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　まえがき

　機械・装置の高性能化・高機能化に伴い，制御用コント

ローラのアプリケーションソフトウェアは年々大規模・複
雑化が進んでいる。同時にソフトウェア開発はより短納期
が要求され，コントローラ支援ツールには，より一層の高
効率な開発環境への発展が期待されている。

　統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」のエンジ

ニアリングを支援するツールの全体構成を図 1に示す。

（1）　本格的な構造化設計により開発効率向上を追求する

「SX-Programmer Expert（D300win）」（以下，Expert 
と略す）

（2）　従来のラダー言語による開発手法を継承しつつ，

MICREX-SXの特徴である構造化設計を可能にする

「SX-Programmer Standard」（以下，Standardと略す）

（3）　システムの立上げ・運転・保守を効率よく支援する周
辺ツール群

　MICREX-SXのコントローラ支援は，これらのツール

により従来のラダー言語開発手法から本格的な構造化開発
手法までのさまざまな開発方法に対応し，開発から立上
げ・運転・保守までのライフサイクルを通して，効率のよ

い開発環境を提供している。本稿では，これらの支援ツー

ルの最近の進化について紹介する。

　SX-Programmer Expert（D300win）

2.1　概　要

　プログラマブルコントローラ（PLC）のプログラミング

言語の標準である IEC61131-3規格のコンセプトを高い水
準で実現したプログラミングツールであり，本格的な構造
化設計が可能である。Expertのプログラミング画面を図

2に示す。Expertは，近年のプログラムの大規模化・複
雑化に対応することが可能で，一層の開発効率向上，管理
効率向上を目指して改良を続けている。

2.2　構造化設計機能の強化

　IEC61131-3規格では，プログラムの構成単位を POU
（Program Organization Unit）と呼ぶ。プログラムが大規
模化すると，POUの数が多くなり管理が煩雑になるため，

関連する POUをツリーの形態でグループ管理できる機能
を追加した。この機能は，最大 6段までの階層化が可能で，

ツリー上の POU編集操作をドラッグ &ドロップで行える。

これにより，POUを機能単位や工程単位などに分類でき，

構造化設計がさらに効率的に行える。この機能の画面を図
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図1　コントローラ支援ツールの全体構成

図2　Expert のプログラミング画面
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3に示す。

2.3　大規模プロジェクト開発支援機能

　アプリケーションソフトウェアの大規模化に伴い，複数
の開発者が一つのプログラムを共同で開発するケースが増
えている。この場合，プログラムの並行開発の管理が煩雑
になり，管理工数の増加や管理ミスによる開発効率の低下
が懸念される。そこで今回，マルチユーザー支援機能を開
発した。図 4に概要を示す。この機能により，プログラム

ファイルはサーバで一元的かつ排他的に管理される。この

結果，複数開発者による同一プログラムの同時変更がシス

テム的に回避できるとともに，マスタプログラムの履歴管
理も容易となる。

2.4　変数管理機能の強化

　Expertでは，プログラムの部品化・再利用性を高める

ために，PLCメモリアドレスに依存しない変数プログラ

ミングを基本としている。変数名は，連番で定義する場合
も多く，このような場合，図 5に示すように，Excel

〈注〉

など

の表計算ソフトウェアと連携できるときわめて有効である。

Expertでは，当初から Excelとのインポート・エクスポー

ト機能をサポートしているが，さらに変数定義ワークシー

トと Excel 間のカット &ペースト操作により，変数定義
の直接利用を可能とした。この機能により，変数の定義・

管理作業を効率的に行うことができる。

　SX-Programmer Standard

3.1　概　要

　Standardは，従来型のラダープログラミングツールで

ありながら構造化プログラミングが可能である。プログラ

ム全領域スクロール，運転中プログラム変更，プログラ

ムの完全アップロードなど従来型ツールの要素を制限な

く実現している。同時に，構造化・部品化に不可欠なファ

ンクションブロック（FB），構造化テキスト言語（ST言
語）などを従来スキルで扱えるようにした。従来型ツー
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図4　マルチユーザー支援機能

〈注〉Excel：米国Microsoft Corp. の商品名称
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図5　変数ワークシート－Excel ファイル間の変数宣言相互利用



