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中小規模監視制御システム「MICREX-VieW XX」は，発売以来，顧客の課題に応えるべく進化を続けている。今まで
のシステム構成に，コストパフォーマンスの高いオールインワンステーションによるシステム構成やリモート監視ができ
，マイグレーションツールおよび
るシステム構成を加えた。マイグレーション専用のコントローラである「XCS-3000R」
ネットワークアダプタにより，既存システムからの柔軟な更新も可能にした。現在，IoT への対応として，プラントの監視

特集

対象規模の拡大，監視データの長期記録・保存，インターネット接続による応用，セキュリティ確保などを進めている。

まえがき
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工場全体

プラントの安全・安定操業を実現する中小規模監視制
⑴⑵

御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス ）
」は，
分野に広く適用されている。本稿では，上位・下位シス
テムとの通信連携や，大容量通信など監視制御システム
のシステムアーキテクチャと，お客さまの課題に対する
ソリューションを提供し，進化し続ける MICREX-VieW
XX について述べる。
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The small-and medium-scale monitoring and control system“MICREX-VieW XX”has continued to evolve to meet the various needs of
customers ever since its debut in the market. We have recently added to it some new system conﬁgurations that can contain all-in-one stations for high cost performance and a remote-monitoring system. Existing systems can also be easily upgraded using the dedicated migration
controller“XCS-3000R,”a migration tool and a network adapter. In addition, we are currently developing functionality for IoT applications
that make it possible to expand the applicable range of plant monitoring, to record and save long-term monitoring data, to execute applications
via connection with the Internet, and to ensure enhanced security.
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「MICREX-VieW XX」
2.1

位置付け

※本図は，電力監視制御を除く

図1

規

模

富士電機の監視制御システムのポジションマップ

図 1 に，富士電機の監視制御システムのポジションマッ

プを示す。監視制御システムには，小規模システムによる

リューションを提供している。

ライン制御やセル制御を行うものから大規模システムによ
る工場全体の監視・制御を行うものまでがある。

2.2

従来システムの課題

シリーズ」は，システムの規模や適

従来の監視制御システムでは，ファクトリーオートメー

「MICREX-VieW
用 範 囲 に よ り，
「MICREX-VieW XX」

ション（FA）分野やプロセスオートメーション（PA）分

「MICREX-VieW

FOCUS」
「MICREX-VieW コンパクト」をラインアップ

野において，監視対象の規模が大きくなると，制御システ

している。いずれもアプリケーション資産，エンジニアリ

ムアーキテクチャやエンジニアリングツール（作成される

ングツール，コントローラプラットフォーム，I/O などを

アプリケーションを含む）などをそのまま利用することは

共有し，連続性と共通性の高いシステムである。

困難であった。そのため，ゲートウェイによる複数システ

MICREX-VieW XX は，小規模から中大規模までをカ

ムの接続やエンジニアリングツールの改造などが必要とな

バーするシステムであり，ライン制御やセル制御を中心に，

り，監視制御システムの導入・維持コストの増加が課題で

高速制御の電機制御から多点数制御の計測制御まで幅広い

あった。新たな課題として，設備更新後も安定操業を持続

用途に適用できる。

するために，既設のアプリケーション資産との円滑な連携

MICREX-VieW XX は， 次 に 示 す 従 来 シ ス テ ム が 抱
える課題を解決し，顧客のさまざまなニーズに応えるソ
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や継承がある。
また，監視対象規模の拡大，警報や運転操作の履歴の長

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」

期間記録，インターネット接続による応用などのニーズが

ステム構成について述べる。

あり，プラントの操業安定化とともにこれらをいかに実現
していくかも課題である。

3.1

⑴

「MICREX-VieW XX」の機能拡充

図
図

MICREX-VieW XX の標準システム構成（シングル構

多様なシステムアーキテクチャ

標準システム構成
に，標準システム構成（シングル構成）を示す。
に，冗長化構成の一つとして各コンポーネントを全て

冗長化した信頼性の高い完全冗長化のシステム構成を示す。

成と冗長化構成）に加えて，オールインワンステーション

これらは，MICREX-VieW XX の標準的なシステム構成

を使用したコストパフォーマンスの高いシステム構成，お

である。

よびどこからでも手軽に監視操作ができるリモート監視シ

各コンポーネントをシングル構成としたコンパクトなシ

プリンタ
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図3

標準システム構成（完全冗長化構成）
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ステムから，コンポーネント（コントロールステーション

