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第9回　 歴史を肌で感じよう
さか い とし のり

酒井 ITビジネス研究所 代表　酒 井　寿 紀

あったもの、なかったもの、
なくなったもの

　ヨーロッパの街を歩けば、その

街の現在の姿を見ることができま

す。しかし、その街は、昔はどん

な姿だったのでしょうか？たいて

いの街には、その街の歴史的なも

のを展示している博物館がありま

す。こういうところを訪れて、そ

の街の昔の姿を想像するのはなか

なか楽しいものです。

　パリでは、カルナヴァレ博物館

というところがパリの歴史にちな

むものをいろいろ展示しています。

ここでパリの古い地図の複製を

売っていました。1676年製という

のでルイ14世の時代のものです。

大きい地図でしたので、持ち帰る

のに苦労すると思いましたが、興

味があったので買い求めました。

この地図を眺めていると、いろい

ろ面白いことがわかります。

　まず、当時から「あったもの」が

あります。ルーブル、ノートルダム

寺院、サン・ジェルマン・デ・プレ

教会などです。これらは有名な大

建造物ですが、当時からあったも

のはこれらだけではありません。

パリのマレ地区には、現在カルナ

ヴァレ博物館やピカソ美術館など

になっている古い貴族の館があり

ますが、これらの建物が当時から

あったことがわかります。それだ

けでなく、この地区の狭い道路に、

当時も現在と同じ名前が付いてい

たことがわかります。たぶん道の

曲がり具合などもあまり変わって

ないのでしょう。マレ地区の狭い

通りを歩けば昔のパリの雰囲気に

触れることができるようです。

　逆に、当時は「なかったもの」も

たくさんあります。凱旋門、コン

コルド広場、シャンゼリゼ通りな

どはありませんでした。いや、そ

れどころか、現在これらがある場

所は地図の範囲外です。つまりパ

リの市街ではなかったのです。そ

して、現在の盛り場のモンマルト

ルやモンパルナスなども地図上に

なく、当時はパリ市街ではなかっ

たことがわかります。

　そして、当時はあったが、現在

は「なくなったもの」があります。

フランス革命の発端になったバス

ティーユ牢獄がその一つです。現

在はバスティーユ広場という地名

に名前が残っています。そして、テ

ンプル修道院の大きい建物が現在

のレピュブリク広場のところに

あったことがわかります。また、

ルーブルのそばのテュイルリー宮

殿がルーブルに劣らず大きかった

ことがわかります。これはパリ・

コミューンのとき火事で焼けてし

まったのだそうです。

　こういうことを知った上で、17

世紀の街並みを想像しながらパリ

の街を歩くのも一興でしょう。一

般的には、フランス人は古い建物

をよく残していると思います。そ

の一方で、マレ地区の古い街並み

に隣接して、石油化学プラントの

ようなポンピドゥー・センターを

建てたり、ルーブルの中庭にガラ

ス張りのピラミッドを作ったりし

ました。われわれには景観の破壊

のように思えますが、あと100年も

経てばこれらもパリの風景に溶け

込むのかも知れません。エッフェ

ル塔は、現在はパリの代表的風物

になっていますが、建設当時は、グ

ロテスクな鉄骨とみんな違和感を

覚えたのではないでしょうか。

城塞都市ウィーン

　ウィーンにも歴史博物館があり

ます。ここにはウィーンの昔の市

街の大きな模型が展示されていま

す。それを見ると、ウィーンの旧

市街全体が堅固な城壁と濠で囲ま

れていたことがわかります。そし

て、城壁のところどころから戦闘

用の陣地が張り出しています。つ

まり、街全体がまさに強固な要塞

になっていたのです。

　その理由は展示品を見てわかり

ました。16世紀から17世紀にかけ

てオスマン・トルコの軍隊との戦

いに使われた、折れた槍、傷だら

けの盾、破れた軍旗などが多数展

示されていて、当時の戦闘の激し

さを生々しく感じさせられました。

もしウィーンがオスマン・トルコ

軍に敗れていたら、その後のヨー
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ロッパの歴史はどうなったので

