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温度調節計　UT100シリーズ
UT100 Series of Temperature Controller

温度調節計UT100シリーズを開発した。既存のディジタル指示調節計Greenシリーズが温度に限らず幅広いプ

ロセスをカバーできる調節計であることに対し，本シリーズは温度制御を主目的とした低価格の調節計として

開発された。本シリーズは新開発のセルフチューニング機能「おまかせ制御」を搭載しており，伝統的なPIDコン

トローラでありながらサーモスタット並みの扱いやすさで最適な制御を可能にした。また低価格ながらフリー

電源，ユニバーサル入力，PID制御／ON－OFF制御／加熱冷却制御，通信オプションなどの各種機能もあわせ

備えている。本稿では，主な仕様，セルフチューニング機能「おまかせ制御」，低コスト化，多品種を短いリー

ドタイムで生産するための方法などについて述べる。
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We have developed the UT100 series temperature controller.

The UT100 series is developed mainly as a controller at lower price for the temperature process

control, compared with GREEN Series digital indicating controller now existing is for the various pro-

cess control. The UT100 controller has the newly developed function named "Dynamic Auto-Tuning

control–OMAKASE", and can control process suitably with easy operation same as handling a thermo-

stat, though it is a traditional PID controller. Moreover, the UT100 controller has the following : the free

power supply, universal input, ON-OFF control, PID control, heating/cooling control, and communica-

tion option, etc.

This paper describes the main specification, self-tuning function named "Dynamic Auto-Tuning con-

trol", designs for cost saving, and how to produce various products in a short term.

図１　 UT100シリーズ外観

1. は  じ  め  に

近年ISO14001規格やHACCPなどの要求で温度制御，

温度監視の必要な分野が広がっている。制御に関しては

より高精度な制御性能が求められるとともに，入力セン

サー，制御方式，操作出力信号の面からは多様性が，ま

た操作面においてはより簡単さが求められている。

表１にUT100シリーズの主な仕様を示す。フリー電

源，ユニバーサル入力，および多彩な出力／オプション

を備え幅広い温度制御分野に適用できる仕様となってい

る。視認性の良い大型LED表示（図１参照）も大きな特長

であり各種安全規格，EMC規格にも適合している（CE，

CSA，UL）。

本シリーズは，特に温度制御を目的とし設置後，即運転

を可能にするためのセルフチューニング機能の搭載，小型

で多くの機能の実現，低価格化などをねらい開発された。
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形名�

外形（W×H×D［mm］）�

表示�

入力�

�

�

�

出力�

制御�

�

オプション�

電源�

海外規格�

ON/OFF制御，PID制御，加熱冷却PID制御�

「おまかせ制御」，「スーパー機能」＊�

100～240 VAC�

CE，CSA，UL（申請中）�

種類�

精度�

ADC分解能�

測定周期�

種類�

精度�
（4～20 mA）�

DAC分解能�
（4～20 mA）�
�

UT130�

48×48×100�

３桁×１�

熱電対，測温抵抗体�

�

�

�

リレー，電圧パルス�

－�

－�

�

警報，通信�
ヒーター断線警報�

警報，通信，ヒーター断線警報，伝送出力，�
外部接点入力�

UT150�

48×48×100

0.3% of F.S.�

15 bit�

500 msec

UT152�

48×96×100�

４桁×２�

熱電対，測温抵抗体，直流電圧�

�

�

�

リレー，電圧パルス，4～20 mA�

0.3% of F.S.�

11 bit

UT155�

96×96×100

＊「スーパー機能」：ファジィ推論を用いたオーバーシュート抑制機能�
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2. おまかせ制御

温度調節計の取り扱いで必要な作業はパネル設置，配

線，目標値の設定，PID値の調整である。その中で最も

経験を必要としむずかしい作業はPID値の調整である。

このPID定数の調整を行わなくても，最適なPID値を自動

的に求めるセルフチューニング機能を「おまかせ制御」と

呼ぶ。

2.1 PID算出方法

図２に「おまかせ制御」のブロック図を示す。「おまかせ

制御」は，目標値（SP），測定値（PV），偏差（DV），制御出

力（OUT）を常時監視しており，次の３つの状態が発生し

た時PID値を算出する。

表１　UT100シリーズ基本仕様

図２　ブロック図

SP
DV�
�

おまかせ�
�演算部�
�
PID値�
�

PID演算部�
OUT�
� プロセス�

�

PV�
�

（1）電源投入時

（2）目標値変更時

（3）外乱によってプロセスが不安定

になった時

算出されたPID値はPID演算部に書

き込まれ，PID演算に反映される。こ

の時，PID演算部は演算を停止するこ

となく継続される。

（1），（2）については，電源投入時

や，目標値変更時における測定値の変

動状態からPIDの計算を行う。図３に

示すように，その対象系の遅れ時間

（L），最大傾き（R）を求め，Ziegler－

Nicholsのステップ応答法をもとにPID

値を求める。

P ＝KRL　　　K：定数

I ＝２L

D＝0.5L

（3）については，外乱などによって

測定値が目標値から２℃以上変動した

時，PID値を求めるように動作を開始

する。図４に示すように，その時の幅（AMP），振動周期

（T）およびその時の制御出力からPID値を算出する。この

時の算出方法はZiegler－Nicholsの限界感度法をもとに求

める。

2.2 電気炉の制御例

小型電気炉を使用して，制御の評価を行った。内容を

以下に示す。

（1）電源投入時

（2）外乱によるハンチング時

結果（1）

図５は，目標値を500℃に設定をして常温から目標値に

図３　立ち上げ時PID算出

温度�

時間�
�
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R

L�
�
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到達するまでを示した図である。実線は「おまかせ制御」

