ソフトサーボシステムズ株式会社

ソフトモーションコントローラ

SIMPLE
FLEXIBLE
PERFORMANCE

ソフトモーションとは？

Windows でリアルタイム制御は可能？

ソフトモーションとは、パソコンのマルチコア CPU の分散型超高
速演算能力を最大限に活かし、NC ボードや専用コントローラの
代わりに市販の Windows パソコンにインストールしたソフトウェ
アのみによって様々な製造装置やロボットなど高速多軸同期モー
ション制御を実現するテクノロジーです。

Windows のリアルタイム拡張技術である「RTX」を採用する
ことで、Windows パソコンでもハードリアルタイム性を確保で
きます。パソコンのマルチコア CPU のコアの一部をソフトモー
ションの動作に割り振ることで、Windows 側の動作状況に影響
されることなく高速で安定したリアルタイム制御が可能です。

当社「ソフトモーション」コントローラ
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多軸モーション制御の進化を一気に加速する

ソフトモーションコントローラ

当社が長年開発してきたソフトモーション技術と
独自 EtherCAT ソフトマスタ技術を組み合わせた、
ソフトウェアモーションコントローラの最新版
「WMX3」( 特許取得済 )。
年々高性能化しているパソコン CPU の超高速演算能力を最大限に活かし、
従来のモーションコントローラでは不可能な制御性能を実現しました。

1.

必要なのはWindowsパソコンのみ

2.

抜群のコストパフォーマンス

3.

複雑な制御アプリケーションも簡単に作成

4.

豊富な実績、安定した稼働、信頼性

5.

IIoT時代に最適

6.

NCボード等特別な専用ハード不要。パソコンのCPUの進化を最大限に活用。

徹底した省配線化により大幅なコスト削減が可能。制御性能は向上。

Microsoft Visual Studioでユーザ独自アプリケーション作成。

半導体製造装置をはじめとする世界の装置メーカでの採用実績も豊富。

リアルタイムで収集した装置の実時間データをWMX3アーキテクチャベースで
装置内のPC Memory Queneに貯蓄し、上位システム側でリアルタイムに活用。

オリジナルEtherCATソフトマスタ

パソコンの標準LANポートを使用し、完全ソフトウェア実装。

マルチサイクルによりPCリソースを最大限活用
WMX3では1台のPCで２つのマスタを別々の周期で動作させることが可能です。
125µsで精密制御が必要な複数軸を駆動、その他の精度が求められない搬送系を
2msで駆動するなど、PCのリソースを有効活用し、最低限のスペックに抑えることが
できます。
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機器構成の比較
PLCの構成例

位置決めモジュール
モーションモジュール
I/Oモジュール
通信モジュール
画像処理

タッチパネル
カメラ
HMI

ロボットコントローラ

ロボット

搬送系
ステージ

ソフトモーション
（パソコンベース）の構成例

タッチパネル
PC

・HMI
・位置決め
・ロボット
・モーション
・画像処理

搬送系

ステージ

PC選択
市販Windowsパソコンを使用します。
低価格オフィス用途から、
小型組み込み用途、
ハイスペック工業用途まで、
ユーザの用途、
コンセプトに応じて柔軟な選択が可能です。
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カメラ

ロボット

WMX3ソフトウェア構成
■ インストーラとしてソフトウェアを提供。

ネットワーク
WMX3ツール
装置制御アプリ
管理ツール
（ユーザ作成） （標準添付、ユーザ作成可能） （標準添付、ユーザ作成可能）

■ WMX3とRTXのランタイムライセンスを同梱。
■ 開発に必要なライブラリは同梱。特別なSDKは購入不要。

WMX3モーションAPI

■ シミュレーション機能標準添付。実機がなくても開発可能。
■ ネットワーク設定、
モーション解析など各種ツールも同梱。

Windows
カーネル

別途Visual Studioをご準備頂ければすぐに開発開始いただけます。

ネットワーク管理API

RTX Subsystem
・WMX3 モーション演算
・EtherCAT/その他ネットワーク層
・NIC/ネットワークカードドライバ
NIC/ネットワークカード
各種デバイス
ソフトウェア構成図

