハードウェア PLCの CPUモジュール「SPH300」

のプロセッサを搭載しており，本ボードを使用することに

よりパソコンを使用した装置の高速化や小形化が可能とな

る。

それぞれのボードには，WindowsNT
〈注1〉

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やプログラミング支援ツール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アプリケーショ

ンから簡単にデータ交換ができる。

ISAバスインタフェースボードの外観を図６に示す。

３.３ POD

PODは機械・装置のMMIとして需要が拡大しており，

多彩な画面表示，高速描画，容易な画面作成など一段と機

能向上が求められている。富士電機はこれらの要求にこた

えるため，POD/UG20 シリーズを開発しているがさらに
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光変換モジュール 

光ファイバケーブル 光ファイバ 
ケーブル 

光変換ユニット SXバス 
ケーブル 

SXバスケーブル 

サーボ 
アンプ 

DC 
24V

図５　光コンバータの適用

表５　SXバス用光ファイバケーブルの仕様 

項　目 仕　様 

光ファイバ 

種　類：PCF 
コア径：200   m 
クラッド径：230   m 
屈折率分布：GI 
伝送損失：6 dB/km以下 
伝送帯域：30 MHz 以上 

コ ネ ク タ  
JIS：F07形 
JIS：F07（PN）形 

表６　SXバスの通信サービスと接続機器群 

接続機器分類 

動作モード 

ポートモード 

簡易メモリモード 

ファンクション 
モード 

通信・リモート 
I/O マスタモード

＊ 

SXバスマスタ
＊ 

〈注〉＊印の動作モードで使用する場合，SXバス上に接続できる機器・モジュールはSPHを含め最大16台となる。 

パソコン（ISAバスボード） MMI基
本
分
類 

ス
レ
ー
ブ
局 

マ
ス
タ
局 

コントローラ機能 
SPH300内蔵 

ー 

ー 

ー 

ー 

マスタ機能 
入出力リフレッシュ 
メッセージ通信 
ローダコマンド通信 

SXバス 
インタフェース 

ー 

ー 

ー 

（スレーブ時） 
ローダコマンド 

（マスタ時） 
入出力リフレッシュ 
メッセージ通信 
ローダコマンド通信 

POD

ー 

ー 

ー 

ローダ 
コマンド 

ー 

サーボアンプ 

FALDIC-α 

ー 

ー 

入力：8ワード 
出力：8ワード 

ー 

ー 

インテリジェント 
機器 

温度調節器 

ー 

ー 

入出力： 
4/8/16ワード 
（選択可能） 

ー 

ー 

リモート I/O

端子台形 

入出力： 
8/16/32点 

AIO， 
多点DIO

ー 

ー 

ー 

取り扱える情報 

接続機器 

�最大64ビットの 
　入出力データ 

�最大64ワードの 
　入出力データ 

�最大64ワードの 
　入出力データ 
�最大64ワードの 
　メッセージ 

�最大128ワードの 
　リモート入出力データ 
�メッセージデータ 
�ローダコマンド 
�入出力リフレッシュ 
�リモート入出力 
　リフレッシュ 
�メッセージ通信 
�ローダコマンド通信 
　ほか 
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〈注 1〉WindowsNT：米国Microsoft Corp. の登録商標

今般，PLCと POD間の応答高速化のため，SXバスイン

タフェース付 PODを開発した。図７に POD用 SXバスイ

ンタフェースを示す。

PODと SXシリーズのCPUモジュール（以下，SPHと

いう）が SXバスで直結できるため，操作・表示の応答性

能が大幅に向上した。表７に PODと SPHを SXバス，汎

用通信（RS-485），Tリンク，JPCN-1 を経由して接続し

た場合の応答時間測定データ例を示す。SXバス直結時は

汎用通信に比べ約 6倍，JPCN-1，Tリンク接続時と比較

して約 4～ 5倍の高速化が図られている。

３.４ アクチュエータ

高速でかつ定時性をもって多量のデータを授受できると

いう SXバスの特長が最も生きる例として，「SXバス直結

形サーボアンプ FALDIC-α」について紹介する。従来，
PLCによる位置決めシステムでは，PLCベースボード搭

載形の「位置決めモジュール」を使う方式と，別置形の

｢位置決め機能を内蔵しているサーボアンプ｣を用い PLC

側から I/O 指令により位置決め動作を行わせる方式が一

般的である。

SXシリーズの SPHは高速・高性能を特長としており，

従来専用のハードウェアで実現していた位置決めモジュー

ルの機能を SXシリーズでは「位置決めファンクションブ

ロック（以下，位置決め FBという）」としてソフトウェ

ア化している。そして，サーボアンプとのハードウェア的

な接続インタフェース用モジュールとして，パルス列指令

の位置決めモジュール（MP2）やアナログ速度指令の位

置決めモジュール（MA2）を製品化している。

今般開発した「SXバス直結形サーボアンプFALDIC-α」
は，図８に示すように SXバス経由で SPH内の位置決め

FBから直接 FALDIC-αに指令できるため，MP2 などの
インタフェース用位置決めモジュールを使わなくても高度

の位置決めシステムの構築が可能である。さらに FAL

DIC-αとSPHを SXバスで直結することにより，サーボア
ンプと SPH間で速度やトルクの指令値・実測値データな

どを高速に授受できる。

「SXバス直結形サーボアンプ FALDIC-α」には，他
の FALDIC-αシリーズと同様に L，R，Vの 3種類があ
る。

Lタイプ：１軸での PTP（Point to Point）位置決め

運転用。

PTP位置決め機能はFALDIC-α側に内蔵。
Rタイプ：１軸での回転割出し位置決め運転用。

回転割出し位置決め機能は FALDIC-α側
に内蔵。

Vタイプ：位置決め拡張 FBとの組合せでの補間運転

や同期運転用。

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.2 2000

133（37）

図６　ISAバスインタフェースボード

AF99-372

表７　応答時間測定データ例 

通信方式 SXバス 

データリフレッシュ時間
＊ 

＊：ランプメモリ2ワードと数値表示40ワード計42ワードのデータがPOD 
　　で更新される平均処理時間。 

30 ms

汎用通信 
（RS-485） 

190 ms

Tリンク 

140 ms

JPCN-1

130 ms

図７　POD用SXバスインタフェース

（b）POD背面とSXバス
インタフェースユニット

（a）内蔵プリント基板

（a）AF99-378/（b）AF99-381

MP2不要 

MICREX-SX

FALDIC-α 

MP2

パルス列 
指令 

SXバス 

SXバス直結の構成 従来の構成 

図８　サーボシステムの構成比較

POD本体 SXバス
インタフェースユニット

S
X
バ
ス

ケ
ー
ブ
ル
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３.５ 温度調節器

インテリジェントな I/Oの接続例として，理化工業（株）

の SXバス対応 SR-mini シリーズを紹介する（図９）。

SR-mini シリーズは，小形ビルディングブロックタイプの

多点温度調節器で，今般通信インタフェースとして SXバ

スに対応した。SR-mini シリーズは，必要なモジュールだ

けをコンパクトに組み合わせることができるので，各種装

置に合わせた柔軟な温度調節制御が可能である。

３.６ 端子台形リモート I/O

富士電機は制御盤の小形化，トータルコストダウン，オー

プン化，国際化といった市場要求にこたえ，各種オープン

ネットワークに対応したコンパクトな端子台形リモート

I/Oの新シリーズを開発しており，このたびその一部であ

る 8点および16点のディジタル入出力品が完成した。

そのシリーズ開発の一環として，同一のフレーム・構造

を持つ SXバス対応の端子台形リモート I/O（4 種類）を

開発した。SXバスにより他のオープンネットワーク品に

比べ約 5～20倍の高速化が実現できることから，高速・高

精度の制御が必要な制御装置のリモート I/O として，新

たな需要を期待している。

端子台形リモート I/O の外観を図 に示す。また，仕

様概要を表８に示す。

端子台形リモート I/O 本体は，①センサケーブルなど

を中継端子台なしで接続できる構造，②配線作業工数の低

減や本体交換作業の短縮化が可能なセルフアップ端子ねじ

や着脱端子台の採用，などトータルなコストダウンが実現

できるものとしている。また，国際商品として必要な CE

マーク，UL，cUL など海外安全規格にも標準品で適合し

ている。

SXバス対応の端子台形リモート I/O は MICREX-SX

システムの省線化システムとして使うと，①ベースボード

搭載の I/O モジュールと同様の高速性が得られる，②マ

スタモジュールが不要で経済的なシステムが実現できる，

という従来のリモート I/Oにない利点がある。また，３.２

節に記述したパソコン内蔵用ボードを組み合わせれば，パ

ソコンを使った高速・高精度な制御システムの実現も可能

となる。

あとがき

以上，SXバスの仕様・通信サービスと SXバス接続機

器についてその概要を紹介した。今後もベクトルインバー

タやマニホールド電磁弁などアクチュエータや各種のイン

テリジェント機器との接続の要求が増えると思われる。SX

バスの各種機器との接続要求には積極的にこたえ，MIC

REX-SX を核としたシンプルで高速・高精度な制御シス

テムを広く普及させたいと考えている。

参考文献

渡辺哲仁ほか：統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（1）
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図９　SXバス対応温度調節器〔理化工業（株）製〕

表８　端子台形リモート I/Oの仕様概要 

種　類 I/O 仕様 

16点DC24V無極性入力 

16点トランジスタシンク 
出力 

8点リレー出力 

DC24V入力 
トランジスタシンク出力 

DC24V/7 mA，入力フィルタ時間：可変 

DC24V/0.5 A，16点コモン 

DC24V/AC240V，2 A/1点，8点コモン 

DC24V入力：8点，トランジスタシンク 
出力：8点　　　　　　　　　　　　　　 

項　目 構造・環境仕様 

外形寸法（W×H×D） 

SXバス接続形態 

モジュール固定方法 

I/O 端子台 

バスコネクタ 

一般環境仕様 

適合安全規格 

148×50×40（mm） 

SXバス単独設置タイプ 

DIN レールまたはM4ねじ固定 

着脱端子台（M3セルフアップねじ） 

SXバス専用モジュラコネクタ 

SXシステム共通仕様と同じ 

CEマーク，UL，cUL

（a）種類と I/O仕様の概要 

（b）構造・環境仕様の概要 

図１０　新端子台形リモート I/O

AF99-371



永田　康則

プログラマブルコントローラなど

のマーケティングおよび開発企画

に従事。現在，機器・制御カンパ

ニー技術統括部システム技術サ

ポート第二部担当課長。
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まえがき

近年，プログラマブルコントローラ（PLC）は適用分野

の急速な拡大により，高性能化・多機能化とともにプログ

ラム容量の大規模化が進展した。その結果，PLCプログ

ラムの開発効率や保守性が一層重視されるようになってき

た。これまでは PLCプログラム表現に規格がなく，メー

カーごとの独自言語が乱立していた。さらに，低レベル言

語のサポートにとどまり，ユーザーに過大な負担を負わせ

ているとの批判があった。

これらの問題点を解決するために，PLCプログラムの

開発効率や可読性の向上，保守性向上を目的として国際規

格 IEC61131-3 が制定され，さらに JIS B 3503 として規格

化されたことは周知のとおりである。しかし，IEC61131-

３準拠言語（IEC 言語）と既存 PLCのプログラミング言

語には，プログラム作成方法や考え方に違いがある。また，

ユーザーにとっては新しい言語やプログラミングツールの

操作を習得するのに余分な手間が発生することになるため，

新しいプログラミング方式への拒否反応，あるいは，既存

プログラミング方式への慣れにより，非効率な現状を認識

していないこともある。そのため，IEC 言語が構造化プ

ログラミングやプログラムの部品化による高い生産性と保

守性を実現しているにもかかわらず，日本国内に限ればい

まだ広く普及しているとは言い難い。

富士電機では IEC 言語普及のための各種セミナーや技

術セミナーを開催する一方，啓蒙用テキスト類を発行して

いる。

本稿では，東京地区や関西地区，中京地区において富士

電機が開催するMICREX-SX の技術セミナーで使用する

実習用機材，および技能五輪にて使用された機材，さらに，

1999年10月に発行した IEC関連図書について紹介する。

技術セミナー用実習機材

IEC 言語に関係する技術セミナーとしては，表１に示す

コースを用意している。これら各コースの「コースの狙い」

に合わせて実習用機材とテキストを作成した。機材を製作

するにあたっては，セミナーごとに機材を個別に製作する

のではなく，基本構成と追加機材を組み合わせることで各

セミナーに対応できる構成としている。

２.１ MICREX-SX研修機材

MICREX-SX 研修機材は，各セミナーで使用する機材

のベースとなるものである。各セミナーのカリキュラムに

応じた装着モジュールの削除や追加，あるいは外部機器を

接続して使用する。この機材の構成を図１に，外観を図２

に示す。この機材では，PLCの入出力の基本である押し

ボタンスイッチ，ディジスイッチやアナログボリュームを

利用して，ビット信号やワード信号の入力ができる。また，

ランプや 7セグメント LED表示器や電圧計により PLC

IEC 準拠プログラミング教育機材
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表１　MICREX-SXシリーズ技術セミナー一覧 

