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まえがき

石油・化学プラントなどの基礎素材産業分野では厳しい

国際競争のなか，グローバル化の進展・高付加価値製品の

追求がますます高まってきている。

このため，計測制御・情報システムはオープンな技術を

駆使し，高機能で低価格なシステムの提供が必要になって

きている。

富士電機では，オープンなシステムを提供すべく，計測

制御分野において，フィールドバスの国際標準化活動，製

品化展開を積極的に推進している。

フィールドバスの国際標準化の推進を目的として，世界

中の 100 社以上の企業が参加し，フィールドバス協会が

1994 年 9 月に発足した。富士電機も発足当初から理事会社

として参画し，仕様開発，ハードウェア開発，普及・広報

の活動の一翼を担ってきた。

フィールドバス協会は 1996 年 1 月，米国にて低速フィー

ルドバスの通信プロトコル試験を実施し，1996 年 6 月に最

終仕様（FS： Final Specification）を完成させた。また，

富士電機が主体となり，1996 年 12 月に光フィールドバス

ワーキンググループを発足させ，光フィールドバス機器の

仕様を作成している。

本稿では IEC規格およびフィールドバス協会の仕様に基

づいた光フィールドバスを中心とする富士電機のフィール

ドバスシステムの特長，開発仕様を紹介する。

光フィールドバスシステムの概要と構成

２.１ 光フィールドバスシステムの概要

フィールドバスとは，計測制御システムを構成する各フィー

ルド機器と制御機器とを相互に結ぶ，従来の 4～ 20mAの

アナログ電流信号に代わるディジタル通信である。フィー

ルドバスの信号の伝送路として光ファイバを使用し，耐ノ

イズ性，安全性など光信号の持つ優れた伝送特性を生かし

たものが光フィールドバスである。

光フィールドバスの物理層規格には IEC1158-2 光ファイ

バ伝送媒体（15～18 節）を採用し，物理層より上位層は電

気フィールドバスと同じフィールドバス協会仕様を採用し

ている。

２.２ 光フィールドバスシステムの構成

光フィールドバスシステムの構成機器はセンサ，アクチュ

エータなどのフィールド機器，光スターカプラ，電気－光

フィールドバス変換器，上位システム機器の四つに大別さ

れ，それらが光ファイバケーブルや電気ケーブルで接続さ

れる。図１にシステム構成を示す。

２.２.１ フィールド機器

光フィールドバスのフィールド機器は一般のセンサやア

クチュエータに加え，光ユニットと呼ばれる光学部品が内
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図１　光フィールドバスシステムの構成
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蔵された構造となっている。光ユニットは光信号の送受信

