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まえがき

情報・監視制御システムは，公共のライフラインである

上下水道設備を安全・安心・安定に運用するために必要不

可欠な位置づけにある。施設の公共性から，その信頼性の

確保と，的確な設備運転を実現するためのリアルタイム性，

オペレーションの容易さの確保が重要なポイントとなって

いる。

一方，世の中のオープン化の流れは上下水道分野の監視

制御システムにも及んでおり，「システムで蓄えたデータ

を自由に引き出し再利用したい」「エンドユーザーが簡単

な改造・変更を行いたい」などといったオープン化への期

待感が高まっている。

また，運用・維持管理の視点から必要となる情報および

情報処理の役割は，ますます重要となってきており，設備

が本来必要としている制御と，効率的運用・維持を行うた

めの情報を，施設全体さらには組織（企業体などのレベル）

全体で融合することが重要である。

以上の観点から，上下水道分野の監視制御システムにお

いては，従来の運転・監視・制御機能に加えて，業務・保

守・設備維持などの，より高度な管理機能を統合し実現す

ることが必要である。

本稿では，以上の背景から開発された，最新の上下水道

監視制御システムについて紹介する。

監視制御システムの要件

最新の監視制御システムを構築するにあたり，従来の高

信頼性・リアルタイム性能を維持し，さらに情報制御技術

の最新キーワードである「ネ・オ・ダ・マ」すなわち，ネッ

トワーク，オープン，ダウンサイジング，マルチメディア

の技術を適用していくことが必要であり，以下に監視制御

システムに求められる要件について述べる。

２.１ オープン化

２.１.１ 監視制御システムに蓄えたデータの活用

監視制御システムに蓄えられたプロセスデータ，運転・

履歴データ，トレンドデータなどを，ネットワークに接続

したパーソナルコンピュータ（パソコン）などに自由に取

り出せて，統計資料の作成，維持管理への反映，運用計画

の策定などに活用できる。

２.１.２ エンドユーザーコンピューティングの実現

分かりやすいパソコンライクなグラフィカルユーザーイ

ンタフェースや，ISV（Independent Software Vender）

ソフトウェアを利用した支援システムが提供されることに

より，ユーザー自身によるシステムの改造・変更が可能で

ある。

２.２ 自由度とコスト縮減

従来までのメーカー標準システム（DCS ： Distributed

Control System）では，高信頼性と快適な操作性能を実現

するために，ユーザー選択の自由度がある程度制限されて

きた。

システムのオープン化と相まって，デファクトスタンダー

ドの採用などによるメーカー標準に依存しない，より自由

度の高いシステムの提供が求められるとともに，ダウンサ

イジングによるコスト縮減が必要となる。

２.３ 制御と情報の融合

データベースのオープン化によって，ユーザーは今まで

十分に活用できなかった種々のデータを有効に利用するこ

とができるとともに，さまざまなネットワークを経由して，

高度情報・制御パッケージや経営管理，業務管理，情報活

用・公開，設備メンテナンス，防災対応などのシステムを

利用することが可能である。

最新の監視制御システムの構成と特長

富士電機の上下水道監視制御システム FAINS-AX シ

リーズはオープン・分散をキーコンセプトとし，高機能

オープン化・情報融合をめざす上下水道用新監視制御
システム
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HCI（Human Computer Interface）を搭載したオペレー