コース名 日数 

PLC基礎 
（MICREX-SX 
シリーズ） 

2日 
コース 

コースの狙い 

（1）MICREX-SXシリーズを理解し，D300win 
　　  の基本操作を習得する。 
（2）システム構成を行い，プログラム作成を習得す 
　　  る。 
（3）ユーザー FB（ファンクションブロック）の作 
　　  成を習得する。 
（4）IEC61131-3言語に慣れてもらう。 

PLC応用 
（MICREX-SX 
シリーズ） 

1日 
コース 

（1）マルチ CPUシステム構築を習得する。 
（2）システム構成を行い，CPU間の通信プログラ 
　　  ム作成を習得する。 
（3）拡張 FBを使用した外部機器（バーコードリー 
　　  ダ）との通信を習得する。 

MICREX-SX 
シリーズ 
「ST言語入門」 

1日 
コース 

（1）ST言語を使用して簡単な制御プログラム作成 
　　  を習得する。 
（2）ST言語の利点を理解する。 

MICREX-SX 
シリーズ 
「位置決め入門」 

1日 
コース 

（1）位置決めモジュール（NP1F-MP2）の基本的 
　　  な 知識を習得する。 

POD基礎 
2日 
コース 

（1）PODの機能や特長を習得する。 
（2）PODの画面作成方法を習得する。 
（3）マクロで簡単なプログラムの作成を習得する。 
（4）MICREX-SXシリーズとの変数名連携機能を 
　　  習得する。 

POD応用 
1日 
コース 

（1）履歴機能を習得する。 
（2）動画機能を習得する。 
（3）帳票機能を習得する。 
（4）部品作成の方法を習得する。 
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制御出力の確認が行える。さらに，近年の機械装置では必

須（ひっす）の感のあるプログラマブル操作表示器（POD）

のネットワークマスタによる接続と RS-232C/485 機器の

接続が可能なシステム構成としてある。POD本体，シリ

アル通信機器は追加機材として組み合わせて使用する。ま

た，マルチ CPU構成とすることで，IEC ソフトウェアモ

デルの特長の一つであるマルチリソースを体験することも

可能としている。

２.２ PLC基礎

PLC 基礎では，MICREX-SX 研修機材を図１の構成で

使用する。このセミナーでは，座学と実機によるプログラ

ム作成を通してMICREX-SX シリーズの概要と IEC言語

の概要，および IEC準拠統合プログラミングツール D300

win の基本的な操作とプログラミング手法を学習する。こ

のセミナーで学習する主な項目を列挙する。

ラダー図言語（LD）によるプログラムの作成方法

ファンクションブロック（FB）の使用方法

変数の使用方法（ローカル変数とグローバル変数）

タスクへのプログラム登録（構造化プログラミング）

コンパイルとデバッグ

オンライン操作手順

実機デバッグ（回路モニタと変数リストモニタ）

ユーザーFBの作成方法と再利用

２.３ PLC応用

PLC 応用では，マルチ CPU用の CPUモジュールとシ

リアル通信機材としてのバーコードリーダを追加した図３

の構成で使用する。PLC応用ではこの機材を用いて，IEC

言語による構造化プログラミング手法の概要と，次の項目

を学習する。

マルチ CPU間通信 1（グローバル変数のプロセッサ

間バス経由でのアクセス方法）

マルチ CPU間通信 2（グローバル変数の SXバス経

由でのアクセス方法）

拡張 FBの使用方法（汎用通信 FAパッケージによる

ライブラリの登録と POUでの使用）

派生データ型の宣言と使用方法（配列と構造体）

マルチタスクの動作概要と使用方法

２.４ ST言語入門

新しい PLC用高級プログラミング言語である ST言語

の習得を目的とした ST言語入門では，PLC 入門と同じ

構成で機材を使用する。ST言語による構造化プログラミ

ング手法や命令の使い方を学習する。

２.５ 位置決め入門

位置決め入門では，MICREX-SX 実習機材に位置決め

モジュールとアクチュエータとしてのステッピングモータ

を取り付けた位置決め用実習機材を追加して使用する。位
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（4）
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（1）
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（7）
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図１　MICREX-SX研修機材の構成

RS-232C
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電　源 CPU CPU
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入力 

アナログ 
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図３　PLC応用の構成

図２　MICREX-SX研修機材の外観

図４　位置決め研修機材
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置決め研修機材の外観を図４に示す。位置決め入門では，

位置決めモジュールの内蔵機能による軸単独運転，位置決

め拡張 FBを使用した PTP位置決め動作までの講習を行

う。本機材では，２軸のステッピングモータを搭載し，補

間運転や同期運転など将来的な位置決めセミナーのカリキュ

ラム内容の高度化が可能な構成としている。

２.６ POD基礎と応用

PODセミナーでは作画操作を主に学習する。MICREX-

SX との接続確認時に，この機材を使用して JPCN-1 によ

るネットワーク接続を実習する。このとき，変数名連携機

能により，IEC言語の特長の一つであるラベルによるプロ

グラミングが，PLCだけではなく周辺機器との連携にも

有効な機能であることを体験できるよう工夫されている。

以上のように，共通の機材をベースにカリキュラムに応

じたモジュールや機器を追加することで，講習内容に応じ

た構成がとれるようになっている。

技能五輪対応教育機材

（株）FESTOと共同で，技能五輪に対応した IEC教育機

材を製作した。技能五輪は，各国から国内大会で優勝した

代表選手が参加し，その競技科目に応じた技能を競うもの

である。この機材はメカトロニクス職種用に製作した。

メカトロニクス職種は，与えられた課題により，機械配

線や PLCプログラミングの正確さと速度を競う競技であ

る。1999年はカナダのモントリオールで開催された。技能

五輪での使用機材の外観と PLC部分を図５に示す。本機

材では，ネットワークで接続された 3セットの PLCが連

携しながら処理を実行する構成になっており，ネットワー

クによる制御を学習することができる。さらに，技能五輪

対応ということから，台上のセンサやアクチュエータは簡

単に交換可能であり，それらの配線実習を実施することも

可能な構成となっている。

PLCのプログラミング効率とデバッグの容易さがプロ

グラム作成競技種目では重要な要件となる。そのため，MIC

REX-SX シリーズが構造化プログラミングやプログラム

の部品化が可能な IEC 準拠言語をサポートしていること

から採用された。この機材は，製作時期の関係で技能五輪

にて要求される性能水準をかなり上回ったハードウェア構

成となっている。CPUやネットワークの仕様を下げるこ

とでより安価な構成とすることも可能であると考えている。

今後，技能五輪のメカトロニクス職種への参加を考えてい

る教育機関への展開を，（株）FESTOと共同で図りたい。

IEC 啓蒙用図書

IEC 言語の普及には，目に触れる機会の多い一般書店で

販売される具体的なプログラミングの解説書の発行が有効

である。IEC言語に関連する図書として，ルイスブックの

日本語訳を「IECハンドブック」（図６）として，PLCopen

JAPANが発行している。このハンドブックの発行には富

士電機も監修で参加しているが，IEC言語の解説書である

ため，実践的なプログラミング手法にまでは踏み込んでい

ない。IEC言語を導入するうえでは具体的なプログラミン

グの解説書が必要である。そこで，一般書店で購入可能な

IEC言語によるプログラミング手法の解説書を発行した。

４.１ 『新しいプログラマブルコントローラの

プログラミング』の発行

本書は，横浜国立大学の関口 教授の監修により，神奈

川県産業技術総合研究所の宮澤以鋼研究員，石川工業高等

専門学校の宮村昭治助教授ならびに（株）日立製作所，オム

ロン（株），KW Software GmbHおよび富士電機の共同執

筆の形でコロナ社から1999年10月に発行された（図７）。
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図５　技能五輪メカトロニクス職種の使用機材

図６　IECハンドブック
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４.２ 記載内容

本書は，IEC言語の規格化に至る歩みから説き起こし，

PLCの概要と IEC言語の解説を行い，プログラミングツー

ルを使用した 5言語の特徴の説明と基本的なプログラミン

グ手順を解説している。さらに，IEC言語の特長を生かし

たより高度なプログラミング手法を解説している。IEC言

語の解説においては規格の解説だけでなく，実際のプログ

ラミングツールを使用したプログラミング時におけるキー

となる操作画面が収録されている。そのため，IEC言語に

おけるさまざまな特長とプログラミング手法が具体例によ

り理解できるようになっている。

本書には，演習問題と解答も収録されている。添付の

CD-ROMに収録されている IEC準拠プログラミング支援

ツールMULTIPROGwt を読者のパーソナルコンピュータ

にインストールすることにより，プログラミング実習が可

能となっている。MULTIPROGwt は，富士電機のプログ

ラミング支援ツールである D300win のベースとなってい

る KW社の製品である。これは，モニタやプログラムの

ダウンロードなどのオンライン機能部がないことを除けば，

プログラミング操作手順などは D300win とほぼ同等であ

る。そのため，本書による学習で D300win の操作が可能

になる。PLCのプログラミング技術者の IEC 言語学習用

としての使用や，各種教育機関での教科書としての使用を

想定している。

後半はより高度なプログラミング技術として，構造化プ

ログラミング手法の解説，およびユーザー FBの作成やラ

イブラリ化によるプログラムの再利用方法を紹介している。

また，各種データを一つの集合体として扱う派生形データ

の設定方法やその利用方法を紹介している。さらに，シミュ

レータを利用したプログラムのデバッグ方法を解説してい

る。

あとがき

以上，IEC普及のために製作した教育機材や図書につい

て紹介した。このほか，富士電機では東京都品川区のゲー

トシティ大崎イーストタワー内にテクノガーデンを開設し，

ここに顧客が実機を使って適用システムのシミュレーショ

ンが可能なシミュレーションルームを用意している。教育

機材やセミナーだけでなく，導入前後のフォローを充実す

ることにより，IECの普及に役立つものと考えている。ま

た，簡単に IEC プログラミングを実感できる環境，つま

り，「IEC 教育セット」のようなハードウェアを含めた機

材の提供も有効だと考えている。

今後も IEC 啓蒙図書の刊行や各種セミナーの開催企画

を行うとともに，新しい技術セミナーの企画や既存セミナー

の内容の充実を図るとともに IEC 教育機材の開発などに

より IEC 言語の普及活動を推進する所存である。関係各

位のご協力をお願いする次第である。
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図７ 『新しいプログラマブルコントローラのプログラミング』と

