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General
Specifications

NT751FJ
ロジックデザイナ

GS 34P02Q75-01
■ 概要
この一般仕様書（GS）では自律型コントローラ FCN（Field Control Node）の開発環境であるロジックデザイナ
について解説します。
ロジックデザイナは、FCN の制御アプリケーションを作成するためのソフトウェアです。以下のような特長があ
ります。

● 国際標準のエンジニアリング環境
・国際標準 IEC 61131-3（JIS B3503）に準拠したプログラミング言語をサポートしています。メーカや機種に依存
しないエンジニアリングが可能になります。
・シーケンス制御からアナログ制御まで、5 種類のプログラミング言語を目的や用途に応じて使い分けることが
可能です。

● 効率的なエンジニアリング
・制御ロジックを部品化することができ、制御アプリケーションを階層的に設計することが可能です。この機能
により、エンジニアリングの効率、再利用性、品質を向上できます。
・典型的な制御ループを構築する際に、ループ単位での再利用およびカスタマイズが可能なネットワークテンプ
レートを用いると、さらにエンジニアリングの効率、品質を向上できます。
・アプリケーションノウハウをパッケージ化した各種アプリケーションポートフォリオを用意しています。制御
ループの計器ブロックや他社 PLC との通信機能を始めとした、高度な機能を容易に導入できます。

● 強力なデバッグ機能
・FCN 上で動作中の制御アプリケーションの変数値をロジックデザイナ上で表示・変更することができます。
・ソフトワイヤリング機能により、FCN でのワイヤレスデバッグが可能です。ループバック結線や一次遅れ結線
の仮想ワイヤリングが可能で、より実プロセスに近い環境でのデバッグが行えます。
・FCN シミュレータにより、汎用 PC 上で制御アプリケーションを動作させることが可能です。この機能により、
FCN の実機なしで、デバッグが行えます。

● オンラインダウンロード
・運転中でも制御アプリケーションのダウンロードを可能とするオンラインダウンロード機能をサポートしてい
ます。制御動作を継続しながら、制御アプリケーションの修正が行えます。
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■ 機能仕様
● プログラミング言語
5 つのプログラミング言語をサポートしています。
名称

プログラミング言語

SFC（Sequential Function Chart）

シーケンシャル・ファン
クション・チャート

FBD（Function Block Diagram）

機能ブロック図

IL（Instruction List）

命令リスト

ST（Structured Text）

構造化テキスト

LD（Ladder Diagram）

ラダー図

F02.ai

SFC (Sequential Function Chart）
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ST (Structured Text）

F06.ai

LD (Ladder Diagram）

● エディタ機能
Logic Designer を用いると、5 つのプログラミング言
語ごとに直感的なエンジニアリングが可能です。
ドラッグ＆ドロップ
FU/FB（ファンクション／ファンクションブロック）
を、プロジェクトツリーやエディットウィザードか
ら作業領域へ、ドラッグ＆ドロップできます。

FBD (Function Block Diagram）

F03.ai

自動補完
変数名や FU/FB 名が、入力時に自動補完および候補
表示されます。
自動再配置
FU/FB が追加されると、周囲の FU/FB が自動再配置
されます。
自動モード切替
FU/FB の端子にマウスポインタが近づくと入力モー
ドが自動的に結線モードへ移行します。

F04.ai

IL (Instruction List)
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ネットワークテンプレート
ネットワークテンプレートを用いると、結線された
複数の FU/FB を、ネットワーク（回路）として、一
括挿入できます。一括挿入の際に変数名も自動生成
されるので、通常のコピー操作と異なり、変数名の
付け替えは不要です。
ネットワークテンプレートのサンプルとして、カス
ケード制御など使用頻度の高い制御機能が、当社
Web サイトで提供されています。

● デバッグ機能
ロジックデザイナには、強力なデバッグ機能があり
ます。
オンラインレイアウトとオンライン値表示
FCN と接続し、エディタ上に実行中の制御アプリケー
ションの状態を表示できます。さらにエディタ上か
ら制御アプリケーションの変数値の表示・変更も可
能です。
ソフトワイヤリング機能
FCN に I/O モジュールが実装されていなくても仮想 I/
O モジュールの入力と出力をソフト的に接続し、プ
ログラムの動作をデバッグすることができます。

● コンパイル機能

FCN/FCJ シミュレータ
FCN ではなく、汎用 PC 上で制御アプリケーション
を動作させることも可能です。汎用 PC のみで、制御
アプリケーションの構築からデバッグまで行えます。
（詳細については、GS 34PO2Q77-01「FCN/FCJ シミュ
レータ」を参照してください。）

