
ユーザビリティを追求するリアルタイム OS 搭載コントローラ e-RT3 Plus

横河技報 Vol.59 No.2 (2016)

ユーザビリティを追求する 
リアルタイム OS 搭載コントローラ e-RT3 Plus

The e-RT3 Plus Real-time-OS-based Controller with Excellent Usability

  林 崇 *1 池田 哲 *2

  Takashi Hayashi Satoru Ikeda
  堀田 雅夫 *3 石中 秀幸 *3

  Masao Horita Hideyuki Ishinaka

e-RT3 Plus は，2015 年 12 月にリリースした Linux を搭載する e-RT3 シリーズの最新モデルである。e-RT3 は，

これまで堅牢性・リアルタイム性能・安定性をベースに，お客様・オープンアーキテクチャ・横河電機の技術を

融合することで，装置制御に対して多くの魅力的な機能を実現してきた。e-RT3 Plus では，「Accessible」「Visible」

「Applicable」の視点で「Usability（ユーザビリティ）」を強化し，装置制御だけでなく，工場から社会インフラ

までアプリケーション領域を拡大した。さらに，誰でもアプリケーション開発ができる環境を用意した。本稿では，

e-RT3 Plus において Usability を実現する仕組みと，今後の拡張性について説明する。

The e-RT3 Plus released in December 2015 is the latest model of the e-RT3 series with 
Linux installed. By integrating customers’ applications, open architecture, and Yokogawa’s 
technologies, the e-RT3 comes with many useful functions for controlling devices while featuring 
robustness, real-time performance, and stability. In the e-RT3 Plus, usability has been improved 
in terms of accessibility, visibility, and applicability, in order to expand application areas from 
device control to factories and infrastructure, offering an environment in which anyone can 
develop applications on Linux. This paper describes how the e-RT3 Plus delivers excellent 
usability, and its scalability.

1. はじめに

製造業のグローバル競争の激化が進み，近年は高機
能・高性能といった製品単体のスペックだけでなく，様々
なお客様の要求に迅速に答えるべく，開発環境の利便性
や資産の再利用性といった開発全体の効率改善が，コ
ントローラに求められている。また，制御ロジック以
外の機能に対する要望やお客様自身の開発スタイルの
変革（「作る」から，「使う」「組み合わせる」へ）もあ
り， 従 来 の PLC（Programmable Logic Controller） で
は，お客様の要求を実現できない領域へと入ってきた。 
この様な変革に対応するため， 2015 年 12 月に e-RT3 シ
リーズの最新モデルとして，e-RT3 Plus をリリースした

（図 1）。従来の制御ロジックの作成だけでなく，システ
ム開発を効率化する OSS（オープン・ソース・ソフトウ
ェア）を利用することで，様々なアプリケーションに対
応させることができる。さらに，開発を支援する様々な
仕掛けを用意することで，簡単にエンジニアリングでき
る環境を用意した。本稿では，e-RT3 Plus が実現してい
る様々な機能について紹介する。

図 1 e-RT3 Plus
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2. e-RT3 シリーズの位置付け

e-RT3 （1）は，制御とコンピューティング要素を兼ね備
えたコントローラとして，従来の PLC の概念を払拭する
ために，FA-M3（当社レンジフリーコントローラ）とは
シリーズ名を変えて 2004 年に販売が開始された。従来
のようにラダー言語で制御ロジックを開発するものでは
なく，リアルタイム OS（オペレーティングシステム）が
搭載された環境上で，DIO（Digital Input Output）／ AIO

（Analog Input Output）アクセスだけではなく，ペリフ
ェラル系の I/F（Ethernet，シリアル，ストレージ等）と
連携しながら，C ／ C++ 言語でアプリケーションを構築
していく。

e-RT3 は，製品コンセプトとして Deterministic Real-
time Property（リアルタイム性能），Data Processability

