
井上　芳範

火力，原子力，化学プラントなど

の計測制御システムのエンジニア

リング業務に従事。現在，システ

ム事業本部計測システム事業部技

術第二部主査。

吉田　　裕

分散形制御システムの開発に従事。

現在，東京工場システム開発部主

査。

富士時報 Vol.70 No.11 1997

まえがき

最近のプラント監視制御装置はますます高度化する傾向

にある。対象となるプラントは物理的システムで築かれて

おり，インプットや内部を通過する物質の流れと，必要な

エネルギーを最小にし，最大のアウトプットを得るために

作られている。監視制御装置はこのようなプラントを効率

的な運用に導き，さらに最少のオペレータ数で最大の生産

性をあげることが必要になる。現象が起きる前の予知や予

測，オペレータの知識に基づく操作が望ましい結果につな

がるようにしなければならない。

このために，従来のプラント監視制御装置に対し，情報

のレベルをより一層引き上げ，しかも手ごろな価格でシス

テムが構築できなければならない。計画系と製造系との融

合や汎用品の使用がソリューションとなる。そして，人と

現場の情報およびコンピュータのなかの世界が密接につな

がる工夫がベンダの役割になる。

今日，パーソナルコンピュータ（パソコン）の機能・性

能の向上により，オフィスから産業の現場へもその利用が

急速に広がっている。表現力に富むグラフィカルヒューマ

ンインタフェース，オープン化された情報通信機能が手軽

に計測制御の世界で使えるようになった。近年の厳しい経

済環境や低迷する設備投資のなかにあって，高度なシステ

ムが導入しやすくなっている。

パソコンを使った制御システムの形態も新たな展開が求

められている。応用範囲も小規模システムは無論，システ

ム規模にとらわれない展開が必要である。以下，ライトサ

イジング，ライトセレクションのコンセプトに基づき開発
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図１　FOCUSのシステム構成
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したオープン統合化制御システム「FOCUS」（Fuji Open

