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1　まえがき

富士電機の監視制御システム「MICREX-VieW XX（ダ
ブルエックス

⑴～⑶

）」は 2014 年に発売して以来、さまざまな
分野で使用され、ユーザ設備の生産性向上とともに安全・
安定操業に貢献してきた。一方、製造業をはじめとする産
業界においては、少子高齢化による労働人口の減少や 3K
職場からの人材流出が起きている。さらに企業間競争が激
化する中、生産性向上のためのロボット化、自動化、省力
化などが行われている。
このような背景の中、通常運転時だけでなく異常発生時

を含め、熟練者でなくても対応ができるように、監視操作

の簡単化、機器や部品の交換などの保守の容易化、ならび
に堅牢（けんろう）なシステムによる信頼性の向上が監視
制御システムにおいて重要になっている。

2　監視制御システムの課題

図1に、MICREX-VieW XXを採用したシステムの
構成例を示す。オペレータステーション「XOS-3000」、
データベースステーション「XDS-3000」またはオール
インワンステーション「XAL-3000」でプラントの監視
操作を行い、コントロールステーション「XCS-3000」
のほか、リモート I/Oおよびフィールド機器により、プ
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図 1　「MICREX-VieW XX」のシステム構成例
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保守性と信頼性を向上した監視制御システム 「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」

ラント操業に必要なデータ収集と制御を行う。この中で、
監視制御システムが抱える課題とそのソリューションにつ
いて述べる。

2 . 1 　プラント運用機能の強化
監 視 操 作 を 行 う XOS-3000、XDS-3000 お よ び

XAL-3000は、プラントの操業データを蓄積するため、
有寿命品であるハードディスクドライブ（HDD）または
ソリッドステートドライブ（SSD）を備えている。これら
の記憶装置が故障すると、機器が動作しなくなる場合があ
る。
そのため、これらのハードウェアに異常が発生したとき
の対応手順を明確にするとともに、有寿命品の交換時期を
事前に把握できる異常検知機能が求められている。
また、プラントに異常が発生してもそのときの状況が把

握できず、原因調査が困難になる場合がある。
そこで、ドライブレコーダのようなプラントの再現機能
が望まれている。

2 . 2 　プラントの安全・安心操業への対応
MICREX-VieW XXは、故障した I/Oモジュールなど

を部分的に停止させた状態でシステムを運用する縮退運
転の機能を備えている。さらに、MICREX-VieW XXは、
信頼性を高めるため、システムの構成機器であるコント
ローラや I/Oネットワーク、I/Oモジュールなどを二重
化する機能を備えている。
しかしながら、ネットワークケーブルは故障率が高く、

これが故障するとシステムの稼働系と待機系が切り替わる。
そのときに、警報停止操作や異常内容の確認などが必要と
なる。また、I/Oが故障したときに、システムを停止せず
に機器単体の保守を活線状態で行わなければならないこと
から、保守の容易性を高める機能が求められている。

3　「MICREX-VieW XX」拡充機能

前述の課題に対するソリューションについて述べる。

3 . 1 　ハードウェア異常検知（予防保全）機能
XOS-3000、XDS-3000 および XAL-3000 に内蔵

するHDDや SSDなどの記憶装置は、稼働時間による定
期交換周期（例えば 3～ 5 年）が決まっている。そこで、
図2に示すように、定期交換時期を知らせる警報によって
オペレーターに通知する機能を組み込んだ。
XOS-3000 および XDS-3000 は Windows

〈注 1〉

OS を搭
載した産業用 PCと専用のソフトウェアで構成され、推
奨 PCの場合には、そのベンダが提供する RAS（Remote 
Access Server）ツールと連携して、HDDや SSDなどの
記憶装置および各種ハードウェア（電源、ファンなど）の
異常も検知することができる。

推奨 PC 以外でも HDD や SSD などの記憶装置が
S.M.A.R.T.（Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology）と呼ばれる自己診断機能に対応していれば、
その情報を基にHDDや SSDなどの記憶装置の各種情報
（エラー発生率、通電時間などの稼働状況）が取得できる。
ハードウェア検知機能は、RASツールや S.M.A.R.T.か

