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ネットワーク温度調節計UT3000
UT3000 Network Temperature Controller

Ethernetに直結可能で，遠隔監視・操作，E-mailによる警報発報，定刻データ送信等の特長を持ち，多点の

温度調節が可能なネットワーク温度調節計UT3000 を開発した。本稿では，UT3000 の特長・構成，および

Ethernetのアプリケーションについて述べる。
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We have developed UT3000 Network Temperature Controller, which is able to control multipoint

temperature. UT3000 can connect Ethernet directly and allow remote control operation, alert by

E-mail, periodical data transmission. This paper describes the features and the configuration of UT3000,

along with applications with Ethernet.

図1　UT3080写真

1. は  じ  め  に

温度調節計は，小型で取扱い・操作が容易で低価格と

いう手軽さが受け，各種工業炉，プラスチック成型機，半

導体設置，食品機械などさまざまな分野の装置の中で年

間数十万台が使われている。

このような分野では，従来ディスクリートに設置運用

されていた装置を連続運用したり，生産設備と品質管理

や生産管理を連動して運用できる設備が登場している。

近年ではインターネットが普及し，既にPLCには，ダ

イレクトにEthernetに接続可能なものが登場し，品質管

理情報や生産管理情報を簡単にパソコンから取れる仕組

みが確立しつつある。

UT3000ネットワーク温調計は，Ethernetなどの構内

ネットワークに直結でき，警報発生・復帰時にE-mail発

信を実現した。また，横河電機（株）の計測制御ステー

ションCX1000/CX2000シリーズと組み合わせることで，

エンジニアリングレス計装を実現した。

従来の計器パネルの世界から脱却した，生産現場と利

用者サイドを直接結びつける，新しいアプリケーション

を提案する。

図1に，UT3080を示す。

2. UT3000の概要

UT3000シリーズは，ネットワークへの対応を容易に

実現した盤内取付型の多点温度調節計で，4ループ型の

UT3040，8ループ型のUT3080，16ループ型のUT3160

の3種類を用意した。図2に，UT3080の構成を示す。各

ユニットは相互に連動し，全体として一台のUT3080を

構成する。

2.1 主な特長

・Ethernet 接続による遠隔監視，操作ができる。

・E-mailによる警報発報を行うことができる。

・横河電機製の計測制御ステーションCXシリーズと接

続することによって，エンジニアリングレスの計装を

実現できる。

・温度調節計Green シリーズで培われてきたオート

チューニング，オーバーシュート抑制機能が搭載され

ている。

・DINレールへの取り付けが可能となっており，盤内や

装置内への取り付けで，補償導線の省配線に貢献でき

る。

2.2 通信機能

UT3000はEthernetの他，PC-LINK，CX通信のネッ

トワークに接続可能で，上位機器からの監視・設定を容
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易に行うことができる。三種類の通信インタフェースか

ら，一種類を型名により選択可能である。

Ethernetインタフェースでは，LAN・インターネット

経由により，Ethernet対応のさまざまな機器との接続が

可能である。また，E-mailによる警報発報，定時データ

送信機能が使用可能である。

PC-LINKインタフェースでは，FA-M3やグラフィック

パネル等の上位機器との接続が可能である。

CX通信インタフェースでは，計測制御ステーション

CX1000/CX2000シリーズとの，エンジニアリングレスの

計装が可能である。

図3に，各種ネットワークに接続した例を示す。

2.3 測定入力

熱電対，測温抵抗体，直流電圧入力の三種類の入力か

ら，一種類を型名により選択可能である。

熱電対入力では，14種類の熱電対，2種類の直流電圧

mVから，前面ロータリスイッチにより選択可能。

測温抵抗体では，9種類の測温抵抗体から，前面ロータ

リスイッチにより選択可能。

直流電圧入力では，5種類の直流電圧入力から，前面

ロータリスイッチにより選択可能。

2.4 制御出力

トランジスタ出力，および4～20 mA出力から，一種

類を型名により選択可能である。

トランジスタ出力では，外部電源を用意することによ

り，リレーを駆動することが可能である。

4～20 mA出力では，外部電源により直流4～20 mA

を出力する。

2.5 警報機能

UT3040，UT3080，UT3160ともに，1ループ当たり

2点の警報接点出力を持つ。

各接点毎に，測定値上限・測定値下限・偏差上限・偏

差下限・偏差上下限・上下限偏差内から，機能を選択可

能である。

2.6 接点入力機能

UT3040，UT3080は8点，UT3160は16点の接点入力

機能を持つ。

図2　UT3080構成

図3　UT3000と各種ネットワークの接続
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各接点入力毎にループ番号，および切り替え機能の割

