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  ＣＳ１ 

 

           インデックスレジスタを使いこなそう（１） 
 
         ＣＳ１／インデックスレジスタの使い方を数回に分けて連載します。 

         今回は、ＦＡ現場で広く使われているアナンシェータ回路をインデック 

        スレジスタを使って作ってみました。 

 

□ インデックスレジスタ使用の効用とは？ 

 インデックスレジスタは、Ｉ／Ｏメモリのアドレス・ポインタとして機能し、アクセスすべきアドレスを  

 自由に操作することができます。そして、この機能を駆使することによって、単調にダラダラと記述され 

 たラダープログラムをコンパクトに集約することができ、見やすく、省メモリ形のプログラムを作ること 

ができます。 

 

□  アナンシェータとは？ 

アナンシェータ（annunciator）はＦＡ現場の集中監視装置として広く用いられている異常警報表示盤のこ

とで、ノンロックイン方式とロックイン方式の２種類があります。   

 

□ 32 点式ノンロックイン・アナンシェータのタイムチャート 

                                 ＊警報処理回路 3～31 は省略 

警報入力１  0.00  

警報表示出力１  2.00  

警報入力２  0.01  

警報表示出力２  2.01  

警報入力 32  1.15  

警報表示出力 32  3.15  

警報ブザー  5.00  

ブザー停止 PB  4.00  

ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB  4.01  

      [ノンロックイン・アナンシェータ]  

        警報入力信号の記憶機能がなく、警報入力がオンのときだけ警報処理をおこない、警報入力 

がオフになると警報を停止します。 

 

□ 入出力割付表   

     ■ 入  力               ■ 出  力 

信  号  名 リレー番号 信  号  名 リレー番号 

警報入力信号 １～１６ 0.00 ～ 0.15 警報表示出力 １～１６ 2.00 ～ 2.15 

〃   １７～３２ 1.00 ～ 1.15  〃   １７～３２ 3.00 ～ 3.15   

ブザー停止 PB    4.00 警報ブザー     5.00   

ランプテスト PB     4.01     
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 □ 32 点式ノンロックイン・アナンシェータの通常のプログラム（例）  ～ ラダーＡ ～ 

 
   インデックスレジスタを使わないで、警報処理回路１～３２までを単純に羅列した回路を以下に 

   記します。（警報処理回路２～３１は省略） 

         1 秒ｸﾛｯｸ 

       P_1s    0.00         2.00 

                       警報表示出力－１ 

W0.00  警報入力１ 

                 ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ-1 

     4.01（ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB）                         警報処理回路－１ 

               ﾌﾞｻﾞｰ停止 PB 

 4.00    0.00        W0.00 

                       ブザー停止フラグ－１ 

     W0.00   警報入力１ 

  

      1 秒ｸﾛｯｸ          警報処理回路２～３１は省略 

      

        P_1s    1.15        3.15 

警報表示出力－３２ 

W1.15  警報入力 32 

ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ-32 

     4.01（ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB）                          警報処理回路－32  

                ﾌﾞｻﾞｰ停止 PB  

     4.00    1.15          W1.15      

                       ブザー停止フラグ－３２ 

        W1.15   警報入力 32 

 

    警報入力１  ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ-1     5.00 

                      警報ブザー 

     0.00  W0.00                                                              

                  ﾌﾞｻﾞｰ停止回路 

                  2～31 は省略              ﾌﾞｻﾞｰ回路（共通） 

    警報入力 32             

      

     1.15  W1.15     ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ-32 

 

■ラダー図からもお分かりのように、警報処理回路１～３２までの回路は、警報入力信号 

（0.00～1.15）や警報表示出力（2.00～3.15）のようにリレー番号が違うだけで、回路 

のパターンはまったく同じです。そこで、FOR～NEXT 命令とインデックスレジスタ 

を使ってプログラムのループ制御化を試みてみました。（次ページへ） 
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□ ラダーＡをループ制御化する為のプログラム手順について説明します！ 
 
