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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
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（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

クライアントX クライアントY

PLCメーカー，クライアント 
ごとに異なったデータアクセス 
のインタフェース（I/F） 

コントローラA I/F コントローラB I/F コントローラC I/F

クライアントY I/FクライアントX I/F

コント 
ローラB

コント 
ローラA

コント 
ローラC

Ethernet

図２　従来のシステム



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

124（28）
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図４　OPCインタフェースの実装形態
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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。
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図７　Webでのシステム構成
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