り当てを，自由に変更可能である。

目標設定値番号の切り替え，および動作モード（運転/

停止）の切り替えが可能である。

3. UT3000のアプリケーション

UT3000のEthernet通信によるリモート監視と，CX通

信によるエンジニアリングレス計装の2つのアプリケー

ション例を紹介する。

3.1 複数工程監視・操作とキーマンへのE-mail警報通知

図4に，複数工程監視・操作とキーマンへのE-mail警

報通知システムの構成例を示す。

広い工場に分散設置された装置の監視・操作も工場イ

ンフラであるEthernet/LANを使用すれば，専用回線を

引かなくても監視室で各装置の監視・操作ができ，現場

の確認作業から開放される。

また，保守・保全で計器室にいなくても警報が発生す

れば，E-mailで知らせてくれる。指定時刻に制御データ

警報状態をE-mailで通知させることもできる。

3.2 UT3000＋CXでエンジニアリングレス計装

図5に，UT3000＋CXによるエンジニアリングレス計

装例を示す。

UT3000とCXを接続し，必要なパラメータ設定を行う

だけで即，運転が可能である。CX には，あらかじめ

UT3000を監視するためのオーバービュー画面，制御グ

ループ毎に監視・操作するためのグループ監視画面，

ループ毎に制御状態を調整するためのチューニング画面

が用意されている。図6に，CXの搭載されたUT3000監

視・操作画面を示す。

また，CXに搭載されたインターネット機能，制御デー

タの記録機能を使用することができる。

標準のブラウザを使ってイントラネット，インター

ネット経由で，分析センタからの監視が可能である。

実験データをCXに記録し，一定時間毎にデータベー

スサーバにFTP転送可能です。特に，期間限定で使用す

る実験プラントなどに有効である。

4. パラメータ設定ツールSF3000

ネットワーク温調計UT3000 シリーズの機能構築を，

パソコンから容易に行うためのパラメータ設定ツール

図4　E-mailによる警報発報・定時データ送信例

図5　UT3000＋CXによるエンジニアリングレス計装 図6　CXの搭載されたUT3000監視・操作画面
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SF3000を開発した。図7に，UT3000とSF3000の接続

図を示す。

4.1 パラメータ設定機能

・制御ループ数の設定

・運転パラメータ，セットアップパラメータの設定

・外部接点入力機能の設定

・電子メール機能の設定

4.2 パラメータ書き込み・読み出し・コンペア機能

UT3000が運転を停止している時，作成したパラメー

タデータをUT3000へ書き込んだり，UT3000内部パラ

メータデータの読み出しが可能。また，SF3000で作成し

たパラメータデータとUT3000のパラメータデータとの

コンペアも可能。

4.3 電子メール機能

・警報発生時メール送信機能

各制御ループ，各警報の発生，解除，発生および解除

で測定入力値，目標設定値，警報状態，メッセージを

送信する。送信先は，複数設定可能。（最大半角256文

字まで）

・指定時刻メール送信機能

あらかじめ設定しておいた時刻に，メール送信可能。

また午前0時から最小1時間単位で，1日で最大6回測

定入力値，目標設定値，警報状態，メッセージを送信

できる。

・日付時刻合わせ機能

UT3000内蔵の時計の誤差が大きくなった時に，時刻

を合わせることが可能。

4.4 チューニング機能

UT3000 と SF3000 をリアルタイム接続することによ

り，UT3000による制御状態をSF3000からチューニング

することが可能である。

4.5 ファイル管理機能

SF3000 で作成したり，UT3000 から読み出したパラ

メータデータを，パソコンのハードディスクやフロッ

ピーディスクに保存できる。また，SF3000で作成したパ

ラメータデータと，過去に作成したパラメータデータ

ファイルとのコンペアも実行可能。

4.6 印刷機能

パラメータデータ，およびチューニング画面を，パソ

コンに接続されたプリンタに印刷可能。

図8に，パラメータ設定画面，図9にチューニング画

面の一例を示す。

5. お  わ  り  に

FA市場にEthernetが浸透し，装置の目的に応じたさ

まざまな機器が自由にネットワークに接続され，簡単に

運転状態の監視，操作，運転記録データの収集リモート

メンテナンスが，可能になっていくと考えられる。

UT3000ネットワーク調節計は，Ethernetの世界に第

一歩を踏み入れる温度調節計としてデビューしたが，

Ethernetの持つ利便性をさらに追求し，進化していく予

定である。

* Ethernetは，XEROX Corporationの登録商標です。

* その他，本文中の製品名，名称は，各社の登録商標，或は商標です。

図7　UT3000とSF3000の接続

図8　パラメータ設定画面

図9　チューニング画面

UT3000ネットワーク�
温調計�

UT3000ネットワーク温調計の�
読み出し／書き込み�

（1対1の通信）�

運転／セットアップ�
パラメータ�

DI 構築�

パーソナル�
コンピュータ�

ディスクの�
読み出し／保存�

ハード�
ディスク�

フロッピーディスク�

ディスクへの読み出し／保存�
電子メール機能�

SF3000


