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　まえがき

　統合コントローラ「MICREX-SX」は，その特徴である

CPUの高速処理性能と IEC（国際電気標準会議）言語に

よる先進のソフトウェア設計手法が受け入れられ，これま

で多くのシステムに適用されている。顧客の制御システム

の導入に対するトータルなコストダウン提案は，その成否
を決める重要な要素であり，ソフトウェア設計の効率化に

よる開発費用の低減や，省配線システムの採用による設置
費用の削減が大きな課題となるが，省配線システムとして

は AS-i（Actuator-Sensor-interface）を使用する事例が

近年多くなってきている。

　本稿ではMICREX-SXと AS-iを使用したフレキシブ

ルなシステム構築事例として，部品棚ピッキングシステム

と空調設備の自動監視制御システムについて紹介する。

　部品棚ピッキングシステム

2.1　ピッキング設備の概要

　ピッキングシステムは，自動車など各種組立工場内のラ

インへの部品供給や，アパレル・文具・化粧品などの商
品物流・配送センターにおける仕分けに適用され，部品や

商品が保管されている棚に取り付けられたピッキング表示
器の指示に従ってペーパーレスで目的の部品や商品をピッ

キングする作業支援システムである。このシステムにより，

ピッキング作業者は商品知識がなくても間違えずにしかも

スピーディに仕分け作業を行える。

　組立ラインにおける部品棚の運用イメージを図 1に示す。

2.2　制御システムの構成

　ピッキングシステムの構成を図 2に示す。全体システ

ムの統括管理機能と各棚の管理機能をそれぞれMICREX-

SXとプログラマブル操作表示器（POD）との組合せで実
現した。また，MICREX-SXの CPU二重化による故障時
の継続運転を可能とした。

2.3　ピッキング表示器

　AS-i対応のピッキング表示器として下記の 3種類を用
意し，ピッキング運用に合わせて自由に選択し，組み合わ

せて使用できる。また，表示器にはリミットスイッチのオ

プション接続も可能である。

（1）　7セグメント表示器
　2けた 7セグメント表示器と照光押しボタンスイッチ内
蔵のスレーブである。

（2）　7セグメント表示器スポットライト付き

　上記のタイプに加えて，取出し対象棚の商品や部品を照
らすスポットライトを内蔵したスレーブである。ピッキン

グすべき棚，商品や部品を視覚的に確認させることでピッ

キングミスの防止率を向上させる。

（3）　照光押しボタンスポットライト付き

　照光押しボタンスイッチとスポットライトを組み合わせ

たスレーブである。安価で単純なピッキング作業に適して

いる。

　ピッキング表示器の外観を図 3に示す。

2.4　AS-i 使用の効果
（1）　取付けと拡張の容易性
　① 　表示器は，例えばパイプ式棚への結束バンドによる

取付けなど，棚を選ばず簡単に取り付けることが可能
である。

組立ライン

部品棚

部品の使用状況に応じて
定期的にまたは適宜補給
する。

投入側
各組立工程にて
必要な部品を必要な種類・数だけ
取り出して取り付ける。

取出し側

図1　組立ラインにおける部品棚の運用イメージ
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　② 　MICREX-SXからピッキング表示器への配線は，

電源と信号の重畳により 1本の AS-iケーブルのみで

可能である。

　③ 　ピッキング表示器とケーブルはピンによる圧接接続
であり，特殊な工具が不要なため，機器の取付け・取
外しが容易である。配線は，ツリー，ライン，スター，

リング接続が可能で，H分岐コネクタ，T分岐コネク

タにより，フレキシブルな接続が可能である。

　④ 　設置後の「棚レイアウトの変更」にも柔軟に対応し，

配線を切断しての棚の移動，コネクタによる結合が容
易に可能である。

　棚取付けと配線のイメージを図 4に，ケーブルと表示器
の接続を図 5に，さらに配線トポロジーを図 6に示す。
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図2　ピッキングシステムの構成
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（2）　保守性の向上
　① 　ピッキング表示器に故障が発生した場合，

