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標準 PLC を用いた列車情報システムの構築技術
A technique for constructing train Information Systems using standard PLCs

Recent years, many development cases of TCMS based on the revised TCN standard, especially ECN standard,
have been reported. The functionality and the performance of TCMSs are expected to be improved. Also, the
efficiency of the software design of the application based on the TCMS will be required more than before.
We paid attention to a generality of PLCs and flexibility of its software development environment, and we applied
PLCs to TCMSs in the early stage. Also, we worked on applying industrial field buses and we have improved the
design efficiency and easy-maintenance.
In this paper, we'll describe the development cases of TCMS based on standard PLCs from the design policy and
control programming point of view.
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事例と，それらの特徴およびその設計思想を制御プログラミ

近年，改訂版TCN規格，特にECN規格に準拠した列車制

ングの観点から述べる。

御管理システム（Train Control and Management System，
以下TCMS）の構築事例の報告が増えており，今後TCMSの

２．PLCを適用したTCMSの開発事例

導入による車両システムの高機能化・高性能化が進むものと

表１に，当社がPLCを適用したTCMSの開発事例を示す。

予想される。そしてTCMS上に構築されるアプリケーション

広島電鉄5100形LRVへの適用を皮切りに，北京地下鉄10

の具現化における制御ソフトウェア設計の効率化が，以前に

号線，亦庄線，9号線車両用のTCMSへの展開を図り，さら

も増して求められていくものと考えられる。

に国際規格IEC 61375への適合を企図して，広島電鉄1000形

当社は，一般産業用のコントローラとして普及しているプ

LRV用列車情報システムを開発した。当該システムは，ジャ

ログラマブルロジックコントローラ（以下PLC）のハードウェ

カルタ都市高速鉄道南北線向け電車，広島電鉄5200形LRV

アの汎用性とそのプログラム開発環境の持つ柔軟性に着目

にもご採用いただいた。

し，TCMSへの適用をいち早く手掛けてきた経緯がある。そ
して，PLCがサポートする一般産業用フィールドバスの適用
も合わせて取り組み，設計開発の効率化と省メンテナンス性
の向上を図ってきた。

３．PLCを適用したTCMSの基本構成
これらのPLCを適用したTCMSの基本構成を仮想的な編成
を対象として図１に示す。同図には，3種類の基本構成
（1）

本稿では，当社が構築した標準PLCに基づくTCMSの構築

～（3）を示した。いずれの構成においても，TCMSは機能的

■ 表１ PLC適用TCMS開発事例
Table1 Development cases of PLC applied TCMS
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■ 図１ PLC適用TCMSの基本構成
Fig.1 Basic configurations of PLC applied TCMSs
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に制御伝送系とモニタ系に分離される。
制御伝送系全体を統括する装置として，PLCを用いた制御
伝送装置（以下CCU）を配置し，各車の制御対象機器とのデー
タ交換を行うリモートIO装置（以下RIO）を設け，この間を
フィールドバスで接続する。一方，モニタ系全体を統括する
装置として，PLCを用いたモニタ装置（以下MON）を配置し，
各車の監視対象機器とのインターフェースを司るインター
フェースユニット（以下IF-UT）を設け，この間をフィールド
バスで接続する。
制御伝送系は，システムのアベイラビリティ向上のため，
二重化され，それぞれ制御伝送系（1系）と制御伝送系（2系）を
構成し，一方モニタ系は一重系として構成される。

■ 図２ CCUの製作事例
Fig.2 An example of CCU product

各車の制御対象機器あるいは監視対象機器とのインター
フェースを担うRIOとIF-UTは，ディジタル入出力，アナロ
グ入出力，シリアル通信インターフェースなどの各種イン
ターフェース回路を具備し，対象機器との間でデータ交換を
行うものであり，いわゆるインテリジェント機器として設計
され，専用の制御プログラムが実装されている。
また，運転台表示器（Driver’
s Display Unit以下DDU）は，
各運転台に設置される。
図２にCCUの製作事例，図３にRIOの製作事例を示す。
図１に示したように，標準PLCを適用したTCMSの基本構
成は，以下の3種類に分類できる。
PROFIBUS-DP×2系統＋LONWORKS

■ 図３ RIOの製作事例
Fig.3 An example of RIO product

PROFIBUS-DP×3系統
PROFINET×2系統

３．２

それぞれの構成の概要を以下に示す。

基本構成（2）

基本構成（2）は，北京地下鉄10号線向け列車情報システム
３．１

基本構成
（1）

で適用したもので，基本構成（1）との違いは，モニタ系とし

基本構成
（1）は，広島電鉄5100形電車に適用したシステム
であり，制御伝送系としてPROFIBUS-DP，モニタ系として
LONWORKSを 適 用 し た も の で あ る。PROFIBUSは1980年

