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まえがき

最近の産業用電動力応用プラントは，コンピュータ，プ

ログラマブルコントローラ（PLC），インテリジェント化

された機器や各種診断装置が付加され，プラントそのもの

が高機能化・複雑化している。そのためプラントを最適に

運転・監視するには，高度かつ複雑な対応が要求され，

ヒューマンコミュニケーションインタフェース（HCI）が

重要な役割を果たしている。

設備に何らかのトラブルが発生したときは，迅速かつ的

確な対応・処置がオペレータに要求される。そのため，オ

ペレータをサポートする各種支援機能が運転・監視システ

ムの重要機能になっている。

また，連続焼鈍ライン（CAL），連続亜鉛めっきライン

（CGL）といった大規模のプロセスラインでは，可変速駆

動装置が数百台以上使用されており，各駆動装置の設定

データの一元管理，運転状況・故障現象の集中管理が重要

機能となっている。

本稿では，鉄鋼プラントに適用されている HCI とオペ

レーション，メンテナンス支援システムの概要を述べる。

ヒューマンコミュニケーションインタフェース

２.１ IOS 2500H

富士電機では，EIC（電気，計装，コンピュータ）統合

オペレータステーションとして IOS－2500H を製品化して

いる。IOS 2500H は，電気制御用，計装制御用，コンピュー

タ制御用の各コントローラとデータウェイ DPCS F で接

続され，すべての情報を 1台の CRTで表示することが可

能である。

IOS 2500H の特徴は以下のとおりである。

一つの画面を表示させたまま他のさまざまな情報を

ウィンドウという形で重ね合わせ表示可能

統合データベースステーション IDS 2500H，統合エ

ンジニアリングワークステーション IES 2500 による複

数の IOS 2500H のソフトウェアの集中管理・メンテナ

ンスが可能

用途とスペースに応じて，CRT収納タイプ（図１）

とデスクトップタイプを選択可能

大形スクリーン表示

ハングルフォント搭載によるハングル語の表示

主要仕様を表１に示す。

２.２ PMS 2500

制御・監視 HCI PMS 2500 は，グラフィック用マイク
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図１　IOS-2500Hの外観

表１　IOS-2500Hの主要仕様 

項　目 

H
C
I
機
能 

仕　様 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック　横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー256色 

2,048画面 

最大64台（DPCS-F） 

最大4CRT/台 

最大8台 

サポートツール FPROCES-M

モニタサイズ 

表 示 方 法  

表 示 色  

プラント画面 

ステーション数  

モ ニ タ 数  

プ リ ン タ 数  

対 話 作 画  
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ロプロセッサユニット（MPU）と制御用 MPUのマルチ

