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HCOS Series 
Hivertec Control System 
• 国際標準規格 IEC 61131-3 準拠 
• ソフトウェア PLC EtherCAT/Motion/HMI 
• IoT・オープン化に適したコントローラ 
 
長期供給品の工業用PC(IPC)を，制御仕様規模に応じて最適なクラスの機
種を設定，全世界で年間100万ライセンスの実績あるソフトウェアPLCを
搭載したコントローラをハイバーテックが販売・サポート 
 

Hivertec  
 PCベースモーションコントローラ専業35年の日本メーカー 

Control  
 全世界で年間100万ライセンスの実績ある 
 ソフトウェアPLC ”CODESYS” 採用 

Open 
 特定メーカーに依存しない適材・適所なデバイスを接続可能 

System 
 PCベースならではの巨大なメモリ・ストレージ, 高性能CPU,  
 IoTに適した豊富なインターフェース，Windowsの利用 
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HCOS (ハイバーテック) 
 CODESYS + Windows 
 + EtherCAT 
 + 拡張カード 
 + MECHATROLINK(開発中) 
 + SSCNET(開発中) 

サーボモータ 

ステッピングモータ 

汎用DIO 
アナログ入出力 

HCOS概念図 
WindowsとCODESYSは 
ソケット通信，共有メモリ，ファイルIO等で同期 

Core1 Core2 ･･･ CoreN 

マルチコア X86系CPU 

Windows 
 

画像処理 操作画面 

サーバー 
通信等 

Soft PLC 
リアルタイム 
拡張 

シリアル通信 
• EtherCAT 
• MLⅢ 
• SSCNET 
• Motionnet 
デジタル信号 
パルス列, etc. 
  

 欧州で最も実績のあるソフトPLC “CODESYS” をIPCに組み込んだIPC
ベースのPAC 

 プログラムは国際標準「IEC 61131-3」で記述．構造化プログラムを意
識した開発環境 

 IPCベース ･･･ 高速CPU, 巨大なストレージ，メモリ，Ethernetなどの豊
富な入出力 

 PLCはリアルタイム拡張を使用 
 Windowsが組み込まれているため，Windowsアプリと連携可能 

概略 
ハイバーテックが提供するPAC (Programmable Automation Controller)  

弊社製各種拡張カード 
組み込み可能 



国際標準規格 IEC 61131-3 準拠 
ソフトウェア PLC EtherCAT/Motion/HMI 
IoT・オープン化に適したコントローラ 

基本コンセプト 
実績ある弊社PCベース製品を 
•  使いやすく 
 → 標準化されたプログラムインターフェース(IEC 61131-3) 
      PLCランタイムインストール済. 購入後すぐ使える． 
•  安定的に供給 
 → 動作確認済台湾パートナー製IPC. 明確なライフサイクル 
•  PCを使用するメリット 
 → 汎用性・高性能CPU 
  メモリー，ストレージ，ネットワークとの接続性，Windows利用 
•  リアルタイムで 
 → RTOS上で動作するPLC 
•  他社製品ともオープンに接続 
 → EtherCATなどのフィールドバス 
上記を実現するPAC (Programmable Automation Controller) 
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特長 
All in One Controller モーション, IO, 画像処理まで これ1台で制御 

 IPCベースコントローラ 
• 弊社製品動作確認済の弊社パートナー製IPC 
• 購入時にはソフトウェア・ハードウェア設定済 
• フォームファクターはデスクトップ型，ボックス型，パネコン型等 
• マルチコアCPU：1コアはソフトウェアPLC, その他のコアはWindows 
• Windowsの機能，豊富なインターフェースの利用，画像処理との連携 
ソフトウェアPLC 
• CODESYS:年間100万ライセンスの実績あるソフトウェアPLC 
• 高速・高信頼・リアルタイム制御 
• 構造化しやすい国際標準規格IEC 61131-3によるプログラミング 
• 強力なデバッグ機能:タスク周期でのサンプリング・ログ・トレース機能 

動作中の変数値変更，ロジック追加 
モーション・IO制御 
• オープン化に適したEtherCAT 
• ベンダーやインターフェースを問わないMotionHivertecライブラリ提供 
• 実績のある弊社ハードウェア 
HMI開発 
 CODESYS HMIによる開発，Visual Studioによる開発可能 
外部通信 
 IoTに適したOPC UA対応, Ethernet, Windowsインターフェース利用 
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導入のメリット 
 
