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特集 産業・社会に貢献する
計測・制御ソリューション

1  　まえがき
  
   生産現場を支えてきた制御システムは，生産実行システ

ムや経営システムとの情報統合を進め，さらに設備機器の

統一的管理，安全システムとの統合が進んでいる。また，

セキュリティ強化の取組みも進んでいる。このような中，

更新時期を迎える生産設備では，既設資産を継承しつつ将
来の創造的な技術革新に対応できるシステムが求められて

いる。 
   富士電機は，  納入後に長い期間を経た生産設備の安全性

を高めつつ，お客さまの安定した操業を  実現  する  ために，

  2013 年 10 月に  プラント操業の  安定と安全を支える情報・

  プロセス制御  システム「MICREX-NX」の新たなバージョ

ン V8.0を市場  に  投入した。M  ICREX-NXは 2004 年の発
売以来，鉄鋼，化学，医薬品，水処理分野を中心に   250シ
ステムを超える納入実績を重ねてきている。 
   本稿では，  情報・  プロセス制御システム「MICREX-

NX」の主な特徴について述べる。 
  

2  　「MICREX-NX｣ の概要
  
   M  ICREX-NXは，富士電機の制御システム群において

中大規模プロセス制御用であり，エンジニアリング，ア

ラームマネジメント，安全システム，制御システムセキュ

リティ，バッチシステム，電子記録など多くの国際標準規
格に準拠したソリューションに対応できるシステムである。

  図1  にMICREX-NXによるシステムの構成を示す。 
   標準システムは，HMI（Human Machine Interface）

であるオペレータステーション（OS），制御コントロー

ラであるオートメーションシステム（AS），プロセス

入出力モジュール（ET200M），エンジニアリング装置

（ES）で構成される。各機器は，産業用スイッチングハブ

（SCALANCE）を介してオープンネットワーク  や  専用ネッ

トワークで接続  す  る。OSおよび ESには専用の産業用パ

ソコンを使用  し  ，ワイド画面やWindows 7
〈注 1〉

  に  対応  すると

ともに  視認性  や  操作性が向上  した  画面デザインを提供する。 
   M  ICREX-NXは，鉄鋼  ，  化学  ，  水処理などのプラント

  の  拡張  や  処理能力の増強に合わせて，システム構成を順次
拡張できる高いスケーラビリティを持ち，生産から経営ま

での情報システムとの統合や安全システムとの統合が可能
である。  また，既設資産を継承できるマイグレーション製
品も用意している。 
   こ  のように   MICREX-NX  は，  プラントの成長に合わせ

られるスケーラビリティ，統一されたエンジニアリング環
境，先進的な監視制御機能，設備管理機能による保全作業
の効率化  ，  高度なセキュリティ，国際基準の安全性など  の
特徴があり  ，システム設計から運用，保守，更新に至る  ま
での  ライフサイクルの各フェーズで提供  する。 
  

3  　｢MICREX-NX｣ の特徴
  

  3 . 1 　拡張性の高いシステムアーキテクチャ

  ⑴　豊富な CPU群
   MICREX-NXの中核となる ASには，処理能力に応じ

た 4 種類の CPUがシリーズ化されている。入出力ループ

数やアプリケーションソフトウェアの規模に合わせて選択
できる。 
⑵　  多様なシステム構成
   MICREX-NXは，プラント規模に合わせたコストパ

フォーマンスの高いシステム構築が行えるよう，3パター

    安定と安全を支える情報・プロセス制御システム
「MICREX-NX」
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ンのシステム構成を用意している  （  図1  ）  。 
  ⒜　グローバルシステム構成
  中大規模システム向けの標準構成である。1システム

で最大 12 台のサーバおよびサーバ 1 台当たり最大 32 台
のクライアントが接続できる。全ての構成において冗長
化が可能である。また，豊富なオプション装置の接続で，

