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まえがき

産業界を取り巻く厳しい環境下にあって，その投資傾向

は，これまでの製品品質の向上や生産性の効率化を前提と

しつつも，製品の製造コストの低減を目的とした高効率化

投資，老朽化設備の更新投資が増加している。ここで，産

業プラントの制御システムに求められる内容も，高機能シ

ステムから，各プラント種別に応じた柔軟で最適なシステ

ム構築が可能で，しかも，低価格システムとなっている。

富士電機は，「あらゆるニーズにこたえるシステム構築

を可能にする（システム構成において最適なコンポーネン

トを提供する）」をコンセプトとして，常にユーザーニー

ズを的確にとらえ，その時代の最新技術を駆使した制御シ

ステムの開発・提供を心掛けてきた（図１）。1988 年には，
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図１　富士電機の情報・制御システムの変遷
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操業面，システム構成上，ならびに保全面での効率化の観

点から，EIC（電気，計装，コンピュータ）の各制御システ

ムを統合化したシステム（第三世代MICREX P）を他社

に先駆け実用化した（図２）。このシステムは，EIC を意

識しない，対象とするプロセスに最適なオペレーション環

境，各システムの重複機能の削除・情報の共有化によるシ

ンプルな保全環境の提供，システムのコスト低減に寄与し

てきた。1992 年には，EI 統合コントローラ（MICREX

IX），高解像度CRT，コンピュータ連携機能などを提供し，

EIC 統合システムの強化を図った。一方，電気制御に必要

な高速・リアルタイム性を強化した各種コンポーネントを

実用化し，各分野のユーザーにソリューションを提供して

きた。

さらに，今後ユーザーの要求は，よりオープンな技術を

駆使した高品質で低価格なシステムの提供にあると考えて

おり，富士電機はこの実現に向け，オープンと柔軟性を開

発コンセプトとするアドバンスト情報・制御システムMIC

REX AX，およびオープン環境の PROFIBUS 分散制御シ

ステムの実用化への取組みを進めている（ 図３）。特に，

PROFIBUS 分散制御システムは，より高速性・リアルタイ

ム性を要求される産業用電動力応用分野においては，駆動

装置と情報システムを融合したシステムとして，多様化す

るニーズ，グローバル化といった環境変化に対応し，シス

テム，制御，運用・保守面において変化をもたらす制御シ

ステムと考えている。

本稿では，統合化システムの基本的考え方とキーコン

ポーネントの概要，さらに今後実用化する予定のアドバン

スト情報・制御システム MICREX AX および PROFI

BUS 分散制御システムの概要について述べる。

EIC 統合化制御システムMICREX IX

MICREX IX は，電気制御（E），計装制御（I），コン

ピュータ制御（C），すなわち EIC 統合化を飛躍的に発展

させた制御システムである。製品化以来，継続的に機能拡

張・改良と周辺機器の拡充を図り，産業電動力応用分野を

はじめとする多数のユーザーのプラント，設備にソリュー

ションを提供してきた。図４はこれらを実現する製品のシ

ステム構成例である。以下に特徴を概説する。なお，本稿

ではアドバンスト化，システムのオープン化などさらなる

進展に対して述べる。

２.１ ネットワークシステム

統合化制御システム用のネットワークは，上中下の 3階

層としており，上位 LAN（Local AreaNetwork）はオープ

ン化を志向して汎用 LAN（IEEE802.3）を，中位の制御用

LANには高速性を重視したオリジナル LAN（DPCS F）

を採用し，下位のフィールドレベルには，プロセスの制

御・監視・管理を目的に処理性を考慮した当社標準のネッ

トワークシステム F NET（PE/P/T リンク）でシステム

を構築している。

２.２ HCI

富士電機ではHCI（HumanCommunication Interface）と

して，その対象となるシステムの規模，処理内容，要求レ

スポンスに対応した最適なコンポーネントを用意している。

統合オペレータステーション IOS 2500

大規模 EIC 統合プラントに適する。高解像度 CRT，計

器図などの計装用画面を標準装備し，汎用 LAN（Ether-

net
〈注1〉

）により，パーソナルコンピュータ（パソコン）やワー

クステーション（WS）との連携や，ネットワークの構築

が可能である。また，統合データベースステーション IDS

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標

（1）
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図３　PROFIBUSによる変化
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図２　EIC 統合化制御システムの概要
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2500 にて，システム全体のプログラム，運転操作履歴・

