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現代において，ファクトリオートメーションはもちろん

のこと，社会インフラから家庭内に至るまで，制御は不可

欠なものとなっている。しかも，機器単体の制御から複数

の要素が複合したシステムの制御へと拡大が進んでいる。

その発展においては，制御を司る制御装置の進化と応用技

術が，極めて重要なポイントであるといえよう。

従来，制御を行うというと，まず次のような分類をする

傾向がある。制御手法は「フィードバック制御かシーケン

ス制御か」，制御対象は「連続系か離散系か」，制御情報は

「アナログかディジタルか」，制御装置の実現は「ハード

ウェアかソフトウェアか」などという区分けである。確か

に機器単体を制御する場合にはそれが対応しやすいかもし

れないが，いろいろな要素が複合して絡んだシステムを制

御する場合には，区分けすることなく全てを包含して考え

ることが必要といえよう。システムとして全体に含まれる

制御内容は，単純に割り切るわけにいかないのである。

制御とは，「ある目的に適合するように，対象となって

いるものに所要の操作を加えること」である。いろいろな

要素から構成されるシステムに目的を達成させるためには，

まず，各要素をどのように動作させていくのかという段取

りを定めなくてはならない。その進捗を司るのが「手順の

制御」である。次に，ここで規定された各段階では，各要

素を所要の状態にしなくてはならない。そのためには，要

素を指定された状態にする操作が必要で，動きを司る「量

の制御」の出番となる。

両者はバラバラで動くわけではない。「手順の制御」が，

目的を達成するために定められた手順に従って，その段階

で動作すべき要素にその目的状態の指令を発する。これを

受けた要素の「量の制御」が，操作を実行して指令された

状態に動かす。それが完了すると制御の段階が１つ進捗し，

「手順の制御」は次の段階の指令を「量の制御」に発する。

この連鎖により，システム全体の動作が進行していく。す

なわち，システムの制御は「手順の制御」と「量の制御」

の 2つの側面として捉えることができ，両者が結合して初

めてシステムの目的が達成される。

このように捉えると，進捗の各段階という切れ目が存在

し，その進行は各段階の開始・終了という出来事の発生に

伴っている。すなわち，離散的な事象駆動である。一方，

進捗の各段階の中においては，ものが動くという連続的な

変化である。ここで，離散事象の規則は，目的に応じて制

御設計者が自由に決定できる人造規範であるのに対して，

連続現象は，対象の動きの物理（自然）法則に依存し，そ

れに基づいて目的に達するような操作を導出する必要があ

る。システムの制御においては，これら「離散事象」と

「連続現象」の両者を扱う必要があり，「人造規範の規定」

と「物理（自然）法則に基づく操作」の両者が求められる。

これらのいろいろな側面がシステムの制御には含まれて

いるが，その制御装置は，これらをバラバラではなく連携

させなくてはならない。また，システムは多数の要素から

構成されているが，システム全体の制御を確実に達成する

ためには，各要素を適切に管理する必要があり，指令や情

報の授受が重要となる。そして，このようにいろいろな側

面や多数の条件や要素が複雑に絡んだシステム制御の設計，

プログラミング，デバッグ，モニタを行うのは人間であり，

複雑なことを容易に理解しやすく扱えるようにすることが

実用上の重要項目である。

以上のように，システム制御においては，いろいろな事

項が絡み合っている。よって，そのような対象の制御装置

としては，「よろず屋」のような能力が要求される。従来

の○○コントローラと△△コントローラと□□コントロー

ラの機能を融合するように。しかしこうやって捉えてみる

と，従来が必要な制御機能の部分集合であるのであって，

統合されたコントローラは，接頭語をかぶせることなく一

言で「コントローラ」と呼ぶにふさわしい。数々の場面に

おいてコントローラの様々な応用が期待される。

システム制御と「よろず屋」

高橋　宏治（たかはし　こうじ）

東京工業大学大学院理工学研究科助教授 工学博士
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まえがき

制御用コントローラは，その CPUの高性能化とネット

ワークの高機能化，プログラミング支援ツールの進化によ

り発展し，さらにネットワークの広域化，無線 LANの拡

大，制御系と情報系ネットワークのシームレス化やプログ

ラミング技術の高度化へと発展しつつある。従来のプログ

ラマブルコントローラ（PLC）とは一線を画した統合コン

トローラ「MICREX-SXシリーズ」（以下，SXと略す）

は，時代を先取りしたコンセプト，高速処理，オープン性

により，新たな分野への適用が進んでいる。さらに一層の

適用拡大を進めるために，ハードウェアの機能拡充だけで

なく，支援系やユーザーレベルでの使い勝手，設計の効率

化促進に取り組み，発展させてきている。

本稿では，適用分野の拡大を支える SXの優れた特徴や

制御の大規模化・複雑さに対応し進化する支援系，実際の

適用例などについて概要を紹介し，さらに本特集号の別稿

にて詳細を紹介する。

適用分野の広がりを支えるSX

SXは，その高速処理，オープン性（規格，言語，ネッ

トワーク）が大きな特徴であり，それらがベースとなって

あらゆるシステムに柔軟に対応できるといっても過言では

ない。

昨今の増大する制御システム構築時の大きな課題に，ア

プリケーションソフトウェアの開発工数と費用増が挙げら

れる。これに対し SXでは，ファンクションブロック

（FB）やブロックエンジニアリングを駆使し，ソフトウェ

アの階層化および部品化を実現させ，ソフトウェアの開発

効率向上を狙っている。その結果，アプリケーションソフ

トウェアの開発工数が大幅に削減され，従来のコントロー

ラに比較して半減している場合も出てきている。さらに最

新のエンジニアリングツール「HEARTシリーズ」（詳細

は本特集号の別稿「エンジニアリング革命ツール

『HEARTシリーズ』」を参照されたい）を駆使すれば，そ

れ以上の効率向上も見込めると推測される。

しかしながら，ソフトウェアの階層化・部品化時に課題

となるのは，アプリケーション実行時間の増大・メモリ容

量の不足であるが，SXでは高速処理（20 ns/命令）の実

現・メモリ容量拡大によって，アプリケーション実行時間

やメモリ容量を意識せずに階層化・部品化手法を駆使でき

る。このことは，後述のとおり，特に高速応答を要求され

る位置決め制御においても，FBを駆使して位置決めを実

現できていることでも証明されている。

また，オープン化（規格，ネットワーク）対応によって，

幅広いシステムニーズに応えることが可能となってきてお

り，ビルや施設管理・設備監視などの監視制御分野への進

出など，適用分野拡大に寄与している。以下にその適用例

を紹介する。

適用分野の拡大，適用の高度化

統合コントローラ SXは，一般産業機械分野のみならず

あらゆる分野や用途に適用されているが，本稿では駆動制

御系システムと情報制御系システムの適用例について概要

を紹介する。

３.１ 駆動制御系システムへのSXの適用

サーボモータやインバータの制御システム構成として

SXでは，図１，表１に示すシステムを構築できる。

３.１.１ 高速バス直結システム

SXバス直結システムは，制御用コントローラとして

SXの特徴を生かした制御システムである。図１の に示

すとおりシンプルなシステム構成で，SXの高速処理 CPU

と高速バス（SXバス）によりサーボアンプ（FALDIC-α
シリーズ），インバータ（FRENIC 5000VG7シリーズ）や

プログラマブル操作表示器（POD-UGシリーズ）を結合

し，モーションコントロール機能などをコントローラのソ

フトウェアで実現している。これによりユーザーは，必要

最小限の種類で同一のハードウェアにより高速応答で高精

度を要求する多様な装置，用途に対応可能となる。

（a）
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３.１.２ ネットワークによる分散システム

本方式では，図１の に示すとおりサーボアンプ，イン

バータと SXを分散設置し長距離伝送を可能とし，オープ

ンネットワークでの対応が可能である。

サーボシステムを適用した機械制御分野においては，近

年，機械装置間のシステム化や高速化（ハイサイクル化），

さらにはネットワーク化対応などのユーザーニーズが強

まっているが，SXバス結合とネットワークによる分散の

複合化によりシステム構築が可能である。

インバータ適用を主とした製造・加工ライン設備では，

制御対象機器が多岐にわたり，複数のコントローラによる

機械装置群の高速処理可能な自律制御と機械装置間の連携

通信が必須となる。図２に加工設備処理ラインのシステム

構成例を示す。この例での主機インバータは，SXバス結

合により高速，高性能制御に応えて，適用設備の高精度化

を実現している。

３.１.３ 専用モーションコントローラシステム

サーボシステムでは，多軸，高タクト，連続制御の要求

に対応したシステムとして図１の に示すとおり MCモ

ジュールによる制御システムを提供している。MCモ

ジュールでは，8 軸/１モジュール（48 軸/CPU）の制御

が可能で，４軸/2msの高速処理を実現している。

以上のようなサーボシステムへの対応を図３に示す。ま

（c）

（b）
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図１　SXのシステム構成例
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図２　加工処理ラインのシステム構成例表１　SXのシステム構成主要比較 
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分散システム 
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　のみ） 

™Tリンク　 
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™オープンネット 
　ワーク 
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最大1km

™単独位置決め 
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軸数 
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図３　富士電機のサーボシステムへの対応
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たモーションコントロールシステムについては，本特集号

の別稿（コントローラのモーションコントロールシステム

への適用）にて詳細および適用例を紹介する。

３.２ 情報制御分野へのSXの適用

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，ネットワーク化の普及は，制御系コントローラに

も浸透してきている。SXでは，各種ネットワークを用意

し，情報系と制御系の境目を意識しない通信を可能として

いる。

制御用ネットワークとして SXでは，情報系 LANとし

て Ethernet
〈注1〉

，コントローラ間レベルでは FL-netやＰ/PE

リンク，下位ネットワークでは JPCN-1，DeviceNet，

LONWORKS
〈注 2〉

（665ページの「解説」参照），AS-iや Tリ

ンクのオープンおよびプライベートのネットワークに対応

している。図４に通常用いられるネットワークを示す。以

下にネットワークを使用した監視システムでの構成例につ

いて概要を紹介する。

３.２.１ 公衆回線による遠隔監視操作

パソコンベースのコントローラ支援ツールにより遠隔

地にある機器をネットワーク経由で操作することや支援

ツール間での操作監視をする。

専用アダプタ FOA（富士オンラインアダプタ）を

SXに接続し，機械，装置のイベント発生時にあらかじ

め登録されたメッセージをネットワーク経由でダイヤル

アップ機能により遠隔地に送信する。

３.２.２ Webモジュールによる遠隔監視操作

機械，装置のイベント発生時あらかじめ登録された電子

メールアドレスにインターネット，イントラネット回線に

より電子メール送信する。SX 用の機能モジュールとして

同一ベース上に搭載可能で，複数機械，装置などの集中監

視システム化が容易に構築できる。

３.２.３ LONモジュールによる分散制御，遠隔監視操作

ビル施設管理用のネットワークとして LONWORKSが適

用されている。SX 用 LONモジュールが用意され，操作端

末機器や空調機とコントローラ間の制御を実現している。

３.３ 高度システムへのSXの適用

SXでは各種の機能モジュールを用意しており，効率的

なシステムの構築が可能である。また富士電機ではネット

ワークによる最適システムの構築のみならず，より高い伝

送スループットが求められ高度な密結合を必要とする場合

には，SXバスを公開してユーザー側での高度な専用シス

テム（専用機能モジュール搭載）の構築を可能としている。

SXの特徴であるマルチ CPU化構成により複数の CPUモ

ジュールをユーザー専用の機能モジュールとして搭載する

ことも可能である。

ブロックエンジニアリングとアプリケーション

モデル化による適用の効率化

富士電機は，ブロックエンジニアリングによる制御プロ

グラムの構築手法を既報（『富士時報』第 73 巻第 2 号，

2000 年）で紹介しているが，本稿ではブロックエンジニ

アリングの期待される効果とその発展形であるアプリケー

ションモデルの活用について述べる。

４.１ ブロックエンジニアリングとその効果

SXでは，プログラムの構造化や階層化，またプログラ

ムの部品化など制御プログラム作成の効率化が図られ，特

にファンクションブロック（FB）として制御機能単位ご

とにプログラムのパッケージ化を可能とする。ここで十分

に使い込まれた（制御機能が十分に検証された）FBとし

て用意された機能単位ごとのプログラムパッケージを必要

なだけ組み合わせればシステム全体の構築が可能となる。

システム全体は，この機能単位ごとのプログラムパッケー

ジを階層ごとに分類し，ハードウェアインタフェース FB

（基本部 FB層），制御機能の中枢部 FB（応用部 FB層），

ユーザー，装置ごとに構成する FB（アプリケーション

FB 層），運転方案記述層で構成される。このようなプロ

グラム構築の手法をブロックエンジニアリングと呼ぶが，

下記の効果を期待できる。

プログラム開発効率，デバッグ効率向上（部品化）

制御仕様変更・改造への対応が容易

ユーザー固有の制御システムの構築が容易

プログラムの保守性向上

現地調整工数の削減・簡単化

４.２ アプリケーションモデルの適用と効率化

ブロックエンジニアリングにより構築された各種 FBを

具体的な機械，装置をイメージした一つの制御システムと

して組み上げることにより，より理解しやすいシステム商

品として提供することができる。このような制御システム

モデル（ひな型）をアプリケーションモデルと呼んでいる。

アプリケーションモデルのイメージを図５に示す。基本の

ハードウェアは，コントローラ（SX），操作表示器（POD）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図４　利用頻度の高いネットワーク

〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉LONWORKS：米国Echelon Corp. の登録商標
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とドライバ（サーボ，インバータ）などで構成される。

このアプリケーションモデルがユーザーの設備要求仕様

に合致すれば新たなプログラムの追加もなくそのまま制御

システム全体が提供できることになる。またユーザーごと

のインタロックの追加などは，簡単にアプリケーション層

FBを変更することにより対応可能となる。同様に操作表

示器の操作・表示内容の追加などの変更も容易に可能であ

る。このようにアプリケーションモデルは，ハードウェア

とソフトウェアが一体となったセット商品としてユーザー

に理解しやすい形で提供し，ユーザーオリジナルの仕様へ

の迅速な対応を可能とさせている。現在，表２に示すアプ

リケーションモデルを整備しているが，さらに拡充すべく

推進中である。

進化を続ける支援系

SXでは，欧州・北米などでは一般的である国際規格言

語（JIS B 3503，IEC61131-3：670ページの「解説」参照）

に完全準拠し，IEC 規格準拠のプログラム作成，デバッグ

支援ツールを用意している。日本国内においても，国土交

通省から JIS（IEC）準拠コントローラの使用が義務づけ

られ，IEC 言語の適用が促進されつつある。コントローラ

の高機能・大規模化に呼応して，プログラミング支援ツー

ルの発展が欠かせない。今後，支援ツールとしては，

各種装置の共通プラットフォーム上での統合支援

プログラミング言語と方式の統一化（オープン化）

プログラミング言語の高度化と自動化

が期待されている。

SXでは，国際規格言語に準拠した「D300win Ver.3」

およびエンジニアリングツール「HEARTシリーズ」を開

発し，コントローラの進化に対応して制御プログラムの開

発やデバッグのより快適な支援を実現した（詳細は本特集

号の別稿「進化するローダ『D300win Ver.3』」「エンジニ

アリング革命ツール『HEARTシリーズ』」を参照された

い）。

適用拡大を支えるコンポーネント群

６.１ 大容量ＣＰＵモジュール

発売から超高速処理で好評の SXの CPUモジュールに

74 kステップ品および 117 kステップ品を加え，より豊富

なアプリケーションを格納することが可能になった。さら

に，USB（Universal Serial Bus）による支援系との高速

通信，ユーザー ROM（Read Only Memory）対応版も加

え，ソースプログラム格納および ROM運転が可能になり，

ユーザーの利便性を増している。

６.２ オープンネットワークモジュールの拡充

生産システムを過不足なく構築するために，上位基幹系

と接続するためのコンピュータレベルから，下位ビットレ

ベルまで豊富なオープンネットワークモジュールをそろえ

ており，さらに充実を図っている。SXで対応するオープ

ンネットワークを図４（前出）に示す。

また，インターネットや LAN経由でコントローラとの

通信を可能にするWebモジュール，オンラインアダプタ

を開発した。これらにより出荷した機械や設備のデータを，

コントローラを通じて収集可能にし，リモートメンテナン

スを実現した（詳細は本特集号の別稿「コントローラのリ

モート監視・保守システムへの適用」を参照されたい）。

６.３ HMI

HMI（Human Machine Interface）として業界トップレ

ベルの機能性能を有し，IT（Information Technology）

機能を備えたプログラマブル操作表示機（POD）UG30シ

リーズを開発した。主な特徴として，32,768 色フルカラー

表示・音声ファイルの再生機能などの単体機能に加え，

Webサーバ，Ethernet，異メーカー PLC 間ゲートウェイ

などのシステム構築を強く意識した機能を備えている。

（3）

（2）

（1）
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ロータリシヤー 
モデル 

アプリケーション 
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速度制御FB 回転同期FB
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適用機械 
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図５　アプリケーションモデルイメージ

表２　アプリケーションモデルの分類 

モ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 

取出し機 
精紡機 
包装機 
搬送機 
走行切断機 
金属加工機 

位置 

制振制御 

伸線機 
スリッタ 
巻取機 

巻取機 
巻取・巻出機 

速度 

トルク 

位置制御 

同期 

比率 

張力制御（定尺） 
トルク制御（センサレス） 
トルクバランス制御 

汎用インバータ 
温度調節計 

集中監視 

圧力制御 

ポータブル形 

各種パラメータ設定 

高速データサンプリング　1ms

電力監視 
遠隔監視 

高速アナログモニタ 

ステップモニタ 

接続方式 
無線（SS，PHS），RS-485， 
PIO，Ethernet，モデム 

補間制御 
カム動作 
軌跡演算 

比率同期 

比率同期 

揃速 
（せんそく） 

ダンサ制御 
センサレス 
周速一定 



コントローラ適用技術の現状と展望

UG30シリーズの外観を図６に示す。また，UG30シリー

ズの持つ豊富な機能を汎用パソコン上で実現できるソフト

ウェア POD「TELLUS」も同時に開発した。

あとがき

以上，適用分野の広がりを中心に紹介した。今後も，標

準化・オープン化への対応はもとより，ITの積極的な取

込みなどを企画し，システムニーズへの柔軟な対応・アプ

リケーション開発の一層の効率化を達成しつつ，新分野進

出に力を入れていく所存である。

参考文献

シーケンス制御の技術動向．電気学会技術報告．no.781，

2000，p.38-39，p.42-43．

福住光記，島田喜秋．ブロックエンジニアリングによる制

御ソフトウェアの開発効率向上．富士時報．vol.73，no.2，

2000，p.114-117．
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解　説 LONWORKS