１． 入出力信号の割付 ／ 同じ種類の信号を順番に並べる！ 

警報入力信号や警報表示出力のように同じ種類の信号は順番に並べて割付けます。 

（詳細は、１頁の「入出力割付表」をご参照ください） 

 

２． インデックスレジスタの割付と先頭アドレスの設定 

前記１項の配列形の信号群に対してインデックスレジスタ（IR）を１個づつ割当てます。  

     

 信    号    名 リレー番号 IR－No 先頭アドレス 

警報入力信号１ ～ ３２ 0.00～1.15 ＩＲ０   ０．００ 

警報表示出力１ ～ ３２  2.00～3.15   ＩＲ１   ２．００ 

ブザー停止フラグ１ ～ ３２ W0.00～W1.15 ＩＲ２  Ｗ０．００ 

  

３． プログラムの構造 

  ～ ＦＯＲ～ＮＥＸＴ命令による３２回の繰り返し制御 ～ 

 

           スタート 

 

 

                              ＊インデックスレジスタ／IR0～IR2  

          初期化処理                 の初期化             

                               ＊警報ブザーの初期化  

 

 

                                 ＊FOR～NEXT 命令による 32 回の 

         制御プログラム                繰り返し制御 

                               ＊警報表示とブザー鳴動制御 

                               

                     NO  

           ３２回完了か？  

                  

              ＹＥＳ            （註）本資料に出てくるインデックスレジスタ 

                                についてもっと詳しく知りたい方は下記 

          他のプログラム               のマニュアルをご参照ください。 

                              ＊「CS1/ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ/ 7-21 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ」 

                                          (SBCA-301) 

                             ＊「CS1/ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾏﾆｭｱﾙ」(SBCA-302) 
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４．プログラミングの手順 

（１）初期化プログラムをつくる 

   P_On  

                MOVR(*1)           ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ／ＩＲ０に警報入力信号 

   常時 ON          0.00              の先頭ｱﾄﾞﾚｽ／0.00 をプリセットする 

           図 １       IR0 

                               (*1) MOVR 命令とは？ 

（２）制御プログラムをつくる              任意のインデックスレジスタに接点番号や CH 番号                    

   イ、警報表示回路                 を設定する命令です。 

           1 秒ｸﾛｯｸ       警報表示       図１では、インデックスレジスタ／IR0 に 

        P_1s    0.00（警報入力）           警報入力信号の先頭アドレスである 0.00 を         

                                   をプリセットしています。 

       W0.00   ﾌｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ -1   2.00 

                   図２．通常の回路                       

      4.01 （ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB）                 1 秒ｸﾛｯｸ          ②③,IR1+ 

                                 ①P_1s  ②,IR0（警報入力） 

                                   

    《 ループ回路の作り方 》   ～図３参照～     ②,IR2   ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ   警報表示 

①1 秒クロック、ランプテスト PB といった１個だけの               

リレー接点は絶対アドレスのままで記述します。      ①4.01（ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB）    図３     

    ②警報入力、警報表示、ブザー停止フラグのリレー接点や                  ループ回路            

     やリレー出力は、２項で割付けたｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀの 

間接指定形である＜,IRn＞(*2)で記述します。       (*2)レジスタ間接指定命令＜,IRn＞とは？ 

③,IR0～,IR2 という各レジスタ間接指定命令のなか      任意のｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀにｾｯﾄされている値を 

で、そのプログラムの最後に出てくる命令には、      リレー番号として、LD 命令や OUT 命令 

繰返し制御の次回サイクルに備えて IR の内容を      のオペランドで間接的に指定する方法。 

＜+1＞しておくために、図 3 の,IR1+のように        図 3 の ―||― ,IR0 は、ﾙｰﾌﾟ制御の 1 

末尾に＜＋記号＞を付しておきます。           回目では初期値の 0.00 が指定されます 

                             が、２回目以降は 0.01、0.02･…と、1 

ｽｷｬﾝごとに 1ｂｉｔづつプラスされます                                 

  ロ、警報ブザー回路  ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ-1    常時 ON    

 0.00  W0.00       5.00      P_On          

                                 RSET / 5.00  警報ﾌﾞｻﾞｰ初期化 

     警報入力          警報ﾌﾞｻﾞｰ       FOR   ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ     （初期化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）                                        

