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まえがき

情報技術の進展は，ネットワーク化を容易にし，オープ

ンな技術をベースとしたコンパクトで処理能力の高い安価

な情報機器の提供を可能にした。その象徴であるパーソナ

ルコンピュータ（パソコン）はハードウェア技術・ソフト

ウェア技術のめざましい向上により，あらゆる分野で適用

されるようになった。一方，汎用プログラマブルコントロー

ラ（PLC）も処理速度の向上やネットワークへの対応を実

現し，その適用分野を広げてきた。近年では，オープンな

ネットワークや言語への対応，パソコンとの連携も強化さ

れ，システム化を容易にしている。今やパソコンと汎用

PLCは，情報制御システムを構成するうえで必須（ひっ

す）となっている。

「パートナー」は，パソコンと汎用 PLCをベースとし

た分散制御システム（DCS： Distributed Control System）

として1995年から発売し，これまでに多くの分野で採用さ

れてきた。今回，高速化，マルチ CPU，二重化，国際規

格言語 IEC61131-3への対応などを可能にしたMICREX-

SX（以下，SXという）を「パートナー」のループ制御

PLC およびデマンド制御 PLC，力率制御 PLCとして採用

し，SX上で動作する標準ソフトウェアを開発した。本稿

では，その機能と SX採用のメリットについて述べる。

「パートナー」の概要

２.１ 「パートナー」とは

「パートナー」は，現場で培った技術や経験を基に，特

にパソコンの知識を必要とせずにシステム構築ができるパ

ソコンと汎用 PLCをベースとした分散制御システムであ

る。ハードウェアは，パソコン（PC/AT
〈注1〉

互換機）と汎用

PLC（MICREX-F，SX）を適用している。ソフトウェア

は OSとしてWindows NT
〈注 2〉

4.0 を採用しているが，「パー

トナー」の基本部はメンテナンス性やソフトウェア資産の

継承という観点から自社開発したものである。

監視操作，ロガー，DCS の機能を持ち，ハードウェア

形態も専用コンソールへ収納したタイプ，デスクトップタ

イプを用意している。

２.２ 「パートナー」の狙いとSX

P&P（パソコン＆ PLC）連携標準ソフトウェアの提

供

「パートナー」は，パソコンと PLCの連携が必要とな

るすべての分野への標準ソフトウェアの提供をめざしてい

る。「パートナー」の機能構成を図１に示す。パソコン側

のシステム構築支援機能（オフライン機能）と運用機能

（オンライン機能），PLC標準機能による構成を基本とし，

パソコン側と PLC側のソフトウェアを一組にした形態と

している。

ソフトウェアの共有，流用はパソコン側だけの課題では

なく，PLC側においても重要な課題である。すべてのソ

フトウェアを一から作成するのではなく，標準ソフトウェ

アと個別ソフトウェアの共存によるシステム開発が開発効

率と信頼性の向上という面から求められている。その実現

のためには，PLC側の標準ソフトウェアの作りやすさ，流

〈注 1〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の商標

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標
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用のしやすさがポイントである。