LONWORKSとは，米国エシェロン社が開発した，

通信技術と制御技術を一体化させたオープンな知的分

散システム構築技術の総称である。従来，ビル設備を

構成する受配電・空調・照明などの各種機器は，メー

カーごとの独自仕様となっていた。そのため，機器の

相互接続が困難でマルチベンダー化によるシステム構

築に多大なコストが発生し，トータルなコストダウン

が進まない状況にあった。これらの問題を解決するの

が，ビル用ネットワークとして注目されている

LONWORKSである。

LONWORKSでは，Neuronチップと呼ばれる専用

LSIを各機器に搭載することで，機器にインテリジェ

ンスを持たすとともに，難しい通信プロトコルを意識

させることなく機器間の相互接続性を確保している。

さらに，非営利団体である LonMark 協会により準拠

機器の相互運用性が保障されているため，ベンダーに

依存することなく最適な機器の適用が可能となる。

また，LONWORKSは多彩な伝送媒体や情報系との

良好な接続性，分散制御システム構築の容易性から，

ビル制御用途にとどまらず，車両制御や各種製造ライ

ンなどの FA用途をもその適用分野としている。

図６　UG30シリーズの外観

UG330

UG530

UG430
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まえがき

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のプログ

ラム開発支援ツール（ローダ）である「D300win」は，国

際規格 IEC61131-3（670ページの「解説」参照，JIS B

3503）に準拠したプログラム開発支援ツールとして発売以

来，ソフトウェア製品の持つフレキシビリティを生かし，

さまざまな機能・性能・操作性の改良を実施，発展しなが

らMICREX-SXシリーズとともに好評を博してきた。近

年のプログラマブルコントローラ（PLC）のオープンネッ

トワークへの対応や，サーボモータやインバータとの組合

せによる適用用途の広がりとともに高機能化，複雑化，大

規模化が進む制御プログラムの生産性をさらに向上させる

開発環境が求められる中，このたび，Ver.2の使いやすさ

を進化させ，快適性を増した Ver.3を開発した。本稿では，

「D300win Ver.3」（以下，本ローダという）の主な特徴を

紹介する。

標準化・オープン化

国際規格 IEC61131-3の必要性の認知は，欧州を起点と

し世界規模で拡大しており，プログラミング言語の国際的

な標準化は今後ますます加速することが予想される。かつ

てコンピュータ分野のソフトウェア産業が歩んだように，

当分野の世界中の技術者達が同じプログラミング言語で話

ができる日の到来が望まれているのである。さらにこの流

れは，IEC61131-3が最終的な目標とする PLC 間のプログ

ラムの互換性の実現に向いており，PLCのオープン化の

要素の一つに発展する可能性を持つものであり，これらの

実現は，次に述べるプログラムの生産現場が抱える危機や

混迷を解決する手段として期待を集めている。

メーカーや PLCシリーズ間ごとに異なるプログラミン

グ言語はユーザーへの負担となっており，ユーザー本位の

システム構築の妨げとなり，さまざまなロスを生む要因と

なっている。また，ソフトリッチ化に伴うデッドロック，

それとともに増大の一途をたどるソフトウェアの開発コス

トの抑制が課題となっている。これらの課題解決には，プ

ログラミング言語の標準化や，IEC61131-3が示す構造化

プログラミングや階層化，オブジェクト指向設計が必要で

あり，制御対象やスキルに合わせユーザーが標準的な複数

の言語の中から使用言語を選択できる要素も不可欠である。

こうした環境の実現は，プログラムの再利用を可能とし

プログラムの生産性と品質の改善を可能とする。さらにそ

の先には，ユーザー本位の市場への適正化，制御プログラ

ムの流通による新たな市場が形成される可能性も期待でき

ることから，富士電機では早くから IEC61131-3のプログ

ラミング言語の標準化，オープン化に取り組んできた。

今回，本ローダでは，IEC61131-3のプログラミング言

語を，これまで以上に分かりやすく効率的に使用できるよ

う，市場からの要求を基に，日本，米国で最も普及してい

る LD（ラダー図）と FBD（ファンクションブロック図）

言語によるエディタを中心に，機能と操作性に大幅な改良，

追加を施した。

構造化プログラミング，オブジェクト指向環境

構造化プログラミング環境は下記の課題を解決し，プロ

グラムの生産性を高め，導入後のトータルコストダウンの

実現を目的としている。

プログラムの再利用性，信頼性を高める。

複数人数で並行できる作業性を高める。

メンテナンス性を高める。

D300winではこれまで構造化プログラミングの基本と

なる，順次，選択，反復記述を ST（ストラクチャードテ

キスト）言語によりサポートしてきたが，本ローダでは，

LD/FBD言語でも，順次，選択，反復記述を取り入れ，

LD/FBD言語での構造化プログラミングを可能とした。

また，構造化を進めるうえで必要なプログラムの部品化と

階層化へは，ファンクションブロック（FB）とファンク

ション（FCT）の作成，管理機能を提供してきたが，本

ローダでは構造化をさらに進化させ，これらをオブジェク

ト指向で設計，プログラミングしやすいように，各 FB/

（3）

（2）

（1）
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FCTの変数宣言部をこれまでの複数のワークシートで管

理する方法から， 1 枚のワークシートで管理する方法へ変

更し，プログラム部とのパッケージ化をイメージ，管理し

やすいようにした。また，これまでテキスト入力をしてい

た変数宣言部を表形式とし，選択式による入力を基本とし

た方式へ変更し，膨大な変数の定義と管理を容易とした。

さらにこれまでもプログラム解析を強力にサポートしてき

たクロスリファレンス機能の改良や，FB/FCT同士の照

合機能追加，自動生成変数のカスタマイズ機能の追加，

ST/IL（インストラクションリスト）言語のエディタでの

インテリセンス機能（５.６節に述べる）の追加は，オブ

ジェクト指向でのプログラミングを強力に支援するもので

ある。

セキュリティ

プログラムのパッケージ化，オープン化の実現において

は，プログラム部品の公開と隠蔽（いんぺい）の両面を考

慮する必要がある。例えばセットメーカーがエンドユー

ザーにプログラムを納入する場合に，プログラム部品を保

守上公開したい場合と，機密保持上隠蔽したい場合がある。

本ローダでは，これまで不可能であったプログラムの部分

的な隠蔽を，パスワード照合機能との組合せにて可能とし，

プログラムのセキュリティ性を高めた。これは POU

（Program Organization Unit）の単位であるプログラム，

ファンクション，ファンクションブロックごとに任意に設

定可能である。これにより，プログラム部品の完全なブ

ラックボックス化が可能となり，ノウハウの流出を防ぐの

と同時に，プログラムを誤った修正，改ざんから保護する

目的の両面を実現している。

図１は，D300win Ver.3の全体画面である。

オフライン機能

５.１ 新しい LD/FBDエディタ

プログラム作成で最も多く使用される LD/FBD言語の

プログラミングエディタとして，グリッド形式のエディタ

を追加した。このエディタはワークシートを行と列で分け

たグリッドで構成され，プログラミング操作を完全なグ

リッド基準で行う仕様とした。また，LD/FBDプログラ

ムの生産性・可読性を向上させるさまざまな機能を提供し

ている。主要な機能を以下に述べる。

LD/FBDの変数名，アドレス，コメント同時表示

LD/FBD回路内に，変数名と同時に AT指定アドレス

や変数コメントを表示可能とした。表示方法も，①変数名

のみ，②変数名＋アドレス，③変数名＋アドレス＋コメン

ト，の３モードを選択可能とした。また，長い変数名や変

数コメントを自動的に折り返し，すべての文字を表示可能

とした。これにより，LD/FBD回路と変数情報を直観的

に確認でき，可読性を向上させた。図２は，新しい LD/

FBDエディタの表示画面である。

左母線の自動表示と完全なグリッド合わせ

左母線をワークシートの左端に自動配置し，LD回路の

書出しを容易にした。また，カーソル移動や LDシンボル

の配置を完全なグリッド基準で行い，整然として見やすい

LD回路を容易に作成できるようにした。

全編集操作のキーボード操作対応

すべての編集操作をキーボード入力で可能とした。これ

までマウスなしでは行えなかった接続線の入力やカット＆

ペースト操作などをキーボード入力だけで行え，操作性が

向上した。

プログラム制御文との混在記述

ST言語で使用するプログラム制御文（IF 文，CASE文，

FOR文など）を LD/FBD言語と混在して記述可能とした。

これまで LD/FBD言語で記述が面倒であった分岐，選択，

繰返しなどの制御シーケンスを簡単に明解に記述できる。

また，LD/FBD言語だけでの記述に比べ，プログラム動

作が分かりやすく，デバッグ効率が向上した。図３は，

LD/FBD言語とプログラム制御文の混在使用例である。

変数情報のプロパティ表示

回路中のシンボル位置にカーソルを合わせると，そのシ

ンボルの変数情報（データ形，アドレス，初期値，コメン

トなど）を同時に表示するプロパティウィンドウを追加し
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ウィンドウ 

プロパティ 
ウィンドウ 

エディット 
ウィザード 

プロジェクト 
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ウィンドウ 
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IL

図１　D300win Ver.3 の全体画面

左母線は 
固定 

回路コメント 

変数コメント 

AT指定アドレス 

変数名 

長い変数名や 
変数コメント 
は折り返して 
表示 

カーソルは 
グリッド単位 
にスクロール 

列幅の変更は自在 

図２　新しい LD/FBDエディタの表示画面
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た。また，回路中のグローバル変数を赤文字，ローカル変

数を黒文字で表示するように改良した（カスタマイズ可

能）。変数宣言ワークシートを開くことなく変数情報を確

認できるため，プログラムのデバッグ効率が向上した。

自動生成変数のカスタマイズ

接点，コイル，変数をワークシートに挿入するときに自

動生成される変数名を，ユーザーが独自に設定できるよう

にした。変数名の接頭辞と開始インデックス番号を自由に

設定でき，連続的な変数名を使用する場合の入力操作を軽

減した。また，変数名を割り付けないで LD回路を作成す

ることも可能とし，ユーザーの多様なプログラミング方法

に適応できる環境を実現した。

従来の LD/FBDエディタからの移行

従来形式の LD/FBDワークシート（エディタ）を新し

い LD/FBDワークシートへ変換して使用できる。変換操

作はワークシートを開くだけで行え，変換範囲も全体，

POU単位，ワークシート単位と自在に選択でき，従来の

エディタからスムーズに移行できるようにした。

５.２ 従来の LD/FBDエディタ

従来のフリーレイアウト形式（Ver.2 互換）の LD/FBD

エディタにおいても，プログラムの生産性・可読性を向上

させるために以下の機能を追加した。

FCT/FBの絵コメント表示

図４に示すように，FCTや FBのボックス中に，絵コ

メントを表示可能とした。絵コメントは，Windows
〈注1〉

拡張

メタファイル（*.EMF）を適用しており，市販のイメージ

編集ツールなどで簡単に作成できる。また，スケーラブル

でどのサイズにでもズームできる特徴がある。FCTや FB

の機能と目的がより理解しやすくなり，ドキュメント性も

向上した。

右母線の整列

ワークシート内の右母線を一括整列する機能を追加し，

不ぞろいの LD回路を簡単に整列できるようにした。

５.３ 変数ワークシートの表形式化

図５に示すように，変数ワークシート（ローカル，グ

ローバル）を表形式に改良し，変数宣言をミスなく簡単に

作成できるよう操作性を向上させた。また，変数宣言の見

やすさ，整理しやすさなどのメンテナンス性を向上させる

さまざまな機能を提供している。主要な機能を以下に述べ

る。

変数を目的別にグループ化できる。

フィルタやソートが簡単に行える。

ドラッグ＆ドロップ操作で変数の並びを変更できる。

セル単位や行単位で切取り，コピー，はり付け操作が

できる。

変数宣言の不正文字や重複宣言が自動検出される。

５.４ プロジェクトの照合機能

図６に示すように，表示プロジェクトと保存プロジェク

トを POU単位で照合可能とした。不一致 POUの検出や

不一致箇所へのジャンプ表示機能により，プロジェクト

（ソースプログラム）管理への負担軽減，省力化を実現し

た。

５.５ プロジェクトのプロテクト機能

プロジェクトの各要素（POU，コンフィギュレーショ

ン，リソースなど）に対して，パスワードにより細かくプ
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〈注１〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

ファンクションやファンク 
ションブロックのボックス 
中に，絵コメントを表示 
（Windows拡張メタファ 
　　　　　　 イルを適用） 

図４　FCT/FBの絵コメント表示

行・列の並べ換えやフィルタ，ソート操作が簡単 

変数を 
目的別に 
グループ化 

図５　表形式の変数ワークシート

LD/FBDプログラム中にプログラム制御文を記述可能 
（IF文，CASE文，FOR文，WHILE文，REPEAT文，EXIT文） 

図３　新しい LD/FBDエディタプログラム制御文の混在使用例
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ロテクト設定できるようにした。プロテクトの種類として，

読出し保護，書込み保護，ダウンロード保護，デバッグ保

護などを用意し，プロジェクトやライブラリのセキュリ

ティ性を強化し，安全なソース管理が可能となった。図７

に，プロジェクトの各要素へのプロテクト設定例を示す。

５.６ ST/IL エディタでのインテリセンス

インテリセンスは，Visual Basic
〈注2〉

で知られる技術である。

ST/IL 言語による編集中に，構造体や FBインスタンスの

名前の後にドット文字‘ .’を入力すると，インテリセン

スウィンドウにすべての入力候補（構造体のメンバ変数や

FBのパラメータ）が一覧表示される。ユーザーはこれま

で全文字入力が必要であったために間違いやすかったテキ

ストを，一覧表示から選択するだけの操作で簡単に間違い

なく挿入できるようになった。図８にインテリセンスウィ

ンドウの表示例を示す。

５.７ エディットウィザードの強化

命令入力時のガイダンス機能のエディットウィザードに，

FCT/FBの説明文の表示を追加した。目的に一致する

FCT/FBを確実に入力できるようにした。

５.８ PLCopen の X 再利用レベル（X-Reusability

Level）

ST/IL 言語によるプログラムやデータ形定義を

PLCopen
〈注3〉

の X再利用レベル
〈注4〉

で外部ファイルへ出力する機

能と，外部ファイルからプロジェクトへ取り込む機能を追

加し，プログラムの再利用性を向上させた。これにより同

再利用レベルをサポートしたプログラミングツール間での

データ交換が可能となる。

オンライン機能

６.１ 故障診断機能の改良

故障診断情報の表示方法を，①システム定義と同様のシ

ステム構成ツリーとアイコンによる故障箇所表示部，②故

障情報別に分類された故障内容表示部，の２部構成に改良

富士時報 Vol.75 No.12 2002
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〈注２〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

不一致箇所へ 
ジャンプ表示 

不一致情報表示 
ウィンドウ 

対象プロジェクトファイルを 
選択しPOUの照合を実行 

図６　プロジェクトの照合機能

FBのパラメータや 
構造体のメンバ変数を 
一覧表示 

図８　ST/IL エディタでのインテリセンス

プロジェクトへの 
プロテクト 

リソース（PLC） 
へのプロテクト 

POUへの 
プロテクト 

パスワード設定により 
セキュリティ指定したノードを 
プロテクト 
（キーアイコン表示） 

図７　プロジェクトのプロテクト機能

システム構成を切り換えてツリー表示 
™ユーザー定義構成 
　（システム定義ベース） 
™SXバス接続構成（実構成ベース） 

システム構成ツリーで選択 
したモジュールの故障詳細 
情報を分類して表示 

故障発生のモジュールを 
アイコン表示 

図９　故障診断画面

〈注３〉PLCopen ：IEC61131-3の普及を推進する欧州を拠点とした

世界規模の会員組織

〈注４〉X再利用レベル：PLCopenが定める POUを再利用するため

のレベル



進化するローダ「D300win Ver.3」

した。図９に示すように，システム異常時の故障箇所が視

覚的に分かりやすく，故障内容も確認しやすくなり，故障

箇所の特定および復旧作業を早急に行えるようになった。

６.２ マルチCPU支援の改良

図 に示すように，マルチ CPU構成時のオンライン操

作ダイアログを改良した。新ダイアログでは，以下の機能

により，マルチ CPU操作の簡略化・最適化を実現した。

各CPUの運転ステータスを一覧表示する。

複数の CPUに対して一括操作（起動，停止，ダウン

ロードなど）が行える。

CPU単位で，通信の接続・切断操作が行える。

オフライン・オンライン共通機能

７.１ クロスリファレンス機能の強化

クロスリファレンス機能に，未使用変数検出機能，変数

宣言部検出機能，初期値表示機能を追加し，変数の使用状

況を詳細に確認できるようにした。また，表示項目の列を

マウスで簡単に移動できるように操作性も改良し，プログ

ラム解析作業効率のさらなる向上を実現した。

７.２ ヘルプのHTML化

従来の Windowsヘルプから HTML（Hyper Text

Markup Language）ヘルプへ改良した。目次，キーワー

ド検索，全文検索機能により，見たいヘルプや関連するヘ

ルプを素早く表示できるようにした。

あとがき

D300win Ver.3の新機能，改良点について紹介した。今

後ともプログラムの生産性向上を主体として取り組んでい

く。この中では，各国の言語への対応によるさらなるグ

ローバル化や，他アプリケーションとの連携強化により，

MICREX-SXシリーズの統合的な開発環境の下で中心的

役割を果たすための進化を目指す所存である。

参考文献

濱田明秀ほか．操作性を向上させたローダ「D300win

Ver.2」．富士時報．vol.73，no.2，2000，p.104-107．

（1）

（3）

（2）

（1）
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複数のCPUに対して 
一括操作が可能 

全CPUの運転状態を一覧表示 

図１０　マルチCPU操作ダイアログ

解　説 IEC61131-3

IEC61131-3は，産業用制御システムの国際標準プ

ログラミングを確立するため，IEC（International

Electrotechnical Commission：国際電気標準会議）が

規定した国際規格である。

これにより，メーカーごとに違う言語で互換性のな

いプログラミングの世界に，唯一の統合された国際標

準言語が誕生した。

また，その言語の潜在能力に対する評価は高く，欧

州をはじめ世界各国で年々普及しつつある。

日本国内では，1997 年 1 月に翻訳規格として JIS

規格化（JIS B 3503）がなされ，国土交通省の電気設

備の標準仕様を定めた「電気設備工事共通仕様書（平

成 13 年度版）」にて，JIS B 3503すなわち，IEC

61131-3 準拠品であることと指定され，日本において

も普及期を迎えつつある。

プログラミング言語としては，五つの言語（SFC，

FBD，LD，ST，IL）が定められており，構造化プロ

グラミング，プログラムの部品化による再利用性，信

頼性向上など，目的に応じて最適な言語を選択するこ

とができる。
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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，その高

機能化・大容量化に伴って，従来の PLCでは不可能で

あった PA分野の制御に適用できるようになり，出荷・梱

包（こんぽう）・搬送といった FA分野のみならず，原料

受入れから製品製造までのプラント全体を制御の対象とす

るようになってきている。また，最近の IT（Information

Technology）の急速な進歩によって，プラント制御にお

いても，情報・管理システムと融合した高機能な制御シス

テムが要求されている。製品には，高付加価値，高品質，

低コストと，省エネルギー，省資源，リサイクルなどの地

球環境対応の両方が要求され，生産の最適化，効率化の実

現と相まって，制御アプリケーションソフトウェア（以下，

制御ソフトウェアという）は高度化・複雑化・肥大化して

いる。

しかしながら，プラントや機器の動きを記述した制御機

能仕様書（以下，仕様書という）を作成した後に，人が

PLCのプログラムを考え，人がプログラムローダにイン

プットするという従来のエンジニアリング方法は，特に変

わっていない。これらのプログラムを人が作成する過程で，

時間を浪費し，バグが入り込むこととなる。また，作成さ

れるプログラムは，現在ラダー図表現が主流で，元の仕様

書とは似ても似つかぬものとなり，第三者にはほとんど解

読不可能なものとなってしまう。このことが制御ソフト

ウェアのエンジニアリング業務の生産性と品質を低下させ

る要因となっている。

今回紹介するエンジニアリング革命ツール「HEART-

ESPER（High Efficient Advanced engineeRing Tool-Ex-

cel Sfc ProducER），HEART-SELECT（Sfc rELational

ExCel Timechart），HEART-BELIEVE（BEautifuL In-

strumEnt flow Visual Editor）」（以下，HEARTシリーズ

という）は，Excel
〈注1〉

や Visio
〈注2〉

のオフィスオートメーション

ソフトウェア（以下，OAソフトウェアという）で作成し

た仕様書を自動的にプログラムに変換し，なおかつその仕

様書上でモニタしながら試験，変更が行えるものであり，

エンジニアリング業務に革命を起こすものである。

本稿では，まず，現在のエンジニアリング業務に関する

課題を支援ツールの変遷を交えて説明し，次にエンジニア

リング革命ツール「HEARTシリーズ」の特徴と適用によ

る効果ならびに今後の展開について述べる。

エンジニアリング支援ツールの変遷と課題

２.１ エンジニアリング支援ツールの変遷

図１にエンジニアリング支援ツールの変遷を示す。

仕様書作成ツールの変遷

制御仕様を企画・立案する「制御仕様設計」はエンジニ

アリング業務の中で最も重要であり，この業務フェーズで

仕様書を作成する。この仕様書には，製品を作るためのプ

ラントの動き，機器の動作，オペレーション，表示，警報，

実績収集の方法などを記述しなければならない。仕様書を

作成しない場合，第三者への仕様の伝達がうまくいかず，

仕様の漏れ，誤解などが発生し，品質低下を招くことにな

る。この仕様書作成業務を支援してきたのが「仕様書作成

ツール」である。これは，専用ワープロ機から，MS-

DOS
〈注 3〉

上でのワープロソフトウェアに移行し，最近では

Windows
〈注4〉

上で動作する統合 OAソフトウェアに進化した。

これにより，文章のみならず，表や画像もはり付け可能と

なって，ビジュアルで表現豊かな仕様書を簡単に作成でき

るようになった。

プログラミング支援ツールの変遷

PLCや DCS（Distributed Control System）の誕生当時

は，人間がマシンに合わせる形で設計・製作を行っていた。

その後，専用ローダによるニーモニック入力へ移行し，次

にラダー図やライン図などのシンボル入力へと進化した。

（2）

（1）

エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」
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〈注１〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Visio ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注３〉MS-DOS ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注４〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標



エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

1990 年代に入ってからは，MS-DOS 上で動作するパソコ

ンローダが登場し，1990 年代中ごろからは，Windows 上

で動作するツールが，IEC 61131-3（670ページの「解説」

参照）準拠のプログラミング言語と制御仕様記述表現をサ

ポートするようになった。

２.２ エンジニアリング支援ツールの課題

エンジニアリング支援ツールは，前述のように変遷して

きた。しかしながら「オープン化」の面，「仕様書と制御

ソフトウェアの整合性」の面で次のような大きな課題を抱

えている。

２.２.１ 仕様書と制御ソフトウェアの二元管理

仕様書から制御ソフトウェアへの展開は，人間が行わ

なければならない。

仕様の追加・変更が発生すれば，まず仕様書を変更し，

その後制御ソフトウェアを追加・変更しなければならな

い。

制御ソフトウェアの試験において修正があった場合，

当然仕様書にもフォローしなければならない。

前記 ～ は，人間が行う作業であり，多くの時間を

要し，ここにミスが入り込んで，仕様書と制御ソフト

ウェアにくい違いが発生することが多い。

２.２.２ オープン化・統一化の遅れ

汎用パソコン＋Windowsの動作環境で動作するもの

が主流となったが，支援ツール自体は専用ソフトウェア

が大多数である。

一般的に，仕様書作成ツール（OAソフトウェア）と

プログラミング支援ツール（専用ソフトウェア）は別も

のである。さらにプログラミング支援ツールの中でも

PLC 用と DCS 用は別ものであり，ユーザーはそれぞれ

の導入および習得が必要である。

各社支援ツールで作成したファイルは独自形式であり，

定義データの互換性に乏しい。

HEARTシリーズの特徴と主な機能

富士電機は，前述の課題に対してユーザーの立場になっ

て解決策を提案し，ユーザーのエンジニアリング支援ツー

ルに対するご要望に応えるべく，エンジニアリング革命

ツールを開発した。以下に，HEARTシリーズの特徴と主

な機能を記述する。

３.１ 効率のよいエンジニアリング

容易な仕様書作成機能（1）

（3）

（2）

（1）

（3）（1）（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　エンジニアリング支援ツールの変遷



エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

IBD（Interlock Block Diagram），計装フロー表現の仕

様書は，Visioベースの HEART-BELIEVEで作成する。

画面上で論理演算，四則演算，内部計器，その他をシンボ

ルメニューから選択してはり付け，結線するだけで簡単に

作成できる。

SFC（ Sequential Function Chart）， FB（ Function

Block）図表現の仕様書は，ExcelベースのHEART-

ESPERで作成する。SFCのステップ，トランジション，

アクションや，FB図の論理演算，比較，四則演算，タイ

マなどのシンボルはボタンを押すだけで描画することがで

きる。タイムチャートやインタロック表で表された仕様書

も，Excelベースの HEART-SELECTで作成するが，表

形式で定義するだけでよい。

いずれのツールも Excel，Visioの持つ，画像はり付け

や吹出しコメントはり付け機能を利用でき，表現力を強化

できる。また，HEARTシリーズの編集機能と，Excel，

Visioの本来持つ高編集機能などを併せて使用すれば，さ

らに効率よく作成・編集することができる。

制御ソフトウェア自動生成

仕様書として作成した，SFC，タイムチャート，FB 図，

条件テーブル，計装フロー図，ロジック図，IBDに，コ

ントローラに必要な情報を付加してコンバートすることで，

制御ソフトウェアを自動生成することができる。これをコ

ントローラにダウンロードすることで，仕様書どおりの動

作で実行させることができる。図２に HEART-ESPER，

HEART-SELECT で作成したシーケンス，図 ３に

HEART-BELIEVEで作成したロジック図の一例を示す。

仕様書上でのモニタリング

HEARTシリーズは，作成した SFC，FB 図，タイム

チャート，条件テーブル，計装フロー，IBDなどの仕様

書上で，データ設定，モニタリング（信号のオン・オフ状

態の色替え，数値の 10 進，16 進，工業値表示など）を行

うことができる。これにより，シーケンスの実行状態と仕

様書とを対比して試験を行う必要がなくなる。SFCのス

テップに関しては，コントローラの実行ステップ状態に

よって，「未実行」「実行中」「実行済」の 3 色の色替えと

実行ステップを追いかけて表示範囲を自動スクロールする

「追従モニタ」の機能がある。

３.２ 究極のオープン化

対象コントローラに依存しないツール（1）

（3）

（2）
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工程移行監視 移行条件監視 

出力状態監視 

図２　「HEART-ESPER」「HEART-SELECT」で作成した
シーケンスの一例

図３　「HEART-BELIEVE」で作成したロジック図の一例



エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

HEARTシリーズは，作成した仕様書を機種や機械語が

違うコントローラでも動作するコンバート方式を採用して

いるので，PLCでも，DCSコントローラでも同じツール

で仕様書を作成することができる。

動作環境と作成ファイルのオープン化

動作環境として近年は，「パソコン＋Windows」のオー

プン環境で動作するものが多くなったが，その一つ上のア

プリケーション階層は，各社独自なものが一般的である。

HEARTシリーズは，このアプリケーション層をユーザー

がオフィスで広く利用している OAソフトウェア（Excel，

Visio）を用いて，編集方法から個々のファイルに至るま

で，互換性とオープン化を実現している。

制御プログラム言語のオープン化

制御プログラム言語のオープン化として，PLCの言語

を規定した国際規格 IEC 61131-3と国内では JIS B 3503

がある。HEARTシリーズは，これに準拠した SFC，FB

図を採用し，制御プログラム言語の面でもオープン化を実

現している。

３.３ ノウハウの標準組込み

SFC 常時インタロック監視と異常処理機能

従来，SFCの各ステップにおける異常監視は，各ス

テップにおいて，分岐またはジャンプ処理で対応していた

が，その数が多くなると，繁雑で見づらいシーケンスと

なってしまう。このような場合は，HEART-SELECTの

インタロック定義シートを使用して，異常信号を登録し，

監視ステップ指定と異常発生時の処理内容（指定ステップ

へジャンプ，シーケンス一時停止など）を表形式で設定す

ることで，整然とした表現とすることができる。

機器動作アンサーの監視機能

機器の動作アンサーバックをステップのトランジション

に組み込むことはよく実施されている。通常，多くの機器

に対し動作のたびに定義が必要なので，作業工数がかかる

うえ，ミスを招きやすい。HEARTシリーズにおいては，

HEART-SELECTの出力定義シートに登録した出力ごと

に，バルブ，ポンプなどの機器種別を指定するだけで，自

動的に開・閉，運転・停止のアンサーバックチェックをか

けながらステップ移行させることができる。

３.４ その他の便利な機能

SFCとタイムチャートの連携

SFCは，ステップの流れは分かりやすいが，各ステッ

プでの出力が分かりづらく，一括出力処理を実施したい場

合では不自由がある。一方，表形式のタイムチャートは，

各ステップでの出力状態が分かりやすく，一括出力処理に

適しているが，ステップの流れ，移行条件などを表現でき

ない。

この問題に対し，HEARTシリーズは，SFC（HEART-

ESPER），タイムチャート（HEART-SELECT）を連携さ

せて動作させることによって，それぞれの持つ利点を生か

し，解決している。

クロスリファレンス機能

HEARTシリーズで作成した情報は，クロスリファレン

ス機能により，信号の発生元，使用先を容易に確認できる。

これにより，同一メモリの二重書きなどを防止でき，不具

合の早期発見に有効な手段を提供する。

ドキュメント印刷機能

HEARTシリーズで作成した仕様書は，一括印刷はもと

よりページのタイトル，作成日・作成者，審査日・審査者，

承認日・承認者や図番，変更履歴などのサービス情報とと

もに図面枠付きで印刷できる。また当然，Excel，Visioの

標準機能で印刷してもよい。

HEARTシリーズ適用による効果

４.１ 業務フローの改革

工数削減，工期短縮の実現

従来は，機能仕様設計，ソフトウェア設計，ソフトウェ

ア製作，単体デバッグ，総合試験，試験結果フォローと六

つのフェーズで行ってきた。これに対し，HEARTシリー

ズでは，機能仕様設計，機能製作データ入力，総合試験の

三つのフェーズで行え，工数の削減，工期短縮が実現可能

である。図４に従来方式と HEARTシリーズのエンジニ

アリング方式の比較を示す。

コンカレントエンジニアリング業務対応可能

HEARTシリーズのファイルは，Excel，Visioのファイ

ル形式であるため，同一フェーズまたは違うフェーズの作

業であっても複数の人間に分割して同時に作業することが

可能である。しかもファイルを個別にしても，タグ，コメ

ントなどのデータベースは一元化されているので，重複し

て入力する必要はない。

仕様書の標準化と作成効率向上

仕様書を作成するうえで必要なシンボルがあらかじめ用

意されているので，容易に仕様書を書くことができ，同時

に仕様書の標準化も進めることが可能である。

機種に依存しないエンジニアリング環境

仕様書をベースにしているため，コントローラの機種が

決まっていなくても設計が開始できる。対象コントローラ

が PLCでも DCSでも制御ソフトウェアの共通化が可能で

ある。

４.２ 制御ソフトウェアの高品質化

制御ソフトウェアの仕様書どおりの動作を保証

仕様書から制御ソフトウェアが自動生成されるので，プ

ログラムミス，インプットミス，回路漏れなどの人為的な

ミスがなくなり，記述した仕様書どおりに制御ソフトウェ

アが動作する。

各種機能をパッケージ化

一時停止，再開，ジャンプ，機器のアンサー監視などの

パッケージ化された機能により，アプリケーションでそれ

らを作成する必要がなく，バグの作り込みを抑制できる。
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エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

４.３ プラント運転支援，異常解析への活用

プラント運転時にオペレータステーションでオンライン

モニタすれば，工程の進捗（しんちょく）監視や状態監視

ができ，オペレータへの運転支援として活用できる。また，

プラントや機器の異常時は，どの異常発生か，どこの条件

不成立かをモニタで確認できる。

４.４ トータルコストの削減

初期導入コストの低減

広く普及している OAソフトウェアベースの支援ツー

ルのため，特別な動作環境を必要とせず，気軽に初期導入

できる。

制御ソフトウェアの改造が容易

一般的に制御ソフトウェアは，初期に作成した人間以外

は分かりにくく，第三者が改造する場合には，手間がかか

る。HEARTシリーズの場合は，「仕様書＝制御ソフト

ウェア」なので，誰にでも分かりやすく容易に改造を行う

ことができる。

（2）

（1）
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エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

今後の展開

図５に HEARTシリーズの機能構成と今後の展開を示

す。

種々の制御仕様記述表現からの制御ソフトウェアの自

動生成

今回開発した，SFC，タイムチャート，IBD，計装フ

ロー図などの表現形式のほかに，各分野でよく使われてい

る制御仕様記述表現がある。今後は，それらもサポート範

囲に含めるべく開発を継続していく。

ナレッジデータベース化

従来のパッケージ化は，制御ソフトウェアの部品化が主

流であったが，HEARTシリーズの場合は，仕様書と制御

ソフトウェアのデータベースが同時に構築できる。制御単

位のパッケージ化を図り，検索機能も充実させて，人間の

ノウハウを蓄積したデータベースが定常的に活用できるよ

うにしていく予定である。

既設資産のコンバート

既設システムの場合，仕様書がなく制御ソフトウェアの

み存在する場合がある。現在，既設 DCSコントローラの

制御ソフトウェア資産を HEARTシリーズにコンバート

する仕組みを開発中である。

画面エンジニアリングへの適用

プラントフロー画面は，プラントのタンクや配管を図形

化しプロセス値や機器を監視・操作する画面である。これ

は，P ＆ I（Piping and Instrumentation flow diagram）

を簡略化して画面化することが多い。最近は，この P ＆ I

を Visioなどの OAソフトウェアで作画する場合が多いの

で，Visioで描かれた P ＆ Iからプラントフロー画面の自

動生成も開発予定である。

あとがき

以上，エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

について述べてきた。今後，ますます複雑化，高度化する

制御ソフトウェアを効率よく，高品質に仕上げるにはエン

ジニアリング業務そのものを変革していかなければならな

い。HEARTシリーズは，この改革を促進するものと考え

ている。今後もユーザーの立場に立った開発を進めながら，

制御ソフトウェアのエンジニアリングの効率化と，高品質

化に一層貢献していく所存である。

参考文献

シーケンス制御の技術動向．電気学会技術報告．no.781，

2000，p.42-44．

吉野稔，北村純郎．OAソフトを用いたエンジニアリング

支援ツール．計装．vol.44，no.7，2001，p.65-70．

吉野稔ほか．汎用ソフトを用いたエンジニアリング支援

ツール．電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

［Ⅰ］．2001，p.Ⅰ-211-214．

吉野稔ほか．生産性と品質を向上させるエンジニアリング

支援ツール．富士時報．vol.74，no.9，2001，p.511-516．

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.12 2002

676（18）



相田　忠勝

サーボシステムの汎用・専用位置

決め装置の開発に従事。現在，機

器・制御カンパニー技術統括部シ

ステム技術第一部担当課長。

島田　喜秋

制御機器，可変速駆動機器のシス

テムエンジニアリング業務に従事。

現在，機器・制御カンパニー技術

統括部システム技術第一部担当課

長。

田尻　賢二

制御機器，可変速駆動機器のシス

テムエンジニアリング業務に従事。

現在，機器・制御カンパニー技術

統括部システム技術第一部。

富士時報 Vol.75 No.12 2002

まえがき

サーボモータによるモーションシステムは工作機械やロ

ボットだけでなく，一般産業機械分野でも広範に使用され

てきている。それに伴い，モーション用コントローラには

「目標位置への位置決め」動作だけでなく，従来は機械的

に行っていた高精度の同期動作やトルクによる圧力制御な

ど多様な機能が要求されている。代表的なモーション用コ

ントローラには数値制御（NC）装置やロボットコント

ローラ（RC），モーションコントローラ（MC），およびプ

ログラマブルコントローラ（PLC）用の位置決めモジュー

ルなどがあるが，富士電機では統合コントローラ「MIC

REX-SXシリーズ」（以下，SXと略す）で下記 3種類の

方式を用意している。本稿では各方式によるモーションコ

ントロールシステムについて紹介する。

ネットワークでの分散方式

位置決め機能を内蔵したサーボアンプをネットワークに

より分散設置するので，長距離分散と省配線システムに適

している。

高機能な多軸のMCモジュール方式

大容量のモーションプログラム登録と最大８本のモー

ションプログラムを独立・同時実行することができるので，

複数台の機械制御に適している。

SXで実行するファンクションブロック（FB）方式

SXの CPUモジュールでモーション演算を実行するた

め，専用の位置決めモジュールが不要である。

豊富なモーションコントロール FBにより，位置決め動

作と同期動作などの複合動作に適している。

サーボシステムの基本構成

サーボシステムの制御ブロックを図１に示す。サーボシ

ステムは，コントローラとサーボアンプ，サーボモータで

構成されるが，制御は 3 段の調節器と関数演算部（狭義の

意味でのモーション演算部）に分割される。最近のサーボ

アンプでは，関数演算器からの位置指令完了（パルス列指

令では「分配完了」）から目標点でモータが停止するまで

の制定時間を短縮する機能や，機械側の共振を抑制する機

能，各調節器のパラメータを自動的に調整するオート

チューニング機能など，多様な機能が組み込まれているが，

基本的な制御は関数演算部と 3 段調節器で構成されている。

サーボアンプはどこまでの機能を内蔵するかにより，下記

のように分類される。

① トルク指令のサーボアンプ〔ACR（電流調節器）〕

② 速度指令のサーボアンプ〔ASR（速度調節器）＋

ACR〕

③ パルス列指令のサーボアンプ〔APC（位置調節

器）＋ASR＋ACR〕

（3）

（2）

（1）
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図１　サーボの制御ブロック図

表１　関数演算実行部と指令値の比較 

関数演算実行部 アンプへの指令値 特　徴 

サーボ 
アンプ 

即値指令 
　移動量，速度， 
　起動ステップ 

MC 
モジュール 位置指令 

　単位時間ごとの 
　目標位置 
　（仮想パルス指令） CPU 

モジュール 
（FB方式） 

™位置決め機能内蔵アンプ 
™動作はアンプごとの独立運転 

™モーションプログラムでの 
　補間動作 
™8軸/モジュールで複数機械 
　制御可 

™モーション演算をアプリケー 
　ションプログラムで実行 
™機械に合わせた制御のカスタ 
　マイズ可 



コントローラのモーションコントロールシステムへの適用

④ 位置決め機能内蔵のサーボアンプ（関数演算部＋

APC＋ASR＋ ACR）

一方，関数演算部に注目すると， 章で提案している 3

方式は表１のように分類される。

ネットワークでの分散方式

関数演算をサーボアンプで実行

高機能な多軸のMCモジュール方式

関数演算はMCモジュールで実行

SXで実行する FB方式

関数演算は SXの CPUモジュールで実行

ネットワークでの分散方式

本方式ではモーションコントロール用の関数演算をサー

ボアンプ側で実行する。上位コントローラからは即値の移

動量・移動速度，あるいはサーボアンプ側に登録されてい

るモーションプログラムのステップ No.を指定し，起動す

る。本方式ではコントローラからサーボアンプへの指令が

比較的低速でもかまわないため，富士電機の長距離伝送用

Tリンクのほか，オープンネットワークの DeviceNet，汎

用通信の RS-485などにより長距離分散が可能となってい

る。

本方式の長所は，専用のモーションコントロールモ

ジュールが不要であり，SXを使用した場合に SXのアプ

リケーションプログラムが簡単な点である。しかし，モー

ション用の関数演算がサーボアンプに分散されるため，ア

ンプ間での補間動作や同期運転には適していない。

高機能な多軸のMCモジュール方式

SXの MCモジュールは 2001 年度に製品化された高機

能な多軸制御モーションコントロールのためのモジュール

である。MCモジュールを使用したサーボシステム構成例

を図２に示す。MCモジュールに格納するモーションプロ

グラム作成用としてのパソコン支援ツールソフトウェア，

および現場型のティーチングボックスが用意されている。

４.１ MCモジュール

MCモジュールの基本仕様を表２に示す。制御軸数は最

大 8軸/モジュールで，アクチュエータとは高速なシリア

ルバスである SX-MCバスで接続する。SX-MCバスは，

SXバスをモーションコントロールに特化させたものであ

り，接続機器を富士電機製サーボアンプ「FALDIC-α
（VSS）」（パルス列および速度指令対応，SXバス接続タイ

プ）に限定している。（FALDIC-αは SXバス直結の VSS
タイプを共用）。SXの CPUモジュール側からみた占有

ワード数は合計 56ワード（入力 28ワード，出力 28ワー

ド）であり，1 系統の SXバスに複数モジュールが実装で

きる。1 系統の SXバスの入出力点数は最大 512ワードで

あり，計算上は 512ワード÷ 56ワード＝ 9モジュールま

で接続可能であるが，実際のシステムではランプ表示や近

（3）

（2）

（1）
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表２　MCモジュールの基本仕様 

項　目 仕　様 

性
能
仕
様 

モ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
仕
様 

外形・形状 

占有ワード数 

制御軸数 

アクチュエータ 
インタフェース 

通信ポート 

外部出力パルス 
（モジュール間 
　同期） 

外部入力パルス 
（手動パルサ） 

指令周波数 

入力周波数 

出力形態 

入力形態 

モーションプログラム容量 

プログラム本数 

プログラム同時実行処理 

プログラムの制御軸数 

動作命令 

位置管理命令 

プログラム管理命令 

処理制御命令 

演算式 
（32ビット長の整数値演算） 

設定値 

その他 

モジュール形（1スロット占有） 

入力28ワード，出力28ワード，　 
合計56ワード 

8軸/モジュール 

™SX-MCバスでFALDIC-α（VSS） 
　と接続 
™FALDIC-α（VSS）はSXバス 
　直結タイプと共用 

RS-485 1チャネル/モジュール 
（MC支援ツールとティーチング 
ボックスとの併用） 

500kHz（1てい倍での値） 

ラインドライバ，90°位相差 
（A相，B相） 

500kHz（1てい倍での値） 

ラインドライバ，90°位相差 
（A相，B相） 

合計12,500ステップ 

500本（最大2,500ステップ/ 
プログラム） 

最大8プログラム 
（8タスクの同時実行） 

最大4軸（X，Y，Z，U軸） 

早送り，直線補間，円弧補間 
（半径，中心点） 
原点復帰，割込み位置決め 

絶対位置指定・相対位置指定 
円弧平面指定（X-Y，Z-X，Y-Z） 

プログラム停止，プログラム終了 
プログラム終了ー先頭待機 
サブプログラム呼出し，サブプログラ 
ム終了 

無条件分岐 
条件分岐 ‘＝’，’≠’，’＜’，’＞’，’≦’， 
’≧’
ラベル 

‘＋’，‘－’，‘×’，‘÷’ 

直値設定・関節メモリ参照 

汎用Mコード，ドウェルタイマ 

ティーチングボックス 

制御入力 

SX

MCモジュール 

SX-MCバス サーボアンプ 

サーボモータ 

手動パルス 
発生器 

MC支援ツール 

図２　MCモジュールでのサーボシステム構成例
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接スイッチなどの実入出力信号が必要なため，MCモ

