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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

130（34）

川島　重雄（かわしま　しげお） 山田　隆雄（やまだ　たかお） 小 秀之（おだか　ひでゆき）

CPU 
モジュール 
処理 

SXバス処理 

出力 入力 

一定サイクル 
（タクト周期） 

一定サイクル 
（タクト周期） 

出力 演算 入力 出力 演算 

入力 
データ 
読込み 

出力 
データ 
書出し 

入力 
データ 
読込み 

メッ 
セージ 
伝送 

メッ 
セージ 
伝送 

出力 
データ 
書出し 

入力 
データ 
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 
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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
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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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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）
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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 
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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
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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。
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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
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