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富士電機は，分散型監視制御システムをさまざまな分野に多数納入してきた。このたび，富士電機の既設システムとの互
換性を追求した，中小規模向け監視制御システムプラットフォーム「MICREX-VieW」とそれを利用した「MICREX-VieW
コンパクト」を開発した。冗長化による高信頼性や既設システムの資産継承，仕様記述による制御ソフトウェアの自動生成，
プラットフォーム化によるコストパフォーマンスの向上などの特徴がある。各種分野向けのパッケージやテンプレートをそ
ろえており，発電プラントやごみ焼却プラント，食品プラントなど幅広い分野へ適用できる。
Fuji Electric has supplied distributed monitoring and control systems to various ﬁelds. Recently, we have developed the monitoring and
control system platform“MICREX-VieW”and its derivative“MICREX-VieW Compact”
, which expand the range of applications for small and
medium-scale systems and maximize compatibility with our existing systems. They feature high reliability through redundancy, resource inheritance for existing systems, automatic generation of control software by speciﬁcation deﬁnition, and cost performance improvement due to
the platform technology. They feature packages and templates for various ﬁelds and can be applied to broad ﬁelds including power generation
plants, garbage incinerator plants, and food plants.
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まえがき

図ることで，コストパフォーマンスの高いシステムを実現
している。さらに，既設システムの各種資産を維持・継承

富士電機は，分散型監視制御システム（DCS：Distrib-

し，お客さまの設備更新プランに柔軟に対応できるサステ

uted Control System）を発電・石油・化学・鉄鋼・水処

ナブル（Sustainable：環境にやさしい，維持可能な）シ

理プラントなどのエネルギー・環境分野向けに多数納入し

ステムである。また，小規模向けに，プログラマブル操作

てきた。図₁ に，富士電機が提供する監視制御システムの

表示器と汎用 PLC（Programmable logic controller）で構

製品系列を示す。大中規模向け DCS ｢MICREX-NX｣ は，

成される MICREX-VieW をベースとした小規模監視制御

冗長化による高信頼性に加えて，同じコントローラとエ

システム「MICREX-VieW コンパクト」を開発した。本

ンジニアリング環境で安全計装と一般計装を実現できるメ

稿 で は，MICREX-VieW お よ び MICREX-VieW コ ン パ

リットを生かし，大規模安全計装プラントなどへの適用実

クトとその統合支援システムについて，特徴と適用例を紹

績を増やしている。

介する。

このたび，高い信頼性に加えて富士電機の既設システム
との互換性を追求した中小規模向け監視制御システムのプ

2

MICREX-VieW

中 小規模監視制御システムプラットフォーム
｢MICREX-VieW｣

ラットフォームである ｢MICREX-VieW｣ を開発した。
は，実行系と支援系のプラットフォー

ムを統合し，ハードウェアや制御ソフトウェアの共通化を

₂.₁ 概

要

中小規模監視制御システムプラットフォーム
｢MICREX-VieW｣ は，中小規模プラントをターゲット
機能

とし，コントローラ，ネットワーク，HMI（Human Ma-

大中規模

chine Interface）などの構成部位ごとに二重化でき，顧客

X
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ニーズに最適な高信頼性を実現できる。プラントの更新時

CR

中小規模
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に MICREX-VieW を採用すると，顧客の資産を最大限に
活用し，最小の投資で顧客の要求に合わせた設備を更新で
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きる。さらに，運用や保守などの各局面において，最小限

C

MI

のエンジニアリングコストでプラントの見える化が深まり，

EX
CR クト
I
M
パ
コン

プラント全体のライフサイクルコストを低減できる。
₂.₂ 特
規模

⑴

徴

安定操業を支える高信頼性システム

図 ₂ に，MICREX-VieW の シ ス テ ム 構 成 例 を 示 す。
図₁

監視制御システムの製品系列

MICREX-VieW では，オペレータステーション，データ
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企業情報システム（ERP，MES…）

特 集

基幹系・
実行管理

Ethernet*
（情報 LAN）

Web ブラウザー

リモート監視

公衆回線

イントラネット

MICREX-VieW
Web サーバ機能
監視・操作
Ethernet（制御 LAN）
（回線二重化）

オペレータ
ステーション

CPU 二重化
ネットワーク二重化
電源二重化

（二重化）
制御
（等値化バス）

オペレータ
ステーション

DeviceNet
OPCN-1
AS-Interface
T リンク

Ethernet（ＥＰＡＰ）
（回線二重化）

エンジニアリング
ステーション

制御 LAN の
二重化
コントローラ

E-SX バス
センサ・コン
ポーネント

高信頼Ｉ/O ユニット
インバータ・
モータ

IPUⅡ（二重化）

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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図₂ 「MICREX-VieW」のシステム構成例