てPROFIBUS-DPを採用した点である。
これは，LONWORKに係る設定作業（バインディング）の
効率化を図るための変更である。

代にドイツ政府が立ち上げた開発プロジェクトに端を発する

また，モニタ系のマスタとなるモニタ装置（MON）を両先

ものであり，世界中で最も普及しているフィールドバスと言

頭車に配置し，マスタの二重化に対応した。さらに基本構成

わ れ， 他 の 主 要 な フ ィ ー ル ド バ ス と と も に 国 際 規 格

（1）におけるRIOとIF-UTを一体化し，IO/IFユニット
（IO/

IEC61158およびIEC61784として規格化されている。

IF-UT）として構成し，コンパクト化を図った。

一方，LONWORKSは，米国エシュロン社が開発したネッ
トワークで，主にビルディングオートメーション，FA分野，

３．３

基本構成（3）

エネルギー監視・制御などの設備オートメーションに用いら

基 本 構 成（3）は，IEC 61375 part3-4 Ethernet Consist

れている。LONWORKSは，「ネットワーク変数」と言う概念

Network 規格に準拠したTCMSである。ここでは，産業用

を導入し，ネットワークノード間のデータ交換の定義を，出

イーサネットとして広く普及しているPROFINET IOを採用

力点と入力点を繋ぐ配線作業になぞらえた形で行う（バイン

するとともに，制御伝送系とモニタ系を統合し，制御伝送／

ディング）ため，直感的で分かりやすいシステム構築を可能

モニタ系の二重系構成に変更した。

とする。

PROFINET IOは，ネットワークを統括する一つのIOコン
トローラ（マスタ）と，各種機器とのデータ交換を実行する複
数のIOデバイス（スレーブ）とから構成され，あらかじめ定
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義されたネットワークコンフィグレーションに基づき，IO
コントローラとIOデバイス間において，定期的なイーサネッ
トフレームの授受が行われるものである。

４．ＰＬＣプログラミング言語規格IEC 61131-3
標準PLCとフィールドバスをTCMSに適用する最大の動機
付けは，プルーブンな分散制御システム（ネットワーク）
が利

本TCMSで は， リ ン グ ト ポ ロ ジ を 採 用 す る と と も に，
MRP（Media Redundancy Protocol）をサポートし，断線等
のトラブルに対応している。

用可能であるという点と，制御ソフトウェアの設計を支援す
るプログラム開発環境が整備されているという点にある。
特にプログラム開発環境については，IEC 61131-3で規格

また基本構成
（2）におけるIO/IF-UTに相当する端末装置を
改めてRIOユニットという名称に変更した。

化された，PLCプログラミング言語標準が存在し，これに準
拠した開発環境が普及しており，制御ソフトウェア設計の効

上記のPROFINET IOのデータ交換の枠組みとは別に，制

率化が図れる。

御伝送／モニタ装置
（1系）と制御伝送／モニタ装置（2系）の間

IEC 61131-3言語は，1993年12月に初版が発行され，2002

で，UDP/IPによる相互監視のためのデータ交換
（CPU間通

年に第2版，2013年に第3版の改訂が行われており，さらに

信）を一定周期で実行する。これにより，相手から一定時間，

JIS化も図られており，JIS B 3503として既に発行済である。

UDPパケットを受信できない場合は，相手の制御伝送／モ
ニタ装置が異常であると判断し，必要に応じて稼働系の切り
替えを行う。

IEC 61131-3の言語仕様は，多岐にわたり，以下の5つのプ
ログラミング言語をサポートする。
・ラダー・ダイアグラム（LD言語）

また，編成同士が併結した場合には各編成の稼働系制御伝

・ファンクション・ブロック・ダイアグラム（FBD言語）

送／モニタ装置同士にてルータを介し，データ交換を実施す

・ストラクチャード・テキスト（ST言語）

る。このことにより，車両の分割・併合にも対応している。

・インストラクション・リスト（IL言語）

以上，述べた各基本構成の比較表を表２として掲げる。

・シーケンシャル・ファンクションチャート（SFC言語）

■ 表２ PLC適用TCMSの基本構成の比較
Table2 A comparison of basic configurations of PLC applied TCMSs
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■ 図４ LD言語によるブレーキ力不足検知表示灯の点灯処理の例
Fig.4 A
 n example of LD language program which lights the insufficient brake force indicator

IEC 61131-3 第3版においては，オブジェクト指向プログ
ラミングのためのクラスやメソッドの概念も導入され，より

■ 表３ ブレーキ力不足検知 表示灯制御の変数
Table3 V
 ariables which are used in the insufficient brake force
indicator control