タステーション，オープンデータベースステーション，高

速制御 LAN，高速コントロールステーション，インテリ

ジェントフィールドセンタ（オープン指向コントロールセ

ンタ）からなる監視制御システムを実現している。さらに

運転管理系・業務支援サービス系・マルチメディア通信

系・緊急防災系の各上下水道コンピュータネットワークシ

ステムと高速情報 LANを介して機能的に融合した構成と

することで，上記要件のソリューションを提供している。

３.１ 監視制御システムの全体構成

監視制御システムの全体構成を図１に示す。

FAINS-AXシリーズには，ウィンドウ表示採用のオペ

レータステーション，オープンデータサーバ，高速・高信

頼性 FDDI（Fiber Distributed Data Interface）ネット

ワークシステムを採用し，柔軟でオープンなシステムを実

現した FAINS-AX3000 と，DCS にウィンドウオペレー

ション，オープンデータベースなどのオープン化指向を融

合させた FAINS-AX2000/1000 および中小規模向けの

LOGACEシリーズが用意されている。

３.１.１ 監視制御システム

オペレータステーション，データベースステーション，

制御用 LANは，上記 FAINS-AXシリーズのなかから機

能，規模に応じて選択できる。

高速コントロールステーション（ACS-2000）は，EI 統

合制御機能を高速実行するとともに，ローカル伝送リンク

（Tリンク・ PEリンク）から収集されたプロセスデータ

をソフトウェアモジュールを介して監視システムに提供す

る。コントローラ間通信および I/O 間通信にフィールド

バスを採用したインテリジェントフィールドセンタは，シー

ケンス制御とアナログ制御の機能統合を実現したフレキシ

ブルで高信頼性のコントロールセンタである。フィールド

バス対応の各コンポーネントとの組合せも容易であり，上

位システムからのユニット単位での状態監視が可能となっ

ている。

現場には着脱が可能なハンディターミナルが配置でき，

現場で情報系のデータ把握ができる。

３.１.２ ネットワーク接続システム

オープンデータベースに接続された高速情報 LANには，

各種コンピュータネットワークシステムが結合される。

マルチメディア装置は，ネットワークシステムを介して

その画像・音声データが，運転管理系・業務支援（保守）

系のシステムで用いられる。運転管理では，水運用，配水

コントロール，残塩シミュレーション，流入予測などの支

援システム，業務支援では設備管理，固定資産管理，管網

計算パッケージ，気象情報などの支援システムが提供され

る。さらに広域通信回線網を通して，情報交換・公開のた

めのイントラネットシステム，より安全で安定したシステ

ム稼動を保証するリモートメンテナンスシステム，災害発

生時に緊急情報を広域に提供する緊急・防災システムなど

を用意している。次にその機能と特長について説明する。

FAINS-AXシリーズの機能と特長

FAINS-AXシリーズは，パソコンライクなウィンドウ

オペレーション，汎用 LAN，汎用データベースの採用に
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図１　監視制御システムの構成
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より，オープンで柔軟なシステム構成となっている。