 PCの豊富なメモリや高速・高性能なIntel系CPUの能力を利用 
 最速50μsのタスク周期，最大100タスク, タスク優先度32段階 
 Windowsアプリケーションでは困難なリアルタイム処理が可能 
統合コントローラ 
 PC機能とPLC機能を一つのコントローラで 
Windowsの利用 
 一台のコントローラでモーション制御と画像処理も 
 各種画像処理ソフトとの連携･･･例として仮ページの概要の図をリンク 
 (MVTec製画像処理ソフトHALCONとの連携サンプル有り) 
 Windowsのネットワークサービスの利用(生産現場内，拠点間） 
豊富なインターフェースの利用 
 一般のPLCにはない豊富なインターフェース 
 Ethernet, EtherCAT, PCI, PCI-Express, USB, RS-232,  
 各種ディスプレイ用ポート等 
OPC UA (OPC Unified Architecture) の利用 
 ベンダやOSを問わない産業通信用のデータ交換標準 
 OPC UA 用ライブラリ搭載 
 CODESYS統合開発環境の利用 
 世界で最もユーザーの多いソフトウェアPLC開発環境 
 HMI~PLCプログラミングまでを統合開発環境で開発 
 強力なデバッガー 
 国際標準規格 IEC 61131-3の5言語対応と 
 構造化プログラミングによる開発効率向上 
 開発環境は無償提供 
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お客様の要求される仕様に応じて， 
フォームファクター, CPU, Memory, HDD, SSD, CFAST, 等々カスタマイズ 
 
弊社にて組み込み製品インストール・設定，動作確認後出荷 
故障時の一時対応は同仕様製品と交換，その後故障解析 (※) 
 
ソフトウェアパッケージのみ販売不可 
   使用される各ボード， 
   ソフトウェアパッケージ等の個別販売は行いません． 
 
 
 
 
 
 

ボックスPC(ファンレス) パネルコンピュータ 

IPCの利点 
・多彩なI/Fを備えている(Ethernet, USB,シリアル,ビデオ、サウンド、PS2など） 
・大容量ストレージを利用できる 
 長期間のデータ保管，大容量データ保管 
 例．計測データ，動画データ，画像データ，オペレーションログ，保守用履歴データ， 
   システム動作ログなど 

デスクトップ 

IPCベースコントローラ 

× 



国際標準規格 IEC 61131-3 準拠 
ソフトウェア PLC EtherCAT/Motion/HMI 
IoT・オープン化に適したコントローラ 

導入ガイド 
• 開発環境，弊社ライブラリ，各種マニュアル 
ユーザー登録(無償)をすることで， 
弊社ホームページよりダウンロードできます 

 URL:http://hivertec.jp/publics/index/624/ 
 
注意： 

ダウンロードしたファイルの全部又は一部の無断転載，コピーを禁止します． 
ダウンロードしたファイルに記載された内容について，弊社もしくは，第三者の特許権，著作
権，商標権，その他の知的所有権の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではあり
ません． 
またダウンロードしたファイルに記載された情報を使用したことにより第三者の知的所有権等
の権利に関わる問題が生じた場合，弊社は，その責任を負いかねますので，予めご了承くださ
い． 

 
• HCOSに接続される各機器 
各機器メーカーにお問い合わせください 

 
• HCOS本体 
弊社または弊社代理店よりご購入できます 
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(１) システム要求仕様お打合せ 
制御軸数，I/O点数など 

(2) IPC要求仕様お打ち合わせ 
フォームファクタ, CPU, メモリ, ストレージ, シリアルポート等 

(3) (1), (2)よりご提案書作成 

(4) 提案書内容ご確認 
問題があれば (3) へ戻る 
問題がなければ (５) へ 

(5) お見積り 

(6) お見積り内容ご確認 
問題があれば(５)へ戻る 
問題がなければ(７)へ 

(7) ご注文 

(8) 納品 

選定から納品までの流れ 
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 Form factor 型式 CPU Memory SSD 拡張スロット 制御機器IF 供給期間 

Wall Mount W78S□□□A Core i7-6700 8GB 128GB 
(MLC) 

 

