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計測制御システムの現状と富士電機の取組み
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計測機器の開発・設計に従事。現
在，富士電機システムズ株式会社
機器本部計測機器統括部副統括部
長。

　まえがき

　産業システム分野を取り巻く投資環境は，民需設備投資
の伸長により，増加傾向となってきている。電気計測器の

中期予測
（1）

によると，2006年度以降 2009年度まで，官公需
は投資抑制傾向が続き，ほぼ横ばいで推移，輸出は中国な

どアジア地域を中心とし，微増傾向が継続，民需は原油高
に対応したコストダウン投資，高付加価値製品投資が期待
でき，全体として緩やかな伸長を続けると予測される。

　計測制御システムは，社会の安心・安全と地球環境に配
慮しつつ，高品質な製品を要求される生産性をもって，安
定的な生産に寄与するシステムとして期待されている。ま

た，生産設備が更新時期を迎えるプラントでは，既設資産
を活用し将来の技術革新に対応できるシステムへの移行が

求められる。

　一方，計測制御システムは最近の IT（Information 
Technology）とパソコンの発展により，MES（Manufac- 
turing Execution System），ERP（Enterprise Resource 
Planning），SCM（Supply Chain Management）などの基
幹システムとの融合や，インテリジェント化されたフィー

ルド機器との融合が図られ，フィールドから生産管理・経
営レベルまで，生産現場に必要なさまざまなコンポーネン

トやソリューションをシームレスに結合する「垂直・水平
統合ソリューション」による全体最適なシステム構築が求
められる。

　他方，いわゆる 2007年問題は富士電機にとっても避け

て通れない課題であり，この対応策を立案・実行すること

を機に，「垂直・水平統合ソリューション」を提供する計
測制御システムの存立基盤強化の一環として，計測制御シ

ステムの主要構成要素である制御技術，エンジニアリング

技術，機器製造技術などの要素技術や，計測機器などの構
成コンポーネントについて，改めて技術伝承や空洞化対策
を意識した整備・強化を行っている。

　本稿では富士電機の「垂直・水平統合ソリューション」

や上述の構成要素についての現状と富士電機の取組みを紹
介する。

　計測制御システムの市場動向と課題

2.1　DCSの市場動向と課題

　1990年代に DCS（Distributed Control System：分散
型制御システム）は，DCSメーカー専用のシステムから

オペレーティングシステムをデファクトスタンダードに

UNIX
〈注 1〉

やWindows
〈注 2〉

を適用したオープン化システムへと大
きな変遷を遂げてきた。まずWindowsをオペレーティン

グシステムに使用した監視制御パッケージとして SCADA
（Supervisory Control and Data Acquisition）が出現し，

SCADAをミドルウェアに適用したパソコン DCSが監視
制御システムに導入された。さらに，インターネット技術
が急速に広がり，DCSの世界にも浸透してくるとともに，

Windowsのデファクトスタンダードなインタフェースで

ある OPC
〈注 3〉

や，フィールドバスの技術は，DCSの市場を大
きく変革させてきた。

　2000年代に入りプログラマブルコントローラ（PLC）
計装システムが発売され，DCSメーカー，PLCメーカー

と SCADAメーカーの計測制御領域のすみ分けは，さら

に複雑になってきている。

　一方で DCSは，単なる監視制御システムの位置づけか

ら，ユーザーにとって，DCSの導入から更新に至るまで

のトータルライフサイクルにわたって，TCO（Total Cost 
of Ownership）を効果的に下げる手段として見直されて

きており，ITの導入によって，生産システムをいかにし

て最適に運用するかに注目点が移行してきている。

　このような意味では，DCSは単独では存在しえず，基
幹業務システムである ERP，SCMやMESと連携し，効
果的に運用されるシステムとなっている必要があり，シー

ムレスな統合とMES商品の提供が大きな課題となってい

る。

〈注 1〉UNIX： X/Open Co., 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

〈注 2〉Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注 3〉OPC：マイクロソフトの標準インタフェース仕様
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　サービスの面でも，設備の延命化により，長期にわたる

