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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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光フィールドバス
いよいよ実証プラントに。

富士電機が提唱した
光フィールドバスが
国際標準に。
プラントの現場に分散している

センサ類とコンピュータをディジ

タル通信で結ぶ「フィールドバ

ス」は従来のアナログ伝送に比

べ，制御に必要なより多くの情

報を交換することができます。

なかでも光信号を用いた，「光

フィールドバス」は外部ノイズや

雷に強く，次世代のプラント

制御システムとして脚光を浴

びています。

世界のユーザーが安心して使

えるよう，富士電機はいち早く

光フィールドバスの国際標準規

格を提唱，これをベースに国

際規格が成立しました。すで

に海外の実証プラントに導入さ

れるなど，国際舞台の先頭に

立って実用化を進めています。

ノイズ，落雷に強いプラント制御を実現

富士電機のシステムコントロール技術

フィールド
センサ
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光フィールドバス特集

フィールドバスがプラントの情報・制御シ

ステムの共通インフラストラクチャとして注

目され，実用化に向けた活動が世界で進展し

ている。

富士電機はこのフィールドバスの国際標準

化活動に当初から参画し，IECやフィールド

バス協会での光フィールドバスの国際規格化

に直接貢献してきた。

光フィールドバスはフィールドバス本来の

特長に加え，光ファイバによる伝送により，

耐ノイズ性，耐雷性，本質安全防爆性などを

実現することができる。

表紙写真は，これからのプラントの情報・

制御システムを現場から支える光フィールド

バスをイメージ的に表現したものである。

表紙写真



品質には品質，値段には値段，サービスにはサービス，

特許には特許。これが世界と伍してきた日本の歴史である。

そして今はオープン化，仲間作りの時代である。規格をつ

くり，世に広め，分け合うパイを増やすことで活性化を目

指している。

プライベートな規格でロイヤリティ稼ぎでは先細り，皆

仲良くしようが表向きである。でも，日本は後手に回って

いる。まるで，知的所有権争いの時のように。欧州は ISO

を中心にデジュエリ規格を，そして米国はマイクロソフト

社を先頭にデファクト規格の旗を振る。慌てた日本もオー

プン化に舵を取り直している。知的所有権もオープン化も

日本の一人勝ちを制するためという側面の存在さえも意識

せずに。

そんな中で，富士電機（株）が光フィールドバスの規格を

IECやフィールドバス協会に提案し，国際規格にまで育て

たことは称賛に値する。世界を舞台にした長年の地道な努

力とともに，光に着目した先見性，使える製品にした技術

力，そして所有を捨てた決断力には頭が下がる。（財）製造

科学技術センターのお世話を受けながら，FA関連80社程

からなる FAオープン推進協議会の中で自律分散アーキテ

クチュアーを国際規格にする活動をしている身としては尊

敬の念を禁じ得ない。

FAにしても PAにしても，工場内の分散制御システム

の根幹の一つはネットワークである。そして，ネットワー

クの通信媒体には電波または光が使われている。両者とも

波長が違うだけで，電磁波である。ご承知のように，この

世で一番早く情報を伝える媒体であるので，ネットワーク

に使われる必然性がある。

しかしながら，波長の違いは特性の違いを生む。波長が

短い光は，直進性に優れ，雑音に強い。しかも，電線のよ

うな導電率が高い物質ではなく，ファイバという絶縁体の

中に閉じ込めることが可能である。その意味で，石油精製

やガス製造などの化学プラントの防爆に必須の通信技術が

光である。

もっとも，現在のフィールドバスの規格は，光としての

特性を充分に活かしているとはいえない。電磁波は波長が

短くなるほど，搬送できる情報量が増える。その意味で，

低速フィールドバスでの規格だけしか光にないのは残念で

ある。高速，いやそれ以上に基幹系の規格も作って欲しい。

ギガビットオーダーのネットワークがあれば，工場内利用

には無尽蔵に見える。

電波は電線に留まらず無線という方向性を加えている。

特にスペクトル拡散方式に基づいた通信は雑音にも強く工

場での使用が有望である。無線化は，人や機械の自由度を

大幅に向上させる。それは 4千万台を超えようとする携帯

電話などの普及が証明している。そして，機械だけでなく

人も工場の構成要素と考えれば，電線やファイバを引きず

らないデータロガーや PDAが欲しい。パソコンやビデオ

機器では赤外線を使った通信が当たり前になってきている。

将来は，ファイバを使わない光通信の規格もフィールドバ

スに加えていってもらいたい。

実は，このようなオープン化規格を実現するには日本の

高い技術力が不可欠である。光による低速フィールドバス

の規格を作ったことに安住せず，これまでの苦労で得たノ

ウハウを糧に新しい技術に挑戦頂きたい。称賛から檄文に

変わってしまったが，目まぐるしく技術が変わる現代は，

技術者にとって面白い時代である。前向きの心を持ち，毎

日を楽しむつもりで新技術，新規格を開発しつづけて頂き

たい。技術者が楽しくなければ技術立国日本の明日は無い

ことを肝に銘じて置いてほしい。

光フィールドバスと
オープン化

530（2）

新　　誠一（しん　せいいち）

東京大学工学部総合試験所助教授 工学博士



黒岩　重雄

計測・制御・情報システムの開発

企画を統括。現在，システム事業

本部産業・計測システム事業部技

師長。

富士時報 Vol.71 No.10 1998

まえがき

次世代プラントの計装制御・情報通信システムの共通イ

ンフラストラクチャとして，フィールドバスが期待され，

国際標準規格作成，仕様開発，プロモーションなど多くの

作業が世界的に行われてきた。その中心機関が国際電気標

準会議（IEC：International Electrotechnical Commission）

とフィールドバス協会（Fieldbus Foundation）である。

これらの国際活動に日本からの貢献は大きいものがある。

この国際標準規格に基づいた製品化開発が各メーカーで

行われ，展示会・フィールド実証試験と進み，製品発表が

今年から始まった。

富士電機はこのフィールドバスの国際活動に，当初から

IECの委員として，またフィールドバス協会の理事・委員

として，その中核的な役割を果たし貢献してきた。特に光

フィールドバスは規格仕様を提案し，1995年に IEC 規格

として成立した（IEC1158-2）。日本発の国際規格として

特筆すべき成果であると考えている。また，電気フィール

ドバスの低電流駆動方式も富士電機の提案によるもので，

IEC規格に追加されている。

製品提供の面で，富士電機は光ファイバ式フィールド計

装システム「FFI」（Fiber-optic Field Instrumentation

System）を10年以上前から提供してきた。これは，通信

仕様は富士電機独自で，双方向ディジタル通信，フィール

ド機器のマルチ接続などフィールドバスシステムとしての

コンセプトをいち早く実現したもので，光の特長と合わせ

て，石油・化学をはじめとする多くのプラントに採用いた

だいている。

この経験を生かし，フィールドバスの国際規格に準拠し

た「光フィールドバス機器・システム」を開発した。1997

年10月からのシェル・オランダでのフィールド実証試験を

含め，多くの開発作業を実施し，その成果を入れて今回発

表するものである。いよいよグローバルスタンダードの

「光フィールドバス」が実用化の局面を迎えた。

本特集号では，光フィールドバス機器・システムの特

長・仕様，キーテクノロジーの開発，国際規格とのかかわ

り，設置工事などについて紹介する。また多くのユーザー

に培われ，光フィールドバスを支えている FFI の適用事

例は，フィールドバスの経験として重要でこれからも参考

にすべきであり，その幾つかを紹介する。

本稿ではこれらの背景から，富士電機の取組みを説明す

る。

次世代システムの中核としてのフィールドバス

フィールドバスの背景・展望について述べる。

２.１ 次世代システムのベースとしてのフィールドバス

情報・制御システムはプロセス産業を支えるものとして，

フィールド機器から分散形制御システム（DCS： Distrib-

uted Control System）・コンピュータを中心とするシス

テムまで，時代に合った発展をとげてきている。固い多く

の階層を持つピラミッド構成から，制御と情報・通信シス

テムがより融合した柔らかいフラットでオープンなシステ

ムが志向されている。そのなかで国際規格・デファクト標

準が重要である。

1970年にフィールド機器の DC4 ～ 20mA信号の IEC

国際標準が制定され，1975年に DCS が誕生し，約20年経

て，フィールドバスが今このオープンな次世代の情報・制

御システムを支えるものとして実用に入る。フィールドバ

スにより生産・経営管理情報システムからプラントの現場

情報まで，インターネット，イントラネットの技術で結合

できる（図１）。

２.２ フィールドインテリジェンス分散システムへの発展

フィールドバスは，センサ，アクチュエータなどのフィー

ルド機器が 4～ 20mAの 1 ： 1 アナログ伝送からディジ

タル双方向のマルチ機器伝送に発展するものである。また，

個別メーカー仕様のスマート伝送から国際標準仕様の相互

運用性（インタオペラビリティ）を持つ通信に変わるもの

である。

インテリジェント機能から見ると，各フィールド機器は

フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバスへの
取組み
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フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバスへの取組み

インテリジェンスを持ち，それぞれの情報をファンクショ

ンブロックの形でフィールドバスを通してフィールド機器

間で，または上位機器とやり取りできる。

このファンクションブロックによるインテリジェンスの

フィールド分散がフィールドバスの大きな特長である。

フィールドバス協会ではユーザー層としてファンクション

ブロックの標準仕様を決め，これによりマルチベンダでの

フィールド分散システムが構成できる。

このフィールドインテリジェンス分散システムは，DCS

の分散アーキテクチャをさらにフィールドまで発展させる

ものと見ることができる（図２）。

フィールドバス機器へのインテリジェンスの分散と適用

は下記のように考える。

機器の異常など自己診断情報の管理

オンライン・リモート故障管理に使用する。光フィール

ドバスではバッテリ電圧低下警報・電圧値のリードや検出

部異常などRAS情報が取り扱える。

機器のタイプなどの仕様情報の管理

機器の設備保守管理に使用する。光フィールドバスでは

レンジ変更，パラメータ設定など機器情報を管理する。

制御機能のフィールド分散

単純な PID 制御機能の一部をフィールドバス機器に分

散し，フィールドバス内でループが組めるようにする。

現在の光フィールドバスでは，他社のPID機能付フィー

ルド機器を同じフィールドバスラインにつないで実現する

ことはできるが，基本的に制御機能は DCS コントローラ

側で行う考えになっている。

これは，ループインテグリティをもつ機能分担・自律分

散制御が必ずしも明快ではないこと，制御ループの設計が

現在の DCS の方式からのジャンプが大きいことから，段

階を踏んで実施したいと考えている。また物理的なフィー

ルド分散は，DCS コントローラの小形化・ローカル化の

方向も将来システムの視野に入れておく必要がある。

富士電機の DCS はこれらのフィールドと DCS での機

能分担がシームレスに行えるよう同期制御などの配慮がな

されている。

２.３ TCOを合理化する光フィールドバス

フィールドバス適用のメリットとして，

マルチ接続による省配線：工事の合理化

DCSとのインタフェースの合理化

など初期投資の削減に加えて，

フィールド機器のリモートメンテナンス機能による保

守費用の削減

があげられている。

さらに，

ディジタル伝送による計測精度，信頼性の向上

フィールド分散，マルチセンサによる新しい計装制御

システムへの発展

があげられる。

これらプラントの導入から運転管理，ライフサイクルと

してのTCO（Total Cost of Ownership）の合理化が図ら

れる。

光フィールドバスはこれらのフィールドバスの特長に，

光の特長としての耐ノイズ，耐雷性，本質安全などが追加

される。

２.４ 低速フィールドバスと高速フィールドバス

現在，標準仕様が確定し製品化が進んでいるのは，

31.25 k ビット/秒の低速フィールドバス（H1）である。

DCS やパーソナルコンピュータ（パソコン）に接続され，

システムが構成される。

高速のフィールドバスとして，100Mビット/秒の Fast

Ethernet
〈注〉

を用いた標準化活動が今，フィールドバス協会

で始められている。情報処理のデファクトになっている

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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フィールドネットワーク

