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はじめに
本書は、GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ ( 以下、GX/GP と表記 )、GMデー
タアクイジションシステム (以下、GMと表記 )に接続する PID 制御モジュールについて
説明したものです。
本書では、PID制御モジュールの機能概要を説明しています。また基本的な設定方法を理
解していただくため、設定例を用いて操作を説明しています。

■ 対象商品
GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ (リリース番号：R4）または
GMデータアクイジションシステム (リリース番号：R4) と
PID 制御モジュールGX90UT

プログラム制御を行う場合は、
GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ (付加仕様 /PG)( リリース番号：R4）または
GMデータアクイジションシステム (付加仕様 /PG)( リリース番号：R4) と
PID 制御モジュールGX90UT

■ ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気きの
ことがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

■ 商標
・	 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
・	 Microsoft およびWindows は、米国Microsoft	Corporation	の米国およびその他の国
における登録商標または商標です。

・	 Adobe およびAcrobat は、Adobe	Systems	Incorporated（アドビシステムズ社）の商
標です。

・	 本書では各社の登録商標または商標には、™	マーク、® マークは表示していません。
・	 本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。
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1. 機能概要

1.1 概要・特長
GX/GP本体、GX60拡張ユニット、GMメインユニット、またはGMサブユニットに接続す
るPID制御モジュールです。
本章では、主な機能の概要を説明しています。

 GX90UT PID制御モジュール

 

●	GX90UT	PID 制御モジュールは、1台で最大 2ループの PID 制御が可能です。2点の
制御入力 (測定入力 )、2点の制御出力、8点のディジタル入力、8点のディジタル出
力を備えています。単ループ制御の他、カスケード制御、2入力切替制御が可能です。
制御出力は、ループごとに電流出力または電圧パルスの選択が可能です。

●	GX/GP/GMに PID 制御モジュールを実装することにより、ループ制御が可能です。
コントロールグループ画面による制御ループの監視、操作の他、チューニング画面
による調節も可能です。

●	本体GX/GP/GMの付加仕様（/PG）により、GX/GP本体に格納したプログラムパター
ンを使用し、プログラム制御することができます。

●	GX90UT の制御データをGX/GP/GM本体に収集 /記録することができます。
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1.2 機器構成
PID 制御モジュールを使用する場合の機器構成を示します。

 GX/GP本体のみの構成

 
標準タイプ
PID制御モジュール　最大3台(最大6ループ)

GP10の電源電圧が12V DCの場合は最大2台までとなります。

GX10/GP10本体のみ

 

標準タイプ
PID制御モジュール　最大3台(最大6ループ)

大容量タイプ
PID制御モジュール　最大8台(最大16ループ)

GX20/GP20本体のみ

 GX/GP本体と拡張ユニットの構成

 

拡張ユニット
最大6ユニット

GX10/GP10本体
GX20/GP20本体

システムにおける使用台数は、

標準タイプ
 PID制御モジュール　最大3台
   　(最大6ループ)

大容量タイプ
 PID制御モジュール　最大10台
   　(最大20ループ)

です。

Note ・	 システム内に PID制御モジュール (GX90UT) の他に、ディジタル出力モジュール (GX90YD)、ディジタル
入出力モジュール (GX90WD) が含まれる場合は、3種類のモジュールの合計台数は最大で 10台までです。

・	 本体の測定モードが高速測定、デュアルインターバル測定、拡張セキュリティ機能が有効な場合、PID
制御モジュールは動作しません。
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 GMシングルユニット構成

 
標準タイプ
PID制御モジュール　最大3台(最大6ループ)

GM10

大容量タイプ
PID制御モジュール　最大5台(最大10ループ)

 GMマルチユニット構成

 

GM10

サブユニット
最大6ユニット

システムにおける使用台数は、

標準タイプ
　PID制御モジュール　最大3台(最大6ループ)

大容量タイプ
　PID制御モジュール　最大10台(最大20ループ)

です。

Note ・	 システム内に PID制御モジュール (GX90UT) の他に、ディジタル出力モジュール (GX90YD)、ディジタル
入出力モジュール (GX90WD) が含まれる場合は、3種類のモジュールの合計台数は最大で 10台までです。

・	 本体の測定モードが高速測定、デュアルインターバル測定、拡張セキュリティ機能が有効な場合、PID
制御モジュールは動作しません。
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1.3 制御機能

 制御モード
1 台の PID制御モジュールで実行できる制御です。実行する制御モードを設定することで
下図のように動作します。

制御モード概略図 解　説

単ループ制御

GX90UT

AI1

AO1

PV1

OUT1 OUT2

PV2
PID

AI2

AO2

PID

「単ループ制御」は、制御演算部を 1系統持つ、基

本的な制御機能です。

1台の PID 制御モジュールで 2つの単ループ制御

が可能です。

カスケード制御
AI1

AO2

AI2

PID1

PID2

GX90UT

PV1

OUT1

OUT2

PV2SP2

「カスケード制御」は、制御演算部を 2	系統持ち、

PID 制御モジュール 1台でカスケード制御を実行

する制御機能です。

1次制御出力を 2次制御目標設定値 (SP) として与

える制御です。

2入力切替制御
AI1 AI2

AO1

PID

DI

GX90UT

PV1

OUT1

切替動作

「2入力切替制御」は、2つの測定入力を、接点入

力信号、または測定値範囲などで切り替える制御

機能です。

記号の解説
AI1：アナログ入力 1、AI2：アナログ入力 2
PV1：測定入力 1( ループ 1または 1次側 )、PV2：測定入力 2( ループ 2または 2次側 )
SP1：目標設定値 1( ループ 1または 1次側 )、SP2：目標設定値 2( ループ 2または 2次側 )
PID1：PID 演算 1( ループ 1または 1次側 )、PID2：PID 演算 2( ループ 2または 2次側 )
OUT1：制御出力 1( ループ 1または 1次側 )、OUT2：制御出力 2( ループ 2または 2次側 )
AO1：アナログ出力 1、AO2：アナログ出力 2
DI：接点入力
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3 つの制御モードは、以下のようなアプリケーション例に適用できます。GX20 を例に説
明します。

 工業炉温度制御（単ループ制御）
豊富なレシピ管理で歩留りがアップします。

 
炉

製品B サイリスタ
SCR

製品A

製品C 製品D 製品E 製品F

歩留り
アップ

品質向上

ループあたり、目標設定
値(SP）、PID を8組搭載

 カスケード制御
操作出力の変化から制御対象の測定までの遅れ時間や無駄時間が極端に大きい制御対象
を制御します。

 
4～20mA DC

1次側測定入力

冷水戻り

流量計

冷　水

測温抵抗体

2次側測定入力

 2入力切替制御
温度領域により制御入力を自動切替します。
低温時は熱電対による測定入力 (PV) で制御を行い、高温時は放射温度計による測定入力
(PV)で制御行います。低温から高温に切り替わるとき熱電対の引き抜き信号を出力します。

 

高温時のPV

低温時のPV

熱電対

制御出力

放射温度計

熱電対
引き抜き
信号

サイリスタ
SCR
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 制御タイプ

 PID制御
制御パラメータである PIDを用いた一般的な制御です。連続 PID出力 (電流出力 )または
時間比例 PID出力 (電圧パルス出力 )となります。

 

アラーム

電気炉

または

GM
GX/GP

4 ～20mA DC

サイリスタ
SCR

熱電対

・	 連続 PID 制御：PID 演算の結果を PID 演算値に比例した電流値 (アナログ信号 )で出
力します。

・	 時間比例 PID制御：PID演算の結果を時間に比例したON/OFF 信号のパルス幅で出力
します。パルス幅はサイクルタイム (制御出力の周期 )を 100％とした割合で、電圧
パルスで出力します。