しょうか？

　この城壁は 1857 年に取り壊さ

れ、今は1周約4キロメートルのリ

ンクという大通りになっています。

　このように城壁が市街全体を

囲っていたのはウィーンに限りま

せん。最近行ったフランスのカル

カッソンヌなど、何と二重の城壁

で囲まれています。これはスペイ

ン軍との戦闘の激しさを物語って

いるようです。この二重の城壁は

今もほぼ完全に残っていて、世界

文化遺産になっています。

　そのほか、私が行ったことがあ

る街では、フランスのアルルやア

ヴィニョン、イタリアのペルージ

アやフェラーラ、スペインのトレ

ドなども、旧市街全体を囲った城

壁が残っていました。こういう街

では、鉄道の駅も自動車道路も城

壁の外にあって、城壁の内側は昔

のままの姿をよくとどめているよ

うです。

　日本には、こういう市街全体を

取り巻く城壁はありませんが、例

えば北京などもこういう城壁で囲

まれていたので、世界全体では、む

しろ日本が例外的なのかも知れま

せん。ヨーロッパなどでは、戦争

はほとんど異民族との戦いです。

そして、旧約聖書には、老若男女

を問わず敵は皆殺しにせよという

話が出てきます。こういう戦争の

性格の違いが日本と諸外国の城壁

の違いをもたらしたのかも知れま

せん。

ミロのビーナスは
最高傑作ではない？

  美術館にもよく行きました。ロー

マのヴァティカン美術館に行った

ときは、ギリシアやローマの人体

の五体健全な彫刻のほかに、頭だ

け、手だけ、足だけ、胴体だけの

大理石のかけらが山のようにある

のに驚きました。五体健全なもの

やそれに近いものより、手だけ、足

だけなどのバラバラなものの方が

はるかに多いのです。ということ

は、これらの中にミロのビーナス

を超える傑作があるかも知れない

と思いました。ミロのビーナスに

は手がありませんが、それでも運

良くバラバラにならなかったので、

現在ルーブルでギリシア彫刻の傑

作として世界中の人に讃えられて

いるのだと思います。

　こういうことは、日本で美術全

集を見ていたのでは思いもよりま

せん。手や足だけの彫刻の多さに

圧倒されてはじめて感じることが

できます。

　ヴァティカン美術館やルーブル

美術館のほか、小さい美術館にも

行きました。あるとき、ロンドン

大学の中にコートールド・コレク

ションというのがあって、印象派

やルーベンスの良い作品を集めて

いると聞きました。そこで、仕事

の合間の週末に行ってみました。

しかし、ロンドン大学といっても

広く、何の案内もありません。聞

き歩いてやっとたどり着くと、そ

こには年配の男の人が一人いるだ

けでした。そこの建物のエレベー

タは、手で扉を開けて乗り、扉を

閉める。そして、目的の階に着い

たら、また手で扉を開けて降り、扉

を閉めておく。この閉めるのを忘

れると、次の人が使えない、とい

う年代物でした。私が行ったとき

は、展示室には誰もいず、しばら

くして、やっと一人入ってくると

いう有様でした。しかし、そこに

展示されていた作品は素晴らしい

ものでした。

　中でもルーベンスは何点もあり、

ルーブルに展示されているような

大作と違って、小品なだけにか

えって画家の筆遣いの巧みさがよ

くわかるように感じました。

　こういう素晴らしい美術品が、

大学の片隅の実に不便なところに

ある老朽化した建物に何気なく展

示されているとは、さすがにヨー

ロッパだと思いました。しかし、イ

ギリス人も、やはりこれは問題だ

と思ったのでしょう。その後、こ

のコートールド・コレクションは、

テムズ川沿いの便利なところにあ

るサマセット・ハウスという立派

な建物に移設されました。

　現地で直接いろいろな文化遺産

に接すると、ヨーロッパの歴史の

本をいくら読んでもわからない、

文化の層の厚さ、底辺の広がりと

いうようなものを肌で感じること

ができます。　　　　　　　　 ■

著 者 紹 介

酒 井　寿 紀
酒井ITビジネス研究所

代 表
（E-mail：webmaster@toskyworld.com）

ウェブサイト「Tosky World」
http://www.toskyworld.com/
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（株）エム・システム技研　システム技術部