①空気式
　（アナログ）
　™20～100kPa
　　（0.2～1.0kg/cm2）

②電子式
　（アナログ）
　™10～50mA
　™4～20mA

③スマート方式
　（ハイブリッド）
　™4～20mA＋ディジタル

④フィールドバス
　（ディジタル）
　™電子式
　™光　式
　™（無線）

フィールド分散

①空気式調節計 ②電子式調節計 ③分散形制御システム（DCS） ④フィールド分散システム
　™電子式
　™光　式

図２　フィールド機器の発展（フィールドインテリジェンス分散システム）

生産・　 
経営管理 
MES，ERP

監視・制御 
DCS，PLC

MES：Manufacturing Execution System 
ERP：Enterprise Resource Planning 
DCS：Distributed Control System 
PLC ：Programmable Logic Controller

オープン 
ビジネス 
システム 

オープン　　 
コントロール 
システム　　 

フィールド機器 
Fieldbus

図１　次世代情報・制御システム



フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバスへの取組み

Ethernet に現在のフィールドバスが直接接続され，より

広範囲なシステムへの拡大が約束されている。

富士電機の取組み

富士電機のフィールドバスへの取組み，基本的な方針を

述べる（図３）。

３.１ 国際標準化・プロモーション活動

IEC，ISAなどの国際標準化活動への参画と具体的な貢

献を実施した。また，フィールドバス協会を通じた広範な

標準化活動，プロモーション活動を実施し，さらに各種機

関を通じた活動をユーザー，メーカーの方々とも協力して

行っている。

３.２ 光フィールドバス機器・システムの開発

富士電機は電気フィールドバス機器に優先して，光フィー

ルドバスを開発している。光フィールドバス機器・システ

ムの開発は，FFI の実績を生かし，広範な機器および実用

システムで重要な二重化システムを開発した。

光フィールドバス機器は内蔵のリチウム電池で駆動され

る機器が多い。このためローパワー技術が非常に重要で，

FFI の経験および最新のデバイス技術を駆使する研究開発

を進めている。リチウム電池は FFI の実績を生かした防

爆方式とし，かつ FFI より容量を上げたものを採用して

いる。これにより発信器で約 2年の電池寿命を達成できた。

光フィールドバス機器の品ぞろえは FFI の経験を踏ま

えて，多くのメーカーにも光フィールドバス機器の開発を

提案している。ソフトウェアメーカー，デバイスメーカー，

ケーブルメーカー，機器メーカーとの協調が図られている。

これによりユーザーに安心される広範なシステムが提供で

きると考えている。

１年間にわたるシェルでのフィールドトライアルは，マ

ルチベンダ環境の実績，ユーザーから見た TCOの評価な

ど多くの経験を得ている。これらの経験を反映し，FFI の

実績に重ねて実用的な次世代システムの完成をめざしてい

る。

３.３ フィールドバスのソリューションインテグレータをめ

ざして

富士電機はフィールドバス機器の提供，システムの提供

だけにとどまらず，フィールドバスをベースとする機器・

システムの総合的なソリューションインテグレータをめざ

している。

DCSおよびフィールド機器を含めたシステムの提供

パソコンベースのDCSとして EIC 統合化制御システム

「FOCUS」（Fuji Open Control Universal System）のフィー

ルドバス対応機能の開発をした。光フィールドバスは二重

化，機器本質安全防爆などシステムが組みやすい特長を持

ち，光で統一したフィールドバス機器および DCS を構成

できる。

FOCUS では，光および電気フィールドバスがインタ

フェースできる接続ユニットを開発した。これにより電気

フィールドバス機器を加え，光と電気を相互補完する多様

なシステム構成を可能とした。

さらに電気機器をインタフェースする高速バスとして

Profibus-DP を採用し，FOCUS はこのインタフェースも

持つ。これによりフィールドレベルまで含めた EIC 統合

化を実現している。

光フィールドバス機器の提供

光フィールドバス機器はフィールドバス協会の仕様に基

づきインタオペラブルであり，他社の DCS と組み合わせ

て使用することができる。また，他社の電気フィールドバ

ス機器と混在して使用することができる。

フィールドバス用 ICの提供

電気および光フィールドバスに使用できるフィールドバ

ス通信 IC「Frontier-1＋」を開発し提供している。モデム

部およびトランシーバ，レシーバの MAU（Medium

Attachment Unit）を一体にし，しかも非常にローパワー

という特長を持ち回路が簡単化される。すでに量産化され，

世界の多くのメーカーに採用されている。

光部品の提供

光ユニット，光スターカプラ，電気/光フィールドバス

変換器など開発した光のキーコンポーネントを部品として

他のメーカーにも提供し，光フィールドバス機器の開発，

光システムの構成をしやすくしている。

あとがき

以上，フィールドバスの動向と富士電機の光フィールド

バスへの取組みを中心に説明した。

フィールドバスは米国の調査機関ARC社によれば，21

世紀にかけて年率30％以上の大きな成長が期待されている。

これまで光フィールドバスは世界の多くのユーザー，メー

カー，関係機関の方々に支えられて成長してきた。これら

の方々に感謝し，これからもご支援をお願いし，これにこ

たえるべく，21世紀へ向けた産業に貢献するグローバルス

タンダード商品として発展させていきたい。

（4）
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光ファイバ式フィールド
計装システム「FFI」
の発売（1985年から）

光フィールドバスの
国際標準（物理層）
規格化の推進

光フィールドバス
システムの開発

™光技術はFFIをベース（実証済技術）
™プロトコルはIEC/FF国際標準に準拠
™機器・システムの開発

™FFIをベースにIEC提案（1987年）
™電気仕様との整合
　（接続機器台数，伝送速度，変調方式）
™国際化対応（光コネクタ）
　　規格化完了（1995年11月）
　　IEC1158-2
™フィールドバス協会にて光WG推進
　　標準仕様完成（1998年5月）
　　FF-818 FS1.0

™光の技術開発
™フィールドバスのコンセプトを実現
　① インテリジェント機器
　② ディジタル・双方向通信
　③ 多重伝送（光伝送）
™プロトコルは富士電機オリジナル

図３　富士電機の光フィールドバスへの取組み
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計測・制御機器，システムの開発

企画業務に従事。現在，システム

事業本部産業・計測システム事業

部プロセスソリューション部。
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まえがき

従来の 4～ 20mAのアナログ電流信号に代わる次世代

のディジタル通信であるフィールドバスがいよいよ実用化

の局面を迎えている。フィールドバスは計装・制御システ

ム全体の合理化，高度化を可能にするインフラストラクチャ

技術として期待が高まっている。

光フィールドバスはフィールドバスの信号媒体として光

ファイバを用いたもので，フィールドバスのメリットに加

えて耐ノイズ性など，光通信の特長を兼ね備えている。

富士電機では約10年前から光ファイバ式フィールド計装

システム「FFI」（Fiber-optic Field Instrumentation Sys-

tem）を発売している。富士電機ではこのFFI をベースに

IEC（International Electrotechnical Commission）に対し

て光フィールドバスの国際規格の提案を行い，規格が成立

した。また，フィールドバス協会の光ワーキンググループ

ではリーダーを務め，協会としての光プロファイル仕様を

完成させるなど積極的に活動を行ってきた。

本稿では本格的な運用を目前に控えた光フィールドバス

の概要，実用化に向けた取組みについて紹介する。

光フィールドバスシステムの構成

図１に光フィールドバスシステムの構成を示す。光フィー

ルドバスシステムの構成機器は，①センサやアクチュエー

タなどのフィールド機器，②光スターカプラ，③電気/光

フィールドバス変換器，④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。

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として圧力発信器を

例に説明する。図２に発信器の内部構造を示す。

フィールドバスはディジタル通信であるため，圧力とい

うアナログ値をディジタル情報として活用するためには

CPUなどの電子回路，通信ソフトウェアや機能ソフトウェ

ア（ファンクションブロックなど），フィールドバス通信

を行うための専用 ICが介在する。

圧力センサからの信号はディジタル化され，CPUにて

光フィールドバスの概要
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コントローラ 

バリヤ 
電気 
フィールド 
バス 

光フィールド 
バス機器 

電気/光 
フィールド 
バス変換器 

光スター 
カプラ 

（光幹線二重化） 

光フィールド 
バス機器 

電気フィールド 
バス機器 

上位システム 
（MICREX，FOCUS，他社品） 

電気ケーブル 
光ケーブル 

計
器
室 

現
場 

図１　光フィールドバスシステムの構成

バッテリユニット 
光コード 光ユニット 

表示ユニット（前面） 

アンプユニット（背面） 

光コネクタ 

圧力センサ部 

光ケーブル 

図２　圧力発信器の構造



光フィールドバスの概要

処理された後，フィールドバスの信号を送受信するための

IC（Frontier-1+ ：フロンティアワンプラス）に送られる。

Frontier-1+ は富士電機が開発したフィールドバス通信用

IC で，電気フィールドバス，光フィールドバスの両方に

使用可能である。Frontier-1+ からの電気信号は光ユニッ

トと呼ばれる部品を経由して光フィールドバス信号として

送信される。

フィールド機器には，必要となる機能をファンクション

ブロックと呼ばれるソフトウェアの形で搭載する。ファン

クションブロックの仕様はフィールドバス協会によって規

定されており，アナログ入力ブロック（AI），アナログ出

力ブロック（AO），PID 制御ブロック（PID）など，計

測・制御に必要とされる各種のブロックが用意されている。

光フィールドバスのフィールド機器の多くには電源とし

てバッテリを採用している。富士電機ではバッテリの長寿

命化のため，ローパワー化の技術開発に取り組んでいる。

２.２ 光スターカプラ

光スターカプラは各機器間の光伝送を中継する役割を

持った電源不要のパッシブな光学機器である。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。各光コネクタ

から入力された光信号は光スターカプラ内のミラーで反射

され，すべての光コネクタから出力される。このため各機

器は光スターカプラを介して相互間の通信が行える。

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り，光フィール

ドバス機器と電気フィールドバス機器，上位機器とのイン

タフェースという位置づけの機器である。この変換器は上

位機器とともに計器室に設置される。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。

この変換器は英国のバリヤメーカーである MTL 社

（Measurement Technology Limited）と共同で開発を行っ

た。

２.４ 上位システム

上位システムには，電気フィールドバスを接続するため

のインタフェース機器が必要になる。

光機器は前述の電気/光フィールドバス変換器を介して

電気機器と同様に電気フィールドバスのインタフェース機

器に接続される。

富士電機では現在，上位システムとしてオープン統合化

制御システム「FOCUS」（Fuji Open Control Universal

System）の光フィールドバス対応システムの開発を行っ

た。図３に FOCUS の構成を示す。FOCUS では， 章で

述べる光幹線ケーブルの二重化の特長を実現している。

２.５ 光ファイバケーブル・光コネクタ

IEC 規格ではテスト用にファイバのみ規定されているが，

実際の製品にどの光ファイバ，どのような光ケーブルを適

用するかについては各メーカーの判断にゆだねられている。

光ファイバ

フィールドバス協会の光プロファイル仕様では，工業用

LANとして用いられている主要な光ファイバ（コア/クラッ

ド径が 50/125μm，62.5/125μm，100/140μm，200/230μm）

を使用可能であると規定している。

光フィールドバス用の光ファイバとしては伝送特性や経

済性に加え，光コネクタの組立を現場で行う場合があるた

めに，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。

これらの要件から富士電機では光ファイバとして石英ファ

イバ（コア/クラッド径： 100/140μm）と PCF（Plastic

（1）
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光フィールドバス機器 

＊Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 

電気フィールドバス機器 光フィールドバス機器 

光モジュール 

フィールドバス 
接続ユニット 

電気モジュール 
光スターカプラ 

光幹線ケーブル 
（二重化可能） 

電気ケーブル 
光ケーブル 

オペレータステーション 

フィールドバス 
ボード 

制御LAN（Ethernet） 
＊ 

フィールドバス 
コンフィギュレーションツール 

電気フィールドバス 

EI統合コントローラ 
ICS  2000

図３　FOCUS＋光フィールドバスの構成
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Cladding Fiber，コア/クラッド径： 200/230μm）の 2種

