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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
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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）
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図２　新しいプロジェクトビュー
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図５　ツールチップを用いたオンライン値の表示例
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図４　エディットウィザードの使用例
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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
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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。
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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 



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