       1.15  W1.15             ,IR0+   ,IR2+                                                  

                                       SET / 5.00   警報ブザー･ＯＮ 

                  図 ４       警報入力               （制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

      ＜通常の回路＞                  NEXT    ＜ループ回路＞  

    通常の回路では、３２入力のOR 回路（左図）も、FOR～NEXT 命令とインデックスレジスタを使用 

     したループ回路では、右図のように極めてシンプルな回路になります。 

32 入力の

OR 回路 
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□ これが、インデックスレジスタを使ったループ制御回路の全容です ＜ラダーＢ＞ 

  ～これだけの回路で警報信号が何点でも処理できる！～   

 

P_On      

 MOVR         警報入力用ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ 

常時 ON         0.00             ／ＩＲ０の初期化 

 IR0 

 

MOVR        警報表示出力用ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ 

2.00          ／ＩＲ１の初期化 

IR1                           初期化 

                             プログラム 

MOVR        ブザー停止ﾌﾗｸﾞ用ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ 

W0.00        ／ＩＲ２の初期化 

IR2 

 

                 RSET         警報ブザーの初期化 

                  5.00          

                       

ＦＯＲ          FOR～NEXT までのプログラムを 

                  &32 (*1)          ３２回繰り返す 

          1 秒ｸﾛｯｸ 

       P_1s    ,IR0（警報入力）     ,IR1+ 

                           警報表示を出力する 

     ,IR2            警報表示           

                ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾌﾗｸﾞ                        

     4.01（ﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ PB）                                 

                   

         ﾌﾞｻﾞｰ停止 PB                                制 御 

4.00     ,IR0（警報入力）    ,IR2                       プログラム 

                           ブザー停止フラグの処理       （32 回ﾙｰﾌﾟ） 

     ,IR2          ブザー停止フラグ      

               

,IR0+  ,IR2+      

SET／5.00           警報ブザー・ＯＮ 

警報入力                       

NEXT          

                 (*1) &32 を&100 に変えるだけで 

END                 100 点式ｱﾅﾝｼｪｰﾀに早変わり！ 
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□２つのプログラムのパフォーマンス比較 （ 警報点数３２点の場合 ） 

 
                               CPU： CS1H-CPU66 

 ステップ数  ラダー実行時間 

通常のプログラム（Ａ） ３８４  ２８μS 

ループ制御プログラム（Ｂ） ２７     １５０μS 

比  率 （Ｂ／Ａ）   約１／１４    ＋１２２μS 

                 表  １ 

 

＊ステップ数：  個々の命令語の語長（１命令は１～７ステップで構成されている）の総和で、 

ユーザプログラムエリアの占有度を示しています。 

＊ ラダー実行時間： 警報入力１点オン時のラダー実行時間を CX-Simulator にて計測。 

 

《 まとめ 》 

 以上、FOR～NEXT 命令とインデックスレジスタによるループ制御プログラムの作り方とパフォーマンス評 

 価について述べてきましたが、通常のプログラムと比べ、ステップ数で約１４分の１、１サイクル実行時間 

 で５倍強(*3)のこの数字をどう捉えるかは、ソフト開発時の必要条件の差異によるところが大きいものと考え  

 ています。具体的には、時間的資源の効率化に重きを置くのか、メモリ空間資源の節約化を重視するのかとい 

 うことになるのでしょうが、本テーマで取り上げたような同じ回路パターンが長々と続くアプリケーションに 

 おいては、プログラムのループ化も一考に価するのではないでしょうか。 

このサンプルプログラムと評価結果が、ソフト開発の際のなんらかの参考になれば幸いです。 

 

 (*3)  表１は警報点数／32 点の場合の数値です。警報点数が多くなる程、ステップ数、ラダー実行時間の

比率とも大きくなります。 

 