DCSの保守保全を要求されており，オープン化による汎
用品化と延命化の相反する命題をいかに解決していくかが

大きな課題となっている。

　DCSの国内市場では，新規プラントの需要は少なく，

プラントを維持するための設備更新需要が大半であり，い

かにユーザー資産を継承し革新的なシステムを供給しつつ，

長期運用を成し遂げていくかが DCSメーカーとしての課
題となる。

2.2　計測機器の市場動向と課題

　計測機器の市場は長期にわたる設備投資の減少と，価格
低下で縮小傾向が続いていたが，ここ数年は中国を中心と

するアジア市場などへの設備投資増，特に計測機器の主要
顧客である素材産業分野の設備増により回復している。

　計測機器は発信器や流量計のフィールド機器，記録計や

調節計の受信計器，ならびに分析計に大別される。最近の

計測機器の動向として注目されるのは，ネットワーク対応
機能である。フィールドバスは 1998年にフィールドで初
の適用例が報告され，最近ではフィールドバス機能が必須
の商談が多くなっている。受信計器でも Ethernet

〈注 4〉

などの

通信機能が必須となってきている。また，計測機器はグ

ローバル化が顕著で，特に発信器は仕様面のデファクトス

タンダード化が進み，価格の優位性が受注へのキーとなる

ことが多い。しかしながら，一方では特長ある技術を生か

した特定顧客向け専用機器の需要が増してきている。

　富士電機の計測制御システムへの取組み　

3.1　DCSの取組み

　富士電機の電気（E），計装（I），コンピュータ（C）は

個別の制御分野における優れたコア技術を持ち，富士電機
の DCSは EIC統合システムを実現できる特長のあるシス

テムとして発展してきた。

　1990年代後半に第四世代の DCSとして，オープン化お

よび進化と継承をコンセプトにした「MICREX-AX」を

発表した。

　次いで，2004年には第五世代の DCSとして「MICREX-

NX」を発売した。MICREX-NXでは現場から経営レベル

のシステムがシームレス接続できる垂直統合システムが実
現でき，ならびに現場に設置されるセンサからインバータ

や UPS（Uninterruptible Power Supply）などの機器にフ

レキシブルに接続できるとともに，原料の受入れから出荷
までの全工程に対応できる水平統合システムが実現できる。

　中小システム向けには，SCADAシステムと汎用 PLC
で構築できる「FOCUS」「EGFMAC-SIRIUS」があり，

ニーズに幅広く対応できる。図 1に富士電機の情報制御シ

ステムのシステム構成と階層化を示す。

（1）　垂直・水平統合システム

　（a）　垂直統合システム

　 　MESは生産の現場で計測制御システムと ERPや

SCMのような基幹業務システムの中間にあり，業務，
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図１　MICREXのシステム構成

〈注 4〉Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標
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リソース（人や設備）を最適化する役割を果たす。機能
としては，工程管理，仕掛管理，進捗（しんちょく）管
理，実績管理，生産設備管理，品質管理などで構成され，

富士電機では，製造業向けのMESとして「プラント系
製造管理システム」MainGATE-Processを提供してい

る。ユーザーの要求により，最適なMESシステムのソ

リューションを提供しており，MICREXシステムとシー

ムレスに結合することで，フィールドレベルから生産管
理までの垂直統合システムを実現することができる。本
号の特集 1にMainGATE-Processを紹介している。

　（b）　水平統合システム 
　 　MICREX-NXはプロセス制御からディスクリート制
御をカバーできるシステムである。上流の原材料設備か

ら下流の物流，ユーティリティ設備まで一貫したフィー

ルドレベルでの統合を実現できる。さらに図 2のように，

いろいろな業種に適したシステムであり，工場を一括統
合することが可能である。

（2）　ライフサイクルソリューション

　MICREX-NXは図 3のようにプラントのシステム構築
から運用（運転，保守），更新に至るライフサイクルの各
フェーズにおいて，TCOを低減しプラントの最適経営を