データの長期保存，Webサーバ経由の監視，上位計算
機との連携など非常に拡張性の高いシステム構成がとれ

る。

  ⒝　フラットシステム構成
  中大規模システム向けのコストパフォーマンスの高い

構成である。グローバルシステム構成のプラントバスと

ターミナルバスを情報技術により重畳させてフラット化
している。ネットワーク回線や SCALANCEの共用が

でき，機器，通信ケーブルおよび配線工事費などのコス

ト削減の効果が得られる。

  ⒞　シングルステーション構成
  中規模システム向けの構成である。1 台の OSで，エ

ンジニアリング，データ処理，監視操作機能を備えてい

る。コンパクトな構成でありながら，HMI，ASを冗長
化できる。 

⑶　  完全冗長化構成
   MICREX-NXは，HMI，AS，ネットワーク，I/Oの全

てにおいて冗長化が可能で，これを完全冗長化と呼んでい

る。特に，  AS  の  冗長化  における  系切替  え  機能  は，  富士電
機の  既存  のシステム  や  他社システムと比較して優れてい  る。

多くの制御コントローラ  で  は，その通信経路上の一部に異
常が発生  すると，直ちに  制御コントローラの系が切り替
わる仕様  となっている  。  これに対して，  MICREX-NXは，

複数  箇所  の通信経路に異常が発生した場合，  稼動  系 ASを
継続運用させるために待機系ASを活用して  ，正常な  通信

経路でデータ授受を行い  ，  稼動している ASの切替え  を抑
制するよう処理が行われる。  図2に，完全二重化による系
切替えの概念を示す  。  すなわち，MICREX-NXは，多重
故障に強く，可用性（Availability）が非常に高いシステ

ムと  いえる  。 
  

  3 .2　多種多様なネットワーク接続

  ⑴　既設資産の継承
   大規模プラントである鉄鋼プラントのエネルギーセン

ターなどでは，段階更新が必要となる場合がある。この

ような制御システムの増設  や  更新は，ユーザにとって

  負担が  非常に大  きい  。富士電機では，富士電機製 DCS
（Distributed Control System：分散制御システム）の部分
更新や増設などの際に，既設資産を有効活用しながら最新
のMICREX-NXへ移行できるソリューションを用意して

いる。 
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信号

（a）正常時 （b）異常通信時

I/O モジュールの
冗長化

ASの冗長化

ネットワークの
冗長化

OSの冗長化

信号

稼動 待機 待機

待機稼動待機稼動

稼動

通信異常
箇所

同期
ケーブル

同期ケーブル

図2　完全二重化による系切替えの概念
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   また，既存の制御ネットワークである DPCS-Fをはじ

め，FL-net 準拠 LAN，PIO 用ネットワークとして使用
されている Tリンク，P/PEリンクは，専用のマイグレー

ションコンポーネント（ゲートウェイやリンクデバイス）

でMICREX-NXに接続する。これにより，OSから既設
コントローラへのアクセス，新旧コントローラ間での情
報の授受や ASと既存 PIO 間の入出力が可能である。こ

れらにより，ユーザ  の  既設資産を最大限に有効活用しつつ，

長期的な安定運用を実現する  ｡  
⑵　  オープンネットワーク対応
   制御システムにおける I/Oネットワーク，フィールド

ネットワーク，情報ネットワークなどは，オープン化が進
んで久しい。  MICREX-NXは，PROFIBUS

〈注 2〉
-DP  をはじめ，

PROFINET
〈 注 3〉

   ，MODBUS  
〈注 4〉

  ，FOUNDATION Fieldbus
〈  注 5〉

  ，As-i
  などのオープンネットワークに対応している。これにより，

ユーザの要求やネットワーク機能に合わせたフィールド機
器の選定・採用ができ，より柔軟なシステム構成が可能と

なる。 
   上位系との通信に使用される OPCについては，従来の

OPC-DA，A&E，HDAなどの他に，高い通信セキュリ

ティを備えた OPC-UAにも対応している。 
  

  3.3　豊富な情報・プロセス制御パッケージ

   制御システムの各種ツールやアプリケーションパッケー

ジでも国際標準規格化が進み，ユーザの指定条件にもなっ

ている。エンジニアリングツールは IEC61131-3，バッ

チシステムは ISA S88.01，アラームマネジメントは ISA 
18.2および IEC62682（審議中），機能安全は IEC61508な
どがある。MICREX-NXは，これらの国際標準規格に適
合するツールやパッケージを提供している。 
  ⑴　エンジニアリングツール