 オン/オフ制御
オン /オフ制御は、偏差値 (測定入力値 (PV) －目標設定値 (SP)) の正負に応じてオン信号
とオフ信号を出力します。
オン /オフ出力の動作点付近には、チャタリングを防止するためにヒステリシスを設定で
きます。出力形態は、電圧パルス出力または電流出力となります。

 

下側
ヒステリシス

上側
ヒステリシス

SP

出力
ON

ON

OFF

OFF

ON ON

OFF

PV

上側ヒステリシス

下側ヒステリシス

SP

出力

（逆動作の例）

温度
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 PID制御モード
PID 制御モードには、追値制御モードと定値制御モードがあります。
追値制御モードは、目標設定値 (SP) の変更時に、偏差に対する出力を即座に行い速やか
に目標値へ到達させることを重視するモードです。
定値制御モードは、目標設定値 (SP) の変更への過敏な反応を押さえ、安定した出力を行
うことを重視するモードです。
運転モードの状態により、最適な制御アルゴリズムを自動的に選択し制御します。
・	 微分先行型 PID：測定入力値のみに微分動作が働くため、安定した制御出力が行える
制御方式です。目標設定値(SP)が大幅に変更された場合でも、制御出力は急変せず除々
に偏差をなくしていきます。

微分先行形 PID(SP 変更時、出力バンプあり )

 SP

PV OUT

微分先行形 PID(SP 変更時、出力バンプなし )

 SP

PV OUT

・	 偏差微分型 PID：制御偏差 (測定入力値 (PV) と目標設定値 (SP) の差分 )の変更に対し
て微分動作が働くため、目標設定値変更時に即応性があり、目標設定値 (SP) への追
従性を重視する場合に有効な制御方式です。

偏差微分形 PID

 
SP

PV OUT

 オーバーシュート抑制機能(スーパー機能)
「スーパー」機能とは、ファジイ推論を使ったオーバーシュート抑制機能です。
オートチューニング機能と併用すると、以下のような事例で効果を発揮します。
・	 オーバーシュートを抑制したいとき
・	 立ち上げ時間を短縮したいとき
・	 負荷変動が多いとき
・	 設定値の変化が頻繁なとき

立ち上げ時 プログラム運転時
時間時間時間

外乱時

温
度

温
度

温
度

「スーパー」:off

「スーパー」:on 「スーパー」:on 「スーパー」:on
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	 正動作/逆動作
PID の制御出力動作には正 /逆の 2つの出力動作方向があります。
これは、目標設定値 (SP) と測定入力値 (PV) の偏差の正負に対応して、制御出力値が変化
する増減方向を定義したものです。

 過積分抑制機能「アンチリセットワインドアップ」
目標設定値 (SP) と測定入力値 (PV) の間に大きな偏差が長時間続くと、積分動作によって
制御出力が出力リミット上限値に達して飽和します。そして、測定入力値 (PV) が目標設
定値 (SP) を超えても制御出力が飽和状態から離脱できないため，オーバーシュートを起
こすことがあります。これを防ぐために操作出力が出力リミット上限に達したときに、
一時的に積分動作を停止する機能です。

 目標設定値(SP)勾配機能
目標設定値 (SP) を急変させたくない場合や、ある一定の速度勾配で目標設定値 (SP) を変
化させたい場合に、一定の変化率で変化させる機能です。

 目標設定値(SP)リミッタ機能
目標設定値 (SP) に対して、上限と下限のリミットを設けることができる機能です。

 トラッキング機能
運転モードを切り替えるときに設定値が急変することを防ぐためのトラッキング機能で
す。測定入力値(PV)によるトラッキング(PVトラッキング)と目標設定値(SP）によるトラッ
キング (SP トラッキング )があります。
PVトラッキング

 

PVトラッキングありの場合

MAN AUTO MAN AUTO

PVトラッキングなしの場合

PV

SP

PV

SP

時間 時間モード切替 モード切替

SP勾配に従います。

SPトラッキング

 

REM→LCLモード切替
時間

REM→LCLモード切替
時間

SPトラッキングありの場合 SPトラッキングなしの場合

PV

PV

SP

RSP

SP

RSP

記号の解説
MAN：手動運転、AUTO：自動運転
REM：リモート運転、LCL：ローカル運転
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1.4 プログラム制御機能(付加仕様、/PG)
GX/GP/GMの付加仕様 /PG付きで、プログラム制御が可能です。

 

測定入力

制御出力

装置

SCR

プログラム
パターン

時間

温
度

プログラム運転とは、あらかじめ設定しておいたプログラムパターンに沿って時間に連
動して目標設定値を変化させる機能です。
プログラムパターンは、複数のセグメントで構成されます。
プログラムパターンは、セグメントごとの到達目標設定値、セグメントタイム、PVイベ
ント、タイムイベントなどを設定することで作成できます。

セグメント1 セグメント2 セグメント3 セグメント4 セグメント5 セグメント6

セグメント
PID番号3

セグメント
時間

セグメント
PID番号2

セグメント
PID番号1

PVイベント1

タイムイベント1

タイムイベント2

セグメント
PID番号4

セグメント
PID番号5

セグメント
PID番号6

時間

設定値

PV

スタート
目標設定値

ランプ

ランプ
ランプ

ソーク

ソーク

ソーク

PV上限 PV上限

オン

オン

オン

オン オン

オン

オンオフ

オフ オフ オフ

オフ

オフ オフ オフ オフ オフオン

PV上限 PV上限 PV下限 PV下限

タイムイベント3

パターンエンド

到達目標設定値

到達目標設定値

到達目標設定値

到達目標設定値

到達目標設定値

セグメント
時間

セグメント
時間
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 プログラム制御の機能

 ウェイト動作
測定値が目標設定値に追従できない場合にプログラムの進行を一時停止する機能です。

 リピート動作
プログラムパターン中のあるセグメント部分 (連続した複数セグメントも可 )を繰り返し
て運転する機能です。

 プログラム運転の一時停止(ホールド機能)
プログラム運転中に、強制的にプログラムパターンの動作を一時停止する機能です。

 プログラムセグメントの強制移行(アドバンス)
プログラム運転中に、強制的にプログラムパターンを次のセグメントに移行させる機能
です。

 イベント動作
プログラムパターン運転の進行にあわせてアラームを出力したり、一定時間経過後に接
点出力をON/OFF する機能です。

 タイムイベント
セグメントの運転開始からの時間が設定時間を経過した時に、接点出力をONまたはOFF
にする機能です。

 PVイベント
プログラムパターン運転の進行にあわせて、アラームを出力する機能です。イベントは
設定セグメント内でのみ動作します。

 PIDの選択
測定値 /設定値に応じて PIDを選択する「ゾーン PID選択」とセグメントごとに PIDを選
択する「セグメント PID選択」を選択できます。

 ローカル運転
プログラム運転を停止し、定値制御の運転を行う機能です。
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 プログラムパターン作成
各セグメント終端の到達目標設定値 (T+SP) とセグメント時間によってセグメント内の目
標設定値の折線グラフを設定します。ループごとに到達目標設定値を設定します。セグ
メント時間はループ共通です。

 

測定値

セグメント時間

時間

n＝1～99

1つ前のセグメントの
到達目標設定値
（プログラム運転開始点では
スタート目標設定値）

セグメントn
の動作

到達目標設定値

	 プログラム運転開始動作

 スタート目標設定値スタート
スタート時の測定入力値に関係なく、スタート時の目標設定値と第 1セグメントの到達
目標設定値 (TSP) から作成したパターンに従いスタートします。

 勾配優先PVスタート
基準ループ番号で指定したループをもとに、勾配優先のプログラムが動作します。
第 nループのスタート時の測定入力値と、プログラムパターンとの比較によってスター
ト地点を決定する方法です。
指定されていない他のループは，指定された第nループのパターンに従いスタートします。

 時間優先PVスタート
スタート時の目標設定値に関係なく、スタート時の測定入力値と第 1セグメントの到達
目標設定値 (TSP) から作成したパターンに従いスタートします。
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1.5 入力機能