ベース，制御 LAN，コントローラの CPU モジュール，電

トというように，段階的な更新が可能である。また，既設

源，通信モジュール，I/O 伝送路，I/O ユニットなどの構

システムのプラント監視画面は，InTouch，iFIX，Citect

成部位を必要に応じて二重化することができるので，安

などの SCADA（Supervisory Control and Data Acquisi-

〈注 1〉

〈注 2〉

〈注 3〉

定操業実現のための最適な高信頼システムが構築できる。

tion）ソフトウェアで作成され，
1 システム当たり 100 画面

さらに，I/O ユニットは，電源モジュール，バスインタ

以上あるのが一般的である。MICREX-VieW では，HMI

フェースモジュール，内部バス，I/O モジュール（アナロ

プラットフォームに各種 SCADA ソフトウェアをアドイ

グ入出力モジュール，デジタル入出力モジュール）の全て

ンできる構造とし，これら既設の画面ソフトウェアをその

の構成要素を二重化することができる。

まま移植できるようにした。

ある I/O モジュールが故障した場合，システムの運転

⑷

を継続したまま，故障した I/O モジュールだけを切り離

設備運転条件・インタロック・回路状態の見える化
富士電機の DCS では，設備運転条件やシーケンス条件

すことが可能であり（縮退運転）
，故障した I/O モジュー

を，制御仕様書からコントローラのプログラムに自動変

ルを交換後，縮退運転から復旧させることもできる。

換するツール ｢HEART-BELIEVE｣ を用いて作成できる。

⑵

これによって作られたソフトウェアは，エンジニアリング

ハードウェアのダウンサイジング
コントローラ部では，富士電機の PLC の小型化・低コ

ステーション上でモニタリングできる。MICREX-VieW

スト化技術と，DCS で培った高信頼化・制御技術とを融

では，HEART-BELIEVE で作成した設備の運転条件・イ

合させた。この結果，従来機種比で約 70 % のダウンサイ

ンタロック・回路状態などを，自動的にオペレータステー

ジングを実現した。

ションの画面に表示できるようにし，オペレーションの一

⑶

環としてモニタリングできるようにした。各モニタリング

既設システムの各種資産の継承
一般に既設 DCS システムを更新する際，
顧客スケジュー

画面は，プラント監視画面から自在にリンクすることがで

ルに合わせて段階的な部分更新が必要になるケースが多

きる（図₃）
。

い。MICREX-VieW では，HMI，コントローラ，I/O ユ

⑸

ニットごとに，既設機種とのインタフェースを用意し，既

遠隔からの見える化
リモート監視機能により，監視室以外の事務室や遠隔地

設システムの各ユニットを混在できるようにした。これに
より，既設アプリケーションソフトウェアの変更なしに，

〈注 1〉InTouch：米国 Invensys plc の商標または登録商標

HMI，コントローラ，I/O ユニットがそれぞれ独立して

〈注 2〉iFIX：米国 General Electric Company の商標または登録商標

MICREX-VieW

〈注 3〉Citect：オーストラリア Ci Technologies Pty. Limited の商標

に更新できる。この結果，例えば，最初

に HMI を更新し，次にコントローラ，最後に I/O ユニッ
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で，オペレータステーションの監視画面をそのまま表示・
操作することができ，プラント状態の遠隔からの見える化