のための発光ダイオードやホトダイオードと光コネクタが

一体となった構造となっており，1本の光ファイバで双方

向の伝送を可能にしている。

フィールド機器の多くは電源として内蔵リチウム電池を

採用している。このため各機器への電源ラインは不要とな

り，フィールド機器は外部から電気的に絶縁される。

２.２.２ 光スターカプラ

光スターカプラは現場に設置される電源不要の光学機器

で，複数のフィールド機器の信号を多重化して 1 本の光

ファイバで上位機器へ伝送する役割と，反対に上位機器か

らの信号を各フィールド機器に分配する役割を持つ。図２

に光スターカプラの外観・内部構造を示す。

光スターカプラは 16 個の光コネクタを持ち，フィールド

機器や上位機器など合計で最大 16 台の機器を接続できる。

光スターカプラの内部にはミラーが内蔵されており，各光

コネクタから入力された光信号は内蔵ミラーで反射され，

すべての光コネクタから出力される。このためフィールド

機器は上位機器だけでなく，フィールド機器間での通信も

可能である。

２.２.３ 電気－光フィールドバス変換器

電気－光フィールドバス変換器は，フィールドバスの電

気信号と光信号とを相互に変換する装置である。外観を図

３に示す。電源は電気フィールドバスの信号とともに電線

媒体から供給される。電気－光フィールドバス変換器は上

位機器とともに計器室に設置され，フィールド機器と上位

機器とのインタフェースの役割を果たす。この変換器は英

国のバリヤメーカーであるMTL社（Measurement Tech-

nology Limited）と共同で開発を進めている。

２.２.４ 上位機器

上位機器としては分散形制御システム（DCS）やパーソ

ナルコンピュータ（パソコン）が挙げられる。上位機器に

はフィールドバス信号を送受信するためのインタフェース

機器が実装される。上位機器は電気，光を問わずフィール

ドバスに共通である。

２.２.５ 光ファイバケーブル

光フィールドバス用の光ファイバとして具備すべき要件

は，実用上要求される伝送特性や経済性に加え，光コネク

タの組立を現場で行う必要性があることを考慮すると，あ

る程度ファイバ径が大きく取扱いが容易であることも重要

である。

これらの要件から表１に示す 2種類のファイバを採用し

ている。光コネクタは FCコネクタと STコネクタの 2種

類を採用している。

光ケーブルの構造はコード集合形とし，光ケーブルは

フィールド機器の端子ボックス内の光コネクタに接続され
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図２　光スターカプラの外観・内部構造

表１　光フィールドバス用の光ファイバケーブル

光ファイバの種類
光減衰率と伝送距離 用途・備考

光コネクタ
組立の容易性タイプ コア径/クラッド径

50/125　m

62.5/125　m

100/140　m

200/230　m

石英ファイバ
光減衰率：小
伝送距離：大

光減衰率：大
伝送距離：小

石英ファイバ

石英ファイバ

プラスチッククラッド
ファイバ（PCF）

光コネクタ ：FCコネクタおよびSTコネクタ
ケーブル構造 ：コード集合形

™コンピュータ通信
™制御システム用LAN PLC通信

光フィールドバス用として採用
（光減衰率 4 dB/kmで最大伝送距離1.2 km）

光フィールドバス用として採用
（光減衰率 6 dB/kmで最大伝送距離0.7 km）

困難

容易

電気フィールドバス端子 

光コネクタ 

図３　電気－光フィールドバス変換器の外観
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る。図４に光ケーブルの接続例を示す。