 測定入力
測定入力 (PV) は、熱電対、測温抵抗体、直流電圧、DI から自由に種類やレンジを設定で
きるユニバーサル入力です。

 
電流

電圧パルス

TC
mV
V

RTD

温度入力の場合のレンジ設定

 

スパン下限

測定入力レンジ

－270.0℃ 1370.0℃

0.0℃ 800.0℃
スパン上限

レンジ

電圧入力の場合のレンジ・スケール設定

 

スケール下限

スパン下限 スパン上限

1V 5V（入力信号）

0.0m3/h 50.0m3/h
スケール上限

2V 4V

測定入力レンジ

レンジ

スケール

Note測定入力のレンジやスケールを変更すると、制御用の設定値が変更される場合があります。目標設定値（SP）、
PVレンジ上下限、入力切替 PV上下限、リモートバイアス、目標設定値勾配、上下限ヒステリシス、偏差表
示幅が影響されます。

上記のレンジ設定、スケール設定とは別に、実際に制御する範囲を決める制御 PVレンジ
の設定ができます。
通常は、レンジ設定、スケール設定の値が設定されます。
ただし、レンジ設定、スケール設定が 30000 を超える設定の場合は、下限を基準に
30000 以内の設定になります。
制御 PVレンジは、特に 2入力切替制御時に使用します。

 外部PV(EXPV)
PID 制御モジュール自身のアナログ入力でなく、外部入力チャネル (入力 /演算 /通信 )
を測定入力値 (PV) として使用します。設定範囲は、制御 PVレンジの設定範囲になります。
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 入力補正機能

 バイアス機能
バイアスは、測定入力値 (PV) にバイアスを加算し、その結果を調節計の表示および制御
に使用する機能です。精度内に入っているが、他の機器との数値のバラツキが気になる
場合、この機能で微調整します。

 

バーナー

加熱炉

測定入力値 + =バイアス値 計器内測定値

熱電対の検出温度 補正値 材料温度推測値

 フィルタ機能
測定入力値 (PV) の指示値の変動が激しく、下位の数値が読みづらいような場合、緩衝器
としてディジタルフィルタを挿入します。フィルタは 1次遅れ演算です。時定数が大き
いほど雑音除去機能の効果があります。しかし時定数を大きくし過ぎると波形が歪みま
す。

 

実際の入力 時定数が小さい場合 時定数が大きい場合

入力
2秒フィルタを
入れた例

10秒フィルタを入れた例

フィルタの効果のイメージ
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 折線近似/折線バイアス/補正係数*
折線近似は、球形タンクの液位と容積のように、入力信号と測定したい値の関係がリニ
アでない場合などに使用します。
折線バイアスは、センサの劣化により入力値の補正を行いたい場合に使用します。
補正係数は、機器側の補正値とセンサ側の補正値をそれぞれで設定し、管理したい場合
に使用します。
*	付加仕様 /AH付き

 リモート入力(RSP)
PID 制御モジュール自身のアナログ入力でなく、外部入力チャネル (入力 /演算 /通信 )
をリモート入力 (RSP) として使用します。

 比率・バイアス
比率・バイアス演算は、リモート入力値に対して比率演算とバイアス値の加算を行う機
能です。

 ディジタル入力
1 台の PID 制御モジュールに 8点の接点入力があります。運転開始 /停止、自動 /手動な
どの運転モードや目標設定値番号切替、プログラムパターン番号切替などを行います。
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1.6 出力機能

 制御出力
制御出力 (OUT) は、電流、電圧パルスから自由に種類を設定できるユニバーサル出力です。

 

電流

電圧パルス

TC
mV
V

RTD

 制御出力抑制

 制御出力リミッタ
運転モードに関わらず制御出力の動作範囲の上限と下限を設定できる機能です。PIDパラ
メータと対応して 8セットまで設定できます。

 出力変化率リミッタ
制御出力の急激な変化を防ぐ機能です。

 プリセット出力
運転モードを運転状態から停止に切り替えたときに、制御出力としてプリセット出力値
を出力する機能です。-5.0 ～ 105.0％の範囲で設定できます。

 入力エラープリセット出力
入力バーンアウトやA/D変換異常などが発生したときに、制御出力としてプリセット出
力値、0%または 100%を出力する機能です。

 タイトシャット出力
ポジショナーの不感帯を超えて調節弁を全閉 (4～ 20mA電流出力で出力を 0) にする機能
です。ただし、自動運転時は、出力下限リミット値は－ 5.0％となり、0.0mAまでは下が
りません。手動モード運転時は、タイトシャット出力 (約 0.0mA) になります。
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 伝送出力(アナログ再伝送)
伝送出力は、測定入力値 (PV)、目標設定値 (SP)、制御出力値 (OUT) などを外部にアナロ
グ信号で出力します。

 
電流 外部機器

	 15Vセンサ用供給電源
制御出力、伝送出力として使用しない場合、2線式伝送器に 15VDCの電源を供給するこ
とができます。

 ディジタル出力
1 台の PID制御モジュールに 8点の接点出力があります。アラーム出力、ステータス出力
などを行います。
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1.7 アラーム機能

 アラーム種類
制御用アラーム種類は、11種類あります。接点の動作 (励磁 /非励磁 )によりアラーム動
作が異なります。

 

閉

ヒステリシス

開

アラーム値 PV

SP

ヒステリシス

PV

開

アラーム値

閉

SP
アラーム値 PV

ヒステリシス ヒステリシス

開開 閉

SP
PVアラーム値

開

ヒステリシス

閉

PV上限

PV下限

SP上限

SP下限

偏差上限

偏差下限

偏差上下限

上下限偏差内

制御出力上限

制御出力下限

PV変化率

※開/閉は、リレー接点の状態を示します。

※開/閉は、リレー接点の状態を示します。

下図は励磁の場合です。

SP
PV

ヒステリシス ヒステリシス

アラーム値

開閉 閉

SP

開

アラーム値

ヒステリシス

閉

SP

開

ヒステリシス

アラーム値

閉

開

アラーム値出力値

ヒステリシス

閉

開

ヒステリシス

アラーム値 出力値

閉

アラーム値

ヒステリシス

開

PV

閉

閉

ヒステリシス

開

アラーム値 PV

SP

ヒステリシス

PV

開

アラーム値

閉

SP
アラーム値 PV

ヒステリシス ヒステリシス

開閉 閉

SP
PVアラーム値

開

ヒステリシス

閉

SP
PV

ヒステリシス ヒステリシス

アラーム値

開 開閉

SP

開

アラーム値

ヒステリシス

閉

SP

開

ヒステリシス

アラーム値

閉

開

アラーム値

ヒステリシス

PV

閉

アラーム値出力値

ヒステリシス

開閉

ヒステリシス

アラーム値 出力値

開 閉

アラーム種類 アラーム動作（励磁） アラーム動作（非励磁）

アラーム種類 アラーム動作

PV

出力

この傾斜より大きい場合、
アラーム発生

時間

開 開閉 閉開

変化率時間設定

変化率アラーム値 変化率アラーム値

変化率時間設定

変化率を超えた
変化率を超えた

PV変化率時間設定(分.秒)で設定した時間の間隔で、2点間の変化量を監視します。
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閉

