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制御計測ステーション  CX1000/CX2000
CX1000/CX2000 Control and Measurement Stations

ペーパレスレコーダDAQSTATION DX100/DX200 にPID制御を搭載した，制御計測ステーションCX1000/

CX2000を開発した。最大6ループの制御機能と20 CHのアナログ測定入力を内蔵し，横河M&C社製ディジタ

ル調節計Greenシリーズと通信経由で接続することにより，更に16ループまでの制御の付加を可能とした。DX

が装備する記録・監視画面・イーサネット通信機能に加え，各種制御監視画面・制御操作・PLC通信用のラダー

通信機能などを実装した。本稿ではその概要について述べる。
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We have developed CX1000/CX2000 control and measurement stations, which have implemented

PID control function based on the functions of DX100/DX200 paper-less recorders. The CX series has

up to 6 embedded loops and 20 channels of analog inputs. With the connection with Green Series

Controllers of Yokogawa M&C via the Internet, the CX series is able to control up to 16 external loops.

In addition to the DX series’ main functions such as recording and/or monitoring display and commu-

nication via Ethernet, the CX series has also employed the new functions such as monitor display for

control loops, control operation, and ladder communication for PLC. This paper outlines the key fea-

tures of the CX series.

図１　 CX1000/CX2000の外観

1. は  じ  め  に

IT技術の急激な進化は，情報の広範囲かつ短時間の伝

達を可能とし，物流やビジネス形態など社会の変革をも

たらしている。この変革の中にあって，生産ラインにお

いても素早い状況判断と行動が求められ，現場情報のリ

アルタイムな取得は不可欠なものとなっている。このよ

うな要求に応えるべく，小規模簡易計装においても変化

が起こっている。長年主流となっていた記録計と温度調

節計の組み合わせから，PLC（Programmable Logic

Controller），SCADA（Supervisor Control And Data

Acquisition）等を組み合わせて使用する例が増えている。

上記のようなシステムでは，現場情報の発信とともに，

広い分野で応用できるフレキシビリティを備えている反

面，簡易計装においてもプログラム開発などのエンジニ

アリングが必要になり，結果的に多くのコストがかかる

ことになる。

このような背景の中，今回プログラミングの手間を省

き，配線やメニュー方式の簡単な設定だけで，監視・制

御・計測・記録を実現するネットワーク対応型制御計測

ステーションCX1000/CX2000を開発した。図1に，そ

の外観を示す。

2. 特　　長

本器を用いたシステム構成例を，図2に示す。

（1）最大6ループのPID制御機能を内蔵

実績ある横河M＆C社のディジタル調節計，Green

シリーズのPID制御アルゴリズムを移植した。
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図３　制御出力のブロック図

図２　システム構成例

（2）最大16ループの外付PIDを簡単接続

ディジタル調節計Greenシリーズを通信経由で接続

し，調節計内部設定を自動取得できる。

（3）強力な監視・操作画面を標準装備

外付けPIDに関しても，内蔵と同じ監視・操作を実

現できる。

（4）先進のネットワーク機能

Ethernetを標準装備し，Web，E-mail，FTP等のネッ

トワーク機能の使用ができる。

3. 制御出力ハードウェア構成

ハードウェアには実績のあるDX100/DX200のハード

ウェアリソースを活用することにより，共通化を図って

いる。CX1000/CX2000の開発にあたり，DX100/DX200

には搭載されていない制御出力機能が，主な設計対象と

なった。

図3に，CX1000/CX2000の制御出力機能の構成を示す。

図3で示された機能全体は，制御出力モジュールと呼

ばれる一つのモジュール内に収められている。電流出力，

電圧パルス出力，リレー接点出力の各制御出力は2ルー

プ分を備えており，ループ間は絶縁されている。また各

制御出力は，CX1000/CX2000の内部システムに異常が

あった場合に制御動作を停止して，予め設定しておいた

プリセット値を出力するフェイルセーフ機能を持つ。

DI，DO部には無電圧接点，またはオープンコレクタ

（TTLまたはトランジスタ）の入力形式を持つ6点の接点

入力（DI）と，リレー接点出力2点とトランジスタ出力4

点の合計6点の接点出力（DO）を備える。CX2000におい

ては，この制御出力モジュールを3個装着することによ

り，最大で6LOOPの制御が可能になる。

CPUとのインタフェースには新規開発のゲートアレイ

が用いられており，制御出力のコントロールを行ってい

る。このゲートアレイはパルス出力機能，PWM出力機

能，汎用I/O機能，EEPROMインタフェースを持つ。パ

ルス出力機能は時間比例のパルス出力であり，電圧パル

ス出力とリレー接点出力の制御出力に用いる。PWM出

力機能は電流出力に用いており，後段で定電圧変換を経

て定電流を出力する。汎用I/O機能は，4 bitずつ6グルー

プの合計24 bitの I/Oポートが用意されており，グルー

プ毎に入力あるいは出力の選択ができる。このI/Oポー

トを使用して，DI，DO部を実現している。
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図６　プログラム運転画面図５　チューニング画面