1 x PCIe(x16) 
3 x PCIe(x4) 
3 x PCI 

EtherCAT Motion,  
DIO and Analog, 
motionCATシリーズ 
パルス列, DIO 

~2023 W54S□□□A Core i5-6500 4GB 

W04S□□□A Celeron G3900 4GB 

BOX PC 
(Fun less) BVE78S□□□ Core i5 7500 8GB 

64GB 
(MLC) 

1 x PCIe (x8) 
3 x PCIe (x4) 

EtherCAT Motion,  
DIO and Analog, 
パルス列, DIO 

~2022 

BVZ78S□□□ Core i5 7500 8GB Slot less EtherCAT Motion,  
DIO and Analog ~2022 

BH78S□□□A Core i7-4770TE 8GB 

128GB 
(MLC) 

1 x PCIe(x16) 
3 x PCI 

EtherCAT Motion,  
DIO and Analog, 
motionCATシリーズ 
パルス列, DIO 
 

~2021 

BH54S□□□A Core i5-4570TE 4GB 

BH04S□□□A CeleronG1820T
E 

4GB 

BH78S□□□B Core i7-4770TE 8GB 

2 x PCIe(x8) 
2 x PCI 

BH54S□□□B Core i5-4570TE 4GB 

BH04S□□□B CeleronG1820T
E 

4GB 

BH78S□□□C Core i7-4770TE 8GB 

1 x PCIe(x16) 
1 x PCI 

BH54S□□□C Core i5-4570TE 4GB 

BH04S□□□C CeleronG1820T
E 

4GB 

BZ78S□□□C Corei7-7600U 8GB 

Slot less 

EtherCAT Motion,  
DIO and Analog 

~2027 

BZ34S□□□B i3-5010U 4GB ~2022 

BZ04S□□□A Celeron J1900 4GB ~2022 

Panel PC P78S□□□A Core i7-6700 8GB 

2 x PCI 

EtherCAT Motion,  
DIO and Analog, 
motionCATシリーズ 
パルス列, DIO 

~2023 P78S□□□A Core i5-6500 4GB 

P78S□□□A Celeron G3900 4GB 

上表の□□□は組み込み型式 
例. CODESYS PLC + TV + SoftMotion + CNCの場合，□□□=9EC 

表1. IPC型式 

CODESYSランタイム種別(※1) 組込構成(※2) 予備 

第2項文字 (2文字) 第3項文字 第4項文字 
記号 意味 記号 意味 記号 意味 
0 Controlのみ CPD CPD578N, CPD678N A   
1 TV DIO DIO580 or DIO680 B   
2 WV CTR CTR664F C   
4 SM MCT MCAT520M D   
8 SMCNC EC EtherCAT E   

※1. ORする．例. TV + SMの場合は”5”. WV + SMの場合は”6” 
※2. 複数組み込みの場合，続けて記載．例. CPD+DIOの場合，CPDDIO 

 HCOS標準型式 
 HCOS-■■■■■□□□▲ 
 ■■■■■：・IPC型式 (表１参照) 
 □□□：組込型式(表2参照), 組込ソフトウェアまたはハードウェア構成 
 ▲：予備：フォームファクター同形状で異なるIPCの場合など付属 

表2. 組込型式 
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Bus 型式 軸数 備考 

PCI 
HPCI-CPD574N 4 

パルス出力6.5Mpps(Max.) 
HPCI-CPD578N 8 

PCI-
Express 

HPCIe-CPD574N 4 

HPCIe-CPD578N 8 

サーボ 

センサ 

モーション制御 ケーブル 
分配基板 

4軸または8軸のパルス列制御方式のモーションコントローラ 
システム軸数に応じて構成 

お客様の装置仕様に応じて拡張カードを使用する場合， 
 
モーション制御とパルスカウンタ 

• CPDシリーズ 
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追加される軸やI/OはmotionCATで拡張 

スレーブについてはmotionCATシリーズカタログを参照してください． 

マスター 

スレーブ 

Bus 型式 系統数 備考 

PCI HPCI-MCAT520M 2 最大32モジュール/1系統 

お客様の装置仕様に応じて拡張カードを使用する場合， 
 
モーション制御, パルスカウンタ, デジタル入出力 

• motionCATシリーズ  
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DI 
センサ/スイッチ 
他の機器との通信 
 