3

⑴

｢MICREX-VieW コンパクト｣

電子メール自動送信機能を利用することによってアラー

₃.₁ 概

要

「MICREX-VieW コンパクト」
（VieW コンパクト）は，

ム状態やプラントの状態が把握でき，プラントの無人運転
が可能になる。また，富士電機コールセンターにおけるリ

最小限のコストでコンパクトな監視制御システムの構築

モート監視と連携することにより，異常時に迅速な対応が

が で き る。 図 ₄ の 左 側 に 示 す よ う に， 最 小 構 成 は， プ

可能になる。

ロ グ ラ マ ブ ル 操 作 表 示 器 ｢MONITOUCH｣ と 汎 用 PLC

⑹

高度監視制御機能
⒜

「MICREX-SX」のみの組合せで，シングルループコント

モ デ ル 予 測 制 御（MPC：Model Predictive Con-

ローラの更新などに最適である。また，柔軟な拡張性から，

trol）

MICREX-VieW システムとの連携も容易である。さらに

従来，パソコンや専用機でしか実現できなかったモデ

MICREX-VieW システムとプラットフォームが共通であ

ル予測制御を，MICREX-VieW

のコントローラに実装

した。これにより，適用がより手軽で信頼性の高いもの

るため，前述の高度監視制御機能を VieW コンパクトにも
実装することができる。

になり，長期にわたる制御の安定化や省力化に貢献でき
るようになった。

₃.₂ 特

⒝

⑴

制御性能監視（CPM：Control Performance Monitoring）

徴

互換性のあるパッケージ
VieW コンパクトは，電機制御および計装制御に適用が

調整が不十分な場合や，経年劣化などで制御対象の動

可能である。計装においては，上位システムの MICREX-

特性が変化し，制御性能が劣化している場合に，プラン

VieW と共通のソフトウェアパッケージである内部計器

トの制御性能が発揮されないことがある。このような制

（PID 調節計位置形出力，PID 調節計速度形出力，比率演

御性能の劣化を検出する制御性能監視機能を開発した。

算器，積算計など）と入力処理機能（温圧補正，むだ時間

制御性能を監視することにより，制御性能の劣化を検出

発生，移動平均，リニアライズなど）を搭載している。富

し，制御の再調整や機器のメンテナンスを行うことで，

士電機のシングルループコントローラで実績のある可変ゲ

プラントの安定操業が実現できる。
⒞

高精度同期制御
高速同期制御バス「E-SX バス」を開発した。スルー

プットを格段に向上させ，制御周期 0.25 ms にて最大 8

最小構成

軸までの高精度多軸モーション制御が可能である。
⒟

C 言語アプリケーションソフトウェア

MICREX-VieW と複数の
VieW コンパクトで統合的
に監視・管理

【中央監視室】
MICREX-VieW

スケーラブル

CPU モジュールには，C 言語記述のアプリケーショ
ンソフトウェアを搭載することが可能であり，より高度

MONITOUCH

な制御機能，情報処理機能が実現できる。

【事務所 A】
TELLUS

【現場盤】
MONITOUCH
MICREX-SX

オペレータ
ステーション

ロジックシート
V101 開

グラフィック
画面
156
mm

VieW
コンパクト

インタロック
条件

P102 運転
LI101.PV
189 mm

MICREX-SX
VieW コンパクト
【事務所 B】
TELLUS

レベル設定値
170 mm
ステップシーケンス
開始

ロジックシートで設備の状態
監視
ステップシーケンスのステップ
状態監視
タイムチャートの出力状態監視
ステップの強制移行

図₃

【現場盤】
MONITOUCH

V101 開
V101 開
P102 運転
P102 運転
仕込
定量到達
反応

設備運転条件・インタロック・回路状態の見える化

MICREX-SX
VieW コンパクト

図₄

スケーラブルなシステム構成例
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インやサンプル PI 制御にも対応することができる。多様