高機能版SCADALINX「SCADALINXpro」の応用（2）
－ アラーム －

は じ め に

　サーバ・クライアント形のHMIソ
ス キ ャ ダ リ ン ク ス プロ

フトウェア「SCADALINXpro（形式：

SSPRO4）」に関して、通常よく使わ

れる標準機能であるトレンド、ア

ラーム、レポート画面などの機能と

構築方法を、前回から数回にわたり

サンプル画面を使ってご紹介してい

ます。

　第1回は、ヒストリカル・トレン

ド画面についてご説明しました

（2007年7月号参照）。今回、第2回

はアラームについてご説明します

1．アラーム機能とは

　アラーム機能とは、PLCやリモー

トI／O から収集したタグ値を評価す

ることによってアラームの発生状況

を監視し、検出したアラーム情報を

サマリや履歴などの様式で画面上に

表示するための機能です。

　装置の状態はSCADALINXpro

Serverで常に監視され、アラームが発

生するとSCADALINXpro Server 側の

ハードディスクにアラーム情報が保

存されます。

　SCADALINXpro Browser では、現

在あるいは過去に発生したアラーム

を表示できます。

　SCADALINXpro Browser へのア

ラーム表示には、アラームコントロー

ルを利用します。アラームの表示内容

としては、アラームサマリ、アラーム

履歴、リアルタイムアラームの3 種類

が用意されています（図1参照）。

　●アラームサマリ

　アラームサマリは、現在発生中、

または過去に発生したが確認されて

いないアラームの一覧を表示します。

アラームが復帰し、かつアラームが

確認された場合には、自動的に画面

から消えます。常に最新のアラーム

状態で動的な表示更新が行われます。

　●アラーム履歴

　アラーム履歴は、アラームの発生

履歴の一覧を表示します。一般的に

は、一覧表示をしたい履歴の期間を

画面上で範囲指定し、その期間のア

ラーム履歴の一覧を表示します。ア

ラーム履歴では動的な表示更新は行

いません。

　●リアルタイムアラーム

　リアルタイムアラームは、アラー

ムの発生履歴一覧を動的に表示しま

す。画面の表示中に新しいアラーム

が発生すると、自動的に一覧を更新

して表示します。

　また、アラームが発生したときに

自動的にE メールを送信することも

できます。

2．アラーム機能の構築

　アラーム機能の構築に際しては、

最初に、SCADALINXpro Server 側で

アラームの発生条件やアラームメッ

セージなどの「アラームマスタ」の登

録、アラームアクションやイベントの

設定を行います。次に、クライアント

側の画面上にアラームコントロールを

配置し、アラーム画面を作成します。

　SCADALINXproにおけるアラー

ムの基本的な設定項目としては、

「発生・復帰」の有無、「確認」の有

無があります。

　●「発生・復帰」の有無

　アラームの発生と復帰の両方を検

出するか、発生のみを検出するのか

を選択できます。前者を「発生・復

帰あり」と呼び、後者を「発生・復

帰なし」と呼びます。発生・復帰あ

りの場合、発生と復帰それぞれに対

してアラームのレコードを生成しま
図1　SCADALINXproのアラーム機能

SCADALINXpro
Server

SCADALINXpro
Browser

PLC

PLC

リモートI ／O

アラーム
マスタ

アラーム
メール

アラーム
情報

アラームサーバ

・アラームサマリ
・アラーム履歴
・リアルタイムアラーム

設定情報 アラームログ

アラームコントロールを
介して画面表示

アラーム検出による
自動送信
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高機能版SCADALINX「SCADALINXpro」の応用（2）
－ アラーム －