SXによる標準ソフトウェアの提供形態

SXの開発言語は，PLC言語の国際規格である IEC61131-

３に準拠し，POU（Program Organization Unit）という

単位〔具体的には，ファンクションブロック（FB），プロ

グラム〕でソフトウェアをカプセル化可能であり，標準ソ

フトウェアの作成，標準ソフトウェアと個別ソフトウェア

の共存，標準ソフトウェアの流用を容易にしている。

マルチCPUによる標準ソフトウェアの性能確保

SXは，最大 8台までのマルチ CPU構成が可能である。

標準ソフトウェアと個別ソフトウェアを別々の CPUで動

作させることにより，標準ソフトウェアの性能を落とすこ

となく個別ソフトウェアとの共存が可能となる。決められ

た制御周期での動作が求められる分野への適用が容易とな

る。

SXのループ制御機能への適用

「パートナー」は，パソコンと汎用 PLCをベースとし

たパソコン DCS として多くの分野で適用されている。パ

ソコン DCS という用途では，制御周期の高速化と信頼性

の向上が重要な課題である。SXは，処理性能を大幅に向

上し，さらにウォームスタンバイの CPUの二重化構成が

組める。また，ネットワークも富士電機の Pリンク，PE

リンクのほか，各種オープンネットワークへ対応している。

このような特長を持つ SXを「パートナー」のループ制御

コントローラ〔以下，PCS（Process Control Station）と

いう〕として採用し，処理の高速化と信頼性の向上を実現

した。

以下に「パートナー」の DCS 機能と SX適用のメリッ

トについて説明する。

３.１ システム構成

図２に「パートナー」のDCS構成を示す。

制御用 LANには，Pリンクを使用している。Pリンク

上に最大 6台までの PCS を分散して接続できる。1PCS

あたり最大96ループを実装でき，システム全体で最大 576

ループとなる。パソコン側の並設二重化，Pリンクの光ケー

ブルによる二重化，また SXのホットスタンバイ機能を適

用した PCS の二重化構成も可能である。

操作は，マウス，JIS キーボードのほか，オプションで

タッチパネル，専用キーボードを用意している。専用キー

ボードインタフェースとしても SXを使用し，スムーズな

ループの MV（Manipulated Variable），SV（Set point

Variable）操作を可能にした。

３.２ 機能の概要

PCS の仕様

表１に PCS の仕様を示す。

１台あたり96ループ，200ms の制御周期を実現してい

る。内部処理は，入力処理と計器処理に分かれ，入力処理

には，開平演算，リニアライズなど39種類，計器処理には，

PID調節計，比率演算器など12種類を用意している。

各ループの制御パラメータ，リニアライズパターンデー

タ，プログラムパターンデータは，PCS 側で保持してい

るのでパソコン側が停止した場合でも PCS 側単独で継続

運転できる。

ループ定義・システム構築

ループ定義は，次の手順で行われる。各手順ごとに専用

の支援画面を用意している。

使用する入力処理と計器の選択（ループ設計画面）

ループごとに 2入力，１計器の選択ができる。

結線定義（ループ詳細定義画面）

実 I/Oとの結線，警報設定などを行う。

リニアライズパターンなどの設定（リニアライズパ

ターン定義画面）

PCS へのダウンロード（定義データ PCS 書込み）

Pリンクを介して，該当 PCS に設定データをダウン

ロードする。

図３にループ詳細定義画面を示す。

その他，「パートナー」が持つ対話作画，対話作票によ

り，プラント画面の作成，帳票の作成を行い，各種標準設

定画面に必要な定義を行うことにより，システム全体の構

築ができる｡

運用機能

「パートナー」側では，システムの運用に必要となる各
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図２　「パートナー」のDCS構成

表１　PCS（SX版）の仕様 

項　目 仕　様 

ル 　 ー 　 プ 　 数 

制 　 御 　 周 　 期 

計　器　の　種　類 

入 力 処 理 の 種 類 

リ ニ ア ラ イ ズ 

プログラムパターン 

定　　　　　　　数 

96 

200 ms 

12 

39 

16点折線　32パターン 

9パターン 

128タグ 
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種標準画面（オーバビュー，ループグループ，ループ詳細