アップなどの統一的な操作や，ツールごとのアプリケー

な機能による最適な制御により，エネルギーの消費の抑制

ションソフトウェアを統合管理することは，人的ミスの抑

や，環境に悪影響を与える物質の排出抑制などのボイラな

制に効果がある。図₅ に示すように，システム構成図を作

どの制御系や他の制御に適用することができる。

成し，その画面から各機器の支援ツールを容易に起動でき

⑵

る。また，システム構成図からシステム定義の自動生成や

スケーラブルなシステム構築
VieW コンパクトは，制御規模，用途に応じた構成で，

デバイスの調整，ネットワークの立上げ，診断，保全など

プラントや設備への最適な適用が可能なシステムである。

を 1 か所で行えるため，メンテナンス性が向上する。

PLC 1 台当たりの計器の数が 2 個から 32 個まで選択でき

⑵

国際規格に準拠

ることをはじめ，スタンドアロンの PLC とプログラマブ

コントローラの支援ツールは，国際規格の IEC 61131-3

ル操作表示器が 1 対 1 の最小システム構成から，複数台構

（JIS-B3503）に準拠しており，グローバル対応を実現し

成，上位システムと組み合わせた構成など，スケーラブル

て い る。 ラ ダ ー（Ladder Diagram） 言 語，FBD（Func-

に対応することができる。また，｢TELLUS｣ を導入すれ

tion Block Diagram）言語，ST（Structured Text）言語，

ば，プログラマブル操作表示器と同一画面をパソコンで表

IL（Instruction List） 言 語，SFC（Sequential Function

示し，操作することができるので，事務所などで監視や操

Chart）によるアプリケーションの作成が可能である。

作を行うこともできる（図₄）
。

⑶

PLC は，規模に応じて，48 K ステップと 256 Kステッ

仕様記述による制御ソフトウェアの自動生成
〈注〉

HEART-BELIEVE は，汎用 OA ソフトウェアの Visio

プを選択できる。また，高信頼の二重化コントローラにも

で作成した計装フロー図や IBD（ロジック図）などの制

対応している。プログラマブル操作表示器は耐環境性に優

御機能仕様書作成ツールである。作成した制御機能仕様書

れ，現場設置に対応できる。画面のサイズも 8 型，10 型，

から，コントローラの制御アプリケーションソフトウェア

12 型，15 型のバリエーションを用意しており，必要に応

の自動生成により，エンジニアリングの効率化と，高品質

じた選択が可能である。

なアプリケーションソフトウェアが実現できる。また，仕

VieW コンパクトは小規模プラントに適用し，将来，監

様書の作成，編集においては，機能シンボルのドラッグ

視制御の範囲拡大に応じて構成を追加していくことが容易
である。また，現場での部分的な監視制御をするために，
MICREX-VieW などの既存の監視制御システムに，後か
ら VieW コンパクトを導入する場合などのフレキシブルな

制御機能仕様書 /
ＨＥＡＲＴ-ＢＥＬ
Ｉ
ＥＶＥ

統合支援システム

₄.₁ 概

要

統合支援システムは，従来，機器ごとに存在していた支
援ツールやアプリケーションソフトウェアを，統合的に管
理することができるシステムである。高品質でメンテナ

機

種

汎用ＰＬＣ
各種専用ローダなど

機種ごとのアプリケーションソフトウェア
自動生成

対応が可能である。

4

PSM
機種依存
あり

PIM
機種依存なし

中小規模
コントローラ

大規模
コントローラ

ンス性の良いエンジニアリングにより，TCO（Total Cost
Ownership）を削減することを目的としている（図₅）
。
図₆

₄.₂ 特

⑴

機種に依存しないアプリケーションソフトウェア生成

徴

統合支援システム
統合支援システムにより，1 アクションで一括バック

HMI
オペレータ
ステーション
パソコン

インバータローダ

PLC ローダ

サーボローダ

POD エディタ

コントローラ

図₇

HMI と複数コントローラを組み合わせたシミュレーション

システム構成図

〈注〉Visio：米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標

図₅

統合支援システム
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& ドロップにより，容易に描画できる。

ギー・環境分野のプラントに適用した例の一部を紹介する。

制御機能は機種に依存しないモデル PIM（Platform In₅.₁ 地熱発電プラント監視制御システム

とができる。また，機種に依存したモデル PSM（Platform

低炭素社会の構築や電力不足問題などから，再生可能エ

Speciﬁc Model）については必要機種に対応して開発する

ネルギー源として地熱発電プラントが注目を集めている。

ことで，多機種対応が可能な仕組みとなっている。小規模

地熱発電プラントは，石油や石炭などの化石燃料を利用し

向け PLC から大規模向け DCS コントローラまで対応して

た火力発電所に比べて CO2 の排出量が少なく，地球環境

いるため，適用可能な範囲が広い（図₆）
。

保護の面で優れた発電方式である。蒸気発生井から地熱蒸

制御機能仕様書上で，PLC で実行している状態を監視
することも可能で，仕様書の作成から現地調整，運用，メ
ンテナンスまで，エンジニアリングをトータル的にサポー

気を取り出して蒸気タービンを回し，発電するプラントで
ある。
図₈ に，MICREX-VieW を地熱プラント監視制御シス

トすることができる。

テムに適用した例を示す。蒸気発生井からの蒸気流量や圧

⑷

力の制御を行っており，高い信頼性が要求される。システ

パソコン内シミュレーション機能
1 台のパソコンで，HMI やコントローラを複数台接続

ムは，オペレータステーションやコントローラの二重化に

したシステムのシミュレーションを行えるツールを開発し

よる高信頼性システムで構成した。さらに，夜間に無人運

た（図₇）
。

転することから，MICREX-VieW の電子メール自動送信

実機を使用しないで，作成したアプリケーションソフト

機能を適用してプロセス異常信号などを送信している。多

ウェアを HMI と組み合わせ，システムとしてテストする

言語切換え機能もある MICREX-VieW は，海外に多い地

ことにより，実機試験前にアプリケーションソフトウェア

熱発電プラントへの適用に最適である。

の品質向上が図れる。
また，プラントシミュレータや装置シミュレータと組み
合わせ，実際のプラントや設備に近いシミュレーションが
可能である。

₅.₂ ごみ焼却プラント監視制御システム

ご み 焼 却 プ ラ ン ト は， 都 市 ご み を 焼 却 す る プ ラ ン ト
で， 単 に 燃 焼 制 御 を す る だ け で な く， ダ イ オ キ シ ン の
発生や有害ガス排出量を規制値以下に抑える必要があ