検出しません。

　●「確認」の有無

　発生したアラームに対して、確認

操作の要否を設定します。確認あり

とした場合には、画面上で確認操作

を実施するまではアラームサマリの

表示に残っています。

　なお、これらの設定はアラーム全

体に対して行うのではなく、個々の

アラームに対して設定します。した

がって、たとえば、確認が必要なア

ラームと不要なアラームを同一の画

面上で管理したい場合などに、柔軟

なアラーム管理が可能になります。

3．サンプル画面紹介

　あらかじめ用意されているアラー

ムサマリのサンプル画面（図2）をご

紹介します。このサンプルは、ア

ラームの発生・復帰、アラーム確認

の情報を色分けして表示します。さ

らに、発生、復帰、確認、変化の状

況により表示するメッセージを切り

替えています。

　アラームレコードの色、点滅条件

についても自由に設定することが可

能です。このサンプルでは、アラー

ムが発生すると赤で点滅し、確認す

＊SCADALINXは、（株）エム・システム技研の登録
　商標です。

ると青、復帰する

と緑で点灯しま

す。また、復帰し

ているが確認し

ていないときに

は緑で点滅する

ようにしていま

す。

　レコードを選択し、図2（a）の「確

認」ボタンをクリックすると、選択

したレコードだけが確認状態になり

ます。

　図2（b）の　「一括確認」ボタンをク

リックすると、画面に表示されてい

るすべてのアラームを確認状態にす

ることが可能です。

　図2（c）の「ファイル書出」ボタン

をクリックすると、アラームの内容

をCSVファイルに書き出すことが

できます。

　図2（e）の「選択範囲を印字」ボタ

ンをクリックすると、画面上で選択

している部分だけを印刷することが

でき、図2（d）の「全件を印字」ボタ

ンをクリックすると、画面に表示さ

れている全件のデータを印刷するこ

とができます。

　●他のアラーム画面

図2　アラームサマリ画面サンプル

　アラーム履歴画面とリアルタイム

アラーム画面の表示については、同

一レコードに発生、復帰、確認の時

刻を表示することも、別々のレコー

ドに分けて表示することも可能です

（図3）。画面がもつ機能としては以

上のとおりですが、このほかにア

ラームが発生した際にクライアント

側で音を使って知らせることもでき

ます。

　アラームが発生した際に、音声

ファイル（WAVファイル）を再生し、

確認するまでリピート再生する仕組

みにすることで、音でアラーム発生

を知らせることが可能です。

　音声ファイル（WAVファイル）を

再生する仕組みなので、ブザー音だ

けでなく、再生したい音、声の音声

ファイルを用意していただければ、

好きな音声でアラームを知らせるこ

とができます。

お わ り に

　このように、SCADALINXproを使

えば、アラームの際必要になる様々

な機能を実現することができます。

　サンプル画面を使用することに

よって、構築時間を短縮できること

はもちろん、画面構築を自由に行う

ことができます。たとえば、トレンド

画面やグラフィック監視画面を開い

ていても最新のアラームを表示する

ように構築することが可能です。 ■

（c）

（a）

（e） （d）

（b）

図3　アラーム履歴画面とリアルタイムアラーム画面

・ 同一レコードタイプ

・ 別レコードタイプ
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　　　　（株）エム・システム技研　開発部