ヒステリシス

開

アラーム値 PV

SP

ヒステリシス

PV

開

アラーム値

閉

SP
アラーム値 PV

ヒステリシス ヒステリシス

開開 閉

SP
PVアラーム値

開

ヒステリシス

閉

PV上限

PV下限

SP上限

SP下限

偏差上限

偏差下限

偏差上下限

上下限偏差内

制御出力上限

制御出力下限

PV変化率

※開/閉は、リレー接点の状態を示します。

※開/閉は、リレー接点の状態を示します。

下図は励磁の場合です。

SP
PV

ヒステリシス ヒステリシス

アラーム値

開閉 閉

SP

開

アラーム値

ヒステリシス

閉

SP

開

ヒステリシス

アラーム値

閉

開

アラーム値出力値

ヒステリシス

閉

開

ヒステリシス

アラーム値 出力値

閉

アラーム値

ヒステリシス

開

PV

閉

閉

ヒステリシス

開

アラーム値 PV

SP

ヒステリシス

PV

開

アラーム値

閉

SP
アラーム値 PV

ヒステリシス ヒステリシス

開閉 閉

SP
PVアラーム値

開

ヒステリシス

閉

SP
PV

ヒステリシス ヒステリシス

アラーム値

開 開閉

SP

開

アラーム値

ヒステリシス

閉

SP

開

ヒステリシス

アラーム値

閉

開

アラーム値

ヒステリシス

PV

閉

アラーム値出力値

ヒステリシス

開閉

ヒステリシス

アラーム値 出力値

開 閉

アラーム種類 アラーム動作（励磁） アラーム動作（非励磁）

アラーム種類 アラーム動作

PV

出力

この傾斜より大きい場合、
アラーム発生

時間

開 開閉 閉開

変化率時間設定

変化率アラーム値 変化率アラーム値

変化率時間設定

変化率を超えた
変化率を超えた

PV変化率時間設定(分.秒)で設定した時間の間隔で、2点間の変化量を監視します。

 アラーム設定数
アラーム設定数：4	点 / ループ

 アラームヒステリシス
アラーム出力が激しくオン /オフを繰り返す場合は、アラームヒステリシスを広めに設定
することで激しさを弱めることができます。

 待機動作
待機動作は、アラームが発生する状態であっても無視し、一度アラーム発生状態から抜
けるまでアラームをオフにする機能です。
待機動作は、以下の場合に働きます。
・	 電源投入時
・	 SP	変更時 (	ローカル運転時 )
・	 SP	番号変更時 (	ローカル運転時 )(SP	値が変更されること )
・	 アラーム種類変更時
下図は、電源投入時の例です。

 

正常の
あつかい

℃

電源投入 時間

ここでは測定入力値(PV)が
下限アラーム値以下でも
アラーム出力しない。

PV下限アラーム値

正常 異常

アラーム出力ON

 アラームモード
アラーム出力の動作条件を、次の 3種類から選択することができます。
・	 常にアラームを有効にする
・	 運転停止 (STOP) 時、アラームを無効にする
・	 手動運転 (MAN) または運転停止 (STOP) 時、アラームを無効にする
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 アラームディレイタイマ
アラームオンディレイタイマは、アラームが発生する状態になったとき、タイマが起動
し設定した時間が経過した場合にアラームをオンさせる機能です。
アラームオフディレイタイマは、アラームが発生しない状態 (正常状態 )になったとき、
タイマが起動し設定した時間が経過した場合にアラームをオフさせる機能です。
タイマが動作中、アラームが発生しない領域に入るとタイマはリセットされます。アラー
ムは発生しません。

 アラームACK(ラッチ機能解除)
アラーム出力解除 (アラームACK) 操作は、発生しているすべてのアラームのアラーム表
示とリレー出力を解除する操作です。

 プログラム制御時のアラーム動作(付加仕様、/PG)
プログラム制御を行うとき、プログラム設定とは別に測定入力値、目標設定値、制御出
力に対しアラームを設定することができます。
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1.8 アクション機能（接点入力切替機能）
アクション機能 (接点入力機能 )は、自動 /手動切替や運転停止 /開始切替などの運転モー
ドを接点入力、接点出力、または制御アラームレベル /制御アラームレベル状態で切り替
える機能です。
1台の PID制御モジュールには、8点のディジタル入力 (DI1 ～ DI8)、8点のディジタル出
力 (DO1～ DO8)、4点の制御アラームレベル *1(1 ～ 4)/ 制御アラームレベル状態 *2(1 ～ 4)
があります。
*1：設定したリレー動作に関係なく、アラーム状態を示します。リレー動作は、非保持と同等の動作になります。
*2：設定したリレー動作を含めたアラーム状態を示します。

 アクション設定できる切替機能
下表の 印の設定ができます。
イベント 立ち上がり /立ち下がりエッジ トリガ
自動 /手動切替 
リモート /ローカル切替 
運転停止 /開始切替 
カスケードへの切替 
自動への切替 
手動への切替 
リモートへの切替 
ローカルへの切替 
オートチューニング起動 /停止切替 
アラーム ACK 
SP 番号指定時のビット 0～ 3 
PID 番号指定時のビット 0～ 3 
2 入力切替 

動作 内容
立ち上がりエッジ ( 接点動作

が励磁の場合 )

イベントが「OFF」から「ON」に変化したときにアクションを実行します。

立ち下がりエッジ ( 接点動作

が非励磁の場合 )

イベントが「ON」から「OFF」に変化したときにアクションを実行します。

トリガ ( 制御周期以上のオン

信号で検知 )

イベントが発生した場合にアクションを実行します。

 

イベント発生

立ち上がりエッジ（接点動作が励磁の場合） 立ち下がりエッジ（接点動作が非励磁の場合）
イベント発生

トリガ（制御周期以上のオン信号で検知）
イベント発生

制御周期以上

アクション アクション
実行

実行

実行

アクション
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1.9 制御イベントアクション機能
ある事象 (イベント )が発生した時に、指定した動作 (アクション )を実行します。この
機能を制御イベントアクションと呼びます。
制御イベントアクション機能を使用することで、たとえば以下のことができます。

例 1.	 リモート制御入力 (DI チャネル )が Onになったときに、運転を開始します。
例 2.	 制御アラームが発生したときに、運転モードを手動にします。

制御イベントアクションとして、使用できる機能を示します。

 制御操作

 ループ制御関連/共通
機　　能 内　　容

全ループ運転開始 入力がOFF から ONに変化したとき、すべてのループを

運転開始します。
全ループ運転停止 入力がOFF から ONに変化したとき、すべてのループを

運転停止します。
制御運転開始 /停止 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの制御

運転を開始します。

入力がONからOFF に変化したとき、指定ループの制御

運転を停止します。
自動 /手動切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

を自動に切り替えます。

入力がONからOFF に変化したとき、指定ループの運転

を手動に切り替えます。
リモート /ローカル切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

をリモートに切り替えます。

入力がONからOFF に変化したとき、指定ループの運転

をローカルに切り替えます。
自動切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

を自動に切り替えます。
手動切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

を手動に切り替えます。
カスケード切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

をカスケードに切り替えます。( カスケード制御時 )
リモート切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

をリモートに切り替えます。
ローカル切替 ( 指定ループ ) 入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの運転

をローカルに切り替えます。
SP 番号切替 ( バイナリ /BCD) 入力のON/OFF の組み合わせ ( バイナリまたは BCD) に

より SP 番号を切り替えます。
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 プログラム制御関連
機　　能 内　　容

プログラム運転 /停止切替 入力がOFF から ONに変化したとき、プログラム運転を

開始します。

入力がONからOFF に変化したとき、プログラム運転を

停止します。
ホールド操作 入力がOFF から ONに変化したとき、プログラムパター

ンの運転を一時停止します。
アドバンス操作 入力がOFF から ONに変化したとき、プログラムパター

ンの運転を 1セグメント強制的に進めます。
プログラム運転開始 入力がOFF から ONに変化したとき、プログラム運転を

開始します。
プログラム運転停止 入力がOFF から ONに変化したとき、プログラム運転を

停止します。
ホールド操作 ( 指定ループ、指定プログラム

パターン )

入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの指定

プログラムパターンの運転を一時停止します。
アドバンス操作 ( 指定ループ、指定プログラ

ムパターン )

入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの指定

プログラムパターンの運転を 1セグメント強制的に進め

ます。
プログラム運転開始 ( 指定ループ、指定プロ

グラムパターン )