5

適用事例

る。MICREX-VieW に 自 動 燃 焼 制 御（ACC：Automatic
Combustion Control）を搭載し，プラントを最適にコント

MICREX-VieW および VieW コンパクトは，各種中小
プラントの制御システムとして適用可能である。エネル

ロールすることにより，ダイオキシンの発生や大気中への
硫黄酸化物（SOx）
，窒素酸化物（NOx）の排出量を最小
限に抑えることができる。さらに，電力デマンド・選択遮
断制御などの電力の監視制御を行い，電力会社への売電に

オペレータ
ステーション

リモート監視

オペレータ
ステーション

また，ごみ焼却プラントの特性として，制御システムの

公衆回線

Ethernet
（制御 LAN）
（回線二重化）

よるエネルギーの有効利用にも寄与している。
更新時に既設アプリケーションとの互換性が強く要求さ
れる。MICREX-VieW のソフトウェアは，高い互換性を
持つことからエンジニアリング工数を削減できる。また，

（二重化）

HMI，コントローラ，I/O ユニットと段階的な部分更新に

（等値化バス）

よるプラントの停止時間を最小化できる（図₉）
。

Ethernet（ＥＰＡＰ）
（回線二重化）

旧システム

新システム

MICREX-IX/AX

MICREX-VieW
STEP1

気水分離器

FL-net 準拠
LAN

蒸気タービン

ファン
蒸気
発生井
還元井

稼動

HMI の更新
待機

STEP2 稼動

発電機

待機

コントローラの更新

復水器

Ethernet

T リンク

冷却塔
→

図₈

FL-net 準拠
LAN

地熱発電プラント監視制御システム

Ethernet

T リンク

STEP3

還元井へ

IPUⅡ

図₉

IPUⅠ

I/O ユニットの更新

IPUⅡ

IPUⅠ

ごみ焼却プラント監視制御システムの段階的更新
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dependent Model）で，機種が変わっても使用し続けるこ
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クトを適用した例を紹介する（図₁1 ）
。

⑵

₅.₃ 食品プラントの管理・監視制御システム

既設シングルループコントローラを数台ずつ段階的に

特 集

食品プラントは，製造工程のバッチシーケンス，洗浄工
程などのシーケンス制御中心のバッチプラントである。
図₁0 に示す食品プラント管理，監視制御システムでは，

更新できるメリットを生かし，まずシングルループコン
トローラ 5 台を更新した。高信頼の二重化 PLC を既設盤
内に収納，プログラマブル操作表示器の MONITOUCH

MICREX-VieW と富士電機の銘柄管理システム ｢FLEX-

は，同盤表面に実装し，既設と違和感のない高機能オペ

BATCH｣ で，製造工程の銘柄管理とシーケンス制御を行

レーションを提供している。PLC のソフトウェアは，エ

い，上位の MES（Manufacturing Execution System）や

ンジニアリングや運用後の維持メンテナンスを考慮し，

トレーサビリティシステムとの組合せで，スケジュール管

HEART -BELIEVE を採用した。

理や実績管理などを行っている。

事務所に配置するノートパソコンに TELLUS を適用し，

食品業界では，食を巡る社会情勢や国民の食の安全への
意識の高まりに応じるため，工場における製造管理や品質

監視できる構成とすることで，プラントや設備の見える化
が充実した。

管理の徹底と情報管理が必要になっている。トレーサビリ
ティシステムは，MES や監視制御システムと連携し，原

6

あとがき

材料，製造，出荷のロット番号を関連付けることで，食品
製造工程の履歴管理を実現する。

エネルギー・環境分野向け中小規模監視制御システムプ

異物混入などの不良品の発生時，履歴管理の仕組みを利

ラットフォーム ｢MICREX-VieW｣ と，それを利用した

用し，消費者からの商品回収や迅速な販売停止の指示がで

｢MICREX-VieW コンパクト｣ の概要と特徴について述べ

き，消費者への安全な食品の提供を支援できる。

た。今後もお客さまの資産継承，段階的な更新，メンテナ
ンス性向上などのニーズに的確に応え，さらなるお客さま

₅.₄ 小規模設備における制御装置の更新

の満足度向上に向けて，高機能・高品質のシステムおよび

タービン・ボイラなどの小規模設備の制御装置における

ソリューションを提供していく所存である。

既設シングルループコントローラの更新に，VieW コンパ
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