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レンジフリーコントローラFA-M3 R

Range-free Controller FA-M3 R

レンジフリーコントローラFA-M3は「速い」，「小さい」，「賢い」のコンセプトで継続的にエンハンスを続けて

いるが，この度さらに高速性を追求した「FA-M3 R」（RはRevolutionを意味する）と，プログラムの再利用性を向

上させる機能を持ったFA-M3プログラム開発ツール「WideField」を開発した。

 「FA-M3 R」は，自社開発のシーケンス処理用プロセッサの高速化，I／Oアクセスの高速化などにより，従

来のFA-M3に比べて３～10倍の高速処理が可能であり，さらにセンサコントロール機能によって最高200μsの

高速定周期処理を行うことができる。「WideField」は，ユーザプログラム開発の効率化と品質向上を目指し，オ

ブジェクトラダー，コンポーネントマクロ，ローカルデバイズなど，ユーザプログラムの再利用性を高める多

くの機能をサポートしている。また，マウスによる操作／プログラミング，マルチウィンドウなどWindows環

境に合った様々な機能をサポートしている。
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FA-M3 Range-free controller on the concepts of  "High Speed", "Compact" and"Smart" has been

continuously enhanced in its functions.  We have recently developed  "FA-M3 R"(R means Revolution)

with higher performance and "WideField" of FA-M3 Programming Tool supporting the functions of

reusing the user programs.

 "FA-M3 R" executes control process in 3 to 10 times faster than the existing FA-M3 with our high

performance original processor for sequence control and high speed I/O processing.  Furthermore,

the control process can be executed in the period of minimum 200 micro seconds with the sensor

control function.  "WideField" focusing in its efficiency and quality of programming, supports a lot of

functions to improve the reusability of user programs such as "Object Ladder", "Component Macro"

and "Local Device".  "WideField" also supports various functions for Windows environment, such as

operation and programming by a mouse, multi-windows and so on.

図１　FA-M3R外観とWideField

1. は  じ  め  に

昨今の世の中の技術革新は急速に進んでおり，それに

伴いお客様の装置もより複雑化，高速化してきている。

一方，装置の多様化，複雑化に伴いエンジニアリングコ

ストが増大してきており，カスタマイズを容易に行うた

めの仕組みや過去の資産を流用する仕組みが要求されて

いる。これらの要求に応えるために，従来の数倍の高速

処理が行え，また過去のプログラムを再利用する機能を

持った「FA-M3 R」（RはRevolutionを意味する）とFA-M3

プログラム開発ツール「WideField」を開発した。

図１にFA-M3 Rの外観とWideFieldの画面を示す。
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2. シーケンスCPUモジュール