入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの指定

プログラムパターンの運転を開始します。
プログラム運転停止 ( 指定ループ、指定プロ

グラムパターン )

入力がOFF から ONに変化したとき、指定ループの指定

プログラムパターンの運転を停止します。
プログラムパターン番号切替 ( バイナリ /

BCD選択 )

入力のON/OFF の組み合わせ ( バイナリまたは BCD) に

よりプログラムパターン番号を切り替えます。

 通知/監視
制御状態の監視 /通知 (イベント )を DOや内部スイッチに出力 (アクション )します。

機　　能 内　　容
制御中通知 (RUN状態 /STOP 状態 ) 制御中 (RUN状態：ON) または制御停止中 (STOP

状態：OFF) の状態を出力します。
ウェイト終了通知 (1 秒 /3 秒 /5 秒 ) プログラム運転のウェイト状態が終了したとき、

1秒、3秒、または 5秒間ON状態を出力します。
パターン終了通知 (1 秒 /3 秒 /5 秒 ) プログラム運転が終了したとき、1秒、3秒また

は 5秒間ON状態を出力します。
PVイベント通知 プログラム運転の PVイベントが発生している間、

ON状態を出力します。
タイムイベント通知 プログラム運転のタイムイベントが発生している

間、ON状態を出力します。
ウェイト中通知 プログラム運転がウェイトしている間、ON状態

を出力します。
ホールド中通知 プログラム運転がホールドしている間、ON状態

を出力します。
プログラム運転モード監視 ( 運転開始 /運転停止 ) プログラムの運転開始 (ON) または運転停止 (OFF)

の状態を出力します。
セグメント番号監視 ( バイナリ /BCD) 運転中のセグメント番号をバイナリまたは BCD

で ON/OFF 出力します。
パターン番号監視 ( バイナリ /BCD) 運転中のパターン番号をバイナリまたは BCDで

ON/OFF 出力します。

*	 接点タイプの励磁 /非励磁の状態により動作が変わります。
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1.10 運転画面
測定・記録用の画面とは別に、制御用の運転画面があります。

 コントロールグループ画面
複数のループを同時に監視するための画面です。ディジタル指示調節計のようにディジ
タル値を強調した表示形式 (コントローラスタイル )と制御値をバーグラフで視覚的に表
示した形式 (フェースプレートスタイル )があります。

コントローラスタイル フェースプレートスタイル

 チューニング画面
PID 定数などの制御パラメータを調整するための画面です。

 

 制御オーバビュー画面
すべてのループをまとめて監視するための画面です。
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 制御動作サマリ画面
運転開始 /停止など、制御動作に関する履歴を表示するための画面です。

 

 制御アラームサマリ画面
制御アラームに関する履歴を表示するための画面です。

 

 マルチ分割画面(GX20/GP20のみ)
異なった表示形式の画面を一括で表示するための画面です。計測・記録用の画面と混在
して表示することができます。
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 プログラム運転画面
運転中のプログラムパターンを表示するための画面です。

 

 プログラム選択画面
プログラムパターンを選択したり、パターン設定を確認するための画面です。

 背景色
制御用画面の背景色に白または黒のいずれかを設定できます。

背景色：白 背景色：黒

 お気に入り・基準画面
制御用画面をお気に入りや基準画面に登録することができます。
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1.11 PCソフトウェア
以下の PCソフトウェアを組み合わせることにより、制御データを幅広く活用できます。

 SMARTDAC+スタンダード　ハードウェア設定ソフトウェア(R4.01.01以
降)
GX/GP/GM本体の制御機能、プログラムパターンを設定できます。

 

 SMARTDAC+スタンダード　プログラムパターン設定ソフトウェア
ハードウェア設定ソフトウェアに含まれます。
GX/GP/GMのプログラムパターンを設定できます。お客様にてプログラムパターンファ
イルだけを管理・活用したい場合、ご使用いただけます。

 

 SMARTDAC+スタンダード　IPアドレス設定ソフトウェア(R4.01.01以降)
GMの IP アドレスを設定できます。

 

 SMARTDAC+スタンダード　ユニバーサルビューア(R3.01.01以降)
GX/GP/GM本体が生成したデータを画面に表示、印刷することができます。
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 DXA170　DAQStudio　カスタムディスプレイビルダソフトウェア
(R5.02.01以降)
GX/GP 本体のオリジナルのモニタ画面を作成するためのソフトウェアです。(有償 )

 GA10　データロギングソフトウェア(R3.02.01以降)
測定・制御機器から通信経由でデータを収集し、収集したデータのモニタリングや記録
を行うためのソフトウェアです。(有償 )
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1.12 Webアプリケーション
Webアプリケーションを使い、GX/GP/GMの本体操作、本体機能 (プログラムパターン
を除く )の設定、データをモニタすることができます。

 

Web	アプリケーションをインストールする必要はありません。Webブラウザで、GX/GP/
GMの IP アドレスを指定すると、アプリケーションの画面が表示されます。

Note同じGX/GP/GMに複数のブラウザから接続した場合、Webアプリケーションのパフォー
マンスが低下する可能性があります。
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1.13 制御データ・入出力データの収集/記録機能
制御データとは、測定入力値 (PV)、目標設定値 (SP)、制御出力値 (OUT) のことです。入
出力データとは、アナログ入力値 (AI)、アナログ出力値 (AO)、ディジタル入力値 (DI)、ディ
ジタル出力値 (DO) のことです。
PID制御モジュールをGX/GP/GMに装着し、再構築を実行すれば制御データ・入出力デー
タを PIDチャネル (26 チャネル /1モジュール )として収集 /記録が可能となります。

 GX/GP本体の操作ボタン

 

 Webアプリケーションの操作ボタン

 

 データ保存
チャネル化された制御データ・入出力データは常に内部メモリに保存され、一定周期な
どで外部記憶メディア (SD	メモリカード )にデータが転送されます。さらに、FTP クライ
アント機能により、ファイルサーバを利用したデータ冗長化 (2 重化 ) が可能です。突然
の電源遮断の場合にも、データを確実に保存します。

 

外部メディア（SD）

自動保存

コピー

内部メモリ

A
データファイル

B
データファイル

C
データファイル

A
データファイル

B
データファイル

C
データファイル

測定データ
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1.14 画面展開
下図は、電源オンしてから制御用の運転画面、設定画面への遷移を示したものです。
PID制御モジュールをご使用になる場合、設定・操作でお役立てください。