付属CD-ROM
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まえがき

一般産業機械は多品種少量生産，品質の向上，生産タク

トの向上など，ますます高機能・高性能な制御が要求され

てきている。

MICREX-SX（以下，SXという）はこうした市場要求

にこたえるために開発した汎用プログラマブルコントロー

ラ（PLC）であり，IEC言語を搭載した高速・高機能なコ

ントローラである。

本稿では，SXの機械制御分野への適用例として，「搬

送機械への適用」「半導体製造装置の移載装置への適用」

および「耐久試験装置への適用」を述べる。

搬送機械への適用

２.１ システムの概要

図１にシステムの概要を示す。搬送コンベヤで搬入され

た搬送物の一部はいったん立体倉庫に保管され，上位パー

ソナルコンピュータ（パソコン）からの指示により搬出さ

れる。また，搬送物はソータにより行き先別に分配される。

２.２ システムの狙い

本システムの狙いは次のとおりである。

高速化への対応

搬送システムも高速化が進んでおり，ソータなど高速制

御を要求されている。従来，複数台の PLCを設置して制

御範囲を分割することにより高速化に対応してきた。本シ

ステムの第一の狙いは，１台の高速な PLCによる一括制

御である。

リモートメンテナンスの実現

エンドユーザーにおける不具合は，それが例えセンサの

故障であっても，故障部分を見つけるまでに時間がかかり，

長時間にわたって設備を停止することになる。こうした問

題に対して，電話回線によるネットワークを応用したリモー

トメンテナンス機能により，できる限り迅速な復旧とサー

ビスマンを派遣することなく対応できるシステムを狙いと

した。

２.３ 制御システムの構成

図２に搬送機械制御システムの構成を示す。搬送コンベ

ヤ，立体倉庫，ソータの単位で PLCが設置され，各 PLC

は Ethernet
〈注〉

で上位のパソコンと接続されている。

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

（2）

（1）
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図１　搬送機械システムの概要
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図２　搬送機械制御システムの構成
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２.４ SXの適用

２.４.１ 高速化への対応

ソータとはコンベヤ上を流れてくる搬送物をバーコード

リーダなどで行き先情報を読み取り，行き先別に搬送物を

分配する仕分けコンベヤのシステムである。図３にその概

要を示す。コンベヤを流れてきた搬送物はバーコードリー

ダにより行き先が読み取られる。行き先別にコンベヤは設

置されており，コンベヤの前に来た搬送物は押出しシリン

ダにより行き先別のコンベヤに押し出される。コンベヤの

搬送速度の高速化により，バーコードの読取り，搬送物の

検出，押出し処理の高速化が要求される。本システムは，

高速処理の SXを適用することにより，１台のPLCでソー

タ制御を実現している。

２.４.２ リモートメンテナンスの実現

本システムは電話回線を利用して，手元のノートパソコ

ンと搬送設備に設置されたサーバとを接続している。その

構成を図４に示す。サーバは Ethernet により各 PLCと接

続されている。手元のパソコンとサーバとは電話機能内蔵

のモデムカードにより接続されており，ダイヤルアップで

サーバと接続される。後は，SXのローダである D300win

のリモート操作機能により，各 PLCの回路モニタや変数

モニタを行っている。これにより，現場の不具合状況と内

部回路の状況により，居ながらにして遠方の正確な情報が

把握できるため，的確な指示による迅速な対応が最小限の

コストで可能となっている。D300win のリモート操作機

能には，PLCの起動・停止機能，プログラムのダウンロー

ド機能，回路のモニタ・変更機能が備わっており，現場と

の連絡を密にすることにより，回路変更なども遠方から行

うことができる。

移載装置への適用

３.１ 装置の概要

装置の概要を図５に示す。ガラス基板移載装置は，液晶

ディスプレイに使用するガラス基板を 1枚ずつ加工・検査

装置へ移載する装置である。ガラス基板はカセットと呼ば

れるケースに20枚程度収められ，カセット搬送装置により

運ばれてステージにセットされる。セットされたガラス基

板は上位ホストコンピュータからの移載位置の指示に基づ

き，搬送ロボットが加工・検査装置にガラス基板を１枚ず

つセットする。

３.２ 装置の狙い

本装置の狙いは次のとおりである。

PLCによる制御システムの構築

従来のシステムは図６に示すように，パソコン＋PLC＋

ロボットコントローラで制御を分担している。本装置の第

（1）
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一の狙いは，パソコン制御を PLC制御で実現することに

よる制御の統合とコストダウンである。

システムに合わせたフレキシブルな対応

本移載装置はガラス基板加工・検査装置と組み合わされ

て一つのシステムを構成する。移載装置は数種類の機種が

シリーズ化されているが，加工・検査装置の仕様は顧客ご

とに変わるため，特にソフトウェアに関しては顧客仕様に

合わせたカスタム対応が必須（ひっす）であった。よって，

第二の狙いはシステムに合わせたフレキシブルな対応がで

きる制御システムを構築することである。

３.３ 制御システムの構成

図７に制御システムの構成を示す。CPUは通信制御を

行う CPU とロボットや I/O のシーケンス制御を行う

CPUのマルチ CPU構成となっている。本システムは通信

制御プログラムが非常に大きく処理時間がかかる。従来の

システムではパソコンがこの制御を分担していたが，SX

のマルチ CPU機能により，通信制御部分とシーケンス制

御部分をCPU単位で分けている。これにより，従来のシー

ケンス制御にスキャン時間の影響などを与えることなく，

パソコン制御を取り込むことができる。

３.４ SXの適用

３.４.１ PLCによる制御の統合化

パソコン制御を PLC制御へ置き換える場合の課題の一

つは使用言語の違いである。パソコンは C言語を中心に

ソフトウェアを記述するのに対して，PLCはラダー図言

語で制御を記述する。よって，従来，パソコンのプログラ

ムと PLCのプログラムは別々の設計者が作成しており，

これが移植における大きな壁になっていた。また，従来の

PLCはパソコンと比較して演算処理やデータ処理が弱く，

特に浮動小数点演算や関数演算は苦手としていた。SXは

IEC61131-3 に準拠しており，ST（Structured Text）言

語をサポートしている。ST言語はパソコン言語に近い形

態をしており，パソコンプログラマーでも違和感なく，

PLCの制御プログラムを記述することができる。また，移

載装置のパソコンは上位ホストコンピュータからのデータ

を浮動小数点演算してロボットコントローラへ渡している。

SXは浮動小数点の取扱いができ，しかもその演算速度も

80 ns と従来の PLCと比較して非常に高速である。本装置

では，これらの SXの機能により，パソコン制御を PLC

制御で実現可能なものとし，また，従来の大きな課題であっ

た移植に関する問題も，ST言語により容易にパソコンソ

フトウェアを PLCソフトウェアへ移植することができた。

また，PLC制御に統合することにより，次のような効

果も得ることができた。

パソコンのハードディスクなど可動部分がなくなり，

信頼性の向上を図ることができる。

パソコンと比較して耐環境性の向上を図ることができ

る。

ソフトウェア開発環境が統一されメンテナンス性が向

上する。

３.４.２ ソフトウェアの再利用によるフレキシブルな対応

図８に移載装置のプログラム構成を示す。今回，SXを

採用することによりプログラムはプログラム構成要素

（POU）を基本単位とした九つの制御ブロックにまとめら

れている。POU内はローカル変数を使用してプログラム

の独立性を高め，各 POU間は共通変数であるグローバル

変数で信号の受渡しを行っている。これによりガラス基板

加工・検査装置により変更される部分（図８の網掛け部）

と固定的な部分を明確に分離することができ，プログラム

の再利用による生産性の向上とメンテナンス性の向上を図

ることができた。また，加工・検査装置の仕様により台数

の変わるカセット搬入出部や基板位置測定装置のプログラ

ムも，POUを追加することにより容易に対応することが

可能になっている。

（3）

（2）

（1）

（2）
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耐久試験装置への適用

４.１ 装置の概要

本装置は負荷の耐久試験を行う試験装置である。駆動側

電動機により一定速で回転された負荷は，吸収側電動機に

より一定のトルクが与えられる。図９にその機構の概要を

示す。各電動機はベクトル式インバータの FRENIC5000V

G5 を採用し，駆動側は速度制御で，吸収側は回生モード

でトルク制御を行っている。インバータは直流母線の共通

化により，吸収側回生電力の駆動側使用が可能となってい

る。また，回転速度，負荷トルク，実行時間などを任意に

設定した運転パターンによるプログラム運転が可能である。

４.２ 装置の狙い

本装置の狙いは次のとおりである。

汎用 PLCによる交流電動機のトルク制御の実現

従来，直流電動機により行っていた制御を交流電動機の

インバータ制御で行う。また，専用コントローラによる制

御から汎用 PLCによる制御とし，メンテナンス性の向上

を図る。

操作性の向上

運転パターンのプログラム入力機能や運転状態の回転速

度，トルクモニタ機能により操作性の向上を図る。

４.３ 制御システムの構成

図 に制御システム構成を示す。SXは標準 CPUであ

る SPH200 を採用し，プログラマブル操作表示器（POD）

UG320 と駆動側インバータおよび吸収側インバータは T

リンクで SXに接続されている。負荷の実際の回転速度お

よび負荷トルクは検出器からのアナログ信号を高速アナロ

グ入力モジュールで取り込んでいる。

４.４ SXの適用

４.４.１ SXによるトルク制御

図 に制御ブロック図を示す。駆動側電動機は速度制御

で回転させ，吸収側電動機を逆方向に回転させることによ

り回生モードとし，トルク制限により負荷トルクを一定と

１１

１０

（2）

（1）
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している。トルク制御はSXのアプリケーションソフトウェ

