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富士電機は“現場の見える化”により，現場情報を経営レベルの計画・管理処理に反映させて，経営課題解決のための
オートメーションシステムを提供している。
“現場の見える化”
のためのキーコンポーネントであるインテリジェントフィー
ルド機器は，ネットワーク技術，計測・制御技術，電子化技術，組込みソフトウェア技術，セーフティ技術および小型化・
省電力化技術などから構成されている。スマートエネルギーやセーフティインダストリ，グリーンソシオなどの分野で，
インテリジェントフィールド機器を用いたオートメーションシステムを実現している。
Fuji Electric provides the solution for management problems on planning and control of automation systems with On-site visualization
of ﬁeld information. Intelligent ﬁeld devices with Key function such as On-site visualization are consisted of technologies of every kind. These
technologies are network, measurement and control, electronic and embedded software, safety and down-sizing and power-saving. Fuji Electric
realizes Automation systems with intelligent ﬁeld devices in the ﬁelds of smart energy, safety industries and green-socio.
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まえがき

Avilability, Serviceability）情報を持ち，ネットワークに
より上位の装置と連携することでシステムの制御性能・操

オートメーションシステムを構成するセンサ，アクチュ

作性・保守性向上を図ってきた。計測・制御機能の点では，

エータ，I/O 機器などフィールド機器のインテリジェント

オートチューニングやファジイ制御機能を実装するなどの

化が進んでいる。目的は機器単体だけでなくシステム全体

進化を図ってきた。さらなる技術革新による CPU の性能

の信頼性，安全性，保守性を向上すること，複雑化・多様

向上やメモリの大容量化，ネットワークの高速・高機能化

化するシステムに容易な方法で柔軟に対応することおよび

は，フィールド機器のいっそうの高性能化・高機能化を実

システムの総保有コスト（TCO）を低減することである。

現してインテリジェント化を加速している。

フィールド機器のインテリジェント化は，ネットワーク

例えば，従来上位コントローラが実行してきた制御機能

技術，計測・制御技術，電子化技術，組込みソフトウェア

をフィールド機器に取り込み，ネットワークを介して機器

技術，セーフティ技術，および小型化・省電力化技術に

間で協調制御する構成とすることで，システムの簡素化と

より実現されるものであり，これらの技術革新とともに

ともに障害発生時の影響の局所化，試験・調整の効率化を

進展してきた。富士電機では，これら幅広い技術により，

図っている。また，より高度な自己診断機能や動作履歴情

フィールド機器のインテリジェント化を図ることで“現場

報およびトレンド情報を蓄積し，リアルタイムに解析する

の見える化”を実現し，現場の情報を経営レベルの計画・

異常予知機能により，信頼性・保守性の向上を図っている。

管理処理に反映し，経営課題を解決するオートメーション

富士電機では，オートメーションシステムを構成する，

システムに取り組んでいる。本稿では，インテリジェント

計測機器やインバータなどの各種機器においてこのような

フィールド機器の技術的取組みとともに商品事例を紹介す

インテリジェント化を進めている。

る。
₂.₂ インテリジェント化技術
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技術動向と富士電機の取組み

フィールド機器のインテリジェント化および実現技術の
動向を図₁に示す。

₂.₁ フィールド機器の進化

フィールド機器として代表的な計測機器の変遷を見ると，

⑴

ネットワーク技術
ネットワーク技術はオートメーションシステムにおいて

初期のアナログ式現場型計測・操作表示機器から始まり，

最も重要な技術の一つであり，ネットワーク技術の変化に

デジタル技術，ネットワーク技術の進展により現場での計

よりシステムの構成方法も大きく変わってきている。すな

測値を電流信号（DC4 〜 20 mA）またはデジタル値に変

わち，フィールド機器と上位のコントローラや監視装置を

換し，監視操作室の DCS（Distributed Control System）

接続するフィールドレベルのネットワークにおいて，一般

など上位システムに取り込むことによる集中監視・制御

的なサイクリック通信機能に加えて，フィールド機器から

方式に進化してきた。また，計測値・操作値以外に機器

のイベントやアラーム情報の自動発報を可能とするイベン

の動作設定のためのパラメータ情報や RAS（Reliability,

ト通信機能や，ネットワーク上の機器間の同期および協調
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フィールド機器のインテリジェント化技術動向