４.１ FAINS-AX3000

FAINS-AX3000 は，UNIX
〈注1〉

コンピュータとワークステー

ション，パソコンをネットワークで接続した，オープンな

システムである。このような環境下で，最適なコンポーネ

ントを用いた柔軟なシステムの構築を実現する。

４.１.１ 柔軟なＨＣＩ

オブジェクト指向技術の採用

CRT画面は，表示画素とその画素が持つ機能（プログ

ラム）を組み合わせ，部品化して作成されている。これら

の部品をニーズに合わせカスタマイズすることにより，多

様な機能を実現する柔軟な画面構成を構築することができ

る。

図２にその画面例を示す。

柔軟な背景画

画面の背景画は，パソコンで動作するデザイナーズソフ

トウェアで作成され，立体的な表現や複雑な配色が可能で

あり，写真や図面などを直接利用することもできる。

豊富な水処理向け表示部品

機器シンボル，操作ボタン，設定ボタンなどの水処理向

け部品を豊富にそろえている。監視操作画面は，これらの

部品を組み合わせることによって，ほとんどの機能に対応

できる。さらに，マルチメディア処理に対応した ITVウィ

ンドウ部品など，部品の追加，充実を図っている。

４.１.２ エンドユーザーコンピューティング機能

入出力信号の名称などの定義情報は，パソコン上の汎用

表計算ソフトウェアを利用し，ユーザーによる容易な変更

を実現している。この表計算シートをメーカーとユーザー

で共通利用することにより，保守性を確保している。

４.１.３ データ加工のオープン化

帳票データやメッセージデータは，汎用データベースに

格納することができる。これらのデータは，ネットワーク

に接続されたパソコンと汎用ソフトウェアを利用して，容

易に連携することができ，ユーザー自身による自由なデー

〈注1〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

タ加工を行える環境を提供している。

４.２ FAINS-AX2000/1000

FAINS-IX シリーズの後継機種として開発された

FAINS-AX2000/1000 は，DCS としての高信頼性・高性

能を継承しつつ，これからのネットワークシステムへの対

応を考えた，オープンな監視制御システムである。

その大きな特長としては以下のものがある。

４.２.１ 優れた信頼性と保守性

FAINS-IX シリーズで培われてきた専用機技術を踏襲

し，先進の自己診断機能と豊富な RAS情報で，高い信頼

性・保守性を実現している。

４.２.２ ユーザーの使い勝手を考えた操作性

マンマシンオペレーション

系統画面の色数を増やし，対象となるプラントに合った

色表現を可能とし視認性を向上させた。また，ウィンドウ

ズライクな画面構成，画面展開，操作スイッチの立体的ボ

タン化などにより操作性を向上させた。ポインティングデ

バイスは，マウス・タッチのどちらでも選択ができる。図

３に画面例を示す。

支援系

エンジニアリングワークステーション（AES）を使用

した画面・帳票などの製作，変更は，エンドユーザーコン

ピューティングを考えて，従来よりも編集機能が強化され

ている。支援系システムは，WindowsNT
〈注2〉

4.0 で動作する

エンジニアリングツールで，ユーザー自身によるソフトウェ

ア変更が容易に行える。図３に画面例を示す。

４.２.３ ユーザーフレンドリーでオープンなシステム

データベースには，オープンなデータ提供を考えて

SQL サーバ（表１）が搭載され，ユーザーが自由にかつ

容易にプラントデータを活用できる。保存されているデー

タは，市販の表計算ソフトウェアやデータベースソフトウェ

アを使うことにより，簡単に編集・加工ができる。

４.２.４ ネットワークシステムへの柔軟な対応

パソコンを使用したリモート監視

任意の場所に設置された AOS-PC（パソコン）から，

〈注2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

360（52）

富士時報 Vol.71 No.6 1998

図２　FAINS-AX3000の画面例
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汎用 LANを介して専用機と同様の機能が利用できる。ま