アにより検出器からのトルク信号（アナログ信号）を設定

値と付き合わせてPID制御により行っている。アプリケー

ションソフトウェアの一部を図 に示す。このように制御

ブロック図と実際のプログラムが同じような表現形式が取

れることも SXの大きな特長である。また，図 に参考ま

でに負荷の回転速度とトルクの動作波形を示す。

４.４.２ 操作性の向上

運転パターンの設定，回転速度やトルクのモニタは操作

表示器である PODにより行っている。特に回転速度，ト

ルクのモニタは PODのトレンドサンプリング機能により

POD側の機能として実現されており，PLCのソフトウェ

ア負荷は非常に軽減されている。このほかにも入力機能の

充実（最大値，最小値のチェック機能）やマクロ機能など

PODの機能の充実により，PLCのソフトウェア負荷をか

けずに操作性の向上を図ることができる。

４.４.３ 制御に合わせた最適言語の採用

SX は IEC61131-3 に準拠した 5言語を採用しており，

制御に合わせて最適な言語を使用できる。本装置では，プ

ログラム運転のシーケンス制御部分は SFC（Sequential

Function Chart），データ演算処理は ST言語，操作や異

常回路にはラダー図言語を採用している。

図 に SFCの例，図 に ST言語の例を示す。

あとがき

SX の機械制御への適用例を紹介した。SXは IEC 言語

を搭載した高速・高性能な PLCであり，さまざまな機械

制御に対しても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て市場

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厚くお礼申し上げる次第である。

１５１４

１３

１２
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まえがき

鉄鋼プラント分野では，常に製品品質の向上や安定操業，

省力化など，いわゆる高機能，高付加価値に関する強い要

求がある。これらの要求を満足させる制御機能は，従来プ

ラント制御に特化した専用プログラマブルコントローラ

（PLC）を用いて実現していたが，近年，コストパフォー

マンスの優位性，メンテナンスの容易さ，予備品の入手の

しやすさなどから，鉄鋼設備のなかで専用 PLC が使われ

ていた各種制御へも，汎用 PLCの適用が求められてきて

いる。

これらの要求に積極的に対応すべく，鉄鋼プロセスライ

ンの一つであるシヤーラインの自動選別装置に，汎用PLC

「MICREX-SXシリーズ」（以下，SXという）を適用し，

川崎製鉄（株）千葉製鉄所に納入した。

本稿ではその適用例と，システム構築方法における従来

の専用 PLCとの違いについて紹介する。

自動選別装置への適用事例

２.１ システムの概要

２.１.１ 設備の概要

ブリキ鋼板コイルを，清涼飲料水や缶詰用の缶の材料と

して，所定の寸法の切板製品（シート）に切断するシヤー

ラインにおいて，自動選別装置は切断されたそれぞれのシー

トを，製品シートと欠陥シートに分別する役目を担ってい

る。設備の鋼板搬送速度は最高 300m/min で，シートを

搬送するコンベヤの速度は最高 384m/min となっている。

図１にシヤーラインの自動選別機能の概要を示す。

巻戻し機（POR）から払い出された鋼板は，その品質

を検査し合格か否かを判定するために，目視検査および各

種欠陥検査装置のチェックを受け，走間せん断機（シヤー）

で所定の寸法のシートに切断される。切断されたシートは，

検査結果の等級別に選別され，それぞれの積込み場所（パ

イラー）へ積載される。製品のパイラーと，欠陥品のパイ

ラーにコンベヤが分岐する部分には，切換装置として電磁

石を備えたマグネットロールが上下に設置されており，製

品となる良品シートは上方のマグネットロールの励磁によ

り持ち上げられ，次のコンベヤに受け渡されて製品のパイ

ラーへ積載される。一方，欠陥品のシートは下方のマグネッ

トロールの励磁により，コンベヤに引き寄せたまま移動し

て欠陥品のパイラーへ積載される。

２.１.２ システム設計における注意点

自動選別装置の設備固有の特徴により，主に以下の 2点

に注意してシステムを設計する必要がある。

高速なプログラム実行周期

要求される鋼板検査の分解能の実現や，製品シートと欠

陥シートを確実に分別するために，I/Oの入出力時間の遅

れやばらつきを極力小さくするとともに，プログラムの実

行を高速な定周期としなければならない。

検証機能

本設備のように高速で実行されるプログラムの場合，ロー

（2）

（1）
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ダによる内部データのモニタでは，実際のシート動作との

整合性を検証することは難しい。そのため，工場試験，現

地調整試験，納入後における休工立上げ時の動作確認のた

めに，ライン運転中のシートの動きを模擬して高速モニタ

するシミュレーション機能が必要となる。

２.２ システム構成

図２に自動選別装置のシステム構成を示す。また，それ

ぞれの PLCの機能分担を表１に示す。

２.３ 自動選別機能

図２のシステム構成において，PLC-1 ～ 5 によって自

動選別機能（図１参照）を行っている。

自動選別機能は，切断前の鋼板の欠陥部分をトラッキン

グし，切断されたシートに対する合否判定をする欠陥部分

トラッキング機能と，搬送されるコンベヤ上のシートの位

置をトラッキングし，合否判定に基づいて積載場所を切り

換えるシート選別機能で構成されている。これらの PLC

は接続される I/O 点数を絞り込み，さらに機能単位に分

割したソフトウェア構造としたので，I/Oリフレッシュ時

間は 1ms 未満，またプログラム実行周期は 1ms 定周期を

実現している。

欠陥部分トラッキング機能

欠陥部分トラッキング機能では以下の処理を行っている。

PLCにライン上の鋼板を仮想したトラッキングメモリ

領域を設け，これに欠陥検査装置から入力される欠陥等級

データを最小限の時間遅れで書き込む。書き込まれた欠陥

等級データは，ピンチロールなどに取り付けられた鋼板の

移動を検出するパルスエンコーダ（PG）の入力信号に従っ

て，トラッキングメモリ領域内を移動する。

シヤーの切断信号入力によりそのシートの欠陥等級デー

タを集約し，シートに対する合否判定データとして下流の

シート選別機能に受け渡す。

シート選別機能

欠陥部分トラッキング機能から受け渡されたシートに対

する合否判定データは，シート選別機能によりコンベヤを

仮想したトラッキングメモリ領域に書き込まれ，実際のシー

トとともにトラッキングメモリ領域内を移動する。シート

が積込み切換装置に近づいたとき，そのシートに対する合

否判定データから切換方向を決定し，シートが切換位置に

到達するタイミングを測って，切換信号をマグネットロー

ルに対して出力することにより積込み場所を選別する制御

を行う。

２.４ シミュレーション機能

本システムはあらかじめシステム構成のなかにシミュレー

ションシステムを組み込み納入した。シミュレーション

PLCと，自動選別制御 PLCの関係を図３に示す。

（2）

（1）
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図２　システム構成

表１　PLCの機能分担 

PLC名称 機　種 分担機能 

PLC-1 

PLC-2 

PLC-3 

PLC-4 

PLC-5 

PLC-6 

PLC-7 

PLC-8 

PLC-9 

PLC-10 

PLC-11 

PLC-12 

PLC-13 

PLC-14 
 

POD 

パソコン 

UG400

FMV

SPH300

�欠陥部分トラッキング機能 
�シート選別機能 

�プラント監視機能 
�トラッキング表示機能 

�シミュレーション機能 

�シート枚数管理機能 

�プラント実績データ収集機能 
�カウンタシミュレーション機能 
�プラントデータ表示機能 
�シミュレーション条件設定機能 
�プラント実績データ管理機能 
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シミュレーション条件設定用のプログラマブル操作表示

器（POD）からライン速度などの諸元を入力する。入力

諸元に従ったラインの運転状態を模擬するプラントモデル

プログラムを実行させ，ライン速度にあわせた周波数の

PG模擬信号やシヤーの切断信号，およびシート検出信号

を出力する構成となっている。

PG模擬信号はシヤーの切断信号やシート検出信号の出

力と同期させるために，実際の PGではなく SXの入出力

カードであるパルス列複合位置決めモジュール（MP2）

を使用して出力している。

従来の設計との比較

従来の専用コントローラを使用した場合と，SXを使用

した本システムとの設計手法の比較を以下に述べる。

３.１ システム構成の比較

従来，この種の自動選別制御は，１台の専用コントロー

ラによる集中制御により実現していた。

これに対し，SXを適用した本システムの場合は，制御

機能を複数の SXに分割した分散制御となっている。

制御機能の一つであるトラッキング機能は，各トラッキ

ングゾーンごとに SXが配置されており，それらは PEリ

ンクによって高速にインタフェースされている。

このような分割は，将来トラッキングゾーンが増設され

た場合に，同じ構造のソフトウェアを搭載した SXの追加

というスケーラブルな改良保全ができるばかりでなく，汎

用 PLCであることによる入手のしやすさ・迅速な対応を

可能としている。

３.２ プログラミング文化の違い

３.２.１ 変数の型

型宣言

変数の型，メモリスコープ，データの保持・非保持など

の属性を定義することは，従来のプログラミングの習慣に

はない作業であるが，しかし，これらは誤りのないプログ

ラムを構築するうえで，設計者が認識しなければならない

重要な情報である。

特に変数の型を厳格に定義することは，従来プログラム

単体テストの局面で発見していたプログラムミスを，コン

パイルという局面で発見できるため，デバック効率の向上

に大きく貢献する。

派生データ型

インデックス修飾によるメモリの間接アクセスは，メモ

リ空間をダイナミックにアクセスしたい場合，手軽な方法

として従来から使用してきたが，SXではインデックス修

飾を許していない。

従来のトラッキングデータ処理は，このインデックス修

飾の手法を用いて実現していた。この手法はメモリ空間を

自由にアクセスできる反面，データの管理が複雑となり，

さらにプログラムミスによる領域外データの破壊という危

険性があった。

これに対し，SXではメモリ空間を配列として設計者が

定義できるように派生データ型を用意している。これを用

いることにより，抽象的なデータの定義が可能になり，ト

ラッキングデータの管理が容易になるばかりでなく，配列

の範囲を超えたアクセスができないため，従来のデータ破

壊の危険から解放される。

３.２.２ アドレスを意識しないプログラミング

従来，アプリケーションソフトウェアで使用するすべて

のラベルへのアドレス割付は設計者が行っており，メモリ

の使用状態を確認してプログラミングを行わなければなら

なかった。

これに対し，SXでは I/Oなどの PLC外部インタフェー

スや特別な場合を除いて，ラベルへのアドレスの割付をコ

ンパイラが実行する。このため，設計者はアドレスの割付

を意識せずにプログラミングが可能となり，メモリが使用

中か否かの確認なしにメモリの二重書きを防ぐことができ，

設計，変更時の効率アップにつながる。

３.２.３ ソフトウェア部品

従来のソフトウェア部品としてはサブルーチン形式が一

般的であるが，サブルーチンは内部にメモリを持つことが

できず，それらのメモリはパラメータとして外部から指定

しなければならない。

これに対し，SXのソフトウェア部品であるファンクショ

ンブロック（FB）は，その内部にメモリを持つことがで

き，しかも，そのメモリは FBが呼ばれているそれぞれの

箇所で固有なものとなっている。このことにより図４に示

すように，内部だけで使用するメモリ（FBのローカル変

数）をパラメータとして与える必要がなく，その FBに必

要な入出力データだけをパラメータとして渡せばよいよう

になっている。

また，個々の呼出し箇所それぞれに固有のメモリが割り

付けられているため，FB内部のオンラインモニタが可能

となり，ソフトウェア部品の不具合箇所を特定する場合や，

（2）

（1）
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プログラムの任意の箇所をオンラインモニタしたい場合に

有効となる。

３.２.４ ワークシート

SX のプログラムの最小単位である POU（Program Or-

ganization Unit）は，「コード」「記述」「変数」の各ワー

クシートで構成されている。その特長を生かした従来との

違いについて以下に述べる。

コードワークシートの分割

従来の PLCのプログラムはフラットな構造で，機能の

境界が不明確であった。

これに対し，SXではプログラムを構成する各機能をコー

ドワークシートと呼ばれるブロックに分割して設計するこ

とができ，これにより各機能の境界を明確にすることが可

能となっている。図５はプログラムを機能単位のワークシー

トに分割して表現した例である。

機能ごとにコードワークシートを分割することは，概要

把握に効果があるばかりでなく，ワークシートのコピーや

移動によりプログラムの移植・流用が容易となる。

記述ワークシート

プログラムの機能概要は，これまでプログラミングツー

ルとは別のツールを使ってドキュメントにまとめていた。

SXの POUはプログラムと別に，自由な事柄を記入で

きる記述ワークシートを持ち，POUの機能概要，パラメー

タの使い方などをこの記述ワークシートに記入することで，

説明書とプログラムの一括管理が可能となる。図６に記述

ワークシートの例を示す。

あとがき

SX を使用した自動選別装置の適用事例と従来の専用

PLCとの違いを紹介した。SXは高速・高性能な PLCで

あり，ますます高速化・高機能化が要求される鉄鋼設備に

フレキシブルに対応できることを示した。

参考文献

方山真司・渡辺悟： IEC61131-3 準拠汎用 PLC の鉄鋼設
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まえがき