（データ処理），Network Connectivity（ネットワーク接
続性），Reliability（信頼性），Expandability（拡張性）の
５つをキーワードに掲げ，装置制御の中でも，よりミッ
ションクリティカルな領域での活用を狙ってきた製品で
ある。主なターゲットとしている装置は，駆動系を有す
る半導体製造装置，電子部品製造装置，加工機，成形機
等である。その中でも，より時間的制約が厳しい制御が
求められる場面でその能力を発揮し，市場で高い評価を
受けている。当然ではあるが，製品自体がメンテナンス
フリーであり，堅牢で長期安定供給を実現していること
も大きな特長となっている。

三世代目となる e-RT3 Plus では，製品コンセプトと
して新たに Usability（使いやすさ）を追加した。この
Usability というコンセプトは，アプリケーション開発効
率だけでなく，装置納入後のメンテナンスまでの幅広い
機能を有し，直接的だけでなく間接的なお客様までを含
めた形での TCO（Total Cost of Ownership）削減を狙っ
ている。OS として Linux を搭載し，OSS を活用すること
で，コストを抑えながら様々なアプリケーションに適応
させることが可能となっている。

e-RT3 は，大手お客様の装置コントローラとして利用
実績を積み重ね，現在に至っているが，近年はその使用
用途を単なる装置制御だけでなく，生産設備 PC の置換
えにまで広げている。その背景には，PC への不満が挙げ
られる。通常，生産を管理する工程においては，ライン
コンピュータと呼ばれる生産工程を管理するコンピュー
タと，ラインを制御するコントローラが存在している。
従来の PLC では，高度なデータ処理と制御を並行して行
うことができなかったため，PC を併用していた。しか
し，PC を利用した FA システムの運用では，24 時間連
続安定稼働，障害からの早期復旧やセキュリティ関連等
で大きな問題を抱えることになる。一方，制御とコンピ
ューティング要素を兼ね備えている e-RT3 は，これらの
問題を解決できる。特に，2015 年 12 月にリリースした

e-RT3 Plus では，プロセッサの高速化（ARM Cortex-A9 
MPCore 866 MHz（ Dual Core ））や Gigabit Ethernet の
搭載，メモリの大幅な増量（DDR3 SDRAM 1 GB）により，
PC に劣らぬ性能をもっている。さらに多彩な OSS の活
用と安定した連続稼働ができるため，様々な場面での利
用ができる。図 2 に，FA システムの移り変わりを示す。

図 2 FA システムの移り変わり

3. 特長

e-RT3 Plus に 追 加 し た ３ つ の 特 長（Accessible ／
Visible ／ Applicable）を説明する。

 � Accessible（誰でもできるアプリケーション開発）
Linux カーネルと OSS を工場出荷時にプリインストール
しているため，誰もがすぐにアプリケーションの開発を
始めることができる（図 3）。また，アプリケーション
を開発するホストとして，Linux だけでなく，Microsoft 
Windows も利用可能である。

図 3 誰でもできるアプリケーション開発

 � Visible（いつでも簡単メンテナンス）
開発用 PC に専用ツールをインストールすることなく，
汎用 Web ブラウザに対応した Web メンテナンスツール
により，e-RT3 Plus のモニタリングや各種設定が行える

（図 4）。

図 4 いつでも簡単メンテナンス

Web メンテナンスツールで提供する機能を示す。
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○　画面機能
○　上位データ通信
○　データ保持機能
○　帳票機能
○　内部処理

FA-M3 ／他社 PLC
○　IO，設備取り合い

Windows PC ／ Unix PCYEWMAC
YEWMAC
○　画面機能
○　上位データ通信
○　データ保持機能
○　帳票機能
○　内部処理

FA500
○　IO，設備取り合い

1990 年代 2000 ～ 2015 年 2015 年 12 月～

従来

e-RT3 Plus

インストール時間
（Linux System）

インストール時間
（OSS） アプリケーション開発

アプリケーション開発

START

START

汎用ブラウザ

設定画面

設定項目

Webサーバ搭載
LAN
ケーブル



ユーザビリティを追求するリアルタイム OS 搭載コントローラ e-RT3 Plus

横河技報 Vol.59 No.2 (2016)