類を採用している（表１）。伝送距離は石英ファイバを用

いた場合には最大 1.2 km，PCFを用いた場合には最大 0.7

kmとなる。伝送距離は光リピータの使用により延長可能

である。

光コネクタ

光ファイバを光機器に接続するために光コネクタを用い

る。IEC規格およびフィールドバス協会の光プロファイル

仕様では光フィールドバス用の光コネクタとして FCコネ

クタと STコネクタの 2種類が規定されており，富士電機

では両方を採用している。

光ケーブル

富士電機では光ケーブルの構造として光コード集合形の

ものを，また，耐雷性を考慮してテンションメンバに金属

を使用しないノンメタリックケーブルを採用している。

FFI システムとの関連

FFI システムは前述のとおり富士電機が約10年前から発

売している光ファイバ式計装システムである。通信プロト

コルは富士電機独自のものであるが，双方向ディジタル通

信といったフィールドバスのめざす要件を幾つか実現して

おり，世界初の実用化光フィールドバスシステムといえる。

したがって，富士電機にとって光フィールドバスはまった

く新しい技術・製品ということではなく，実績のあるFFI

システムから発展したシステムと位置づけることができる。

表２にFFI と光フィールドバスの比較を示す。

また，表３に FFI の機器一覧を示す。これらの機器に

は富士電機以外にも国内十数社のメーカーにより共同開発

されたものも含まれる。光フィールドバス機器の品ぞろえ

としてもFFI の品ぞろえを第一目標に開発を進めている。

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双方向ディジタル通信，

マルチ接続といった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。

優れた伝送特性（耐ノイズ性）

従来の 4～ 20mA伝送と電気フィールドバスを比較し

た場合，フィールドバスはディジタル通信であるため外部

ノイズやクロストークによる影響を受けやすくなる。この

ため，その保護対策を行う必要がある。

フィールドバスには他のディジタル通信と同様に誤り制

御などの通信エラー対策があるが，ノイズをできるだけ回

（1）

（3）

（2）
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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

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

表２　FFIと光フィールドバスとの比較

分　類
項　目

プロトコル

トポロジー

接続機器台数

伝送速度

光ファイバ

光コネクタ

コネクタ接続方式

光ユニット

光スターカプラ

伝送距離

上位
インタフェース

™FFIプロトコル

™スター形

™最大8台

™25 kビット/秒

™石英100/140   m

™専用FFIコネクタ

™外部接続を基本

™DCレシーバ内蔵（NRZ信号対応）

™3：8透過形

™石英ファイバ：1.2 km

™マスタステーション
™MICREXインタフェース

FFI

™IECプロトコル

™同左

™最大13台

™31.25 kビット/秒

™石英100/140   m
™PCF200/230   m

™汎用コネクタ（FC，ST）

™端子箱内（光コード部を収納）

™ACレシーバ内蔵（マンチェスタ信号対応）

™反射形16分岐

™石英ファイバ：1.2 km
™PCF：0.7 km

™電気/光フィールドバス変換器
™ICS用フィールドバスボード

光フィールドバス（富士電機の計画） IEC規格

™同左

™同左

™最大32台

™同左

™テストファイバのみ規定
 （石英100/140   m）

™同左

（規定外）

（規定外）

（1： ， ： 通信）

（規定外）

（規定外）

N N N
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避する手段としてノイズ環境，ケーブル選定，配線ルート

などを総合的に考慮して設計を行う必要がある。

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

的に電磁誘導など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。

耐雷性

従来の 4～ 20mA伝送では，接続形態が 1： 1 である

ため，落雷による被害は局所的な計器故障という形で現れ

ていた。ときには，現場配線からの誘導雷が計器室内の制

御機器を破壊する，といったケースも見られた。

電気フィールドバスでは落雷による被害はバス上のすべ

ての機器に及ぶ可能性があることを考慮する必要がある。

このため，落雷の多い地域ではバス上の接続機器台数を減

らし，危険分散を図るなどの配慮も必要である。

光フィールドバスの現場機器の多くは外部から電気的に

絶縁されており，耐雷性にも優れている。

本質安全防爆（本安）

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，電気フィールドバスで本安

とする場合にはバスごとに設置されるバリヤに流れる電流

を制約する必要があるため，接続台数は大幅に制限される。

光フィールドバスの場合にはこのような本安に伴う接続

機器台数の制約を受けない。また，光機器はバリヤを使用

せず，機器単独で防爆認定を受ける。電気フィールドバス

の場合には，バリヤとの組合せになるが，複数の機種が同

一のバスに接続される場合にどのように認定するか，といっ

た大きな課題が残されている。

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

ネル使用して光スターカプラから上位機器への光ケーブル，

すなわち幹線ケーブル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。

分散電源システム

電気フィールドバスの場合，電源は計器室から一括で供

給される。このため，仮に電源部に異常が発生するとバス

上のすべての機器が影響を受ける。また，通常の使い方と

して電気フィールドバスではバス給電を行うため，絶縁不

良などバスラインのトラブルが発生した場合にも同様の障

害が生じる。

これに対し，光フィールドバスでは電源にバッテリが主

として使用されるため，計器室からの電源が停止するよう

な事態が生じても機器は動作し続けることができる。また

仮にバッテリにトラブルが生じてもバス上の他の機器には

影響せず，電源トラブルによる危険を分散することができ

る。

光フィールドバスのフィールド実証試験

現在，石油メジャーの Shell International Oil Products

（SIOP），千代田化工建設（株）とともにオランダ・アムス

テルダムの SRTCA（Shell Research and Technology

Centre Amsterdam）のパイロットプラントにて光フィー

ルドバスシステムのフィールド実証試験を進行中である。

トライアルは段階的に進められている。1997年10月初旬

に稼動に入った後，1998年 3 月にはフィールドバス協会の

仕様のバージョンアップに伴い，フィールド機器およびマ

スタ［パーソナルコンピュータ（パソコン）］の通信ソフ

トウェアのバージョンアップが行われた。また，これと同

時に Honeywell 社の電気フィールドバス発信器の接続も

行われ，マルチベンダシステムとして稼動中である。

図４にトライアルシステムの構成を示す。フィールド機

器としては光フィールドバス機器13台と電気フィールドバ

スの発信器 1台が接続されており，フィールドバスの 1セ

グメントに合計14台のフィールド機器が接続された構成に

なっている。

光ケーブルは光スターカプラと上位機器間に 1kmの長

さのものが接続され，ほぼ光リピータなしの場合での最大

伝送距離で試験を行っている。上位機器としては富士電機

から納入のメンテナンス用パソコンと Honeywell 社の

SCADAシステム（SCAN3000）が接続されている。メン

テナンス用パソコンは富士電機社内（東京）のパソコンと

国際電話回線にて接続され，リモートメンテナンスを可能

にしている。

光機器および他社の電気機器のプロセスデータはそれぞ

れ，メンテナンスパソコンおよび SCAN3000 の双方に表

示される。

また，PID制御ループは現場機器のみで構成される，い

わゆるローカル制御を行っている。光圧力発信器の AI

ファンクションブロックの演算出力を Honeywell 社の電

気フィールドバス発信器に実装された PID ファンクショ

ンブロックに入力し，PID の演算出力を光/空気圧変換器

の AOファンクションブロックに入力してコントロール

バルブを操作している。

（5）

（4）
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表３　FFIシステムの機器一覧

™温度発信器（測温抵抗体，熱電対）
™多点温度変換器
™圧力発信器（ゲージ圧，絶対圧）
™差圧発信器
™電磁流量計
™オーバル流量計
™タービン流量計
™レベル計
™投込み式レベル計
™pH計
™ガス検知器
™スイッチ変換器
　（圧力スイッチ，接点スイッチ，リミットスイッチ）
™現場指示計

™光/空気圧変換器
™光/空気圧ポジショナ
™電動アクチュエータ

™光スターカプラ
™光リピータ
™マスタステーション
　（上位機器とのインタフェース機器）
™ハンドヘルドコミュニケータ

現
　
　
場
　
　
計
　
　
器

そ
　
の
　
他

ア
ク
チ
ュ

エ
ー
タ



光フィールドバスの概要

このように現場ー上位だけでなく，現場機器間でも他社

機器との通信を行い，相互運用性の評価が行われている。

実証試験では光工事の容易性，システムの性能，機能，

信頼性，他社機器との相互運用性，保守性，経済性など，

ユーザーサイドから見た実用性を重点的に評価している。

光フィールドバスの経済的効果

近年，設備の導入を検討する際には TCO（Total Cost

of Ownership）の観点で評価を試みる傾向が強まってい

る。TCOは設備を保有することにまつわるあらゆるコス

ト，すなわち設備投資，運用，保守・維持管理，故障や事

故に伴うロスコスト，そして廃棄に至るまでのライフサイ

クルコストの総計である。

フィールドバスのケーブル削減，相互運用性，監視範囲

の拡大，制御機能のフィールドへの分散，といった特長も

結局はすべてTCOに表れるといっても過言ではない。前

述の Shell でのフィールドトライアルでも TCOの観点で

経済的評価が行われている。

光フィールドバスの経済的効果を評価する際には，従来

の 4～ 20mA伝送や電気フィールドバスとの比較だけで

なく，混在や使い分けも念頭において進める必要がある。

精度の高い評価を行うためには，実際の使用条件を考慮

して評価することが必要になる。計器の価格や工事費など

初期投資額は定量的な評価が容易であるが，TCOとなれ

ば定期保守の方法，計器室の場所代，事故発生時のロスコ

ストへの影響といったことも考慮する必要があるため，定

量評価には労力を要する。以下に留意すべきポイントを述

べる。また，表４に項目を示す。

設備導入時のコスト

計器価格

光の場合，光ユニットやバッテリを搭載している分，

電気品と比較して計器の単価は割高となる。ただし，多

点温度変換器といったマルチ入力機器の場合には，計測

ポイントあたりの単価は安価にできる。

上位システム（DCS）

フィールドバスの場合にはマルチ接続が行えるため，

現場機器とDCS（Distributed Control System）とのイ

ンタフェース機器（信号変換器など）を削減できる。光

の場合，本安の条件下でも13台の現場機器を接続できる

ため，コスト削減の効果が大きい。

パネル類

光の場合，バリヤやアレスタを大幅に削減できる。ま

た，配線の数も少なくなるので，配線のためのスペース

や端子台も削減可能であり，結果としてそれらを収納す

るためのパネル類を削減できる。

工事資材費

近年，光ケーブルの普及に伴い，低価格化が進んでい

る。しかし一般的に，光ケーブルは電気ケーブルよりも

割高である。ただし光の場合，ケーブル本数と総延長の

削減が可能であるためこの効果と合わせて評価すること

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）
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端子台 

PID

AI AO

電気フィールドバス 

電気/光フィールドバス 
変換器 

光スターカプラ 

幹線ケーブル 
（1km） 

光フィールドバス 
多点温度 
変換器×1

熱電対×8 光フィールドバス 
温度変換器×3

光フィールドバス 
圧力発信器×5

光フィールドバス 
差圧発信器×3

光フィールドバス 
光/空気変換器×1

Honeywell社 
電気フィールドバス 
圧力発信器×1

電気ケーブル 
光ケーブル 

メンテナンスパソコン 

パソコン 
（東京） 

（国際電話回線） 

Honeywell社 
SCAN3000

図４　Shell フィールド実証試験システム

表４　光フィールドバスのTCO評価の留意項目 

計器価格 
上位システム（DCS） 
パネル類，バリヤ，アレスタ 
工事資材費 
工事労務費 

設備導入時のコスト 

運用時のコスト 

運転員の人件費 
定期保守コスト 
バッテリ交換に伴うコスト 
計器室の場所代 
事故や故障時のロスコスト 
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が必要である。また，光ケーブルは外部ノイズの影響を

