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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/
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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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図１　D300win Ver.3 の全体画面
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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
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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。
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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。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