サービス設定，ユーザ管理，IP アドレス設定，カレン
ダ／時刻設定，起動スクリプト設定，メモリ情報・ロ
グ表示，デバイス設定，動作設定

 ● マニュアル表示
 � Applicable（どこでも使えるコントローラ）

e-RT3 Plus が搭載する外部 I/F と豊富な I/O モジュール，
および OSS（約 90 種類）を利用することで，様々なア
プリケーションに適応できる（図 5）。

図 5 どこでも使えるコントローラ

アプリケーションと搭載している OSS の例を示す。
 ● アプリケーション例
ロガー，モニタリング，プロセス制御，インライン計測，
インテリジェントゲートウェイ，マシンコントロール

 ● 搭載 OSS（一部）
Apache（HTTP サーバ），PHP（スクリプト），TCPDF

（ 帳 票 ），CUPS（ プ リ ン タ サ ー バ ），PostgreSQL ／
SQLite3（データベース）

4. 仕様

e-RT3 Plus の主な仕様を，表 1 に示す。

表 1 e-RT3 Plus の主な仕様

5. アーキテクチャ

5.1 ハードウエア
e-RT3 Plus のハードウエア基本構成を図 6 に示す。

図 6 ハードウェア基本構成

CPU は一世代前の e-RT3 2.0 と比較（表１）して動作
周波数を高速化させるとともに，デュアルコアを採用し
て処理性能の向上を図った。マルチプロセスで動作する
Linux は，２つのコアを使った並列実行により，作業を
効率的に行うことができる。また，実行される複数のプ
ロセスをコアごとに固定させ，負荷分散ができる。大容
量の L2 キャッシュの搭載により，キャッシュのヒット
率が向上し，高速処理ができる。

搭載メモリは e-RT3 2.0 と同じ構成であるが，お客様
の利便性を高めるために，容量を増やした。また，主記
憶である SDRAM は，DDR2 から DDR3 へと変更し，高
速化を図った。

外部 I/F は，e-RT3 2.0 から大幅に改善されている。
Ethernet は，最大通信速度を 100 Mbps から 1 Gbps へ
と高速化し，データ通信量を増大した。ストレージは，
CF カードから SD メモリカードに変えて利便性を高めた。
さらに，スロット数を１つから２つへ増設したことによ
り，システム起動用とは別にリムーバブルデータ用とし
て利用できるようにした。それ以外の RS-232C 通信ポー
ト，PCI ポートは従来と同じ仕様である。

e-RT3 Plus アーキテクチャの特長の１つは，プロセッ
サを内蔵したザイリンクス社の FPGA（ZYNQ）（2）を搭載
したことである（図 7）。

e-RT3 Plus では，プロセッサと FPGA 回路の通信はオ
ンチップバス（AXI）を介して行われ，高速で信頼性の
高い通信が可能である。CPU モジュールから I/O モジュ
ールへのアクセスは，FPGA 回路を経由するため，デー
タ転送の遅延が短くなり，I/O モジュールアクセスが高
速化されている。また，プロセッサと FPGA 回路間の通
信は双方向のため，FPGA 回路からペリフェラルにアク
セス（インターコネクト経由）することが可能であり，
一部の処理（自己診断や I/O 操作）を FPGA 側で実行す
ることで，プロセッサの負荷を軽減している。さらに，
別の IP コア（ハードウェア回路情報）を FPGA に追加す
ることができるため，拡張性の高いプラットフォームと
して今後の展開が期待できる。
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図 7 e-RT3 Plus の FPGA