DO 
リレー/ランプの駆動 
他の機器との通信 

24IN/24OUT, 32IN/16OUT, 40IN/40OUT，80IN, 80OUTのDIO 
システムデジタル入出力点数に応じて構成 

Bus 型式 DI点数 DO点数 

PCI 

HPCI-DIO548 24/32 24/16 
フォトカプラ絶縁 
オープンコレクタ出力 
入力動作電圧12~24VDC 
入力カプラ電流8mA以下/1点 
出力負荷電圧12~24VDC 
出力負荷電流80mA以下/1点 

HPCI-DIO580 40 40 

HPCI-DI580 80 1 

HPCI-DO580 1 80 

PCI-Express HPCIe-DIO680 40 40 

DIO制御 ケーブル 
分配基板 

お客様の装置仕様に応じて拡張カードを使用する場合， 
 
デジタル入出力 

• DIOシリーズ 



国際標準規格 IEC 61131-3 準拠 
ソフトウェア PLC EtherCAT/Motion/HMI 
IoT・オープン化に適したコントローラ 

4Chのパルスカウンタボード 
パルス計測，外部へのトリガー出力等に使用 

エンコーダパルス 
Z相入力 
カウンタラッチ入力 

座標一致出力等 パルスカウント 
周波数計測 

コンパレータ 
カウンタラッチ 

ケーブル 
分配基板 

Bus 型式 Ch数 備 考 

PCI-Express HPCIe-CTR664F 4 差動入力20M(4逓倍時) 

お客様の装置仕様に応じて拡張カードを使用する場合， 
 
パルスカウンタ 

• CTRシリーズ 
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Runtimeの種類 
ソフトウェアランタイムとしては，以下の種類があります． 
 
• PLC基本ランタイム(Controller) ･･･ 標準搭載 
 
以下はオプション追加 
• HMIランタイム 

1. Target Visualization (略称:TV) 
2. Web Visualization (略称:WV) 

• EtherCATマスタースタック 
• ソフトウェアモーション (略称:SM) 
• ソフトウェアCNC (略称:CNC) 
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 Target Visualization (略称:TV) 
HCOS本体から画面出力する場合 

 ディスプレイポートからモニタへ出力 
 
 
 
Web Visualization (略称:WV)  

Web端末をHMIにする場合 
 Webサーバーとして使用 
 
上記から選択可能．(両方選択も可能) 
 

HMI Runtime 
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EtherCATマスタースタック 
EtherCATを使用する場合必要 

ソフトウェアモーション (略称:SM) 

EtherCATを使用したモーション制御をする場合に必要 
PLCopen Part Ⅰ, Ⅱ, Ⅲの機能が利用可能 
 
Power, Reset, ReadStatus, ReadMoveStatus, ReadAxisInfo, 
ReadActualPosition, ReadActualVelocity, SetPosition,  
MoveVelocity, MoveRelative, MoveAbsolute, Stop, SetOverride, 
Jog, etc. 
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ソフトウェアCNC (略称:CNC) 
EtherCATを使用した補間制御やロボティクス，Gコードを使用する場
合に必要 
PLCopen Part Ⅳの機能が利用可能 
 
各種機構設定 
GroupReset, GroupEnable, GroupDisable,  
MoveCircularRelative, MoveCircularAbsolute,  
MoveLinearRelative, MoveLinearAbsolute, GroupStop, etc 
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統合開発環境 
 特長 

 HMI開発とPLCプログラミングが統合開発環境で可能 
 国際標準規格 IEC 61131-3準拠 
 年間100万ライセンスの実績と多くのユーザーが使用している開発環境 
 多くのライブラリ(サードベンダー製も) 
 モーション専業メーカである弊社製ライブラリ MotionHivertec 

 
 タスク 

 種類：サイクリック，フリーホイール，ステータス，イベントタスク 
 最大数：100 
 優先度：0～31の32段階設定 
 サイクリックタスクの最小周：50μs 

 
 デバッグ機能 

 RUN中の変数書込み可能 
 タスク中の変数のトレース 
 デバッグポイント設定，ステップ実行 

 
 構造化プログラミング・部品化 

 ユーザーレベルでライブラリやFB(Function Block)などの作成が可能 
 PLCオブジェクトのアクセス権設定可能 

(セキュリティ対策，現場での上書き防止) 
 