実現するさまざまなソリューションを提案できる。本号に

各分野におけるソリューションを紹介する。

　（a）　導入期におけるメリット

　　① 　小中規模から大規模プラントにスケーラビリティ

をもって対応することができる。

　　② 　各階層で国際規格に対応している。

　　③ 　安全計装や安全 PLCシステムをオートメーショ

ンシステム（AS）の標準コンポーネント（CPU，
I/O，モジュール）で構築することができる。

　（b）　エンジニアリングにおけるメリット

　 　エンジニアリングステーション（ES）の持つ以下の

豊富な機能により，エンジニアリング時間の短縮および

入力ミスの削減を行い，品質向上と高効率が実現できる。

　　① 　ライブラリ化された機能ブロックの登録により

ASの制御機能を実現すると同時に，オペレータス

テーション（OS）に表示されるフェースプレート

が自動生成され，ASと OSのエンジニアリングが

統合されている。

　　② 　単一制御機能や分野制御向けの豊富なライブラリ

を提供している。

　　③ 　アプリケーションソフトウェアや入出力のソフト

ウェアシミュレーションが可能であり，さらに動的
なプラントシミュレータを提供している。

　　④ 　ASのアプリケーションソフトウェアを設計する

フェーズで，冗長化を意識せず設計できる。

　　⑤ 　自動アドレッシング機能でメモリ割付けを意識せ

ず設計できる。

　（c）　運用期のメリット

　　① 　階層化設計により構築された制御機能がオペレー

ションに反映され，オペレーションが容易になる。

　　② 　センサや，操作端が容易に PROFIBUSに接続す

ることができ，透明性の高いオペレーション機能を

提供できる。 
　　③ 　DCSのコンポーネントが個別に冗長化でき，コ

ンポーネントがたすきがけで運転を継続するため，

多重故障に強いシステムである。

　　④ 　プロセス重要度に応じて DCS構成要素を個別に

冗長化ができるため，リスクと投資効果を考えた冗
長化システムを構築することができる。

　　⑤ 　バージョンクロスチェッカ機能により，変更履歴
管理が強化されている。

　　⑥ 　ハードウェア交換時の自動立上げによる稼動率が

向上する。

　（d）　更新期のメリット

　 　既設システムから更新する場合，ステップバイステッ

プでMICREX-NXへ移行することができる。

　　① 　マルチサーバ機能で，旧世代ネットワーク

（DPCS-F，FL-net）と MICREX-NXを接続し，

OSから旧世代のコントローラを監視操作すること

ができる。

　　② 　P/PEリンクや Tリンクの機器と，リンクデバイ

スを経由して ASに接続でき，新旧 PIOの混在も

可能である。

　　③ 　コンバータ機能によるアプリケーションソフト
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ウェア資産の有効活用をすることができる。

