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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
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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）
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（1）
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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〉 
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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
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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
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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
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 〈注〉 
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〈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
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ハ
ー
ド
リ
ア
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OS，周辺機器， 
他のソフトウェア 
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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



＊ 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。