電源オン

ディジタル画面（初期状態）MENUキー
を押す

［画面変更］
タブ＞［制御］
をタップ

表示させたい
画面をタップ

付加仕様 /PG 付きの場合にプログラム関連の画面が表示されます。

［画面変更］
タブ＞［設定］
をタップ

ループ制御の基本動作を設定します。

［個別メニュー］タブの［表示］を
タップして切り替える

プログラム制御設定を行う

プログラムパターンの新規作成 /編集、プログラム動作などを設定します。

ループ制御
設定画面

運転画面

プログラム制御
設定画面

メニュー画面

設定画面 プログラム選択画面

コントロールグループ画面 チューニング画面

制御動作サマリ 制御アラームサマリ

制御オーバビュー画面

プログラム選択画面 プログラム運転画面
プログラム選択画面
（パターン全体表示）

プログラム選択画面
（プログラムイベント表示）

プログラムパターン設定画面

パターン番号を選択

設定画面

制御画面選択

設定メニュー［プログラム制御設定］＞
［プログラムパターン編集］をタップ

［NEW］ボタン
をタップ

［EDIT］ボタン
をタップ

プログラム選択画面で選ばれた
プログラムパターンの編集

コントローラスタイル

フェースプレートスタイル
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電源オン

ディジタル画面（初期状態）MENUキー
を押す

［画面変更］
タブ＞［制御］
をタップ

表示させたい
画面をタップ

付加仕様 /PG 付きの場合にプログラム関連の画面が表示されます。

［画面変更］
タブ＞［設定］
をタップ

ループ制御の基本動作を設定します。

［個別メニュー］タブの［表示］を
タップして切り替える

プログラム制御設定を行う

プログラムパターンの新規作成 /編集、プログラム動作などを設定します。

ループ制御
設定画面

運転画面

プログラム制御
設定画面

メニュー画面

設定画面 プログラム選択画面

コントロールグループ画面 チューニング画面

制御動作サマリ 制御アラームサマリ

制御オーバビュー画面

プログラム選択画面 プログラム運転画面
プログラム選択画面
（パターン全体表示）

プログラム選択画面
（プログラムイベント表示）

プログラムパターン設定画面

パターン番号を選択

設定画面

制御画面選択

設定メニュー［プログラム制御設定］＞
［プログラムパターン編集］をタップ

［NEW］ボタン
をタップ

［EDIT］ボタン
をタップ

プログラム選択画面で選ばれた
プログラムパターンの編集

コントローラスタイル

フェースプレートスタイル
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1.15 アプリケーション例

 電気炉・工業炉の部品焼成(GX10/GX20、ループ制御)
制御の監視、チューニングが簡単です。

電気炉

電気炉・工業炉の部品焼成

GX20

GX20

アラーム

電気炉

熱電対

4～20mA DC

サイリスタ
SCR

Ethernet通信

LAN

工業炉

アラーム

熱電対 熱電対 熱電対

 薬注制御
複雑な演算が実現できます。
注入率の設定を実量で入力できます。

原水流量に対し注入率、濃度、比重により次亜塩素酸ソーダ注入量を演算し、
その注入量設定値での制御、またはポンプへ伝送出力します。

注入流量 (L/h) = 原水流量 (m3/h) x 注入率 (mL/m3) x              x　               x
比重

1 100 1

濃度 (%) 1000

薬注制御

GX20

原水流量計

注入量信号
4～20mA

(せき式流量計) 薬注ポンプ

次亜塩素酸ソーダタンク

LAN
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 工場排水設備におけるpH制御(GX10、ループ制御)
工場などの排水設備のように、広域エリアを制御するのに最適です。
ループの追加も柔軟に対応します。

【排水設備】 排水

【PH計】
遠隔監視バルブの開閉操作

Ethernet

中和剤

E-Mail

遠隔地で情報キャッチ

工場排水設備におけるpH制御

GX20

 連続式メッシュベルト炉制御(GX20、ループ制御）
多ループの一括管理に最適です。
モジュール構造によりループ単位のメンテナンスが可能です。

連続炉メッシュ炉

GX20

ゾーン1 ゾーン2 ゾーン3 ゾーン4 ゾーン5 ゾーン6
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 縦型ピット炉制御(GX10)
多ループの同期プログラム運転が可能です。
バッチ炉ほか、装置制御に最適です。

縦型ピット炉 GX10

熱電対

バンドヒータ

 エンジン耐久試験ベンチ(GM10、ソース&メジャーの同期)
試験パターンを発生しつつ、評価データの測定が可能です。
ソース、メジャーの同期が容易です。

エンジン耐久試験

試作エンジン1 試作エンジン2 試作エンジン3

回転数・負荷制御信号

各種アナログ信号

GM10
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 浸炭炉制御
カーボンポテンシャル (CP) の制御が可能です。
カーボンポテンシャル (CP) のモニタリング /記録が簡単に行えます。
O2 センサ (ジルコニアセンサ )、CO2 分析計 (赤外分析計 )どちらも使えます。
複数のカーボンポテンシャル (CP) 演算が可能です。(O2 センサ、CO2 分析計の同時使用も
可能。正確なCP値の管理に最適）

演算チャネルで実現

CO分圧

熱電対

O2センサ

炉温（TC） CP 値

CP 値
（GX20 に記録）

O2分圧(mV)

雰囲気制御

固定値

CP演算（O2センサ部）

GX20

CP制御

PID
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2. はじめて制御機能を使う

2.1 概要
ここでは、はじめて PID 制御モジュールを使用するとき、機能を理解するためのファー
ストステップとして設定内容や操作方法を簡単に説明しています。
GX20 を使った例で説明しています。GMを使用する場合は、Webアプリケーションで、
GX20と同様の設定・操作を行うことができます。
設定をはじめる前に、PID 制御モジュールの再構築 (モジュールの認識 )を行う必要があ
ります。

 アプリケーション例
GX20 で炉の 1ループの温度制御を行います。

 

装置

SCR

測定入力

制御出力

TC

 機器構成
GX20 本体ユニット (1台 )
GX90UT	PID 制御モジュール (1台 ) をスロット 9に装着

 設定内容/確認内容
設定項目 設定値

制御モード 単ループ制御 ( モジュール単位での設定 )

制御タイプ PID 制御

測定入力レンジ

(AI 番号：AI1)

種類 TC

レンジ K

スパン下限 0.0℃

スパン上限 100.0℃

出力種類

(AO番号：AO1)

種類 電流

電流出力レンジ 4-20	mA

目標設定値 SP 番号 1：50.0℃

制御アラーム
種類 レベル 1：PV 上限、レベル 2：PV 下限

アラーム値 レベル 1：50.0℃、レベル 2：30.0℃
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2.2 初期設定する
STEP1：PID 制御モジュールの制御基本動作を設定する

ここでは、制御モードが単ループ制御 ( 初期値 ) になっていることを確

認します。

操　作

1	 MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［画面変更］タブ＞［設定］をタップします。
設定画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 設定メニュー［制御設定］＞［制御基本設定］＞［制御基本動作］
の順番でタップします。
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4 	 ［ユニット番号］、［スロット番号］、［制御モード］を確認します。
ユニット：本体、スロット：09、制御モード：単ループ制御

操作完了

Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［セットアップパラメータ］

＞［制御基本設定］＞［制御基本動作］
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STEP2：ループの基本動作を設定する
STEP1 に続けて、制御タイプが PID 制御 ( 初期値 ) になっていることを

確認します。

操　作

1	 設定メニュー［制御設定］＞［制御基本設定］＞［制御ループ設定］
の順番でタップします。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［制御タイプ］を確認します。
制御タイプ：PID 制御

操作完了

Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［セットアップパラメータ］

＞［制御基本設定］＞［制御ループ設定］

ループ番号 L091 の制御タイプを設定します。
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STEP3：測定入力の種類 / レンジ / スパンを設定する
STEP2 に続けて、測定入力種類 /レンジ /スパンを設定します。

操　作

1	 設定メニュー［制御設定］＞［入出力設定］＞［測定入力レンジ］
の順番でタップします。

	 	 	 	 	 	

2 	 ユニット番号、スロット番号、AI 番号を確認し、［種類］、［レンジ］、
［スパン下限］、［スパン上限］を設定します。
(AI 番号：AI1)　種類：TC、レンジ：K、スパン下限：0.0℃、スパン上限：100.0℃

	 	 	 	 	 	

操作完了
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Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［セットアップパラメータ］

＞［入出力設定］＞［入力設定］＞［測定入力

レンジ］

ループ番号 L091 の測定入力の種類 /レンジ /スパンを設定します。
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STEP4：制御出力の種類を設定する
STEP3 に続けて、制御出力種類が電流 ( 初期値 ) になっていることを確

認します。

操　作

1	 設定メニュー［制御設定］＞［入出力設定］＞［出力種類］の順番でタッ
プします。

	 	 	 	 	 	

2 	 ユニット番号、スロット番号、AO番号を確認し、［種類］、［電流出
力レンジ］を確認します。
種類：電流、電流出力レンジ：4-20mA

操作完了

Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［セットアップパラメータ］

＞［入出力設定］＞［出力設定］＞［出力種類］

ループ番号 L091 の制御出力の種類 /電流出力レンジを設定します。
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STEP5：目標設定値を設定する
STEP4 に続けて、目標設定値を設定します。