MICREX-SXの AS-iマスタモジュールに故障した

ピッキング表示器のアドレスを表示するとともに，

PODのシステム状態表示画面とアラームメッセージ

により，故障品の明確な指示が可能である。

　② 　故障の種類により，「ピッキング表示器故障」「AS-i
ケーブル短絡」「AS-iケーブル断線」を区別して検出
することが可能である。

　③ 　故障したピッキング表示器の交換時は，自動アドレ

ス機能によりMICREX-SXや表示器へのアドレス設
定作業が不要である。

　空調設備の自動監視制御システム

3.1　制御システムの構成

　図 7に空調設備の自動監視制御システムの構成を示す。

このシステムでは建屋の空調監視制御を 1台のMICREX-

SXと 3台の AS-iマスタモジュール，数十台の AS-iス
レーブで構成している。温度センサ信号や電動弁の制御信
号などが AS-iスレーブに接続され，AS-iネットワーク

を介してMICREX-SXに接続されている。

　制御システムが対象とする建屋の概要は，

　™建屋：本館棟地上 5階，倉庫棟地上 2階
　™床面積：本館棟 4,430m2，倉庫棟 205m2

　™構造：鉄骨造
となっている。この設備規模に対して AS-iの仕様である

ケーブル総長最大 300m，スレーブ台数最大 31台をフル

に活用し，3系統の AS-iと 1台のMICREX-SXでコンパ

クトにまとめられている。

3.2　空調制御・監視機能の構成

（1）　空調制御
　MICREX-SXのファンクションブロック（FB）として

パッケージ提供している，オートチューニング付き PID
（Proportional， Integral， Derivative）制御 FB，オンオフ 

制御 FBなどの調節計演算 FBを効率的に使用して空
調制御システムを実現した。MICREX-SXの高速 CPU
「SPH300」1台で，PID制御 FB 25ループ，オンオフ制御
FB 8ループを演算し，すべての制御演算を 6〜 7msで処
理している。ループ演算は，PID制御 500ms，オンオフ

制御 1,000msの定周期で処理している。

（2）　監視機能
　一般的な設備状態監視機能，記録機能は PODとプログ

ラマブルコントローラ（PLC）との連係で行っており，そ

の内容は以下のとおりである。

　①　状態変化記録
　②　警報履歴 
　③　グラフィック表示
　④　トレンド記録表示
　⑤　現在時刻設定変更
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図6　配線トポロジー
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図7　空調設備の自動監視制御システムの構成
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図8　空調設備自動監視制御システムの従来比較
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　⑥　スケジュール設定
　温度などのすべてのセンサ信号を PLCに入力し，調
節計演算を PLCのソフトウェアで実行していることから，

PID調節計を使用した場合と比較して，PID演算の詳細な

パラメータまでの自由な読み書き，トレンド表示が行える

ことが特徴となっている。

3.3　AS-i 使用の効果
　図 8に空調設備の自動監視制御システムの従来比較
を示す。オープンな省配線ネットワークである AS-iと
MICREX-SX，PODの使用によって，従来各フロアの空
調機械室にあった空調自動制御盤をなくすことができた。

これは AS-iのケーブル配線フレキシビリティ，耐環境性
の高さにより，ケーブルダクトを施設することなく，直
接現場のセンサや制御弁の近くにスレーブを設置できたこ

とで可能となった。またMICREX-SXにデータを集約し，

PID演算をソフトウェアで実現したことにより，さまざま

なオプション演算やループ間連携が自由に実現でき，各種
設定や状態表示を PODで自由に階層設計できるというシ

ステムのフレキシビリティを実現した。

　あとがき

　本稿では AS-iを使用した部品棚ピッキング制御シス

テムおよび空調設備の自動監視制御システムを紹介した。

MICREX-SXでの省配線ネットワークの採用と監視制御
機能のソフトウェア化により，フレキシブルなシステム構
築が可能となることが特徴である。

　今後も，MICREX-SXの持つネットワーク機能，周辺
機器ソフトウェア能力を生かしたトータルなコストダウン

システムの提供に努めていく所存である。
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