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レンジフリーコントローラFA-M3 Rの新機能
New Functions of FA-M3 R Range Free Controller

レンジフリーコントローラFA-M3 Rは，毎年定期的なエンハンスにより新しい機能を継続的に提供しており，

近年ではネットワーク機能を利用したリモートメンテナンス機能が好評である。今回さらに進化させたインター

ネットを利用したリモートメンテナンス機能を開発すると共に，開発効率アップ，装置のタクトタイム短縮を

目指した新しい機能モジュールを開発した。インターネット機能を利用したリモートメンテナンス機能につい

ては本誌別稿で紹介するので，本稿では，それ以外の新しいモジュール，機能を紹介する。

127

山　本　　哲　也*1 藤　本　　晃　正*1

YAMAMOTO Tetsuya FUJIMOTO Akimasa

飯　塚　　順　弘*1 田　中　　義　雄*1

IIZUKA Nobuhiro TANAKA Yoshio

FA-M3 R range-free controller has regularly enhanced its functions every year and the remote

maintenance function via network has enjoyed good reputation recently. We have newly developed an

advanced remote-maintenance function using Internet as well as function modules for the efficient

development in user’s programming and tact-time reduction. As the remote maintenance function using

Internet is described in another report, this report describes the new functions and modules of FA-M3 R

other than the remote maintenance function.

1. は  じ  め  に

ネットワーク化の波は製造装置のIT化を進め，その製

造装置の中枢であるコントローラは，IT化が必須条件と

なっている。このような中，FA-M3 Rは世界標準のネッ

トワークであるEthernetやWebモジュールにより，お

客様装置の遠隔保守を行うリモートOME（Remote Op-

eration, Maintenance & Engineering）機能をサポートし

てきた。今回は，従来のリモートOME機能をさらに進

化させた，インターネットを利用したリモートメンテナ

ンス機能に加え，お客様の装置の差別化力向上及びプロ

グラムの開発期間短縮のための機能，モジュールを開発

した。リモートメンテナンス機能に関しては，本誌別稿

に記載するので，本稿では，開発効率向上のためのプロ

グラム開発ツールWideField2，及び高速制御，高機能化，

大容量化のための位置決めモジュール，メモリカードモ

ジュール，高速データ収集モジュールなどについて，そ

の機能と特長について説明する。

2. プログラム開発ツールWideField2

プログラム開発ツールWideField2は，リモートOME

onインターネット機能をはじめ，構造体機能，デバイス

の間接指定機能，入力マクロ機能など高級言語の考え方

を取り込み，さらなる再利用性の向上と高機能化を実現

した。

2.1 構造体機能

データ形式の一つとして，C言語などで一般的に知ら

れている構造体をサポートした。有意なデータの集まり

を構造体として定義することにより，まとまったデータ

として扱うことができる。これにより，プログラムの視

認性，解読性が高まる。定義した構造体の型は，プロジェ

クト間で共通して使用することができ，また，構造体を

配列として使用することもできる。

2.1.1　構造体の構成

FA-M3 Rにおける構造体機能の概念を，図1に示す。

（1）構造体型定義

構造体の構成を構造体の型として定義する。この構

造体の型の名前とその構造体を構成するメンバ名，

各メンバのデータ型及びコメントを定義し入力する。

（2）構造体実体定義

型定義された構造体に対し，実際に使用するための

構造体名，及び各構造体メンバへのデバイス割付け

を行う。プログラム上では，この構造体名に続けて
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“．”と構造体のメンバ名を指定する。図1に示すよ