各種機器はプラットフォームを基に V モデルと呼ばれる
設計手法に基づき開発する取組みを行っている。

初期

ネットワーク
技術

高機能化
自己診断
制御データ
オン- オフ信号 （予防保全） 調整レス，
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セーフティ対応
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機器プロファイルに
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プラットフォーム化
HW 設計標準
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設計標準
ファジイ制御
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チューニング

制御技術

小型化・
省電力
技術

知能化・複合化
制御ファンクション
の取込み

（予知保全）
自己診断（詳細）
トレンドデータ蓄積
動作トレースデータ

高信頼化
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制御対象

機器単体支援

インテリジェント
アラーム
PID 最適調整
モデル予測制御

予知保全
振動・加速度センサ

微細加工技術
単機能 MEMS

ディペンダブル
設計
セーフティ対応
国際規格準拠
機能安全

環境負荷計測

⑶

センシング技術
従来のセンシングの対象は，速度・流量・温度など制御

量が主であったが，新たに機器やシステムの安全性，保全
性の向上や省エネルギー（省エネ）などのニーズが強く
なってきており，オートメーションシステムにおけるセン
シングの対象も変わってきている。
富士電機ではこれらのニーズへの対応として，振動セ
ンサを用いた回転機の余寿命診断や，環境センサ（温度，
湿度，照度，ガスなど）を用いた省エネや安全の実現を
図っている。このようなニーズはいっそう強くなっており
フィールド機器の機能の一つとして付加していくことが有
効である。
⑷

小型化，省電力化技術

フィールド機器のインテリジェント化に伴い，メモリ容
量や電源容量などが増大する傾向にあり，小型化，省電力
化は必須の課題である。

高集積 MEMS
MEMS/ 半導体
一体化技術
MEMS/MEMS
結合化技術

ネットワーク経由支援
（個別対応）

革新的 MEMS
界面制御技術
エネルギー
ハーベスティング
（Power MEMS）

機器・ネットワーク非依存
機器の一括管理
FDT/DTM

富士電機では，小型化，省電力化への対応の核となる技
術として MEMS の適用を進めている。従来の MEMS 技
術に加えて，CMOS 技術を融合し，さらなる小型化の実
現を目指すとともに，エネルギーハーベスティング技術を
使った自己給電方式のセンサの研究を行って，省エネなら
びに電源レス，配線レスによる小型化の実現に取り組んで
いる。
⑸