高度なプログラミングに対応できる環境を整備しつつある。
また規格の制定・改訂と並行して，PLCopenと呼ばれる
PLCアプリケーションの効率化を目指した第三者機関が発足
し，欧州を中心に活動が展開されており，日本においても
PLCopen Japanが2002年から活動を開始している。
近年，海外の鉄道車両に係る案件の要求仕様の一部に，
IEC 61131-3言語への適合を求めるものが散見される状況で
あり，制御ソフトウェアを世界共通の言語で記述するという
ニーズが高まってきている。
図４にLD言語の一例として，運転台の
「ブレーキ力不足検
知」表示灯の制御を記述したソースコード，表３に「ブレーキ
力不足検知」表示灯の制御プログラムで使用する変数とその

５．標準PLC利用のメリット・デメリット

意味を示す。
「各車両のブレーキ装置の一台以上でブレーキ

図６は，基本構成（3）におけるPLCおよびフィールドバス

力の不足を検知した場合にRIOのディジタル出力信号をON

（PROFINET）が提供する入出力データのイメージを表すも

とし，
「ブレーキ力不足検知」表示灯を点灯する論理を表現し

のである。RIOおよびCCU/MONにおいて，二重化された状

ている。

態を含めた全体のデータの流れを表現している。

図５にST言語の一例として，「ドア開閉時間測定」につい
てのプログラムを記述したソースコードを示す。
「ドア開閉
時間測定」機能は，各車両のドア装置から取得したドア開閉
時間が規定値以内であるかを判定し，判定結果と測定値を
DDUに表示する機能である。図５は車両の片側4扉
（ドア1，
ドア3，ドア5，ドア7）のドア開時間が規定値以内か否かを判
定する論理を記述している。
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■ 図５ ST言語を使用した
「ドア開閉時間測定」
機能のプログラム例
Fig.5 An example of ST language program which measures the door opening/closing intervals

■ 図６ 制御伝送系における入出力データのイメージ
Fig.6 An image of input/output data exchange in the control transmission system
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各車の各機器からの状態情報をRIO1，RIO2経由で取得し，
CCU/MON
（1系）とCCU/MON
（2系）に集約されたそれらの

IOの範囲では，メッセージデータ交換を実現することがで
きない。

入力データに基づき，同一の制御演算処理を実行し，その演

この場合，フィールドバス IOの仕組みの上に，メッセー

算結果をプロセスデータ出力として，CCU/MON
（1系）と

ジデータ伝送の仕掛けを構築する必要があり，アプリケー

CCU/MON
（2系）から各車のRIO1，RIO2経由で各車の各機

ションプログラムの一部に，メッセージデータ交換処理を実

器に配信する。RIO1およびRIO2において，CCU/MON（1系）

装しなければならない。

とCCU/MON
（2系）の演算結果のいずれを採用し，出力デー

図 ７ は，CCUか らRIOに 対 す る メ ッ セ ー ジ 送 信 処 理 を

タとするかについては，あらかじめ定めた稼働系情報に基づ

フィールドバスIO（共有メモリ）の枠組みで実装する場合の

いて選択する論理を実装している。

ロジックの例である。

上記のようにPLCプログラミング環境から見たフィールド

本来のメッセージデータ交換は，単一あるいは複数のデー

バス上の入出力データは，いわゆる共有メモリを提供する仕

タフレームの送受信で実行される処理であるが，フィールド

組みと捉えることができ，フィールドバスでの通信処理を意

バスIO上でのメッセージデータ交換には，無駄な判断処理

識する必要がなく，直感的に分かりやすいものとなる。

が必要となるため，必然的にデータ転送効率は落ちることに

これにより，TCMSアプリケーションの設計は，格段に効

なる。
また実際の車両においては，分割・併合運用を前提とする

率良く成されるようになったと考える。
IEC 61375 TCN規格においては，プロセスデータとメッ

列車もあるが，PROFIBUS-DPおよびPROFINETは，ネッ

セージデータによるデータ分類が成されており，プロセス

トワークの動的な構成変更には対応しておらず，固定編成用

データは，周期的かつデータ長が短く，一方メッセージデー

のネットワークを相互に結合するためには，これらの間に，

タは，散発的かつデータ長が長いという特徴を持つ。この意

ルータあるいはゲートウェイを介在させる必要がある。

味で，フィールドバスは正にプロセスデータ伝送に適したシ

上記の各デメリットは，PLC本体の処理高速化，メモリの

ステムであり，プロセスデータの授受を容易に実現できるも

大容量化，フィールドバスの高速化などにより，実質的には，

のである。これは標準PLCとフィールドバスを用いる最大の

大きな制約とはなっていないが，今後のさらなる高機能化・

メリットと言える。

高性能化に対応するためには，改善が必要な部分と考えら

一方，フィールドバスに，メッセージデータ伝送をサポー

れる。

トする例が少なく，標準的なPROFIBUS-DP，PROFINET

■ 図７ フィールドバスIOを利用したメッセージデータ伝送手順の例
Fig.7 An example of message data transmission using the field bus I/O
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