操　作

1	 設定メニュー［制御設定］＞［目標設定値］の順番でタップします。

	 	 	 	 	 	

2 	 ループ番号を確認し、［SP 番号 1］の目標設定値を設定します。
本体ユニット、スロット番号 9( ループ番号：L091)　SP 番号 1の目標設定値：50.0℃

	 	 	 	 	 	

操作完了

Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［オペレーションパラメータ］

＞［目標設定値］

ループ番号 L091 の目標設定値を設定します。
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STEP6：制御アラームの種類 / 設定値を設定する
STEP5 に続けて、制御アラームの種類 /設定値を設定します。

操　作

1	 設定メニュー［制御設定］＞［制御アラーム］の順番でタップします。

	 	 	 	 	 	

2 	 ループ番号を確認し、レベル 1、レベル 2の［On/Off］を Onに設
定します。
ループ 1、レベル 1種類：PVH(PV 上限 )
ループ 1、レベル 2種類：PVL(PV 下限 )

	 	 	 	 	 	

3 	 ［アラーム値］( ループ番号 ) をタップし、アラーム値を設定します。
ループ 1、レベル 1設定値：50.0℃
ループ 1、レベル 2設定値：30.0℃

	 	 	 	 	 	

操作完了
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Webアプリケーションで設定する場合は、下記のパスの画面で設定しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［制御設定］タブ＞［オペレーションパラメータ］

＞［制御アラーム］
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2.3 監視・操作する

2.3.1 監視画面を表示する
操　作

1	 MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2 	 ［画面変更］タブ＞［制御］をタップします。
制御画面選択の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 ［コントロールグループ］をタップします。

	 	 	 	 	 	 　（コントローラスタイル）

	 	 	 	 	 	 　（フェースプレートスタイル）

コントローラスタイルとフェースプレートスタイルの切替は、MENU キーを押し、［個別メ
ニュー］の［表示］をタップします。

操作完了
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Webアプリケーションで監視する場合は、下記のパスの画面で監視しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［コントローラ］

または［フェースプレート］

	 	 	 	 	 　（コントローラスタイル）

	 	 	 	 	 　（フェースプレートスタイル）

この他に監視画面として、制御オーバビュー、制御動作サマリ、制御ア

ラームサマリがあります。
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2.3.2 目標設定値を変更する
操　作

1	 コントロールグループの画面を表示します。

	 	 	 	 	 	

2 	 目標設定値を変更したいループをタップします。ここではループ 1
をタップします。
ループ操作の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 SP 値をタップすると、パラメータ編集ボタンが表示されます。
(SP 値はローカル運転中のみタップ可能です )

4 	 ［▲］または［▼］ボタンをタップし数値を変更します。数値を確
定させるため［ENTER］ボタンをタップします。	
( 中央の数値をタップすることで、キーボードによる数値の直接入
力も可能です。)

操作完了
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Webアプリケーションで変更する場合は、下記のパスの画面で変更しま

す。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［フェースプレート］

または［コントローラ］

操　作

1	 ［フェースプレート］または［コントローラ］画面で目標設定値を
変更したいループをクリックします。ここではループ 2をクリック
します。
ループ操作の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［▲］または［▼］ボタンをクリックし数値を変更するか、直接キー
ボードで数値を入力し、［送信］ボタンをクリックします。

操作完了
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2.3.3 オートチューニングで最適なPIDを求める
操　作

1	 コントロールグループの画面を表示します。

	 	 	 	 	 	

2 	 MENU キーを押します。
メニュー画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 ［個別メニュー］タブ＞［チューニング］をタップします。
チューニング画面が表示されます。
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4 	 AT の右側に表示されている［OFF］をタップします。
オートチューニング使用時の注意メッセージが表示されます。メッセージを確認し、［閉じる］
アイコンをタップします。
手動運転時や運転停止時は ATを実行できません。

	 	 	 	 	 	

5 	 PID グループ番号［1］を選択し、OKをタップします。

	 	 	 	 	 	

5 	 オートチューニング中は、ループ領域内の ATが点滅します。
操作完了

Note
・	 オートチューニングを実行するときは、自動運転 (AUTO) かつ運転開始状態 (RUN) にしてく
ださい。

・	 制御モードがカスケード制御の場合、自動かつ運転開始状態で第 2ループのオートチューニ
ングを実行し、次にカスケードかつ運転開始状態で第 1ループのオートチューニングを実行
します。

・	 プログラム運転中のループにオートチューニングを実行した場合、プログラム運転の進行は
一時停止となります。オートチューニング終了後に一時停止は解除されます
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Webアプリケーションでチューニングする場合は、下記のパスの画面で

実行します。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［チューニング］＞［ルー

プ範囲 ( 表示例：L001-L002)］

操　作

1	 チューニング画面で［AT：OFF］をクリックします。
オートチューニングにおけるの注意の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 チューニング結果を格納する PID 番号 (PIDNo.) を設定します。
3 	 ［開始］をクリックすると、オートチューニングを実行します。

操作完了
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2.3.4 運転開始/運転停止する
操　作

1	 ［コントロールグループ］画面を表示します。

	 	 	 	 	 	

2 	 切り替えたいループをタップします。
［ループ操作］の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 運転開始中の場合［RUN］、運転停止中の場合［STOP］が表示されます。
4 	 ［RUN］または［STOP］をタップすると、切り替え用のボタンが画

面右側に表示されます。切り替えたい内容のボタンをタップすると
運転が切り替わります。

	 	 	 	 	 	

操作完了
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Webアプリケーションで運転開始 /停止を切り替える場合は、下記のパ

スの画面で実行します。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［フェースプレート］

または［コントローラ］

操　作

1	 ［フェースプレート］または［コントローラ］画面で運転開始 /停止
を切り替えたいループをクリックします。ここではループ2をクリッ
クします。
ループ操作の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［RUN］または［STOP］ボタンをクリックしすると、運転が切り替
わります。

操作完了
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2.3.5 自動/手動を切り替える
操　作

1	 ［コントロールグループ］画面を表示します。

	 	 	 	 	 	

2 	 切り替えたいループをタップします。
［ループ操作］の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

3 	 自動運転中の場合［AUTO］、手動運転中の場合［MANUAL］が表示
されます。

4 	 ［AUTO］または［MANUAL］をタップすると、切り替え用のボタン
が画面右側に表示されます。切り替えたい内容のボタンをタップす
ると手動運転 /自動運転が切り替わります。

	 	 	 	 	 	

操作完了
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Webアプリケーションで自動 /手動を切り替える場合は、下記のパスの

画面で実行します。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［フェースプレート］

または［コントローラ］

操　作

1	 ［フェースプレート］または［コントローラ］画面で自動 /手動を切
り替えたいループをクリックします。ここではループ 2をクリック
します。
ループ操作の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［AUTO］または［MANUAL］ボタンをクリックしすると、運転が切
り替わります。

操作完了
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2.3.6 手動運転時に制御出力を操作する
操　作

1	 ［コントロールグループ］画面を表示します。

	 	 	 	 	 	

2 	 切り替えたいループをタップします。
［ループ操作］の画面が表示されます。

3 	 出力値をタップすると、出力値変更のボタンが画面右側に表示され
ます。

4 	 ［▲］または［▼］ボタンをタップし数値を変更します。( ダイレク
ト方式 )
数値を変更すると、直接プロセスに反映されます。

	 	 	 	 	 	

操作完了

内　容
制御出力値を変更する場合、［▲］または［▼］ボタンで数値を連続的に

変化させるダイレクト方式と、変更した値を確認し［ENTER］ボタンで
出力をバンプさせる方式があります。
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Webアプリケーションで手動運転時に制御出力値を変更する場合は、下