情報技術の進展は，ネットワーク化を容易にし，オープ

ンな技術をベースとしたコンパクトで処理能力の高い安価

な情報機器の提供を可能にした。その象徴であるパーソナ

ルコンピュータ（パソコン）はハードウェア技術・ソフト

ウェア技術のめざましい向上により，あらゆる分野で適用

されるようになった。一方，汎用プログラマブルコントロー

ラ（PLC）も処理速度の向上やネットワークへの対応を実

現し，その適用分野を広げてきた。近年では，オープンな

ネットワークや言語への対応，パソコンとの連携も強化さ

れ，システム化を容易にしている。今やパソコンと汎用

PLCは，情報制御システムを構成するうえで必須（ひっ

す）となっている。

「パートナー」は，パソコンと汎用 PLCをベースとし

た分散制御システム（DCS： Distributed Control System）

として1995年から発売し，これまでに多くの分野で採用さ

れてきた。今回，高速化，マルチ CPU，二重化，国際規

格言語 IEC61131-3への対応などを可能にしたMICREX-

SX（以下，SXという）を「パートナー」のループ制御

PLC およびデマンド制御 PLC，力率制御 PLCとして採用

し，SX上で動作する標準ソフトウェアを開発した。本稿

では，その機能と SX採用のメリットについて述べる。

「パートナー」の概要

２.１ 「パートナー」とは

「パートナー」は，現場で培った技術や経験を基に，特

にパソコンの知識を必要とせずにシステム構築ができるパ

ソコンと汎用 PLCをベースとした分散制御システムであ

る。ハードウェアは，パソコン（PC/AT
〈注1〉

互換機）と汎用

PLC（MICREX-F，SX）を適用している。ソフトウェア

は OSとしてWindows NT
〈注 2〉

4.0 を採用しているが，「パー

トナー」の基本部はメンテナンス性やソフトウェア資産の

継承という観点から自社開発したものである。

監視操作，ロガー，DCS の機能を持ち，ハードウェア

形態も専用コンソールへ収納したタイプ，デスクトップタ

イプを用意している。

２.２ 「パートナー」の狙いとSX

P&P（パソコン＆ PLC）連携標準ソフトウェアの提

供

「パートナー」は，パソコンと PLCの連携が必要とな

るすべての分野への標準ソフトウェアの提供をめざしてい

る。「パートナー」の機能構成を図１に示す。パソコン側

のシステム構築支援機能（オフライン機能）と運用機能

（オンライン機能），PLC標準機能による構成を基本とし，

パソコン側と PLC側のソフトウェアを一組にした形態と

している。

ソフトウェアの共有，流用はパソコン側だけの課題では

なく，PLC側においても重要な課題である。すべてのソ

フトウェアを一から作成するのではなく，標準ソフトウェ

アと個別ソフトウェアの共存によるシステム開発が開発効

率と信頼性の向上という面から求められている。その実現

のためには，PLC側の標準ソフトウェアの作りやすさ，流

〈注 1〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の商標

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標
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統合コントローラ「MICREX-SX」の分散制御システム「パートナー」…

用のしやすさがポイントである。

SXによる標準ソフトウェアの提供形態

SXの開発言語は，PLC言語の国際規格である IEC61131-

３に準拠し，POU（Program Organization Unit）という

単位〔具体的には，ファンクションブロック（FB），プロ

グラム〕でソフトウェアをカプセル化可能であり，標準ソ

フトウェアの作成，標準ソフトウェアと個別ソフトウェア

の共存，標準ソフトウェアの流用を容易にしている。

マルチCPUによる標準ソフトウェアの性能確保

SXは，最大 8台までのマルチ CPU構成が可能である。

標準ソフトウェアと個別ソフトウェアを別々の CPUで動

作させることにより，標準ソフトウェアの性能を落とすこ

となく個別ソフトウェアとの共存が可能となる。決められ

た制御周期での動作が求められる分野への適用が容易とな

る。

SXのループ制御機能への適用

「パートナー」は，パソコンと汎用 PLCをベースとし

たパソコン DCS として多くの分野で適用されている。パ

ソコン DCS という用途では，制御周期の高速化と信頼性

の向上が重要な課題である。SXは，処理性能を大幅に向

上し，さらにウォームスタンバイの CPUの二重化構成が

組める。また，ネットワークも富士電機の Pリンク，PE

リンクのほか，各種オープンネットワークへ対応している。

このような特長を持つ SXを「パートナー」のループ制御

コントローラ〔以下，PCS（Process Control Station）と

いう〕として採用し，処理の高速化と信頼性の向上を実現

した。

以下に「パートナー」の DCS 機能と SX適用のメリッ

トについて説明する。

３.１ システム構成

図２に「パートナー」のDCS構成を示す。

制御用 LANには，Pリンクを使用している。Pリンク

上に最大 6台までの PCS を分散して接続できる。1PCS

あたり最大96ループを実装でき，システム全体で最大 576

ループとなる。パソコン側の並設二重化，Pリンクの光ケー

ブルによる二重化，また SXのホットスタンバイ機能を適

用した PCS の二重化構成も可能である。

操作は，マウス，JIS キーボードのほか，オプションで

タッチパネル，専用キーボードを用意している。専用キー

ボードインタフェースとしても SXを使用し，スムーズな

ループの MV（Manipulated Variable），SV（Set point

Variable）操作を可能にした。

３.２ 機能の概要

PCS の仕様

表１に PCS の仕様を示す。

１台あたり96ループ，200ms の制御周期を実現してい

る。内部処理は，入力処理と計器処理に分かれ，入力処理

には，開平演算，リニアライズなど39種類，計器処理には，

PID調節計，比率演算器など12種類を用意している。

各ループの制御パラメータ，リニアライズパターンデー

タ，プログラムパターンデータは，PCS 側で保持してい

るのでパソコン側が停止した場合でも PCS 側単独で継続

運転できる。

ループ定義・システム構築

ループ定義は，次の手順で行われる。各手順ごとに専用

の支援画面を用意している。

使用する入力処理と計器の選択（ループ設計画面）

ループごとに 2入力，１計器の選択ができる。

結線定義（ループ詳細定義画面）

実 I/Oとの結線，警報設定などを行う。

リニアライズパターンなどの設定（リニアライズパ

ターン定義画面）

PCS へのダウンロード（定義データ PCS 書込み）

Pリンクを介して，該当 PCS に設定データをダウン

ロードする。

図３にループ詳細定義画面を示す。

その他，「パートナー」が持つ対話作画，対話作票によ

り，プラント画面の作成，帳票の作成を行い，各種標準設

定画面に必要な定義を行うことにより，システム全体の構

築ができる｡

運用機能

「パートナー」側では，システムの運用に必要となる各

（3）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（3）

（2）

富士時報 Vol.73 No.2 2000

149（53）

専用キーボード 

「パートナー」 

ループキー用 
PLC

PCS1 PCS6 汎用PLCなど 汎用PLCなど 

最大6台 

最大14台 

Pリンク 

図２　「パートナー」のDCS構成

表１　PCS（SX版）の仕様 

項　目 仕　様 

ル 　 ー 　 プ 　 数 

制 　 御 　 周 　 期 

計　器　の　種　類 

入 力 処 理 の 種 類 

リ ニ ア ラ イ ズ 

プログラムパターン 

定　　　　　　　数 

96 

200 ms 

12 

39 

16点折線　32パターン 

9パターン 

128タグ 
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種標準画面（オーバビュー，ループグループ，ループ詳細

設定，トレンド画面など）を用意している。また，プラン

ト画面上へも計器やリアルタイムトレンドの表示が可能で

あり，プラントの状態を監視しながらループ操作も可能で

ある。

図４にループグループ画面を示す。

メンテナンス機能

PCS側にダウンロードしたループ定義やループパラメー

タ設定のフロッピーディスクへのセーブ，データの印刷機

能も「パートナー」の標準機能として持っている。

３.３ SX適用のメリット

制御周期の高速化

PCS の CPUは，高性能 CPU（SPH300）を使用してい

る。大幅な処理性能の向上により，96ループで 200ms の

制御周期を実現した。従来機種に比べて，2.5 倍の性能アッ

プである。これにより，適用可能分野の拡大が期待できる。

また，マルチ CPU構成とすることにより，1PCS あた

りのループ数を分散させ，制御周期をさらに向上させる性

能アップも可能である。

ウォームスタンバイ冗長化

DCS 用途では，制御機器を二重化した信頼性の高いシ

ステム構成が必要な場合が多い。SX は，標準で電源モ

ジュール，CPUモジュールの冗長化ができる。CPUの冗

長化の構成は，N：１コールドスタンバイと１：１ウォーム

スタンバイの構成が組める。「パートナー」では，１：１

ウォームスタンバイの構成により PCS を二重化した。

稼動 CPUと待機 CPU間では，内部データを等値化す

ることができ，PCS では制御パラメータや制御状態を等

値化することにより，稼動 CPUがダウンした場合でも待

機系CPUが制御を引き継ぎ継続運転できる。

図５に冗長化の構成例を示す。

データ処理記述効率の向上

SXは，シーケンス制御機能だけでなくデータ処理命令

も多く持ち，整数演算はもちろん実数演算も扱え，さらに

配列，構造体も使用できる。また，IEC61131-3 のなかで

規格化された言語であるFBやPASCALに似たST（Struc-

tured Text）でプログラムを記述でき，データ処理の記述

効率が向上した。これにより，ループ制御機能やパソコン

側との設定データの内部処理記述が従来の PLCの言語に

比べ容易となった。

オープンネットワークへの対応

今後は，システム規模やシステム環境（マルチベンダ環

境など）により，ネットワークを選択する必要があると考

える。SXは Pリンク，PEリンクのほか，FL-net などの

オープンネットワークへ対応可能であり，「パートナー」

を拡張していくうえで必須の要件となる｡

SXのデマンド監視制御・力率制御への適用

SX 上で動作する，デマンド監視制御および力率制御機

能を開発した。以下に機能の概要を説明する。

４.１ 仕　様

４.１.１ デマンド監視制御

電力設備からの受電電力量パルスを SXで積算し，使用

電力が目標電力を超過しないよう，負荷の遮断・投入を行

（4）
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（2）

（1）
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図３　ループ詳細定義画面

電源 電源 CPU CPU
Pリンク 
モジュール 

電源 

SXバス 

稼動側 
PCS

待機側 
PCS

電源 CPU CPU
Pリンク 
モジュール 

Pリンク 

電源 入力 入力 入力 出力 出力 

「パートナー」 

図５　PCSの冗長化構成

図４　ループグループ画面
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う機能および使用電力に対して警報レベルを設定し警報出