設定，トレンド画面など）を用意している。また，プラン

ト画面上へも計器やリアルタイムトレンドの表示が可能で

あり，プラントの状態を監視しながらループ操作も可能で

ある。

図４にループグループ画面を示す。

メンテナンス機能

PCS側にダウンロードしたループ定義やループパラメー

タ設定のフロッピーディスクへのセーブ，データの印刷機

能も「パートナー」の標準機能として持っている。

３.３ SX適用のメリット

制御周期の高速化

PCS の CPUは，高性能 CPU（SPH300）を使用してい

る。大幅な処理性能の向上により，96ループで 200ms の

制御周期を実現した。従来機種に比べて，2.5 倍の性能アッ

プである。これにより，適用可能分野の拡大が期待できる。

また，マルチ CPU構成とすることにより，1PCS あた

りのループ数を分散させ，制御周期をさらに向上させる性

能アップも可能である。

ウォームスタンバイ冗長化

DCS 用途では，制御機器を二重化した信頼性の高いシ

ステム構成が必要な場合が多い。SX は，標準で電源モ

ジュール，CPUモジュールの冗長化ができる。CPUの冗

長化の構成は，N：１コールドスタンバイと１：１ウォーム

スタンバイの構成が組める。「パートナー」では，１：１

ウォームスタンバイの構成により PCS を二重化した。

稼動 CPUと待機 CPU間では，内部データを等値化す

ることができ，PCS では制御パラメータや制御状態を等

値化することにより，稼動 CPUがダウンした場合でも待

機系CPUが制御を引き継ぎ継続運転できる。

図５に冗長化の構成例を示す。

データ処理記述効率の向上

SXは，シーケンス制御機能だけでなくデータ処理命令

も多く持ち，整数演算はもちろん実数演算も扱え，さらに

配列，構造体も使用できる。また，IEC61131-3 のなかで

規格化された言語であるFBやPASCALに似たST（Struc-

tured Text）でプログラムを記述でき，データ処理の記述

効率が向上した。これにより，ループ制御機能やパソコン

側との設定データの内部処理記述が従来の PLCの言語に

比べ容易となった。

オープンネットワークへの対応

今後は，システム規模やシステム環境（マルチベンダ環

境など）により，ネットワークを選択する必要があると考

える。SXは Pリンク，PEリンクのほか，FL-net などの

オープンネットワークへ対応可能であり，「パートナー」

を拡張していくうえで必須の要件となる｡

SXのデマンド監視制御・力率制御への適用

SX 上で動作する，デマンド監視制御および力率制御機

能を開発した。以下に機能の概要を説明する。

４.１ 仕　様

４.１.１ デマンド監視制御

電力設備からの受電電力量パルスを SXで積算し，使用

電力が目標電力を超過しないよう，負荷の遮断・投入を行
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図３　ループ詳細定義画面
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う機能および使用電力に対して警報レベルを設定し警報出

力を行う機能を持つ。４系統×10制御グループの監視制御

ができる。

デマンド監視制御にかかわる各種設定画面，電力の使用

状況の監視画面は，「パートナー」側で標準画面を用意し

ている。したがって，SX側もパソコン側もプログラムの

作成は不要である。以下にパソコン側と SXが連携する機

能を説明する。

カレンダーとの連携による目標電力パターン変更

SX側に最大10パターンの時間帯別目標電力設定を持つ

ことが可能であり，パソコン側のカレンダー設定と連携す

ることにより，日ごとに目標電力パターン設定を切り換え

ることができる。

時間帯別使用電力量合計

SX側から出力される時間帯種別情報（通常時間帯，深

夜時間帯など10種別設定可能）を基に，使用電力量を時間

帯別に集計した日報の作成も可能である。

表２にデマンド監視制御の仕様，図６にデマンド監視画

面を示す。

４.１.２ 力率制御

受電力率を監視し，コンデンサの投入・遮断指令を出力

する機能および進み・遅れの警報設定値を超えた場合に警

報信号を出力する機能を持つ。４系統× 8コンデンサの制

御ができる。表３に力率制御の仕様を示す｡

デマンド制御と同様，SXに対する設定画面，および監

視画面はパソコン側で用意している。

４.２ SX適用のメリット

標準機能と個別機能の容易な実装

SXの特長として，POU単位でのプログラムの作成・実

装が挙げられる。これにより，プログラムの切分けが明確

になり，「デマンド監視制御機能」と「力率制御機能」を

個々に実装することも，同一 CPUに混在して実装するこ

とも容易に実現できる。

さらに，ユーザーによる個別のプログラムも POUとし

て作成することにより，標準機能と混在して実装すること

も容易である。

省スペース化

従来機種と比較して，SXは小形化，マルチ CPU対応

が可能となり，システム全体をコンパクトにまとめること

ができ，実装スペースを削減できる。

４.３ 小規模電力ロガーへの適用

「パートナー」シリーズには，小規模システム向けに

「パートナー Jr.（ジュニア）」を用意している。

「パートナー Jr.」にデマンド監視制御機能・力率制御

機能を実装した SXを組み合わせることで，容易に安価な

小規模電力ロガーを構築できる。

図７に「パートナー Jr.」の構成を示す。
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表２　デマンド監視制御の仕様 