アラームデータの一元管理を行っている。

制御・監視用マンマシンステーション PMS 2500

高速・リアルタイムなプラントの操作・監視を必要とす

る電気制御を中心とした ECシステムに適用する。監視機

能・制御機能の融合を実現した PMS 500 の技術を踏襲し，

高解像度モニタ［1,280×1,024（ドット），32 色 CRT］によ

る高精細画面を実現している。ウィンドウ表示機能やタッ

チスクリーン機能で視認性，操作性の優れたプラント監

視・操作が行える。特に，監視・操作機能，ロギング機能

などの情報処理とプラント制御機能が 1台で実現できる。

豊富なネットワーク機能（F NET，DPCS F，TCP/IP）

により，小規模から大規模までの多様な制御システムニー

ズに柔軟に対応できる。

普及形HCI

パソコンのコストパフォーマンスの大幅な向上，流通ソ

フトウェアおよび周辺機器の充実，ユーザー投資コストの

削減などにより，産業分野においてもパソコンのさまざま

な用途への適用が盛んである。富士電機は，電気制御分野

に必要なリアルタイム処理を実現したパソコン HCI シス

テムを商品化している。リアルタイム OS（オペレーティ

ングシステム）の採用により，データの高速処理・高速表

示を実現し，かつ信頼性の高いシステムとなっている。豊

富なデバッグ支援機能，オンライン画面・帳票変更機能に

よる試験・現地調整の工期短縮，システムの状態監視およ

びネットワーク RAS画面にてトラブル時の迅速な対応が

可能である。さらに，本格的マルチタスクOSであるため，

従来のプロセスコンピュータの代用としても十分な性能を

発揮する。

一方，Windows
〈注 2〉

プラットホームに監視・支援機能を搭

載し，流通パッケージソフトウェア・周辺機器を組み合わ

せ，世界の最新技術を有機的に活用したシステムを容易に

構築するパソコンMMI も提供している。

また，従来の操作・器具の集約からマルチウィンドウ機

能・多彩なグラフ機能・メッセージ機能によりプラント監

視・設定も実現するプログラマブル操作表示器（POD：

Programmable OperationDisplay）を実用化し，コストパ

フォーマンスの高いMMI システムを提供している。

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp.の商標

（3）

（2）
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２.３ EI 統合高速コントローラ ICS 2500S