を使用した結果である。最適なPID値が自動的に計算さ

れ，オーバーシュートを抑える良好な制御結果が得られ

た。破線は工場出荷時のPID値で「おまかせ制御」を使用

せずに制御を行った結果である。PID値がプロセスに

合っていないため，大きなオーバーシュートが生じてい

る。

結果（2）

図６は，外乱が入った時の収束状態を示した図であ

る。実線は「おまかせ制御」を使用した結果である。ハン

チングを抑えるようにPID定数が変更され，測定値が安

定し良好な制御結果が得られた。また図では示してない

が，安定後に目標値を変更しても良好な制御結果が得ら

れた。

このように，PID値を設定することなく，電気炉の温

度制御を行うことができる。

図４　外乱時PID算出

図５　立ち上げ

時間�
�

温度�

500℃�

P = 82℃�
 I = 240秒�
D = 60秒 固定�
�

SP

P = 82 → 118℃�
 I = 240 → 622秒�
D = 60 → 155秒 変更�
�

制御開始�
�

3. ハードウェア構成

低価格化への対応のひとつとして，プリント基板の削

減を行った。電子回路各部の見直しを行い面積比で約

50%の削減を実現し，表示部を除いて従来２枚構成で

あったものを付加仕様も含めて１枚にした（UT152／

155）。

また「おまかせ制御」と同様に，購入後すぐに使えるよ

うシンプルで使いやすい製品を目指し，制御出力仕様お

よび付加仕様を注文時指定とした。

3.1 構　　造

各部の消費電力を抑えることにより，電源部では樹脂

封止トランスおよび回路方式が簡略化できる間接帰還方

式を採用した。これにより実装効率を上げることができ

従来面積比50％を実現しながら一次－二次間の強化絶縁

を確保し，各種安全規格，EMC規格に適合することがで

きた。

またUT130／150では，ディスプレイ基板とメイン基板

時間�

温度�

500℃�

�

SP

外乱発生�
�

PID計算中�
� P = 30 → 49℃�

 I = 100 → 364秒�
D = 25 → 87秒 変更�
�

図６　外乱時

図７　構造図（UT130）
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を構造部品で固定し，それぞれの基板に設けられた半田

付け用パッドを直接半田付けすることによって，コネク

タやワイヤなど部品を省き，より簡単な構成とするとと

もに接続の信頼性を向上させた。（図７参照）

3.2 アセンブリ構成

多様な市場ニーズに対応できるようにきめこまかい製

品構成を維持しながら，もうひとつの市場要求でもある

短納期に対応できるよう，アセンブリ構成に配慮した。

各アセンブリで使用するプリント基板の種類は１種類

とし，搭載する部品の一部を選択したり，あるいは有／

無により機能の異なる各種アセンブリに作り分けできる

ようにした。製造ラインでは完成品に近い中間アセンブ

リを在庫できるようにし，仕様に応じて数点の部品を追

加するだけで多様な客先仕様（出力種類やオプション機能

の組み合わせ）に応じた最終アセンブリを作ることがで

き，迅速に完成，出荷することが可能となった。表２に

その概要を示す。

製品形名� アセンブリ名称�

UT130/150�

�

�

UT152/155�

�

共　通�

DISPLAY BOARD�

MAIN BOARD�

OPTION BOARD�

DISPLAY BOARD�

MAIN BOARD�

OUTPUT BOARD

２�

１�

１�

２�

１�

１�

－�

１�

２�

－�

２�

－�

２�

10�

16�

２�

144�

２�

UT130/電圧パルス出力，通信�
UT150/リレー２出力，警報，通信�
UT150/リレー出力�
UT150/4～20 mA出力，警報，伝送出力�
 ：�

UT152/4～20 mA ２出力，通信�
UT155/電圧パルス出力�
UT155/4～20 mA出力，警報，通信�
UT155/リレー出力，ヒーター断線警報�
 ：�

プリント基板�
種    類�

中間アセンブリ�
種    類�

最終アセンブリ�
種    類�

製品仕様例�

表２　アセンブリ構成 3.3 機構設計

既存の調節計Green

シリーズとの機構部品

の共用化率は，UT130

／1 5 0 では5 0 ％を，

UT152／155では80％を

実現し開発期間の短縮

と信頼性向上をはかっ

た。

従来では三次元CAD

データの利用は，技術

試作段階までに留まっていたが，本開発においては量産

用金型の作成段階までに至った。これにより図面の作成

工程を大幅に短縮することができた。また一目で形状を

認識できるため従来に比べ金型の完成度が上がり，修正

回数を減らすことができた。本開発では図面作成から金

型完成までの期間を従来の手法に比べ60％までに短縮し

た。

4. お  わ  り  に

新開発のセルフチューニング機能「おまかせ制御」は温

度制御において良好な適応性が確認され搭載することが

できた。今後は，温度制御以外のプロセス全般について

も同様に「おまかせ」できるアルゴリズムの開発を行い「か

んたん制御」を目指すとともに，制御機能以外の面でも

ユーザーが簡便に扱える調節計を開発していくつもりで

ある。
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