制御を可能とする同期通信機能を持つようになってきてい

システム化技術
機器単独だけでなく他の機器およびコントローラや情

報系サーバなどと組み合わせてシステム化することで，

る。
また，省配線化や配線の難しい場所や移動体にも機器を

フィールド機器のインテリジェント化の効果が生まれる。

設置したいという強い要求に応えるため，フィールド機器

重要なシステム化技術の一つとして，IEC で標準化が進め

の無線化対応も進んでいる。富士電機ではこれらの通信機

られている FDT /DTM（Field Device Tool/Device Type

能および無線ネットワーク対応で，フィールド機器のイン

Manager）技術がある。FDT/DTM では，機器ごとに異

テリジェント化を実現している。

なる実装機能およびデータ配列などを定義し，それらの情

さらに，ネットワークがフィールド・制御・情報レベル

⑶

報を他の機器・装置がプリンタのドライバソフトのような

に階層化されているシステムに透過通信機能を適用すると，

形で認識することにより，相互にアクセスすることを可

階層をまたがった通信が容易に行える。富士電機では，透

能としている。このことにより，FDT/DTM ではネット

過通信機能を用い，上位の情報系サーバから下位のコント

ワークの違いや機器の違いを意識しないでシステム化する

ローラ，さらに下位に接続されるフィールド機器を，ネッ

ことができる。

トワークの違いを意識することなくアクセスできるシーム

富士電機は，自社の機器だけでなくシステムに接続され

レスなシステムの実現に向け取組みを進めている。

た全てすべてのフィールド機器を統一的に管理していくこ

⑵

とを狙いとし，フィールド機器ならびにコントローラへの

高信頼化・セーフティ技術
機器およびシステムの信頼性，安全性を高めることが

適用を進めている。

いっそう重要となってきている。一方，フィールド機器の
インテリジェント化が進むに伴い，内部の組込みソフト

3

インテリジェントフィールド機器の事例

ウェアは増大し，処理実行の仕組みも複雑になってきてい
る。
このため，富士電機では従来取り組んできた高信頼化方

図₂にオートメーションシステムの構成例を示す。イン

テリジェントフィールド機器は同図の最下層とその上の監

式および設計手法に加え国際標準規格（IEC 61508 など）

視・制御の階層に位置する。各機器によって収集された

で規定されている安全の考え方や設計手法の適用を進めて

“現場の見える化”情報は，フィールドコネクタと接続す

いる。また，ハードウェア，ソフトウェアともに，機器に

ることで，より広域な見える化を実現することができる。

⑷

依存しない共通部分をプラットフォームとして標準化し，

（ 55 ）

特 集

フィールド機器
インテリ
ジェント化

１９７５〜

富士時報

図₂

オートメーションを支えるインテリジェントフィールド機器

Vol.82 No.5 2009

オートメーションシステム構成例

︵経営︶管理

特 集

エネルギー分野

産業分野

社会・環境分野

【スマートエネルギー】

【セーフティインダストリ】

【グリーンソシオ】

電力・ガス監視制御

安全 / 安定操業

グリーン IT

グリッド運用最適化

生産統合管理

一次産業 IT 化，農業 IT 化

メータリング / 品質

省エネルギー

物流最適化

分散型エネルギー

計画・実行

監視

情報系サーバ

情報系サーバ

上位〜下位統合支援

監視・制御

フィールド
ネットワーク機器

コントローラ

階層間コンフィギュレーション
（ＦＤＴ/ＤＴＭ）

情報処理機能

透過通信

ネットワーク統合

シームレス接続

エンジニアリング

セーフティ

LD

フィールド

高度自己診断
異常予知
セーフティ

FVR-E9S

センサ系：無線
LD：リンキングデバイス

インテリジェントフィールド機器

図₃

インテリジェント化

リモート監視
モジュール

ネットワーク，無線化
プラグアンドプレイ
自律分散制御
省電力，小型化

計測機器の FDT/DTM システム構成

例に，フィールド機器のインテリジェント化について紹
エンジニアリング
コンフィグレーション
パラメータ設定
スタートアップ

機器管理
機器診断
校正
保守・保全

監視
運転
アラームレポート
監視

介する。FCX シリーズは，オープンネットワーク規格で
あ る HART，Foundation Fieldbus，Proﬁbus な ど に 対
応している。また，インテリジェント化への取組みとし
⑴⑵

て国際標準化（IEC）が進められているデバイス管理イ
ンタフェース，FDT/DTM 機能を実装している。FDT/
DTM は通信仕様やメーカーの違いに左右されないオープ
ンなデバイス管理を実現する規格であり，HMI（Human

Ethernet

Machine Interface）をつかさどる FDT と機器固有のドラ
イバである DTM からなる。FCX シリーズ用の DTM は，
予定

各デバイスのパラメータ設定・レンジ設定などのコンフィ
グレーション機能のほかに，予防保全を目的とした自己診
断機能，設備保全のための調整履歴，故障解析用の温度履
歴，誤操作防止用の書込みロック機能，入出力のリニアラ
イズ補正などの機能を実装している。パソコンなどの上位

流量計

システムの FDT からは，測定値のトレンド表示や運転監
フィールド機器

分析計

視，アラームレポートなどの機能も提供され，フィールド
機器の稼動状況をリアルタイムで確認するとともに，設備
管理として機器診断・定期校正・保守・予防保全を行うこ
とができる。
開発した FDT/DTM は，昨年開催された FDT グルー

₃.₁ 計測機器の FDT/DTM 対応

FCX シリーズ圧力・差圧発信器の FDT/DTM 対応を

（ 56 ）

プ日本支部主催のユーザセミナーでの各社公開実験にて接
続性試験を行い，現在も実証実験を推進中である。図₃に

富士時報

図₄

オートメーションを支えるインテリジェントフィールド機器

Vol.82 No.5 2009

リモート監視モジュール

情報収集
ローカル
監視システム サーバ

Web
サーバ

特 集

リモート監視
システム

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

ローカル
監視システム

情報収集
サーバ

Web
サーバ

インターネット

コントローラ

外付型
モジュール

内蔵型
モジュール

情報系ネットワーク

導入後

制御系ネットワーク

各種フィールド機器

各種フィールド機器

リモート監視モジュールの機能
データ収集
異常通知
Web サーバ

システム構成例を示す。

図₅

メール発信

C 言語オブジェクト組込み形式

₃.₂ リモート監視モジュール

支援ツール
ダウンロード

フィールドに配置される既設の装置，機器の各種データ
を上位に上げるためには，中間層として情報収集サーバや

コントローラ
プログラム

Web サーバを増設したり，また機器側に収集機能のソフ
トウェアを追加改造するなどが必要になる。その解決のた

Ｃ言語
FB

Ｃ言語
タスク

メッセージ
処理

プログラム管理

めにフィールド機器に容易に実装でき，インテリジェント

SX プラットフォーム

機能を実現できるリモート監視モジュールを開発した（図

汎用 OS

₄）
。

PLC 基本
システム

汎用マイコン

本モジュールには，対象機器の各種データを収集する機
能，アラームの自動発報機能，収集したデータを階層型に
タグ名でアクセス可能な時系列データベース（トレンド，
アラーム，RAS など）として作成する機能などのインテ