ら取得した情報をチェックし、エラー発生率や稼働時間
があらかじめ設定したしきい値を超えた場合に、オペレー
ターが認識できるように XOS-3000の画面にメッセージ
を表示し、XDS-3000 内のデータベースにメッセージ履
歴として記録する。推奨 PCを使うことにより、次に示す
異常が検知できる。
™  温度異常
™  冷却ファン状態
™  電源ユニット状態（機種による）
™  ディスク状態
推奨 PC以外でも S.M.A.R.T.の詳細な情報を取得でき
るが、HDDや SSDなどの記憶装置のメーカーによって
サポートしている項目が異なる。代表的な項目は次のとお
りである。
™  工場出荷時からの通電時間
™  電源 ON/OFF 回数
™  データリード・ライトエラーカウント
™  磁気ヘッドエラー
™  振動・衝撃カウンタ

3 . 2 　プラント過去再現機能
MICREX-VieW XXは、ブロードキャスト通信機能に

より各 XCS-3000に接続された計測機器からプラント
データ（TAGデータ）を収集し、プラント画面やループ
画面（計器図）などに表示し、ヒストリカルトレンドを時
系列データとして記録している。
この TAGデータの収集記録を行う機能（レコーダ）と、

過去の再現表示を行う機能（プレーヤ）を新たに開発して
いる。
プラントの過去を再現する機能は、図3のシステム構〈注 1〉  Windows：Microsoft Corporationの商標または登録商標

ハードウェア異常検知機能

Windows* OS

ベンダ
RAS ツール

HDD/SSD

S.M.A.R.T.

＊Windows：Microsoft Corporation の商標または登録商標

図 2　ハードウェア異常検知機能（説明図）
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成に示すように、現状のシステム上に組み込んだプラン
トレコーダサーバに制御 LAN上のデータを記録し、情報
LAN経由にて、XOS-3000のプラント画面上に過去デー
タを表示する。
レコーダ機能は、低周期である一部のパラメータデータ

を除き、自動的に全ての TAGデータを高周期で記録する。
従来必要であったデータ記録用の TAG登録作業が不要で
あるため、記録点数制限によるデータ選択行為が一切不要
となるという特徴がある。
プレーヤ機能は、プラント画面上に記録したデータを現
行と同等の更新速度で遅延なく再生できる。再生データの
伝達には情報 LANを使うので制御 LANの伝送負荷には
影響を与えない。プラントレコーダサーバにもオペレータ
ステーションの機能を搭載したので、プラントレコーダ
サーバ上でプラントの過去データを再生できる。再生機能
については、通常再生の他に N倍速再生や逆再生などの
機能を備えている。
今後、MICREX-VieW XXを導入したプラントでは、
レコーダとプレーヤによる過去再現機能を使って操業中に
発生した異常の原因調査を容易に行うことができる。また、
熟練者が高品質な製品を製造したときのデータをオペレー
タ教育に使うことで、常に高品質な製品を製造することが
期待できる。
さらに、将来は、最適化・可視化技術や異常兆候予測技

術、ライフサイクル管理などのプラントが持つビッグデー
タを利用した技術および AIを用いたプラント自動運転の
データ基盤として活用する予定である。

3 . 3 　E-SX バスループ化
E-SXバスは富士電機の制御システムの基幹 I/O

ネットワークであり、物理層に 100Mbits/s Ethernet
〈注 2〉

（100BASE-TX）を採用している。E-SXバスに接続さ
れた機器に故障などの不具合が生じても、継続運転を行う
ために、これまで縮退運転や二重化接続により対応してき
た。

縮退運転では、デイジーチェーン方式
〈注 3〉

で各局を接続する。
専用 LSIにより故障状態を 2サイクル以内に検出し、折
り返して復旧するループバック機能を備える。回線異常時
は異常発生箇所で伝送信号を折り返し、マスタ局から異常
検出局までの通信を継続して縮退運転ができるだけでなく、
異常箇所の特定や表示もできる。
一方、E-SXバスと XCS-3000を二重化（システム二
重化）すると、シングル接続の場合と異なり、断線が発生
した場合はコントローラを含む二重化の系切替えによっ
て、継続運転を行うことになる。しかしながら、これまで
の顧客システムにおける実際の障害情報を統計調査した結
果、4 割以上が一過性のノイズ、接触不良や断線、コネク
タ脱着などネットワーク回線の物理的な状態変化によるこ
とが分かった。そのような故障により系切替えが発生する
と、プラント管理者は系切替え後、異なる系でのプラント
制御に問題がないことの確認、故障箇所の復旧後、復旧箇
所の動作確認、ならびにこれらの状況を書類にまとめるな
どの煩雑な作業が必要になる。
この課題を解決するために、回線をループ状に接続す