受けないため，既存のケーブルの布設路を容易に流用で

きるなどの特長も考慮して評価する。

光の場合，幹線ケーブルを二重化できる。二重化する

場合には当然コストアップとなるが，信頼性が向上する

ため，後述の事故や故障によるロスコスト削減の効果を

あわせて評価する必要がある。

工事労務費

ケーブルの布設にかかわる労務は，電気も光もさほど

相違がない。光工事の場合，光コネクタを現場で組み立

てる場合がある。光コネクタの組立方法は改良が進んで

いるが，電気工事の端子の接続に比べれば時間を要する。

光工事で電気工事の導通試験に相当するのが光損失測

定である。両者とも，基本的に二人一組の作業となる。

電気の絶縁試験相当の試験は光では不要である。

運用時のコスト

運用時のコストとしては運転員の人件費，定期保守コス

ト，計器室の場所代，事故や故障時のロスコスト，バッテ

リ交換に伴うコストが発生する。

光のマルチ接続や，バリヤ，アレスタを大幅に削減でき

るという特長はパネル類の削減を可能にし，コントロール

ルームのスペースの節約につながる。この効果もコスト削

減費として定量評価されるべきである。

また，光の特長である耐ノイズ性，耐雷性，二重化など

高信頼性の特長は不慮の事故を防止しロスコストを低減す

る効果として最も顕著に影響する部分であるが，定量的な

評価が難しいところでもあり，エンドユーザーとの共同ワー

クが必要である。

バッテリは定期的に交換する必要があるため，これに目

を奪われがちであるが，バッテリ交換にまつわる費用だけ

でなく，バッテリの採用により大規模な無停電電源装置が

不要であることや， 章で述べた，電源の分散化（危険分

散）のメリットが総合的に評価されるべきである。

このように，TCO評価には実際の使用条件を基にさま

ざまな側面を評価することが必要なため，計器メーカーや

エンジニアリング会社だけでなく，エンドユーザーをも含

め共同で行うことが必要である。

あとがき

以上，富士電機での取組みを交えながら光フィールドバ

スの概説を行った。本稿が光フィールドバスを理解するう

えで参考となれば幸いである。

富士電機では，光フィールドバスの機器を電気フィール

ドバスの機器に先行して開発を進めている。光フィールド

バスを実際のプラントに普及させていくためには自社品の

枠を超えた幅広い品ぞろえが重要であり，共同開発を含め

今後とも積極的に展開していく予定である。
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まえがき

富士電機は，光フィールドバスの国際標準化活動と製品

化展開による普及を積極的に促進している。この光フィー

ルドバスの実用化のために必要でキーとなる主要コンポー

ネントには，以下のものがある。

光スターカプラ（分散配置されたフィールド機器間

の直接の相互通信を可能にするための光信号分岐器）

光ユニット［1本の光ファイバで双方向通信を可能に

するための LED-PD（発光ダイオード-ホトダイオード）

一体化素子と低消費電力の電子回路］

電気/光フィールドバス変換器（電気フィールドバス

と伝送線路上で光フィールドバスの接続を可能にする

伝送信号変換器）

フィールドバス通信制御用 IC（IEC フィールドバス

標準適合の物理層信号用ドライバ・レシーバ回路内蔵

モデム IC）

本稿では，これらの主要コンポーネント技術と特長につ

いて順を追って紹介する。

光スターカプラ

光スターカプラは，光フィールドバスのネットワークに

接続するコントローラとフィールド機器をスター状に結合

し，各機器間の直接通信を可能にするものである。そのた

めに一つの端子が入出力ポートを共用する反射形である。

２.１ 原理・構成

反射形光スターカプラ（光分岐部）の原理および構成を

図１に示す。この光スターカプラは光導波路およびその光

導波路先端の反射ミラーから構成されている。光スターカ

プラに入力された一つの光信号は，光導波路の入出力部を

経由してミキシング部に入り，ここで，均一な光強度に混

合され，先端の反射ミラーで反射されて，ふたたび逆の経

路を通り，複数の出力ポートに分岐される。

光導波路は材質がポリカーボネートで，適用する光ファ

イバに応じて厚みおよび開口数（NA）を調整している。

長さ寸法は光導波路自体の損失，光導波路の曲がりによる

損失，および各入出力ポート間での損失ばらつきが少なく

なるように設計している。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　光スターカプラの原理と構成
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図２に16×16分岐反射形光スターカプラの外観と内部構

造を示す。内部には樹脂で封入した光導波路がある。この

光導波路から入出力の光ファイバ16本が，操作面にあるコ

ネクタに接続されている。

２.２ 仕　様

16×16反射形光スターカプラの仕様を表１に示す。

２.３ 挿入損失特性

図３に石英ファイバ用の挿入損失の温度特性の一例を示

す。挿入損失の変動は動作温度範囲の－30 ～＋70 ℃にお

いて約 0.5 dB である。このように安定な温度特性が得ら

れるのは光導波路をシリコン系樹脂で保護したことによる。

シリコン系樹脂は他の樹脂に比べ低温でも柔らかい状態を

保つことから光導波路への熱的ストレスを軽減し，損失の

増加を抑制する効果があり，また，耐湿性の向上にも効果

がある。

２.４ 特　長

低損失

大きなコア径，大きな開口数が実現できるポリマ導波路

を用いて，マルチモード光ファイバとの結合効率を上げる

とともに，光導波路長を最適化したため挿入損失が低い。

安定性

光導波路をシリコン系樹脂で保護して，熱的ストレスお

よび湿気の進入を軽減しているため挿入損失の温度，経時

変動が少ない。

光ユニットと発光・受光素子

光ユニットは，各フィールド機器が単線光ファイバでの

双方向データ伝送をするための発光・受光素子と，これら

の駆動および信号増幅する回路からなる電気/光（E/O），

光/電気（O/E）変換ユニットである。

３.１ 原理・構成

光ユニットは，LED-PD 一体化素子と，その駆動およ

び信号増幅する低消費電力化された回路からなる。図４に

内部構造を示す。

発光・受光素子は，図５に示すように，PDの中央に

LEDを平面的に配置した構造をとり，LED-PD一体化素

子としている。

LEDの光出力は，その上のボールレンズで集光され，

光ファイバに入力される。一方，光ファイバからの入力は，

その開口数で広がり，PDの受光面に到達し，電気信号に

変換される。この LED-PD一体化素子の形状はTO-18 型

（2）

（1）
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図３　挿入損失特性の一例

表１　光スターカプラの仕様 

適用ファイバ 温度範囲 挿入損失
＊2

石英ファイバ 

＊1：Plastic Cladding Fiber，＊2：コネクタ損失を含む 

≦18dB －30～＋70 ℃ 
100/140   m 
NA：0.26

PCF
＊1

≦19dB －20～＋60 ℃ 
200/230   m 
NA：0.4

表３　発光・受光素子の仕様 

項　目 仕様値 備　考 

発光素子の効率 

受光素子の効率 

40   W/15 mA 

0.13 A/W

100/140   m 
光ファイバ使用時 

図４　光ユニットの内部構造

A7202-18-242

表２　光ユニットの仕様 

仕様値 項　目 備　考 

光 出 力 

受光範囲 

動作温度 

消費電流 

－13.5　±1dBm 

－40～－20 dBm 

－30～＋70 ℃ 

150   A

IEC規格に適合 

LED電流含まず 

光ファイバ 

発光ビーム 

受光ビーム 

ボールレンズ 
LED

PD

図５　発光・受光素子の原理，構成と外観

A7202-18-244
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キャンタイプである。

３.２ 仕　様

光ユニット

光ユニットの仕様を表２に示す。

発光・受光素子

発光・受光素子の仕様を表３に示す。

３.３ 特　長

光ユニット

この光ユニットの特長は低消費電流ながら受光範囲が広

く，パルス幅のジッタが少ないことである。これらの特長

を実現するために，回路素子は低バイアス電流でも増幅度

を大きくとることができる高速トランジスタを適用し，回

路構成は暗電流の温度ドリフトの影響が少ない交流結合増

幅方式とした。

発光・受光素子

この素子の特長は，発光および受光とも光ファイバとの

結合効率が高いことである。この特長を実現するために，

発光側は LEDの発光領域を約 25μm角にして，ファイバ

端面の結像寸法を小さくしている。また，ボールレンズは

高屈折率品を適用し，像倍率を低く抑えている。

一方，受光側は表１に示す二つの光ファイバに対応する

ためにドーナツ形状で受光面を大きく（約φ 2mm）とっ

た。

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（E/O変換器）は，フィー

ルドバスの電気伝送信号と光伝送信号を相互に変換する装

置である。開発にあたっては，英国のバリヤメーカーであ

るMTL社（Measurement Technology Limited）と共同

で行った。外観を図６に，内部ブロック図を図７に示す。

４.１ 原理・構成

外形は，DIN レール取付けの 110×104×16（mm）で

ある。電源は電気フィールドバスから供給を受けるバス給

電方式で，内部に定電圧電源回路を備えている。

送信，受信の伝送のルートは次のようになっている。電

気フィールドバスからの受信信号は電気用レシーバ回路を

通り，E/O変換器で光信号用ドライブ信号に変換された

後，LEDから光信号として光ファイバに送出される。こ

の間，方向制御回路により光送信信号が電気側のトラン

シーバに戻り込むのを方向制御スイッチを制御することで

禁止している。次に，電気フィールドバスへの送信信号は，

上記と逆のルートで光信号から電気信号に変換され，電気

フィールドバスに送出される。

４.２ 仕　様

適用伝送規格 ： IEC1158-2 Clause11， Clause15，

Clause24

接続チャネル数： 1

電　源：電気フィールドバス給電方式（8～ 32V）

消費電流： 8mA（平均値）

周囲温度：－20 ～＋60 ℃

フィールドバス用 IC

光フィールドバスの実現のためには小形・低消費電力の

フィールドバス通信制御用 IC が必要である。富士電機は

モデム部とMAU（Medium Attachment Unit）部が一体

となった電気フィールドバス用の通信制御用 IC Fron

tier-1（Fuji Electric Fieldbus Interface Control Device

with Transceiver
（1）（2）

-1）から，上位互換として電気/光フィー

ルドバス兼用の IC である Frontier-1+ を新たに開発した。

外観を図８に示す。Frontier-1+ の主な特徴は以下のとお

りである。

モデム部とMAU部が一体となっており，小形化や外

付け部品の点数削減が図れる。

送受信状態に応じてブロックごとのクロック分配停止

を行うマスククロック方式を採用することで，モデム部

の消費電流は待機時最大 65μA（0.5MHz クロック動作

時）と低消費電力である。

データリンク層の機能の一部を取り込み，特定フレー

ム受信時は自局あてアドレスのみを取り込むアドレスフィ

ルタ機能を追加し，CPUの処理を軽減した。

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図７　光フィールドバス用変換器内部ブロック図

図６　光フィールドバス用変換器の外観
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電気/光フィールドバス兼用である。

本稿では，構成および定格と性能について報告する。

５.１ 原理・構成

図９にFrontier-1+ の内部構成を示す。

Frontier-1+ の内部ブロックは通信制御を行う CMOS

（Complementary MOS）ディジタルモデム部と電気フィー

ルドバスに接続するトランシーバ部であるバイポーラアナ

ログMAU部から構成される。小形化のためリードピッチ

0.5mmの64ピン SQFP（Shrink Quad Flat Package）を

用いている。CMOS部は 1.5μmルールを適用し，約 9,000

ゲートの集積度，バイポーラ部は約 250 トランジスタの規

模である。

５.２ MAU部

ドライバ回路

ドライバ回路はモデムからのディジタル信号に応じて送

信波形をバス上に搬出する。モデム部から入力される送信

イネーブル（TXEN＊）信号がアクティブ時にディジタル

送信波形のロー・ハイに応じてドライブ端子（FBO）か

らAC電流を引き込む。AC電流はバス上の終端抵抗50 Ω

により電圧振幅を生ずる。電流の振幅値として15～20mA

が電圧値 750mVp-p ～ 1Vp-p に変換される。図 にドライ

バ回路のブロック図を示す。

レシーバ回路

レシーバ回路は，二つの演算増幅器と一つのコンパレー

タから構成されている。二つの演算増幅器はバンドパスフィ

ルタに使い，コンパレータはヒステリシス機能を持たせて

ノイズ除去に用いている。バンドパスフィルタはローパワー

シグナリング規格（本質安全防爆システムではバス上から

引き込む機器への給電電流の上限が制限されることから，

機器の無送信状態では，送信状態時に比べ機器への給電電

流の平均値を低減することを可能にする規格で，富士電機

が1992年に規格化提案を行い規格化を推進した）に適用可

能な構成となっている。
（3）（4）

図 にレシーバ回路のブロック図を示す。

CD（キャリヤディテクト）信号回路

Frontier-1+ は，電気/光フィールドバス兼用化と低消

費電力化のために，CD信号回路をモデム部内に配置する

構成となっている。

これは，電気フィールドバスでは，MAU部とモデム部を

使用し（図９上破線接続部），光フィールドバスではモデ

ム部のみ使用可能とし低消費電力化を図るために，電気/

光フィールドバスで共通に必要となる CD信号回路を，共

通に使用するモデム部に配置したものである（図 ）。

これにより光フィールドバスにFrontier-1+ を適用する

場合，MAU部を切り離し完全に停止することができ，モ

デム部のみで動作が可能となる。

５.３ モデム部

データの送受信を制御するディジタル回路部では Fron

tier-1 に新たにマスククロック機能とアドレスフィルタ機

能を追加した。

マスククロック機能

Frontier-1+ は，送受信状態に応じてブロックごとのク

ロック分配停止制御を行っている。図 に機能ブロック１３

（1）

１２

（3）

１１

（2）

１０

（1）

（4）
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図８　Frontier-1＋の外観（実装時）
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図を示す。