   国際プログラム言語規格 IEC    61131-3   に準拠した   5 言語
（LD  ，  FBD  ，  SFC  ，  ST/SCL  ，  IL）をフルサポートし  ，過
去のプログラム資産を効果的に活用できる。 
   連続制御向け  エンジニアリング  に  は  ，専用エディタ

  C  FC（Continuous Function Chart）  がある。CFCにより

多種多様な   FB（Function Block）  をドラッグ &ドロップ

でレイアウトと端子間配線  を行い，動作条件  パラメータ  な
どを容易に設計できる。 
⑵　  バッチシステム

   MICREX-NXのバッチシステムは，ISA S88.01に準拠
した階層構造をビジュアル化している （  図3  ） 。これによ

り，設計内容をシステムに反映し，把握しやすく，レシピ

の組替えなどの作業が容易となる  。シーケンス制御向け専
用エディタ SFC（Sequential Function Chart）と連携す

ることで監視画面から工程進捗を随時監視することができ

る。また，ルートコントロールパッケージと連携するこ

とで，  複雑な配管  や移送  条件  下  でも最適な自動移送を実
現  できる。さらに，FDA 21 CFR Part11

〈注 6〉

にも対応してお

り，SIMATIC Logon，Version Cross Manager，Version 
Trailなどのパッケージによってトレーサビリティ（電子

署名，電子記録，監査証跡）を実現する。 
⑶　  アラームマネジメント

   プラントの安全を確保する最初の手段として，稼動状況，

アラーム発生情報を適切に把握し，管理することが重要で

ある。従来のアラーム処理・通知は，単に“重”“中”“軽”

の 3クラスに分類する設計が多かった。この結果，アラー

ムの洪水の中で重要な状態の見落としや，どのような設備
でどのような危険状態が発生しているかの管理が行えない

ことがあり，プラントに潜むリスクが増大していた。 
   MICREX-NXでは，従来のアラームの 3クラスに加え，

クラスごとに優先度を細かく 16 段階で定義できるように

した（  図4  ）。これにより，例えばプラントでトラブルが

発生し，同時に複数の機器から重故障が発生した場合でも，

その中でさらに重要なアラームが優先的に HMIに通知さ

れるようになる。アラームの表示画面では，蓄積された情
報から必要なアラームを検索できる豊富な  フィルタリング

  機能を使うことができる。前述のクラス，優先度条件はも

とより，  設備単位の検索も可能である。  また，エクスポー

ト機能により，アラームの詳細情報を CSV 形式で保存し

て管理することができ，アラームの傾向などの把握や解析
が容易になる。さらに，保守点検などで頻発する不要なア

ラームを一時的に  抑制  する機能により，真のアラームを見
落とすことがなくなる。 
   MICREX-NXが持つアラーム管理機能により，プラン

ト稼動における  リスクの  軽減が可能となる。 

〈注 2〉  PROFIBUS：PROFIBUS User Organization の商標または登

録商標

〈注 3〉  PROFINET：PROFIBUS User Organization の商標または登

録商標

〈注 4〉  MODBUS：フランス Schneider Automation, Inc. の商標また

は登録商標

〈注 5〉  FOUNDATION Fieldbus：フィールドバス協会の商標または

登録商標

〈注 6〉  FDA 21 CFR Part11：アメリカ食品医薬品局（FDA）が制

定した規則。医薬品や食品の販売許可申請の際に使用する電

子記録と電子署名について，順守するべき要件を規定している。
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図3　バッチシステムのビジュアル化
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⑷　  アセットマネジメント

   制御システムを長期に安定して運用するためには，保
守・保全を中心とした設備管理（アセットマネジメント）

が重要である。制御システムを構成する  設備保全コストを

  抑制しつつ，  効果を  高める  アセット  マネジメントの取込み

が始まっている。 
   MICREX-NXのアセットマネジメントは，専用のメ

ンテナンスステーションによって，OS，AS，     ET200M，   
  SCALANCE  およびフィールド機器の各コンポーネントに

ついて，状態監視，診断，統合管理が行える。例えば  ，シ

ステムによって判定された診断ステータス，コンポーネン

トに関する識別情報・診断メッセージ，メンテナンス処置
の種類と現在の状態など  を  ビジュアル化  し  て表示  する  。こ

れら  の  機能により，予防保全を効果的に実施でき，作業時
間の削減  や  診断漏れ  の  防止を可能にし，制御システムの  稼
動率  向上と長期的な安定操業および安定運用に貢献する。 
  