2.1 一  般  仕  様

表１に仕様の概要を示す。

FA－M3の従来のアーキテクチャを継承し，マルチ

CPU，メインテナンスフリー，といった特長はそのまま

に，High Speed IPRS（Instruction, Process, Response,

Scan）の思想に基づいて制御処理の高速化を図った。従来

機種とは上位互換を保っており，既存のラダープログラ

ム，IOモジュール等はそのまま使用でき，シーケンス

CPUモジュールを入れ替えるだけでシステムを高速化で

きる。

2.2 High Speed IPRS

High Speed IPRSとは，プログラマブルコントローラ

高速化の４つの要素，Instruction（命令），Process（処

理），Response（応答），Scan（スキャン）のすべてにおい

て高速であるものが真に高速である，という思想であ

る。

（1）命令実行速度の高速化

自社開発のシーケンス処理用プロセッサを改良・高

速化し，基本命令：0.0175μs～，応用命令：0.07μs

～と，従来の基本命令0.09μs～，応用命令：0.18μs

～に比べ大幅に高速化した。また，基本命令の高速

化だけでなく，処理時間のかかる応用命令を見直

し，それぞれに高速化を図っている。特に，ファイ

ルレジスタへのアクセスはデータレジスタと同等の

時間でできるようになっており，ファイルレジスタ

間転送は従来比で約74倍の高速化を実現した。

（2）処理の高速化

通常のスキャンとは独立して，最速200μsの高速定

周期スキャン処理を行うセンサコントロール機能と

いう新機能を追加した。これにより，全体の中でも

特に高速な処理を必要とされる制御部分に関して，

通常スキャンの処理時間に影響を受けずに高速で安

定した処理ができる。

センサコントロール機能のスキャン周期は，最小200μs

から最大25 msまで100μs単位で設定が可能である。

図２にセンサコントロール機能の概念図を示す。自

社開発のシーケンス処理用プロセッサが高速定周期

タイマを内臓しており，メインスキャン内で命令実

行中であっても高速定周期タイマからの割込みに

よって高速定周期スキャン処理が起動され，高精度

な定周期処理を行うことができる。

（3）応答の高速化

・入出力応答

上記のセンサコントロール機能では，設定した周期毎

にプログラム実行，入出力リフレッシュを行うので，

入出力応答遅れを小さくできる。

また，入力部の回路遅れが100μs～（時定数の設定可

能）のDC入力モジュール，10μsの高速入力タイプの

DC入力モジュールを開発し，入出力を含めたトータ

ルな制御処理の高速化を図った。

・入力割り込み応答

入力割り込み受付の処理を見直して処理時間を短く

し，割り込みが来てから割り込みプログラムが走るま

での時間を従来の約7分の1にまで高速化した。

（4）スキャンの高速化

モジュール間のデータ転送にバースト転送を導入し，

また，データ転送処理機能をASICに組み込むことに

より，データ転送時間を短縮するとともに周辺処理を

受け持つプロセッサの負担を軽減し，周辺処理にかか

る時間を短縮した。シーケンス処理用プロセッサの高

速化（命令実行速度の高速化）と合わせて，20 kステッ

プ／１msのスキャンタイムを実現した。

項　目� F3SP28 F3SP38 F3SP53 F3SP58

最大4096点� 最大8192点� 最大4096点� 最大8192点�
最大30 Kステップ� 最大120 Kステップ� 最大56 Kステップ� 最大120 Kステップ�

0.045～0.18μs/命令�
0.18μ～/命令�

0.0175～0.07μs/命令�
0.07μ～/命令�

制御方式�
入出力制御方式�
プログラム言語�
入出力点数�
プログラム容量�
プログラムブロック数�
基本命令数�
応用命令数�
基本命令実行時間�
応用命令実行時間�
スキャンタイム監視時間�
電源投入，復電時�

繰り返し演算（スタートプログラムによる）�
リフレッシュ方式/タイレクト入出力命令�

構造化ラダー言語，オブジェクトラダー言語，ニモニック言語�
�

最大1024�
33種�
312種�

10～200 ms可変（１msで設定可能）�
自動始動， 自動再始動（電源ON/OFF時刻， 瞬間停電発生時刻自動記録）�

その他機能�

・ センサコントロール機能（スキャンタイム200 μs～25 ms）�
・ コンフィギュレーション機能（デバイス容量， 停電保持範囲， エラー発生時出力指定など）�
・ コンスタントスキャン機能（1 ms～190 ms， 0.1 ms単位で設定可能）�
・ デバッグ機能（強制SET/RESET， オンラインエディットなど）�
・ エラー履歴保存機能（64件）， ユーザ指定履歴保存機能�
・ 日付・時計機能（年/月/日/時/分/秒/曜日）�
・ プログラムプロテクト機能�
・ ROMへのプログラム・データ書込み�
・ サンプリングトレース機能�
・ パソコンリンク機能（通信速度115 Kbps）�

表１　シーケンスCPU仕様一覧

図２　センサコントロール機能
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2.3 速度性能比較

従来の最上位機種F3SP35と今回開発した最上位機種

F3SP58のそれぞれで，アプリケーションプログラムを実

行したときのスキャンタイムの比較を図３に示す。図３

で示すようにF3SP58はF3SP35に比べ3.5～10倍の高速化

を実現しているが，スキャンタイムの高速化は特に高機

能命令が多い洗浄装置のようなアプリケーションにおい

て顕著に見られる。さらにセンサコントロール機能を使

用すれば，高速処理を必要とする制御部分に関しては，

この比較結果以上に高速化できる。

3. FA-M3プログラム開発ツール「WideField」

「WideField」は，FA-M3 RまたはFA-M3のユーザプロ

グラムを開発するためのプログラム開発ツールであり，

ユーザプログラムの再利用性を向上させる各種機能や

Windowsの技術を駆使したユーザインタフェース，

Windowsアプリケーションとの連係機能など，Windows

の優位性をフルに引き出した開発環境を提供している。

3.1 カスタマイズと再利用性

近年，汎用の機械や装置をユーザ毎にカスタマイズす

るケースが増えており，それらの機械，装置を制御する

コントローラのユーザアプリケーションプログラムも

ユーザ毎にカスタマイズが必要とされる。それに伴な

い，基礎部分のプログラムの共通部品化，同一処理を行

うプログラムの標準化が重要な要素となってきている。

WideFieldはプログラムの再利用性を高めることにより

ユーザアプリケーションプログラムの開発効率化と品質

向上を目指し，従来の構造化ラダーをさらに進めたオブ

ジェクトラダーを提供している。

（1）オブジェクトラダー

オブジェクトラダーは，プログラムデバイスが機能

毎に一体化されたプログラムブロックを組合せるこ

とにより，ユーザ毎にカスタマイズされた装置のラ

ダープログラムを作成する方法である。オブジェク

トラダーでは各CPUにダウンロードするプログラム

をプロジェクトとして管理されている。

（2）ローカルデバイス

これまでのデバイス管理方法はグローバルデバイス

のみであったが，WideFieldではプロジェクト単位

で管理されるグローバルデバイスと，プログラムブ

ロックごとで管理されるローカルデバイスに分け，

それぞれ独立したデバイスとして扱えるようにし

た。WideFieldにおけるデバイス管理方法を図４に

示す。

ローカルデバイスはプログラムブロック毎にデバイ

スアドレスが独立して管理されており，他のプログ

ラムブロックとのアドレス番号の競合を気にするこ

となくプログラミングすることができる。これによ

り，ローカルデバイスを使用して作成されたプログ

ラムブロックは，他のプロジェクトのプログラムブ

ロックとしてデバイスアドレスを変更することなく

流用することができる。

（3）コンポーネントマクロによる資源活用

プログラム品質と再利用性を高める機能として，コ

ンポーネントマクロを提供している。図5 に

WideFieldにおけるコンポーネントマクロの概要を

示す。ユーザプログラム開発時，よく使われる同一

処理をコンポーネントマクロとして登録することに

より，各プロジェクト，プログラムブロックから共

通的に参照，使用することができる。コンポーネン

トマクロでもローカルデバイスを使用することがで

き，コンポーネントマクロ毎に独立したデバイスと

して使用することができ，コンポーネントマクロの

図３　スキャンタイム比較
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再利用性を高めるとともに，コンポーネントマクロ

をブラックボックスで使用することができる。

（4）視認性の向上

プログラムの視認性を向上させる機能としてはプロ

グラム中に記述する回路コメント，デバイス毎に記

述するI／Oコメントに頼ってきた。しかし，プログ

ラム容量の膨大化にともない，それぞれのコメント

だけで理解することが難しくなっている。

WideFieldでは，プログラムの視認性を向上し，な

おかつ回路を機能ごとに管理できる折りたたみ

ビュー機能をサポートしている。折りたたみビュー

を図６に示す。ユーザプログラムでは，それぞれの

ラダー回路がどのような処理をしているかを明記す

るために機能単位で回路コメントを記載するのが一

般的である。折りたたみビューは，この添付されて

いる回路コメントごとにプログラムを折りたたみ，

省略して表示させる機能であり，開発者はプログラ

ムの流れを回路コメントにより見渡すことができ，

無駄なラダー回路を参照することなく。必要な部分

のみ注目して参照，編集することができる。

図５　ローカルデバイス表記

図６　折りたたみビュー
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3.2 WindowsアプリケーションとしてのWideField

WideFieldはWindows環境上で動作するが，Windows

の機能を有効に利用して，Windowsアプリケーションと

のデータ融合とWindowsによるユーザフレンドリな操作

性をサポートしている。

（1）データ交換機能

MS-Word 等ドキュメント作成ツールとラダープロ

グラムとのデータ交換機能として，イメージコピー

機能をサポートしている。ラダープログラムを選択

してイメージコピーすることにより，ラダー情報／

信号名／デバイスアドレス／I/Oコメントなどのラ

ダー回路に含まれる情報のすべてをMS-Word上に貼

り付けることができる。これにより，ドキュメント

作成効率が大幅に向上される。

また，MS-Excel と信号定義情報をデータ交換する機

能をサポートしている。これは，信号定義情報をド

ラッグ&ドロップでデータ移動する機能であり，

WideFieldとMS-Excelの双方向へのデータ移動に対

応している。

（2）操作性

Windowsの一般的な操作性，画面表示設定などのカ

スタマイズ機能をサポートしており，ユーザが自由

に変更することができる。

Windows環境でのラダープログラム入力は，マウス

を使用してプログラミングするのが一般的である

が，WideFieldでは従来のプログラミングツールの

操作性に熟練したユーザのために，キー入力による

ニモニック命令入力機能をサポートしている。

4. お  わ  り  に

今後も時代の流れ，ユーザの要望に適った機能／性能

の継続的な提供によって，ユーザの装置の競争力向上，

差別化に貢献するためのコントローラとしてFA-M3 R，

WideFieldを継続的に発展させていく所存である。

＊Windows, MS-Word, MS-Excelはマイクロソフト社の登録商標です。

＊WideFieldは横河電機の登録商標です。
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