 ライブラリ 
 文字列操作関数，微積分関数，線形関数，ファイル入出力など 

 
 便利な機能 

 コーディング時に任意のテキストファイル内容を挿入可能 
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タスク (TASK) 
• タスク実行イメージ 

Freewheeling 
Task 

Cyclic Task 

Event Task 

Event 

Cycle Time 

Freewheeling Task 
プライオリティ=31 

Event Task 
プライオリティ=5 

Event 

優先度の高いタスクが実行され 
優先度の低いタスクは待たされる 

 タスク優先度 



国際標準規格 IEC 61131-3 準拠 
ソフトウェア PLC EtherCAT/Motion/HMI 
IoT・オープン化に適したコントローラ 

デバッグ機能 
 RUN中書込み 
 値を仮置きして，プログラム実行中に変数の書き換えも可能です． 

値の仮置 

仮置された状態 

値の書込 

 動作中のロジック変更 
一旦，開発環境をオフラインにし，プログラムのロジック変更を行い，再度動作を止め
ずにプログラムの一部書き換えが可能です  
条件により(タスク周期を変更するなど)動作を一度止めないと書き換えられない場合も
ありますが，その場合は，注意喚起されます． 
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デバッグ機能 
 トレース機能 
 トリガーなどを設定し，変数の値のトレースも容易 
 オシロスコープやロジックアナライザーの様に使用 
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アクセス制限 
また部品化されたPOUは，ユーザー毎のアクセス制限を設けることで，
現場での上書き防止や，エンドユーザー提供時のブラックボックス化な
どが可能です 

ユーザー名とパスワードを入力
しなければFB1の内容を見るこ
とができない 
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構造化プログラミング 
ソフトウェア部品化 
IEC 61131-3ではPOU (プログラム構成単位，Program Organization 
Unit )という概念の基にソフトウェア部品化と再利用性を意識していま
す． 
 
POU再利用 
 
 
 
 
 
 

独自のFUNやFBも作成可能です． 

自社装置でよく使用される機能などをFUNやFBとして部品化すること
で，ソフトウェア資産の再利用や複数開発者間で資産共有や並行開発を
可能とします． 

またソフトウェアの部品化は開発効率向上のみではなく，実績のあるソ
フトウェア部品の使用は信頼性向上にもつながります． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユーザー様 
装置機能1 

ユーザー様 
装置機能2 

ユーザー様 
装置機能3 

ユーザー様 
独自FB1開発 

ユーザー様 
独自FB2開発 

ユーザー様 
独自FB3開発 

装置A用アプリケーション 新装置アプリケーション 

ユーザー様 
装置機能1 

ユーザー様 
装置機能2 

ユーザー様 
FB2再利用 

ユーザー様 
FB3再利用 
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国際標準プログラミング規格 
IEC 61131-3 

国際標準(IEC61131-3)とは 
PLCアプリケーションの開発効率化を目的とし仕様作成されたプログラミング規格 

A社 B社 

A社言語 B社言語 

A社 B社 

国際標準(IEC61131-3) 

従来は・・・ 
コントローラメーカごとに異なる
プログラムインターフェース 

共通プログラミング言語 

 ソフトウェア資産の再利用 
 異なるメーカー間の接続 
 ハードウェアに依存しない 
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国際標準プログラミング規格 IEC 61131-3 
ラダーロジック(LD言語) 

従来のPLCプログラミングツールではおなじみのグラフィック言語． 
LDはI/Oのインターロック処理など，ビットレベルの処理に向いています． 
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国際標準プログラミング規格 IEC 61131-3 
ファンクション・ブロック・ダイアグラム (FBD言語) 

FBD言語はファンクション・ブロックやファンクションなどのソフトウェア部
品とそれらを接続する配線により，電子回路を設計するようにプログラムを記
述します． 
FBD言語はデータの流れが視認しやすい利点があります． 
ファンクションの左側にある変数は入力パラメータ(図ではIn1~In6), 
演算結果である右側の変数は出力パラメータ(図ではResult1)と呼びます. 
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国際標準プログラミング規格 IEC 61131-3 
ストラクチャード・テキスト（ST言語） 