図1　27RSの外観と寸法

は じ め に

　エム・システム技研は多くの種

類の2線式変換器を販売していま

すが、今回は、2線式ヘッドマウン

ト形変換器27・UNITシリーズに属

する新開発の測温抵抗体変換器（形

式：27RS）をご紹介します（図1）。

　27・UNITシリーズは、PCなどを

用いてデジタル方式で設定・調整

を行うタイプの温度変換器です。

　27・UNITシリーズ には、現在、2

線式ユニバーサル温度変換器（形

式：27HU）というユニバーサル入力

のHART通信に対応した製品があ

り、27RSはこれに続くものです。

特　　長

　（1）高精度

　27RSは、中間クラスの価格帯に

位置する極めて高精度な変換器で

す。精度は、0.15℃または0.075％

of span あるいは0.075％of max range
注1）のいずれかの最大値と定義され

ています。

　また、温度係数も－40～85℃の

範囲で75ppm／℃を保証し、過酷な

温度環境においても高精度を保持

します。

　精度については、世界のヘッド

マウント形変換器の中でトップク

ラスにありますが、コストパ

フォーマンスの高い経済的な価格

を実現しています。

　（2）簡単な設定作業

　27RSは、専用のPCコンフィギュ

レータソフト（形式：27MCFG）注2）

によって、センサの種類、接続線

の数、温度レンジ、バーンアウト、

上下限リミット値、センサの校正、

出力信号の調整、ダンピング定数

などの設定が簡単に行えます。ま

た、300ポイントまでのユーザテー

ブルを自由に設定できるため、こ

れ1台でほぼ万能の測温抵抗体変

換器であるといえます。

　（3）便利な機能表示ランプ

　27RSでは便利な機能表示ラン

プ付きをお選びいただけます注3）

（図3）。機能表示ランプは、単に電

源からの給電を確認できるだけで

はありません。ランプの点滅パ

ターンを視認することによって、

入力信号の大きさの概要をはじめ

とし、機器本体の異常も確認でき

ます。入力信号についてはDC1～

5Vの出力をイメージして、1～5の

数値に変換して表現しています。

　1（入力25％）相当を長めの点灯、

0.2（入力5％）相当を短めの点灯と

し、5％刻みの表現を可能にしてい

ます（図4（a））。

　また、バーンアウトや入力の上

下限リミットの状態についてもそ

れぞれの点滅パターンを用意して

耐環境性に優れた高性能 PCスペック形、絶縁付
測温抵抗体変換器（形式：27RS）

φ44

20.7

（単位：mm）

図2　27RSのブロック図

※1、入力部接続方法

■測温抵抗体入力
・2線式

4

3

2

1

B

A

・3線式
4

3

2

1

B

B

A

・4線式
4

3

2

1

B

B

A

A

※2、機能表示ランプ付きのときのみ付きます。
※3、通信で設定を行う場合は、抵抗値を250～500Ωとしてください。

4

2

3

1

縁
路

出力
回路

出 力
演算回路

入 力
演算回路

通信
回路

低 ド リ フ ト
入力処理回路

＋

－

絶
回

負荷出力信号

DC24V

DC4 ～ 20mA入力信号 ※1

※3

※2
機能表示
ランプ



7Vol. 16　No. 9

耐環境性に優れた高性能 PCスペック形、絶縁付
測温抵抗体変換器（形式：27RS）

います（図4（b））。

　センサヘッドに収められた状態

では、ランプの視認はできません

が、設置時やメンテナンス時には、

大きい効果を発揮できると確信し

ています。

　（4）EMC指令に適合

　CEマーキングは、電磁波などに

よる障害や製品の安全性に対する

欧州連合の指令に、製品が適合し

ていることを示します。27RSは、

注1）max range：0％または100％に対応す
る温度でその絶対値が大きい方。

注2）PCコンフィギュレータソフトは、
エム・システム技研のホームページ
http：//www.m-system.co.jp/からの
ダウンロードメニューに追加する予定
です。

注3）ただし、本質安全防爆非対応品の場合。

その指令の一つであるEMC（電磁

両立性）指令に適合しています。

　すなわち、電波ノイズなどの電

磁波障害に対しても優れた安定性

を保ち、また、自らも不要な電磁

波の放出を抑えています。そのほ

かにも耐雷サージや耐静電気など

の試験をクリアする必要があり、

CE マークの表示は優れた製品の

証拠でもあります。

　（5）本質安全防爆への対応

　現場設置形変換器に関する欠か

せない要求仕様として、本質安全

防爆への対応があります。27RSは

FMおよびCEマーキングの一つで

あるATEX指令の本質安全防爆の

認定取得を予定しており、ZONE 0

への設置を考慮しています。

　国際規格 IEC60079-10では、危

険なガスなどが存在する可能性に

応じて、危険場所を下記のように

分類しています。

　● ZONE 0：爆発性雰囲気が、連

続して又は長時間存在する区域

　● ZONE 1：爆発性雰囲気が、プ

ラント等の正常運転時に生成する

おそれがある区域

　● ZONE 2：爆発性雰囲気が、プ

ラント等の正常運転時に生成する

おそれはなく、また仮に非正常時

に生成するとしても、短時間しか

存在しない区域

お わ り に

　以上、このたび新しく開発した現

場設置形測温抵抗体変換器（27RS）

についてご紹介しました。27RSは、

PCによる設定が可能で、価格的に

は中間クラス（ミドルレンジ）に位

置します。ミドルレンジの製品の

拡充を目指して、現在27R（非絶縁

測温抵抗体入力用）、27TS（熱電対

入力用）の開発も進めています。

　いずれの製品も価格はミドルレ

ンジですが、性能についてはハイ

エンドと遜色ない性能を誇ってい

ます。ぜひ一度、実際に確かめて

いただければ幸いです。

　エム・システム技研は、今後も一

層魅力のある現場形温度変換器づ

くりを目指して努力してゆく所存

です。ご意見、ご要望をお寄せくだ

さいますよう、よろしくお願いし

ます。　　　　　　　　　 　　■

機能表示ランプ

図3　27RSの機能表示ランプ
　　（機能表示ランプ付きの場合）

図4　機能表示ランプの入力モニタと異常モニタ

 0% → 1

点滅パターン例

1相当
（入力25%相当）

0.2相当
（入力5%相当）

1秒 0.25秒

1秒以上のOFF

ON OFF

 25% → 2

 50% → 3

 100% → 5

 30% → 2.2

 45% → 2.8

（a）入力モニタ：入力の0～100 %を1～5の数値（0.2刻み）に変換し、点滅パターンで表示します。
   点滅周期は数値の1相当を1秒、0.2相当を0.25秒とし、その合計で数値を表示します。
   パターンは、「1相当→0.2相当→1秒以上のOFF」を繰返します。