F07.ai

簡単な操作でコンパイルすることができます。さら
に、コンパイラがエラーを検出した場合、その位置
を簡単に表示することができます。

● ダウンロード機能
簡単な操作でプログラムを FCN にダウンロードする
ことができます。
オンラインダウンロード機能により、制御動作を継
続しながら、制御アプリケーションの変更・修正が
行えます。
表 オンラインダウンロードでの修正の可否
修正内容

可否

コメントの追加・削除・変更

可能

ライブラリの追加・削除・変更

可能

データ型定義の追加・削除・変更

可能

変数の追加・削除・変更

可能

論理 POU の追加・削除・変更

可能

POU インスタンスの追加・削除・変更

可能

プログラムコードの追加・削除・変更

可能

コンフィギュレーションの追加・削除

可能

リソースの追加・削除

可能

グローバル変数の追加・削除・変更

可能

デバイスラベル変数の追加・削除・変更

可能

PLC タイプの変更

不可

プロセッサタイプの変更

不可

タスクの追加・削除・変更

不可

プライオリティの変更

不可

ウォッチドッグ時間の変更

不可
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ブレークポイントの設定
プログラム中にブレークポイントを設定すると、プ
ログラム実行中にその位置で停止します。その後、
ステップ実行も可能です。
ロジックアナライザ機能
ロジックアナライザは、指定した時間間隔で変数値
を記録します。収集した変数値をグラフィカルに表
示することにより、プログラムの動作を解析できま
す。

● ページレイアウト機能
ロジックデザイナにより作成したプロジェクトを印
刷する場合に、印字レイアウトをカスタマイズする
ことができます。

■ IT セキュリティ対応
当社製品共通のセキュリティポリシーに準じた IT セ
キュリティ設定をサポートしています。
注： CENTUM VP の「ドメイン管理」および「併用管理」
には対応していません。
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■ 動作環境
パーソナルコンピュータ：PC/AT 互換機
CPU：				
RAM：				

1 GHz 以上の 64 bit (x64) プロセッサ
2 GB 以上

ハードディスク：
ディスプレイ：

32 GB 以上の空き容量
1024 × 768 以上、True Color

DVD-ROM ドライブ： インストール時のみ下記 OS で動作するもの
Ethernet：				
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T または 10BASE-5 のいずれか 1 つ下記 OS で
				
OS：

動作するもの

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 bit)
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit)
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
Windows 10 Pro 20H2 以降 (64 bit)
注 : Windows 10 Pro にアップデートが適用された場合、STARDOM ソフトウェアの一部機能が制限されることがあります。
Windows 10 Pro の対応状況につきましては、
下記 Web サイトを必ずご確認ください。なお、
はじめてログインする場合は、
ユーザ会員登録が必要です。
「YOKOGAWA Partner Portal STARDOM」サイトの「システムの動作環境」ページ
https://partner.yokogawa.com/japan/member/stardom/os/index.htm
注 : Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC および Windwos 10 Pro では、IT セキュリティ機能は使用できません。

■ ソフトウェアの提供形態
● ロジックデザイナ

● ソフトウェア媒体
「 ロ ジ ッ ク デ ザ イ ナ 」 の プ ロ グ ラ ム と ヘ ル プ は、
DVD-ROM「FCN/FCJ ソ フ ト ウ ェ ア 媒 体（ 形 名：
NT203AJ）
」に入っています。

● ロジックデザイナライセンス
オーダ ID とパスワードを記載したオーダ ID シートを
添付しています。購入後、当社の Web サイトにアク
セスしてオーダ ID とパスワードを入力すると、ソフ
トウェアに対応するキーコードが発行されます。キー
コードは、ロジックデザイナプログラムのインストー
ル時に使用します。

● ソフトウェア媒体
記事
NT203AJ

FCN/FCJ ソフトウェア媒体

-P

プログラム（電子ドキュメント含む）
C

基本仕様 		 1
コード
			 1

NT751FJ

ロジックデザイナライセンス

-L

ライセンス
W

基本仕様
		 1
コード
			 1

オーダ ID シートを納入
常に 1
常に 1

				 A 標準
注： ロジックデザイナライセンスは、1 台の PC に 1 つ
必要です。

■ ご注文時指定事項
ご注文の際には、形名と仕様コードを指定してくだ
さい。

■ 形名・仕様コード

形名

記事
形名

DVD-ROM

■ 商標
本文中に使用されている会社名、団体名、商品名、
およびロゴなどは、横河電機株式会社、各社または
各団体の登録商標または商標です。

常に 1
常に 1

				 A 和文版
				 E 英文版

All Rights Reserved. Copyright © 2001, Yokogawa Electric Corporation
記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
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