力を行う機能を持つ。４系統×10制御グループの監視制御

ができる。

デマンド監視制御にかかわる各種設定画面，電力の使用

状況の監視画面は，「パートナー」側で標準画面を用意し

ている。したがって，SX側もパソコン側もプログラムの

作成は不要である。以下にパソコン側と SXが連携する機

能を説明する。

カレンダーとの連携による目標電力パターン変更

SX側に最大10パターンの時間帯別目標電力設定を持つ

ことが可能であり，パソコン側のカレンダー設定と連携す

ることにより，日ごとに目標電力パターン設定を切り換え

ることができる。

時間帯別使用電力量合計

SX側から出力される時間帯種別情報（通常時間帯，深

夜時間帯など10種別設定可能）を基に，使用電力量を時間

帯別に集計した日報の作成も可能である。

表２にデマンド監視制御の仕様，図６にデマンド監視画

面を示す。

４.１.２ 力率制御

受電力率を監視し，コンデンサの投入・遮断指令を出力

する機能および進み・遅れの警報設定値を超えた場合に警

報信号を出力する機能を持つ。４系統× 8コンデンサの制

御ができる。表３に力率制御の仕様を示す｡

デマンド制御と同様，SXに対する設定画面，および監

視画面はパソコン側で用意している。

４.２ SX適用のメリット

標準機能と個別機能の容易な実装

SXの特長として，POU単位でのプログラムの作成・実

装が挙げられる。これにより，プログラムの切分けが明確

になり，「デマンド監視制御機能」と「力率制御機能」を

個々に実装することも，同一 CPUに混在して実装するこ

とも容易に実現できる。

さらに，ユーザーによる個別のプログラムも POUとし

て作成することにより，標準機能と混在して実装すること

も容易である。

省スペース化

従来機種と比較して，SXは小形化，マルチ CPU対応

が可能となり，システム全体をコンパクトにまとめること

ができ，実装スペースを削減できる。

４.３ 小規模電力ロガーへの適用

「パートナー」シリーズには，小規模システム向けに

「パートナー Jr.（ジュニア）」を用意している。

「パートナー Jr.」にデマンド監視制御機能・力率制御

機能を実装した SXを組み合わせることで，容易に安価な

小規模電力ロガーを構築できる。

図７に「パートナー Jr.」の構成を示す。
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表２　デマンド監視制御の仕様 

制　御　対　象 

制　御　方　式 

〈固定方式〉 
　遮断：No.1�No.2…�No.9�No.10 
　投入：No.10�No.9…�No.2�No.1 
〈循環方式〉 
　遮断回数均等制御 

運 転 モ ー ド 
HCI 正常時：自動または手動 
HCI 異常時（PLC単独）：自動または手動 

制 御 モ ー ド 
制御ありまたはなし 
遮断ありまたは投入・遮断あり 

デマンド時限 15分または30分 

警報レベル設定 6レベル 

最大4系統 
最大10制御グループ/系統 

表３　力率制御の仕様 

制 御 対 象  

制 御 時 間  

投入遅延時間 

遮断遅延時間 

制 御 方 式  

10～30秒 

1～60分 

100～600％（対投入遅延時間） 

〈固定方式〉 
　投入：No.1�No.2…�No.7�No.8 
　遮断：No.8�No.7…�No.2�No.1 
〈循環方式〉 
　投入回数均等制御 

最大4系統 
最大8コンデンサ/系統 

図６　デマンド監視画面

「パートナーJr.」の基本仕様 

Pリンク 

SX
デマンド制御 
力率制御 

監視操作点数 

ユーザー作成画面 10枚 

帳　票 

標準画面 

計測グループ画面 
故障グループ画面 
発生中警報画面 
信号履歴画面 
システム状態画面 
トレンド画面 

日報・月報・年報 
計20枚 

接点：256点 
数値：256点 

デマンド監視制御 
　デマンド監視画面 
　デマンド設定画面 
　カレンダー設定画面 
　時間帯別目標電力 
　設定画面 
力率制御 
　力率制御定義画面 
　力率制御画面 

図７　「パートナー Jr.」と SXによる小規模電力ロガー



統合コントローラ「MICREX-SX」の分散制御システム「パートナー」…

あとがき

分散制御システム「パートナー」における SXの適用事

例を紹介した。機能，性能ともに大幅に向上した SXは，

汎用 PLCの適用分野をさらに広げることと思う。現在，

PLCの分野では，さまざまなオープンなネットワークが

普及しつつあるが，ソフトウェア面でも言語や動作環境が

標準化され，「パートナー」のめざす PLCソフトウェアも

含めたソフトウェアの流通が可能な時代もやがては来ると

考える。

今後も現場に根ざした機能の開発に取り組み，現場技術

者，ユーザーのパートナーとして，喜ばれる標準機能の提

供に努力する所存である。
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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

2982382 矢野　浩司直流電動機の電圧制御装置

2982400 三俣　正人2相 2重チョッパ装置の制御回路

2982403
山口　　司
松本　栄治
川崎紀久雄

操作表示パネル

2982432 鎌田　達雄半導体レーザ素子の製造方法

2982436 奥田　善久インバータの運転状態切替方法

2982443 茗荷　和夫
西澤　龍男変圧器の防振ゴム取付構造

2982458 野中　政章絶縁形直流変換器の電圧検出回路と
並列運転時不平衡電圧検出回路

2982459 大栗　　勲アキシャルリード部品の半田コーテ
ィング方法および装置

2982478 朝日　信夫回路遮断器の外部操作ハンドル装置

2982490 松本　雅好SFCプログラミング方式

2982502 藤並　　太
大嶋　恵司冷凍機の膨張シリンダ装置

2982526 太田　春夫カップ式自動販売機

2982785
吉田　和彦
工藤　　基
藤平　龍彦

デプレッション型MOS半導体素子
およびMOSパワー IC

2982924
石川　公忠
石川　　稔電磁石駆動装置

2983117 佐藤　広喜薄膜太陽電池の製造方法

2983327 大森　次治
川崎　道夫

真空精錬装置

2984102 山田　　充
竹俣　勝之

超電導パンケーキコイルの巻線方法
および装置

2984114 大沢　通夫CuInSe2 系薄膜太陽電池の製造方
法

2984161
大戸時喜雄
財津　靖史
豊島　英文

細菌検査装置

2985342 清水　明夫
中村　光宏プラズマ処理装置の運転制御装置

2985353 渡辺　　徹蒸気タービンの保安装置

2985398 坂元　雅司台間玉貸し機

2985421

及川　安夫
水越　清治
桐村　泰彦
高橋　武男

放射性廃液の処理方法

2985425 前川　智律自動販売機の庫内温度制御装置

2985430

天野　　彰
進藤　洋一
中田　勝栄
梅垣　　卓

半導体レーザー装置およびその製造
方法

2985452

国原　健二
進藤　洋一
天野　　彰
中田　勝栄
梅垣　　卓

半導体レーザー装置およびその製造
方法

2985458 吉富喜一郎割勘処理機能付カード端末装置

2985460 宮下　茂光硬貨入出金機

2985478 坂元　雄三自動販売機のディスプレイ装置

2985481 加藤　喜好ロータの上下及び水平方向移動装置

2979930 宝泉　　徹電力用半導体装置のパッケージ

2982342 霜田　和彦タービンの内部ケーシング

2980107 矢萩　秀隆電子写真感光体用の導電性基体およ
びその製造方法

2980740 和田　圭介
乳井　直樹回路図作成装置
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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

2988023 原田　　孝りん酸型燃料電池の反応ガス用マニ
ホールド

2988027 岡野　芳郎漏電遮断器の漏電引外し装置

2988059 外山　公一円形容器内面検査装置

2988062 佐藤　一彦零相変流器 1次導体の絶縁構造

2988070 岡野　芳郎漏電遮断器内のリード電線支持構造

2988076
三浦　正夫
内田　直司回路遮断器の引外し装置

2988082
野村　浩二
登坂　浩明

回路遮断器の過電流引外し装置用変
流器

2988088
古川　国幸
志塚　　隆
松岡　　正

回路遮断器の開閉機構及びその製造
方法

2988089 中村　真文
林　　英雄回路遮断器の端子装置

2988090 中塚　隆光回路遮断器の開閉機構

2988091 小山　　淳
内田　直司回路遮断器

2988097 古賀由紀夫濃淡画像の領域分割方法

2988102 小林　裕信
清瀬　三郎フィルタの回収装置

2988143 後藤　真司ショーケースの輸送用器材

2988145 野田　稔之半導体スタック

2988158 大沢　通夫炭素膜の検査方法および磁気記録媒
体の製造方法

2988163 武田　健三
黒谷　憲一水調運転制御装置

2988177 日野　浩二電磁弁駆動回路

2988213 立野　政義混圧蒸気タービンの保護装置

2990985 安部　道雄蒸気タービンの翼温度上昇防止装置

2991010 高橋　良和半導体装置およびその製造方法

2991150
山口　　啓
黒田　昌美
竹嶋　基浩

電子写真用感光体

2991181 五十嵐征輝
鈴木　明夫スイッチング電源

2992154 山田　成英外観検査装置

2992159 ト部　恭一化合物半導体薄膜層の成膜方法

2993076 阪　　光広自動販売機のサーペンタイン形商品
収納棚

2993150
中村　　豊
石川　　稔開閉器の接点溶着検出装置

2993184
神代　直人
平野　　博

磁気記録媒体用基板および磁気記録
媒体の製造方法

2993193 鈴木　勝久冷蔵オープンショーケース

2993226
森田　敏浩
伊奈　　久
矢野　浩司

整流器

2993268 仲村　秀世半導体装置

2993278 宮下　秀仁半導体装置

2993286 高橋　良和半導体装置

2993318 長島　　優時限切替形ウォッチドッグタイマ回
路

2994196 小林　　彰配電系統の情報表示装置

2990203

出野　　裕
杉山　修一
角舘　洋三
藤原　修三

ピンチプラズマの発生方法および装
置

2989183
菅野　善夫
宇佐美朋之
会川　英昭

運転中蒸発缶の液位算出方法

2990860 古川　千城電動ハイブリッドポンプ

2990924 田中　幸博自動販売機用在庫管理装置

2990941 渡辺　克己超音波センサシステム

2990957 堀　　洋司鍛造弁ケーシングの流体整流板

2990981 野上　純孝
森　　伸義電子写真感光体

2985510 和田　直己省電流スイッチ回路

2985527 井川　　修電圧非直線抵抗体の製造方法

2986589 宮田　三史
尾崎　修二

デジタル形保護リレーの整定自動修
正方法

2987901 井上　正喜たばこサイズ判別表

2987983 重岡　宏行文字表示装置

2988013
磯部　健介
田中　良春
星川　　寛

バイオセンサ用恒温槽

2988015 塩川　　治シリアル通信方法
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実用性能を実証したりん酸形燃料電池 新 事 業 推 進 室 中島　憲之 エネルギーの有効利用と環境保
全，14，11（1999） 政策総合研究所