  3 . 4 　制御システムのセキュリティ

   制御システムのセキュリティは，可用性・完全性・機
密性の観点から進める必要がある。セキュリティ規格 IEC 
62443シリーズが整備されつつある中で，日本国内も積極
的な取組みが始まっている。MICREX-NXでは，次のよ

うなセキュリティのための方策を備えている。 
  ⑴　オペレーション・エンジニアリングの保護
   HMIは，ログオン IDごとに，パスワードを含めた細か

いアクセス権限（監視可能設備範囲，操作・設定範囲な

ど）を個別に設定で  き  ，ユーザの要求に応じた柔軟なシス

テム運用が可能である。 
   制御システムのユーザアプリケーションは，CFCで製

作したソフトウェアロジックをさらに   FB 化し  ，生成され

た FBを  パスワード  で保護することで  ，意図せぬ変更や，

重要な制御ノウハウの漏えい・  改ざん  を防ぐことができる。

また，  別途  ソフトウェアパッケージ  を  導入することで，版
数を含めた変更履歴や，そのときにアクセスしたユーザ管
理・チェックが可能となる。 
⑵　  VPN（Virtual Private Network）接続
   プラント設備の巨大化あるいは分散化（地方拠点，海外
拠点）が進み，同時に ITの発達  により  ，容易に制御シス

テムの広域ネットワーク化，遠隔監視，リモートメンテナ

ンスが行  える  ようになっ  てきた。そのため，  ネットワーク

上の盗聴やシステムへの侵入，改ざんを未然に防ぐ対策を

制御システムに取り入れなければならない。 
   MICREX-NX は， セ キ ュ リ テ ィ 対 策 専 用 製 品
SCALANCE S（VPNやファイヤウォール構築モジュー

ル）により，盗聴・侵入・  改ざん  のリスクを低減する。

SCALANCE Sは，  拠点間通信時のデータを強力な暗号化
  プロトコル（  IPsec  ）  で保護  す  る。最大 128の VPNのルー

トが確立でき，多拠点構築が可能である。  ファイヤウォー

ルを有効にすることで，外部からの不正なアクセスに強固
に対抗することができる。 
⑶　  ウィルス対策
   年々加速度的に増加し，深刻化しているウィルスの脅威

に対して，MICREX-NXは，2 種類の手段で防御する。一
つは，従来のウィルススキャン型ソフトウェアである。こ

れは，システムへの負荷が高いことやウィルスパターンの

適宜更新が必要なことなど，運用面で課題がある。もう一
つは，  ホワイトリスティングと呼ばれる  ものである。これ

は，ウィルスに感染する前のクリーンな状態のときにソフ

トウェアやアプリケーションを“ホワイトリスト”として

登録し，登録外のソフトウェアやアプリケーションの動作
を全て抑止することで未知・既知問わずあらゆるウィルス

による悪影響を阻止する。ウィルススキャン型ソフトウェ

アに比べ，頻繁なパターン定義の更新が不要で，かつ新種
のウィルスによる被害も抑えられる。さらに，常時スキャ

ンが不要なためシステムへの負荷が最小限に抑えられる。 
⑷　  第三者認証機器
   制御システムのセキュリティ  の  第三者認証  である

Achilles（アキレス）認証は，コントローラなどのコン

ポーネント  について  ，通信セキュリティの堅牢（けんろ

う）性が一定の高い水準を満たしている製品を認定してい

る。MICREX-NXでは，Achilles 認証の Level 2を取得
しているコンポーネントを用いた高いセキュリティを持つ

制御システムを構築することが可能である。 
  

  3 . 5 　制御と安全の統合化

   MICREX-NXはプロセス制御システムとしてだけで

なく，安全計装システム（SIS： Safety Instrumented 
System）としても機能する。  富士電機では，これを

「MICREX-NX Safety」として市場に投入している。統合
型 SISであるMICREX-NX Safetyの主な特徴を示す。 
  ⑴　AS 1 台で安全計装とプロセス制御が可能
   通常，  SIS  と   DCS  は  分離構成をとる。MICREX-NX 

