
課題

・   製鉄所の圧延工程で、鋼板の酸化皮膜の除去に使われている高圧ポンプ
 （デスケーリング・ポンプ）の省エネ化を図りたい。

・  オープンかつ高信頼なシステムとし、かつ、コンパクトに実現したい。

ソリューション

・ 産業用コントローラーと産業用コンピューターを統合した東芝インフラシステムズの
 「ユニファイド・コントローラー nv-packシリーズ typeFR*」を採用。

・   「typeFR*」のLinux*コンテナー上に省エネ・アプリケーションを実装。

導入効果

・  高圧ポンプの駆動を細かく制御することで、所期の省エネ目標を達成。

PLCと産業用コンピューターを1台に集約
リアルタイムLinux*とWindows*が同時に動作
インテル® Core™ i7プロセッサーを搭載した「typeFR*」は、PLCプログラムを実行しながらLinux*または
Windows*アプリケーションを同時に実行できる、これまでにない統合型のコントローラーです。

導入事例
インテル® Core™ i7プロセッサー搭載
産業向け統合コントローラー

エッジ・コンピューティングに適した
「typeFR*」コントローラー

IoTなどの新しいテクノロジーやオープン化

の波は、鉄鋼や大規模プラントをはじめと

する従来ながらの重厚長大産業や、上下水

道システムなどの社会インフラシステムに

も押し寄せています。東芝インフラシステ

ムズはこうしたトレンドを受けて、PLC（産

業用コントローラー）と産業用コンピュー

ターとを統合した「ユニファイド・コント

ローラー nv-packシリーズ typeFR*」

（以下typeFR*）を開発しました。プロセッ

サーには高性能なインテル ® Core™ i7 

プロセッサーを採用。同社独自のリアル

タイムLinux*上でソフトPLCが動作する

ほ か、 ゲスト環 境となるMicrosoft* 

Windows*上ではHMIや IoTなどのアプリ

ケーションが動作します。すでに東芝三菱電

機産業システムがインテグレーターとなって、

ある製鉄所の圧延工程に導入され、省エネ

で顕著な成果を上げています。

製鉄所の圧延工程で
東芝の統合コントローラーが活躍

製鉄所に一歩足を踏み入れると、まず敷地

の広さに圧倒され、次に現場の迫力に圧倒

されます。とくに凄まじいのは、熱した鋼

片（スラブ）を薄い鋼板に加工していく「熱

間圧延」での工程でしょう。酸化皮膜（ス

ケール）を除去するために鋼板表面に高圧

噴霧された水から立ち上る大量の湯気の

中、熱せられた鋼板が、徐々に狭められた

何段もの圧延ローラーの間を激しい音を立

てながら通っていく様は圧巻です。

いわゆる重厚長大と呼ばれるこうした産業

で、工程のさまざまな設備をコントロール

しているのがDCS（Distributed Control 

System）やPLC（Programmable Logic 

Controller）と呼ばれる制御機器です。こ

れらは「産業用コントローラー」と総称され

ることもあります。

東芝インフラシステムズ株式会社
https://www.toshiba.co.jp/cs

東芝三菱電機産業システム株式会社
https://www.tmeic.co.jp
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いずれも画面表示を含むHMI（Human 