うに，構造体は，構造体メンバの定義，プログラム

で使用するための構造体の実体定義を行うことによ

り，プログラム中で使用できるようになる。

2.1.2　構造体専用命令

シーケンスCPUでは，構造体を有効利用できるように

するため，構造体専用の命令を用意している。

（1）構造体転送命令

構造体単位でデータを転送する命令である。この命

令はシーケンスCPU内部では複数の命令に展開さ

れ，リレー，レジスタなど構造体メンバの型毎にメ

ンバ数分の転送を行う。

（2）構造体マクロ

構造体を引数として使用できるマクロ命令である。

マクロ命令の内部では引数の構造体型を宣言するよ

うになっており，構造体型に登録されているメンバ

を使用してプログラムを記述することができる。

2.2 その他の新機能

（1）コメント／信号定義のシーケンスCPUへの格納

プログラム中に記述する回路コメント，サブコメン

ト，及び信号名やI/Oコメントなどの信号定義情報

を，シーケンスCPUに転送する機能をサポートした。

（2）リモートOME onインタ－ネット

インターネット技術の一つである電子メールを利用

して，FA-M3 RのリモートOMEを行う機能をサ

ポートした。相手先シーケンスCPUのメールアドレ

スを指定するだけで，簡単にデバイスデータやプロ

グラムを送受信することができる。

（3）入力マクロ

複雑な入力条件をマクロで記述する機能をサポート

した。機能の部品化がさらに容易になる。

（4）セル編集

複数セルを選択してコピー／削除を行う機能をサ

ポートした。

（5）高機能モジュールモニタ

FA-M3 Rの高機能モジュールの内部レジスタデータ

を直接モニタする機能をサポートした。今までは，

ラダーによる読込処理をした後のデータしか読めな

かったが，これにより高機能モジュールのデバッグ

効率が格段に向上する。

（6）信号定義機能

信号定義機能として，命令パラメータの信号名によ

る先行入力機能，グローバルデバイスの共通信号定

義機能をサポートした。

（7）間接指定

レジスタをポインタとして使用して，他のデバイス

をアクセスする間接指定機能をサポートした。間接

指定を使用することにより，プログラミングを抽象

的に記述できるため，プログラムの共通化，部品化

が容易になる。間接指定の例を，図2に示す。

3. 新位置決めモジュール

近年のモータ技術の進歩により，高速な起動時間を要

求するアプリケーションが増加しており，ワークの振動

を嫌いつつ高速動作を必要とするアプリケーションでは，

滑らかな加減速カーブ，高速パルス出力レートが要求さ

れている。こうした高速動作を必要とするアプリケー

ションに対して，従来の位置決めモジュールF3YP04/08-

図１　構造体機能の概念
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項　目�
�
制御軸数�
同時制御軸数�
制御方式�

位置決め機能�
�

�
出力パルス方式�
�

最大速度�
�

加減速方式�
�
加減速時間�
指令パルス範囲�

指令速度�
�

�

原点サーチ方式�
�
�
原点サーチ速度�

外部接点入力�
�
外部接点出力�
データバック�
アップ�
 1軸�
起動時間 4軸�
 8軸�

仕　様�

F3YP14-0N F3YP18-0N

 4軸 8軸�
 4軸 8軸�
位置指令パルス出力によるオープンループ制御�

PTP動作，多軸直線補間，動作中の速度変更，�
動作中の目標位置変更�

RS-422A準拠差動出力�
各軸毎に，正転/逆転パルス出力�
または，方向/パルス出力選択可�

3,998,000パルス/s（サーボモータ使用時）�
499,750パルス/s（パルスモータ使用時）�

自動台形加減速（始動速度設定可能）�
自動S字加減速（始動速度設定不可）�

0～32,767 ms（加速・減速個別）�
－2,147,483,648～2,147,483,647パルス�

0.1～3,998,000パルス/s（サーボモータ）�
0.1～499,750パルス/s（パルスモータ）�

原点入力，リミット入力により�
任意に設定可能�
エンコーダZ相使用可能�
自動原点サーチモード設定可能�

任意に設定可能�
正方向リミットスイッチ，負方向リミットスイ�
ッチ，原点スイッチ，エンコーダZ相�

偏差パルスクリア信号�
CPUモジュールによるバックアップ�
フラッシュROMによるバックアップ�
 0.09 ms 0.09 ms�
 0.25 ms 0.25 ms�
 ― 0.5 　ms