（3）　ソリューションパッケージ

　MICREX-NXは以下のソリューションパッケージを提
供できる。本号にソリューションパッケージについて紹介
する。

　（a）　設備管理パッケージ

　 　設備管理パッケージ PDM（Process Device Manag-
er）はフィールド機器または設備などの，機器診断情報，

機器固有情報を総合的にとらえ，プラントや機械の故障
発生傾向を検出することが可能な診断技術を提供してお

り，予防保全，定周期診断，オーバホールなどの保守業
務を大幅に改善することができる。

　（b）　バッチシステム

　 　MICREX-NXのバッチシステムは，規格 IEC61512
（ISA S88）および米国食品医薬品局（FDA）が定めた

電子記録・電子署名に関する規定 FDA21 CFRPart11
に準拠したソフトウェアパッケージをベースに構築して

いる。

　（c）　ルートコントロール

　 　配管，パイプラインで流体を移送するシステムの監視，

制御，診断を行うパッケージである。製品銘柄が日々変
わり，移送ルートの変更を，特別なプログラムを作成す

ることなく，容易に変更対応することができる。

　（d）　運転支援システム

　 　運転情報を自動的に取り込み，そのデータを操作フ

ローに自動的に展開することができ，熟練オペレーター

の運転ノウハウを容易に継承することが可能である。

2007年問題のソリューションパッケージとして提供し

ている。

　（e）　分野別パッケージ

　 　各製造業に対応する，分野別のパッケージ群をライブ

ラリとして準備している。

（4）　中小制御システム

　富士電機では，中小制御システムとして従来システム 
の FOCUSに加え，小規模制御システムに対応可能な

EGFMAC-SIRIUSシステムを 2004年に発売した。両
システムとも汎用の SCADA と汎用の PLC である

MICREX-SXで構成されたシステムであるが，富士電機

の計測制御のノウハウを汎用 SCADAの上に載せること

で，従来の DCSと変わらないエンジニアリング環境とオ

ペレーション環境を提供できるシステムである。本号に中
小規模計測制御システムについて紹介する。

（5）　エンジニアリング支援システムの新しい取組み

　3.1節（2）項（b）のエンジニアリングのメリットに加え，富
士電機は「HEART」シリーズのように仕様記述言語を製
品化し仕様品質を高めてきた。さらに，エンジニアリング

業務のすべてのフェーズに対して共通のプラットフォー

ム上で支援することにより，見積り・仕様確認から現地ス

タートアップまで，制御システムのエンジニアリングの連
続性が確立でき，生産性と品質の向上はもちろん，生産技
術力の向上，技術の伝承に寄与する。本号にエンジニアリ

ング支援システムの新しい展開について紹介する。

（6）　高度なオンライン最適化技術と制御プラットフォーム

　オンライン最適化とは，上述しているフィールドから生
産管理・経営まで「垂直統合」されたシステムをある目
的に合致した最適な運用をオンラインにて行うことであり，

「垂直統合」の目的の一つでもある。富士電機は，動力プ

ラント向けのオンライン最適化システムとして開発してき

た「FeTOP」（Fuji Electric Total Optimization system）

に対し機能拡充を進めている。FeTOPは，負荷予測機能，

非線形最適化計算機能，非干渉制御機能（多変数モデル予
測制御），ならびにユーザーや各社 DCSとのインタフェー

ス機能，実績データなどのデータベースの基本機能を持っ

たものであり，さまざまな分野でのオンライン最適化を実
現できる技術の提供を目指している。本号にオンライン最
適化技術と制御プラットフォーム FeTOPについて紹介す

る。

3.2　計測機器の現状と取組み

　計測機器（センサ）はプロセス計装の源であり，生産性
の向上，品質向上，予防保全などの面で重要な役目を担っ

ている。表１に注力計測機器の取組みを示す。

　以下に計測各機器への取組みを記す。

（1）　フィールド機器
　フィールド機器は圧力・差圧発信器，流量計，温度計で

代表される。
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表1　注力計測機器の取組み

機　種

マイクロシリコンセンサ，
低消費電力，ネットワーク

パルスドップラ，伝搬時間差
複合方式（世界初）

高速制御，高分解能，
ネットワーク

高速サンプリング，
ネットワーク

赤外線センサ，
固体電解質センサ

取組み

ガス分析計

圧力・差圧
発信器

超音波流量計

温度調節計

記録計

キーとなる技術

多成分同時測定，
煙道直接挿入測定

汎用（世界標準）発信器対応

高精度化，口径範囲拡大

高機能，高精度化
モジュール化，ワンボード化

Webサーバ，データ蓄積機能拡充
（ペーパーレス記録計）

主な適用分野

素材産業

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

水処理 食品・医薬 機械装置 半導体 環境計測
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　発信器は仕様，性能などがデファクトスタンダード化さ

れ，グローバルな市場で過酷な競争が行われている。そ

んな中でも長期安定性，フィールドネットワーク対応
機能や機能安全レベル（SIL：Safety Integrity Levels，
IEC61508）に対する要求があり，対応を進めている。ま

た，富士電機では低消費電力やネットワーク技術などの特
長ある技術を生かした特定顧客向け発信器を開発し，ニッ

チ市場への展開を図っている。本号にガス井モニタリング

用ネットワークセンサを紹介する。

　流量計には差圧式，電磁式，超音波式などがあるが，超
音波式が非接触測定や工事の利便性の利点により需要拡
大が期待される。富士電機では超音波式流量計を重要な機
種として注力しており，取引証明用への展開を視野に入れ