ジュール用の入出力点数を最大で 512ワードの 2/3で約

340ワード，すなわち 6モジュール（48 軸）としている。

MCモジュールでは登録されたモーションプログラムに

よりモジュール内で関数演算を実行する。登録できるモー

ションプログラムは最大 500 本，1 本のプログラムステッ

プは最大 2,500ステップ（1ステップが１動作），プログラ

ムステップの合計は最大 12,500ステップであり，例えば

500 本のプログラムを登録するならば１本あたりの平均は

25ステップとなる。

MCモジュールでは，モーション用の関数演算をモ

ジュール内で実行するため，直線・円弧の補間運転が可能

である。モーションプログラムでの軸指定は X，Y，Z，

および U軸の最大 4軸単位であり，最大 8本のプログラ

ムを同時実行できる。そのため，１台のモジュールで 4 軸

制御の機械を 2 台，あるいは 3 軸の機械を 2 台と 2 軸の機

械を 1 台など，任意の軸組合せで複数台の機械を制御する

ことができる。

表３にMCモジュールの入出力領域割当て例を示してい

るが，56ワードの入出力領域データはモジュールに登録

する入出力パラメータにより選択可能である。8 軸接続し

た場合には必要最小限のデータ割付となるが，接続軸数が

少なければ軸あたりのデータを増やすことができる。工場

出荷時の初期値では 4 軸 2タスク（2 本のモーションプロ

グラムを同時に実行できる）の設定となっている。8 軸 4

タスクの設定では現在値データとして各軸の下位ワード

（16ビット長データ）のみが SXの入力領域に割り付けら

れているが，SXアプリケーションプログラムで以下の演

算により 32ビット長に変換できる。

［データ拡張演算］

差分演算：（今回入力値）－（前回値）

今回入力値を前回値領域に退避

差分値を INT 型→DINT型に符号拡張

現在値更新：（前回演算値）＋（DINT型差分値）

MCモジュール方式では，SXのアプリケーションプロ

グラムとモーションコントロールは独立しているため，

SXのアプリケーションプログラム側からはプログラム

No.を指定して MCモジュールへ起動指令を行うことで

（4）

（3）

（2）

（1）

679（21）

富士時報 Vol.75 No.12 2002

表３　MCモジュールの入出力領域割当て例 

4軸 2タスク構成 
（デフォルト設定） 

8軸 4タスク構成 I

＋0 

＋1 

＋2 

＋3 

＋4 

＋5 

＋6 

＋7 

＋8 

＋9 

＋10 

＋11 

＋12 

＋13 

＋14 

＋15 

＋16 

＋17 

＋18 

＋19 

＋20 

＋21 

＋22 

＋23 

＋24 

＋25 

＋26 

＋27

第1軸ビット情報 

第2軸ビット情報 

第3軸ビット情報 

第4軸ビット情報 

第1軸指令位置L 

第1軸指令位置H 

第2軸指令位置L 

第2軸指令位置H 

第3軸指令位置L 

第3軸指令位置H 

第4軸指令位置L 

第4軸指令位置H 

第1軸帰還位置L 

第1軸帰還位置H 

第2軸帰還位置L 

第2軸帰還位置H 

第3軸帰還位置L 

第3軸帰還位置H 

第4軸帰還位置L 

第4軸帰還位置H 

第1，2多軸情報 

第1，2タスクMコード 

第1タスク実行ステップ 

第2タスク実行ステップ 

モジュールビット情報 

読出しアドレス 

読出しデータ下位 

読出しデータ上位 

第1軸ビット情報 

第2軸ビット情報 

第3軸ビット情報 

第4軸ビット情報 

第5軸ビット情報 

第6軸ビット情報 

第7軸ビット情報 

第8軸ビット情報 

第1軸指令位置L 

第2軸指令位置L 

第3軸指令位置L 

第4軸指令位置L 

第5軸指令位置L 

第6軸指令位置L 

第7軸指令位置L 

第8軸指令位置L 

第3，4  多軸情報 

第3，4タスクMコード 

第3タスク実行ステップ 

第4タスク実行ステップ 

第1，2多軸情報 

第1，2タスクMコード 

第1タスク実行ステップ 

第2タスク実行ステップ 

モジュールビット情報 

同左 

同左 

同左 

4軸 2タスク構成 
（デフォルト設定） 

8軸 4タスク構成 Q

＋0 

＋1 

＋2 

＋3 

＋4 

＋5 

＋6 

＋7 

＋8 

＋9 

＋10 

＋11 

＋12 

＋13 

＋14 

＋15 

＋16 

＋17 

＋18 

＋19 

＋20 

＋21 

＋22 

＋23 

＋24 

＋25 

＋26 

＋27

第1軸ビット指令 

第2軸ビット指令 

第3軸ビット指令 

第4軸ビット指令 

第1軸速度/オーバライド比率 

第2軸速度/オーバライド比率 

第3軸速度/オーバライド比率 

第4軸速度/オーバライド比率 

第1軸トルク設定値 

第2軸トルク設定値 

第3軸トルク設定値 

第4軸トルク設定値 

第1軸プリセット値L 

第1軸プリセット値H 

第2軸プリセット値L 

第2軸プリセット値H 

第3軸プリセット値L 

第3軸プリセット値H 

第4軸プリセット値L 

第4軸プリセット値H 

第1，2多軸指令 

第1，5起動No. 

第2.6起動No. 

（未使用） 

モジュールビット指令 

書込み・読出しアドレス 

書込みデータ下位 

書込みデータ上位 

第1軸ビット指令 

第2軸ビット指令 

第3軸ビット指令 

第4軸ビット指令 

第5軸ビット指令 

第6軸ビット指令 

第7軸ビット指令 

第8軸ビット指令 

第1軸速度/オーバライド比率 

第2軸速度/オーバライド比率 

第3軸速度/オーバライド比率 

第4軸速度/オーバライド比率 

第5軸速度/オーバライド比率 

第6軸速度/オーバライド比率 

第7軸速度/オーバライド比率 

第8軸速度/オーバライド比率 

第3，4多軸指令 

第3，7起動No. 

第4.8起動No. 

（未使用） 

第1，2多軸指令 

第1，5起動No. 

第2.6起動No. 

（未使用） 

モジュールビット指令 

同左 

同左 

同左 
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モーション動作を実行する。

４.２ MCモジュール支援ツール

MCモジュール支援ツールはパソコン用のソフトウェア

であり，下記の機能がある。

パラメータの編集

モーションプログラムの編集

現在値や信号のモニタ

試運転操作

MCモジュール支援ツールでのモーションプログラム編

集画面は図３のようになっており，表形式でコマンドを選

択し必要なデータを入力していく方式である。軸のけたで

空白となっているセルは，そのステップ実行時に制御対象

とならない。例えば MCモジュールで 2 軸の機械 1台の

みを制御している場合，X軸と Y軸の値だけを入力し，Z

軸と U軸は空白とする。

支援ツールで作成したモーションプログラムは MC本

体に転送するだけでなく，パソコン側でファイルとして登

録可能である。パソコンに登録したモーションプログラム

ファイルは市販の表計算ソフトウェア Excel
〈注〉

で読み出すこ

とができる。図４は Excelで読み出した画面である。読み

出したファイルを Excel 側で編集し，カンマ区切りの

CSV（Comma Separated Value）形式で書込みしたファ

イルをMC支援ツールで読み込み，MC本体へ転送するこ

とができる。

４.３ ティーチングボックス

ティーチングボックスは MCモジュールと接続して使

用する現場型のローダであり，支援ツールと同等の機能を

持っており，さらにティーチングボックスでのモーション

プログラム編集ではテンキー操作での数値入力のほかに，

ジョグ運転による機械操作を行いながら各軸の現在位置を

設定値として登録する方法がある。

ティーチングボックスの本体は，プログラマブル操作表

示器（POD）UG20シリーズのハンディタイプを使用して

おり，ティーチングボックス用の画面データを読み込むこ

とでティーチングボックスとなる。ティーチングボックス

用の画面データは，CF（コンパクトフラッシュ）カード

で提供される。

SXで実行する FB方式

FB方式では，SXの CPUモジュールのアプリケーショ

ンプログラムで関数演算を実行する。本方式では，モー

ション機能組込み時には CPUモジュールのリソースが必

要であり，プログラムメモリやデータメモリの占有，およ

びユーザーアプリケーション実行時間への影響などへの考

慮が必要であるが，必要な FB組合せにより機械に合わせ

た機能組込みができることが最大の特徴である。特に機械

カムなどの組合せにより特殊な同期運転を行う装置の場合，

サーボシステム化するには要求される同期運転機能・性能

が多様であり本方式の特徴が発揮できる。本章では FB方

式での同期運転対応について説明する。

５.１ 同期運転の制御方法

従来から富士電機では同期運転用の走行切断ユニットや

電子カムモジュールを製品化しているが，機械に合わせた

特殊機能対応の要求も多い。表４に同期運転機能の分類を

示しているが，実際の機械制御は各機能の組合せとなる。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　MC支援ツールのモーションプログラム編集画面

図４　Excel でのモーションプログラム編集

〈注〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（　） 

表４　同期運転機能の分類 

方式 

1：1の同期 

同期 
演算 

同期 
補正 

難 

内部同期（仮想主軸） 
コントローラ内部で主軸指令演算 

主軸パルス指令 従軸パルス指令 1/1

  ：    の比率同期 n m

n m主軸パルス指令 従軸パルス指令 /

f x

カム演算 

マーク補正なし マーク補正あり 

主軸パルス指令 従軸パルス指令 

外部同期（実主軸） 
外部PGからのパルス列に追従 

難 

難 

コントローラ 

コントローラ 

予測演算 
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主軸方式

同期運転での主軸は，コントローラ内部に持つ仮想主軸

と，外部に設置される PG（パルスジェネレータ）を主軸

とする場合に大別される。仮想主軸で制御する場合，位置

指令（仮想パルス）に対する主軸と従軸の遅れ量が一致し

ているならば同期がとれる。例えば APC（位置調節器）

に偏差パルスがたまっていても，両方の軸の位置調節器ゲ

インを一致させて偏差パルス量を整合させれば同期がとれ

る。一方，外部同期では主軸側の実位置に対しての追従同

期であり，主軸位置検出→関数演算→従軸への指令となる

が，この間の演算時間による遅延（入出力応答時間）を補

償する必要があり，制御が難しくなる。

同期演算

同期演算方法には，最も基本的な 1：1の同期，n：m

の同期，および主軸１サイクルごとに従軸が設定された動

作を行うサイクル同期（電子カム演算など）がある。図５

にサイクル同期の考え方を示しているが，同期演算 f（x）

nの部分がカム演算やダイナミックの演算処理となる。

同期補正

例えば走行切断装置の場合，切断材料を一定の長さに切

断（定長切断）するだけでなく，材料に印刷されたマーク

を検出して切断長を補正（定位置切断）するものもある。

あるいは１枚ずつ送られてくる材料の先端を検出して同

期加工する場合もある。マーク補正ありではマーク検出に

より主軸の同期点を補正するため，マーク補正なしの場合

より処理が複雑となる。

図６は外部同期でマーク補正ありのシステム構成例であ

る。主軸 PGのパルスは FALDIC-α（VSS）のうちの任
意の１軸へ接続する。同時に高速カウンタ（NP1F-HC2）

へも接続している。マーク検出センサは高速カウンタへ接

続している。FALDIC-αは 1チャネルの 16ビットリング
カウンタを内蔵しており，SXの FBではカウンタ値を読

み込み主軸現在位置を演算する。また，高速カウンタでは

マークセンサ立上り時のカウンタ値をラッチするため，

SXのタクト周期に影響されずにマーク検出時の主軸位置

を正確に検出できる。

一般の同期運転コントローラではできるだけ多様な機械

に対応できるよう，多くの機能を組み込んでおいてパラ

メータなどで機能を選択するため，コントローラが比較的

高価で使用方法も複雑になってしまう。一方，FB方式で

は必要な機能の FBをアプリケーションとして組み込めば

よいため専用ハードウェアが不要であり，かつ富士電機で

提供する FBだけでなく，同期演算の FBをユーザー側で

作成が可能であり，同期運転と位置決め機能を組み合わせ

るなど機能の組合せが柔軟に行える点に特徴がある。

５.２ 電子カム

図７は電子カム機能を FB方式に組み込んだ例である。

電子カムはカムパターンデータを参照しながらモーション

コントロールの関数演算を行うシステムであり，下記の特

徴がある。

360 個/パターンのカムパターンが８個

主軸分解能は 1 °，0.5 °，0.25 °，0.125 °から選択

動作中のカムパターンの切換が可能（サイクルごと）

動作中の主軸 1サイクルパルス数の更新が可能

FBはカムパターン演算部とカム運転用の関数演算部に

大別され，関数演算部には主軸位置の演算 FB群（外部同

期用の予測演算 FBを含む）とカム軸位置演算 FB群があ

る。図９の構成では，カムパターン編集を PODで行い，

カムパターン演算 FBで関数演算部が参照するカムパター

（4）

（3）

（2）
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（2）
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主軸 
分配演算器 

従軸2 
仮想指令パルス 

従軸2

同期演算2
2f（  ） x

従軸1 
仮想指令パルス 

従軸1

同期演算1
1f（  ） x

主軸用 
仮想指令パルス 

主軸 

図５　サイクル同期の考え方

POD

マークセンサ 

高速カウンタ 
（NP1F-HC2） 

SXバス 

主軸PG

FALDIC-α 
（VSS） 

SX

図６　同期運転システム例

カムパターン 
演算FB

カムパターン 

入力値 

仮想主軸 

カム軸 

主軸位置 
演算FB

カム軸位置 
演算FB

SXPOD

図７　電子カム制御ブロック
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ンを作成している。カムパターンは SXのデータメモリ領

域に割り当てられており，パソコンから SXへ直接書き込

むことも可能である。パソコンからカムパターンを書き込

む場合，カムパターン編集 FBを使わなければ SXのアプ

リケーションプログラム領域とデータメモリを節約するこ

とができる。また，ユーザー側で有しているカム形状の演

算プロトコルを SXのアプリケーションプログラムに組み

込んでパターン演算を独自のものとすることも可能である。

図８は PODでのカムパターン編集画面である。設定値

は主軸角度のカム軸位置，あるいは主軸が 1 °変化する間

のカム軸位置増分量を設定する。選択キー操作で有効とし

た設定値のみが有効となり，未登録領域のデータはカムパ

ターン演算 FBで近似演算を行って 360 個/パターンのカ

ム軸位置データに展開する。図９はカムパターン演算条件

設定画面であり，増分値設定の場合は近似演算方法を直線，

S 字，sin 近似から選択できる。また，増分値の近似によ

るカム位置演算では演算誤差が生じるため，主軸角度

チェックポイントでのカム軸位置登録が最大 5点と，主軸

360 °でのカム軸位置を設定できる。カムパターン演算で

計算されたカム軸位置のデータは選択されたバッファに書

き込まれる。

図 は仮想主軸による内部同期のカム運転操作画面であ

り，主軸の精度選択，１サイクルの主軸パルス数，および

カムパターンを選択して起動操作を行う。主軸速度につい

ては 3 個のプッシュボタンで 8 段に切り換えられるように

なっている。

あとがき

富士電機で提案している 3 種類のモーションコントロー

ル方式について紹介した。ネットワーク方式では対応する

ネットワークの拡充をさらに進め，また MCモジュール

方式では高精度化と高機能化とともに，さらなる使いやす

さを追求していく所存である。一方，FB 方式では SXの

支援ツールで FBを開発できるのでユーザーの加工ノウハ

ウを反映したモーションコントロールを行うことも可能で

ある。モーション演算 FBについては，現在までに同期運

転用 FBや位置決め用 FBなどを整備してきているが，今

後さらに充実させていく所存である。

これら 3 種類の方式は個別に適用するだけでなく組み合

わせてのシステム構築もできる。実機への適用に際し本稿

が参考になれば幸いである。

参考文献

相田忠勝ほか．統合コントローラ「MICREX-SX」のモー

ションコントローラへの適用．富士時報．vol.73，no.2，

2000，p.108-113．
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図８　PODでのカムパターン編集画面

図９　カムパターン演算条件設定画面

図１０　カム運転操作画面
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まえがき

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（以下，

SXと略す）は，高速処理が可能なことに加え，豊富な機

能を有することから，各種機械や製造設備の制御に，また

従来のプログラマブルコントローラ（PLC）では困難とさ

れていたモーションコントロールにも多数使用されている。

SXは，国際標準 IEC規格（IEC61131-3：670ページの

「解説」参照）準拠のプログラミング言語をサポートして

いるので，制御に合わせた最も適した言語を選択して使用

することができる。ドライブシステム用制御回路のプログ

ラムを分かりやすく，容易に記述できることで，ドライブ

システム分野への適用を容易にしている。

本稿では，SXのドライブシステムへの適用を紹介する。

ストレート式伸線機への応用

２.１ システムの概要

伸線機では，線材をダイスの穴に通し，キャプスタン

ロールに巻き付けて引き抜くことによって延伸，成形を

行っている。連続伸線機では，この伸線機を複数台，直列

に配置して連続して伸線を行っている。

伸線が行われると線は細くなり，線の引き速度は速くな

る。連続した伸線機の間では，線の緩みや張り過ぎが生じ

ないように速度のマッチングを取ることが必要となる。こ

の制御方法として，ダンサロールを使用した速度制御方式

と張力制御方式によるストレート式が一般的に使用されて

いる。

ダンサ式連続伸線機では，伸線機と伸線機の間にダンサ

ロールを配置して，ダンサの位置制御を行うことで速度の

補正を行っている。

一方，ストレート式は，線材に緩みを設けず伸線機から

伸線機に材料を通しているので，速度の補正ではなく，ト

ルク調整でバランスをとっている。

以下，ストレート式について説明する。

２.２ システムの狙い

ストレート式伸線機は，これまでは，ダンサ方式の適用

が難しい太物の線材用に多く使用されてきた。

ストレート式伸線機には，ダンサロールという機構部を

伴わないので機械をシンプルに小型にできる特徴があるの

で，これまではダンサ方式が多かった細物の伸線機におい

ても，ストレート式の要求が高まっている。

今回，12 台のストレート式連続伸線機において，ライ

ン速度 900m/minにて，製品径 0.6mm（原材料径 2.2mm）

の伸線を実現した。

また，多品種の生産に対してもフレキシブルに対応でき

るシステムとした。

２.３ システム構成

図１にシステム構成を示す。

SXの CPUには高速処理を考慮して SPH300を採用し

た。

駆動装置は，伸線機 12 台，巻取機１台の計 13 台である。

すべてベクトル制御インバータ「FRENIC 5000VG7S」

（以下，VG7と略す）を採用した。
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図１　ストレート式伸線機のシステム構成
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HMI（Human Machine Interface）にはプログラマブル

操作表示器（POD）を採用した。SXと VG7，PODの各

機器は Tリンクで結合して省配線化を図った。

２.４ 制御の概要

２.４.１ 伸線機の駆動制御

図２に制御ブロック図を示す。

線材を引っ張ることにより延伸させるため，各伸線機の

キャプスタンロールの速度は，速度差をもって運転される。

ダイスの減面率に応じた速度差をもって運転し，線材に緩

みや張り過ぎが生じないようにすることが必要である。

製品径に仕上げる最終段の伸線機をラインマスタとして，

与えられたライン速度指令により速度制御を行う。その他

の伸線機は，減面率にて決定される速度を演算により求め

て速度基準値とし，材料密度による補正量および張力分の

補正量を加えた速度指令にて速度制御を行う。

各伸線機のキャプスタンロールは線材を介して緊張状態

にある。この状態で各伸線機が速度制御を行うと干渉が生

じ，固有の軸のみが過負荷となる状態が発生するため，イ

ンバータ本体が持つドループ制御機能を有効にして，各伸

線機の負荷分担を行っている。

線材によっては 12 台すべての伸線機を使用しないで，

台数を限定して伸線する場合がある。そのために伸線機の

選択をフレキシブルにできるように速度指令回路にバイパ

ス回路を設けた。

２.４.２ 巻取制御

巻取制御は，ダンサロールの位置制御による速度制御で

行っている。

巻取制御において巻径のデータは重要な要素であり，巻

取ドラムの回転速度とライン速度の検出値から求めている。

２.５ SXの適用

ライン制御では信号の流れをブロック図を使用して表現

することが多い。ここでは，ブロック図を容易にプログラ

ムに展開できる FBD（Function Block Diagram）言語を

使用している。

制御に合わせて最適な言語を五つの IEC 言語から選択

できるので分かりやすいプログラムを容易に作成すること

ができる。

12 台の伸線機の信号処理部は，まったく同一の内容に

なっているので，ソフトウェアの部品として共通化が図れ

る。本システムではこれらをファンクションブロック

（FB）として作成して複数回使用することでプログラム作

成効率の向上を図った。

フローティング演算命令を使用することにより，速度，

トルクなどの物理量を直接実数演算できるので，分かりや

すいプログラムが記述できた。

整列巻取機への応用

３.１ システムの概要

電線材やコイル材料となる細い薄板などをドラムに巻き

取る場合，材料と材料が部分的に重なり，膨らんだ状態に

なることがある。この状態になると，線の曲がり，折れ，

食い込みなどが発生して，材料をきずつけることがある。

これを防ぐために整列巻取機が使用されている。

３.２ システムの狙い

一般に薄板をドラムに巻く場合，ドラムの軸方向に材料

と材料が重ならないように巻いていき，ドラムの端のとこ
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図２　ストレート式伸線機の制御ブロック図
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ろで折り返し，反対方向に巻いていく。これを繰り返して