Machine Inter face）部分は別に用意

する必要があり、近年ではMicrosoft* 

Windows*ベースのPCをHMI用に使う

事 例 も 増えてきました。 もちろん、

Windows*ベースといえども高い信頼性が

要求されるため、HMIのハードウェアには

一般のPCではなく信頼性や堅牢性を高め

た産業用コンピューターが用いられます。

ある製鉄所の圧延工程に2016年に新たに

導入されたのが、東芝インフラシステムズ

が開発した「 typeFR*」です。ユニファイド

（統合）が示すように、PLC機能を持つ産業

用コントローラーと、HMIを含むさまざま

なユーザー・アプリケーションを実行できる

産業用コンピューターとを一体化した、こ

れまでにないコントローラー製品です。な

お、システムのインテグレーションは東芝

三菱電機産業システム（TMEIC）が担当し

ています。

オープン化の波にも対応できるよう
PLCと産業用コンピューターを統合

「typeFR*」はプロセッサーにクアッドコア

のインテル® Core™ i7プロセッサーを採用。

その上に、東芝の研究開発センターがいわ

ばオリジナルのディストリビューションと

して開発した高信頼なリアルタイムLinux*

を搭載しています。

圧延工程の導入事例に触れる前に、東芝イン

フラシステムズ（2017年7月の分社化以前

は東芝）の産業用コントローラーの歴史を

少し振り返っておきましょう。

同社が初の産業用コントローラーを開発し

たのは1975年のことです。TOSDICシリー

ズ*、TOSMATICシリーズ*、PROSECシリー

ズ*などを、鉄鋼のほか、製紙、上下水道、

電機・機械、道路・空港・ビル、一般産業な

どのさまざまな分野に納めてきました。

コントローラーとコンピューターの統合を通じて
鉄鋼などの産業にも IoTなどの新しいテクノロジーを

当初は適用分野ごとに最適となるように各

コントローラーを開発していましたが、オー

トメーションの高度化やテクノロジーの標

準化などのトレンドに応えるために、「CIE

統合」（C：コンピューター制御、I：計装制御、

E：電気制御）として、アーキテクチャーの

統一化を進めてきました。

1989年に統合第1弾となる「CIEMACシ

リーズ *」が誕生し、さらに1999年には統

合第2弾となる統合コントローラー「Vシ

リーズ*」が誕生しています。こうした統合

コントローラーを中核に、用途に応じた

I/Oモジュールなどを組み合わせて、それ

ぞれのユーザーや分野に適したシステムが

構成されてきました。

東芝インフラシステムズが2017年7月に

発売した産業用コントローラー「typeFR*」

は、同社にとって統合の第3弾にあたる製

品です。従来のCIE統合では、DCSとPLC

の統合、あるいは、分野別の複数のPLC

製品の統合が主眼でしたが、「typeFR*」は

それらとは大きく異なり、産業用コントロー

ラーと産業用コンピューターを1台に統合

したのが最大の特長です。

「鉄鋼に代表される重厚長大な産業にも IT

化やオープン化の波が押し寄せています。

例えば、現場から上がってくる機器や設備

の情報を IoTアプリケーションを使って産

業用コンピューターで処理し、その結果を

産業用コントローラーに返して制御にフィー

ドバックしようとした場合、それぞれが別々

でももちろん処理はできますが、1台に集

約されていたほうがリアルタイム性が高ま

りますし、小型化も図れます。「typeFR*」

はそうした新しいアプリケーションを想定し

て開発したコントローラーです」と、同社の

高柳洋一氏は説明します。

現場で発生したデータを、ネットワークを

通じて上位システムに上げるのではなく現

場に近いところで処理する、いわゆるエッ

ジ・コンピューティングの実現にも適した

アーキテクチャーといえるでしょう。

type FR*のソフトウェア構成とシステムでの位置づけ

現場のフィールド機器（センサー、インバーター、モーター、電磁弁など）

I/O I/O

nV-Tool* typeFR*

TCnet 100*
TCnet 1G*

プログラミング

コンピューター・アプリケーション

コントローラー・アプリケーション

モニター表示 ログ表示 Linux*または
Windows* ファイル

情報系ネットワーク

情報・制御
ネットワーク

コントローラー

I/O I/O

入力 出力

クラウド・上位システム



インテル® Core™ プロセッサー・ファミ
リーのパフォーマンス向上により
従来ASICと同等性能を
