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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
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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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図１　MICREX-SX研修機材の構成
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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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