た高精度ハイブリッド超音波流量計（伝搬時間差とドップ

ラー効果の複合方式，形式：FSH，FSW）を 2005年に市
場展開し，さらに品ぞろえを進めている。また，半導体の

超純水製造設備用流量計では超音波式が主流になり，小口
径サイズへの適用も進み，着実に販売台数を伸ばしている。

（2）　受信計器
　受信計器は記録計と調節計に大別される。記録計では，

ペーパーレス記録計への切換が進んでいる。ペーパー記
録計（インクジェット方式）にもデータ改ざん防止の法規
制や指針などの後押しがあり，その需要に対応している。

ペーパーレス記録計にはWebサーバやデータ蓄積機能が

要求され，富士電機では 2005年に通信機能を充実した製
品（形式：PHR/L）を市場へ投入した。

　調節計では初期のプロセス計装に活躍したシングルルー

プ調節計はリプレース需要が主になり，ほぼその役目を終
えようとしている。大・中規模システムでは DCSや PLC
に置き換わり，小規模システムでは機能アップされた温度
調節計などの汎用調節計に置き換わっている。温度調節計
は通信機能，制御動作，演算機能などの向上が図られ，高
機能・高精度の汎用調節計として適用範囲は広がってい

る。富士電機では高機能温度調節計（形式：PXH，PXG）
を 2005年に市場へ投入し，本号にその適用事例などを紹
介する。また，機械装置向けの温度調節計は装置内部に組
込み要求が強く，表示操作部のないボード型，モジュール

型が主流になりつつある。温度調節計には制御精度の向上，

通信機能の拡充，PLC機能の取込みなどのニーズがあり，

富士電機はこれらに対応していく。

（3）　分析計
　ガス分析計は大気汚染などの環境監視用と，工業炉など

の雰囲気を計測するプロセス用に分けられる。赤外線式，

ジルコニア式，磁気式など従来からある測定原理をベース

に多成分測定，自動校正などの演算機能の具備などが図ら

れてきた。最近ではレーザを応用した直接挿入形（煙道

や煙突に直接センサを取り付けるタイプ）が導入されて

きている。富士電機では 1装置で 5成分（NOx，SO2，CO，
CO2，O2）を測定でき，種々の演算機能を具備した赤外線
分析装置（設置型の形式：ZSU，コンパクト型の形式：

ZSV）を環境監視用，プロセス監視用に投入している。ま

た，直接挿入方式への取組みを進めている。

　環境監視用分析計の需要は法規制により創出される。

2006年 4月から開始される VOC（揮発性有機化合物）排
出規制に合わせ，赤外線式の VOC計を 2005年 12月に市
場へ投入した。

　水質計では，「安全でおいしい水」の要求に応えるため，

富士電機独自のユニークな水質計（トリハロメタン計，水
質安全モニタ，油膜センサなど）を市場へ投入している。

（4）　センサ製造基盤技術
　各種計測機器に内蔵されているセンサ素子については，

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機
械システム）と称される技術を基盤としている。富士電機
では圧力発信器のセンサやペーパー記録計のインクジェッ

ト素子の製造などでこの技術を培ってきたが，近年さまざ

まな分野にその応用範囲を広げるため積極的に取り組んで

いる。

　無線やセンサ技術とMEMSとの複合化の実現やバイオ

技術との組合せなどへの展開，さらにこの技術の特長を

生かして，ユーザーから微細加工を受託する，いわゆる

MEMSファウンダリサービスにも取り組んでいる。本号
にセンサ製造の基盤技術について紹介する。

　あとがき

　計測制御システムの動向と富士電機の取組みについて，

その概要を述べた。

　生産システムの運転効率，品質向上への要求，今後訪れ

る少人化，世代交代に対し，計測制御システムの役割が高
まってきている。

　今後も，お客様への最適ソリューション提供に努めてい

く所存である。
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