6. ユーザビリティの追求

6.1 開発環境
e-RT3 Plus が搭載する Linux には，ザイリンクス社

の Zynq-7000 All Programmable SoC Linux ソリューシ
ョンを採用した。このソリューションでは，アプリケー
ション開発に必要なソフトウェアコンポーネントだけ
でなく，アプリケーション開発ツール「Xilinx Software 
Development Kit （SDK）」や Yocto Project（http://www.
yoctoproject.org）のサポートなど，Linux のカスタマイ
ズ（カスタム Linux）に役立つ環境が提供されている。
これにより，開発環境がホストの種類に依存しなくなり，
e-RT3 2.0 で課題であった開発環境の制限から解放され
た。つまり，Linux 環境だけをホストとするのではなく，
Microsoft Windows 環境をホストとしてもアプリケーシ
ョンの開発が行えるようになった。

6.2 ユーザランド
e-RT3 Plus では，Yocto Project が提供するカスタム

Linux へ OSS を取り込むビルドツール（Poky）を利用す
ることで，ユーザランドの構築が行える。

図 8 Linux のコンポーネント

Linux は，３つのコンポーネントで構成される（図 8）。
 ● Linux カーネル
ハードウェアの管理やアプリケーションのスケジュー
リングなど，オペレーティングシステムの核（Kernel）
として動作するソフトウェアである。

 ● デバイスツリー
ハードウェア構成情報を管理するボード固有データ

で，使用するハードウェアと合わせて構築されるコン
ポーネントである。

 ● ユーザランド
OSS で構成されるファイルの集合体であり，ユーザイ
ンタフェースや基本機能が提供される。アプリケーシ
ョンはユーザランド上に配置される。
e-RT3 Plus では，２種類のユーザランドが用意されて

いる。どちらも組み込まれている OSS の種類や数は同じ
で，機能的な差はない。

 ● プリインストールユーザランド
アプリケーションのみの開発に専念したいお客様向け
のユーザランドである。工場出荷時に組み込まれてい
るため，プリインストールユーザランドと呼ぶ。これ
は initrd（初期 RAM ディスク）の技術を用いるため，
起動するたびに初期状態で動作する特徴がある。この
仕組みにより，PLC の利用時に想定される突然の電源
断にも耐える Linux を実現している。

 ● カスタムユーザランド
ユーザランドを独自に開発したいお客様向けで，カス
タムユーザランドと呼ぶ。
これらのユーザランドは，操作環境を共通化している

ため，ユーザランドの違いを意識することなくアプリケ
ーションの開発が行える。

その他の特徴として，e-RT3 Plus では，量産時のアプ
リケーションの組込みを想定した機能を提供している。
この機能は，SD メモリカードを用いたデータ保存領域の
アップロードおよびダウンロードを，Linux のスキルを
必要としないスイッチ操作のみで実現している。

6.3 Linux のカスタマイズ
カスタムユーザランドは，アーカイブファイル（ファ

イルの集合体）として提供されるため，Linux のクロス
開発環境があれば，ユーザランドをお客様がカスタマイ
ズすることができる。さらに，SDK を使用することにより，
OSS を独自に組み込むこともできる。今後のロードマッ
プとして，依存関係が複雑な OSS でも，お客様自身で簡
単にインストールできる環境の提供を検討している。　

Linux カーネルについては，GPL（GNU General Public 
License）に基づき全てのソースコードが Web で公開さ
れている。サポート範囲外となるが，Linux カーネルは
お客様による再構築が可能で，その再構築したイメージ
をブートさせる仕組みも用意している。