0Nの省スペース／ローコストの特長を生かしつつ，より

高速に，より滑らかにモータを制御できる位置決めモ

ジュールF3YP14/18-0Nを開発した。

（1）高速起動時間

モジュール内部のCPU周辺のハードウェア，パルス

出力開始時のパルス出力アルゴリズムを改良し，高

速化を実現した。1軸始動で0.09 ms，4軸始動で0.25 ms，

8軸始動で0.5 msと従来の起動時間最大6 msと比較

し，1軸始動時で従来比約67倍と大幅な起動時間の

高速化を実現した。これにより，アプリケーション

プログラムから動作の指令を起動してからモータが

動き出すまでの時間を大幅に短縮でき，お客様の装

置のタクトタイムを向上させることができる。

（2）高速パルス出力レート

自社開発のパルス出力用 ICを改良し，パルス出力

レートの高速化を実現した。サーボモータ使用時は

最大4 Mpps，パルスモータ使用時は最大500 kpps

とし，特にエンコーダの高分解能化とともに，高速

なパルス出力レートが要求されるサーボモータ使用

時のパルス出力レートを，従来の最大250 kppsと比

較して16倍の高速化を実現した。また，これと同時

にパルスの指令範囲も，従来の28ビットから32ビッ

トへ拡大して，16倍の動作範囲で位置指令を与える

ことができるようした。これにより，高速／高分解

能なサーボモータの性能を十分に引き出すことがで

きる。

（3）S字加減速カーブ

従来は始動速度設定可能な台形加減速のみであった

加減速のカーブについても，お客様の装置の高速化

に対応して，S字加減速カーブを選択できるように

した。装置の高速化が進むと最高速度の向上だけで

なく，最高速度へ達するまでの加速／減速の高速化

についても必要となる。S字のような滑らかな加減

速カーブを選択することにより，ワークの振動を抑

えながら，高速に加速／減速を行うことができる。

（4）高機能化

その他にも，動作中の速度変更，動作中の目標位置

変更，プログラムレスで実行可能な自動原点サーチ，

フラッシュROMへのパラメータ保存など，従来の

位置決めモジュールF3YP04/08-0Nにはなかった機

能を強化している。位置決めモジュールF3YP14/18-

0Nの仕様概要を，表1に示す。

4. メモリカードモジュール

レシピデータや運転データなど，大量データを保存す

るために，コンパクトフラッシュFAT16対応のメモリ

カードモジュールF3EM01-0Nを開発した。メモリカー

ドモジュールF3EM01-0Nの機能概要を説明する。

（1）データの保存／読出し

ラダープログラムからメモリカードモジュールに，

コマンドを書き込むことにより，CPUモジュール内

のデバイスデータを任意のファイル名でメモリカー

ドモジュールのコンパクトフラッシュカードに保存

したり，コンパクトフラッシュカードに保存されて

いるデバイスデータを，ファイル名を指定してCPU

モジュールに書き込むことができる。CPUモジュー

ルのデバイス容量が不足している場合や，定期的に

データを保存したい場合などに有効である。

（2）コンパクトフラッシュカードのオンライン脱着

FA-M3 Rの電源が入っている状態で，コンパクトフ

ラッシュカードを脱着することができる。モジュー

ル前面の「CF PWR OFFスイッチ」，もしくはモ

ジュール内の「CF PWR OFFリレー」をONする

ことにより，コンパクトフラッシュカードへの通電

を停止する。コンパクトフラッシュカードへアクセ

ス中の場合は，アクセスが完了してからコンパクト

フラッシュカードへの通電が停止する。なお，コン

パクトフラッシュカードを挿入すれば，自動的にコ

ンパクトフラッシュカードに通電，初期化がされ，

再びアクセス可能な状態になる。

メモリカードモジュールはFATファイルシステム

を採用しているので，取出したコンパクトフラッ

表１　位置決めモジュールF3YP14/18-0Nの仕様概要
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項　目� 仕　様�

記憶メディア�

メディアのファイルシステム�

メディア挿入可能枚数�

保存可能デバイス�

コンパクトフラッシュカード（TypeⅠ）�

FAT16（ロングファイル名対応）�

1枚�

CPUモジュール内のデバイス�

項　目� 仕　様�

入力点数�

絶対最大定格�
�

入力信号レンジ�
（入力信号範囲）�

許容コモンモード電圧�
�

絶縁方式�
�

分解能�
［12 bit ADC］�

データ収集周期�
�

総合精度�
�
入力バッファ�
A/D変換起動方法�

収集開始指示�
�
データ収集周期�

A/D変換出力特性�
�
スケーリング�

フィルタ  

8点差動入力�

最大：18 VDC�
最小：－18 VDC�

0～5 VDC（－0.25～5.25 VDC）�
－10～10 VDC（－11.0～11.0 VDC）�

±6 VDC以下（0～5 VDCレンジ）�
±1 VDC以下（－10～10 VDCレンジ）�

入力－内部回路：フォトカプラ絶縁�
各入力間：非絶縁�

約1.4 mV（0～5 VDCレンジ）�
約5.7 mV（－10～10 VDCレンジ）�

50μs以上（4チャネル以下使用時）�
500μs以上（5チャネル以上使用時）�

±0.2％フルスケール（23±2℃）�
±0.5％フルスケール（0～55℃）�

24,576ワード�
定周期タイマ，外部ペーサ�

出力リレー，外部トリガ,�
レベルトリガ, 内部リレー�

50～30,000μs�

－20,00 0～20,000（－10～10 VDCレンジ）�
 0～10,000（0～5 VDCレンジ）�
－20,000～20,000の範囲で設定�

マルチサンプル，移動平均�
ローパスフィルタ（バタワース，チェビシェフ）�

シュカード内のファイルは，パソコン環境で通常の

ファイルとして扱うことができる。

（3）メンテナンス機能

通常は，ラダープログラムを使用してメモリカード

モジュール内のコンパクトフラッシュカードにアク

セスするが，ラダープログラムを使用せずにコンパ

クトフラッシュカードにアクセスできるメンテナン

スモードをサポートしている。実行したいコマンド

を記述したメンテナンスプログラムを，コンパクト

フラッシュカード内に決められたファイル名で保存

しておき，モードスイッチをメンテナンスモードに

して，コンパクトフラッシュカードを挿入すること

で実行することができる。このモードでは，ラダー

プログラムや，CPUモジュール内デバイスのダウン

ロード／アップロード，エラーログの保存等ができ

る。メモリカードモジュールは，1台で複数のCPU

モジュールに一度にアクセスすることができるので，

1回のメンテナンスプログラム実行で，複数のCPU

モジュールにそれぞれ異なったラダープログラムを

ダウンロードすることができる。システム構築時や，

システム障害発生時の情報収集などでの使用を想定

している。メモリカードモジュールF3EM01-0Nの

仕様概要を，表2に示す。

5. 高速データ収集モジュール

高速データ収集モジュールF3HA08-0Nは，機械の振動

など従来のPLCの IOでは対応できなかった速いアナロ

グ信号を，変化の過程も含めてデータ収集することによ

り，設備の診断と監視，検査を行うことを目的として開

発した。例えば，タービン，発電機，タイヤなど，回転

体の診断で必要な振動の解析，射出成型器の射出圧，油

圧トルクなどのプロファイルからの正否判定，ある範囲

に渡って信号をスキャンする検査装置などに適用できる。

高速データ収集モジュールF3HA08-0Nの機能概要を，

説明する。

（1）速いデータ収集

1-4 ch使用時は50 us周期，20 kHzでデータ収集で

きる。

（2）同時サンプリング

4つのA/Dコンバータを搭載し，4チャネル同時に

サンプルし，A/D変換を行う。この機能により，複

数のポイントの同時データ収集を行うことができ，

例えば回転体の振動解析での軸受けにかかる力の同

時測定などを行うことができる。

（3）同期動作

外部トリガに同期させてデータを収集することがで

きる。ある位置や角度でのデータを必要とする装置

でのデータ収集に威力を発揮する機能である。例え

ば，エンコーダのパルス毎にデータを収集したり，

リミットスイッチをトリガに，その前後のデータを

収集することができる。

（4）必要なデータの抽出，保存

チャネル数，チャネル当たりのデータ数，収集周期

および，周波数の範囲を指定してデータ収集するこ

とができる。使用するチャネルで分け合い，最大

24,576ワードデータをバッファリングすることがで

きる。A/D変換周期でディジタルフィルタ処理を行

い，ノイズを取り除いている。高速データ収集モ

ジュールF3HA08-0Nの仕様概要を，表3に示す。

6．お  わ  り  に

今後とも，ネットワーク機能，IT 機能などユーザの

ニーズを反映して継続的にエンハンスを行い，お客様の

装置の差別化に貢献する製品を提供していく所存である。

* リモートOME，WideFieldは，横河電機（株）の登録商標です。

* その他本文中の製品名，名称は，各社の商標または登録商標です。

表２　メモリカードモジュールF3EM01-0Nの仕様概要 表３　高速データ収集モジュールF3HA08-0Nの仕様概要