0.125秒 OFF

2秒周期

0.125秒  ON  OFF

0.125秒 OFF  ON  OFF

2秒周期 1秒周期

0.125秒 ON  OFF  ON

（b）異常モニタ：機器の異常状態を、以下の点滅パターンで表示します。

・入力信号上限：入力信号が出力上限リミット
 に相当する値を上回る場合

・回路異常検出：CPUが回路の異常を検出した
 場合

・入力信号下限：入力信号が出力下限リミット
 に相当する値を下回る場合

・バーンアウト：センサの断線を検出した場合
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（株）エム・システム技研　開発部

リモート I／O上で動作する汎用コントローラ
（形式：R3RTU-VX）

は じ め に

　ご好評いただいているリモートI／

O R3シリーズのベース上に、コン

トローラ機能を組み入れ可能にして

ほしいというご要望を多数いただい

てきました。

　そこでエム・システム技研は、こ

れらのご要望にお応えすべく、新形

のコントローラ「VxWorks搭載コン

トローラ（形式：R3RTU-VX）、図1」

を開発しました。

　このR3RTU-VXは、R3シリーズ

のベース上で動作する、高速性と高

信頼性を兼ね備えた汎用の組み込み

形コントローラです。R3シリーズの

I／Oカードを用いたお客様のノウハ

ウ（技術やソフトウェア資産など）を

コントローラに組み込むことが可能

であるため、手軽に最適な装置や設

備を構築することができます。

　したがって、従来やむを得ず汎用

パソコンを用いて行ってきた監視・

制御などのシステムにも応用可能で

す。

　また、R3シリーズの各種カードを

用いた信号の入出力も簡単に実現で

き、少ない工数で効率のよいシステ

ム開発を行えます。

　さらに、安価なリモートI／O上で

動作するという点において、従来か

らある高価な産業用の組み込みCPU

ユニットとも一線を隔した製品に

なっています。すなわち、コストパ

フォーマンスという観点から見て

も、注目すべき製品であると考えて

います。

1．特　長

　R3RTU-VXの主な特長は、以下に

列挙するとおりです。

　●R3シリーズのベース上で動作す

る、汎用のコントローラです。

　●産業用として最もポピュラーな

OSの一つである「VxWorks」を搭載

しています。

　● C言語を用い

たきめ細かいリア

ルタイム・アプリケーション・ソフ

トウェアの開発が可能です。

　● Cコンパイラによってネイティ

ブコードを生成するため、高速処理

が実現できます。

　●R3シリーズの豊富な入出力カー

ドをすべて使用できます。

　●通信ポートとしてEthernet、RS-

232-Cを備えています。

　● CF カードスロットをもってい

て、DISKアクセスが可能です。

　●添付されている入出力カードア

クセス関数を用いて、R3シリーズの

各種入出力カードへ簡単にアクセス

できます。

　● R3RTU-VXに関する設定は、す

べてCFカード上のテキストファイ

ルを用いて行います。したがって、

ほかに設定用のソフトウェアを必要

としません。

　● Modbus（TCP）のサーバ機能を標

準装備しているため、LANを経由し

てプログラムレスでR3シリーズの

入出力カードへアクセスできます。

　● CIFS（Common Internet  File

図1　VxWorks搭載コントローラ（形式：R3RTU-VX）と
R3RTU-VXを搭載したR3シリーズの外観

表 1　R3RTU-VX基本仕様
ベース

電源R3RTU-VX入出力カード

リモートI／O
R3シリーズ  VxWorks搭載  

  コントローラ  
（形式：R3RTU-VX）

    項　目 内　容

OS VxWorks 5.5.1

CPU XScale PXA255（400MHz）

FROM 2MB（OSブート用）

SDRAM 64MB

Ethernet 10BASE-T／100BASE-TX 自動切換え

RS-232-C
 汎用（9ピン、Dサブコネクタ オス形 ）

 デバッグ用（ジャックコネクタ）

CFカード TYPEⅠ 3.3V

LED 前面に4つ（プログラムにて制御）

その他 RUN接点、ウォッチドッグタイマ
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System）を搭載しているため、LAN