4. 機　　能

4.1 制御演算機能

温度，圧力，流量制御において実績のあるディジタル

調節計Greenシリーズの制御アルゴリズムを移植した。

制御の基本機能としては，以下を装備している。

（1）制御機能の種類：単ループ制御，カスケード制御，2

入力切替制御，3種の制御モード（図4）

（2）制御演算の種類：時間比例PID制御，連続PID制御，

オンオフ制御

（3）PID制御モードの種類：微分先行型PID方式，偏差

微分型PID方式

（4）制御出力：電流出力（4-20 mA, 0-20 mA, 20-4 mA,

20-0 mA），時間比例電圧パルス出力，時間比例リ

レー出力，オンオフリレー出力

（5）DO接点出力処理：警報出力，フェイル出力など

（6）リモート目標設定：外部測定端子から目標値（SP）を

リモート設定

（7）測定値（PV）トラッキング：自動モードへの切り替え

時に，目標値（SP）を測定値（PV）に追従

（8）アンチリセットワインドアップ：出力上限リミット，

もしくは下限リミットオーバーの防止機能

（9）オートチューニング：制御対象毎にPIDパラメータ

の最適値を自動設定

これらの基本機能の他に，Greenシリーズの特長的な

以下の機能を実装している。

（10）スーパー機能：測定入力のオーバーシュートを抑制

（11）ゾーンPID選択機能：設定したPIDパラメータを，

測定データ及び目標設定値との偏差により選択

（12）プログラム運転機能：予め設定したSP値のパターン

データをもとに，制御を実行する機能

4.2 表示機能

DXシリーズで装備されていたトレンド画面など，従

来の記録計としての画面はそのまま継承し，新規に制御

の操作監視に適したフェースプレート画面，チューニ

ング画面，制御オーバビュー画面を装備し，制御状態を

グラフィカルに表現できるようにした。これらの画面は

標準で装備しているので，画面構築などの複雑なエンジ

ニアリングの必要はなく，簡単な設定のみで使用するこ

とができる。（図5）

さらに，これらの画面は通信経由で接続される調節計

の操作監視画面（HMI）としても利用可能で，CX内蔵の制

御機能だけでなく外部調節計の制御機能にも，このHMI

を利用することでシームレスな環境を提供している。

また，プログラム運転を操作監視する専用画面として
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図７　プログラムパターン設定画面

「プログラム運転画面」を装備した。運転中は，予め設定

した設定値のプロファイルと，記録している測定値を時

系列に並べ，重ね合わせて表示することで，期待したプ

ロファイル通りに実行されているかをリアルタイムに監

視可能。制御と記録が一体化したメリットを活かした画

面となっている。（図6）

4.3 ネットワーク機能

CX1000/CX2000 は，ベースモデルであるDX100/

DX200と同様のネットワーク機能を有する。Ethernet通

信に関しては，通信プロトコルとしてTCP/IPを実装し，

専用コマンドによる上位ホストとのデータ転送機能を持

つ。加えて，Web，FTP，E-mail 機能を実装しており，

ブラウザによるイントラネット上でのデータモニタリン

グ，ファイル転送，警報/システム状態変化のメール通

知などを実現している。オプションとして，RS-232C/422

インタフェースを持ち，専用コマンドおよびModbusプ

ロトコルを通してデータ転送を可能としている。

CX1000/CX2000では，通信用データとして制御ループの

各データを付加し，DXの測定/演算データと等価に扱え

るようにした。

CX1000/CX2000では，DXの機能に加えて，RS-232C/

422通信ModbusプロトコルによるGreenシリーズとの

通信機能，およびGreen シリーズで実装されているラ

ダー通信機能を実装した。前者においては，接続された

Greenシリーズ機種の自動認識機能を有し，CXでの設定

を簡素化しGreenシリーズのデータ，アラーム情報を簡

単に取得できるようにした。後者においては，PLCとの

通信においてPLC上でのラダープログラム作成を容易に

し，PLCからCXの各CHデータの取得やアラーム値の

設定，制御の実行，メモリスタートなどCXに対する操

作を実現した。

5. アプリケーションソフトウェア

標準添付ソフトとして「DAQSTANDARD for CX」を

提供している。このソフトは，ハードウェアの設定機能

をもった「Hardware Configurator」とデータ表示機能を

もった「Viewer」をパッケージングしている。

「Hardware Configurator」では，CX1000/CX2000の設

定内容をネットワーク経由，またはフロッピーディスク

等のメディア経由で受信し，閲覧，編集することがでる。

また，編集した設定内容を送信し，ハードウェア側の設

定を行うことができる。

図7に，「Hardware Configurator」の一例として，プ

ログラムパターンのセグメント設定画面を示す。プログ

ラムパターン設定のセグメント設定画面では，左側に設

定項目の編集画面，右側に設定内容を視覚的に表示する

領域を作成した。この画面ではセットポイント，PVイベ

ント，タイムイベント，リピート動作の各設定値および

ユーザが編集するタイミングで，右側のセグメント描画

領域に反映することを実現している。これにより，ハー

ドウェアでの設定だけでは全体を理解しづらいプログラ

ムパターンを，ユーザは視覚的に理解しながら編集する

ことができる。

プログラムパターンは折れ線で表示し，セグメント単

位で表示する方法と，セグメント時間を使用して表示す

る方法とを切り替えることができる。ユーザは選択され

たセグメントに対して，編集，削除，挿入を行うことが

可能である。タイムイベント表示では，イベントが発生

している状態を青く塗りつぶし，イベントのオン/オフ

とセグメントの経過時間との関係を，直感的に理解しや

すいように描画している。またリピートの設定でも，リ

ピート動作が発生するセグメントの範囲を色分けし，

ユーザに理解され易いようにしている。

6. お  わ  り  に

以上，制御計測ステーションCX1000/CX2000の特長

的な機能を紹介した。監視・制御・計測・記録を簡単設

定で実現するIT時代のシンプルコトローラとして，簡易

計装のIT化に貢献していくことを期待したい。
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