ソフトPLCで実現

「typeFR*」はプロセッサーにクアッドコア

のインテル® Core™ i7プロセッサーを採用。

その上に、東芝の研究開発センターがいわ

ばオリジナルのディストリビューションと

して開発した高信頼なリアルタイムLinux*

を搭載しています。

産業用コントローラーとしての機能はLinux*

上に実装されるソフトPLCが担います。

一方の産業用コンピューターとしての役割

は、Linux*コンテナーあるいはゲストOS

として動作するMicrosoft* Windows* 10 

IoT Enterpriseが担います。

「一般にPLCのプログラミングには国際標

準である IEC 61131-3が用いられていま

す。当社ではこれまで、専用のASICを開

発して、IEC 61131-3に準拠した制御プロ

グラムを高速に実行する環境を提供してき

ました。以前にもソフトPLCは検討したこ

とがありましたが、強力なインテル® Core™ 

i7 プロセッサーの登場によって、ようやく

ASICと同等の性能が得られるようになって

きたことが、typeFR*を開発した背景となっ

ています」（高柳氏）。

「 typeFR*」に搭載される東芝が開発し

た Linux*カーネルは、PLCプログラムの

実行性能とリアルタイム性を担保するため

に、ソフトPLCを実行するプロセッサー・

コアと、Windows*またはLinux*コンテ

ナーを実行するプロセッサー・コアとを分

離（コア・アフィニティー）。また、タスク

ごとのプロセッサー割り当て時間を高精度

化している点が特長です。さらにそれぞれ

の環境がお互いのメモリーに干渉しないよ

う、それぞれのメモリー空間を独立させて

いて、Windows*またはLinux*コンテナー

環境が万が一フリーズした場合でもPLC機

能だけは動作を続けるように工夫されてい

ます。

PLC側でサポートされるプログラム言語は、

前述のように IEC 61131-3に準拠したLD

（Ladder）、SFC（Sequential Function 

C h a r t）、F B D（ Fu n c t i o n a l  B lo c k 

Diagram）、およびST（Structured Text）

の4言語です。これらは同社が提供する

エンジニアリング・ツール「nV-Tool*」で

サポートされ、既存のPLC用に書かれた制

御プログラム資産をそのまま活用すること

ができます。

一方のWindows*またはLinux*コンテナー

では、HMIアプリケーションのほか、シス

テム監視とプロセス制御を行うSCADA

（ Super v isor y Control  And Data 

Acquisition）アプリケーション、分析な

どの IoTアプリケーション、機械学習エン

ジン、上位ネットワークとのゲートウェイ

機能、データ交換のOPC UAアプリケー

ションなどを動かすことを想定しています。

従来のDC Sや PLCと違って外部記憶

（128GB SSD）を備えているため、制御対

象機器の状態などを蓄積し、分析できる

ところがメリットといえます。

ネットワークは東芝が開発した工業用リア

ルタイムEthernet*の「TCnet*」をサポー

ト。TCnet*は IEC 61784-2/61158とし

て国際標準になっていて、制御データの同

時性のほか、高い応答性、および高い信頼

性などを特長としています。

もちろん産業用として必須となる長期供給

や長期保守を約束。そのため、インテル® 

Core™ i7プロセッサーには、インテルが提

供するエンベデッド・プロセッサー製品を

採用しています。

鉄鋼圧延プラントにおける適用事例

汎用コンピューター・ネットワーク 汎用コンピューター・ネットワーク

P/C：プロセス・コンピューター
PC：パーソナル・コンピューター
PLC：プログラマブル・ロジック・コントローラー

ユニファイド・コントローラー
nv-packシリーズ typeFR*

制御ネットワーク

制御ネットワーク

※省エネパケージ：鉄鋼プラントにおいて、高圧水を鋼板表面に噴射してスケールを除去するデスケーラーがあり、これを制御するポンプを効率的に動作させるパッケージ。

従来、３つの機器で分散、構成されていた省エネパッケージ※をインテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載したコントローラー「typeFR*」を適用し、
CPU内部コアに機能を割り付けることで「typeFR*」1台で実現、省スペース、省エネを実現。

