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■ FCN/FCJ Duolet 機能の特長
・	本機能を使用することにより、ユーザによって作
成されたDuoletアプリケーションを実行でき、メー
ルによる警報発信や FTP によるデータ保存などが
行えます。

・	制御機能とは別のメモリ空間で動作しますので、
Duolet アプリケーションが多量にメモリを使用し
ても制御エンジン部のメモリ空間を圧迫すること
はありません。

・	制御機能よりも低いプライオリティで動作します
ので、Duolet アプリケーションの CPU負荷は、制
御機能に影響を与えることはありません。

■ 概要
この一般仕様書（GS）は、自律型コントローラ FCN
（Field	Control	Node）上で動作するDuolet アプリケー
ション（FCN/FCJ	Duolet	機能で動作する、Java	言語
で記述されたアプリケーション）を作成するための
FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キットについ
て解説します。

注：Duolet アプリケーションは、FCN-500（CPU	モ
ジュール NFCP501/NFCP502 を実装した自律型コ
ントローラ）ならびに FCN-RTU（CPU	モジュール
NFCP050 を実装した自律型コントローラ）で使用で
きます。

■ FCN/FCJ Duolet 機能概要
FCN/FCJ	Duolet 機能とは、自律型コントローラ FCN-
500、FCN-RTU上でDuolet アプリケーションを実行す
る機能です。
FCN-500、FCN-RTU で は、IEC	61131-3 に て プ ロ
グラミングする制御機能が動作しますが、FCN/
FCJ	Duolet 機能はこの制御機能と並行して動作し、
SCADAソフトウェアに依存せずにDuolet アプリケー
ションによる制御データのモニタリング、警報通知、
ロギングなどの機能を実現できます。
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図  FCN/FCJ Duolet 機能の位置付け
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■ FCN/FCJ Duolet アプリケーション開
発キット概要

以下に FCN/FCJ	Duolet 機能の構成を示します。
下図のように FCN/FCJ	Duolet 機能が提供する Javaク
ラスライブラリ上で、Java 言語で記述されたDuolet
アプリケーションが動作します。
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図  FCN/FCJ Duolet 機能の構成

FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キットは、上
記のDuolet アプリケーションを開発するためのソフ
トウェアです。

Duolet アプリケーションは、Oracle	Corporation の
JDK（Java	Development	Kit）で開発します。
FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キットでは、
FCN-500、FCN-RTU 上の Duolet アプリケーションを
開発する上で必要となる JADE クラス、JEROS システ
ムクラス、制御データアクセスクラスのクラスライ
ブラリを提供します。
また、本開発キットでは、FCN-500、FCN-RTU 上の
Duolet アプリケーションの動作をWindows 上でモ
ニタできるDuolet モニタとWindows 上で JEROS シ
ステムサービスをエミュレートする JEROS エミュ
レータも提供します。

■ ソフトウェア

● FCN/FCJ Duolet アプリケーション開発
キット

FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キットは、以
下のソフトウェアを提供します。Oracle	Corporation
の JDK と併せて本開発キットを使用することで、
Windows 上で Duolet アプリケーションを作成しま
す。

クラスライブラリ
・	JADE クラスライブラリ
	 Duolet アプリケーションのマルチタスク実行管理
を行うためのクラスライブラリ

・	JEROS クラスライブラリ
	 システム管理を行うためのクラスライブラリ
・	制御データアクセスクラスライブラリ
	 制御機能のデータにアクセスするためのクラスラ
イブラリ

Duolet モニタ
Windows マシンから FCN-500、FCN-RTU 上の Duolet
アプリケーションをモニタするソフトウェアです。
FCN-500、FCN-RTU 上での Duolet アプリケーショ
ンのテスト時に、ネットワーク経由で、FCN-500、
FCN-RTU 上で動作しているDuolet アプリケーション
をモニタ・デバックすることができます。

JEROS エミュレータ
Windows上で、JEROSシステムサービスをエミュレー
トするソフトウェアです。
本ソフトにより、Windows 上で Duolet アプリケー
ションのテストが行えます。

注：	 JEROS エミュレータは、制御データアクセスクラ
スには対応していません。制御データにアクセス
するDuolet アプリケーションのテストは、FCN上
で行ってください。

■ 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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■ ソフトウェアの提供形態

● ソフトウェア媒体
「FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キット」のプ
ログラムおよびヘルプは、「FCN/FCJ ソフトウェア媒
体（形名：NT203AJ）」にて提供されます。

● FCN/FCJ Duolet アプリケーション開発
キットライセンス

「FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キット」には、
オーダ ID とパスワードが記載されたオーダ ID シー
トが添付されています。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、
対応するキーコードが発行されます。本キーコード
を使用して、「FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発
キット」を PCにインストールします。

■ 動作環境

● 開発環境

ハードウェア動作環境
PC：ロジックデザイナの動作環境に準じます。

ソフトウェア動作環境
OS：ロジックデザイナの動作環境に準じます。
Java 開発環境：Oracle	Corporation	JDK	1.4.2
Web ブラウザ：Internet	Explorer	11.0	(32bit)	(*1)(*2)
	 または Edge	(*1)(*2)
*1：	 	Webブラウザは、FCN/FCJ	Duolet 機能の動作環境

を設定するために必要です。
*2：	 	Windows	OS 同梱品を使用してください。

● 実行環境

ハードウェア動作環境
自律型コントローラ	FCN-500(*1)
自律型コントローラ	FCN-RTU

ソフトウェア動作環境
FCN/FCJ	基本ソフトウェア R4.30.01 以降 (*2)

注：	FCN	への給電において電源断の可能性がある場合
は、無停電電源装置（UPS）を接続してください。

*1：	 FCN-500 の CPU 二 重 化構成時には、FCN/FCJ	
Duolet 機能が使用できません。

*2：	 FCN-500（R4.10 以降）は、基本ソフトウェアライ
センス（Duolet 機能付）をバンドルしています。
FCN-RTUは、基本ソフトウェアライセンス（Duolet
機能付）をバンドルしています。

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。

■ 形名 ・ 仕様コード一覧

● FCN/FCJ Duolet アプリケーション開発
キットライセンス

記事

形名 NT755FJ	 FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開
発キットライセンス

基本仕様
コード

-L	 ライセンス

	 W Web にて発行

	 	 1 常に 1

	 	 	 1	 常に 1

	 	 	 	 A 標準

注：	FCN/FCJ	Duolet アプリケーション開発キットライ
センスは、1台の PCに 1つ必要です。

■ ご注文時指定事項
注文時には、形名と基本仕様コードを指定してくだ
さい。

■ 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。