Control Universal System）について述べる。

システム構成と特長

２.１ システム構成

パソコン関連のオープン素材とコントローラの組合せに

より，各種のシステムを構築することができる。

システム構成を図１に示す。オペレータステーション

１台とコントローラ１台の最小構成から，オペレータス

テーション 6台とコントローラ 8台の最大構成まで構築

することができる。オペレータステーションとコントロー

ラは制御 LAN（Local Area Network）（Ethernet
〈注 1〉

）で

接続する。同一の Ethernet 上に DCS（Distributed

Control System）コントローラ ICS-2000 とプログラマ

ブルコントローラ（PLC）MICREX-F を接続し，制御

を分担することができる。MICREX-F は P/PE リンク

にも接続できる。

情報 LAN（Ethernet）により他システムとのデータ

連携が可能となり，製造，物流，保全などのシステムと

統合することができる。また，情報 LANにネットワー

クプリンタを接続し，複数のオペレータステーションで

1台のプリンタを共用することもできる。

FOCUS を核としたクライアント・サーバシステムが

構成できる。サーバとコントローラが制御 LANで接続

され，アプリケーションプログラムおよびプロセスデー

タはサーバに一元管理される。複数のクライアントオペ

レータステーションがサーバと情報 LANで接続される。

一元管理されたアプリケーションプログラムにより，複

数のオペレータが一元管理されたデータを使用して，異

なる設備の監視・操作を行うことができる。

オペレータステーションのリモート接続構成を図２に

示す。ローカルオペレータステーションとリモートオペ

レータステーションを電話回線，ISDNなどで接続する。

現場から離れた事務所などで，現場と同様な操作・監視

を行うことができる。

リモート接続，モバイルコンピューティング，無線技

術を使用し，現場巡回端末のカメラの画像をオペレータ

ステーションで監視したり，現場で端末により監視・操

作することもできる。

２.２ オペレータステーション

オペレータステーションとして IBM PC/AT
〈注 2〉

互換パ

ソコンを使用する。OS（Operating System）は，優れた

ユーザーインタフェースと信頼性を兼ね備えた Win-

dowsNT
〈注3〉

を採用した。

より信頼性が求められるシステムでは，FAパソコン

〈注1〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標

〈注2〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp.の商標

〈注3〉WindowsNT：米国Microsoft Corp.の登録商標

を使用することもできる。FAパソコンは，耐環境性に優

れ，24 時間連続運転が考慮されている。

入力デバイスとしては，標準キーボード，マウス，

タッチパネル，アプリケーションキーボードがある。シ

ステムの性格により，選択することができる。

コンソールデスクを用意しており，従来の制御室にも

違和感なく設置することができる。

DCSの経験を生かし，操作性のよい各種の監視・操

作画面を搭載している。監視・操作画面一覧を表１に示

す。また，画面例を図３，図４に示す。プラント画面は

InTouch
〈注4〉

（ワンダーウェア社の運転・監視ソフトウェア

パッケージ）で作成する。プラント画面で使用する計器

図，ポンプ，バルブなどの部品を備えており，画面作成

が効率化できる。帳票はEXCEL
〈注5〉

でフォーマットを作成

でき，プロセスデータの演算およびデータのグラフ化が

容易であり，帳票をビジュアル化することができる。

２.３ コントローラ

富士電機のDCS であるMICREX-IX シリーズと共通な

〈注4〉InTouch ：米国Wonderware 社の商標

〈注5〉EXCEL ：米国Microsoft Corp.の商品名称

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図２　オペレータステーションのリモート接続構成

表１　監視・操作パネル一覧 

プラントパネル 512点×100ページ 

8タグ×384ページ 

プラントの設備，系統図など
を表示 

8個の計器モジュールを表示 グループパネル 

1タグ×2,304ページ 

20点×100ページ 

計器モジュールの詳細を表示 ル ー プ パ ネ ル  

8ペン×64ページ 蓄積データを時系列グラフで 
表示 

トレンドパネル 

20点/画面 
（スクロール表示 
2,000点） 

アラームを時系列に表示 

操作履歴を時系列に表示 

アラームパネル 

日報：20種 
月報：20種 
年報：20種 

データを表形式で表示 帳 票 パ ネ ル  

ヒ ス ト リ カ ル  
メッセージパネル 

32点×16ページ アナンシエータ窓に表示 アナンシエータ 
パ ネ ル  

1ページ システム状態を表示 システムコンディ
シ ョ ン パ ネ ル  
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EI（Electric Instrumentation）統合コントローラ ICS-

2000 およびプログラマブルコントローラ MICREX-F を

使用することができ，目的に合わせて最適な機種を選択す

ることができる。さらに，同一の画面から ICS-2000 と

MICREX-Fの監視・操作を行うことができる。MICREX-

F でフィードバック制御を行うこともでき，この場合は同

一のグループ画面に ICS-2000 と MICREX-F の計器図を

表示することも可能である。

２.３.１ EI 統合コントローラ ICS-2000

ICS-2000 の制御仕様を表２に示す。また，特長を以下

に述べる。

MICREX-IX と共通のコントローラであり，パソコン

計装システムにおいても，従来の DCSと同様な，高速

シーケンス制御とループ制御を有機的に結合した EI 統

合制御，ファジィ制御を行うことができる。

耐環境性に優れたモジュール構造であり，専用ロッカ

以外にも取付けが可能である。

フィールド LAN（Tリンク）により，分散形 PIO

（IPU）を接続する。IPUは，現場に分散設置でき，1点

単位のモジュール構造である。光ファイバ式フィールド

計装システム FFI（Fiber-optic Field Instrumentation）

（3）

（2）

（1）
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表 ２　ICS-2000の制御仕様 

計測制御 

タ ス ク  
制 御  

内 部 計 器  

シ ー ケ ン ス  

288モジュール 
PID位置形出力，PID速度形出力，比率
演算器，2値オンオフ調節計，指示警報
器，手動操作器など 

64シーケンステーブル 

タ ス ク 数  5レベル　100本 

割 込 み 制 御  1 ms/10 ms 定周期割込み，事象割込み 

プ ロ グ ラ ム  256 k ワード 

ビット，ワード，ダブルワード， 
浮動小数点 

デ ー タ  128 k ワード 

最大 ディジタル：8,704点 
 アナログ　：2,048点 

サ ブ ル ー チ ン  480本 

処理速度 

入 出 力 点 数  

メ モ リ  
容 量  

命 令 実 行 時 間  0.125　s（シーケンス演算） 

内部計器演算周期 最小 60 ms

タイムチャート 
演 算 周 期  

プ ロ グ ラ ム 表 現  

デ ー タ タ イ プ  

200 ms×　倍 n

ラダー図，ファンクションブロック図，
SFC，条件テーブル，ループ図， 
タイムチャート 

グループパネル 
タグメニューパネルの下位画面で8点の計器の監視や操作を行う。 

トレンドパネル 
プラントデータの時間推移のグラフ表示を行う。 
拡大機能やスクロール表示機能を持っている。 

帳票パネル 
日報・月報・年報をEXCELシートで表示する。 
手入力もこのシートで可能である。 

図４　FOCUSの標準画面例

図３　FOCUSのプラント画面例
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を接続できる。また，光フィールドバス対応も開発中で