仕様
制御軸数

最大128軸

I/Oサイズ

入力1450バイト、
出力1450バイト

位置決め

最大128軸同時、
オーバーライド
（動的な目的値などの変更）

加減速プロファイル
補間
連続軌跡

イベント
APIバッファ

位置同期出力(PSO)

同期
電子カム
原点復帰
補正機能

速度カーブ：台形、
S字、
ジャーク、2段階速度、加速時間指定台形
加速度カーブ：S字、
2次曲線、
サイン曲線
直線、
円弧、
3次元円弧、
ヘリカル、PVT
直線と円弧の組み合わせ、
スプライン補間、先読み速度自動制御、
回転ステージを伴う直線/円弧連続軌跡
トリガ
（軸の目標値到達、I/O入力等）
とアクション
（軸の移動開始、I/O出力等）
を登録しておき
リアルタイム動作を行う。
モーションAPIをバッファに登録しておき、
リアルタイム動作を行う。条件による実行の待ちや
分岐も可能。
指定位置でのI/Oをリアルタイム出力（位置比較性能は通信周期に依存）。より高精度な動作が
求められる場合は専用ハードウェアオプションにより、1パルスレベルでの位置比較が可能。
単純同期、
同期ギヤ比/オフセット指定、同期ズレ補正、同期の動的確立/解除、
複数系統
（最大64組）
の1軸対多軸同期を定義可能
8系統のカム曲線を定義可能、
通信周期ごとのカム曲線、位相操作、
クラッチ
インデックスパルス、
原点センサ、
リミットセンサ、
リミット近傍センサ、外部入力信号、
メカエンド等。ガントリ軸の原点復帰も可能。
バックラッシュ/ピッチ誤差補正、平面ひずみ（真直度）
補正
Class A準拠、
CoE、
EoE、FoE、SoE、AoE、VoE、
DC/SM同期、
ホットコネクト、
ライン/スター/リングトポロジー

EtherCAT

指令モード：位置
（標準）、速度、
トルク。動的な指令モードの変更可能。※サーボの仕様に依存
通信周期：標準1ms、
ユーザ設定により0.125ms〜4msに設定可能
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オプションパッケージ
ロボット制御パッケージ

リアルタイム SDK パッケージ

様々な産業用ロボットアームの順・逆キネマティクス演

リアルタイムカーネル「RTX」上でユーザ独自のアルゴリズムを

算の他、閉リンク機構やリンクオフセットにも対応。
「複合

統合し、様々な制御機能を実装できるハイエンドな開発環境。

制御」装置として、複数台のロボットや他の位置決め装

ユーザ独自のリアルタイムモーションライブラリを「RTDLL」と

置との完全同期制御も可能。独自ロボット言語「RBC」

して組み込み、WMX3 の既存機能と同期統合。
オープンプラッ

を用いて容易にプログラミングが可能。

トフォームとして、各ユーザはオリジナルな高性能モーションコ
ントロールを実現できる。
＊別途 RTX SDK が必要
RTX Subsystem
リアルタイム
API

RTSS
ユーザアプリ

WMX3
内部関数
ライブラリ

RTDLL
ユーザ開発機能

WMX3

ツール

制御システムやネットワークの設定、調整、管理を簡単に行うための各種ツール

EcConﬁgurator

Proﬁle Analyzer

・通信設定、状態モニターツール

・多軸のモーションをリアルタイムまたは記録して

・ネットワーク経由でパラメータのアップ / ダウンロード可能

グラフ表示するツール

・ネットワーク診断機能、ネットワークトポロジー表示機能

・トリガ設定によるタイミング制御可能
・複数軸補間時の軌跡分析可能

EcConﬁgurator

開発環境
API ライブラリ対応言語

Proﬁle Analyzer

推奨動作環境

EtherCATスレーブ接続実績

OS : Windows 7(32/64bit)、

C/C++ 言語 ( ネイティブ )

Windows 10(64bit)