た遠隔地からは，AOS-PC へのリモートログイン操作で，

同様の監視操作を行うことができる。図４にその構成を示

す。

ネットワークプリンタの採用

従来の直結プリンタ以外に，ネットワークプリンタへの

印刷を可能とし，印刷場所を選ばず帳票などを任意の場所

へ出力することができる。また従来は，画面コピー用に専

用のハードコピー機が必要であったが，汎用カラープリン

タをネットワークに接続するだけで，簡単にカラー画面コ

ピーを取ることができる。

４.３ LOGACE-250/55/Junior

LOGACE シリーズは，FAINS-AXシリーズの機能を

継承し，システムコスト縮減を実現した中小規模向けシス

テムである。DCSタイプの 250，FAパソコンベースの 55，

シーケンサ応用の Junior の 3 タイプが用意されており，

適用するプラントの規模・重要度に応じて，最適システム

の選択ができる。

プロセス制御機器

プロセス制御機器は，従来技術を踏襲し，フィールドサ

イドのオープン化・情報化を推進する，インテリジェント

フィールドセンタ，現場ハンディターミナルなどの，新し

い機器が用意されている。

５.１ ハンディターミナル

現場操作端末を，ネットワークを通じて監視制御システ

ムに接続し，現場操作を中央操作と同じ状態で行えるよう

にすることで，現場盤なしの運転を実現している。

ネットワークにはローカル制御用シーケンサの I/O 通

信 LANまたは汎用 LANを用い，監視制御が必要となる

場所に用意した接続口に接続して使用する。端末には，パ

ソコンまたは PODを使用して下記の機能を実現している。

管理施設の縮小化による経済的なシステム構築

豊富なガイダンスによる人に優しいインタフェース

情報系データの現場運転での活用

５.２ インテリジェントフィールドセンタ

インテリジェントフィールドセンタは，従来のコントロー

ルセンタ（C/C）をフィールドセンタと位置づけ，電子化

された専用のコントロールユニットにフィールドバスを接

続し，複合機能化するシステムに対応する。コントロール

ユニットの構成を図５に示す。

５.２.１ コントロールユニットの高機能化

FCU-50（FCU： Field Control Unit）は，シーケンス

制御（主回路，制御回路）とアナログ制御（PID制御，カ

スケード制御，比率制御，プログラム制御）を融合し，フィー

ルド機器ベースの EI 統合を実現することにより，分散制

御性の向上を図っている。さらに，外部から支援ツールで

（3）

（2）

（1）

（2）
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図３　FAINS-AX2000の画面例
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図４　リモート監視システムの構成表１　SQLサーバのデータ種類 

種　別 内　容 

256点（1分収集のとき） 瞬 時 デ ー タ  

62日間（1分収集），256点 ト レ ン ド デ ー タ  

日報550日，月報30か月，年報6年 帳 票 デ ー タ  

警報：8,192点　運転履歴：32,768点 警報・運転履歴データ 
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の制御回路の変更を可能にすることで，現場での負荷の制