多層の巻取りを行っている。

この折返しの仕方によっては，ドラムの両端部分が盛り

上がったり，あるいは逆にへこんだりすることがある。

折返し時の動作を決めるパラメータを決定し，折返し時

のトラバーサの動きを制御して整列巻取りを実現した。

３.３ システム構成

図３にシステム構成を示す。

トラバース軸，巻取軸の駆動装置には VG7を採用し，

HMIには PODを採用した。

SXと VG7，PODの各機器とは SXバスを介して接続し

た。トラバースの基準信号となる巻取軸のパルス信号は，

巻取軸用VG7からトラバース用VG7に直接接続する方式

とした。

３.４ 制御の概要

３.４.１ トラバース軸制御

図４に制御ブロック図を示す。

ボールねじのピッチ，減速比などの機械定数，材料の幅，

巻取ピッチなどの製品に関する条件をあらかじめ PODの

画面から入力する。

システムは与えられた条件から巻取軸の基準パルスに対

するトラバース軸のパルス比率を演算してトラバース用の

VG7に与える。トラバース軸は巻取軸からのパルス列信

号を基準信号としてパルス列同期運転を行い，等ピッチ送

りを行っている。

ドラム端でトラバースを反転させる際，すぐに折り返す

とドラム端に占める材料が少なくなるので，へこみが生じ

やすくなる。

そこで，ドラム端ではトラバースを一時止め，巻取軸が

あらかじめ設定された角度だけ回転した時点で，反転動作

を行っている。このようにして材料の密度を平均化するこ

とで，盛り上がり，へこみのない巻取りを実現している。

３.４.２ 巻取軸制御

巻取制御は，周速一定制御方式にて行う。ストレート式

伸線機と同様，巻取ドラムの巻径を演算にて求め，巻取軸

を速度制御している。

３.５ SXの適用

SXによるプログラミングにおいて，以下のような効果

が得られた。

パルスの高速読出し

トラバースの折返し時の動作を精度よく行うためには，

巻取軸の角度検出のばらつきを抑える必要がある。SXと

VG7を SXバスで接続することにより，巻取軸のパルス

データの SXへの取込みを高速に行うことで，ばらつきを

（1）
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抑えている。

変数名連携機能

SXと PODの間は変数名連携機能によって結合してい

る。PODからのデータの書込み，読出しをアドレスの指

定ではなく，機器名称（デバイス No.）などの変数名で行

えるので，PODの画面作成を効率よく行うことができた。

ラインシステムへの応用

４.１ システムの概要

樹脂加工あるいはコーティング加工などの，加工ライン

の多くはおよそ入側，中央，出側の三つのセクションから

構成される。今回紹介するラインの構成は以下のとおりで

ある。

入側セクションはアンワインダ，フィードロールおよび

入側アキュムレータにより構成される。中央セクションは

コータおよびドライヤの組合せにより構成される。出側セ

クションは出側アキュムレータ，フィードロールおよび巻

取機により構成される。加工ラインの仕様を表１に示す。

４.２ システムの狙い

樹脂加工あるいはコーティング加工などのライン設備に

おいては，設備導入以来 20 年近くが経過している設備も

多く，その老朽化あるいは既設直流機設備の交流化による

設備更新が推進されている。

従来，このようなラインの制御には，専用のコントロー

ラなどを用いて構築されることが多かったが，設備投資の

縮小に伴い，低コストでのシステム構築が要求される。

今回，ライン制御のコントローラとして SXを適用し，

汎用機器により，システムの構築を行ったので紹介する。

４.３ システム構成

システム構成と制御ブロックを図５，図６に示す。

駆動装置には VG7を適用しており，計 10 台のドライブ

システムである。SXからの制御指令は，Tリンクにより

VG7と通信している。

主回路の構成は，ラインに共通の整流器を二組に分けて

設置し，各インバータは，直流中間回路で結合している。

ライン運転する場合，各駆動軸は材料によってつながる

ことになり，互いに影響し合い，回生運転になることがあ

る。また，アンワインダは連続的に回生運転になる。この

回生エネルギーを他の駆動部分で活用できるよう，直流中

間回路で結合してエネルギー効率の高いシステムを実現し

た。

非常停止時は，急減速による回生エネルギーが生じるた

め，インバータに制動用の抵抗器を付属して回生エネル

ギーを消費させている。機械には摩擦負荷があるので，回

生エネルギーの一部は摩擦負荷によって消費される。この

ため，制動抵抗器はすべてのインバータに付属させず，必

要容量だけを付加している。アキュムレータ部分では，ア

キュムレータの前段あるいは後段の作業が円滑に行えるよ

う，材料が数十パス分蓄積されている。適切な蓄積量にな

るよう，ダンサロールによる補正にて速度制御している。

しかし，材料の破断などで稼動部が落下する可能性がある

ため，これを加速度センサで検出し，機械ブレーキを動作

させて安全を確保している。

４.４ 制御の概要

アンワインダおよびワインダの制御には，テンション

ピックアップを使用した張力制御を適用，また，供給材料

の端面をそろえるために，エッジポジションコントロール

を行った。フィードロールからドライヤまでの各ロールの

駆動軸は速度制御を採用した。中央セクションはダンサ

ロールなどを設置せず，機械構成を簡素化するため，ド

ロー制御を適用した。また，加減速時は，各ロールの到達

時間が一定となる制御を行った。

４.５ SXの適用

SXによるプログラミングにおいて，以下のような効果

が得られた。

高い制御精度

コータとドライヤ間の速度制御においては，相対速度に

精度を持たせる必要がある。高速浮動小数点演算による実

数演算により，設定精度を 0.02m/minとした。

FB化

ライン制御全体の制御要素を考えると，各ロールの制御

部など，同様の制御演算を必要とするところがある。表２

（2）

（1）

（2）

富士時報 Vol.75 No.12 2002

686（28）

表１　加工ラインの仕様 

緒　言 
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最 低 速 度 

入 側 速 度 
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加減速時間 

非 常 停 止 

設 定 精 度 

制 御 精 度 

仕　様 

50～80m/min 

2.5m/min 

120m/min 
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図５　加工ラインのシステム構成
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に示す制御部を FB化して，同様な制御については FBを

複数回使用して，全体のプログラムを構築した。

RAS 情報収集

各 VG7と Tリンク通信することにより，各インバータ

の故障，状態などの RAS 情報を一元管理した。

データ収集・解析への応用　

前章までは，SXが駆動装置の制御に適していることか

ら，各種ドライブシステムへ適用した事例を紹介した。し

かし，ドライブシステムへの適用においては，制御だけで

はなく，その運転状態を監視する機能も必要となる。場合

によっては，故障発生時の原因究明を行うために，数ms

単位でのインバータの制御データのモニタが必要となる。

このような要求に応えるために，SXを適用したデータ

収集・解析のシステムを以下に紹介する。

５.１ システム構成

システム構成を図７に示す。

SXは上位のパソコンと Ethernet
〈注〉

により接続し，駆動

装置である VG7とは SXバスにより接続する。パソコン

には，富士電機のデータ収集・解析支援のパッケージソフ

トウェアである「f（s）NISDAS-x」（以下，NISDASと

略す）をインストールする。

５.２ データ収集・解析の概要

SXバスによる通信により，SXは VG7の駆動制御デー

（3）
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〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

表２　適応FB

名　称 

ディジタルMRH 
 

比率設定演算回路 

ダンサ制御 

速度変換 

張力制御 

機械損失測定回路 

マルチ表示器 

外部から速度設定を押しボタンでアップ，ダウン 
する機能。加速・減速時間およびSカーブを設定 
できる。 

相対あるいは絶対比率を演算する機能 

ダンサロールによる速度補正機能 

ライン速度をモータ回転速度に変換する機能 

テンションピックアップによる張力制御機能 

機械損失を測定する機能 

速度設定，実測値およびトルク電流値を表示させ 
る機能 

主機能 

C
P
U

I
／
O

P
S

Ethernet

SXバス 

VG7S

SX

（s）NISDAS-x

図７　データ収集・解析のシステム構成
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図６　加工ラインの制御ブロック図



コントローラのドライブシステムへの適用

タを最速 1ms 周期にて取り込むことが可能である。

NISDASがインストールされたパソコンは，SXのデー

タを収集し，逐次ハードディスクに保存する。また，収集

したデータをリアルタイムでチャート画面に表示するとと

もに，データの監視を容易に実現した。

図８にチャート画面例を示す。

NISDASには，データを解析するためのさまざまな解

析ツールが準備されている。例えば，これを使用すること

により駆動制御装置の周波数応答の解析が可能である。

あとがき

SXとベクトル制御インバータ VG7を組み合わせたド

ライブシステムの適用例について紹介した。

ドライブシステムの制御においては，同一機能が複数回

使用されることが多い。今回紹介した例のように，同一機

能の部分を FBにすることで，プログラムの作成が容易に

なり，さらにその他システムへの応用も容易になる。

SXは制御用コントローラの中核として，ドライブシス

テムへの応用も，今後ますます増加してしていくものと考

える。

最後に，本稿へのシステム事例記載に際し，快く承諾い

ただいたユーザー各位に感謝申し上げる次第である。
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図８　チャート画面例
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まえがき

経済活動が広域化，グローバル化している現在，企業に

は国内だけでなく，世界を視野に入れたコストや品質など

で一層の競争力が求められている。このような環境の中，

生産・製造設備の現場では，省力化・コストダウンを目的

とした安定・安全操業のための効果的な設備管理の実現が

強く望まれている。

現在，多くの生産・製造設備の現場では，設備が高機能

化・高性能化してきているにもかかわらず，合理化・省力

化の影響で，高度な知識を持った保守員が確保しにくい状

況にあり，より平易で効果的なソリューションが望まれて

いる。また，設備の維持や保守を請け負うメンテナンス

サービス会社や機械メーカーでは，広域分散化するメンテ

ナンス対象に対して，より効率的で充実したサービスが低

価格で実現できるソリューションの提供が望まれている。

このようなニーズに対応するために，富士電機では，急

速に発展，低価格化してきている IT（Information Tech-

nology）を応用したリモートメンテナンスシステムを提供

している。

本稿では，統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」

（以下，SXと略す）と組み合わされる公衆回線利用の富

士オンラインアダプタ（FOA）と，イントラネット・イン

ターネット利用の SX-Webモジュール（以下，SX-Web

と略す）について，その概要を紹介する。

富士オンラインアダプタ（FOA）

２.１ 特　徴

すでに稼動している設備の遠隔監視システムに最適

FOAは SXのローダポートに直接接続するため，SXの

ハードウェア構成を変更することなくシステムを構築でき

る。また，各種の設定はローダソフトウェアの初期設定と

同様に FOAに直接書き込むため，SXのプログラムを変

更する必要がない。

FOA１台で多彩な用途に対応

FOAの機能として，故障監視機能，データ蓄積機能，

積算時間監視機能を有しており，これらの機能を併用して

使用することにより，設備の故障監視・解析，生産実績管

理，各種計測，設備の予防保全など幅広い用途に対応でき

る。また，リモートモードを利用すれば，支援ツール

（D300win）によるリモートプログラミングも可能である。

さらに，コントローラ間のデータ交換として，プログラマ

ブルコントローラ（PLC）間通信機能も有しているため，

遠隔地にあるコントローラと直接データ交換が可能である。

標準監視（モニタ画面）ソフトウェアを用意

パソコンによる監視用ソフトウェアを標準で用意してい

るため，ネットワーク技術やプログラムローダ操作に精通

していなくても，容易にシステムの構築や運用ができる。

また，この監視ソフトウェアは，カスタム画面との対応

も可能であり，Visual Basic
〈注 1〉

や Visual C++
〈注 2〉

で作成した

ユーザー固有の画面で，設備の監視を行うことが可能であ

る。

選べる通信網

通信機器は，RS-232C，ATコマンド対応であれば使用

でき，携帯電話，PHS，モデム，TAPなどが使用可能な

ため，設置場所の通信環境と通信コストに応じて選ぶこと

（4）

（3）

（2）

（1）

コントローラのリモート監視・保守システムへの適用

689（31）
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〈注１〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

図１　FOAの外観



コントローラのリモート監視・保守システムへの適用

ができる。

２.２ 外　観

図１に FOAの外観を示す。

２.３ システム構成

図２にシステム構成を示す。

２.４ 機　能

図３に機能の概要を示す。

２.４.１ FOAから遠隔監視パソコンへの発信機能

故障監視機能

FOAにあらかじめ設定した故障フラグを検出すると，

あらかじめ設定したコントローラの内部データを読み出し，

監視パソコンへ発信する。これを受けて監視パソコン側で

故障解析ができる。

図４に故障監視機能の構成と画面例を示す。

データ蓄積　

コントローラから指定条件ごと（定周期またはフラグの

変化のいずれか）で読み出す。読み出したデータは FOA

内のメモリに蓄積しておき，指定の発信条件（蓄積回数，

定周期またはフラグの変化のいずれか）で監視パソコンへ

自動発信する。

この機能により，故障時のロギングデータ，電流，電圧，

圧力などのアナログ値のトレンドや一定期間の運転状態な

どを時間幅で監視できる。

図５にデータ蓄積機能の構成と画面例を示す。

積算時間監視機能（3）

（2）

（1）
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図３　FOAの機能概要
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図２　システム構成
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図４　故障監視機能の構成と画面例
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図５　データ蓄積機能の構成と画面例



コントローラのリモート監視・保守システムへの適用

コントローラに接続されている各種デバイス（電磁開閉

器，制御リレー，センサなど）の，積算稼動時間，連続稼

動時間，オン・オフ回数を監視し，設定値を超えた時点で

監視パソコンに通知する。各種デバイスの寿命予測ができ

るので，点検作業の効率化や保守品の計画的な在庫管理が

可能である。

図６に積算時間機能の構成と画面例を示す。

２.４.２ 監視パソコン

読込み操作とデータ編集

任意・自動収集・連続回線接続によるリアルタイムモニ

タ（連続サンプリング）での読込みを行い，データ形式や

タイムチャート，グラフでのモニタおよび CSV（Comma

Separated Value）ファイル化を行い，Excel
〈注 3〉

での帳票編

集が可能である。

電子メール転送機能

故障監視機能の情報を携帯電話などへ電子メールで自動

転送する機能も標準装備している。これにより，緊急時の

迅速な対応が可能である。

カスタム画面とのリンク

グラフィック画面のカスタム化にも対応可能で，これに

より，機械設備のモニタのみでなく，部品交換時期などの

自動計算や故障解析の応用なども可能である。また，監視

パソコンからのデータ変更も可能であるため，機械設備の

遠隔操作も可能である。

リモートローダ機能

監視パソコンから，リモートモードに自動的に切り換え

D300winの遠隔操作が可能である。D300winを終了後，

監視モードに自動的に復帰する。

２.５ その他

MICREX-F 版 FOAもラインアップしている。監視ソ

フトウェアや初期設定ローダソフトウェアは，SX 版と併

用が可能である。

SX-Webモジュール（SX-Web）

３.１ 特　徴

SX-Webは，SXのベースボード装着形モジュールで，

イントラネットやインターネットを経由した遠隔地の機械

設備のリモートメンテナンスを実現するものである。

SX-Webを使ったリモートメンテナンスシステムは，

FA分野だけでなく，各地に分散した設備をメンテナンス

センタで監視，管理するような要素を持った分野に幅広く

適用できる。

SX-Webは Webブラウザによる監視，異常時の電子

メール送信，任意タイミングでの FTP（File Transfer

Protocol）データ送信，支援ツールによる遠隔操作などの

機能を搭載している。これらの機能を利用して現場の情報

を合理的に収集し，省力化，計画的な保守，より的確で迅

速なメンテナンスサービスなどを実現することができる。

IT 応用製品として，SX-Webを適用したリモートメン

テナンスシステムは，次のような特徴を持っている。

いつでも，どこでも，装置情報の確認が可能

インターネットに接続し，パソコン標準搭載のWebブ

ラウザソフトウェア，電子メールソフトウェアで遠隔地の

装置のモニタ・設定や異常警報電子メールの受信が可能で

ある。

インターネットに接続された情報環境をフルに生かし

たメンテナンスシステムの構築が可能

HTML（Hyper Text Markup Language）の機能を利

用することで，SX-Webのコンテンツからメンテナンス

センタのデータベースにリンクし，装置のマニュアルの閲

覧や詳細なトラブルシューティングなども容易に行うこと

ができる。

複数の現場設備のデータを一つの FTPサーバに保存す

ることで，データの収集・管理が容易になる。

現場設備と監視側間との連携作業によるトラブル復旧

時間の短縮が可能

Webブラウザによるモニタが数箇所から同時に可能で

ある。また，同一パソコン上での Webブラウザと支援

ツールの同時起動も可能である。

遠方からの通信費を安く抑えることが可能

３.２ ハードウェア

SX-Webの外観を図７に示す。SXのベースボード上に

装着するモジュールである。前面には，Ethernet
〈注 4〉

のケー

ブルを装着する RJ45モジュラジャック（10/100Mビット

/秒オートネゴシエーション）とアナログモデムや PHSア

ダプタ，DoPa 端末のような機器を接続するための Dsub

コネクタを装備している。

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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〈注３〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図６　積算時間機能の構成と画面例



コントローラのリモート監視・保守システムへの適用

３.３ 機　能

SX-Webの機能は，モジュールへの各種初期設定から

現場のモニタ，トラブルの復旧までの一連の作業がこのモ

ジュールですべて対応できるよう配慮して，搭載している。

機能と用途の関係を図８に示す。図９にユーザー作成の

コンテンツ画面例を示す。機能の概要は次のとおりである。

Webサーバ機能

遠隔地にあるパソコンのWebブラウザでコントローラ

データのモニタ・設定が行える。データの表形式表示やト

レンドグラフ表示などを標準で搭載している。Webモ

ジュールに対する各種初期設定もすべてWebブラウザに

て行う。

電子メール送信機能

あらかじめ設定したイベントにより，所定のあて先へ電

子メールを送信する。

FTP送信機能

あらかじめ設定したイベントにより，トレンドデータや

CPU内データをバイナリ形式ファイルで外部 FTPサーバ

に保存する。

セキュリティ機能

ユーザー名とパスワードにより，使用者や設定操作を制

限することが可能である。

リモートローダ機能

パソコンからシーケンスのモニタなど，SXの支援ツー

ル（D300win）のリモート操作ができる。

PPP（Point-to-Point Protocol）機能（オプション）

電話回線との接続サービスである。PPP 接続により上

記の各種機能を実現する。

ユーザーコンテンツ作成および書込み機能

ユーザーが作成したコンテンツでのWebブラウザ監視

を行うための支援機能である。

３.４ システム構成例

SX-Webは TCP/IP（ Transmission Control Proto-

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図７　Webモジュールの外観
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図８　Webモジュールの機能と用途の関係

図９　ユーザー作成のコンテンツ画面例
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col/Internet Protocol）ベースの通信を行っており，LAN，