PAFCシステムの熱設計における工夫 横山　尚伸 熱物性，13，4（1999） 電子技術総合研
究所新 事 業 推 進 室

電気学会電子回路研究会資料，
No.131（1999） 電気学会

日本ガスタービン学会誌，27，
6（1999）

日本ガスタービ
ン学会

簡易回生形ソフトスイッチング回路のス
ペクトル解析

五十嵐征輝
西川　幸廣
黒木　一男

富士電機総合研究所
〃
〃

燃料電池－ガスタービンのライバルとして 新 事 業 推 進 室 中島　憲之

水環境学会誌，22，11（1999） 日本水環境学会拡張 SBHモデルを応用した臭素酸イオン
生成の反応速度論的基礎検討 富士電機総合研究所 柴田　信勝

電機，No.12（1999） 日本電機工業会我が社における原子力施設の廃止借置技術
紹介 富士・川重原子力推進本部 高谷　純一

電気学会半導体電力変換研究会
資料，No.19（2000） 電気学会

日本混相流学会

簡易力率改善方式新部分共振コンバータ

富士電機総合研究所
〃
〃

富士日立パワーセミコンダクタ

五十嵐征輝
西川　幸廣
野澤　武史
太田　裕之

飲料用ディスペンサの発泡現象とその抑制
方法

富士電機総合研究所 横山　勝治 混相流，13，4（1999）

エネルギー・資
源学会

文部省高エネル
ギー加速器研究
機構

IEEE

IEEE

固体高分子電解質水電解技術の開発 富士電機総合研究所 山口　幹昌 エネルギー・資源，119，1
（2000）

負荷系におけるオンライン潮流監視機能の
開発

富士電機総合研究所
〃

F F C
〃

情報制御システム事業部

竹中　道夫
小池　智広
亀谷　勝久
張　　徳評
渡辺　　茂

平成11年度電気関係学会東海支部連合大会
（1999-9）

自己シールド・自己分離技術を用いた
HVIC の開発

松 本 工 場
〃
〃
〃
〃

富士電機総合研究所
〃

山崎　智幸
熊谷　直樹
小谷部和徳
多田　　元
武田　久雄
関　　康和
桜井　建弥

電気学会電子デバイス半導体電力変換合同研究会
（1999-10）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

オープン統合化監視制御システムにおける
ヒューマンインタフェース 環境システム事業部 長谷川正美 電気学会公共施設研究会（1999-11）

TiO2 による光脱硝，NOx吸着の検討
富士電機総合研究所

〃
西方　　聡
西村　智明

光機能材料研究会主催第 6回シンポジウム「光触
媒反応の最近の展開」（1999-11）

紙の搬送ガイドとの衝突による動的変形解
析

富士電機総合研究所
〃
〃

山本　健明
川崎　哲治
山田　隆典

日本機械学会第12回計算力学講演会（1999-11）

金銭処理機における MECHANICA Mo-
tion, ADAMSの適用 富士電機総合研究所 山本　健明 第 9回 KUSCOユーザ会（1999-11）

真空バルブの長アーク時間におけるアーク
特性の測定

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

吹 上 工 場
〃
〃

山岸　泰彦
磯崎　　優
花田　宗範
昆野　康二
佐藤　　実
岡崎　貴幸
柴田　和郎

蛍光ファイバー型部分放電検出技術
富士電機総合研究所

〃
変電システム事業部

畠山　吉文
宮本　昌広
金子　英男

電気学会開閉保護・高電圧合同研究会（1999-11）

第 2回光触媒応用技術研究会（1999-11）光クリーン技術を用いた空気浄化装置の開
発

富士電機総合研究所 西方　　聡

In Situ XAFS Study on Novel Alloy Clus-
ter Electrocatalysts for Phosphoric Acid
Fuel Cell

新 事 業 推 進 室
〃
〃
〃

加藤　幹夫
加藤　茂実
西原　啓徳
原嶋　孝一

PHOTON FACTORY ACTIV-
ITY REPORT 1998 PART B
USER’S REPORT #16（1999）

Counter-doped MOSFETs in 4H-SiC 富士電機総合研究所
〃

上野　勝典
及川　忠昭

IEEE Electron Device Letters，
20，12（1999）

Design and Control of a Variable Foot-
print Mechanism for Holonomic Omnidi-
rectional Vehicles and its Application to
Wheelchairs

富士電機総合研究所 和田　正義
IEEE Transactions on Robot-
ics and Automation，15，6
（2000）



155（59）

富士時報 Vol.73 No.2 2000

技術論文社外公表一覧

自動販売機の LCA統合化分析とエコ改善

三 重 工 場
〃
〃
〃

木村　幸雄
長谷川陽子
清水　　篤
冠野　恭範

エコデザインシンポジウム（1999-12）

4H-SiC ショットキーダイオードにおける
転位の影響

富士電機総合研究所
〃
〃

浅井　隆一
荻野　慎次
辻　　　崇

応用物理学会 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体
研究会（1999-12）

高速シリアルバスによる分散制御システム

技 術 開 発 室
〃
〃
〃

平本　伸一
西脇　敏之
安西　文彦
山田　隆雄

電気学会システム・制御研究会（1999-12）

変圧器巻線の短絡時における軸方向挙動

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃

浅田　　規
小出　英延
宮本　昌広
川西　敬造
高坂　正明

電気学会静止器研究会（1999-12）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

限流器が導入された配電系統における短絡
故障シミュレーション

富士電機総合研究所
〃

磯崎　　優
清水　洋隆

525 kV 分路リアクトルの性能検証試験

変電システム製作所
〃
〃
〃
〃

松山　　亮
幡谷　　修
山口　　誠
西條　　学
和田　元生

新部分共振形コンバータ 富士電機総合研究所 五十嵐征輝 スイッチング電源テクニカルフォーラム（2000-1）

Application of Bonded SOI to Dielectrical
Isolation for 250V Devices 松 本 工 場 平林　温夫 Electrochimecal society（1999-10）

The Dynamic Analysis of Kyser-typelnk-
Jet Head 富士電機総合研究所 北出雄二郎 第 9回日米誘電体圧電体セラミックスセミナー

（1999-11）

Operating Experience and Life Assess-
ment of 69MW Gas Turbine Power plant
in Fuji Gas Turbine Research Center

富士・シーメンス
エネルギーシステム推進本部
生 産 技 術 研 究 所
富士電機ガスタービン研究所

池田　忠司
岩倉　忠弘
西本　晴保

International Gas Turbine Congrees 1999 Kobe
（1999-11）

Development of a cutting technology by
a pulsed mode Nd:YAG laser

富士電機総合研究所
〃

火力・原子力事業部

沼田　　忍
葛西　　彪
中村　雅英

International Congress on Application of Lasers
and Electro-Optics（ICALEO）’99（1999-11）

Series Connection Type Common-mode
Current Reduction Circuit 富士電機総合研究所 五十嵐征輝

Conference of the IEEE Industrial Electronics
Society（IECON）’99（1999-11）

Development and Business Promoting of
On-site PAFC power plant at Fuji Electric

新 事 業 推 進 室
〃
〃

鴨下　友義
中島　憲之
黒田　健一

3rd International Fuel Cell Conference（IFCC）
（1999-12）

Improvement of a-SiGe Solar Cells and
Their Application to SCAF Structure
Solar Cells with Plastic Film Substrate

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

吉田　　隆
田淵　勝也
藤掛　伸二
佐々木敏明
佐藤　広喜
齋藤　清雄
浜　　敏夫
酒井　　博
市川　幸美
佐賀　　操

Special Issue of Solar Energy Material and Solar
Cells（2000-1）

Optics Japan’99（1999-11）
表面レリーフホログラムの再生シミュレー
ション

富士電機総合研究所
〃

小林　　毅
田中　秀幸

電気化学会主催第40回電池討論会（1999-11）

モアレ回折法を用いた角度センサの検討 富士電機総合研究所 田中　秀幸

PAFC 用電極の特性におよぼす触媒・
PTFE 粒子の分散・凝集メカニズムの影
響

新 事 業 推 進 室
〃
〃
〃
〃

須藤　　業
花沢　真人
和田　崇徳
岡江　功弥
瀬谷　彰利

セル面内のリン酸移動およびリン酸量分布
に関する検討 新 事 業 推 進 室 岡江　功弥
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流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐

圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



MICREX-SXシリーズは，発売以来 1年半を経過して，その時

代を先取りしたコンセプト，高速処理を生かした新たな分野への適

用，時代のニーズにマッチしたオープン性により，好評を博してき

た。また，さらなる適用拡大に向けて，ハードウェアレベルの機能

拡充だけでなく，ソフトウェア的あるいは使い勝手という面からも

機能向上を図ってきている。本稿ではその概要および適用例を紹介

する。

適用拡大が進む統合コントローラ「MICREX-SX」

井手 健一郎 富沢　敬一 野口　正幸

富士時報 Vol.73 No.2 p.99-103（2000）

D300win は，日本国内では初めてプログラマブルコントローラ

（PLC）を本格的支援対象とした IEC61131-3 準拠のプログラム開

発支援ツール（ローダ）である。バージョン 1では，発売以来，多

数のユーザーからの要求を取り込みながら，引き続き機能・性能アッ

プを行ってきたが，今回，それらを集大成し，最新のWindows 技

術を用いて大幅に操作性を向上させた D300win バージョン２

（D300win Ver.2）を開発した。本稿では，D300win Ver.2 の主な特

長を紹介する。

操作性を向上させたローダ「D300win Ver.2」

濱田　明秀 山田　正志

富士時報 Vol.73 No.2 p.104-107（2000）

MICREX-SX（SX）の走行切断機械への適用を想定し，同期運

転精度の検証結果と，制御内容について紹介する。SXシステムに

よる走行切断機能では，SPH側の定周期処理で同期運転演算を実

行し，モジュールへ位置の指令を行っている。また，特殊切断機械

への適用では，回転軸と直線軸の 2軸組合せの位置決め運転を紹介

している。本例では SPHの高速な浮動小数点演算機能で三角関数

演算を実行しながら位置決め動作を行っている。

統合コントローラ「MICREX-SX」の
モーションコントロールへの適用
相田　忠勝 井田　貴士 富永　保隆

富士時報 Vol.73 No.2 p.108-113（2000）

MICREX-SXシリーズでは，統合プログラム支援ツールD300win

により，国際規格言語 IEC61131-3 の採用，プログラムの部品化，

構造化プログラミングの導入など，制御プログラム作成効率向上の

ための革新的な開発環境を提供してきた。このなかでも，ファンク

ションブロック（FB）による制御プログラム再利用の仕組みは，制

御プログラムの生産性を飛躍的に高める可能性を秘めている。本稿

では，FBを階層的に用意し，この組合せにより制御プログラムを

構築していくブロックエンジニアリングの考え方について紹介する。

ブロックエンジニアリングによる制御ソフトウェアの
開発効率向上
福住　光記 島田　喜秋

富士時報 Vol.73 No.2 p.114-117（2000）

プログラマブルコントローラ（PLC）の高性能化に伴い，制御ソ

フトウェアも複雑化・大規模化が進んでおり，制御ソフトウェア作

成効率向上が求められている。このようなもとで開発されたのが，

プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ「SCマトリクス」で

ある。工程歩進制御に関する運転方案を，Excel 97 のワークシート

に表形式で記述し，記述したフォーマットのままでモニタできるな

どの特徴がある。本稿では，プログラム自動生成ソフトウェアパッ

ケージの概要について紹介する。

プログラム自動生成ソフトウェアパッケージ
「SCマトリクス」

福住　光記 比留川 賢二

富士時報 Vol.73 No.2 p.118-121（2000）

近年の製造業では，柔軟で，効率がよく，低コストなFAアプリ

ケーションを構築する際に，さまざまなベンダーの優れた技術・製

品を組み合わせる方法が増加している。また，同時に，FAシステ

ム向けの標準化も進められている。本稿では，製造業の現状を踏ま

え，MICREX-SXシステムにおける FAアプリケーションとプロ

グラマブルコントローラ（PLC）システム間のデータ連携の例を紹

介する。

統合コントローラ「MICREX-SX」システムにおける
FAアプリケーションソフトウェアとの連携

中村 千登世 武田　義孝

富士時報 Vol.73 No.2 p.122-125（2000）

パーソナルコンピュータ（パソコン）技術の発展により，制御分

野においてもパソコンを使ったオープンなコントローラが普及して

きた。従来，管理系に主として用いられていたソフトウェア PLC

（プログラマブルコントローラ）について，パソコンや汎用 OSの

多くの有益なリソースを利用しながら，機械制御に適した処理速度

を得るための技術動向とその製品技術を，汎用OSのリアルタイム

拡張とリアルタイムOS適用の二面から紹介する。

ソフトウェアPLCのリアルタイム拡張

松田　　洋 森　　泰二

富士時報 Vol.73 No.2 p.126-129（2000）

SXバスは従来の内部バスの機能とフィールドバス機能を持つ富

士電機独自のバスシステムで，複数のプロセッサや機械装置内に分

散配置されるディジタルおよびアナログ I/O，ならびにプログラマ

ブル操作表示器やサーボ装置などインテリジェントな機器を 1本の

ケーブルで接続できる伝送速度 25Mビット/秒，伝送距離 25mの

シリアルバスである。本稿では，新たに開発した最大伝送距離を局

間で 1km，総長で 32 kmまで拡大できる SXバス光コンバータと

SXバスの高速伝送性能と多彩な通信機能を生かした各種周辺機器

群について紹介する。

拡大するSXバス接続機器

川島　重雄 山田　隆雄 小 秀之

富士時報 Vol.73 No.2 p.130-134（2000）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

The D300win is a first program development support tool in accor-
dance with IEC61131-3 to support programmable controllers on a full
scale first in Japan.  In the version 1, improvements in functions and per-
formances were made in answer to many users’ requests after the first
release.  The version 2 has much improved in handling by integrating
these requests and using the latest Windows technology.  This paper intro-
duces the main features of the D300win Ver. 2.