に，オールインワンステーション「XAL-3000」を

図

など）の二台設置およびネットワークの二回線やリング構

使用したシステム構成を示す。この構成は，コントロー

成による冗長化の高信頼性システムまで，顧客の要求に応

ルステーション「XCS-3000」が 10 台以下の比較的小規

じて，スケーラブルにかつコストパフォーマンスの高いシ

模なシステムを対象に，オペレータステーション「XOS-

ステムを構築できる。また，ネットワークアダプタを使用

3000」とデータベースステーション「XDS-3000」の機能

することで I/O などの既設ハードウェアの資産を容易に

を 1 台で実現する XAL-3000 を使用したシステム構成で

継承できる。

ある。
また，データベースの高信頼化を図るとともに XAL-

オールインワンステーションによるシステム構成

⑵
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オールインワンステーションによるシステム構成

リモート監視の実現
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Ethernet EPAP（10BASE-2）
I/O（IPU Ⅱ）

I/O（E-SX）

図5

ネットワークアダプタ
（主に既設 I/O 資産継承時）

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」

3000 の台数増加によるコストを抑えるために，XAL-3000

継承するためのネットワークアダプタを備え，上述のよう

を 2 台並べた二重化構成とした上で，これに XAL-3000

な更新時のニーズに対して柔軟なシステム更新を提供でき

より安価な XOS-3000 を組み合わせることで，高信頼で

る。その上で，資産を有効に活用しながら，データ収集や

かつコストパフォーマンスの高い監視システムを構築でき

上位系とのデータ連携が実現できる。

る。

⑴ 「XCS-3000R」
XCS-3000R は，マイグレーション専用のコントローラ

リモート監視システム構成

⑶

に，リモート監視システム構成を示す。この構成は

である。XCS-3000 と同じ最新のハードウェアでありなが

現場から離れたオフィスで汎用パソコンを使って遠隔監視

ら，既存のコントローラのプログラムをそのまま実行する

操作ができるシステムの構成である。

ために，XCS-3000 と共通のコントローラプラットフォー

図

リモート監視を行うためには，サーバ機能を持つリモー

。エミュ
ム上にエミュレータ機能を搭載している（図 ）

ト接続ステーション「XRS-3000」を制御 LAN 上に設置し，

レータ機能には，既存アプリケーションを継続して使用す

クライアントを情報 LAN に接続してクライアントにある

るためのプログラム実行制御，仮想アドレス空間管理，互

〈注〉

Windows リモートデスクトップ機能を利用する。クライ

換命令などのさまざまな仕組みを備えている。
アプリケーション資産，および使い慣れたエンジニアリン

タブレットパソコンを使用できる。
と同等なプラント監視操作をど

グ環境を継続して使用でき，かつ老朽化したコントローラ

こからでも手軽にできる。また，1 台の XRS-3000 に対し

を円滑に置き換えることができる。

て最大 4 台のパソコンを接続できるので，導入・保守コス

⑵

トも削減できる。

3.2

マイグレーションツール
マイグレーションツールは，ユーザのアプリケーション

資産継承の強化

老朽化した監視制御システムの更新は，操業に影響を
プログラム実行制御

AX 互換
エミュレータ

与えることなく，かつ短期間で確実に行われる必要があ

互換命令

仮想アドレス

る。そのため，部分的な更新を段階的に行うケースが多い

VieW コントローラ共通プラットフォーム

。
（図 ）

XCS-3000R

共通ハードウェア

MICREX-VieW XX は，既設コントローラのアプリケー
ション資産を継承するための「XCS-3000R」およびマイ
グレーションツールならびに既設のハードウェアの資産を

図 7 「XCS-3000R」の概念図

既設システム

MICREX-VieW XX

画面アプリ資産
の継続利用
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図6

IPU Ⅱ
顧客設備

新 I/O
E-SX（I/O）

IPU Ⅱ
顧客設備

顧客設備

既存システムの段階的な更新例

〈注〉Windows：Microsoft Corporation の商標または登録商標
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このように，XOS-3000