光フィールドバスの特長

光フィールドバスシステムには，フィールドバスとして

の特長に加え，光伝送の持つ特長を兼ね備えている。

３.１ 双方向ディジタル通信

フィールドバスはフィールド機器とDCSなどの上位機器

とを相互に接続，通信可能とする計測制御システムにおけ

るインフラストラクチャ技術であり，従来のアナログ伝送

では実現できなかったさまざまなインテリジェンス機能の

実現が期待できる。

具体的にはフィールド機器間の通信により信号検出，制

御演算，操作などをフィールド機器にて行うフィールド分

散制御や，高度な機器保全機能などの実現が可能となる。

３.２ マルチドロップ接続

従来の 4～20 mA の電流を利用したアナログ伝送では

フィールド機器と上位機器とを 1 対 1 で接続する構成で

あったため，各フィールド機器に対し一対の電線が必要で

あった。

フィールドバスではディジタル通信により一つのバス上

に複数台のフィールド機器を接続できるため，信号ケーブ

ルの削減，配線工事の合理化といったメリットが得られる。

トポロジー（接続形態）は電気フィールドバスではバス形

を基本とし，ツリー形やスプリットスター形をとることも

できる。光フィールドバスでは光スターカプラを利用した

スター形をとる。

３.３ 優れた伝送特性

フィールドバスではディジタル通信を正常に行うため，

ノイズや信号波形のひずみに対して誤り制御などのソフト

ウェア手法により対策する機能を持つ。電気フィールドバ

スの場合，信号伝送媒体が電線であるため，電磁誘導など

外部ノイズを根本的に回避する手段はなく，ケーブルの選

定やケーブルルートの工夫によりノイズの影響を低減する

対策がとられる。

光フィールドバスでは光信号により伝送を行うため，本

質的に外部ノイズによる影響がない。このため信頼性の高

い伝送が可能である。

３.４ 耐雷性

電気フィールドバスでは一つのバスに複数台のフィール

ド機器が接続される。このため，雷サージによる被害は従

来のアナログ伝送の場合より重大になることが懸念される。

このため，システム設計時に従来のように避雷器を設置す

るほか，一つのバスに接続する機器の種類や台数を制限し

て危険分散を図るといった対策がとられる。

一方，光フィールドバスの機器の多くは電気的に絶縁さ

れており，基本的に耐雷性にも優れている。

３.５ 本質安全防爆

電気フィールドバスにて本質安全防爆（以下，本安と略

す）の対応をとる場合には，バスごとにバリヤを 1台接続

する形態となる。

フィールドバスの規格上は一つのバス上に接続可能な機

器の台数は最大で 32 であるが，本安の対応をとる場合には

消費電流を制約する必要があるため制限される。さらに，

本安の条件を満たすかどうかの判定はそれぞれの機器が実

際に接続された場合を想定して行われなければならない。

したがって，何台まで接続できるかの判断はどのメーカー

のどの機器を接続するかに依存する。

光フィールドバスの場合，本安の認定は機器ごとに行わ

れるため上記のような接続機器台数の制約を受けない。ま

た，機器の多くはバッテリー駆動で外部給電が不要のため

バリヤなしで本安とすることができる。

３.６ 伝送ラインの二重化

光フィールドバスでは光スターカプラのコネクタを2チャ

ネル使用して光ケーブルの幹線（光スターカプラ－計器室

間光ケーブル），および上位機器を二重化することが可能で

ある。これによりフィールド機器を一つのバス上に複数台

接続できることによる経済的メリットと，信頼性の向上と

を両立している。

図５に二重化システムの構成例を示す。

光フィールドバス機器の開発仕様と今後の展開

４.１ 機器の開発仕様

現在開発中の主なフィールド機器の概要と仕様は次のと

おりである。

４.１.１ 圧力・差圧発信器

本計器は，各種流体測定に使用される静電容量式の高精

度圧力および差圧発信器である（図６）。

伝送はフィールドバス協会仕様（FS1.0）に準拠したプロ

トコルを実装し，機器間同士での相互運用性（インタオペ
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ラビリティ）を実現するためにフィールドバス協会仕様の

ファンクションブロックを実装している。各部構成には供

給電源と供給クロックを個別に制限できるパワーマネジメ

ント制御を実装し，低消費電力化を図っている。

構　成

機器構成は，圧力計測を行うセンサユニット，その出力

の信号処理と通信を行うアンプユニット，光通信信号の送

受を行う光ユニット，圧力値などを表示する表示ユニット，

電源の安定化を行う電源ユニットからなり，すべての回路

は内蔵リチウム電池で駆動されている（図７）。

仕　様

精　度　：－＋0.1 ％

周囲温度：－30～＋70 ℃

電　源　：内蔵リチウム電池（1 個）

測定範囲：圧力； 1.6～50,000 kPa

差圧； 0.1～3,000 kPa

防　爆　：本安

４.１.２ 温度変換器・多点温度変換器

1 点または最大 16 点の熱電対・測温抵抗体温度センサか

らの信号を入力として光フィールドバスシステムに接続さ

れる温度変換器（1点用）・多点温度変換器（最大 16 点）

である。多点温度変換器の外観を図８に示す。

温度センサ断線検知，ファンクションブロックのアラー

ム処理などの診断機能をもち，多点温度変換器は最大 16 点

の温度データをマルチプレクスし，1本の光ケーブルで上

位に伝送できる。

構　成

入力信号は内蔵マイクロプロセッサにより高精度 A-D

変換した後，標準AI ファンクションブロック（フィール

ドバス協会仕様）で処理される。温度変換器（1点用）は

内蔵バッテリーで駆動され，多点温度変換器は外部電源に

より駆動される。

仕　様

電　源　　：温度変換器（1点用）；内蔵リチウム電

池（1個）

多点温度変換器；DC24V，

AC100/115/220V

測定範囲　：－200 ～＋1,200 ℃

適用センサ：熱電対，測温抵抗体

防　爆　　：本安

４.１.３ 光－空気圧変換器

本計器は，光フィールドバスを通して入力される設定値

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）
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図５　光フィールドバス二重化システムの構成
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図７　光フィールドバス発信器の内部構成

図６　圧力発信器の外観
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に応じて空気圧（20～100 kPa など）を出力し，ダイヤフ