New Features of the Loader “D300win Ver. 2”

Akihide Hamada Masashi Yamada

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.104-107  (2000)

One and a half years have passed since the MICREX-SX series was

put on sale.  The series has gained popularity because of its concept in

anticipation of the times, its application to new fields making the most of

high-speed processing, and its open architecture matching the market

needs.  Improvements in functions for wider application are being made

not only in hardware but also in software and handling.  This paper gives

an outline of the series and examples of applications.

Increasing Applications of Integrated Controller
“MICREX-SX”

Kenichiro Ide Keiichi Tomizawa Masayuki Noguchi

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.99-103  (2000)

The integrated program development support tool D300win of the

MICREX-SX series has offered innovative development environments to

improve efficiency in making control programs, such as adopting the

international standard language IEC61131-3, modularizing programs, and

introducing structural programming.  Among these, the method of recy-

cling control programs by means of function blocks (FBs) has a possibil-

ity of rapidly increasing the productivity of control programs.  This paper

introduces a method of block engineering to structure control programs by

combining FBs hierarchically prepared.

Block Engineering to Improve Control Software
Development

Mitsunori Fukuzumi Yoshiaki Shimada

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.114-117  (2000)

This paper describes the verification result of synchronization accu-

racy and contents of control on the assumption that the MICREX-SX is

applied to a traveling shearing machine.  The traveling shearing function

with the MICREX-SX executes synchronizing operation through the

period regulation of the SPH and gives positioning instructions to the

module.  In the application to a special-purpose shearing machine, posi-

tioning operation based on rotational and rectilinear combinations is intro-

duced.  In this example, positioning is operated, calculating trigonometric

functions by the high-speed floating-point arithmetic function of the SPH.

Application of Integrated Controller “MICREX-SX”
to a Motion Control System

Tadakatsu Aida Takashi Ida Yasutaka Tominaga

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.108-113  (2000)

Recent manufacturing industries have more often combined the tech-

nologies and products of various vendors to structure flexible, efficient,

low-cost, factory automation (FA) application software.  At the same time,

standardization for FA systems also has been promoted.  In view of the

present status of manufacturing industries, this paper describes an exam-

ple of data linking between FA application software and the programma-

ble controller in the MICREX-SX system.

Integrated Controller “MICREX-SX” System and FA
Application Software

Chitose Nakamura Yoshitaka Takeda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.122-125  (2000)

With advances in programmable controller performances, control

software has become more complicated and larger in scale, and higher

development efficiency has been desired.  Under the circumstances, the

auto-program-writing software package “SC MATRIX” has been devel-

oped.  One of its features is that an operation program for process sched-

ule control can be written in a tabular form on the Excel 97 work sheet

and the written format can be monitored as it is.  This paper gives an out-

line of the auto-program-writing software package.

Auto-Program-Writing Software Package
“SC MATRIX”

Mitsunori Fukuzumi Kenji Hirukawa

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.118-121  (2000)

The SX bus, Fuji Electric’s original bus system, has conventional

internal-bus and fieldbus functions.  It is a serial bus with transmission

speed of 25 Mb/s and transmission distance of 25 m that can with a single

cable connect digital and analog I/Os distributed in the two or more

processors and machines as well as intelligent devices such as program-

mable operation displays and servos.  This paper introduces a newly

developed SX-bus optical converter capable of extending the maximum

transmission distance up to 1 km between stations or 32 km in total length

as well as peripheral equipment that utilizes the high-speed transmission

performance and various communicating functions of the SX bus.

New SX Bus System and Connected Peripheral
Equipment

Shigeo Kawashima Takao Yamada Hideyuki Odaka

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.130-134  (2000)

As personal computer (PC) technology has developed, PC-based

open controllers have come into wide use.  Formerly, the software pro-

grammable logic controller (PLC) was used mainly for supervision use.

From two viewpoints of real time expansion for the general-purpose oper-

ating system (OS) and the application of the real-time OS, this paper

describes technical trends to give processing speed suitable for machine

control to the software PLC, deriving many useful resources from PCs

and general-purpose OSs, and technologies for the product.

Real time expansion for Software Programmable
Logic Controllers

Hiroshi Matsuda Taiji Mori

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.126-129  (2000)



プログラマブルコントローラ（PLC）プログラムの開発効率や可

読性の向上，保守性向上を目的として国際規格 IEC61131-3 が制定

され，さらに JIS B 3503 として規格化されたが，日本国内に限れ

ばまだ広く普及しているとは言い難い。富士電機では IEC言語普

及のため，各種 IEC言語普及セミナーや技術セミナーの開催，あ

るいは啓蒙用テキスト類を発行している。ここでは，MICREX-SX

の技術セミナーで使用する研修用機材，および技能五輪にて使用さ

れた機材，さらに，1999年10月に発行した IEC関連図書について

紹介する。

IEC 準拠プログラミング教育機材

永田　康則

富士時報 Vol.73 No.2 p.135-138（2000）

一般産業機械は多品種少量生産，品質の向上，生産タクトの向上

など，ますます高機能・高性能な制御が要求されてきている。MIC

REX-SXはこうした市場要求にこたえるために開発した汎用プロ

グラマブルコントローラであり，IEC言語を搭載した高速・高機能

なコントローラである。

本稿では，機械制御への適用例として，搬送機械への適用，半導

体製造装置の移載装置への適用および耐久試験装置への適用例を紹

介する。

統合コントローラ「MICREX-SX」の機械制御分野への適用

島田　喜秋 吉崎　久之

富士時報 Vol.73 No.2 p.139-143（2000）

鉄鋼プラント分野では，製品品質の向上や安定操業，省力化など

の高機能，高付加価値に関する強い要求があり，これらの要求を満

足させる制御機能は，従来専用プログラマブルコントローラ（PLC）

により実現してきた。

本稿では，鉄鋼プロセスラインの一つであるシヤーラインの自動

選別装置に，従来の専用 PLC に代わり，汎用 PLC である MIC

REX-SXシリーズを適用した事例と，従来のシステム構築方法の

違いについて紹介する。

統合コントローラ「MICREX-SX」の鉄鋼設備への適用

横田　廣幸 乳井　直樹 渡辺　　悟

富士時報 Vol.73 No.2 p.144-147（2000）

パーソナルコンピュータと汎用プログラマブルコントローラ

（PLC）をベースとした分散制御システム「パートナー」のループ

制御 PLC，デマンド監視制御・力率制御 PLCとしてMICREX-SX

（SX）を採用した。ループ制御 PLCでは，SXの大幅な処理性能向

上により，従来機種と比較し 2.5 倍の高速化が実現できた。さらに，

１：１ウォームスタンバイ冗長化構成により高信頼なシステムとす

ることもできる。SXのデマンド監視制御・力率制御 PLCでは，小

規模電力ロガー「パートナー Jr.」への適用を紹介した。

統合コントローラ「MICREX-SX」の分散制御システム
「パートナー」への適用
町田　善信 寺田　隆夫 宮崎　　栄

富士時報 Vol.73 No.2 p.148-152（2000）



The international standard IEC61131-3 was established with the aim

of improving the development efficiency, readability, and maintainability

of programmable logic controller programs and adopted by the JIS as JIS

B 3503; however, it has not enough spread in Japan.  To make the IEC

language popular, Fuji Electric has held seminars for spreading IEC lan-

guages and technologies as well as has issued educational texts.  This

paper describes training materials used in MICREX-SX technical semi-

nars, materials formerly used in Olympics in technology, and books

related to IEC published in October 1999.

Training Materials Related to IEC Programming

Yasunori Nagata

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.135-138  (2000)

General industrial machines require control with advanced functions

and high performance to meet multikind and small-quantity production,

improvement in quality, and improvement in production tact.  The

MICREX-SX developed to meet these market requirements is a general-

purpose, high-speed, advanced-function programmable controller

installed with the IEC language.  This paper describes its application to

machine control, citing a conveying machine, transfer equipment in semi-

conductor manufacturing equipment, and durability test equipment as

examples.

Application of Integrated Controller “MICREX-SX” to
Machine Control

Yoshiaki Shimada Hisashi Yoshizaki

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.139-143  (2000)

There have been strong demands for improvement in product quality,

advanced functions and high value added such as stable operation and

labor reduction.  Control functions to satisfy these requirements were for-

merly realized with exclusive-use programmable logic controllers (PLCs).

This paper gives an example of general-purpose PLC MICREX-SX

series application to the classifier equipment of a shear line, one of steel-

making process lines, instead of the former exclusive-use PLC.  In addi-

tion, it describes difference in the system structuring method between the

former and the new.

Application of Integrated Controller “MICREX-SX” to
Steel-Making Equipment

Hiroyuki Yokota Naoki Nyui Satoru Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.144-147  (2000)

The distributed control system “PARTNER” based on personal com-

puters and general-purpose programmable logic controllers (PLCs)

adopted the MICREX-SX for loop control PLCs and demand supervisory

control/power factor control PLCs.  The loop control PLC has realized 2.5

times higher speed than the former type because of the greatly improved

processing speed of the MICREX-SX.  Further, the system can be made

more reliable by 1:1 warm standby redundancy.  With regard to the

demand supervisory control/power factor control PLC using MICREX-

SX, the paper describes an example of application to small-scale power

logger “PARTNER Jr.”

Application of Integrated Controller “MICREX-SX” to
Distributed Control System “PARTNER”

Yoshinobu Machida Takao Terada Sakae Miyazaki

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.2 p.148-152  (2000)
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お問合せ先：機器・制御カンパニー 機器事業部 電話（048）547-1189

MICREX-SXシリーズ さらに充実！ 

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 

MICREX-SXシリーズ さらに充実！ 
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聞こえてきますか、技術の鼓動。

富

士

時

報

統
合
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
「
M
I
C
R
E
X-

S
X
」
特
集

定価525円（本体500円）
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統合コントローラ「MICREX-SX」特集

本誌は再生紙を使用しています。

73-2 H 1̃4.qxd  08.2.8  10:30 AM  ページ1