図 上のマスクビットと送受信状態によりクロックマ

スク・分周機能ブロックで後段の機能ブロックごとにクロッ

クの分配停止制御が行われる（例えば待機時は，送信制御

用機能ブロックにはクロック分配を停止する）。

図 にステートごとのモデム部の消費電流値を示す。待

機状態では Frontier-1+ の消費電流は，外部クロック 500

kHz 入力動作条件で約55μAである。

アドレスフィルタ機能

Frontier-1+ では通信頻度の高いパストークン（PT），

リターントークン（RT），あるいはリクエストインタバル

（RI）フレームの 3種類に関し，自局に関連するフレーム

以外は受信動作をキャンセルする機能を追加した。この機

能により，従来 CPUが行っていた処理を Frontier-1+ が

受け持ち，その分，CPUを他処理に専念させることがで

きる。結果として CPUの負荷が減ることから，この機能

は機器の低消費電力化にとって有効な手段となる。

図 にアドレスフィルタ機能の例として，パストーク

ンのアドレスフィルタ機能および関連するトークンタイマ

自動セット機能のフローチャートを示す。このフローでは，

１５

（2）

１４

１３
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光フィールドバスの主要コンポーネント

パストークンの受信フレームに対し，フィルタ機能実施の

有無と自局アドレスとの一致を判定し，アドレス一致時は

トークンタイマ自動セット機能が受信終了後，Frontier-

1+ 内部で開始する。

５.４ 定格と性能

表４に Frontier-1+ の主な定格と性能を示す。モデム部

は内蔵のレギュレータや外部電池から出力される 3Vで動

作するほか，外部回路を 5V仕様とする応用にも対応でき

るように 3V/5V 仕様としている。

あとがき

富士電機の光コンポーネント技術による，光スターカプ

ラ，光ユニット，光フィールドバス変換器，およびバイポー

ラ CMOS技術によるフィールドバス用 IC（Frontier-1+）

について紹介した。これらの光フィールドバス用コンポー

ネントにより，フィールド機器の小形化，低消費電力化が

実現できる。今後，開発される光フィールドバス機器に，

これらコンポーネントが幅広く使われることを期待する。
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表４　Frontier-1＋の主な定格と性能 

項　目 
定　格 値 備　考 

電 源 電 圧 

ク ロ ッ ク 入 力 

消 費 電 流 

バ ス 電 圧 

データ出力 
　　　　遅延時間 

3 V/5 V 

0.5/1/2/4/8 MHz

9～32 V

最大150 ns

待機状態， 
最大65   A

待機状態， 
最大100   A

電源電圧3 V， 
クロック0.5 MHz

電源電圧3 V， 
クロック1 MHz

電気フィールドバス 

消 費 電 流 最大400   A
待機時 
（電気フィールドバス） 

レギュレータ 
　　　　電圧出力 

3 V

定常時引込み電流 
4 mAはローパワー 
シグナリング方式例 

4/8 mA

電気フィールドバス 

電 源 電 圧 3 V

消 費 電 流 最大350   A
待機時 
（電気フィールドバス） 

バンドパス 
カットオフ周波数 

1.3 kHz，192 kHz

コンパレータ 
　　　　しきい値 

80～130 mV

外部C，Rで変更可能 

モ
　
デ
　
ム 

ド
　
ラ
　
イ
　
バ 

レ
　
シ
　
ー
　
バ 
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まえがき

光フィールドバスシステムを構成するフィールド機器は，

光スターカプラ 1台に対して13台まで接続することが可能

である。

フィールド機器の多くは，電源としてバッテリ（リチウ

ム電池，3.6 V）を内蔵しており，他からの電源供給を必

要としない自律分散に適した構成をとっている。ただし，

例外的に多点温度変換器のように，消費電力の大きい機器

は外部電源方式をとっている。

圧力や温度を測定するセンサ類（入力機器），バルブを

駆動するための空気圧を出力する変換器（出力機器）など

多くのフィールド機器があるが，従来の光ファイバ式フィー

ルド計装システム「FFI」（Fiber-optic Field Instrumen-

tation System）での経験を生かし，スタイルや光ケーブ

ルの接続方法を一新して，国際対応可能なより使いやすい

汎用的なものへと変身を遂げている。以下に主なフィール

ド機器について紹介する。

主なフィールド機器

２.１ 圧力・差圧発信器

概　要

図１に差圧発信器の外観，図２に発信器の内部構成を示

す。

圧力・差圧発信器は，発信器の心臓部である検出部に，

電子式発信器FCX-Aタイプと同じ検出部を使用して共通

化を図るとともに，電子式の信頼性を継承している。

伝送はフィールドバス協会仕様に準拠したベーシックク

ラスプロトコルを実装し，機器同士での相互運用性（イン

タオペラビリティ）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。

ケース構造は 2室構成であり，バッテリと光ユニットを

収納するケースと増幅部（アンプ）ケースとに分かれ，い

ずれも正面からアクセスする構造としている。光コネクタ

は，汎用の FCコネクタまたは STコネクタを使用できる

構成とし，光ケーブルはコード集合形のケーブルを使用し

て，発信器内部へは光コードの状態で接続される。

圧力・差圧のほかに，絶対圧，レベル，リモート圧力，

リモート差圧の各発信器も同時開発でラインアップされて

いる。

構　成

図３に光フィールドバス発信器の内部構成ブロック図を

示す。機器構成は，プロセスの圧力や差圧の検出を行う検

出部（センサユニット），検出部で測定した信号の処理と

（2）

（1）

光フィールドバスのフィールド機器

546（18）
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図１　差圧発信器の外観
検出部 

光ユニット 

バッテリ 光コネクタ LCD

－
 

＋
 

図２　発信器の内部構成



光フィールドバスのフィールド機器

通信を行うアンプ部，光信号の送受信を行う光ユニット部，

測定値などを表示する表示部，電源の安定化を行う電源回

路からなり，すべての回路は内蔵のリチウム電池で駆動さ

れる。

検出部は電子式発信器FCX-Aと共通であり，実績のあ

る超小形静電容量式シリコンセンサを採用したもので，電

子式発信器と同等の高精度化を実現している。

アンプ部には，計測 IC，CPUおよび本特集号の別稿

（光フィールドバスの主要コンポーネント）で述べた通信

IC（Frontier-1+）が実装されている。計測 IC は検出部

からの信号を周波数カウントする専用のカスタム ICであ

り，CPUでは通信制御，ファンクションブロックの演算

が行われる。通信 IC（Frontier-1+）は，富士電機が開発

したフィールドバス通信 ICであり，電気・光フィールド

バス兼用の ICである。

光ユニットは本特集号の別稿（光フィールドバスの主要

コンポーネント）で述べたように，LED-PD（発光ダイオー

ド-ホトダイオード）一体化素子がレセプタクルの中に組

み込まれ，電子回路と合わせて一つのユニットとして構成

されており，電気/光（E/O），光/電気（O/E）変換を行う。

内蔵のリチウム電池は機器の電源として使用される。電

源ラインは不要となり，外部から電気的に絶縁されるので

誘導雷の影響を受けないという光伝送の特長が生かされる。

このリチウム電池は，単一サイズで 19Ah の容量を持ち，

短絡の保護抵抗とともにパッケージされたバッテリユニット

として構成されている。

仕　様

表１に主な仕様を示す。通信仕様は各機器に共通の仕様

である。

特　長

耐ノイズ性，耐雷性，伝送ラインの二重化といった光伝

送の特長に加え，以下の特長を有する。

本質安全防爆

機器単体で本質安全防爆が可能であり，また信号バス

を流れる電流の制約を考慮する必要がないので，一つの

バスに接続する台数の制約を受けない。

リモートメンテナンス

ゼロ，スパン調整やレンジ変更，各種パラメータの設

定などリモートでの操作が可能であり，トレンドデータ

の読取りも可能である。

自己診断

検出部異常やアンプ異常など，故障時のアラームと異

常箇所の診断が可能であり，メンテナンスを容易にする。

２.２ 光/空気圧変換器

概　要

本変換器は，光フィールドバスを通して他の機器または

上位システムから入力される設定値に応じて，空気圧（20

～ 100kPa）を出力し，空気式ポジショナの入力となって，

ダイアフラム式調節弁を駆動するものであり，従来のFFI

システムで培われたローパワー技術と新しいフィールドバ

（1）

（c）

（b）

（a）

（4）

（3）
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図３　発信器の内部構成ブロック図 図４　光/空気圧変換器の外観

表１　圧力・差圧発信器の仕様 

項　目 仕　様 

準拠規格 

伝送速度 

伝送周期 

伝送距離 

フィールドバス協会H1仕様 

31.25 kビット/秒 

最小 400 ms 

1.2 km（石英ファイバ　100/140   m） 
0.7 km（PCF＊　200/230   m） 

電　　源 

防　　爆 

外被形式 

自己診断 

リチウム電池1個（内蔵，19 Ah） 

本質安全防爆 

JIS C 0920 防浸形（IEC IP67） 

バッテリ電圧，バッテリ電圧低下警報， 
検出部異常，アンプ異常，オーバフロー， 
アンダフローほか 

精　　度 

測定範囲 

＊PCF：Plastic Cladding Fiber

ターンダウン 
レシオ 

±0.1％ 

圧力：1.6～50,000 kPa 
差圧：0.1～3,000 kPa

周囲温度 －30～＋70 ℃ 

最大 40：1

通 

信 

仕 

様 

機
　
能 

性
　
能 



光フィールドバスのフィールド機器

ス技術を兼ね備えた機器である。図４に外観を示す。

２.１節の圧力・差圧発信器と同様に，内蔵のバッテリ駆

動で外部給電を必要としないため単体で本質安全防爆とな

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

内部構成は，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（E/P 変換

部），出力空気圧を測定するフィードバックセンサ部，表

示部，光ユニット部からなり，すべての電気回路は，電源

回路に内蔵のバッテリで駆動される（図５）。

通信・制御処理では，フィールドバスを通して入力され

る設定値を受け，フィードバックセンサ部の出力を計測

IC により測定し，操作出力を演算（PI 制御演算）して

E/P 変換部に出力する。また，他のバッテリ内蔵機器と

同様に低消費電力化のための制御処理も実装されており，

内蔵バッテリの長寿命化を図っている。

E/P 変換部では，制御部出力を D/A変換器で電圧に変

換して圧電フラッパに印加し，圧電フラッパを変位させて

ノズル背圧を変化させ，パイロット弁にて増幅し空気圧を

出力する。

フィードバックセンサ部は，FCX-C 圧力発信器と同一

の圧力センサを使用しており，静電容量をディジタル信号

へ変換するゲートアレイと各種の補正用データを格納して

いるメモリ（EEPROM）からなり，出力空気圧を測定し，

制御部にフィードバックしている。

仕　様

表２に仕様を示す。

特　長

圧力・差圧発信器などと同様に，バッテリ駆動であるた

め，単体で本質安全防爆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。また，電源供給形でないため，バスがダウンしても，