₃.₃ コントローラの高度化

リジェント機能が標準装備されており，利用者は定義設定

フィールド機器のインテリジェント化は，コントローラ

のみで容易な方法で，接続したい機種への対応が可能にな

の機能にも変化をもたらしている。すなわち，従来のコン

る。

トローラの主な役割であった制御機能の一部はフィールド

また，業界標準の通信プロトコルである SOAP（Simple

機器に実装され，コントローラはより上位のパソコンや

Object Access Protocol）
，データ形式は XML（Extensible

サーバの機能であったデータ処理や情報連携機能を持つよ

Markup Language）などのオープンな技術を適用してい

うになってきている。

る。セキュリティについても十分な配慮を行っており ID

事例として，コントローラ ｢MICREX-SX シリーズ ｣ で

とパスワードによる認証機能による機器個別のアクセス権

取り組んでいるデータ処理を主とした PC 系機能統合と

制御機能を実装し，
インターネット回線上は VPN（Virtual

ネットワークを介した情報連携機能について紹介する。

Private Network）を利用した暗号化によりセキュリティ

⑴

C 言語オブジェクトの組込み

を確保している。モジュールは，富士電機の組込みハード

生産状況の監視，トレーサビリティデータの蓄積や省エ

/ファームウェアの共通プラットフォームを採用し，リア

ネ監視制御システムなどの高度情報処理の領域では，C 言

ルタイム OS の機能を活用しながら，小型化・高信頼化を

語などの高級言語で記述することが有利なため，コント

実現している。蓄積されたデータは，上位系からの通信コ

ローラにパソコンを併用することが多くなっている。新コ

マンドによる読出し機能のほかに e-Mail による通知機能

ントローラ「SPH3000」では，これら併用機の機能を容易

を持っている。さらには，モジュールには Web サーバ機

に統合できるように，C 言語オブジェクトの組込みを進め

能が実装されており，Web ブラウザ搭載パソコンを接続

ている。これにより，情報や管理系機能を，パソコンでは

するだけで収集したデータの表示や設定変更が可能となり，

なくフィールドに適した高信頼な監視・制御用コントロー

現場での監視や保守作業を容易にしている。

ラで行うことができるようになる。

（ 57 ）
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図₅に示す C 言語オブジェクトの組込みは，従来のハー

ドウェア・ソフトウェアのプラットフォームに，C 言語

4

あとがき

特 集

FB（Function Block）またはタスクを追加する形式とし
富士電機のオートメーションシステムのコンセプトは，

ている。これにより，開発期間短縮，品質の向上を図って
いる。
⑵

“現場の見える化”を図り現場情報を経営レベルの計画・

サポートツールと情報透過によるシームレス化

MICREX-SX

管理処理に反映させ，経営課題を解決することである。

シ リ ー ズ で は， コ ン ト ロ ー ラ レ ベ ル

すなわち，現場情報を活用することで，全体最適の視点

の Ethernet や FL-net，I/O レ ベ ル の DeviceNET や

での生産性向上を図るとともに信頼性・安全性および保守

OPCN-1 など多種のネットワークをサポートしている。

性・保全性を高め，さらに省エネルギーの環境対応の課題

また，各種フィールド機器の接続およびエンジニアリン

を解決することである。インテリジェントフィールド機器

グにも対応している。これらのサポートツールは従来個別

は，これらの課題解決のための“現場の見える化”を実現

の対応であったが，現在ツールの統合を図っている。また，

するものであり，オートメーションシステムにおいてもよ

ネットワークの情報透過技術を用いたシームレス化を進め

りいっそう重要性を増すと考えられる。富士電機は，お客

ている。今後 FDT/DTM の適用を進めて，ネットワーク

さまのニーズの把握とともに，さらなる技術開発や商品開

やフィールド機器の種類を問わないシステム構築のキーコ

発への取組みを進めていく所存である。

ンポーネントとして強化していく計画である。
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