富士時報　Vol.78 No.5 2005

特  

集

コントローラ支援ツールの進化

ル上でプログラム構造化技術を容易に使えるようにするこ

とで，既存のコントローラユーザーが慣れているプログラ

ミング手法で開発効率を向上させることを目指している。

Standardのプログラミング画面を図 6に示す。

3.2　構造化設計機能の強化

（1）　FB呼出しの表現
　FBは，プログラムの部品化の仕組みであり，プロ

グラミングの効率化には欠かせない重要な機能である。

Standardでは，FBの呼出し表現方式として，図 7に示す

応用命令型と箱型の 2方式を採用している。応用命令型は

パラメータを折りたためるメリットが，箱型は入出力の相
関が分かりやすいメリットがある。 
（2）　プログラム表示
　Standardでは，POUはページとして扱われる。その表
示方式は，全体を巻物方式でスクロールするモード（従来
の PLCプログラミングの文化）と，ツリー構成で全体構
造を管理するモードを切り替えられる。このような形で，

従来の PLC文化から構造化設計文化への移行の障壁を少
なくし，ユーザーの利便性の拡大を狙っている。図 8にプ

ログラムの表示モードを示す。

3.3　ST言語と配列・構造体のサポート

　プログラムの部品化・再利用を有効に行うために最適な

プログラミング言語として，演算制御の記述に適した ST
言語を使用可能とした。ST言語で記述されたプログラム

でもアップロードや RUN中プログラム変更が制限なく行
え，ブレークポイント，ステップ実行などのデバッグ機能
も使用できる。配列・構造体もサポートしており，温度調
節制御などの計装分野への適用も可能である。ST言語プ

ログラム表示例を図 9に示す。

3.4　シミュレーション機能

　PLC実機を準備することなくプログラムのデバッグを

可能とするシミュレーション機能を標準搭載している。こ

れにより，プログラムの動作論理をパソコン上でチェック

できる。また，スイッチ，ランプなどの入出力機器を画面
上に配置でき，操作盤をイメージしたデバッグも可能であ

る。シミュレーション画面例を図 に示す。

　周辺ツール群

4.1　パラメータ調整ユーティリティ

　計装システム，温度調節制御システムなどの運転パラ

メータの調整・管理機能を有するソフトウェアである。計
装システムでは，制御プログラムに加え，運転パラメータ

の管理がきわめて重要である。このため PIDなどのルー
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図6　Standard のプログラミング画面
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図7　FBの呼出し表現方式
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図8　プログラムの表示モード

図9　Standard の STプログラム表示例
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プ制御を行う FBと関連づけられた運転パラメータの変更，

調整，履歴記録，保存などを行うツールを開発した。シ

ステムの運転・メンテナンスを行う保守員は，必ずしも

Expertのプログラミング・操作に関する知識を持つとは

限らないため，Expertとは独立した専用のツールとした。

このツールにより，プログラムとパラメータを一元管理す

ることができる。

　また，パラメータの調整・管理を行う表形式の画面は，

Expertから自動で生成するので，手間のかかる画面作成
作業は不要である。図 にパラメータ調整ユーティリティ

の画面を示す。

4.2　波形モニタユーティリティ

　コントローラによるサンプリング方式の波形表示専用
ツールである。このツールでは，分割してサンプリングし

た波形を，後で結合することができるので，1回では終わ

らないサンプリングの波形観察が可能である。結合だけで

なく，マージ，重合せなど，波形解析に有効な機能を各種
そろえている。波形モニタユーティリティの画面を図 に

示す。

4.3　PODラダーモニタ

　機械や設備のトラブル発生時の調査やメンテナンス時に，

一次診断を目的とした情報を技術者や保守員に素早く提供
し，システム復旧までの時間（MTTR）を削減すること

を目的としたツールである。Standardで開発したラダー

プログラムをプログラマブル操作表示器（POD UGシリー

ズ）で表示・モニタでき，ラダー回路上の接点やコイルに

触れてそのまま検索できるような直感的な操作が可能であ

る。PODラダーモニタ表示画面を図 に示す。

　あとがき

　コントローラ支援ツールの全体像とその進化について紹
介した。今後はおのおのの支援ツールの進化に加え，支
援ツール間の連携機能強化，CAD（Computer Aided 
Design），HMI（Human Machine Interface）ツールとの

連携強化へスコープを広げることにより，生産性向上を追
い求める所存である。
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図12　波形モニタユーティリティの画面

タッチ操作による
直感的回路検索

図13　PODラダーモニタ表示画面図10　Standard のシミュレーション画面例

図11　パラメータ調整ユーティリティの画面
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