ある。

２.３.２ プログラマブルコントローラMICREX-F

シーケンス制御主体のシステムをコストミニマムに構築

する。PID モジュールまたは Tリンク接続によるシング

ルループコントローラにより，PID制御が可能である。ま

た，PID制御をソフトウェアで行うためのソフトウェアモ

ジュールを用意している。

２.４ 周辺機器

市販のパソコン関連の周辺機器を使用することができ，

以下のように安価にシステムを構築することができる。

アラーム印刷はカラーインクジェットプリンタ，帳票

はレーザプリンタというようにプリンタを使い分けるこ

とができる。

ソフトウェアパッケージを高速にインストールする

CD-ROM（Compact Disc Read Only Memory）装置，

アプリケーションプログラムやトレンドデータをバック

アップ保存するMO（Magneto-Optical）ディスク装置

を使用することができる。

パソコンのサウンドボードにより音声アラームを出力

することができる。

パソコンのビデオキャプチャボードによりビデオ画像

を取り込むことができ，現場の監視を行うことができる。

２.５ 冗長化

システムを構成する各部分を以下のように用途に応じて

冗長化することにより，信頼性を向上することができる。

オペレータステーションは並列設置する。1台のオペ

レータステーションがダウンしても，他のオペレータス

テーションで監視・操作を行うことができる。

コントローラ ICS-2000 は，シェルフ単位に二重化す

る。2台のMPUがそれぞれ独立してまったく同一の制

御を行うウォームスタンバイ方式である。常に稼動

MPUから待機 MPUにデータを等値化し，稼動 MPU

ダウン時は待機MPUが制御を継続する。

Ethernet ケーブルを二重化することができる。

Tリンクケーブルを二重化することができる。

PIOは，I/Oモジュール単位に二重化することができ

る。

２.６ エンジニアリング

プラント監視画面は，InTouch によりグラフィカル

なアニメーションを用いた直観的な画面を容易に作成

することができる。

データの表示・設定はもちろん，データによりシン

ボルの形・色を変化させることもプログラムレスで行

うことができる。

コントローラのプログラムはパソコン上で作成・試

験を行うことができる。

ラダー図，ファンクションブロック図，SFC（Sequen-

tial Function Chart），計装ループ図，タイムチャート

などの多彩な表現形式でプログラミングできる。

定義したタグをオペレータステーションのタグデー

タベースに展開し，エンジニアリングを効率化する。

ソフトウェア構造

図５にオペレータステーションのソフトウェア構造を示

す。

DDE I/O サーバはコントローラとデータの送受信を行

う。DDE I/O サーバはDDE（Dynamic Data Exchange）

によりデータをインタフェースする。DDEは，Windows
〈注6〉

環境のアプリケーションがデータを相互に送受信できるよ

うにマイクロソフト社が開発した通信プロトコルであり，

InTouch だけでなく，他のソフトウェアパッケージとも

データを送受信することができ，容易にデータ連携するこ

とができる。InTouch は，DDEを高速化した FastDDE

によりDDE I/O サーバとデータを授受する。

DDEインタフェースにより，Ethernet を介したデータ

の授受も可能であり，管理用パソコンなどの他のシステム

と容易にデータ連携することができる。また，ネットワー

クを介したDDEインタフェースにより，クライアント・

サーバシステムを容易に構築する。

各種のDDE I/O サーバが市販されており，他社の PLC

と接続することも可能である。

標準パネルおよびプラントパネルは InTouch 上で動作

し，コントローラのアドレスを意識することなく，タグ名

でデータの表示・設定ができる。

帳票に関しては，EXCEL シートのフォーマットに従い，

マクロ処理により履歴データからデータを取り込み，プロ

セスデータ，演算値，グラフが表示・印刷される。

〈注6〉Windows ：米国Microsoft Corp.の登録商標

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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（4）