る E-SXバスループ化機能を新たに開発した。E-SXバ
スループ接続構成を図4に示す。MICREX-VieW XXシ
ステムでは、1か所の伝送回線故障発生でも二重化の系切
替えを行うことなくシステムを継続運転することができる。
また、ケーブル故障箇所の交換など保守作業時においても、
局脱落など縮退状態を招くことなく安心して継続運転でき、
保守性と可用性が両立する。

3 . 4 　高信頼 I/O機能
富士電機の旧リモート I/O「IPU-Ⅱ」では、I/Oネッ

トワークの二重化に加え、I/Oモジュールの二重化もでき

情報 LAN

収集性能：
15万点 /秒

エンジニアリング
ツール

制御 LAN

オペレータ
ステーション

データベース
ステーション

再現表示
（プレーヤ）

コントローラ コントローラ

…

…

プラントレコーダサーバ
（レコーダ）

プラント状態
データベース

過去状態（画面）

図 3　過去再現機能の概要

〈注 2〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の登録商標

〈注 3〉  デイジーチェーン方式：複数の機器を数珠つなぎに接続する
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図 4　「XCS-3000」の E-SX バスループ（説明図）



特
集　

自
動
化
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
貢
献
す
る
計
測
・
制
御
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

富士電機技報　2020 vol.93 no.1

29（29）

保守性と信頼性を向上した監視制御システム 「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」

る。しかし、二重化のペアとなるモジュールは、同一ラッ
ク上に隣接して実装することが条件となっていた。そのた
め、I/Oモジュールの故障時は、正常な隣接ペアモジュー
ル側の I/O 配線などに影響を及ぼさないよう注意しなが
らコネクタや外部端子台インタフェースを外し、モジュー
ルを活線状態でラックから抜き出して交換などの保守作業
を行う。しかし、昨今の運転要員の経験不足や育成不足な
どから、現場機器に精通していることが必要であるこのよ
うな複雑な交換作業ではなく、より簡単で安全で安心な保
守作業が求められている。そこで、MICREX-VieW XX
は、図5に示す“ラック単位 I/Oモジュール二重化方式”
に対応した。この方式を採用することにより、二重化の対
象となるペアの I/Oモジュールを同一、別々のラックを
問わず実装を可能とした。また、本方式により、故障した
I/Oモジュールが実装されたラックの電源を落とし、安全
な状態で I/Oモジュールを交換し、交換完了後に電源を
再投入することで復旧する。また、ラックの電源などが故
障した場合も、二重化ペアの片側のラックが正常であれ
ばシステムは問題なく継続運転ができるので、故障発生
時の可用性が向上する。I/Oモジュールを隣接して実装す
る二重化にも継続して対応している。そのため、ユーザー
は、富士電機の I/Oモジュールを、従来方式の隣接実装
する方式か、より簡単な保守ができるラック単位 I/Oモ
ジュール二重化方式かを選択できる。
さらに、二重化ペアとなる二つのラックのうち片側の
I/O 構成定義とパラメータ設定をユーザーが行うだけで、

エンジニアリングツールが自動的に他方の I/O 構成を明
示し、同一性チェックとパラメータ転送を行う二重化ペア
I/O 自動設定機能を開発した。これにより、保守員は異な
るラックに配置した二重化 I/Oモジュールのペアが、同
じ位置に同じ形式のモジュールが同一の設定で配置されて
いることを確認することができるため、システム運用の安
全性が増し、より容易な保守ができる。

4　あとがき

保守性と信頼性を向上した監視制御システム
「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」について述べた。
これらの機能は産業分野の自動化、省力化に貢献するもの
である。
今後も顧客設備の安全・安定操業に伴う課題解決に向け、

監視制御システムの機能拡充を図っていく所存である。
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電源OFF
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図 5　新二重化 I/Oモジュールの概要



＊ 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。
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