（b）アラーム画面

メイン画面

（a）アラームエンジニアリング

データフィルタリング
ウィンドウ

データエクスポート
ウィンドウ

図4　アラームエンジニアリングとアラーム画面
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Safetyは，分離構成  だけでなく  ，1 台の ASで SISと DCS
を同時に実現でき，どの構成でも安全度水準の SIL 3まで

対応できる。 
   ASに安全制御機能を実現するための専用システムを適

用することで，ASに DCSとは異なる保護メカニズムが

拡張され，SISとして機能する。ただし，この ASは冗長
化対応が可能な機種に限る。  SISと DCS  のソフトウェア

は論理的に切り離され，互いに独立性を維持したまま実行
する。  この技術は，世界で初めて実現した仕組みで，  ドイ

ツの認証機関である   T  Ü  V   S  Ü  D  によって認証されている。 
⑵　  ES 1 台で DCSと SISのエンジニアリングが可能
   MICREX-NX Safetyのエンジニアリングは，DCSと同

じハードウェアとエンジニアリングツールをそのまま使
用する。すなわち，1 台の ESで DCSと SISの設計が可
能である。なお，SISの設計担当者以外による SISアプリ

ケーションソフトウェアの変更を防止するために，DCS
とは違うパスワードロック機能を持っている。さらに，

SIS 専用のエンジニアリングツールである Safety Matrix
では，表形式の画面に，入力信号，論理条件，出力信号に

関する情報を入力するだけで，安全な SISアプリケーショ

ンソフトウェアを自動で生成できる（  図5  ）。  
⑶　  HMI 1 台で監視が可能
   SISの動作状況の監視は一般的に，DCSの HMIで行わ

れる。しかし，通常の監視画面内に，非常時に動作する

SISの動作状況を単純に表示しただけでは，緊急対応が十
分に取れないことが予想される。しかし，それを回避する

ために，動作状況が分かりやすい専用画面を都度設計する

ことは，非常に負担となる。 
   MICREX-NXは，HMI 上に Safety Matrixと同じデザ

インの画面を表示する機能を持っている。色数の多いマト

リックス画面上で，オペレータは，いま動作した安全機能
について，どのセンサが働き，どのようなロジックで判断
され，どこに出力されたのかが，即座に判断できるように

なる。 
⑷　  安全機能ループの構築
   MICREX-NX Safetyの安全 I/Oモジュールは二重化あ

るいは入出力部の安全度による冗長化（1oo2，2oo2，2oo3
など）  を  自由な位置で組み合わせて構築できる（  図   6  ）。
これにより，同時に発生する複数の故障に対応することや，

共通原因故障を低減することができる。 
  

  4　あとがき
  
   多くの技術とソリューションでプラント操業の安定と安

全を支える情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」
の特徴的機能について述べた。 
   国内では，既設プラントの増設・改良が進み，監視制御

システムの役割がますます大きくなっていく。特に，積極
的な安全システムの採用，システムのセキュリティ確保，

アラームマネジメントなどの国際標準規格に準拠した取組
みが広がると予想される。 
   MICREX-NXがこれからもユーザの課題を解決する情
報・プロセス制御システムであり続けられるために，さら

にシステム開発を進めていく所存である。 
  
  

          

   篠　淳一郎
  情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の

企画・開発に従事。現在，富士電機株式会社産業
インフラ事業本部計測制御システム事業部産業機
器技術部。   

自動生成

自動生成

CFC上に生成された FBSafety Matrix

HMI 上に表示されている
安全モニタリング画面

対象機器

動作条件
異常
要因

図5　  Safety Matrix による SIS アプリケーションソフトウェ
アの自動生成

同一ステーション
内で冗長化

2oo2

2oo2

1oo2

1oo1

2oo3

ステーション間で
冗長化

CPU二重化
離して設置可能

I/O二重化

図6　SIS 冗長化構成
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   鈴木　健浩
  情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の

企画・開発に従事。現在，富士電機株式会社産業
インフラ事業本部計測制御システム事業部産業機
器技術部主任。   

   小野　健一
  情報・プロセス制御システム「MICREX-NX」の

企画・開発に従事。現在，富士電機株式会社産業
インフラ事業本部計測制御システム事業部産業機
器技術部主任。   



＊ 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
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