ISDN，PHS，DoPa，アナログモデムなどユーザーのネッ

トワーク環境に合わせて最適な接続方法が選択できる。以

下に SX-Webを適用したリモートメンテナンスシステム

の構成例を紹介する。

図 は，インターネットを利用したシステム構成例であ

る。

この例では，装置側の異常発生などを知らせる電子メー

ルを監視側で受信したことをトリガにして，Webブラウ

ザによるモニタを行い，詳細確認・解析を行う。

また，あらかじめ設定したカレンダ時刻に装置の各種情

報を自動的に FTP送信させている。FTPサーバに蓄積さ

れた情報は必要時に監視側パソコンで読み出し，加工して，

日報・月報や稼動記録などの資料を作成している。

インターネットを介すシステムの場合，監視側から装置

にアクセスするために，装置側に，固定グローバル IPア

ドレスを持っている必要がある。また装置側から電子メー

ルを送信するためにはインターネットサービスプロバイダ

との契約が必要である。しかしながら，これらのインター

ネットと接続するための費用は近年急速に低価格化してき

ており，リモートメンテナンスシステムでの適用が可能に

なってきている。

図 は，イントラネットを利用したシステム構成例であ

る。

イントラネットを利用する場合も，前記のインターネッ

トを利用した場合の使い方は問題なく実現できる。さらに

イントラネットの場合は，プロバイダ関係費用や通信費の

問題から開放されるため，監視側パソコンのWebブラウ

ザによる装置の連続的なモニタ監視作業が可能である。

あとがき

SXを使った機械装置のリモートメンテナンスを実現す

る FOAと SX-Webの概要について紹介した。これらの

製品を適用することで，より容易に経済的なリモートメン

テナンスシステムが構築できるものと考える。

リモートメンテナンスシステムを構築するためのインフ

ラストラクチャーとして重要なキーワードである ITの進

歩のスピードには，目を見張るものがある。今後も，IT

をタイムリーに取り込んだ製品を開発し，リモートメンテ

ナンスソリューションとして市場に提案，提供していく所

存である。

１１

１０
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①あらかじめ設定した異常の発生通知をメールで 
　もらい，Webブラウザで確認，解析などの作業 
　を行う。 
②定時刻に稼動状況データを自動的にFTP送信。 
　監視側パソコンで，FTPサーバのデータを読み 
　出し，月報や稼動記録の資料を作成する。 
③支援ツール（D300win）のリモート操作により 
　詳細なトラブルシューティングを行う。 
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図１０　インターネットを利用したシステム構成例

①定期的（連続的）にWebブラウザで装置状態をモニタする。 
②あらかじめ設定した異常の発生通知をメールでもらい，Webブラウザで確認， 
　解析などの作業を行う。 
③定時刻に稼動状況データを自動的にFTP送信。監視側パソコンで，FTPサーバ 
　のデータを読み出し，月報や稼動記録の資料を作成する。 
④支援ツール（D300win）のリモート操作により詳細なトラブルシューティング 
　を行う。 
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図１１　イントラネットを利用したシステム構成例
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まえがき

近年における社会の情報化の流れを受け，ビル管理シス

テムにおいてもライフサイクルコストの低減を目的とした

管理対象機器の拡大とマルチベンダー化に対する強い要求

がある。しかしながら，従来，ビル内に点在する設備ある

いは機器の制御方式・通信プロトコルはベンダーごとに異

なっており，異なるベンダーの納入した設備および機器相

互の接続は容易ではなかった。これら要求への対応として，

BACnet，LONWORKS
〈注1〉

を代表とするビル管理に適したネッ

トワーク・技術により，制御機器のオープン化・標準化が

進行している。

富士電機においても LONWORKS対応機器として，大容

量高速データ処理が必要なノードを容易に実現可能な統合

コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（以下，SXと略

す）用に LONWORKSインタフェースモジュールを，さら

に分散配置された分電盤設置を目的とした LONWORKS対

応のＩ/Ｏターミナル，電力監視機器などを開発した。

本稿では，これらの機器の概要を紹介するとともに，こ

れらを適用した富士通（株）の LONWORKS対応ビル監視シ

ステムの開発，納入事例およびその標準化手法について述

べる。

ビル管理システム

従来のビル管理システムの制御系は，ビル内に点在する

設備との入出力をインタフェースするリモート I/O 装置

（リモートステーション：RS）とそれらを集中制御するコ

ントローラ（DPS）で構成されている。また，空調，照明，

その他の電気設備ごとに独自システムが構築され，システ

ム構築においてはそれらシステム間の通信プロトコルの調

整が大きなウェイトを占めていた。図１に従来システムを

示す。

図２に LONWORKSを適用したシステム構成例を示す。

LONWORKSと Ethernet
〈注2〉

のゲートウェイ機能を有するイン

テリジェントコントローラ（Icont）の下にインテリジェ

ントな RS 盤や I/Oターミナルが配置される構成となって

コントローラのビル管理システムへの適用
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前枝　昌弘（まええだ　まさひろ） 永田　康則（ながた　やすのり） 福井　行夫（ふくい　ゆきお）
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図１　従来システム

〈注１〉LONWORKS：米国Echelon Corp. の登録商標

〈注２〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図２　LONWORKSを適用したシステム構成例
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おり，従来のリモート I/Oを集中制御していたコント

ローラはなくなっている。

LONWORKSシステムの特徴は次のとおりである。

異なるベンダーの機器や設備の接続が容易

従来，個別に構築されていた空調や照明，受配電系の

ネットワークの統合により，トータルコストダウンが可能

である。さらに，各制御情報の統合と連動制御により，省

エネルギーも図れる。

設備の接続がフレキシブル

フリートポロジー配線および接続台数制約の大幅な緩和

により，配線コストの削減ができる。

設備あるいは機器の拡張が容易

機器に制御機能を内蔵するというコンセプトにより，増

設や改造時の変更が該当機器だけに限定できる。

LONWORKSビル管理システムに適用した SXや I/O

ターミナルの機能・特徴を下記する。

２.１ SX

LONWORKSシステムでは機器への Neuron
〈注 3〉

チップ搭載

による小規模ノードの分散設置を基本としている。しかし，

現実の設備機器配置ではある程度機器が集中するため，制

御機器を集約した制御盤を設置する場合も多く，機能の集

約が可能な大規模ノードを適用することでスペースとコス

ト削減が狙える。また，機能単位を超えた分散は逆に応答

性を阻害し，大規模ノードでの一括制御がよい場合もある。

このような制御盤に SXを適用した。

LONWORKSシステムでは，機能をファンクショナルプ

ロファイル（FP）単位としている。SXはプログラマブル

コントローラ（PLC）の国際標準言語 IEC61131-3（670

ページの「解説」参照）に準拠したプログラム言語を採用

しており，FPあるいはネットワーク変数（NV）単位に

作成したプログラムをファンクションブロック（FB）化

することが可能で，機器ごとに異なる入出力構成や処理内

容に効率的に対応できる。

SX 適用により実現するシステム開発上のメリットを下

記する。

FPは表形式ツールにより定義が容易

LONWORKSに不慣れでも表形式ツールにより FPある

いは NVを容易に定義でき，LONWORKS上のノードとし

ての SXで使用できる。

アプリケーションソフトウェアとの変数名連携が容易

上記のツールにより出力されたファイル中の NV名称を

SXのプログラム変数としてそのまま使用できるため，効

率的な機器開発が可能である。

高速大容量処理の実現が容易

Neuronチップでは実現困難な，熱源制御や蓄熱制御な

どで要求される高速応答性やデータ処理が可能である。

図３に SXの外観，図４に LONWORKS上の NVの定義

画面例，図５に NVを SXプログラムの変数としてそのま

ま使用した例を示す。

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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〈注３〉Neuron ：米国 Echelon Corp. の登録商標

図４　LONWORKS上のNVの定義画面例

入出力モジュール 

CPUモジュール 

LONWORKSインタフェース 
モジュール 

図３　SXの外観

図５　NVをSXプログラムの変数としてそのまま使用した例

図６　I/Oターミナルの外観
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２.２ 分電盤用 I/Oターミナル

LONWORKS対応 I/Oターミナルとして，DI16 点，DO8

点，DIO 混合タイプを用意している。入出力点数が少な

く分散設置される設備への適用を目的としている。適用シ

ステムの中には，分電盤としてパルス入力，DI，DOの組

合せにより少点数単位で分散設置される要求があった。そ

こで，DIO 混合タイプにパルス計数機能を付加した分電

盤用 I/Oターミナルを開発した。搭載する NVは，RS 盤

として適用した SXシステムと共存しても上位監視系から

は同じ扱いが可能なように，同一 FPとして共通化を図っ

た。図６に I/Oターミナルの外観を示す。本 I/Oターミ

ナルの納入実績としては，医療センターおよびガス会社ビ

ル向けがある。

ビル管理システムへの適用

３.１ ビル管理システムへの LONWORKS導入事例

今回，富士通（株）が構築した某大学向けビル管理システ

ムの導入事例を図７に示す。

システム全体は電力監視システム，一般設備監視システ

ム，入退管理システムおよび画像管理システムに大別され

る。電力監視システムおよび一般設備監視システムにおい

ては，監視対象機器からの情報は RS 盤にて収集され，

Icontを通じてヒューマンインタフェースモジュール

（HIM）に集約される。HIM には監視ソフトウェア

Futuric/SXが搭載されている。また，Icontと RSとは

LONWORKSで接続されている。本システムは，将来的な

設備の増設にも容易に対応可能である。

ここでは，この電力監視システムおよび一般設備管理シ

ステムについて，情報の流れ，ソフトウェアの標準化手法

などを述べる。

３.２ 監視入出力と LONWORKS上の FP

RSに接続される監視対象入出力は発停操作，故障・警

報，パルス計数，アナログ処理などに大別される。これら

の処理は SX 用のアプリケーションプログラムとして部品

化（FB化）し，効率化を図った。

発停操作

Icont 側からの発停操作（ディジタル出力）は NVとし

て RSに送信される。RSはこの指令により，オン・オフ

のパルス信号をディジタル出力モジュールから外部に出力

する。発停の結果は外部からのフィードバック信号として，

ディジタル入力モジュールに取り込まれ，不動作あるいは

状態不一致があれば，Icont 側に通知される。この NVは

標準 NV（SNVT_state）を採用した。一連の処理（パル

ス変換，フィードバック信号監視処理など）は SXの FB

で実行される。

故障・警報入力

設備の故障・警報信号は RSのディジタル入力モジュー

（2）

（1）
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図７　某大学向けビル管理システムの導入事例
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ルに入力され，状態変化時に，標準 NV（SNVT_state）

として Icont 側へ送信される。

パルス計量

電力量などのパルス入力は RSのディジタル入力モ

ジュールに入力される。この入力は SXのプログラムで積

算され，積算値は標準 NV（SNVT_count）として Icont

側に出力される。

アナログ入力

SXのアナログ入力モジュールはマルチレンジ仕様と

なっており，電圧・電流のいずれにも対応できる。今回は

Icont 側から LONWORKSのコンフィギュレーションプロ

パティ（CP）による指示により，レンジ選択を可能とし

た。

また，アナログ入力値は選択したレンジにより絶対値が

異なるが，標準 NVの SNVT_lev_percent（相対値）を

採用したことにより，レンジに依存せず，共通に使用可能

とした。

図８に部品化した発停操作用の FB，図９に FPを示す。

このように機能を FB化することでプログラムの再利用が

容易となった。

また，表１は本節で説明した各監視入出力をそれぞれの

RSに展開した，都内の某技術センターへの納入事例であ

る。

３.３ システムの応答性

監視入出力は LONWORKS回線上で NVとして送受信さ

れる。通常稼動時はもちろん，異常発生時でもシステム全

体の許容時間以内の応答時間をキープしなくてはならない。

このような場合の LONWORKS上の回線トラフィックにつ

いては，実際にアナライザなどを使用して回線トラフィッ

クの調査を行い，10 ％以下になるように Icontにおける

LONWORKSアプリケーションの設計を行った。

LONWORKSの場合，発停や設定などの Icontからの制

御応答は回線トラフィックに左右されやすい。そこで，状

（4）

（3）
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図８　部品化した発停操作用のファンクションブロック

図９　発停操作の FP

表１　各RSの監視入出力構成事例 

RS盤名称 

B2RS-1 

 

 

B2RS-2 

 

B2RS-3 

 

 

B2RS-4 

 

 

B1RS-1 

14RS-1 

　合計 

操作 

発停 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

49 

 

 

0 

1 

60

CPU

NP1PH 
-16

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14

ベース 

NP1BS 
-13

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14

DI

NP1X16 
06-W

8 

2 

 

8 

5 

 

3 

3 

8 

3 

 

 

3 

4 

47

電源 

NP1S 
-22

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14

LON

NP1L 
-LW1

DO

NP1Y16T 
09P6

1 

 

 

1 

 

 

1 

6 

1 

 

 

 

 

1 

11

AI

NP1AX04 
-MR

 

7 

3 

 

4 

6 

3 

 

 

6 

9 

1 

 

3 

42

計量 

0 

 

 

0 

 

2 

 

 

5 

 

 

0 

0 

7

計測 
4～20mA

40 

 

 

38 

 

10 

 

 

61 

 

 

0 

11 

160

切換 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0

状態 

58 

 

 

4 

 

10 

 

 

73 

 

 

0 

2 

147

警報 

84 

 

 

190 

 

6 

 

 

115 

 

 

35 

48 

478
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態や警報などの NVはイベント通知とし，変化があった場

合のみ Icontへ通知するように設定した。また，計測や計

量などの NVは１分間隔の定期収集とし，Icont １台あた

りで収集する計測・計量ポイントをおおむね 300 点以内に

収めることで通常時の回線トラフィックを抑えた。

３.４ RS（SX）のソフトウェアの標準化

RSの各入出力処理は FBとしてソフトウェア部品化さ

れている。しかし，各 RSの入出力構成はビル物件ごとに

異なる。そこで，SXで構成する１ノードあたりのシステ

ム構成を標準化（パターン化）し，アプリケーションプロ

グラムはこれらの FBを組み合わせて開発した。

実際のビル物件での適用の際は，各 RS盤の入出力構成

を展開・確定した時点で，それに対応するアプリケーショ

ンを選択し，このパターンにないシステムのみ新たにアプ

リケーションを作成して標準化（パターン化）した。この

ような標準化を進めた結果，最近の物件では新たにプログ

ラムを作成する必要がほとんどなくなり，プログラム作成

効率が飛躍的に向上した。

また，ここで確定した SXのモジュール構成の範囲内で

の細かい入出力の追加・削除も Icont 側からの CPによる

指示により，LONWORKS回線を通じて容易に対応可能と

した。

３.５ システムの柔軟性・信頼性

RSに適用した SXは，汎用の PLCとして豊富なモ

ジュールを用意している。最適なモジュールを選択し，シ

ステムを構成することにより，柔軟かつミニマムコストで

LONWORKSノードの構築ができる。また，分電盤のよう

な小規模点数の分散には，I/Oターミナルを組み合わせる

ことで柔軟なシステム構築が可能である。

SXは CPUの冗長化や並列給電によるシステムの高信

頼性化が可能である。信頼性が特に要求される場合は，

CPUの冗長化でシステムの信頼性を高める構成とした。

また，設備配置によって LONWORKS 機器を Ethernet

経由で Icontに接続しなければならない場合もある。市販

ゲートウェイを介在させて Icontと接続することにより，

今回開発した標準システムを容易に適用可能な構成とした。

３.６ 納入実績

納入実績を表２に示す。

あとがき

ビル管理設備に LONWORKSを導入して標準化を図った

適用事例を紹介した。

オープンネットワークとしての LONWORKSはビル管理

分野のほか，FA・PA分野などにも適用拡大が予想され

る。今後とも，エンジニアリングサポートや対応機器の拡

充など，ユーザー要求への迅速な対応と支援を行っていく

所存である。
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表２　納入実績 

物件名 

都内 医療センター 

都内 某技術センター 

北陸 某県庁舎 

都内 複合ビル 

都内 某広告代理店本社ビル 

関西 災害医療センター 

関西 某ガス会社ビル 

東北 某電力会社本社ビル 

都内 某テレビ局本社ビル 

中国 某国立大学 

関西 某国立大学 

関西 某国立大学 

完工 

2001-11 

2001-12 

2002-11 

2002-10 

2002-10 

2003-4 

2001-3 

2002-4 

2003-3 

2002-8 

2002-12 

2002-11

特記事項 

 

 

 

 

市販ゲートウェイ使用 

 

 

市販ゲートウェイ使用 

 

SX CPU二重化 

市販ゲートウェイ使用 

市販ゲートウェイ使用 

5,512 

1,496 

2,392 

2,332 

3,360 

696 

877 

1,456 

6,308 

864 

2,192 

236

LONWORKS 
管理点数 

25 

18 

56 

35 

45 

8 

3 

20 

138 

23 

25 

3

RS数量 

SX

7 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

6 

1

Icont 
台数 

400 

 

 

 

 

 

85

I/Oターミナル 
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まえがき

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（以下，

SXと略す）は数ミリ秒で１スキャンを実行する高速性と

IEC 言語採用，構造化プログラミングによるソフトウェア

作成の利便性を持ち合わせている。本稿ではこれらの特徴

を生かし，SXを温度制御に適用した例を紹介する。

前半では PID 制御用ソフトウェア部品（PID FB）を使

用した温度制御システムを，後半ではグループ会社である

富士電機インスツルメンツ（株）で開発している盤内収納型

温度調節計（温調計）を紹介する。この盤内収納型温調計

は SXをプラットフォームとしている。

温度制御システムの概要

温度制御は，一般プロセスを制御する PID 制御で，圧

力制御，流量制御などと性格が似ている。温度制御の特徴

は，制御対象の時定数が長く，ゲインが高いことであり，

一般に制御対象は，「熱しやすく冷めにくい」場合が多い。

例えば，始業時の昇温時間は，操業ロスタイムとなるた

め，大容量のヒータを使用し，高速に昇温を行う。このた

め，プロセスゲインは，5 ～ 10 倍に達し，大きなオーバ

シュートが発生しやすくなる。いったんオーバシュートが

発生すると，冷却時定数が長いため，制御安定までに時間

がかかり，結局操業ロスタイムとなる。また，材料の組成

が変化するなど，他の弊害も起こす（図１参照）。

このように，温度制御では，オーバシュートを極端に嫌

うため，一般的な PID 制御のみでは，良好な制御結果が

得られないことが多く，温調計では，各社工夫を凝らした

制御アルゴリズムを使用している。

SXではこのような温調計を含め，従来，ハードウェア

モジュールで実現していた制御機能をソフトウェアパッ

ケージ化し，提供している。

SXのソフトウェア機能モジュール

SXは，IEC 規格（国内規格化済み JIS B 3501 ～ 3503）

に準拠している。特にプログラミング言語の規格

IEC61131-3（670ページの「解説」参照，JIS B 3503）の

大きな特徴であるプログラムの再利用を促進するプログラ

ムの部品化と構造化プログラミングの手法はプログラミン

グ効率を著しく向上させる。制御内容を機能区分し，各機

能区分をユーザー自身がファンクションブロック（FB）

化することによりユーザーは容易に再利用することができ

る。

SXではこの機能を活用して，従来，ハードウェアモ

ジュールで実現していた機能の一部を FB 化してアプリ

ケーションソフトウェアとして再利用できるようにしてい

る。アプリケーションソフトウェアとして実現された機能

は，ソフトウェアを入れ替えることでさまざまなバリエー

ションに対応でき，そのたびにハードウェアモジュールを

交換する必要もない。

SXではこのようなアプリケーションソフトウェアを

FBパッケージ商品として準備している。主なものとして，

汎用シリアル通信における主要プロトコル FBパッケージ，

位置決め制御用 FBパッケージ，PID 演算用 FBパッケー

ジなどがある。ここでは PID 演算用 FBパッケージを利

用した温度制御について紹介する。

プログラマブルコントローラ（PLC）で温度制御を行う

コントローラの温度制御システムへの適用
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宮宗　　潔（みやそう　きよし） 川浦　正人（かわうら　まさと）

設定値 

オーバ 
シュート 

温度 

時間 

温調計の制御結果 

昇温時間（操業ロスタイム） 

PIDの制御結果 

図１　温度制御に求められる制御結果
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場合，従来は温度制御専用の温調計を外部に用意し，設定