特集

XCS-3000R を使用することで，ユーザは既設の設備や

アントには，携帯可能なフル HD 対応のノートパソコンや

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」

「MICREX-VieW XX」の進化した機能

エンジニアリング PC

プロジェクト

AX

IoT 技術の進化により，これまではデータを発信しな

置換え

かった多くのデバイスや機器からさまざまなデータの収集

FPROCES-C

が可能となりつつある。顧客も IoT 化により得られる情
マイグレータ

実行コード変換
ローダコマンド変換

XCS-3000R

報を収集して活用する意識が高まっているため，結果と
して同一規模のプラントでも，従来に比べて大量のデー
タを扱わなければならないことが課題となる。MICREXVieW XX は，プラントの大量データ化に合わせた監視対

図8

マイグレーションツールの概念図

象規模の拡大，警報・操作履歴を含む監視データの長期記
録や保存，インターネット接続による応用，セキュリティ

資産を継承するためのツールである。従来のコントローラ

確保などの対応を進めている。

特集

エンジニアリングツールである「FPROCES-C」で作成し
たアプリケーション資産が継承できる。
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図

4.1

で示すようにマイグレーションツールは，最新のマ

イグレーションコントローラである XCS-3000R と併せて

データ大容量化のためのデータ収集性能の高速化

XCS-3000

では，従来は通信モジュールとして別体で

あったギガビットイーサネットワークを CPU モジュール

使用する。これによりユーザは，既存アプリケーション資

に内蔵することで，リアルタイムのデータ収集性能を飛躍

産と使い慣れたコントローラエンジニアリングツールを継

的に向上させた。また，MICREX-VieW XX で扱うこと

続して使用しながら，最新のコントローラや入出力機器に

のできる TAG 点数と I/O 点数を拡大させている。このよ

更新できる。また，ストレスなくシステムを更新しつつ，

うな対応により，制御周期に同期したリアルタイムデータ

最新技術の適用を進めながらシステム全体の操業安定性の

を高速に収集できるようになり，プラントの状況をより詳

向上を図ることができる。

細に把握できる。リアルタイムデータにヒストリカルデー

ネットワークアダプタ

タなどのさまざまなデータを合わせて富士電機の持つデー

⑶

ネットワークアダプタは，XCS-3000/XCS-3000R に既

タ分析技術を適用することで，故障予測や設備の予防保全，

設の入出力機器，制御ネットワークを接続するためのもの

高度なエネルギー管理，柔軟な生産計画の構築などが実現

であり，ハードウェア資産の継承を可能にする機器である。

できる。

ネットワークアダプタは，表１に示すようなネットワー
ク接続が可能であり，更新に対するさまざまなシステム
構成に柔軟に対応できる。これにより，図

に示すように，

4.2

長期保存（アーカイブ）技術

MICREX-VieW XX が扱う警報や運転操作の履歴，ト

コントローラや入出力機器などの設備のライフサイクルに

レンドデータ，帳票といったヒストリカルデータは，対象

合わせた柔軟な更新計画を構築できる。このため，トータ

となる設備やプロセスの重要な記録として過去 1 年分を保

ルシステムコストを抑え，更新期間を短縮しつつ段階的に
最新システムに更新できる。例えば，ネットワークアダ
プタが FL-net に対応したことで，XCS-3000 の内蔵 FL-

