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Automatic ventilation system using PLC controller
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Mitsuki HOSHIDA*, Haruki NAKANISHI*, Haruto SHONO*, Chihiro ARAI*, Atsushi SUDA
オムロン株式会社と独立行政法人国立高等専門学校機構の共同教育プロジェクト「第 6 回 PLC 制御コンテ
スト～新生活様式における新しい価値を制御で創出～」に出展するため装置を開発する．室内の人数をカメラ
で感知し密となっている箇所の窓を自動的に開閉する．窓を開けることで換気を行い，3 密を防ぐことを目的
とする．
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時点での部屋の密状況を測定する．
6

導入効果

6.1 新たなソリューションのメリット
このソリューションの開発により，現在まで手動で行っ
ていた換気を人の手を使うことなく行えるようになった．
また，コロナが収束した後も換気を行う状況はあるので，
今後も活躍の場があること予想される．その他，適応する
部屋の大きさを問わないシステムであるため使用頻度は大
きいことも特徴である．
6.2 PLC 制御を使用するメリット
今回は PLC で制御を行ったためプラグラムを変更する
ことが容易であった．今回行った動作にさらに機能を追加
することも容易である．
7

DC モータ

まとめと今後の展望

今回のコンテストでは，コロナ禍で生じている課題につ
5 システム概要
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り，該当する場所のみを換気するといったものである．さ
ッチパネルユニット（オムロン製
NA5-12W101B-V1），
DC得を行うカメラユニット，データの入力および表示を行う
モータの制御を行う Arduino に分かれる．またデータの
らに一定の時間が経過するとすべての窓を開け換気する機
編集は
sysmacstudio
という専用アプリケーションを用いる．
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付録 1
Arduino のプログラムを示す．このプログラムは
DC モー
タの正転および逆転を制御している．

Arduino のプログラムを示す．このプログラムは DC

(b) 密状況測定画面
図 9 タッチパネルの画面
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6.1 新たなソリューションのメリット
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int val_cw;
モータの正転および逆転を制御している．
int
val_ccw;
void setup(){
pinMode(8,OUTPUT);
digitalWrite(8,HIGH);
pinMode(9,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){

PLC 制御装置を用いた自動換気システム
int val_cw;
int val_ccw;
void setup(){
pinMode(8,OUTPUT);
digitalWrite(8,HIGH);
pinMode(9,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
val_cw=digitalRead(8);

val_ccw=digitalRead(9);
if(val_cw==LOW&&val_ccw==HIGH){
digitalWrite(10,HIGH);
delay(1);
}else if(val_cw==LOW&&val_ccw==HIGH){
digitalWrite(11,HIGH);
delay(1);
}
Serial.print(val_cw);
Serial.println(val_ccw);
}

付録 2
PLC のラダープログラムを示す．このプログラムは，人の密度の測定や換気までの経過時間を制御している．
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付録 3
PLC に設定する変数の IO マップを示す．

(a) IO マップ(1)
(b)

IO マップ(2)
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(d)

(c) IO マップ(3)

IO マップ(4)
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(f) IO マップ(6)
付図 3 PLC の IO マップ

(e) IO マップ(5)
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