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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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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。
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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
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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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