.NET 対応言語（C#、VB 等、

IoT Enterprise LTSC

Framework4.0 以降）
開発環境
Microsoft Visual Studio
2012、2013、2015、2017

CPU：最低 ATOM 2GHz 程度
（E3845 等）
コア数２以上必須
メモリ：４GB 以上
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㈱安川電機 Sigma V/7 シリーズ
パナソニック㈱ A5B/A6B シリーズ
㈱日立産機 ADV シリーズ
オムロン㈱ GX シリーズ
㈱キーエンス NU シリーズ
オリエンタルモーター㈱ AZ シリーズ
その他、国内外の多数のEtherCAT製品と接続
した実績があります。

FAQ
実際に製品を見てみたい

海外向けサポートは受けられますか？

ご訪問や、弊社にて、デモ機を用いてご案内ができ

韓国、中国、台湾に技術サポートできる拠点があり

ます。年間をとおして弊社が出展する展示会の場で

ます。

もご紹介ができます。

保守契約はありますか？
評価版はありますか？

オプションとして年間メンテナンス & サポート契約

アクティベート後９０日間使える評価版ライセンスを

があります。バージョンアップや技術サポートが受

無償提供します。

けられます。

WMX３を用いるとコストダウンはできますか？

アプリケーション開発はしてもらえますか？

トータル 60 軸以上のモータを使う半導体製造装置

受託開発も承っております。ご相談ください。

において、当社の製品をご利用いただくことによって、
配線コスト、線材コストが大幅に削減され、装置コス

新機能開発の依頼はできますか？

トを30% 抑えられたケースがあります。

ソフトウェアならではの柔軟な対応が可能です。

PC が壊れたときはどうすればいいですか？

SDK の購入が必要ですか？

弊社へお問い合わせいただければ、別の PC に無償

不要です。ランタイムのインストールを行うと開発に

で載せかえ可能です。

フィールドネットワークは何に対応してますか？
EtherCATや、Realtime Express、MECHATROLINK-Ⅲ

開発環境は Visual Studio 以外にも
対応していますか？

に対応しています。PC 一台で異種ネットワークを同

Python、C++Builder、LabVIEW、Qt などの 事 例 が

時に同期制御することも可能です。

サービス&サポート

1
2

必要なライブラリが展開されます。

ありますのでお問合せください。
ソフソフトモーションおよびWMXはソフトサーボシステムズ株式会社の登録商標です。
トモーションはソフトサーボシステムズ株式会社の登録商標です。
Windowsは米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windows
は米国 Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。
Visual
Studioは米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Visual
Studio
は米国 Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。
RTXRTXは米国IntervalZero社の米国およびその他の国における登録商標です。
は米国 IntervalZero 社の米国およびその他の国における登録商標です。
Realtime
Express（RTEX)はパナソニック株式会社の登録商標です。
Realtime
Express(RTEX)
はパナソニック株式会社の登録商標です。
MECHATROLINKは株式会社安川電機の登録商標です。
MECHATROLINK
は株式会社安川電機の登録商標です。

初期導入サポート
製品のインストールや使い始めるまでのステップを
ご教示します。

PC選定サポート
PC選定に関するアドバイス、
テストを実施します。

ソフトサーボシステムズ株式会社
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スレーブ接続サポート

4

制御アプリケーション開発支援

5

サーボやI/Oなど、
スレーブ機器を接続する時の
設定などをサポートします。

〒190-0022
東京都立川市錦町 3 丁目 1 番 13 号立川 AS ビル 2F
TEL：042-512-5377 FAX：042-512-5388
E-mail：info@softservo.co.jp

https://www.softservo.co.jp

実現したい動作に必要なAPIの選定、
サンプルコード
のご提供などいたします。

海外グループ会社

ソフトウェアのバージョンアップ

韓国：Soft Motions & Robotics Co., Ltd.（旧 Soft Servo Korea, Inc.）
https://www.soft-motion.com

随時最新バージョンへのアップデートが可能です。

米国：Soft Servo Systems, Inc.
http://softservo.com

中国：
Shenzhen Softwin Technologies Co., Ltd.
http://www.softwin.cc
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