XAS-3000
アーカイブデータ管理

net と組み合わせて FL-net2 回線のシステム構成を組むこ

分析
アプリケーション

とができる。ネットワークアダプタを既存の制御 LAN に
接続し，XCS-3000 を新しいシステムの制御 LAN に接続

データエクスポート
機能

することで，新旧の監視システムと接続可能になり，既存
システムを有効に活用しながら新しいシステムの追加構築
を行うことができる。

ヒストリカルデータ収集機能

ヒストリカルデータ
出力機能

ネットワークアダプタの対応ネットワーク
分

類

データインポート
機能

情報 LAN
XDS-3000

表1

アーカイブ
データベース

接続先ネットワーク

A系

XOS-3000
B系

ヒストリカル
データ
参照画面

FL-net
制御ネットワーク

DPCS-F

XDS 機能

PE リンク
Ethernet EPAP（IPU Ⅱ）

制御 LAN

I/O ネットワーク
T リンク

図9
富士電機技報

190（56）

2016 vol.89 no.3

アーカイブデータ参照機能

アーカイブステーション構成図

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」

存し，参照できるようにしている。昨今ではこのようなヒ

ステムが，MICREX-VieW XX のような監視制御システ

ストリカルデータを対象にさまざまな分析を行うことによ

ムが持つプラントデータを収集する構成も検討されている
（図

り，プラントの安定操業や効率改善につながる新しい知見

）
。このような構成においても，OPC UA サーバ機

能を用いることで，そのまま IoT に対応が可能となる。

が得られるものとして注目されており，ヒストリカルデー
タを長期間にわたり効率よく蓄積することが課題となって
いる。

4.4

セキュリティ技術

MICREX-VieW XX では，ヒストリカルデータを長期

制御システムのセキュリティの要件を満たすために国際

間保存するステーションとして，アーカイブステーション

標準規格の整備が進み，同一の基準においてセキュリティ

「XAS-3000」を開発中である。XAS-3000 は，XDS-3000

の評価・認証を適用する環境が整いつつある。富士電機は，

から収集したヒストリカルデータを最大 10 年間保存でき

IEC 62443 の国内審議団体である IEC/TC65/WG10 に参

。
る（図 ）

加し，また 2012 年に発足した経済産業大臣認可法人 技術
研究組合 制御システムセキュリティセンター（CSSC）に

3000 の画面機能から過去 1 年以内のデータと同様に参

組合企業として参加するなど，日本の制御システムの国際

照できることはもちろん，オープンな SQL（Structured

競争力向上と，制御システムのセキュリティ評価・認証ス

Query Language）を用いたアクセスが可能であり，デー

キーム作りを推進している。
また，侵入検知や稼動監視技術など最新の対策技術やセ

ざまなキーから分析できる。この SQL アクセス機能を用

キュアなシステム構築ガイドラインへの対応も積極的に取

いることで，プラントに特化した専用の分析エンジンを搭

り組み，コンポーネントレベルからシステム全体までを包

載するなどのカスタマイズに素早く対応できる。

含したセキュアなシステムの構築を進めている。
これからの IoT 時代を見据え，ユーザに安全・安心な

4.3

システムを提供し，プラントの安定操業を実現するために，

IoT に対応した通信技術

IoT の重要な技術として，システムや装置，デバイス間

MICREX-VieW XX は設計段階からセキュリティを重要

の通信技術が挙げられる。現在，IoT で適用可能な通信技

な要件として開発することで安全性が保障されたシステム

術は複数の選択肢があり，目的に応じて使い分けられてい

を実現している。

る。このような IoT 時代の通信技術の重要な選択肢とし
て，OPC UA（Uniﬁed Architecture）が注目されている。

あとがき

OPC UA は，制御システム向けの通信技術として成長を
進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX」に

遂げた OPC DA（Data Access）の後継技術であり，性能
とセキュリティ性を兼ね備え，かつオープンな技術である。

ついて述べた。MICREX-VieW XX は，各種プラントで

富 士 電 機 は， こ の OPC UA に い ち 早 く 着 目 し，

要求される高品質な製品製造と操業の安定化・効率化に貢

MICREX-VieW XX には OPC UA サーバ機能を搭載して

献できるものである。今後もお客さまの課題解決に向けて，

いる。OPC UA に接続可能な OPC UA クライアント機能

監視制御システムの機能拡充を図っていく所存である。

を持つ機器や各種システムは，高いセキュリティを確保し
ながら，MICREX-VieW XX が管理するプラントの情報
にアクセスすることが可能である。
近い将来，クラウド上に構築された IoT 対応の上位シ

広域ネットワーク
OPC UA クライアント
上位システム
情報 LAN
XOS-3000

XDS-3000 または XAL-3000

IoT システム（クラウド）

二重化

OPC UA サーバ
制御 LAN-1
制御 LAN-2

コントロールステーション
XCS-3000

図 10

コントロールステーション
XCS-3000

OPC UA サーバを用いた IoT 対応システムとの連携イメージ
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Ｉｏ Ｔ新時代の計測・制御ソリューション

タ時刻や，プラントの設備，情報発生元（タグ）などさま

特集

に蓄積されたヒストリカルデータは，XOS-

XAS-3000

進化する監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）
」
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