を経由してWindowsパソコンのEx-

plorerから直接R3RTU-VXのCFカー

ドへのアクセスが可能です。

　表1に、R3RTU-VXの基本仕様を

示します。

2．システム構成例

　R3RTU-VXを用いたシステムの構

成例を図2に示します。VxWorksは

マルチタスクをサポートするリアル

タイム O S であるため、1 台の

R3RTU-VXで複数のジョブを処理さ

せるためのプログラムを簡潔に記述

することができます。

　以下に、簡単な一例ですが、

R3RTU-VXを用いたシステムのタス

ク構成例について説明します。

　この例では、2つのジョブ（電力監

視処理・データ収集処理）を、1台の

R3RTU-VXで実現しています（表

2）。つまり、電力監視装置とデータ

収集装置という2台分のジョブを1

台のR3RTU-VXで処理することが

でき、大幅なコスト削減が実現しま

す。

　また、これらのデータを用いた特

殊な演算機能を入れると、用途を限

定したスペシャルコントローラにす

ることも可能です。

    さらに、通信プログラムを設計す

れば、複数台のR3RTU-VXをLANで

接続してデータを共有することもで

きます。当然ながら汎用PCからもこ

れらのデータを参照できるため、常

に演算状態をモニタリングすること

も実現可能です。

　このような電力監視、データ収集

および通信処理を行うことは、以前

からある組み込みCPUユニットと

増設ボードを用いても可能だと思わ

れます。しかし、R3RTU-VXは安価

な産業用リモートI／Oのベース上で

動作するCPUユニットであるため、

ベースや電源、各種入出力カードま

で含めて考えると、前者と比較して

表 2　タスク構成例

コストを大幅に低く抑えることがで

きます。

　また、豊富なR3シリーズの入出力

カードに簡単にアクセスできるため

に、余計な調査を必要としません。

したがって、開発期間の短縮および

開発コストの低減が見込めます。

　以上のように、R3RTU-VXは性

能・価格両面においてメリットがあ

るため、新しい可能性を見出すこと

ができるコントローラであると考え

ています。

お わ り に

　VxWorksの信頼性・汎用性とR3シ

リーズの豊富な入出力カードとを組

み合わせることによって、応用範囲

は限りなく広がります。これらの条

件を満足した R 3 R T U - V X は、

VxWorksならびにC言語に関する知

識・経験をお持ちのお客様にとって、

強力な武器になることでしょう。

　すでにR3シリーズが設置されて

いるシステムにも、空きスロットが

あれば後からR3RTU-VXを追加す

ることが可能です。つまり、R3シ

リーズを普通のリモートI／Oから監

視機能や制御機能を併せ持ったイン

テリジェントなリモートI／Oへと、

安価に機能アップすることができま

す。

　以上のように、R3RTU-VXは多種

多様な用途に用いることができるコ

ントローラです。エム・システム技

研では、このR3RTU-VXのご提供を

通して、お客様の様々な課題解決の

お役に立てれば幸いであると考えて

います。なお、R3RTU-VXならびに

R3シリーズの入出力カードに関す

るご意見、お問い合わせにつきまし

ては、お気軽にエム・システム技研

のホットラインまでご連絡願いま

す。　　　　　　　　　　　　　■

 図 2　システム構成例

R3シリーズ

Ethernet

リモートI／O
R3シリーズ

PC

   VxWorks搭載  
  コントローラ  
（形式：R3RTU-VX）

リモートI／O R3シリーズの構成
・ベース（形式：R3-BS□）
・電源カード（形式：R3-PS3）
・VxWorks搭載 コントローラ  
 （形式：R3RTU-VX）
・電力入力カード（形式：R3-WT4）
・直流電圧入力カード（形式：R3-SV4）
・接点出力カード（形式：R3-DC16）

R3RTU-VX

　　ジョブ  内　容

 電力入力カード（形式：R3-WT4）から定周期で電力データを読み出し、
電力監視処理 設定した値を超えた場合は、接点出力カード（形式：R3-DC16）から
 警報接点出力を出す。

 直流電圧入力カード（形式：R3-SV4）から定周期で電圧データを読み
データ収集処理 出し、それをCFカード上にファイルとして保存する。
 このファイルをPCからLAN経由で読み出すことができる。
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