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図  FCN/FCJ シミュレータ（例 1）
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図  FCN/FCJ シミュレータ（例 2）
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図  FCN/FCJ シミュレータ（例 3）

● シミュレータで利用できない機能
FCN/FCJ シミュレータでは、下記機能は利用できま
せん。
・	FCN/FCJ の I/O 機能
I/O は常に切り離し状態となります。
・	Web ブラウザによるコンフィギュレーション機能
・	CPU の二重化に関連する機能
・	ネットワークの二重化に関連する機能

■ 概要
FCN/FCJ シミュレータは、1台の FCN/FCJ で動作す
る制御アプリケーションを PC上でシミュレーション
するためのソフトウェアです。
この FCN/FCJ シミュレータにより、制御アプリケー
ションのデバッグなどが容易に行うことができ、開
発効率を向上することができます。

■ 機能仕様

● シミュレーション
FCN/FCJ シミュレータ機能により、以下に示すデバッ
グを行うことができます。
・	ロジックデザイナで作成した FCN/FCJ の制御アプ
リケーションを、FCN/FCJ シミュレータでデバッ
グを行うことができます。

・	VDS から FCN/FCJ シミュレータのデータアクセス
を行うことができるため、VDS のデバッグを行う
ことができます。

・	制御アプリケーションと連動した FCN/FCJ 上で動
作するDuolet（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）のデバッ
グを PC上で行うことができます。

FCN/FCJ シミュレータは、ロジックデザイナや VDS
と同一の PC 上で動作させることができます。また、
別の PC上で動作させることもできます。
1台の PC 上で動作可能な FCN/FCJ シミュレータは、
１台分だけです。

FCN/FCJ シミュレータ上で動作可能な主な APPF
・	PAS ポートフォリオ
・	SAMAポートフォリオ	(*1)
・	汎用ポートフォリオ A	(*1)
・	ボイラ制御ポートフォリオ	(*1)
・	ボイラ補機制御ポートフォリオ	(*1)

*1：	 FCN-100（CPUモジュールNFCP100 を実装した自
律型コントローラ）ならびに FCJ（オールインワ
ンタイプの自律型コントローラ）で実行できます。
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● POU および APPF の動作可否
POUやFCN/FCJアプリケーションポートフォリオ（以
下、APPF）のなかで、他の FCN/FCJ や外部機器との
通信は行いません。FCN/FCJ シミュレータ上で通信
機器を実行するとエラーを返すものがあります。

FCN/FCJ シミュレータ上でエラーとなる標準 POU（通
信を行う POU すべて）

・	FCN/FCJ 間通信ファンクションブロック
・	FA-M3 エミュレーション（シリアル）ファンクショ
ンブロック

・	Ethernet 通信ファンクションブロック
・シリアル通信ファンクションブロック

FCN/FCJ シミュレータ上でエラーとなる主な APPF
・	FA-M3 通信ポートフォリオ
・	MELSEC 通信ポートフォリオ
・	SYSMAC 通信ポートフォリオ
・	Modbus 通信ポートフォリオ
・	DNP3 通信ポートフォリオ
・	電力モニタ通信ポートフォリオ
・	温調計通信ポートフォリオ

● その他
FCN/FCJ シミュレータの処理速度は、PCの性能によ
り異なります。FCN/FCJ シミュレータは、FCN/FCJ
より高速に処理を行う場合があります。制御アプリ
ケーションの実行速度は、必ず FCN/FCJ で確かめて
ください。

■ 動作環境
ロジックデザイナの動作環境に準じます。

■ ソフトウェアの提供形態

● ソフトウェア媒体
「FCN/FCJ シミュレータ」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。

● オーダ ID シート
FCN/FCJ シミュレータライセンスには、オーダ IDと
パスワードを記載したオーダ 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、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、FCN/FCJ シミュレータのインストール時に使用
します。

■ 形名・仕様コード

● ソフトウェア媒体

記事
形名 NT203AJ	 FCN/FCJ ソフトウェア媒体

基本仕様
コード

-P	 プログラム（電子ドキュメント含む）

	 C DVD-ROM	

	 	 1 常に 1

	 	 	 1	 常に 1

	 	 	 	 A 和文

	 	 	 	 E 英文

● FCN/FCJ シミュレータ

記事
形名 NT752AJ	 FCN/FCJ シミュレータライセンス

基本仕様
コード

-L	 ライセンス

	 W	 オーダ ID シートを納入	(R4.10 以降 )

	 	 1	 常に 1

	 	 	 1	 常に 1

	 	 	 	 A	 標準（和／英共通）

● 補用品

記事

形名 NT228AA FCN/FCJシミュレータ用 IDモジュー
ル	

注 :	 NT752AJ-LU11A用

■ 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。

■ 商標
・	STARDOMは、横河電機株式会社の商標です。
・	Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。
・	Java は、Oracle	Corporation	およびその子会社、関
連会社の米国およびその他の国における登録商標
です。

・	MELSEC は、三菱電機株式会社の登録商標です。
・	SYSMAC は、オムロン株式会社の登録商標です。
・	その他、本文中に使われている会社名・商品名は
各社の商標または登録商標です。

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。
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