それを検知し，調節弁のフェイルセイフ動作が可能という

特徴がある。また，フィールドバス協会仕様のAO（アナ

ログ出力）ファンクションブロックを実装しているため，

他のフィールド機器または DCS（Distributed Control

System）内のコントロールファンクションブロック

（PIDなど）と接続可能である。

AOファンクションブロックの基本機能は，設定値入力

を変換ブロック（トランスデューサブロック）の適合値に

変換し出力するものである。入力は他のファンクションブ

ロック出力（CAS－IN）または上位システムからのリモー

ト設定（RCAS－IN）を動作モードにより選択し，入力に

対して上限，下限，変化率制限を行い，スケール変換して

トランスデューサブロックに出力する。また，出力リード

バック値の演算，設定値入力の異常（通信異常など）の

場合の出力制限（フォルトステート処理），設定値のト

ラッキング機能などのアルゴリズムを備えており（図６参

照），これにより，フィールド機器間およびフィールド機

器とホスト機器（または上位システム）間の機能的相互運

用性（インタオペラビリティ）を実現している。

２.３ 温度発信器

概　要

本発信器は，熱電対または測温抵抗体センサからの信号

を入力として，各種プロセスの温度計測に使用される温度

発信器である。図７に外観を示す。

構　成

内部構成は温度入力の増幅・A/D変換を行う検出回路，

検出回路からの出力信号を計測し各種補正演算処理および

通信制御処理を行う通信制御・アンプ部，光通信信号の送

受信を行う光ユニット部，計測値を表示する表示部，各部

への電源を供給する電源回路からなる。

通信処理は，フィールドバス協会仕様に準拠した通信プ

ロトコルを実装しており，またインタオペラビリティを実

現するために圧力・差圧発信器と同様に AI（アナログ入

力）ファンクションブロックを実装している。

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）
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図５　光/空気圧変換器の内部構成ブロック図

表２　光/空気圧変換器の仕様 

項　目 仕　様 

電　　源 

防　　爆 

外被形式 

リチウム電池（1個または2個内蔵，19 Ah） 

本質安全防爆 

JIS C 0920 防まつ形（IEC IP54） 

140 kPa/20～100 kPa
 

 

リニア 

バッテリ電圧，バッテリ電圧低下警報， 
検出部異常，アンプ異常，偏差異常， 
断線検知（バーンアウト） 

精　　度 

応答速度 

周囲温度 

±0.5％ 

約2秒（90％応答時間） 

－20～＋60 ℃ 

機
　
能 

性
　
能 

供給空気圧 
出力空気圧 

入出力特性 

自己診断 



光フィールドバスのフィールド機器

検出回路は，温度入力を増幅・A/D変換，零接点補償

回路および低消費電力化を実現するためのローパワー制御

回路により構成されている。入力信号は，検出部で増幅・

A/D変換され，通信制御・アンプ部で演算処理，ファン

クションブロック実行が行われ，通信ソフトウェアにより，

通信 IC，光ユニット部を通し，フィールドバスに出力さ

れる。

通信・制御処理ソフトウェアでは，圧力・差圧発信器と

同様に低消費電力化のための制御処理を実装しており，電

源回路のバッテリの長寿命化を図っている。

仕　様

表３に仕様を示す。

特　長

光ファイバによりバスとは電気的に完全に絶縁されてい

るため，電気フィールドバス機器のようにバス異常が生じ

た場合に大きなダメージを受けるということがなく，また

機器自体の耐ノイズ性という点からも優位である。

センサとアンプ部が一体に組み込まれた一体形，および

センサ，アンプ部を分離した分離形が用意されており，設

置環境などに応じた使い分けが可能である。

２.４ 多点温度変換器

概　要

多点温度変換器は最大 8点の熱電対あるいは測温抵抗体

温度センサからの信号をマイクロプロセッサにより計測デー

タ処理した後，各温度センサに対応した標準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。

各温度データは 1本の光ファイバケーブルで上位システム

へ伝送できるので温度入力点数の多いプラントにおいて有

効である。

また電源は外部から供給され，本質安全防爆用と非本質

安全防爆用（一般用）の 2種類が用意されている。以下に

多点温度変換器の構成，仕様，特長について記述する。

構　成

多点温度変換器の内部構成を図８，外観を図９に示す。

光信号の送受信を行う光ユニット部と伝送および制御処

理を実行する制御部，最大 8点の温度センサからの信号を

高精度A/D変換し，計測処理する計測部，設定データや

補正データなどの記憶，読出しを行うメモリ部および電源

部から構成されている。

一般用の電源部は外部から AC100 V/110 V/220 V など

の電源が供給される。このため，電源は外部電源の電圧が

変わっても対応できるようフリー電源化を図った。

したがって，一般用として使用する場合はフリー電源カー

ドが搭載され，本質安全防爆用は外部電源（DC24V）の

つなぎ込み用端子が搭載されるだけである。

制御カード内部の電源回路部では温度センサの計測回路

系や制御部のディジタル回路系および光ユニット回路系の

動作電圧をDC-DC変換して生成している。

上位システムとの通信を行う光ユニット関係の電源は，

計測回路系や制御部ディジタル回路系の電源と分離し，信

号はホトカプラで絶縁して光ユニット関係の電源グラウン

ドを筐体（きょうたい）に接地している。計測回路系や制

（2）

（1）

（4）

（3）
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図６　AOファンクションブロック図

図７　温度発信器の外観

表３　温度発信器の仕様 

項　目 仕　様 

電　　源 

防　　爆 

外被形式 

自己診断 

リチウム電池1個（内蔵，19 Ah） 

本質安全防爆 

JIS C 0920 防浸形（IEC IP67） 

バッテリ電圧，バッテリ電圧低下警報， 
センサ断線，アンプ異常，オーバフロー， 
アンダフロー　ほか 

適用センサ 
熱電対：J，E，K，R，T 
測温抵抗体：Pt100，JPt100

精　　度 ±0.15％ 

周囲温度 

基準接点補償精度 

－30～＋70 ℃ 

±1 ℃ 

測定範囲 

J熱電対 ：－200～＋750 ℃ 
E熱電対 ：－200～＋800 ℃ 
K熱電対 ：－200～＋1,200 ℃ 
R熱電対 ：   　  0～＋1,600 ℃ 
T熱電対 ：－200～＋350 ℃ 
Pt100  ：－200～＋600 ℃ 
JPt100：－200～＋500 ℃ 

機
　
能 

性
　
能 



光フィールドバスのフィールド機器

御部ディジタル回路系の電源グラウンドは筐体から浮かし

ているが，これは最大 8点の温度センサのうち，一つの温

度センサが何らかの原因で地絡しても他の温度センサに影

響を与えないようにするためである。

計測部は 8点の温度センサからの信号を個々に増幅して

基準温度と一緒にマルチプレクスし，おのおのの温度セン

サの信号を順次取り出し高精度 A/D変換と計測 IC で処

理される。

制御部は計測部の制御信号をコントロールするとともに

計測 IC から計測データをもらい，ゼロ，スパンデータ，

補正データなどから温度データを算出する。

算出した温度データは通信 IC（Frontier-1+）を経由し

て光ユニットから上位システムに送信される。

また，上位システムから送信された場合は光ユニットを

経由して通信 ICに受信される。

メモリ部の RAMメモリは主にワークレジスタ用として

使用し，FLASHメモリにはファンクションブロックのパ

ラメータや通信関連のパラメータおよび温度センサのゼ

ロ・スパン調整データや補正データなど電源断時でも保持

すべきパラメータ類を割り付けている。

また，フィールド機器としての主機能はフィールドバス

協会仕様に基づいたリソースブロック，ファンクションブ

ロック，トランスデューサブロックで実現している。

これらの各ブロックでリニアライズ，℃，％などの表示

変換，機器のアラーム情報監視などの役割を担っている。

仕　様

表４に仕様を示す。

特　長

標準AI ファンクションブロックを 8個持っている

ので，温度センサごとに独立したパラメータが設定で

きる。

リモート機能を備えており，ゼロ・スパン調整およ

び補正データは上位システムからも設定できる。

診断機能ではファンクションブロック内のアラーム

処理で温度センサの断線やアンプ異常などを監視し，

その情報をアラームとして自動的に上位に伝達する。

あとがき

光フィールドバスシステムを構成するフィールド機器に

ついて紹介したが，圧力・差圧発信器および温度発信器は

すでにフィールドバス協会からインタオペラビリティの認

定を受けている。

従来の光ファイバ式フィールド計装システム FFI の経

験を生かして製品化に取り組んでおり，今後ともフィール

ド実証試験や機種の品ぞろえを充実させ，光フィールドバ

スの普及に向けた活動を展開していく。

参考文献

神崎昇ほか：光フィールドバスシステムの展開，富士時報，

Vol.70，No.11，p.567-572（1997）

Function Block Application Process. Part 2, FF-891（1998）（2）
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図８　多点温度変換器の内部構成ブロック図

図９　多点温度変換器の外観

表４　多点温度変換器の仕様 

項　目 仕　様 

電　　源 

防　　爆 

外被形式 

自己診断 

DC24V またはAC85～264V 

本質安全防爆（AC電源のときは不可） 

JIS C 0920 耐水形（IEC IP66） 

アンプ異常，センサ断線検知， 
オーバフロー，アンダフローほか 

適用センサ 
熱電対：J，E，K，R，T 
測温抵抗体：Pt100，JPt100

精　　度 ±0.3％ 

周囲温度 

基準接点補償精度 

－30～＋60 ℃ 

±1 ℃ 

測定範囲 

機
　
能 

性
　
能 

J熱電対 ：－200～＋750 ℃ 
E熱電対 ：－200～＋800 ℃ 
K熱電対 ：－200～＋1,200 ℃ 
R熱電対 ：   　 0～＋1,600 ℃ 
T熱電対 ：－200～＋350 ℃ 
Pt100  ：－200～＋600 ℃ 
JPt100：－200～＋500 ℃ 
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まえがき

フィールドバスが普及すると，単にマルチベンダでシス

テムが構築できるというばかりではなく，ディジタル通信

のメリットを生かして，制御機能やさまざまな監視，予防

保全機能をフィールド機器側に実装できるという期待があ

る。それによりこれまで分散形制御システム（DCS ：

Distributed Control System）が担っていた機能が次第に

フィールド機器側に移行し，巨大な制御用の頭脳は必要が

なくなり，コンパクトで高度な機能をつかさどる制御装置

が中央にあり，周辺に比較的単純な制御機能を実装した

フィールド機器が存在するという世界が予測されている。

媒体に光ファイバを採用した光フィールドバスはさらに

その変革を推し進め，そのさまざまなメリットからフィー

ルドバスの可能性を拡張することが期待されている。

ただし，これらはプロセス制御システムにおける大きな

パラダイムシフトを伴うことであり，制御機能だけでなく

監視，保守までを含めた大きな変革である。その最終的な

たたずまいが完成するまでには時間を要する。フィールド

バスの適用も小規模なシステムでの実績から，次第に大規

模システムへ進んでいくと思われる。その過程で上記のプ

ロセス制御システムの変革が進んでいく。

このような観点から，富士電機は中小規模監視制御シス

テムで最適なシステム提案が可能な，統合化制御システム

「FOCUS」（Fuji Open Control Universal System）への

フィールドバスの実装を行っている。

本稿ではFOCUS の概要とその光フィールドバス対応に

ついて述べる。

FOCUSの構成

FOCUS はライトサイジング，ライトセレクションのコ

ンセプトに基づき開発された，パーソナルコンピュータ

（パソコン）を用いたDCSである。

フィールドバスを適用した FOCUS の構成を図１に，シ

ステム仕様を表１に示す。FOCUS の特長は次のとおりで

ある。

オペレータステーションにパソコンを使用しており，

中小規模向けにコストパフォーマンスの高い最適なシス

テムを提供することができる。

光技術を駆使した光フィールドバスの適用が可能であ

り，耐ノイズ性，耐雷性，防爆性に優れたシステムの構

築が可能である。

電気式フィールドバスおよび従来のアナログ機器も接

続することができ，多彩なシステムを構成することがで

きる。

オペレータステーション，コントローラおよび光フィー

ルドバスの幹線を冗長化することができ，信頼性の高い

システムを提供できる。

FOCUS はオペレータステーション 1台とコントローラ

（ICS-2000）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台の最大構成までフレキシブルな

構成が可能で，最適なシステムが構築できる。オペレータ

ステーションとコントローラは制御 LAN（Ethernet
〈注 1〉

）で

接続される。同一の制御 LAN上にはMICREX-F シリー

ズのようなプログラマブルコントローラ（PLC）も接続可

能であり，制御を必要に応じて分担することができる。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。

コントローラには電気フィールドバスの接続ポートが用

意されており，電気/光変換器を内蔵した接続ユニットを

介して光フィールドバスに接続される。これにより電気，

光双方のフィールドバスが使用可能であり，用途に応じた

多彩なシステム構成が可能である。

また，ICS-2000 には従来のアナログ機器，FFI（Fiber-

optic Field Instrumentation System）機器も接続可能で

ある。

〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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コントローラ