ラム式調節弁などを駆動する（図９）。

外部給電を必要としないため，単体で本安構造が実現可

能であり，出力のリードバックや入力断線時のバーンアウ

ト機能などを備えている。

構　成

機器構成は，通信および制御処理を実行する制御部，そ

の出力を空気圧に変換する電気－空気圧変換部，出力圧を

測定するフィードバックセンサ部からなり，すべての回路

は内蔵リチウム電池で駆動される。

仕　様

空気圧出力： 20～100 kPa

電　源　　：内蔵リチウム電池（1 個または 2 個）

防　爆　　：本安

４.１.４ 光リピータ

フィールド機器から受信部までの伝送距離が長い場合に

光の増幅器として使用する。

長距離伝送により微弱となった光信号強度を基準レベル

に戻して送出し（－40 dBm→－13.5 dBm），劣化した信号

のひずみ特性を改善する。

構　成

機能的に次の三つの部分で構成される。

入力した光信号を電気信号に変換するO-E変換部

変換された電気信号の信号品質を改善するロジック

回路部

その出力を再び光信号に変換するE-O変換部

仕　様

入出力信号：フィールドバス光ディジタル信号

伝送距離：フィールド機器と上位機器間；最大 7km

電　源　：DC24 V（DC20～30 V）

周囲温度：－10～＋50 ℃

防　爆　：本安

４.２ 今後の展開

本稿で説明した各機器はプラント構成上の基本デバイス

であり，今後は機種ぞろえを図ることが必要である。既存

信号（4～20mA，1～5V）と光フィールドバス信号の変

換器，HHC（ハンドヘルドコミュニケータ）などが考えら

れよう。

また，フィールドバスは制御データに対する保護機能が

強力であるが，その機能を十分に使いこなすためのメンテ

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）
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図１０　フィールド実証試験システムの構成

図９　光－空気圧変換器の外観



光フィールドバスシステムの展開

ナンスツールの充実，通信解析ノウハウの蓄積，保守・技

術要員のビルドアップなどが課題である。早急な立上げの

ためにも，これらの充実化を図っていくことがフィールド

バス普及の一つの方策と考えている。

光フィールドバスのフィールド実証試験

現在，千代田化工建設（株）のご協力のもと石油メジャー

のシェルとともにSRTCA（Shell Research and Technology

Centre Amsterdam）にて光フィールドバスシステムの

フィールド実証試験の計画を進めている。図 に評価シス

テムの構成図を示す。1997 年 10 月から 1998 年 3 月までの

間，フィールド機器の設置や光ケーブル敷設の容易性から，

システムの性能，機能，信頼性など，ユーザーサイドから

見た実用性を重点的に評価する。

あとがき

光フィールドバスシステムの構成，特長，開発仕様につ

いて紹介した。

フィールドバスの製品化に向け，1997 年 10 月に米国の

ISA TECH’97 および日本の INTERMAC’97（国際計測工

業展）への出展，さらにフィールド実証試験の実施により，

光フィールドバスシステムは製品化最終段階となり，今後

実用化に向けた活動を展開する所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2639152 平田　賢二冷凍冷蔵ショーケース 2642618
西尾　三男
竹内　剛久表示灯装置

2639159

玉井　　満
湯原　忠徳
中村　公弘
北村　和明
高野　敏行
高浜　禎造
松田　幹彦
相馬　伸一

静電容量式差圧検出器

2639195

軽部　邦彦
野村　年弘
久本　正昭
白石　博隆

誘導加熱用インバータの出力制御装
置

2639170 佐野　友美固定磁気ディスク装置の学習制御方
法

2639198 小池　輝男
嘉住　周一自動販売機の洗浄装置

2639206 富井　栄一
松村　光美

ブレーキモータの回転検出器取付装
置

2639214 板敷　栄二
村田　　靖カード搬送装置

2639215 宮本　信幸レーザ加工装置

2639217
岡本　泰道
藤掛　章雄
長谷川喜吉

光電スイッチおよび光電スイッチ
本体ケースカバーの保持構造

2639308
酒井　利明
松崎　一夫
天野　　彰

力センサ，温度センサおよび温度・
力センサ装置

2641913 岡崎　金造直流アーク炉の操業方法

2641914 鶴田　正己直流アーク炉の点弧回路制御方法

2642690

坂口　豊重
津田　孝一
向江　和郎
石井　孝志

電圧非直線抵抗体の製造方法

2642755 金田元四郎
中川　和三放電性事故点地上探査方法

2642760 佐々木　敦DMA伝送データ受信装置

2642779
奥畑　一也
細田　直樹
高谷　松彦

クロックホールド回路付計時装置

2642790
林　　静男
川西　清和
金城　秋夫

加圧式注湯炉

2643214 服部　芳正
古庄　　昇電子写真用感光体

2643216 古庄　　昇
折笠　　仁電子写真用感光体

2643384 小野　春雄
藤田　　満超電導マグネット

2643413 石川　雅英
清水都美雄多相無接点接触器

2643431 熊谷　直樹高耐圧半導体装置の製造方法

2643443 長尾　泰明乾式薄膜加工方法

2643479 広田　光二自動販売機のデータ収集装置

2643482 神崎　　昇端末用網制御装置の給電装置

2643487 唐津　了三表面実装用のコンデンサ



＊ 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。