御方式変更にも容易に対応できる。

また故障電流，運転履歴などのメモリ機能を備え，RAS

情報収集が容易になりMTTRの短縮が可能となる。

５.２.２ フレキシブルなシステム構築

フィールドバスでは，複数台のフィールド機器が一つの

バス上に接続できるため，ケーブルコストの削減，配線工

事の合理化，機器追加の容易化などのメリットが挙げられ

る。インテリジェントフィールドセンタは，フィールドバ

スシステムを採用することにより，管理情報と制御情報の

統合，保守コストの低減，センサのインテリジェント化促

進，インターオペラブルなマルチベンダシステムの構築を

実現している。

コントロールユニットとフィールドバスにより，フィー

ルド機器だけで信号検出，制御演算，操作を行うフィール

ド分散制御や，より高度な機器保全システム，設備管理シ

ステムなどを構築できる。

情報化との融合を実現するネットワーク接続シ

ステム

最新の監視制御システムには，より最適なソリューショ

ンを実現するために，種々の充実した情報化支援システム

や周辺コンポーネントが用意されている。以下にこれらを

説明する。

６.１ インテリジェント監視

インテリジェント監視は，ITV画像の変化を検出する

アルゴリズムを搭載し，場内侵入者や設備異常の監視を行

う機能である。この ITV画像は CRTにウィンドウ表示さ

せることができ，カメラ切換などの操作もこのウィンドウ

上から行うことができる。

６.２ 運用・維持管理支援システム

制御系システムで収集するデータは，情報用 LANを

通じて共有化することができる。このデータを表計算ソフ

トウェアなどを用いて編集・解析を行い，運転計画などの

業務を支援するシステムを用意している。各機能の詳細は，

本特集号の別稿（水道統合情報処理システム）で詳述して

いるので参照いただきたい。

固定資産管理システム

設備管理，図面管理システム

企業会計システム

水道料金計算システム

６.３ 情報共有化システム

インターネットとともに普及したブラウザソフトウェア

を利用し，監視制御データや運用維持管理データを，ネッ

トワークを通じて提供するシステムである。ネットワーク

に接続された端末を通して情報を提供し，場所や時間を問

わず，あらゆる人がすべての情報を共有できるようになる。

図６にシステムの構成イメージを示す。

これらの情報は，インターネットへ対応したインタフェー

スであり，全世界への情報発信の可能性を持っている。ま

た，自治体イントラネットシステムの構築計画にも対応で

きる構成である。

６.４ マルチメディア遠方監視

従来のテレメータ回線に比べ，現場映像，音声，監視

データを多重化したマルチメディア伝送は，臨場感のある

遠方監視制御を提供する。NTT［日本電信電話（株）］高

速ディジタル回線を用いた準動画通信や専用光ファイバと

ATM（Asynchronous Transfer Mode）交換機を用いた

大容量通信など，伝送内容と容量によって機種，方式を選

択できる。

６.５ マルチスクリーン

大形マルチスクリーンを導入することにより，CRTや

（4）

（3）

（2）

（1）
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図５　コントロールユニットの構成
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図６　情報共有化システムの構成イメージ



オープン化・情報融合をめざす上下水道用新監視制御システム

ITV の画面を表示することが可能となる。各種情報を得

るための CRT卓への移動をなくし，監視室の全員が同時

に画面を見ることによりコミュニケーションが向上し，よ

り高度な監視を行えるようになる。

６.６ リモートメンテナンス

監視制御システムは，NTT回線を用いて，システム構

成機器の稼動状態を遠隔地から監視する機能を提供してい

る。システムの異常時に，遠隔にて各構成機器の稼動状況

データ（RAS情報）やソフトウェアの稼動情報を得るこ

とができ，部分的なソフトウェアの修正も行えるため，従

来の現地調査によるメンテナンスに比べ，より迅速にシス

テムの障害対応が行える。また，回線接続に用いる装置に

は，メンテナンス契約電話番号以外の着信を拒否する機能

があり，第三者による不正なネットワーク侵入を防止でき

る。

あとがき

オープン・分散をコンセプトとした FAINS-AXシリー

ズと情報通信システムの融合を実現した，最新の監視制御

システムを紹介した。激変する環境のなかにあって，これ

からオープン化，ネットワーク化への期待がさらに高まっ

てくると考えている。重要なライフラインである上下水道

設備に，安全・安心・安定を提供するため，より進化した

システムの提供に努める所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2740335
本郷　保夫
来見田博史

自動セル属性判定機能を有する表読
取装置

2741714 上田　治幸自動販売機の商品収納棚

2743517 田沼　良平レーザ光波長変換装置

2743546 唐津　了三電圧形インバータ用主回路モジュー
ル

2743947 安西　文彦マイクロプログラム制御方式

2744528 内山　純夫キーボード入力装置

2743923
佐藤　俊博
高野　晃利
橋本　正美

自動販売機の飲料冷却水槽

2744342

深瀬　陽一
中谷　智良
鶴田　和博
古田　寿久
神崎　克也

塩素濃度制御装置

2737345 園村　泰彦信号切替装置

2737357 中西　要祐
川田　信哉三相電子的負荷装置

2737377
長尾　泰明
清水　明夫
大岩　　潔

プラズマ処理装置

2737378 東　　　泉冷媒の脱気処理装置

2737391 植木　浩一リンギングチョークコンバータ

2737392 高島　敏和サーマルリレーの設定電流表示装置

2737418 丸山　公一良否検査装置

2737427 高階　　悟
坂本　義貞超音波診断装置

2737759 竹内　　豊紙葉類の良否判定方法

2737876 野村　年弘リアクトル

2738071 岩室　憲幸ＭＯＳコントロールサイリスタ

2738107 岡野　芳郎漏電遮断器

2738113
川村　逸生
加藤　昌史
五十嵐征輝

X線撮影装置のフィラメント電源

2738138 小西　義弘電流形 PWMコンバータの制御方
法

2738139 栗橋　宏幸並列商用同期式 CVCF 電源の同期
指令切替装置

2738140 谷川　　清
坂之上健一光電スイッチの投光回路

2738970 西方　　聡
篠原　康裕二酸化塩素計

2738988 新海　　洋燃料改質器

2739028 杉浦　　賢静電駆動式マイクログリッパ

2739914 宮内　広二
辻本　勝司パンタグラフ装置



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