6.4 Linux 動作環境
e-RT3 Plus では，リアルタイム性能の有無とプログラ

ムを動作させるコア数を選択できる仕組みを用意した。
お客様は，アプリケーションの特性に合わせてこれらを
設定できる。

アプリケーションは，プロセスごとに設定された優先

プロセッサ

キャッシュ

DDR コントローラ

Xilinx ZYNQ

インターコネクト

ペリフェラル
ペリフェラル
ペリフェラル
ペリフェラル
ペリフェラル
ペリフェラル

DDR3

AXI

FPGA

AXI

デバイスツリー

Linuxカーネル

ユーザランド
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度を基に処理が実行される。ここで重要となるのがリア
ルタイム性能である。リアルタイム性能とは，単に処理
速度のことではなく，処理応答時間を保証することであ
る。単純な優先度のみでアプリケーションが実行される
場合，低い優先度のプロセスが実行権を持っていると，
高い優先度のプロセスが実行を待たされるという状態が
発生する。しかし，リアルタイム性能を持たせることに
より，必要なときに高い優先度の処理が動作できるよう
になる。また，処理の最大遅延時間（レイテンシ）を予
測できるため，制御の精度向上というメリットが得られ
る。最大遅延時間を保証でき，精度の必要な制御装置に
安定性をもたらすことができる。

一方，応答性よりも効率（スループット）が求められ
る HMI（Human Machine Interface）や計算処理を主と
したシステムでは，リアルタイム性能を提供することが
必ずしも有効とは限らない。このようなケースでは，リ
アルタイム性能よりも，処理単位のスループットを高め
た方がよい。

Linux のリアルタイム性能の変更は，ビルドによる
Linux カーネルの再構築が必要である。この作業は Linux
の高度な知識が必要なため，作業できるエンジニアが限
定されてしまい，製品の取扱いを難しくしていた。

e-RT3 Plus では，リアルタイム性能が異なる２つの
Linux カーネルをプリインストールし，アプリケーショ
ンの特性に合わせ，お客様がリアルタイム性能を選択で
きる仕組みを採用した。e-RT3 Plus ではリアルタイム性
能を改善するため，RT-Preempt と呼ばれるパッチをカー
ネルに適用している。

デュアルコアのプロセッサを搭載したハードウェア
を Linux で有効に利用する仕組みに，SMP（Symmetric 
Multiprocessing）技術がある。これは，リアルタイム性
能とスループット両者の改善に寄与している。

SMP では，アプリケーションを２つのコアに分散して
処理する。そのため，従来のシングルコアで動作すること
を前提に作られたアプリケーションにおいて，排他や同期
の仕組みが利用できないケースが存在する。そのため，旧
製品を含む非 SMP の Linux 環境で動作していたアプリケ
ーションを SMP 環境に移行する際には，注意が必要であ
る。e-RT3 Plus では，SMP 未対応のアプリケーションが動
作できるよう，設定により非 SMP 環境を選択できる。

リアルタイム性能と SMP の組み合わせにより，表 2 に
示す４通りの動作環境が選択できる。工場出荷時の初期
設定では，SMP とリアルタイム性能が有効になっており，
e-RT3 Plus の推奨動作環境となる。リアルタイム性能を
無効にすれば，マルチコア上で動作する Linux PC と類似
した動作環境が得られる。また，非 SMP 環境とすること
でマルチコアを考慮していないアプリケーションの実行
が可能となる。

表 2 Linux 動作環境

6.5 Web メンテナンスツール
Web メンテナンスツールを使うことで，CPU の動作設

定，起動時のパラメータ設定，I/O モジュールのモニタ
リング等ができる。

従来製品では，これらの作業を行う場合，専用開発環
境が必要であった。また，各種設定やモニタリングには
高度な操作が必要なため，装置や設備を保守・メンテナ
ンスするだけのお客様には難しかった。

e-RT3 Plus では，この課題を解決する手段として，
Linux 上に Web サーバソフトウェアである Apache を標
準搭載し，Web ブラウザ経由でアクセスできる機能を実
装した。Web サーバを利用したこの機能を，Web メンテ
ナンスツールと呼び，e-RT3 Plus すべての機種に標準搭
載され，購入後すぐに，誰でも初期設定やモニタリング
が可能な状態となっている。

Web メンテナンスツールが提供する機能の一部を次に
示す。

 � ログイン機能（図 9）
セキュリティ機能としてのログイン機能。不正アクセス
を防止する。

図 9 ログイン機能

 � CPU 内部デバイス・I/O デバイスモニタ（図 10）
内部・I/O デバイスのモニタリングと現在値変更等を支
援する機能。プログラムを作成せずに，値の参照／設定
が可能である。