コントローラとしては富士電機のDCSであるMICREX-

IX シリーズに共通のEI（Electric & Instrumentation）統

合コントローラ ICS-2000 を用いる。

ICS-2000 は電気制御に必要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

御などが可能である。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。

フィールドバスの接続は，フィールドバスボードおよび

フィールドバス接続ユニットを介して行う。以下，各コン

ポーネントの概要を述べる。

３.１ フィールドバスボード

フィールドバスボードはフィールドバスの通信ポートを

４チャネル持っている。ICS-2000 には最大 4枚まで実装

可能であり，合計16チャネル（セグメント）のフィールド

バスを接続できる。

図２にフィールドバスボードのハードウェア構成を，図
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図１　FOCUSの構成

表１　FOCUSのシステム仕様 

分　類 

オペレータステーション 接続台数 

コントローラ 

フィールドバスインタフェース 

接続台数 

フィールドバスボード 

スターカプラのポート数 

入出力点数 

内部計器 

光フィールドバス 

項　目 

6台/システム 

8台/システム 

4枚/コントローラ 

16ポート（16コネクタ） 

ディジタル：8,704点/コントローラ 

アナログ：2,048点/コントローラ 

フィールドバスチャネル数 

スターカプラ接続台数 1台/チャネル 

4チャネル/フィールドバスボード 

16チャネル/コントローラ 

288モジュール/コントローラ 
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 

接続機器 
32台/チャネル 
計512台/コントローラ 

備　考 

フィールド機器用　　　　　　：13個 
上位機器用　　　　　　　　　：  2個 
ハンドヘルドコミュニケータ用：　1個 

フィールドバス用は1,024点 

フィールドバス用は1,024点 

16＝4枚×4チャネル 
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３にソフトウェア構成を示す。

３.１.１ フィールドバスモジュール

フィールドバスボードには，フィールド機器とのインタ

フェースをつかさどるフィールドバスモジュールを実装し

ている。フィールドバスモジュールは，フィールドバス協

会の通信仕様をフル実装しており，フィールドバス上の通

信を制御する。

通信インタフェース用の LSI として，富士電機製のFron

tier-1+ を使用している。一つのフィールドバスモジュー

ルでフィールドバス 2チャネルを制御できる。

伝送媒体（メディア）とのインタフェースは，電気フィー

ルドバス用，光フィールドバス用の両方に対応できるよう

になっている。

上位とのインタフェースでは，フィールドバスの FMS

（Fieldbus Message Specification），SM（System Man-

agement），NM（Network Management）の種々のサー

ビス機能を使いやすい形（FIL ： Fieldbus Interface Li-

brary）で提供する。表２にフィールドバスモジュールの

提供する主なサービスの一覧を示す。

３.１.２ フィールドバスボードの機能

メディアインタフェース

フィールドバスボードは，パルストランスによる絶縁回

路を介してフィールドバスの電気伝送路と接続される。信

号の入出力インタフェースは，IEC（International Elec-

trotechnical Commission）のワイヤメディア（電線媒体）

仕様に準拠している。

フィールドバス通信制御

フィールドバス協会のプロトコル仕様をフル実装してお

り，フィールドバス通信のマスタ機能である LAS（Link

Active Scheduler）の機能を実行する。

フィールド機器との入出力データ通信はパブリッシャ/

サブスクライバ通信（Publisher/Subscriber，入出力の定

周期通信）で行う。通信の周期は，要求される性能に応じ

て入出力データ個別に設定可能であり，大規模なシステム

でも制御の応答性を損なわずにシステム設計を行うことが

できる。例えば，制御に必要な差圧発信器の入力と PID

制御のバルブポジショナのMV出力は短い周期で伝送し，

温度計の入力などは長い周期で伝送して収集する，という

ことが可能である。これらは，同一チャネルのフィールド

（2）

（1）
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図２　フィールドバスボードのハードウェア構成

FIL

ホストインタフェース 

DLL：LAS機能内蔵 
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図３　フィールドバスボードのソフトウェア構成

表２　フィールドバスモジュールのサービス一覧 

名　称 概　要 

Clear Address 
 
Set Address 
 

ノードアドレスのクリアを行う。 

ノードアドレスの設定を行う。 

SM Identify フィールド機器の識別情報のリードを行う。 

Set PD Tag フィールド機器のタグの設定を行う。 

Find Tag Query
機器のタグおよび機器のファンクションブロックの 
タグ，パラメータの検索を行う。 

Initiate
フィールド機器とのコネクション（論理的通信路） 
の開設を行う。 

Read Subscriber  
Data

フィールド機器からの入力を取り込む。 

Info Report フィールド機器へデータを出力する。 

Event
フィールド機器からのイベント（故障など）を通知 
する。 

Read With Type フィールド機器のパラメータを読み出す。 

Write With Type フィールド機器のパラメータへの書込みを行う。 
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バス上でも混在させることができる。

同期制御

フィールドバスの基本機能の一つに，制御の実行と通信

を同期させて実行する機能がある。FOCUS のフィールド

バスシステムでは，フィールド機器間のファンクションブ

ロックの実行と通信を同期させることはもとより，ICS-

2000 の PID 演算などの内部計器（制御機能）の実行を

フィールドバスの通信およびフィールド機器のファンクショ

ンブロックの実行と同期させることができる。図４にその

様子を示す。

フィールドバスアクセスサービスの提供

フィールドバスボードは，フィールド機器の入出力デー

タのインタフェースのほか，汎用のフィールドバス通信サー

ビスを提供している。オペレータステーションはEthernet

を経由してこのサービスを使用することにより，フィール

ドバス上のフィールド機器のパラメータをアクセスできる。

フィールドバスの統計情報

フィールドバスモジュールはフィールドバス上の伝送エ

ラー，機器のエラーなどのイベントに関する統計情報を生

成する。これらの情報はフィールドバスボードを経由して

ICS-2000 のシステムバスから読み出すことができ，必要

に応じてコントローラの支援ツールにより，フィールドバ

スシステムの動作解析に使用することができる。

３.２ フィールドバス接続ユニット

フィールドバスを接続するためにはフィールドバス用電

源やターミネータ，端子台などが必要である。また，光

フィールドバスの場合には電気/光フィールドバス変換器

が必要になる。フィールドバス接続ユニットはこれらの

フィールドバス用コンポーネントを内蔵したユニット構成

の機器である。これにより，システム設計者，ユーザーは

フィールドバスの物理層の種々のコンポーネントを意識す

ることなくシステムを構築することができる。また，ユニッ

トは個別に取外しができ，保守のしやすい構造となってい

る。

フィールドバス接続ユニットは大きく共通ユニットと電

気モジュール，光モジュールの三つの構成要素から成り立っ

ている。1台のフィールドバス接続ユニットあたり，電気

と光の合計で最大 2回線のフィールドバスを接続できる。

図５にフィールドバス接続ユニットの概観を示す。

共通ユニット

共通ユニットは，以下に述べる電気モジュールと光モ

ジュールを合計 2台装着できる接続口を持った筐体（きょ

うたい）に，両モジュールにDC24V 電源を分配する端子

が実装されたものである。19インチラックに取付け可能な

構造である。

電気モジュール

DC24V 電源とフィールドバスとを絶縁する DC/DC回

路，フィールドバス電源，ターミネータを内蔵する。電気

モジュール 1台で 1チャネルの電気フィールドバスを接続

できる。入出力のインタフェースは，フィールドバス協会

のワイヤメディア仕様に準拠している。

光モジュール

電気/光フィールドバス変換器とフィールドバス電源，

ターミネータを内蔵したものである。光モジュール 1台で

光フィールドバスを 1チャネル接続できる。入出力のイン

タフェースはフィールドバス協会の光ファイバメディア仕

様に準拠している。

電気モジュールと光モジュールは相互に接続することが

でき，電気フィールドバスと光フィールドバスを同一回線

として ICS-2000 に接続することが可能な構成となってい

る。

オペレータステーション

オペレータステーションのハードウェアには汎用パソコ

ンを使用し，OS（Operating System）にはWindows NT
〈注2〉

を採用している。より信頼性を要求するシステムでは，

FAパソコンを使用することが可能である。

DCS の経験を生かし，操作性の良い各種の監視・操作

画面を搭載している。監視・操作パネルの一覧を表３に示

す。

〈注２〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

（3）

（2）

（1）

（5）
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（3）
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図４　制御と通信の同期
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図５　フィールドバス接続ユニットの概観
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プラント画面は InTouch
〈注 3〉

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，

画面作成を効率化できる。

帳票は Excel
〈注4〉

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る。

オペレータステーションには種々のフィールドバス対応

の機能が盛り込まれている。以下にそれらを記す。

フィールドバスの状態表示

ICS-2000 に接続されたフィールドバス機器の接続状態

および稼動状況を表示することができる。図６にシステム

状態表示パネルの例を，図７に接続された機器の状態表示

の例を示す。

フィールド機器の状態表示

フィールド機器の状態を機器単位で表示する。機器のタ

グ名に対応してそれぞれの機器のエラー状況（機器自身が

検出した異常）を確認することができる。図８に機器の状

〈注３〉InTouch ：米国Wonderware 社の商標

〈注４〉Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称

態表示の例を示す。

これらの機器のエラー情報はフィールドバスのファンク

ションブロック仕様として標準化されている。

機器のアラーム表示

フィールドバス上の機器は，機器自身が検出した異常を

上位の装置に対して通知する機能を持っている。オペレー

タステーションは，これらの機器がフィールドバス上に出

力したアラーム情報を警報表示できる。

フィールドバスの異常とシステム故障

フィールドバスおよびそのインタフェースの故障をシス

テムの任意の故障レベル（重故障，軽故障，アラーム）に

マッピングできる。これにより，フィールドバス故障の重

要度をシステムごとに設定が可能である。

バッテリの状態表示

光フィールドバス機器に内蔵しているバッテリの状態を

確認することができる。図９にその例を示す。

I/Oステータスの表示への反映

フィールド機器の入出力データに付加されているステー

タス（データの信頼性を示す）の状況によりプラント画面

などのデータ，シンボルの表示色などを変更することがで

きる。

コントローラ支援ツール

ICS-2000 のコントローラ支援ツール（FPROCES）は，

フィールドバス専用のメンテナンス機能を持っている。以

下にその主な機能を記す。

フィールド機器の状況確認機能

フィールド機器の稼動状況について，回線上の異常の有

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表３　オペレータステーションの監視・操作パネル一覧 

プラントパネル 512点×100ページ 

グループパネル 

ループパネル 

8タグ×384ページ 

1タグ×2,304ページ 

アラームパネル 
20点/画面 
（スクロール 
　　　 表示2,000点） 

ヒストリカル 
メッセージパネル 

20点×100ページ 

アナンシエータ 
パネル 

32点×16ページ 

システムコンディ 
ションパネル 

1ページ 

トレンドパネル 8ペン×64ページ 

帳票パネル 
日報：20種 
月報：20種 
年報：20種 

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 

計器モジュールの詳細を表示 

アラームを時系列に表示 

操作履歴を時系列に表示 

アナンシエータ窓に表示 

システム状態を表示 

蓄積データを時系列グラフで 
表示 

データを表形式で表示 

図６　システム状態の表示例

図８　フィールド機器のエラー表示例

図９　バッテリの状態表示例

図１０　フィールド機器の状態表示例

図７　フィールドバスの状態表示例
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無，機器の異常の有無，入出力データの異常の有無につい