LD言語の場合 ST言語の場合 

IF Exec = TRUE THEN 
    Result1 := In1 + In2; 
END_IF 

テキスト形式の言語． 
PASCALをベースに設計された構造化テキスト言語 
C言語などの高級言語に慣れ親しんだ開発者には馴染みやすい． 
特に数値演算式やデータ処理など，LD言語では記述が面倒な用途で効果を
発揮します． 
C言語のように構造体や共用体なども規格化されています． 
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国際標準プログラミング規格 IEC 61131-3 
シーケンシャル・ファンクション・チャート（SFC） 

SFCはシーケンス制御を状態遷移図のように記述． 
上図では “Seq1” がステップと呼ばれ，LDやSTで記述された
アクション(処理)が割り当てられる． 
In1＝TRUEでSeq1へ状態遷移し，In2=TrueになるまでSeq1
の処理を行う． 
またSeq1が実行中はOut1が出力される． 
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プログラミング言語 
モーションコントロールのFunction Block(FB)の規格化 

動作仕様やインタフェース仕様の標準化によるソフトウェア再利用性の
向上と、トレーニングコストの低減を目的とし規格化が進んでいます． 
弊社が提供するMotionHivertecライブラリもこの規格に準じた仕様で
提供します． 

絶対値位置決め
MC_MoveAbsolute 

FBの例 
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モーション機能特長1 
PLCopen モーション対応 
Single Axis Motion (Part Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ) ･･･ 位置決め，JOG, 電子カムなど 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

加減速 
非対称加減速，直線，S字，部分S字可能. 
  
f                                     f 
 
 
 
                              t                                     t 
      直線加減速                S字加減速 

座標系 
回転座標系(リングカウント) または直線座標系 

回転座標系 直線座標系 

位置のオーバライド(Abort, MoveAdditive) 
f 

t 

動作中に遠方へ目標位置
の変更 

減速中に遠方へ目標位置
の変更 

通過点へ目標位置変更 

速度オーバライド 
 
f 

動作中に目標速度変更 

t 
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直線補間 円弧補間 

ヘリカル補間 連続補間時，加速移動→定速移動→減速移動 

Z 

X 

Y 

直軸 
合成速度または長軸速度指定可能 

3軸直線補間例 

円弧補間に同期した直線補間可能 

中心位置 

移動量，円弧中心位置, 円弧回転方向(CW/CCW)を指定 

合成速度または長軸速度指定可能 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

X 

Y 

f 

t 

(A) (C) (D) 

(A) (C) (D) 

(A) 加速ブロック 
(C) 定速ブロック 
(D) 減速ブロック  

円弧補間 
直線補間 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

モーション機能特長2 
PLCopen モーション対応 
 Coordinated Motion (Part Ⅳ) ･･･ 機構設定と各種補間 
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モーション機能特長3 
CNC機能, Gコード対応 

自由曲線 

X 

Z 

Y 

微小線分の連続実行による自由曲線補間が可能 

Gコードエディタと形状表示 
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モーション機能特長4 
ロボティクス・インバースキネマティクス(逆運動学) 
機構設定, 2~3軸スカラー制御等 

以下の機構に対応できるように設計されています．開発環境から機構定
義を行い，プログラムからアプリケーション座標を指定した位置決めが
できます． 
 
 
極座標 

2軸スカラー 3軸スカラー 
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モーション機能特長5 
パルスカウンタトリガー出力 (CPD, CTRシリーズ機能) 
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手動パルサモード 
手動ハンドルに同期してパルス出力可能 

手動ハンドル 

Pulse Command Pulse train 

Positioning-Control-Start (PCS) 
連続送り中に，センサー入力からの位置決め可能. 

PCS signal input. 

連続送り 位置決め 

モーション機能特長5 
その他 (CPDシリーズ機能) 

条件付きスタート 
f 

t 

X 

Y 

Z 

例． 
X軸停止とY軸停止によるZ軸スタート 

オーバーラップ動作 

X X 

Z Z 

X軸は指定したZ残移動量
により自動スタート 

Z軸は指定したX残移動
量により自動スタート 

オーバラップ動作は 
タクト時間短縮に有効 

現状 
Z軸の完了後X軸スタート 
X軸の完了後Z軸スタート 
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Windowsとの連携 
ソケット通信，共有メモリ，ファイルIO 
 従来のPCベースで作成した資産を利用 
 例．画像処理ソフトウェアとの連携 
  弊社製以外の拡張カード(アナログなど)の対応 
  オフィスアプリケーションなどとの連携 
  Visual Studioで作成されたオリジナルHMIの利用 
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HCOSに関してのお問い合わせ窓口 