MPUの負荷を最適配分する EI フリージェネレーショ

ンにより，高速シーケンス制御に代表される電気制御，お

よびループ制御に代表される計装制御を 1台で実行可能で

ある。ICS 2500S は ICS 2500 の機能・性能をコンパクト

なボディで実現し，キャビネット不要，壁取付けも可能か

つ，低価格化を実現している。

また，駆動装置と統括制御プログラマブルコントローラ

（PLC）との中間に位置するMFC（Mid Field Controller）

としても活用できる。ここにプラントの主幹機能など駆動

用パッケージソフトウェアを搭載することにより，試験調

整の低減が図れる。

さらに，ハードウェアアーキテクチャとして 32 ビット

マルチプロセッサ，国際標準バスシステムであるMULTI

BUS Ⅱを採用しており，同規格の各種機能ボードの搭載

が可能である。現在，某機械メーカーへ ICS 2500 の素材

をOEM提供し，製鉄機械専用コントローラとして製品化

されている。

２.４ 統合エンジニアリング支援システム FPROCES M/C

FPROCES M/C は EIC 統合化制御システムMICREX

IX シリーズのコントローラおよびオペレータステーション

のプログラム作成からその試験，保守，ドキュメント作成，

さらには機器診断などを行う統合的な支援ツールであり，

汎用のパソコン上で動作するソフトウェア製品である。

プログラミングには，電気制御用の，ラダー図，ファン

クションブロック図，SFC，条件テーブル，計装制御用の

ループ図，タイムチャートシーケンスなど多様なプログラ

ム言語に対応し，対象コントローラに応じてサポートを行

う。画面作成は対話方式を採用し，マルチウィンドウ，マ

ウス，アイコンにより，快適な操作環境を実現している。

アドバンスト情報・制御システム MICREX

AXの概要

３.１ システム構成

EIC 統合化制御システムMICREX IX の上位機種とし

てオープンと柔軟性をコンセプトにアドバンスト情報・制

御システムMICREX AX（advanced information & con-

trol system for next generation）を開発した。

図５にMICREX AX の一般的なシステム構成を示す。

監視・操作の中枢であるアドバンストオペレータステーショ

ン（AOS 3000）は，臨場感監視技術によるプラント監視

を実現，アドバンストネットワークシステム（ANS 3000）

は，100Mビット/秒の国際標準光 LAN FDDI（Fiber Dis-

tributed Data Interface）を用い，情報と制御の融合を実

現している。アドバンストコントロールステーション（ACS

3000）は ICS 2500 のソフトウェア資産を継承しつつ，高

速・高付加価値制御を実現している。コントローラの支援

ツールであるアドバンストエンジニアリングステーション

（AES 3000）を基本構成とし，プラント情報のデータを一

元管理するアドバンストデータベースステーション

（ADS 3000），汎用データサーバ，各種の運転管理機能を

もつパソコン，WSなどを必要に応じ付加し構成する。

３.２ システムの特長

オープン

低価格の実現，機能の統合・補完，異機種の結合，高付

加価値の実現のためにはシステムのオープン化は不可欠な

要件となっている。MICREX AXはシステムの信頼性の

保持を前提として素材のオープン化，データのオープン化，

方式のオープン化を追求したシステムである。

オペレータステーションの素材にはUNIX
〈注3〉

ベースのWS

を，基幹 LANには FDDI 準拠の 100Mビット/秒の高速

光 LANを採用し，TCP/IP プロトコルによる運用を行っ

ている。また，プロセスデータはシステム内でデータ名に

よるアクセスを可能としており，支援ツールはWindows

ベースで実現している。データ名アクセス機能は，システ

ム内のどこに所属するデータかを意識することなくアクセ

スでき，データの物理的な配置の変更に対しても呼出し元

のアプリケーションの変更は不要であり，エンジニアリン

グの効率化にも大きく貢献するものとなっている。

フレキシブル

高信頼性のシステムを簡単なエンジニアリングで構築し，

安全で快適な操作を実現することがプラントシステムの要

件である。MICREX AXは監視・制御システムの要件を

満足させつつ，機能，規模のフレキシビリティを実現する

システムである。

機能選択形HCI，データベースとオペレータステーショ

ンの機能統合などの自由なシステム構成が可能である。シ

ステムレベルでは，プラントブロックと呼ぶアプリケーショ

ン設備単位のエンジニアリングで，設備の拡張・分割・連

携を既存のプラントブロックへの影響を及ぼさずにシーム

レスに行うことが可能である。

アドバンスト

絶え間なく改良を行い提供してきた運転監視機能と制御

機能は，生産量の拡大と生産性の向上をもたらした。そし

て量・質の時代，多様性の時代から感性の時代を迎えよう

としている現在，これまでの延長線上にはない高度な発想

による先進的なシステムが求められている。MICREX

AXはこのような新しい時代の要求にこたえることをめざ

したシステムである。

アドバンストへの取組みには，マルチメディアを駆使し

て臨場感監視技術を併用したオペレータステーション，シ

ステム全体の設計情報を一元管理し，オープンアーキテク