図 10 モニタリング機能

SMP シングルコア

リアルタイム 推奨環境 互換用

非リアルタイム PC デスクトップ環境 互換用
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 � CPU 設定機能（図 11）
Linux システムの設定，CPU コンフィギュレーションを
行うための機能。動作環境やネットワークアドレスの設
定が可能である。

図 11 CPU 設定機能

Web メンテナンスツールの構成を図 12 に示す。大き
く分けてサーバ側サービスとクライアント側サービスに
分かれる。

図 12 Web メンテナンスツール

サーバ側サービスでは，Linux 上のファイルシステム
とコントローラ内部のローカルデバイスおよび I/O モ
ジュールへのアクセスが行われる。Linux 上の各種ファ
イルにアクセスするためには，Linux 標準コマンドを使
用する方法と，CPU モジュール内部のローカルデバイ
スおよび I/O モジュールにアクセスする専用 API（m3io-
monitor）コマンドを使用する方法の２種類の方法がある。
どちらもコマンドライン経由で処理が実行される。ライ
ブラリ化された PHP からコマンドが発行され，その結果
を PHP ライブラリが受け取る。

クライアント側サービスは，ユーザが直接操作を行う
ユーザインタフェース部分であり，HTML5 ／ JavaScript
によって構成される。Web メンテナンスツールは，ユー
ザによる操作やコントローラの状態に応じたダイナミッ
クな表示変化に応えるため，Web ブラウザ側に合わせレ
イアウトデザインを柔軟に調整する仕組み（レスポンシ

ブ Web デザイン）の実現を求めて HTML5 を採用した。 
JavaScript では Ajax を使用し，PHP と通信を行うことに
より，情報をサーバ側から取得している。Ajax は Web
ページのリロードを必要としないため，クライアント側

（JavaScript）の要求を起点にサーバ側（PHP）の駆動を
行い，その結果を受け取ることができる。これにより，
Web ブラウザ上の情報が動的に更新される。

Web メンテナンスツールは，Web コンテンツとして
標準化が整備されている HTML5 ／ JavaScript を使用し
ている。このため，汎用 Web ブラウザを利用でき，プラ
ットフォームを選ばずにお客様の利用環境に応じて柔軟
に対応ができる。

また，Web サーバ上のコンテンツはユーザが任意に拡
張することができる。さらに PHP のアクセスライブラリ
を使用することで， Web を利用した専用の GUI を構築す
ることも可能である（図 13）。

図 13 専用コンテンツ

7. おわりに

現場で様々なデータを扱うコントローラに要求される
機能は複雑である。e-RT3 は，発売当初からのコンピュ
ーティング要素を継承しつつエンハンスを重ねてきたこ
ともあり，複雑で高機能なアプリケーション構築を得意
としている。今回の Usability というコンセプトの追加は，
e-RT3 への敷居を大幅に改善し，多くのお客様が触れら
れる機会を作った。

装置制御を始め，PC の置換えまでを実現する e-RT3 
Plus は，I/O 制御と高度な演算処理を一体で実現できる
ため，IoT（Internet of Things）時代のデファクトスタン
ダードなコントローラとして今後活用が期待できる。
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API コマンド Linux ファイル

[php]
exec

戻り値テキスト [php]
file_get_contents

戻り値テキスト

[php] アクセスライブラリ 処理

[ajax]
php に POST

[HTTP]
echo/print

[Javascript] 表示制御

[html] 表示ドキュメント

ブラウザ

[CSS] スタイルシート

e-RT3 plus

クライアント側
サービス

サーバー側
サービス

usr

local

web

WebTool

(UserPage)

rp_aclib

Web メンテナンスツール

ユーザコンテンツ

e-RT3 Plus PHP ライブラリ

ユーザ
拡張領域
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