CPU構成により，監視・操作と制御を 1台の HCI で行う

ことができる。

PMS 2500 の主な特徴は以下のとおりである。

Tリンク 4回線により，合計でディジタル 8,192 点，

アナログ 2,048 点の I/O 制御が可能

スタンドアロンで監視操作と制御とロギングが可能

データウェイ（P/PE リンク，DPCS F）により，

PLCと接続することにより，分散制御・監視システム

を構築可能

デスクサイドタイプとデスクインタイプがあり，選択

可能

主要仕様を表２に示す。

２.３ パーソナルコンピュータ応用HCI

パーソナルコンピュータ（パソコン）による監視・制御

システムとして，汎用パソコンをベースとしたハードウェ

ア・ソフトウェア構成によるパッケージ化されたシステム

製品が数多く市販されている。これらの多くは，パソコン

監視・制御システムの構築に向けて販売されている SCA

DA系パッケージソフトウェアを組み込んで成り立ってい

る。当社標準画面をこの上でライブラリ化して組み込み，

プラントごとのアプリケーション画面を付加してプラント

への適用を図っている。

パソコン応用HCI の主な特徴は以下のとおりである。

ハードウェア・ソフトウェアが安価

SCADA系パッケージソフトウェアのGUI（Graphical

User Interface）が優れていて使い勝手が良好

他のOA系アプリケーションとのデータ連携が容易

主要仕様を表３に示す。

操業支援システム

操業支援システムの方案モニタは，MICREX IX シス

テムにおいて，PLC ICS 2500S のソフトウェアを監視す

るモニタステーションであり，運転室に設置され，オペレー

タによるプラントの運転を支援する監視システムである。

方案モニタ機能としては，接続されているすべての

PLC のプログラムの内容を表示することが可能であり，

コントローラを選択することにより，該当するコントロー

ラのプログラムページ選択画面が表示される。ここに登録

されているインタロックや自動フローを表示する場合は，

項目を選択することにより，該当するプログラムのページ

が方案モニタに表示される。インタロックや自動フローは

運転方案記述言語の条件テーブルやシーケンシャルファン

クションチャート（SFC）で書かれているので，ライン運

転や自動運転のインタロック不成立項目の確認や，自動運

転の渋滞箇所などをオペレータが運転室のモニタで確認す

ることができる。図２に条件テーブルの画面表示例を示す。

ハードウェアの構成は，データ収集用のコントローラ

ICS 2500S とパソコンからなっている。

メンテナンス支援システム

産業プラントにおける制御システムは機械設備を直接制

御する可変速駆動装置と，それらを統括制御する PLCに

て構成されている。近年，この制御システムは複雑化・大

規模化され，可変速駆動装置も高機能化・高性能化が図ら
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図２　条件テーブルのモニタ画面

表３　パソコン応用HCIの主要仕様 

項　目 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 
通
信
 

仕　様 

 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック 横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー256色 

リアルタイムマルチタスクOS 

SCADA系パッケージ 

各種通信用ドライバ 

Ethernet 

Ethernet，P/PEリンク 

本 体  

CPU 

CRT 

OS 

アプリケーション 

そ の 他  

情 　報 　LAN 

制　 御　 LAN

OA系パッケージソフトウェアとのデータ連携などの拡張性あり 

＊ Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標 

＊ 

表２　PMS-2500の主要仕様 

項　目 

H
C
I
機
能 

制
御
機
能 

仕　様 

 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック 横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー32色（基本16色＋ブリンク16色） 

128画面 

最大64台（DPCS-F，PEリンク） 

最大3CRT/台（ただし3CRT目はモニタ専用） 

最大3台 

サポートツールFPROCES-M 

FCL（Functional Control Language） 

512 kワード 

256 kワード 

ラダー図，SFC，ファンクションブロック図，
条件テーブル，サポートツールFPROCES-C

モ ニタサイズ  

表 示 方 法  

表 示 色  

プ ラ ント画面  

ステーション数 

モ ニ タ 数  

プ リ ン タ 数  

対 話 作 画  

命 令 言 語  

プログラムメモリ 

デ ー タメモリ  

プ ロ グ ラ ム  
表 現 方 法  
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れている。一方，プラントの安定操業を実現するためには