チャのもとでのグループエンジニアリング環境を提供する

統合支援，プラントの生産性・安全運転の実現を可能にす

るアドバンスト制御機能，オペレータの能力を最大限に引

〈注 3〉UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

（3）

（2）

（1）
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産業用電動力応用プラントの統合化制御システム

き出し，高度なプラント運転をサポートする各種の運転支

援機能などがある。

PROFIBUS分散制御システムの概要

フィールドバスクラスへの要求事項は，通信サイクル定

時性，信頼性，柔軟性，経済性であり，特にオープンな環

境であることも望まれている。PROFIBUS は，これらに

加え，高速アクセス（12Mビット/秒），コントローラレ

ベル・ I/O レベルの通信など幅広い制御領域をカバーし

ており，また，豊富なサービス仕様，テスト診断機能搭載，

リモートプログラミングが可能など，制御用のバスに必要

な要件を満たしている。さらに，全世界で約250 社，35,000

機器の使用実績をもつデファクトスタンダードバスである。

PROFIBUS の特徴・仕様を表１に示す。

富士電機は EIC を合わせて監視制御する統合システム

により，広いニーズに適用できるシステム化に取り組んで

きた。ここに，産業用電動力応用分野のオープン化，高

速・高機能化などの付加価値の高いシステムの要求にこた

えるため，オープンなシステムコンポーネントである PRO

FIBUS をメニューに加え，システムの製品化を行った。
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表１　PROFIBUSの特徴と仕様 

項　目 特徴，仕様 

 

パソコン：FAパソコン（PC/AT互換機），コント
ローラ（ICS-2500S），PIO，駆動装置　ほか 

リピータなしで各セグメント32局 
リピータ付きで最高127局まで拡張可能 

 DIN 19245（ドイツ工業標準規格） 
EN 50170（ヨーロッパ標準規格） 

 
9.6 kbps～，1.5 Mbps，12 Mbpsを選択可能 
（高速スキャン：12 Mbps，シングルマスタ 32 
ビット×30台で 2 ms） 

 

電気：RS-485 ツイストペアケーブル 
 セグメント間 1.5 Mbpsで 200 m 
  12 Mbpsで 100 m 
 リピータにより3～10個の間延長可能 
光変換モジュール，光リピータあり 

 
N：N 伝送 トークンパッシング 
1：N 伝送 マスタスレーブ 
　のハイブリッドメディアアクセス可能 

接 続 装 置  

伝 送 速 度  

伝 送 距 離  

標 準 規 格  

接 続 局  
（ノード数） 

デ ー タ  
交 換 方 式  

統合支援機能 

マルチメディア処理 

P

運転支援機能 
（パソコン，WS） 

制御系設計・解析 
（SAPL） 

アドバンスト制御 
（ファジィ，モデル予測制御ほか） 

UNIXベースの 
オペレータステーション 

FDDI準拠の基幹LAN 
汎用プロトコル（TCPーUDP/IP） 

データ名による 
工業値サービス 

Windowsを 
ベースとした支援機能 統合 分離 

中規模 
（構成単位） 

シームレス 
スケーラブル 

プラント 
ブロック 

プラント 
ブロック 

プラント 
ブロック 

大規模 

プラントブロックの増設により 
大規模システムを構築 

AOSー3000 ADSー3000

ACSー3000 AESー3000

マンマシンインタフェース 
ステーション 

データベース 
ステーション 

コントロール 
ステーション 

エンジニアリング 
ステーション 

ネットワークシステム 
ANSー3000

アドバンスト 

オープン フレキシブル 

MICREX-AX 

アドバンストシステム 

図５　アドバンスト情報・制御システムMICREX AXの特長
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４.１ システム構成

図６はオープン環境の PROFIBUS によるフィールド制

御システム構成例である。コントローラレベルの通信とし

て12 Mビット/秒で構成し，サービス機能と制御性を高めた

コントロールバスとし，I/O インタフェースは 1.5Mビッ

ト/秒で高速，かつ経済的なフィールドレベルバスとして

通信システムを構成している。
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マスタモジュール 
　マスタ機器，インテリジェント機器間のインタフェース 
　PIOとのインタフェース 
〈適用〉 
　コントローラ用マスタインタフェース（伝送速度：12Mbps） 
　I/Oインタフェース用（伝送速度：1.5Mbps） 

インテリジェントスレーブモジュール　 
　マスタ機器とのインテリジェント通信 
　PIOとのインタフェース 
〈適用〉 
　インテリジェント機器：駆動，フィールド機器の 
　インタフェース用（伝送速度：1.5Mbps，12Mbps） 

スレーブモジュール 
　マスタ機器とのスレーブインタフェース 
〈適用〉 
　PIO（DI/DO，AI/AO）ユニット用 
　　　　　　　　　　　　　　（伝送速度：1.5Mbps） 