温度や現在温度などをシリアル通信によって PLC 側の

シーケンスプログラムと連携するように作成されることが

多い。SXを使用した PID 演算用 FBパッケージによる温

度制御では次のような特徴がある。

標準 PLCハードウェアで完結

SXの標準入出力と PID FBで構成し，専用ハードウェ

アモジュールが不要である。

システムの規模に合わせて入出力を追加し，FBを複数

使用することで複数ループが制御可能である。

シーケンスプログラムとの連携が容易

外部に温調計を置かないことで，外部温調計との通信モ

ジュール，通信ソフトウェアが不要となる。また，SXの

アプリケーションプログラムとして温度制御を行うので，

設定温度や現在温度，各種警報などは直接 SX内部のメモ

リとしてアクセスできる。

POD（プログラマブル操作表示器）との連携が容易

通常，SXシステムには PODが付くケースが多い。温

調計のパネルをイメージした画面を作成することでユー

ザーインタフェースも良好となる。高価な調節計にしかな

いようなトレンド画面表示もシーケンスプログラムと

PODで容易に作成できる。

PID FB による温度制御システム

４.１ PID FB を使用したソフトウェア温度制御システム例

SXの PID FBを使用して温度制御を行ったシステム構

成例を図２に示す。上位系システムからの指示を目標値，

測温体からの温度を現在値とし，PID FBにより PID 演算

結果の操作出力で操作器をコントロールし，温度制御を

行っている。操作器とは炉，槽などを加熱または冷却する

機器で，ヒータに通電する電流を制御する調節器，燃料の

供給停止を行うバルブなどをいう。目標値は上位系システ

ム以外にも PODを介してマニュアルで設定することも可

能となっている。PID FB 関連のプログラムの一部を図３

に示す。

測温体は PT（測温抵抗）モジュールを介して入力され

る。操作量はアナログ出力モジュールを介して操作器をコ

ントロールする。目標温度，現在温度を温度スケールによ

り「℃」から「％」にスケール変換し，PID FBの入力値

としている。PID FBは演算結果として操作量を出力する。

求まった操作量は「％」の次元を持っているので，この値

をアナログ出力モジュールのスケールに合わせたインテ

ジャ値に変換しアナログ出力モジュールに出力している。

PID FBは温度急変の程度，制御対象で操作器の応答速

度から考えて 100msの制御演算周期としている。

プログラムは RUN_SWという信号を条件に PID FBが

演算を開始するようにしている。パラメータのセットは

PARAsetの FBで行っており，RUN_SW信号が入ると最

初の 1スキャン時のみパラメータをセットするように作ら

れている。AUTO_SWによりオート・マニュアルの切換

ができ，マニュアル時はM_MV変数の値がそのまま操作

出力となる。警報処理はパラメータで設定した現在温度の

上限・下限を超えたときに出力される警報信号をアラーム

としている。アラームが発生しても PID FBの動作は継続

させ，制御は停止しないようにしている。また DEMOス

イッチにより，現在温度も温度センサからのアナログ入力

値とデモ値を切り換えられるようになっている。

本システムで使用している PODにより，PID FBの設

定値の入力，現在値表示や，PID FBの各種パラメータを

設定できるようになっている。試運転で調整された PID

などの各パラメータは電源断でも消滅しないようにリテイ

ン領域（保持メモリ領域）に定義されている。さらにプロ

グラム更新によりプログラム格納アドレスが変化しても以

前のリテイン領域にあるパラメータで継続してシステムを

運転できるように，パラメータ領域は AT指定（絶対番

地指定）されている。ハードウェアの温調計を使用したシ

ステムでは PODと温調計のデータのやり取りを行うプロ

グラムが SXコントローラ側に必要であるが，PID FBを

使用することで PODから直接メモリアクセスが可能とな

りプログラムレスで接続することができる。PODの画面

例を図４に示す。

（3）

（2）

（1）
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上位系システム 

操作器 

SX

測温体 

制御対象 

POD

図２　システム構成例
/

/

（＊測定値入力の選択＊） 

（＊パラメータ異常＊） （＊運転指令＊） 

（＊オート/マニュアル＊） 

DEMD_SW G
PV_AI IN0

PV_DEMO IN1

PV_Al_W
SEL_INT

（＊操作量のスケール（逆）変換＊） 

（＊測定値異常＊） 

MV DATA
INT#0 OUT_L

INT#4000 OUT_H

MV_AO
_PSCL_0

PARAset_1

SET
PARA PARA

PARAset
NOT

OR PV_ALM
PV

NG

AUTO_SW

RUN_SW001

PV
RUN

PHA
MV MV

NG

SV SV PLA
M_MV

RUN_SW

M_MV DHA
MODE DLA
_AT SHA

SLA
MHA
MLA
ERR
NG

STATUS
AT_OK
AT_ERR

PARA PARA PARA

_PPID

（＊測定値のスケール変換＊） 

PV_AI_W DATA
INT#0 IN_L

INT#4000 IN_H

PV
_PSCL_I

_PPID_1

（＊BCD設定値の型変換＊） 

SV_BCD SV
W_BCD_TO_INT

図３　FB関連のプログラム
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４.２ PID演算用 FBパッケージの概要

PID 演算 FBパッケージは数種類の FBと，パソコンか

らパラメータを設定することのできる支援ユーティリティ

プログラムがセットになっている。主な FBの種類を表１

に示す。

PID FBは PID 演算を行う機能と各種警報アラーム処理

を行う機能がある。PID FBには比例帯，積分定数，微分

定数以外にも各種パラメータがある。PID FBの主なパラ

メータ一覧を表２に示す。基本的には目標値と現在値を入

力とし，PID 演算結果として操作量を出力する。FBは目

標値，現在値，操作量をすべて「％」の値として扱い，

ユーザープログラム側で工業値に変換することで汎用性を

高めている。

PID FBは SX 内の定周期プログラムとしての動作が前

提となっている。この周期時間についてはシステム構築時

にユーザーの指定により決定される。PID FBのパラメー

タに積分定数や微分定数など時間の次元を持ったものがあ

る。このような値に対し PID FBでは無次元（回数）で扱

い，プログラム周期（何秒ごとに動作するか），制御周期

（プログラム動作時，何回ごとに演算するか）を使って

FB 内部で時間に換算して動作する。例を示すと，FB 自

体が 100msの定周期プログラムとして登録されていて，

パラメータの“制御周期”が 10 回と設定されている場合，

パラメータの“積分時間”の 100 回というのは 100ms ×

10 回× 100 回＝ 100 秒を意味する。PID FBのパラメータ

支援ユーティリティプログラムの画面例を図５に示す。

支援ユーティリティプログラムはパラメータを SXコン

トローラ内部のメモリに設定したり，SXコントローラ内

部のパラメータを表示したりすることができるパソコンの

Windows
〈注〉

アプリケーションソフトウェアである。設定さ

れた各パラメータ情報はプログラミングローダ（D300win）

におけるプロジェクトファイルの中に同時に格納されプロ

グラムと同様に SXコントローラにダウンロードすること

ができる。

SXベース盤内収納型温調計

次に SXをプラットフォームとした盤内収納型の温調計

について紹介する。

近年，盤サイズの小型化の要求や，PODの普及に伴い，

温調計を盤前面に配置せず，盤内に収納したり，温度指示

は PODで集中して行うなどの要求が増え，盤内収納型で

多ループ集中型の温調計の市場が形成されつつある。

このような背景から今回，SXベース盤内収納型温調計
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図４　POD画面例

表１　主なPID  FBの一覧 

名　称 

PID

2位置 
　　オン・オフ 

プログラム設定 

折れ線近似 

測定値（PV）と設定データ値（SV）によりPID演算を 
行い，アナログ出力値（MV），警報などを出力する。 

測定値（PV）に対して不感帯によるオン・オフ制御を 
行い，ディジタル出力値（MV），警報などを出力する。 

あらかじめ定義された時間的に変化する設定値に従って 
制御する。 

入力データと折れ線データ（パラメータファイル）に 
より折れ線近似演算を行い，演算結果を出力する。 

概　要 

表２　PID  FBの主なパラメータ一覧 

名　称 

SH：設定値 
　　 上限 

PH：測定値 
　　 上限 

MH：操作出力 
　　　上限 

DT：制御周期 

P：比例帯 

I：積分時間 

D：微分時間 

－25～125.00％ 

－25～125.00％ 

－25～125.00％ 

1～32,767回 

0.01～327.67％ 

0～32,767回 

0～32,767回 

値の範囲 説　明 

SVアラーム検出のための上限値 
として使用する。上限リミット値 
としても使用する。 

PVアラーム検出のための上限値 
として使用する。 

MVアラーム検出のための上限値 
として使用する。上限リミット値 
としても使用する。 

演算出力すべき時間間隔として 
使用する。 

比例帯の値として使用する。 

積分時間の値として使用する。 
※ ＝0は積分動作なし 

微分時間の値として使用する。 
※ ＝0は微分動作なし 

図５　PID FB のパラメータ設定画面例

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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を開発し製品化した。

温調計は，制御性，使い勝手の面など特化された製品で

あるため，この性格を失わず，SXの拡張性や通信機能，

PODなどの魅力ある特徴を最大限に生かすことを念頭に

おいて開発を行った。

SXベース盤内収納型温調計は，SXの FB 機能を使っ

て，ソフトウェアで作成した仮想の温調計が，SXコント

ローラ上で複数台動作する構成とした（図６参照）。さら

に使い勝手を考慮し入出力の割付も固定とした。

プラットフォームが SXであるため，シーケンス設計者，

システムエンジニアなど計装設計者以外のあらゆるユー

ザーを対象とするので，最初から多機能のコントローラを

実装しても，かえって手に余ると考えられた。そこで，単

機能の温調計として好評を博しているマイクロコントロー

ラ X（型式：PXR）の機能を搭載することとした。

ソフトウェアは，プリインストールされており，入出力

も固定で割り付いているので，通常の温調計のように配線

を行い，電源を入れるだけで使用することができる。ハー

ドウェアは，SXコントローラなので，指示計はないが，

オートチューニング・セルフチューニング機能，ファジィ

制御，警報機能，ランプソーク機能など，PXRとまった

く同一の使い勝手と制御性能が得られる。

特徴は以下のとおりである。

盤内取付けタイプの集中型温調計であり，1システム

で，4 ～ 16ループの制御が可能である。

ループ数ごとのパッケージ構成のため，複数台の温調

計を使う感覚で，簡単にシステムを組むことができる。

SXの持つ豊富な I/O，ネットワークにより，拡張性

が高く，PLC，PODとの高速接続が簡単にできる。

SXベース盤内収納型温調計は，下記の用途に最適であ

る。

多ループの温調計を盤内に集約したい場合

（省スペース，保守性の向上）

操作・監視は，PODで集中して行いたい場合

（操作・監視性の統一と向上）

PLCと温調計を組み合わせて動作させたい場合

（温度制御とシーケンス制御のドッキング）

大規模システムの一部に温度制御が必要な場合

（システム拡張性，ハードウェアの統一）

あとがき

SXにおける温度制御システムの応用例について紹介し

た。

PID FBを利用したアプリケーションを組むことで温度

制御システムを構築できることを述べた。PID FBは PID

演算を簡単に行える拡張命令として位置づけられ，制御対

象ごとにアプリケーションを変えていくことが容易にでき，

温度制御以外にもさまざまな制御に適用できる。

SXベース盤内収納型温調計は SXコントローラを使用

して温調計そのものを実現し，アプリケーションプログラ

ムなしで温度制御を行うものである。入出力やループ制御

プログラムを含めたマルチチャネルの温調計そのもののソ

フトウェア版といえる。

SXの温度制御システム構築に際し，本稿が参考になれ

ば幸いである。（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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入力 

仮想PXR　＃1

仮想PXR 
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PID 出力 
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メータ 

SV
PV

入力 

仮想PXR　＃2

PID 出力 
パラ 
メータ 

SV
PV
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PID
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出力 

AO

DO

ランプ 
ソーク 

DI

警報 

AT

入力 

仮想PXR　＃3

PID 出力 
パラ 
メータ 

SV
PV

入力 

仮想PXR　＃16

PID 出力 
パラ 
メータ 

SV
PV

図６　SXベース盤内収納型温調計の内部ブロック図
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まえがき

近年，ディジタル信号処理技術の目覚ましい発展により，

FA機器においても，ディジタル信号処理の機器が主流で

あるが，計測センサの出力や，高速処理が必要なアクチュ

エータ指令など，アナログ信号で処理されている機器は依

然と多い。

従来，高速に変化するアナログ信号を確実に計測・収集

するには専用の計測器が用いられていた。しかし，機器が

高価であること，常時設置のシステムに適さないなどの課

題があった。

これらの課題に対応し，統合コントローラ「MICREX-

SXシリーズ」（以下，SXと略す）の高速性，多彩なプロ

グラム機能，豊富な周辺装置を活用して，高速アナログ

データ収集システムを構築した。

本稿では，高速アナログデータ収集システムの構成と適

用例について紹介する。

システムの構成

高速アナログデータ収集システムの構成を図１，機器構

成リストを表１に示す。

本体部は基本演算プロセッサとして SXの高性能CPU：

SPH300，高速アナログ入力モジュール，収集データ蓄積

デバイスとしてメモリカードモジュール，測定開始トリガ

入力，警報出力などの入出力としてディジタル入出力モ

ジュールで構成される。

モニタ装置としてプログラマブル操作表示器（POD）：

UG221を使用し，高速な SXバスで接続することにより，

リアルタイムな測定波形の表示を実現している。主要モニ

タリング画面を図２に示す。

また，測定したデータはメモリカード（PCカード）に

記録されているので，パソコンで読み込み，市販の表計算

コントローラの高速アナログデータ収集システムへの適用
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福住　光記（ふくずみ　みつのり） 高橋　秀夫（たかはし　ひでお）

POD 
UG221

SX

アナログ 
4チャネル 

メモリ 
カード 

図１　高速アナログデータ収集システムの構成

図２　現在サンプリング波形表示画面

表１　機器構成リスト 

型　式 機器 

SX

POD

NP1S-22 

NP1PS-32R 

NP1BS-08 

NP1F-MM1 

NP1X1606-W 

NP1AXH4-MR 

NP1Y16R-08 

NP1C-P8 

UG221H-SC4 

UG03I-S

数 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

仕　様 

電源 

CPU 

ベース8スロット 

メモリモジュール 

16点入力 

高速アナログ4チャネル 

16点出力 

SXバスケーブル 

5.7インチSTNカラー 

SXバスインタフェース 
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ソフトウェアなどでデータ処理を行うことができる。

システムの仕様

３.１ 基本仕様

表２にデータ収集システムの仕様を示す。

アナログ値の収集・記録，モニタ表示，しきい値による

上下限異常判定など，さまざまな目的での使用が可能であ

る。

測定時間は，5 ～ 300 秒の範囲で，1 秒単位の指定がで

きる。

この測定時間を 1サイクルとして管理しており，以下の

特徴と機能がある。

多チャネル・高速データ収集

最大４チャネルのアナログデータを最短 2msで同時収

集でき，最大 2,000ポイントのデータを計測できる。

マルチレンジ入力に対応

アナログ入力のレンジは，電圧 4種類，電流 3種類のレ

ンジに対応している。また，チャネルごとにレンジを選択

することができる。

しきい値警報出力

測定サイクルごとに最大 8領域に分けて，おのおののし

きい値による異常判定が行える。

各しきい値は，上下限，上上限，下下限の設定ができる。

各しきい値の判定結果により，外部警報（DO信号）を，

出力することができる。

また，領域の指定は，サンプリング数で指定する方法と，

外部入力信号により指定する方法がある。

計測開始の外部信号トリガに対応

PODからの計測開始指令以外に，外部入力信号により

計測を開始することができる。

リアルタイムデータ波形モニタ表示

記録中のデータをリアルタイムに画面に表示でき，前回

の表示データ上に上書き表示するので，前回値と比較しや

すい。図２は，前回波形上に，リアルタイムに波形を上書

きしている状態を示している。

過去のデータ波形表示

しきい値異常発生時のデータ波形とその前後の波形を自

動的に記録し，再表示できる。

異常発生前，後の状態が的確に把握でき，異常発生の原

因解析が行いやすい。

領域の最大（小）値記録

しきい値判定用の８領域について，測定結果の最大値ま

たは最小値を記録できる。

記録した最大（小）値は，トレンドグラフとして表示す

ることができる。このトレンドグラフにより，サイクルご

との最大（小）値変化の傾向をとらえ，異常判定のしきい

値を決定するデータとして有効である。

また，最大（小）値を記録したサイクル数も保存してい

る。図３に最大値トレンド波形の表示画面例を示す。

この例では，サイクルごとに徐々に最大値が増加してい

るのが分かる。

３.２ 収集データ解析支援ツールの仕様

支援ツールとして，パソコン用の解析支援ソフトウェア

を提供しており，下記の機能がある。

全収集データの波形表示

収集したサイクル波形，トレンド波形などメモリカード

に記憶しているすべての波形をパソコン上に表示させるこ

とができる。

支援ツールを使って，サイクル波形を表示した例を図４

に示す。

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.12 2002

704（46）

表２　データ収集システムの仕様 

アナログ 
　　　入力 

ディジタル 
　　　入力 

入力チャネル 

入力レンジ 
（チャネルごと 
　　　　　  選択） 

入
出
力
仕
様 

計
測
仕
様 

デ
ー
タ
保
存 

（
メ
モ
リ
モ
ジ
ュ
ー
ル
へ
） 

4チャネル 

0～10V，0～5V，1～5V 
±5V，±10V 
0～20mA，4～20mA， 
±20mA

判定範囲トリガ 

サンプリング起動 
　　　　　トリガ 

入　　　力 

計 測 時 間 

点　　　数 

起　　　動 

停　　　止 

4チャネル 

5～300秒（1秒きざみ） 

最大2,000ポイント/サイクル 

サンプリング起動トリガ立上りまたは 
　　　　　　　　　　　　　　　　PODから指令 

指定数サンプル後自動停止 
（500/1,000/1,500/2,000） 

サイクル 
波形出力値 

最新4加工サイクル×4チャネル 

異常前後 
サイクル 
波形出力値 

最新3加工サイクル×4チャネル 

判定範囲 
最大負荷 
（または 
  最小負荷） 
　　　履歴 

最新1,000加工サイクル×8領域 

1点 

8点 

ディジタル 
　　　出力 

判定範囲異常 

判定範囲プレ異常 

サンプリング中 

1点×7 

1点×7 

1点 

図３　最大値トレンド波形の表示画面例
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CSV（Comma Separated Value）形式でファイル保

存

メモリカードには，測定データがバイナリデータ形式で

保存されているが，CSVファイル形式に変換して保存す

ることがきる。

また，このツールは，市販の表計算ソフトウェアとマク

ロプログラミングで作成しており，ユーザーにてカスタマ

イズが可能である。

３.３ 拡張仕様

３.３.１ ネットワーク対応

SXの多彩なプログラム機能と豊富な周辺機器により，

システムの拡張が容易である。

図５に Ethernet
〈注〉

にて本システムを接続した例を示す。

Ethernet 対応とするためには，基本システムに Ethernet

モジュールを追加している。

基本システム構成時は，メモリカード経由にて計測デー

タをパソコンに転送する必要があるが，Ethernet 接続に

よりパソコンから，常時，データ収集，監視，設定などが

可能となる。

３.３.２ 高機能解析ソフトウェア

３.２節で紹介した支援ツールに加えて，高機能解析支援

ソフトウェアを提供している。

下記の追加機能がある。

重ね合わせ表示機能

複数の測定波形を重ね合わせて表示することにより，異

常な波形，傾向を分析できる。

動画表示機能

測定波形を１波形ずつ連続的に表示し，時系列に波形を

確認できる。

三次元（3D）重ね合わせ表示機能

最大 100 個の測定波形を立体的に表示でき，表示グラフ

の回転，拡大が可能である。

トレンド傾向解析機能

複数の最大（小）値トレンドを同時表示し，傾向を視覚

的に分析できる。

これらの機能により，測定した膨大なデータの解析支援

を行い，診断領域の決定，しきい値の決定を行うことがで

きる。図６にトレンド傾向解析の画面例を示す。

３.３.３ ユーザーでのカスタマイズ機能

SXは国際標準規格 IEC61131-3（670ページの「解説」

参照，JIS B 3503）言語を採用しているので，ユーザーで

自由に機能のカスタマイズが可能である。

また，この規格で定義されているファンクションブロッ

ク（FB）仕様を用いて，SXは，さまざまな機能を FBと

して提供している。

これらの FBを応用して組み込むことにより，機能拡張

が容易に行える。

適用例

本システムを工作機械の主軸モータ負荷特性測定システ

ムに適用した例を紹介する。システム構成を図７に示す。

工作機械のモータ駆動電力供給線に新たに開発した高速

電流センサ（CT）を取り付け，モータの駆動電流を計測

する。

測定結果例を図８に示す。

図８は，図２の正常時の波形に対して，主軸の突発的な

負荷変動を検出した波形である。

この波形が，加工中のデータとして，異常な値であるか，

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）
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図４　データ解析支援ツール画面

SX SX

パソコン 

Ethernet

図５　ネットワーク接続例

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

図６　高機能解析支援ツール画面例
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正常な負荷変動範囲であるかの判定は，サイクルの領域ご

とにおのおののしきい値を設定することにより区別して判

定することができる。

これにより，工作機械の異常を検知し，不良加工製品の

排除などに応用できる。

また，加工サイクルごとのデータを蓄積しておくことに

より，初期サイクルと多サイクル加工実施後の加工波形

データを比較し，負荷特性の変化を分析することができる。

図９に負荷特性の変化を比較した例を示す。

この例では，表示上，見やすくするために，メンテナン

ス前の測定データを太線で，初期サイクル時のデータを細

線で示している。メンテナンス前の負荷データは初期サイ

クル時のデータと大きく異なっているのが分かる。

以上を応用することにより，工作機械のメンテナンス時

期の予測，寿命予測などが行える。

また，センサを変更することにより，モータの温度，潤

滑油温度，流量，圧力，漏電検出などのデータを計測でき，

上記のしきい値判定機能と合わせて工作機械の状態監視，

保全管理に応用することができる。

あとがき

SXを活用した高速アナログデータ収集システムと適用

例について紹介した。

今後，測定対象の増加により，さまざまな測定アルゴリ

ズムの対応や，データの解析手法の対応が想定されるが，

これら機能を FBとして，さらに充実させていく所存であ

る。

また，システムの拡張では，パソコンでの解析支援ソフ

トウェアの拡充が今後の課題と考えている。

紹介した適用例は一例ではあるが，アナログ信号処理へ

の適用に際し本稿が参考になれば幸いである。
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図７　モータ負荷特性測定システムの構成
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図９　負荷特性比較