制　御　対　象 

制　御　方　式 

〈固定方式〉 
　遮断：No.1�No.2…�No.9�No.10 
　投入：No.10�No.9…�No.2�No.1 
〈循環方式〉 
　遮断回数均等制御 

運 転 モ ー ド 
HCI 正常時：自動または手動 
HCI 異常時（PLC単独）：自動または手動 

制 御 モ ー ド 
制御ありまたはなし 
遮断ありまたは投入・遮断あり 

デマンド時限 15分または30分 

警報レベル設定 6レベル 

最大4系統 
最大10制御グループ/系統 

表３　力率制御の仕様 

制 御 対 象  

制 御 時 間  

投入遅延時間 

遮断遅延時間 

制 御 方 式  

10～30秒 

1～60分 

100～600％（対投入遅延時間） 

〈固定方式〉 
　投入：No.1�No.2…�No.7�No.8 
　遮断：No.8�No.7…�No.2�No.1 
〈循環方式〉 
　投入回数均等制御 

最大4系統 
最大8コンデンサ/系統 

図６　デマンド監視画面

「パートナーJr.」の基本仕様 

Pリンク 

SX
デマンド制御 
力率制御 

監視操作点数 

ユーザー作成画面 10枚 

帳　票 

標準画面 

計測グループ画面 
故障グループ画面 
発生中警報画面 
信号履歴画面 
システム状態画面 
トレンド画面 

日報・月報・年報 
計20枚 

接点：256点 
数値：256点 

デマンド監視制御 
　デマンド監視画面 
　デマンド設定画面 
　カレンダー設定画面 
　時間帯別目標電力 
　設定画面 
力率制御 
　力率制御定義画面 
　力率制御画面 

図７　「パートナー Jr.」と SXによる小規模電力ロガー
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あとがき

分散制御システム「パートナー」における SXの適用事

例を紹介した。機能，性能ともに大幅に向上した SXは，

汎用 PLCの適用分野をさらに広げることと思う。現在，

PLCの分野では，さまざまなオープンなネットワークが

普及しつつあるが，ソフトウェア面でも言語や動作環境が

標準化され，「パートナー」のめざす PLCソフトウェアも

含めたソフトウェアの流通が可能な時代もやがては来ると

考える。

今後も現場に根ざした機能の開発に取り組み，現場技術

者，ユーザーのパートナーとして，喜ばれる標準機能の提

供に努力する所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2982382 矢野　浩司直流電動機の電圧制御装置

2982400 三俣　正人2相 2重チョッパ装置の制御回路

2982403
山口　　司
松本　栄治
川崎紀久雄

操作表示パネル

2982432 鎌田　達雄半導体レーザ素子の製造方法

2982436 奥田　善久インバータの運転状態切替方法

2982443 茗荷　和夫
西澤　龍男変圧器の防振ゴム取付構造

2982458 野中　政章絶縁形直流変換器の電圧検出回路と
並列運転時不平衡電圧検出回路

2982459 大栗　　勲アキシャルリード部品の半田コーテ
ィング方法および装置

2982478 朝日　信夫回路遮断器の外部操作ハンドル装置

2982490 松本　雅好SFCプログラミング方式

2982502 藤並　　太
大嶋　恵司冷凍機の膨張シリンダ装置

2982526 太田　春夫カップ式自動販売機

2982785
吉田　和彦
工藤　　基
藤平　龍彦

デプレッション型MOS半導体素子
およびMOSパワー IC

2982924
石川　公忠
石川　　稔電磁石駆動装置

2983117 佐藤　広喜薄膜太陽電池の製造方法

2983327 大森　次治
川崎　道夫

真空精錬装置

2984102 山田　　充
竹俣　勝之

超電導パンケーキコイルの巻線方法
および装置

2984114 大沢　通夫CuInSe2 系薄膜太陽電池の製造方
法

2984161
大戸時喜雄
財津　靖史
豊島　英文

細菌検査装置

2985342 清水　明夫
中村　光宏プラズマ処理装置の運転制御装置

2985353 渡辺　　徹蒸気タービンの保安装置

2985398 坂元　雅司台間玉貸し機

2985421

及川　安夫
水越　清治
桐村　泰彦
高橋　武男

放射性廃液の処理方法

2985425 前川　智律自動販売機の庫内温度制御装置

2985430

天野　　彰
進藤　洋一
中田　勝栄
梅垣　　卓

半導体レーザー装置およびその製造
方法

2985452

国原　健二
進藤　洋一
天野　　彰
中田　勝栄
梅垣　　卓

半導体レーザー装置およびその製造
方法

2985458 吉富喜一郎割勘処理機能付カード端末装置

2985460 宮下　茂光硬貨入出金機

2985478 坂元　雄三自動販売機のディスプレイ装置

2985481 加藤　喜好ロータの上下及び水平方向移動装置

2979930 宝泉　　徹電力用半導体装置のパッケージ

2982342 霜田　和彦タービンの内部ケーシング

2980107 矢萩　秀隆電子写真感光体用の導電性基体およ
びその製造方法

2980740 和田　圭介
乳井　直樹回路図作成装置



＊ 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。