PCP/C

PLCコア

P/Cコア
（モデル制御機）

PC
監視システム

PLC

typeFR*
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圧延工程の省エネ化など
新たなアプリケーションを提案

次に、東芝三菱電機産業システムが担当し

た製鉄所への導入事例を見ていきましょう。

圧延工程では、圧延ロールを駆動する大型

モーターに加えて、スケール（酸化皮膜）除

去に必要な高圧水を送出するポンプなど、

多数のモーターが使われており、使用電力

も膨大です。このうち高圧ポンプ（デスケー

リング・ポンプとも呼ばれます）は、圧延

が行われていないときは運転台数を減らし

たり運転速度（圧力）を下げるなどして、省

エネを図ることが可能です。

東芝三菱電機産業システムは、常時フル駆

動だった従来の設備にインバーター制御を

導入して可変速とし、工程の状況に合わせ

て最適な制御を行うシステムを顧客に提

供。このとき省エネの制御に「typeFR*」を

採用し、省エネ・アプリケーションとモーター

制御のPLCアプリケーションを1台に集

約。さらに監視システムも統合しています。

同社の小林潤氏は次のように説明します。

「typeFR*は、TCnet*をはじめとして I/O

機能が充実しているとともに、Linux*コン

テナーまたはWindows*アプリケーション

を実行できるため、省エネ・アプリケーショ

ンの処理に最適と判断し採用しました」。

すでに具体的な成果が上がっていて、同社

が顧客に提案した省エネ目標を達成できた

そうです。また、同様のシステムを他社に

も導入済みとのことです。

「既存のPLCを置き換えるというよりも、

Linux*やWindows*ベースのアプリケー

ションによって新たな価値を提案する用途

にtypeFR*は適していると考えています」

と小林氏は述べています。

こうした取り組みによって、コントローラー

とコンピューターとの統合がますます加速

するとともに、新しいテクノロジーがさまざ

まな産業に組み込まれていくに違いありま

せん。

今後も、産業用コンピューター開発で最新の

インテル® プロセッサーを採用していけば、

ユニファイド・コントローラー nv-packシ

リーズ*も進化し続けていくことでしょう。

自動制御（PLC）と情報処理（Windows*アプリケーション）を統合できる「 typeFR*」

東芝インフラシステムズが開発した「ユニファイド・コントロー

ラー nv-packシリーズ typeFR*」は、産業用コントローラーと

産業用コンピューターを統合した製品で、フィールド機器を制御

するコントローラー・アプリケーション（ IEC 61131-3準拠）を

実行できるだけではなく、Microsoft* Windows* 10 IoT 

EnterpriseまたはLinux*上で情報処理アプリケーションも同時

に実行できるのが特長です。HMIのほか、IoTのデータ収集およ

び分析、機械学習、SCADAなど、さまざまなアプリケーション

が実現できます。産業用Ethernet*である「TCnet*」もサポート

しています。

ユニファイド・コントローラー nv-pack シリーズ typeFR* 主な仕様

コントローラー仕様 

制御方式 ストアードプログラム　サイクリック・スキャン方式

OS Linux*

プログラム言語 IEC61131-3準拠4言語
 ・LD（Ladder）・SFC（Sequential Function Chart）
 ・FBD（Function Block Diagram）・ST（Structured text）

コンピューター仕様

OS Linux*、Windows* 10 IoT Enterprise

プロセッサー インテル® Core™ i7-3615QE プロセッサー （4コア 2.30 GHz） 

メインメモリー DDR3 SDRAM 4GB/8GB（ECC付き）

拡張スロット数 PCI 3.0 × 2スロット

 PCI Express* 3.0 × 2スロット

拡張カード 光ネットワーク・オプション（TC-net* I/Oループ/100/1G）


