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高信頼二重化システム

富士統合コントローラシリーズ



二重化コントローラシステムによる高い 信頼性で、
安定した24時間連続稼働を実現。
富士統合コントローラ MICREX-SX に高い信頼性を実現する高信頼二重化システムSPH5000Hが登場。
MICREX-SXの豊富なモジュールと組み合わせて、柔軟なシステム構築ができます。

 二重化コントローラシステムSPH5000H
CPUの二重化、ネットワークの二重化、I/Oネットワークの二重化に対応したMICREX-SX SPHのCPUモジュールです。

 MICREX-SX SPHシリーズ　周辺モジュール
二重化コントローラシステムSPH5000Hと合わせて使う周辺モジュールです。MICREX-SXシリーズの
豊富なI/O、通信、電源、CPU、ベースボードがあります。詳細はSPH総合カタログ22B 2 - J - 0 0 0 4をご参照ください。

 プログラム支援ツール：SX-Programmer Expert
PLC言語の国際規格IEC61131-3に準拠したプログラム開発環境です。SPH5000Hのエンジニアリングを高効率に行うことができます。

】要概能機【 

【導入例】 

24時間稼働が要求され、止めることのできないシステムへの適用に向いています。

食品プラント水処理システム クリーンルーム

MICREX-SX SPH5000Hの構成

FL-netV3 準拠 LAN(1Gbps)

等値化バス

E-SXバスループ

制御ネットワーク
二重化

SPH5000H
CPU二重化

I/Oネットワーク
二重化

SPH5000H000H

共通処理、共通FB
（ファンクションブロック）

アプリケーション アプリケーション アプリケーション

Windows PC

プログラミング
支援ツール

SX-Programmer Expert

・IEC61131-3準拠
・制御用途に応じた言語と混在
　記述
・ファンクションブロックによる
　プログラム再利用性向上

【アプリケーション開発】

MICREX-SXシリーズ共通のソフトウェアでアプリケーションを実装します。

MICREX-SXシリーズの既存プログラム、コメント資産を再利用できます。

高い信頼性
CPUの二重化
1 Gbps等値化バス採用により、高性能二重化
メモリのECC機能により高信頼化

ネットワークの二重化
1 Gbps FL-net採用により高速通信
CPUのネットワーク内蔵による高性能化

I/Oネットワークの二重化、ループ化
E-SXバスによる高速I/Oリフレッシュ
ループ対応によるタフなI/Oネットワーク

発展・応用性
大規模I/O
E-SX バス最大 65,536点

高い保守性
CPUの保持メモリ、RASに不揮発メモリ採用し、
バッテリレスによるデータ保持を実現

システムの特長

E-SXバス
高速処理、分散配置、高速同期システムに最適
集合型 I / F上にプロセッサリンク、I/Oマスタを搭載可能
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項目 仕様
形式 NP1PU1-512H

実行制御方式 ストアードプログラム方式
デフォルト /定周期 /イベントの 3種類のタスクを使用可能

入出力接続方式 直結入出力方式

入出力制御方式
SX バス上：非対応
E-SX バス上：E-SX バスタクト同期リフレッシュ
CPUのタスクは E-SX バスに同期して動作します

CPU 32 ビット RISC プロセッサ
プログラミング言語 IL、ST、LD、FBD、SFC　IEC61131-3 準拠

命令実行時間
シーケンス命令 6ns ～ /命令
応用命令 5ns ～ /命令

プログラムメモリ容量 524,288 ステップ
1POU内の最大プログラム容量 16,384 ステップ
データメモリ

SXバス 512 ワード
入出力メモリ（I/Q） なし
標準メモリ（M） なし
リテインメモリ（M） なし
システムメモリ（M） 512 ワード

E-SX バス
入出力メモリ（I /Q） 4,096 ワード（最大 65,536 点）
標準メモリ（M） 1,703,936 ワード（デフォルト値）
リテインメモリ（M） 262,144 ワード（デフォルト値）
ユーザＦＢ用
インスタンスメモリ 65,536 ワード（デフォルト値）

システムＦＢ用
インスタンスメモリ

65,536 ワード（デフォルト値）
タイマ：2,048 点（8ワード /点）
積算タイマ：512 点（8ワード /点）
カウンタ：1,024 点（4ワード /点）
エッジ検出：4,096 点（2ワード /点）
その他：32,768 ワード

システムメモリ（M） 4,608 ワード
テンポラリメモリ 32,768 ワード（タスク毎）

使用可能なデータ形 BOOL, INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, DATE, TOD, DT,
STRING, WORD, DWORD ※使用する命令により異なります

データ形のネスティング 1 段（配列の配列、配列の構造体、構造体の配列、構造体の構造体）

構造体データ形のメンバ数 200

配列データ形の要素数 16 ビットデータ形：32,768 個
32 ビットデータ形：16,384 個

タスク本数

デフォルトタスク（サイクリックスキャン）：1本
※デフォルトタスクはコンスタントスキャン機能あり
定周期タスク　：4本
イベントタスク：4本
※定周期、イベントタスクは、合計最大 4本

品名 形式 仕様・名称 商品コード 希望小売価格 [円]

二重化対応
CPUモジュール
SPH5000H

NP1PU1-512H
SPH5000H　プログラムメモリ
512k ステップ
ユーザ ROM/USB/Ethernet 対応

付属品 :
取扱説明書
データバックアップ用電池
SXバス折り返しプラグ 2個
ドライバ（CPU番号設定用）
コネクタダストキャップ 7個
FL-net アドレスシール

基本命令処理速度
6ns ～
応用命令処理速度
5ns ～

NP1PU1-512H オープンプライス

二重化対応
E-SX バス集合形
インタフェースモジュール

NP1L-RU1H E-SXバス二重化対応 NP1L-RU1H 252,000

■  概略仕様（CPU）

■  ラインアップ