インテリジェント 
フィールドセンタ 

駆動装置 

PIO

コントローラ 

システム構成 外観・構造 機能・適用 

図７　インタフェースモジュール製品の適用
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FRENIC

汎用PLC

PROFIBUS　1.5Mbps

PROFIBUS　12Mbps

FCU

ICSー2500S/A

PLC支援 
駆動支援 

VPIO VPIO

FDDI/DPCSーF

サーバ IESー2500

IDSー2500 IOSー2500
MICREXシステム 

PROFIBUSーDP コントロールレベルバス 

PROFIBUSーDP フィールドレベルバス 

フィールドセンタ 

PIO

可変速装置 

図６　PROFIBUSによるフィールド制御システム構成
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図７は PROFIBUS インタフェースモジュール一覧であ

る。コントローラ，インテリジェント機器搭載用のマスタ

モジュール，インテリジェントスレーブモジュールと I/O

機器搭載用のスレーブモジュールを開発し，システム化を

行った。以下，PROFIBUS 分散制御システムの特長およ

び機器を概説する。

４.２ システムの特長

システムのオープン化・最適システムの構築が可能

いうまでもなく PROFIBUS 通信インタフェースに接続

可能なすべての PLC，駆動制御装置，フィールド機器と

簡単にネットワークが形成できる。これにより，グローバ

ルな範囲で，機能性に優れたコストパフォーマンスの高い

機器の組合せが容易になり，最適なシステム構築が図れる。

制御の高速化・機能の分散化

駆動制御装置をはじめとし各種フィールド機器へ機能を

分散かつパッケージ化し，高速アクセス可能な PROFI

BUS にて統括 PLCと結合することにより，柔軟性のある

高速分散制御が実現できる。

フィールド機器の情報化・支援機能の統合

プラントシステムの高効率運転，また保守の省力化のた

めには，プラントを構成する各機器のより多くの管理情報

が上位システムに，機器ごとに独立に提供されねばならな

い。本システムでは，インテリジェント化されたフィール

ド機器の管理情報が PROFIBUS を介し，一括して監視可

能となる。また，統括 PLCと駆動装置（FCL）の支援機

能および集中監視機能の統合化（計画中）にて，より保全

効率向上が図れる。

４.３ 各機器の概要

EI 統合コントローラ

ICS 2500S に PROFIBUS インタフェースを搭載し，コ

ントローラ間の通信，I/O間通信を実現している。回線数

は，1コントローラあたり最大 4回線の接続ができ，拡張

性のあるシステム構築が可能である。

インテリジェント機能を持つ可変速装置

プラント用交流可変速装置 FRENIC 4000 シリーズの上

位コントローラ接続用，インテリジェント化用として

PROFIBUS を適用する。回線数は最大 2回線（コントロー

ラ，インテリジェント I/O，および保守・支援ライン）接

続が可能である。

コントローラ機能とI/O機能を持つフィールドセンタ

コントロールセンタの上位コントローラ接続用，インテ

リジェント化用として PROFIBUS を適用する。最大回線

数は 2回線（上位，下位接続用各 1）接続が可能である。

制御規模にベストフィットする I/Oユニット（VPIO）

アナログ，ディジタル入出力ユニットの上位コントロー

ラ接続用に PROFIBUS を適用する。

あとがき

産業用電動力応用分野における富士電機の統合化制御シ

ステムの現状と今後の取組みについて述べた。

今後の制御システムの動向は，オープン化とダウンサイ

ジングという大きな流れの一方で，従来システム技術を考

慮に入れたうえで，適切なシーズ技術を適用し，ユーザー

の求めるシステムの最適化・ローコスト化を追求・実現す

るところにあると考える。この実現の一端を担う技術に，

オープン環境の分散化システムとその構成のキーとなる高

速・リアルタイムネットワーク（PROFIBUS）があると

考えている。

新しい世紀に向け，統合化制御システムの理想の姿を

ユーザーの方々とともに追い続けていけるよう，ますます

努力する所存であり，今後とも一層のご指導，ご支援をお

願いしたい。
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＊ 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。