（3）
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富士時報 Vol.70 No.11 1997

576（16）

銘柄管理 
パッケージ 

標準パネル プラント 
パネル 

DDE 
I/Oサーバ 

DDE 
I/Oサーバ 

帳票 

EXCEL

履歴データ InTouch

FastDDE

WindowsNT

コントローラ 

コントローラ 

オペレータ 
ステーション 
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システム応用例

FOCUS は化学，食品，薬品・化粧品，鉄鋼，ボイラ，

ごみ処理などの各分野で導入されている。導入の動機は

オープンな環境のプラットホームがHCI（Human Communi-

cation Interface）に採用され，目的に合わせたコントロー

ラの使用，簡単操作のエンジニアリングなど，FOCUS の

特徴にあり，短納期対応，経済性，用途に応じて選択でき

る高信頼度化対応などである。導入後もユーザーから好評

を得ている。以下に応用事例を記す。

４.１ 小規模 EICシステム

近年の市場環境は大形プラントの建設は少なく，中小規

模のプラント建設や部分的改修が多くなっている。従来，

小規模 EI 制御システムは MICREX-IX シリーズなどの

DCSを使って構築されてきた。

FOCUS を導入することにより，高度な制御システムが

低コストで実現でき，分かりやすいグラフィカルインタ

フェース，強力なデータ管理と合わせ，信頼性と安全性の

高いオペレーションが確保できる。

図６に DCS コントローラを使用したシステム構成例を，

図７に PLC MICREX-F を使用したシステム構成例を示す。

いずれも，数百点の PIO を 1 台のコントローラに取り

込み，高速演算制御が行われる。2台の HCI では，オペ

レーションガイド，動力の監視操作およびプラントの監視

操作が行われる。さらにプラントの性能計算に基づく日報，

月報，四半期報，年報の帳票処理および各種管理データの

帳票処理やプラントの試験成績書の作成が行われる。帳票

は情報 LANまたはパソコンのプリンタポートに，OA

（Office Automation）で使われるレーザプリンタを接続し

出力される。ハードコピーは汎用のインクジェットプリン

タを用いて出力される。

４.２ クライアント・サーバシステム

化学，食品，薬品・化粧品プラントでは変種変量生産が

行われ，生産管理情報と銘柄管理情報がプラント監視制御

装置に伝達され，スムーズな生産につなげることが必要で

ある。また，銘柄管理情報は生産事情を基に適切にスケ

ジューリングされなければならない。

図８に FOCUS のクライアント・サーバシステムで，生

産管理および製造管理システムを構築した例を示す。

現場のプロセス情報はパソコンサーバで一元管理され，

クライアントからグラフィック画面，グループ画面，アナ

ンシエータ画面，ヒストリカルメッセージ画面などで監視

操作が行われる。

原料倉庫，製品倉庫を含む生産計画系と製造管理系を情

報 LANで接続し，生産計画系からの指示がペーパーレス

で製造管理パソコンサーバに伝達され，本サーバ内に組み

込まれた，AI バッチスケジューリングパッケージ，銘柄

管理パッケージ（FLEX-BATCH
（2）

）でプロセス指令値に

加工され，スムーズな生産が行われる。

図９にAI バッチスケジューリング画面例を示す。

AI バッチスケジューリングパッケージは以下の特徴を

持っている。

生産オーダにより製造計画の高速スケジューリングが

可能

実績データに基づくシミュレーションがガントチャー

ト上で可能

FLEX-BATCHとの連携により製造実績を取り込み，

実運転に近いスケジューリングが可能

ロットごとの傾向予測トレンドを得ることが可能

ロットごとの最適処方データが自動生成

インテリジェントアラーム出力が可能（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

577（17）

富士時報 Vol.70 No.11 1997

レーザ 
プリンタ 

オペレータ 
ステーション 

オペレータ 
ステーション カラー 
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図６　FOCUS小規模 EIC システムの構成例

（DCSコントローラ使用）

オペレータステーション 

17"CRT

オペレータステーション 

17"CRT
レーザ 
プリンタ 

LAN（TCP/IP） 

MICREX-F 
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MELSEC-A/Q 
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MICREX-F     ：富士電機（株）製 PLC 
P/PEリンク   ：富士電機（株）製 制御用LAN 
MELSEC-A/Q：三菱電機（株）製 PLC 
MELSECNET ：三菱電機（株）製 制御用LAN

P/PEリンク MELSECNET

図７　FOCUS小規模 EIC システムの構成例（PLC使用）



オープン統合化制御システム FOCUS

これらの特徴を生かして，以下のユーザーメリットが得

られる。

納期と製造能力をマッチさせた操業への移行

マンパワー，ユーティリティ負荷平準化によるコスト

ダウン

不慮の事故による生産計画，実績への影響をリアルタ

イムかつダイナミックに調査

製造情報とエンジニアリング情報の一元管理

あとがき

FOCUS の基本システムおよび応用例について述べた。

FOCUS は，パソコン関連のオープン技術と実績あるDCS

技術を組み合わせ，各種の制御システムへのソリューショ

ンである。富士電機は，これまでの DCS 適用のノウハウ

に基づき，各種制御システムを総合的に構築でき，エンド

ユーザーコンピューティングも可能なシステムを提供する。

さらに，適用範囲の拡大，信頼性の向上，自由なシステ

ム構築をめざし，OPC（OLE for Process Control ：制御

アプリケーション，フィールド装置，オフィスアプリケー

ション間の通信標準規格），クラスタ（負荷分散，障害時

の代替を目的とし，複数のコンピュータをネットワークで

接続し，連携して処理するシステム），インターネットな

どの新しい技術を取り入れ一層の充実を図っていく所存で

ある。
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図８　FOCUSクライアント・サーバシステムの構成例

図９　バッチスケジューリングパッケージの画面例
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