株式会社ハイバーテック 営業部 
sales@hivertec.co.jp 
電話:03-3846-3801 
 
お気軽にお問合せください． 
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HCOS製品保証範囲 
1. 本製品の保証期間は，製品の納入日より１年間(※)です．保証期間

中に弊社の判断により欠陥が判明した場合には修正を行います。 
2. 保証期間内外に関わらず，お客様が行った弊社の承認しない製品の

改造，構成品の交換，または，修理が原因で生じた損害に対しまし
ては，一切の責任を負いかねますので，予めご了承ください． 

3. 保証期間内外に関わらず，弊社製品の使用，供給（期間）または故
障に起因する，お客様及び第三者が被った，直接・間接・二次的な
損害あるいは，遺失利益の損害に付いて，弊社は本製品の販売価格
以上の責任を負わないものとしますので，予めご了承下さい。 

4. 本製品の使用方法，機能についてのお問い合わせについては対応致
しますが，弊社製品以外のお問い合わせはお答えかねますので，予
めご了承下さい． 

 
※.保証期間を延長することも可能 (別途お見積り) 
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故障かな？と思ったら 
メールまたは電話により問題の切り分けを行いますので，お手数ですが
ご一報ください． 
弊社対応時間は原則として平日９時～１８時となります． 
 
その上で故障と判断した場合，一次対応は同型式製品の交換により対応
いたします． 
その後，弊社にて故障解析を行い，報告書を提出します． 
報告書をご確認頂き，その後の対応はご相談させていただきます． 

お電話またはEメールにて 
お問合せ 

弊社サポートチームによる 
問題点の切り分け 

故障？ 

代替品お貸出 

弊社にて故障解析 

報告書提出 

報告書内容ご確認 

ご相談 

問題解決 

Yes 

No 
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出荷製品登録管理 
HCOSは受注時に弊社にてH/Wの組込みと組込み製品のシリアル番号管
理を行い，動作確認を行い出荷させて頂きます． 
HCOS出荷時にHCOS本体に型式及びシリアル番号が貼付されています． 
このシリアル番号を利用し，弊社ではお問合せから修理対応まで行いま
す． 

 
・シリアル番号シール(例) 

HCOS-ccc#nnnv 
S/N:C340000 
Hivertec,Inc. 

右側面に 
IPC型式シール 
Windowsシール 

HCOS型式 
 
シリアル番号 
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• IPC  ･･･ Industrial PC 
産業(工業)用PCのこと．一般PCと比べて，長期供給，長時間運転(電源等が堅牢), 対環境性能に優れているなど
の特長がある． 

• HMI ･･･ Human Machine Interface 
ユーザーインターフェース画面(操作パネル) 

• IEC61131-3のプログラム言語 
ラダー・ロジック（LD言語） 
シーケンシャル・ファンクション・チャート（SFC言語） 
ファンクション・ブロック・ダイアグラム（FBD言語） 
ストラクチャード・テキスト（ST言語） 
インストラクション・リスト（IL言語） 
の5言語 

• PLCopen 
PLCopenは “PLCのアプリケーション開発の効率化” を目的として1992年に設立された第三者機関。 
IEC61131-3などのプログラム言語の規格化，モーションコントロールFBの規格化などを行い，ベンダー間のプ
ログラム相互利用を推進．全世界で約100社のメンバーが会員登録している団体 

• タスク 
プログラム実行単位． 本製品ではタスク優先度を32段階設定できる． 
例．早いモーション制御タスクの優先度高，遅いモーション制御タスクの優先度中，HMI制御タスクの優先度低 

• OPC UA ･･･ OPC Unified Architecture 
2008 年に発表された，各OPC Classic 仕様の機能性全てを拡張可能なフレームワークに統合したプラット
フォーム非依存のサービス指向アーキテクチャ 

• EtherCAT 
2003年に発表されたオープン規格のリアルタイムイーサネット (時間を保証するネットワーク) 
IEC, ISO, SEMI規格 (IEC 61158, IEC 61784, ISO 15745, SEMI E54.20) 

 

本サイトに記載の会社名，団体名，商品名は各社・各団体の登録商標です． 

用語 
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