記のパスの画面で実行します。

パ　ス
Webアプリケーション：	［データ］タブ＞［制御］＞［フェースプレート］

または［コントローラ］

操　作

1	 ［フェースプレート］または［コントローラ］画面で制御出力値を
変更したループをクリックします。ここではループ 1をクリックし
ます。
ループ操作の画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 出力値をクリックし、［▲］または［▼］ボタンをクリックし数値
を変更します。( ダイレクト方式 )
数値を変更すると、直接プロセスに反映されます。

操作完了
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3 プログラムパターン設定例
下図のプログラムパターンを設定する手順を説明します。ここでは 1ループのみを説明
していますが、2ループ以降も同様に設定することができます。

セグメント1 セグメント2 セグメント3 セグメント4 セグメント5 セグメント6

321

PVイベント1

セグメント時間

セグメントPID番号

100.0℃

50.0℃

200.0℃

タイムイベント1

タイムイベント2

4 3 2

60分30分50分 30分 50分 30分 時間

設定値

TSP

TSP

TSP

SSP：スタート目標設定値
TSP：到達目標設定値

TSP

SSP

TSP

偏差上限（5℃）PV上限（110℃）

オン

オン オン オン

オンオフ

オフ オフ オフ

オフ オフ オフ オフ オフオン

偏差上限（5℃）PV上限（210℃）偏差下限（5℃）PV下限（10℃）

セグメント 1から 6の到達目標設定値、セグメント時間を、以下の通りに設定します。
(1)	 運転開始温度を 50.0℃とし、100.0℃まで 50分かけて昇温させます。
(2)	 100.0℃まで昇温させたら 30分間この温度を一定させます。
(3)	 200.0℃まで 60分かけて昇温させます。
(4)	 200.0℃まで昇温させたら 30分間この温度を一定させます。
(5)	 50.0℃まで 50分かけて降温させます。
(6)	 50.0℃まで降温させたら 30分間この温度を一定させます。

セグメント PID番号、ジャンクションコードもセグメントごとに設定します。
プログラムパターン設定後に、PVイベントやタイムイベントを設定します。
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プログラムパターン設定項目、プログラム制御設定項目を設定する前に、下記の制御設
定を行う必要があります。制御の基本動作設定です。

 制御設定
PID 制御モジュールは、本体ユニット、スロット番号 09に装着されている条件です。
設定項目 設定メニュー 設定内容

制御モード 制御設定＞制御基本設定＞制御基本動作 単ループ制御
PID タイプ 制御設定＞制御基本設定＞制御ループ設定 PID 制御
PID 選択方式 制御設定＞制御基本設定＞制御ループ設定 SP 番号選択 /セグメント PID 番号選択
PID グループ数 制御設定＞制御基本設定＞制御ループ設定 8
AI 番号 制御設定＞入出力設定＞測定入力レンジ AI1
種類 制御設定＞入出力設定＞測定入力レンジ TC
レンジ 制御設定＞入出力設定＞測定入力レンジ K
スパン下限 制御設定＞入出力設定＞測定入力レンジ 0.0℃
スパン上限 制御設定＞入出力設定＞測定入力レンジ 200.0℃

上記以外設定内容は、初期状態のままにしてください。

操　作

1	 MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

2 	 ［画面変更］タブ＞［設定］をタップします。
設定画面が表示されます。
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3 	 設定メニュー［プログラム制御設定］＞［プログラムパターン編集］
をタップします。
プログラムパターン選択画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

4 	 ［NEW］をタップします。
5 	 パターン番号を選択し、［OK］をタップします。

プログラムパターン設定画面が表示されます。

	 	 	 	 	 	

6 	 プログラム設定メニュー［初期設定］＞［パターン初期設定］の設
定画面です。
設定表の通りに設定します。

設定項目 設定内容
パターン名 Sample	program
使用ループ数 1
動作ループ L091（本体ユニット、スロット09、ループ1）
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7 	 プログラム設定メニュー［初期設定］＞［プログラム運転開始条件］
の設定画面です。
設定表の通りに設定します。

設定項目 設定メニュー 設定内容
スタート目標設定値 初期設定＞プログラム運転開始条件 50.0℃
スタートコード 初期設定＞プログラム運転開始条件 スタート目標設定値

	 	 	 	 	 	

8 	 プログラム設定メニュー［セグメント設定］＞［プログラムパター
ン設定］の設定画面です。
設定表の通りに設定します。

セグメント 設定項目 設定内容
1 到達目標設定値 100.0℃

セグメント時間 00:50:00
セグメント PID 番号選択 1
ジャンクションコード 継続切替

2 到達目標設定値 100.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 2
ジャンクションコード 継続切替

3 到達目標設定値 200.0℃
セグメント時間 01:00:00
セグメント PID 番号選択 3
ジャンクションコード 継続切替

4 到達目標設定値 200.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 4
ジャンクションコード 継続切替

5 到達目標設定値 50.0℃
セグメント時間 00:50:00
セグメント PID 番号選択 3
ジャンクションコード 継続切替

6 到達目標設定値 50.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 2
ジャンクションコード 継続切替
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9 	 プログラム設定メニュー［セグメント設定］＞［タイムイベント設定］
の設定画面です。
設定表の通りに設定します。

	 	 	 	 	 	

セグメント タイムイベント 設定項目 設定内容
1 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート

オン時間 00:25:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

2 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

3 タイムイベント 1 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:20:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

4 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

5 タイムイベント 1 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:20:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

6 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00
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10 	 プログラム設定メニュー［セグメント設定］＞［PVイベント設定］
の設定画面です。
設定表の通りに設定します。

	 	 	 	 	 	

セグメント PVイベント 設定項目 設定内容
1 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1

種類 DVH：偏差上限
設定値 5.0℃

2 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVH：PV 上限
設定値 110.0℃

3 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 DVH：偏差上限
設定値 5.0℃

4 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVH：PV 上限
設定値 210.0℃

5 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 DVL：偏差下限
設定値 -5.0℃

6 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVL：PV 下限
設定値 10.0℃
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11	 プログラム設定メニュー［イベント表示グループ］の設定画面です。
設定表の通りに設定します。

	 	 	 	 	 	

イベント表示 設定項目 設定内容
1 表示 On

イベント種類 PVイベント
イベント番号 1

2 表示 On
イベント種類 タイムイベント
イベント番号 1

3 表示 On
イベント種類 タイムイベント
イベント番号 2

操作完了



Blank Page



TI 04L51B01-31JA

i

2017.04.11-00

技術資料　改訂情報
資料名称 : SMARTDAC+ ループ制御機能、プログラム制御機能 ( 付加仕様、/PG)

資料番号 : TI 04L51B01-31JA

2017年5月／初版
新規発行

■	著作者	 横河電機株式会社
■	発行者	 横河電機株式会社
	 	 	 〒 180-8750	 東京都武蔵野市中町 2-9-32



Blank Page


	はじめに
	1.	機能概要
	1.1	概要・特長
	1.2	機器構成
	1.3	制御機能
	1.4	プログラム制御機能(付加仕様、/PG)
	1.5	入力機能
	1.6	出力機能
	1.7	アラーム機能
	1.8	アクション機能（接点入力切替機能）
	1.9	制御イベントアクション機能
	1.10	運転画面
	1.11	PCソフトウェア
	1.12	Webアプリケーション
	1.13	制御データ・入出力データの収集/記録機能
	1.14	画面展開
	1.15	アプリケーション例

	2.	はじめて制御機能を使う
	2.1	概要
	2.2	初期設定する
	2.3	監視・操作する
	2.3.1	監視画面を表示する
	2.3.2	目標設定値を変更する
	2.3.3	オートチューニングで最適なPIDを求める
	2.3.4	運転開始/運転停止する
	2.3.5	自動/手動を切り替える
	2.3.6	手動運転時に制御出力を操作する


	3	プログラムパターン設定例
	技術資料　改訂情報