図８　モータ負荷特性測定システムによる測定波形例
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まえがき

近年，環境 ISO14000シリーズに代表される，地球規模

の環境保護および環境汚染防止の活動の高まりや，それを

受けた「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エ

ネルギー法）の改正により，工場・事業所においては電力

削減に向け一段と強化した取組みと，きめ細かい省エネル

ギー活動が不可欠となっている。

さらに，今後は産業部門に比べエネルギー消費の伸びが

大きい民生分野（ビル，百貨店，ホテル，病院など）にも

省エネルギー計画の策定や定期報告を義務づける動きも計

画されている。

このような市場動向への対応商品として，富士電機では

図１に示す高圧・低圧電気設備関連機器である「F-MPC

60」（ディジタル形多機能継電器），「F-MPC04」（配電監

視ユニット），「F-MPC04P」（電力監視ユニット）などの

「F-MPCシリーズ」の商品化を行い，さらにこれらの商

品を使用して図２に示すような省エネルギー活動の手助け

となる電力監視システムを構築してきた。

この電力監視システムの導入時において問題となるのは，

どんな方法で（インタフェース），何を（計測項目）監視

していくかであって，それぞれのユーザーにはそれぞれの

事情があり，一つのパターンで当てはめられるものではな

い。

コントローラの電力監視システムへの適用
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コントローラの電力監視システムへの適用

この問題を解決するために，コントローラを適用して電

力監視システムの構築を行ってきたが，本稿ではその内容

を紹介する。

電力監視システムとコントローラの適用

２.１ 電力監視システムの概要

電力監視システムは，新設・既設を問わず容易に導入が

行えるように，汎用パソコンを使用し，汎用 OSである

WindowsNT
〈注 1〉

で動作するパッケージソフトウェアの形態

となっている。

電力監視システムの基本的な形態は，図３の基本構成に

示すように汎用通信の RS-485で計測機器の F-MPCシ

リーズ機器を接続し，総点数 3,000 点までの計測監視を行

うことができ，計測値の表示・トレンド監視やデマンド監

視，日報・月報・年報といった帳票出力などを実現してい

る。

また，電力監視システムの設置時に工事の容易性が求め

られるが，既設の設備に導入する際は CTの設置・接続が

問題となる場合が多く，これには分割式の CTを使用する

ことで設置工事の容易性を実現している。

２.２ コントローラ適用の理由

電力監視システムの導入時にはインタフェースが大きな

問題であり，新たなインタフェースを導入するのか，既存

で利用できるインタフェースがあるのか，導入する場所の

立地条件はどうなのかなどの考慮が必要となる。

F-MPCシリーズの基本インタフェースは RS-485であ

るが，これらの条件に対応するためにインタフェース別に

専用のハードウェアを用意するのは開発面，メンテナンス

性などいろいろな問題がある。そこで，さまざまなインタ

フェースを具備する汎用コントローラを適用した。

インタフェースを決定する際は有線で考えるのか，無線

で考えるのか，既存の環境を使用するのか，新たに用意す

るのかを考える必要がある。

例としてあげると，有線であれば基本の RS-485や社内

LANであり，無線であれば無線機〔SS（Spread Spec-

trum）無線）〕や構内電話回線（PHS）などであり，また

これらの組合せが存在する。

これらさまざまなインタフェースをコントローラの適用

によって対応し，コントローラ側の処理も汎用化を考慮し

て拡張性を高める構造としている。

一方で，電力監視システムでは F-MPCシリーズ機器に

よる電気エネルギーの計測を基本としているが，それ以外

の計測も求められる場合がある。流量，温度，圧力，警報

接点信号などの用途別や，パルス信号・アナログ信号や通

信機能による計測信号などさまざまな計測信号である。

これらの信号に対してもコントローラの DI，AIで取り

込むことで対応し，汎用性・拡張性を高める構造としてい

る。

図３，表１にインタフェース，計測項目によるシステム

の構築をブロック別に示す。

コントローラ部の概要

電力監視システム用のコントローラとして「MICREX-

SXシリーズ」（以下，SXと略す）の SPH300を適用した。

SXは高速・高性能を特徴としているだけでなく，国際規
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〈注１〉WindowsNT：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図３　構成ブロック



コントローラの電力監視システムへの適用

格言語 IEC61131-3（670ページの「解説」参照）の採用，

プログラムの部品化，構造化プログラミングの導入などに

より，プログラム作成効率の向上やプログラムの再利用が

容易に行える環境を提供しているコントローラである。

さらに浮動小数点演算などデータ処理機能が優れている

ことから機械制御だけでなく，計測制御や通信制御などの

情報関連分野にも幅広く応用されている。

３.１ 計測部への適用処理

図３に示すように計測部は F-MPC機器を中心にアナロ

グ信号やディジタル信号などから構成されるが，SXから

見た計測部仕様の主な内容は下記となる。

F-MPCインタフェース：汎用通信（RS-485）モ

ジュール

F-MPC機器：F-MPC60，F-MPC04，F-MPC04P

の各シリーズ（混在可能）

F-MPC接続台数：最大 10 台

アナログ信号： 4～ 20mAによる計測（最大 56 点）

ディジタル信号：ディジタル入力による電力量計測

（最大 168 点）

SXの処理としては F-MPCに対し RS-485を通じて順

次データを収集して内部ファイルに蓄積し，上位のパソコ

ンの要求に対し蓄積したデータを送信する機能を有してい

る。アナログ信号やディジタル信号についても F-MPCと

同一なフォーマットとなるように SX 内部でデータ加工し

て送信する方式としているため，パソコンでは通信部分の

処理を共通なものとすることができる。

なお，F-MPCに対するコントローラの機能はデータの

読込みであり，パラメータの設定や入・切の制御は行って

いない。

３.２ インタフェースへの適用処理

コントローラから見た上位のパソコンとのインタフェー

スには，

RS-485 通信（図３の B-2）

RS-232C 通信（図３の B-3，B-4）

LAN（Ethernet
〈注2〉
）通信（図３の B-5）

があるが，これらの通信形態に対して今回の SXではシス

テム定義および通信パラメータの設定を変更するだけです

べての方式に対応できるようになっている。図４，図５に

システム定義，パラメータ設定の例を示す。このことによ

り，従来のようにプログラムを熟知していなくても容易に

システムの構築が可能である。

また，コントローラ１台あたりの標準システムは３.１節

に述べたとおりであるが，計測点数が多く標準では仕様を

満足できない場合が発生してもコントローラ部にてカスタ

マイズすることにより対応ができるなど，SXを使用して

いるメリットが生かされている。

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　SXのシステム定義

表１　構成表 
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（有線） 

RS-485 
分散計測 
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F-MPC機器を分 
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本形の応用形態 
（有線） 

エネルギー計測 
（RS-485） 

F-MPC計測以外 
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ギー計測も行う場 
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電話回線（内線） 

内線電話回線を使 
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小電力無線（SS 
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（無線） 
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ネットワークを 
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テム（有線） 

図５　パラメータによる通信形態の設定例



コントローラの電力監視システムへの適用

Web監視への対応

近年，主流となってきているWebを利用した電力監視

システムに対応するため，富士電機のエネルギー管理・解

析ソフトウェアである，「EcoANALYST」を組み合わせ

たシステムを構築した。システム構成を図６に示す。

このシステムの特徴は，

大規模システムに対応できる。

既設の社内 LAN回線を使用することにより回線の敷

設コストを削減できる。

Webブラウザでデータを表示でき，グラフ化も可能

である。

などが挙げられる。

このシステムを導入することにより収集したデータを管

理者が確認したり，帳票を作成するだけでなくホームペー

ジを使用したエネルギー管理の全社的な展開まで結び付け

ることも可能としている。

あとがき

本稿では省エネルギー活動が活発となる中で電力監視シ

ステムをさまざまな使用条件下で活用するためのコント

ローラの適用について紹介した。

電力監視においてデータ処理を行うためにコントローラ

を適用したわけであるが，従来の機械制御だけでなくデー

タ処理の用途に適用される例は今後も増えていくと思われ，

今後もユーザー各位，関係各位のご指導を得ながら有効な

活用を考えていく所存である。

参考文献
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情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，電力システム，放射線管理システム，FA・物流システム，環境シス
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統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（SX）は，高速処理

をはじめ，時代を先取りしたコンセプトを生かし，適用分野を拡大

している。本稿では，適用拡大を支える SXの特徴（高速化，オー

プン化）を生かし，ソフトウェアの部品化やシステムニーズへの柔

軟な対応を示した。また，実際の適用例を示し，その中で用いられ

るブロックエンジニアリングなどの開発手法や，アプリケーション

を支えるコンポーネントについても紹介する。

コントローラ適用技術の現状と展望

菱沼　正勝 増本　英夫 石井　　靖

富士時報 Vol.75 No.12 p.661-665（2002）

「D300win」は国際規格 IEC61131-3に準拠したプログラム開発

支援ツールとして発売以来，ソフトウェア製品の持つフレキシビリ

ティを生かし，さまざまな機能・性能・操作性の改良を実施，発展

しながら「MICREX-SXシリーズ」とともに好評を博してきた。

近年のプログラマブルコントローラのオープンネットワークへの対

応や，サーボモータやインバータとの組合せによる適用用途の広が

りとともに高機能・複雑・大規模化が進む制御プログラムの生産性

をさらに向上させる開発環境が求められる中，Ver.2の使いやすさ

を進化させ，快適性を増した Ver.3を開発した。本稿では D300

win Ver.3の主な特徴を紹介する。

進化するローダ「D300win Ver.3」

松本　雅好 福島　幸治

富士時報 Vol.75 No.12 p.666-670（2002）

「HEARTシリーズ」は，Excelや Visioのオフィスオートメー

ションソフトウェアで作成した制御仕様書を，プログラマブルコン

トローラ（PLC）や DCS（Distributed Control System）の制御ソ

フトウェアに自動変換し，なおかつ，その仕様書上での試験機能も

併せ持つ支援ツールである。記述した仕様書どおりにソフトウェア

が動作し，設計・製作・デバッグ作業も不要なため，高品質なソフ

トウェアと高効率なエンジニアリングが可能である。

エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

吉野　　稔 山口 真砂晴 工藤　恵優

富士時報 Vol.75 No.12 p.671-676（2002）

富士電機が提案している 3 種類のモーションコントロール方式に

ついて紹介する。ネットワーク方式では位置決め機能内蔵のサーボ

アンプで長距離の分散システム，多軸用のMCモジュール方式で

は大容量のモーションプログラムで複数機械の制御と分かりやすさ

を目的とした表形式のプログラム作成ローダ，また FB方式では同

期運転システムの考え方と電子カムのシステムについて説明する。

コントローラのモーションコントロールシステムへの適用

相田　忠勝 島田　喜秋 田尻　賢二

富士時報 Vol.75 No.12 p.677-682（2002）

統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」（SX）の特徴の一つ

である FBD言語によるプログラミングにより，駆動制御の要素を

FB化して，効率よくプログラミングを行い，ドライブシステムへ

適用した例を 3 件紹介する。また，SXの別の特徴である，SXバ

スによる高速通信を生かし，駆動装置の制御データを収集し解析す

るシステムについても 1 件紹介する。

コントローラのドライブシステムへの適用

井上　幸雄 喜納　政宏 東郷　光彦

富士時報 Vol.75 No.12 p.683-688（2002）

生産・製造設備の現場では，省力化・コストダウンを目的とした

安定・安全操業のための効果的な設備管理の実現が強く望まれてい

る。この課題のソリューションとして，富士電機では，急速に発展，

低価格化してきている ITを応用したリモート監視・保守システム

を提供している。本稿では，統合コントローラ「MICREX-SXシ

リーズ」を適用したリモート監視システムを構築するための，公衆

回線利用の富士オンラインアダプタと，イントラネット・インター

ネット利用の SX-Webモジュールの概要を紹介する。

コントローラのリモート監視・保守システムへの適用

藤田　和弘 高橋　文男 平尾　良伸

富士時報 Vol.75 No.12 p.689-693（2002）

近年における社会の情報化の流れを受け，ビル管理システムにお

いてもライフサイクルコストの低減を目的とした管理対象機器の拡

大とマルチベンダー化に対する強い要求がある。これら要求への対

応として，BACnet，LONWORKSを代表とするビル管理に適した

ネットワーク，技術により，制御機器のオープン化・標準化が進行

している。本稿では，統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」

を利用した富士通（株）の LONWORKS対応ビル管理システムの開発，

納入事例およびその標準化手法，ならびに適用商品を紹介する。

コントローラのビル管理システムへの適用

前枝　昌弘 永田　康則 福井　行夫

富士時報 Vol.75 No.12 p.694-698（2002）

プログラマブルコントローラ（PLC）のアプリケーションソフト

ウェアで温度制御を行うシステムについて紹介する。PID 制御用ソ

フトウェア部品を使用した標準的な PLCハードウェアによる温度

制御システムを紹介し，グループ会社である富士電機インスツルメ

ンツ（株）で開発している盤内収納型温度調節計（「MICREX-SXシ

リーズ」をプラットフォームとしている）を併せて紹介する。

コントローラの温度制御システムへの適用

宮宗　　潔 川浦　正人

富士時報 Vol.75 No.12 p.699-702（2002）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

The D300win, a program development and support tool that con-
forms to international standard IEC61131-3, has leveraged the flexibil-
ity of software products to further enhance and expand various func-
tions, performance and operability, and together with the MICREX-SX
series, has been well received following its introduction to the market.
Its growing range of applications, due to the recent support of program-
mable controller open networks and its use in combination with servo
motors and inverters, together with demands for a development envi-
ronment that enhances productivity of control programs having
increasingly advanced functions, higher complexity and larger scale,
have led to the development of a Ver.3 that is even easier to use than
the prior Ver.2. This paper describes the major features of the D300win
Ver.3.

New Features of PLC Programming Tool “D300win 
Ver.3”

Masayoshi Matsumoto Koji Fukushima

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.666-670  (2002)

The MICREX-SX series (SX) of integrated controllers incorporate
advanced technology such as high-speed processing and are being
applied in a wider array of fields. This paper describes flexible system
solutions and the software modularization that leverage the SX’s spe-
cial features (higher speed and open network) and which support the
growing range of applications. Also presented are an actual application
example, development techniques such as for the block engineering
used in an application, and other components that support applications.

Present View and Outlook for Applications of 
Controller Technology

Masakatsu Hishinuma Hideo Masumoto Yasushi Ishii

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.661-665  (2002)

This paper presents three types of motion control systems being
proposed by Fuji Electric: network, motion controller (MC) module,
and function block (FB) systems. For the network system, a long-dis-
tance distributed system comprised of servo amps having a built-in
positioning function is described. For the MC module system for multi-
axial use, a table format program editor/loader for controlling multiple
machines with an easy-to-understand, large-size motion program is
described. And for the FB system, concepts of the synchronous opera-
tion system and of the electronic cam system are described.

Application of Controllers to Motion Control Systems

Tadakatsu Aida Yoshiaki Shimada Kenji Tajiri

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.677-682  (2002)

The HEART series of support tools automatically generate the
control software for a programmable controller (PLC) or distributed
control system (DCS) from control specifications that have been cre-
ated with Excel or Visio office automation software. The HEART
series is also provided with a function to test those specifications. The
generated software operates according to the abovementioned specifi-
cations, eliminating the need for design, coding and debugging steps.
The HEART series enables the efficient generation of high-quality
software.

“HEART Series” of Innovative Engineering Tools

Minoru Yoshino Masaharu Yamaguchi Tomomasa Kudoh

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.671-676  (2002)

On the shop floor and at manufacturing facilities, there is a strong
desire to realize efficient facilities management in order to achieve sta-
ble and safe operation for the purposes of energy savings and cost cut-
ting. As a solution, Fuji Electric has been providing a remote monitor-
ing and maintenance system that utilizes IT. The application of IT has
developed rapidly and the technology has trended toward lower prices.
This paper presents an overview of the Fuji online adapter (FOA) that
uses public networks and the SX-Web module that uses an
intranet/internet for use in configuring a remote monitoring system
based on the MICREX-SX series of integrated controllers.

Remote Monitoring and Maintenance Systems Based 
on the MICREX-SX Series of Integrated 
Controllers

Kazuhiro Fujita Fumio Takahashi Yoshinobu Hirao

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.689-693  (2002)
A characteristic feature of the MICREX-SX series (SX) of inte-

grated controllers is its use of a function block diagram (FBD) pro-
gramming language, whereby drive control elements are modularized
into function blocks (FBs), enabling highly efficient programming. This
paper presents three examples of application to a drive system. Also,
utilizing another characteristic feature of the SX series, its high-speed
bus, an example system that acquires and analyzes the control data for
drive units is also described.

Application of the MICREX-SX Series to Drive 
Control Systems

Yukio Inoue Masahiro Kina Mitsuhiko Togo

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.683-688  (2002)

This paper introduces a system that performs temperature control
via the application software for a programmable controller (PLC). A
temperature control system configured from standard PLC hardware
and using software components for PID control is presented. An in-
panel type temperature controller based on the MICREX-SX platform
is also introduced. The inpanel type temperature controller is devel-
oped by Fuji Electric Instruments Co., Ltd., a member of the Fuji
Electric Group.

Application of Controllers to a Temperature Control 
System

Kiyoshi Miyaso Masato Kawaura

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.699-702  (2002)

In response to the information orientated trends of recent years
and with the goal of decreasing lifecycle costs, there is strong demand
that building management systems be able to control a greater variety
of devices and for the more widespread use of multi-vendors. In
response to these demands, networked technologies typified by
BACnet and LONWORKS, that are suitable for building management,
have led to control devices being compatible with open networks, and
greater industry-wide standardization. This paper introduces the devel-
opment of Fujitsu Ltd.’s building management system that supports
LONWORKS and utilizes the MICREX-SX series of integrated con-
trollers. An example of an actual delivered product, the standardization
method and applicable products are also described.

Application of Controllers to the Management 
System for an Office Building

Masahiro Maeeda Yasunori Nagata Yukio Fukui

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.694-698  (2002)



高速，小型の統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」の多

彩なプログラム機能，豊富な周辺装置を活用して，高速アナログ

データ収集システムを構築した例を紹介する。また，高速アナログ

データ収集システムの構成と特徴，システムの適用例についても説

明する。

コントローラの高速アナログデータ収集システムへの適用

福住　光記 高橋　秀夫

富士時報 Vol.75 No.12 p.703-706（2002）

地球環境保護への関心の高まりや，省エネルギー法の改正・強化

により，業種を問わず電力エネルギー使用量の削減に向けて，一段

と強化した取組みが求められている。本稿では，このような背景の

中で電力監視システムを導入する際のインタフェースや計測信号の

多様なユーザーニーズに対応するために，コントローラを適用した

電力監視システムを紹介する。

コントローラの電力監視システムへの適用

木内　恒夫 丸林　雅美

富士時報 Vol.75 No.12 p.707-710（2002）



As protection of the global environment becomes of greater con-
cern, energy conservation laws are being revised and strengthened to
require that a greater effort be made across all business sectors to
reduce the levels of energy consumption. This paper introduces an
energy monitoring system that utilizes a controller to support the
diversified user needs for interfaces and measurement signals when
installing an energy monitoring system under the present conditions.

Application of Controllers to an Energy Monitoring 
System

Tsuneo Kiuchi Masami Marubayashi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.707-710  (2002)

A high-speed analog data logging system was built using the vari-
ous program functions and diverse peripheral equipment of the high-
speed, small-size MICREX-SX series of integrated controllers. The
configuration, features and example application of this analog data log-
ging system are described.

Application of Controllers to a High-speed Analog 
Data Logging System

Mitsunori Fukuzumi Hideo Takahashi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.12 p.703-706  (2002)
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神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0024 岡山市駅元町1番6号（岡山フコク生命駅前ビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0004 那覇市銘苅二丁目4番51号（ジェイ・ツービル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（017）777-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目7番25号（朝日生命盛岡中央通ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
長 野 営 業 所 1（026）228-0475 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
松 本 営 業 所 1（0263）40-3001 〒390-0852 松本市島立943番地（ハーモネートビル）
甲 信 営 業 所 1（026）336-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
京 滋 営 業 所 1（075）253-6081 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637（朝日生命京都ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）812-6522 〒890-0046 鹿児島市西田一丁目5番1号（GEエジソンビル鹿児島）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
千 葉 製 作 所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：機器・制御カンパニー システム機器事業部 電話（03）5435-7134
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