信頼性の維持・管理が重要な条件となってきている。

このようなニーズにこたえるために，プラントの状態監

視保全（CBM： Condition BasedMaintenance）の精度向

上と万一障害が発生した場合の平均復旧時間（MTTR：

MeanTimeToRepair）の短縮に貢献するメンテナンス支

援システムとして，FORS（Fuji Observation and Record-

ing System）シリーズを紹介する。

FORS は，通常の操業データ収集だけでなく，障害発生

時における現象の把握，原因の追求を容易に行えるので，

各ユーザーから高い評価を得ている。

４.１ プラント電気設備集中監視システム FORS 2000

FORS 2000 は，交流可変速駆動装置 FRENIC4000VM4

や直流可変速駆動装置 LEONIC－M500 などの DDC可変

速駆動装置群を最大 200 台まで専用伝送ネットワークで結

合して，各種運転制御情報や故障時のトレースバックデー

タを収集し，記録・表示・レコーダへの出力を行う集中監

視システムである。また，トレースバックメモリ付アナロ

グ入力モジュール（AIM）を用いることでアナログ可変速

駆動装置や各種電気機器の集中監視もできる。代表的な機

能・仕様は以下のとおりである。図３に画面表示例を示す。

最大 6点/画面のリアルタイムデータをオンラインで

トレンド表示・印刷（1s サンプリング）

最大 35 点/可変速駆動装置の正常・故障時のトレース

バックデータを同一時間軸で表示・印刷（記録時間 450

ms 間/サンプリング周期 2ms）

ある可変速駆動装置が故障した場合に，そのタイミン

グで正常な可変速駆動装置にトレースバックデータを記

録する連動トリガ機能

最新故障データ 300 件の故障履歴と対象 DDC全故障

のトラブルシューティング表示・印刷機能

アナログデータ 32 点，ビットデータ 16 点のレコーダ

出力機能（分解能： 20ms）

４.２ PLCデータトレーサ FORS 5000

FORS 5000 は，P リンクおよび PE リンク上の制御

PLC伝送データを，専用 PLCを介して収集し，記録・表

示・レコーダへの出力を行う集中監視システムである。ま

た，ICS 2500S はライブラリソフトウェアを使用すること

で，伝送リンクに出力されない内部情報（最大 15 局まで）

の集中監視もできる。代表的な機能・仕様は以下のとおり

である。図４に画面表示例を示す。

最大 16 点/画面のリアルタイムデータをオンラインで

トレンド表示・印刷（50ms サンプリング）

最大 96 ワードの 16 時間連続記録（ヒストリカルデー

タ）と表示・印刷（50ms サンプリング）

最大 256 ワードのデータを各種トリガ設定により同一

時間軸で表示・印刷するトレースバック機能（記録時間

1分間/50ms または 2分間/100ms サンプリング）

アナログデータ 48 点，ビットデータ 32 点のレコーダ

出力機能（分解能： 50ms）

故障監視システム

プラント制御システムの故障や設備上のトラブルをいち

早くオペレータに知らせ，その対応・処理についてのアナ

ウンスを行うシステムを，HCI マシンのシステムソフト

ウェアやパッケージソフトウェアとして機種を問わず搭載

し運用している。

５.１ システムアラーム

HCI が接続された LAN上の各ステーション（PLCなど）

のマシンの RAS情報から制御システム上の異常を検知し，

一般画面の最上部もしくは最下部へメッセージの飛び出し

表示を行う。また，サマリー画面も併せ持ち時系列表示も

可能である。異常メッセージにはそれぞれサブ画面（ウィ

ンドウ）が用意され，その詳細情報や対処方法を登録する

ことによりオペレータへの優しいアナウンスを行っている。

さらに，システムの状態監視と異常表示をグラフィカルに
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図３　トレースバックデータ画面 図４　ヒストリカルデータ画面
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行うシステム「システムコンディションパネル」機能も具

備している。

５.２ プロセスアラーム

設備全般にわたる故障・アラーム項目をあらかじめ登録

し，プラントコントローラの持つ故障信号のタグなどの状

態変化により故障の発生・復旧を検知しシステムアラーム

同様に飛び出し表示する（図５）。また，サマリー画面に

おいては発生順，発生中，指定時刻，警報区分などにより

検索表示が可能で，スムーズな故障解析を手助けする。各

項目からはサブ画面の呼出しが可能で，対処方法のアナウ

ンスを行うことができる。さらに，故障発生に合わせたデー

タ収集作業の起動・停止なども可能で事故解析・再発防止

対策の材料となっている。

５.３ 条件監視システム

プラントの高機能・複雑化により設備の自動運転などに

は数多くのインタロックが存在する。これらの運転におい

てその条件項目を監視し，異常発生時の迅速な原因究明・

復旧はプラントのスムーズな運営に不可欠となっている。

そこで自動運転 96 ブロックのそれぞれ 192 条件について

状態表示・異常発生表示を行うパッケージソフトウェアを

開発し運用している。状態表示においては，運転前にオペ

レータが不成立条件をチェックしやすいように不成立条件

だけを検索して表示させる機能を持っている（図６）。異

常発生表示には，運転指令が出たにもかかわらず起動でき

なかった場合の原因となる条件を示す「起動失敗条件表示」

と，自動運転中に異常停止してしまった原因の条件を示す

「第一欠落条件表示」の 2種類を用意している。

システム構成例

最新の大規模プロセスラインである連続焼鈍ラインの運

転・監視システムの構成例を図７に示す。入側・出側運転

室にHCI と方案モニタを設置し，ライン全体の設定・監

視，条件テーブル・ SFCによる状態監視ができるように

している。電気室には，電気メンテナンスのための HCI，

FORS 2000，FORS 5000 を設置し，メンテナンスを容

易にしている。

あとがき

最近の運転・監視システムについて概要を紹介した。今

後さらに自動化・省力化が推進されるのは必然であり，情

報量も増大，内容も高度化する。したがって，運転・監視

システムの役割はますます重要性が高くなる。これらの

ニーズに適切に対応できるよう，またオペレータやメンテ

ナンス員にとって使いやすくかつ最適なシステムを提供で

きるよう，今後も一層の努力をしていく所存である。
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図５　プロセスアラーム画面 図６　条件表示画面
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図７　運転・監視システムの構成例
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