て一覧表示の形式で確認することができる。図 にその一

例を示す。

入出力ステータスの詳細表示

フィールド機器の入出力データのステータスの詳細を確

認することができる。図 にその例を示す。

フィールドバスボードが収集した通信上の統計情報

（エラー発生状況など）を確認することができる。

そのほかに，オペレータステーションと同様に光フィー

ルド機器に内蔵しているバッテリの状態を確認することが

できる。

システムの冗長化構成

システムを構成する各部分を用途に応じて冗長化するこ

とにより，信頼性の高いシステムを構築することができる。

図 にFOCUS の冗長化構成例を示す。

オペレータステーションの冗長化

オペレータステーションを複数台並列設置することで冗

長化することができる。

コントローラ，フィールドバスの冗長化

コントローラおよび光フィールドバスのコントローラと

光スターカプラ間の幹線通信路は二重化可能で，それぞれ

の幹線ケーブルがフィールドバス接続ユニットに接続され

る。

幹線経路が冗長化できるのは光フィールドバスの大きな

特長である。電気フィールドバスでは現場のターミナルボッ

クス（フィールド機器をスパー状に接続する端子台）まで

の幹線は 1本であり，ここに故障があるとすべてのフィー

ルドバス通信は停止する。光フィールドバスでは，光スター

カプラを現場に配置し，そこまでの通信路を冗長化するこ

とで信頼性の高い通信システムを構成することができる。

FOCUS では，電気フィールドバスの場合でもコントロー

ラの二重化は可能である。この場合，図 に示すように

フィールドバス接続ユニットにて電気フィールドバスの信

号を分岐して 2台のコントローラに接続する。光，電気双

方のフィールドバスが混在した場合でもコントローラの冗

長化は可能である。

ICS-2000 は待機冗長形の二重化を構成する。コントロー

ラ間では常に稼動系から待機系に対しデータの等値化が行

われており，稼動系に重大な異常が発生した場合には待機

系が稼動系に切り換わる。フィールドバス上の通信の制御

に関しては，稼動系のフィールドバスボードが LASとし

て動作する。

図 では二重化コントローラは二つのユニットシェル

フに分かれているが，小規模なシステム用に一つのユニッ

トに二重化コントローラを実装するタイプも用意しており，

コンパクトな構成で冗長化が可能である。

制御 LAN

制御 LANは Ethernet ケーブルを二重化することがで

きる。

フィールドバスのコンフィギュレーション

フィールドバスシステムの円滑な運用のためには，通信

に必要なパラメータなどを最適な値に設定する必要がある。

これらのコンフィギュレーションはパソコン上に実装され

たコンフィギュレーションツールを用いて行う。以下にそ

の主な機能を示す。

ICS システムとフィールド機器の接続

フィールド機器の入出力データを ICS の入出力領域の

任意の位置にマッピングできる。接続の指定は，マウスを

用いたビジュアルな結線により行うことができる。

通信パラメータの設定

フィールドバスの通信に必要なパラメータは，システム

設計者，ユーザーに意識させない形で自動的に最適な値を

設定することができる。

通信のスケジューリング機能

上記の結線を行うことにより，フィールドバス通信のス

ケジューリング情報（通信周期，入出力データ通信のタイ

ミングなど）は自動的に設定される。必要があればシステ

ム設計者がマニュアルで調整できる。

（3）

（2）

（1）

（3）
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図１１　フィールド機器入出力データの状態表示例
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図１２　FOCUSの冗長化構成例
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あとがき

フィールドバスを適用した FOCUS の概要について紹介

した。FOCUS により，規模，用途に応じて自在なフィー

ルドバスシステムの構築が可能である。

フィールドバス協会では現在，高速フィールドバスの標

準化が進められており，1999年度にはその実装仕様が制定

される。今後はその成果を反映しながら，フィールドバス

応用システムのブラッシュアップを図っていく予定である。

フィールドバスは次代の情報・制御システムのたたずま

いを大きく変革させるコア技術の一つである。今後はその

技術をベースにしてフィールド機器の機能の向上が図られ

る。しかし，実システムへの適用にあたっては，それら

フィールド側の進化に合わせ，上位システムのサービスを

さらに充実させていくことが重要である。

今後もトータルシステムのサプライヤとして，FOCUS

を中心にフィールドバスを応用した最適なソリューション

を提供していく所存である。
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渡部　好三

光フィールドバスシステムの開発

企画業務に従事。現在，システム

事業本部産業・計測システム事業

部プロセスソリューション部主査。
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まえがき

富士電機は1985年以来，計装制御システムのDCS（Dis-

tributed Control System）からセンサ，アクチュエータと

いった末端のフィールド機器まで，光ファイバによるディ

ジタル多重伝送を実現したFFI（Fiber-optic Field Instru-

mentation System）を発売していることは本特集号の別

稿（フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバス

への取組み）で述べた。光フィールドバスの開発にあたっ

ては各機器の設計，工事資材の選定などに FFI で得られ

た経験やノウハウが生かされている。

本稿では光ケーブル，光コネクタを中心にした工事，お

よび工事試験について述べる。

光フィールドバスシステムの構成

図１に光フィールドバスシステムの構成を示す。電気/

光変換器と光スターカプラ間のバスライン（幹線），なら

びに光スターカプラとフィールド機器間の分岐ラインが光

ケーブルで接続される。光スターカプラとフィールド機器

は，現場に設置される。

工事計画

光ケーブルであれ，電気ケーブルであれ，ケーブルの布

設条件により工事コストは大きく左右される。以下は必ず

しも光フィールドバス特有の問題ではないが，工事計画段

階で検討・配慮すべき主な項目である。

３.１ 線路の設計

線路設計に際しては，安全性，保守性，経済性など，総

合的に判断する必要がある。

３.１.１ 光の分岐箇所（光スターカプラの設置場所）

光フィールドバスの線路は，図１に示すようにバスライ

ンと分岐ラインに分けられ，光の分岐結合をするのが光ス

ターカプラである。

この光スターカプラはできるだけフィールド機器側に近

く，すなわちバスラインができるだけ長くなるように設置

することがコスト的に有利であるが，フィールド機器の設

置状況，メンテナンス性などから合理的に決める必要があ

る。

３.１.２ ラインのセキュリティ

光フィールドバスでは，バスライン（電気/光変換器と

光スターカプラ間）を二重化することが可能になっている。

このバスラインを二重ルートにするかシングルにするか，

また線路の保護などについて検討する。しかしこれらは低

コスト性とは相反する問題であり，その妥協点をどこに置

くか検討する必要がある。

™セキュリティ：地中管路単独布設＞トラフやダクト＞

架空
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渡部　好三（わたなべ　よしみ）
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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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™低コスト性：地中管路単独布設＜トラフやダクト＜架

空

３.１.３ 布設経路の検討

トラフ，ダクト，管路，電柱など既設のもので利用でき

るものがあれば，できるだけ利用することによって工事費

を節約することができる。場合によっては，ルート長が長

くなっても既設の設備を利用する方が安いこともあるので，

十分検討する必要がある。

３.２ 材料の選定

３.２.１ 光ファイバ

IEC 規格ではテスト用ファイバのみ規定され，実際の製

品にどの光ファイバ，どのような光ケーブルを適用するか

については各メーカーの判断にゆだねられている。

光フィールドバス用の光ファイバとしては，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場合があるた

め，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，富士電機では光ファイバとして石英

ファイバ（コア/クラッド径： 100/140μm）と PCF（Plas-

tic Cladding Fiber，コア/クラッド径： 200/230μm）の２

種類を採用している。

３.２.２ 光ケーブル

富士電機では光ケーブルの構造として光コード集合形の

ものを，また，耐雷性を考慮してテンションメンバに金属

を使用しないノンメタリックケーブルを採用している。図

２に光ケーブルの構造を示す。

光コードは光ケーブルの内部に収納され，テンションメ

ンバにより外部の張力から保護されている。光コードはファ

イバ素線にナイロンなどの被覆を施したファイバ心線に，

ポリアミド樹脂などの強化繊維による補強とポリ塩化ビニ

ルなどのシースを施したものである。光コネクタは，この

光コード部に取り付けられる。光コードはファイバ心線を

保護すると同時に，光コネクタの着脱の作業を容易にして

いる。

なお，光ケーブルは布設環境により，構造，材質，強度
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表1　光ケーブルの種類

ケーブル 概　　要 構　　造 特　　長

ストライプ
シース
光ケーブル

™多数のケーブルのなかからでも光ケーブルの区別が
簡単にできる。

光ケーブルのLAP＊1シース，
またはPE＊2シースにストラ
イプシースを採用したケーブ
ル

難燃シース
光ケーブル

™被覆材の酸素指数が高く，通常の光ケーブルよりも
難燃性がある。

光ケーブルの被覆に難燃素材
を採用したケーブル

耐熱
光ケーブル

™耐熱保護工事の必要がなく，露出配線や従来の電線
管工事で十分である。

™非常用設備間の配線などの用途にも適している。

一定の温度下で一定の時間
（例：380℃×15分）通信
を保証するケーブル

金属被覆形
光ケーブル

™耐水性，耐油性，耐薬品性に優れている。
™金属管で側圧を吸収し，光ファイバ心線を保護して
いる。

™ねずみ・鳥・虫などの害から光ケーブルを保護できる。
™テンションメンバが不要で，ケーブルの細径化，軽
量化が可能である。

光ファイバ心線を金属管で保
護し，下水道や地下管路など
劣悪な環境条件に最適なケー
ブル

波付鋼管
がい装
光ケーブル

™布設時に受ける外力や，ねずみ・鳥・虫の害，散弾
事故などから光ケーブルを保護できる。

™直埋設，特に強度が要求される環境に布設すること
が可能である。

光ケーブルを波付鋼管で補強・
保護しているため，機械的強
度が高く，耐環境性にも優れ
たケーブル

ステンレス
ラミネートシース
光ケーブル

™ねずみ・鳥・虫の害などから光ケーブルを保護できる。
™ステンレステープを使用しているので，さびによる
破損の心配がない。

光ケーブルを波付ステンレス
ラミネートテープで補強・保
護しているため，耐環境性に
も優れており，また波付鋼管
がい装に比べて外径を細くす
ることが可能なケーブル

架空用
光ケーブル

™架空布設において，電気の通信ケーブルと同様の工
法で工事が可能である。

メッセンジャワイヤと光ケー
ブルを一体化した自己支持形
のケーブル

つり線

ラッシングワイヤ

テンションメンバ

光ファイバ心線

緩衝層

LAPシース

トレーサマーク
光ファイバ
テープ心線番号

光ファイバ
テープ心線

溝付PE スペーサ
テンションメンバ
押え巻
通信線
HSシース

1
2
3

3
2
1

P1

P2
A

B

光ファイバ心線
テンションメンバ

緩衝層

LAPシース

波付鋼管

PE(PVC)
防食層

４心テープ心線

金属管

中心介在

押え巻

被覆

＊1  LAP：Laminated Aluminum Polyethylene
＊2  PE  ：Polyethylene
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などその環境に適応したケーブルを選定する必要がある。

これは，電気ケーブルと何ら変わるところはない。各光ケー

ブルメーカーから布設環境対応光ケーブルが提供されてい

る。表１に代表的な光ケーブルの種類を示す。

３.２.３ 光コネクタ

光ファイバを光機器に接続するために光コネクタを用い

る。IEC規格では光フィールドバス用の光コネクタとして，

FCコネクタと STコネクタの 2種類が規定されており，

富士電機では両方を採用している。図３に光コネクタの概

観を示す。

３.３ ケーブルの布設条件

光ケーブルは，外部からの物理的ストレスから光ファイ

バを保護するために実用上十分な強度を持たせる構造となっ

ており，基本的には電気ケーブルと同様の工法で布設され

る。

ただし，光ケーブルは電気設備技術基準で弱電流電線と

同じ扱いとなっており，低圧電気ケーブル（AC600 V，

DC750V 以下）との混在布設は可能だが，高圧電気ケー

ブル（AC600V，DC750 V 超）との混在布設は行うこと

はできない。

また地中管路においては，低圧ケーブルであっても同一

管路への収納はできないとされているので，工事設計の際

は注意する必要がある。地中管路への布設例を図４に，ダ

クト，ラックへの布設例を図５に示す。

施　工

光ケーブルは軽量，電気ケーブルと混在布設が可能（た

だし，低電圧の場合）など，施工上電気ケーブルに比べ有

利な点がある反面，光ファイバが塑性材料であるためケー

ブルの布設，コネクタの取付け，機器へのコネクタの取付

けなどに際しては若干の注意が必要である。

４.１ 光ケーブルの布設

光ケーブルは許容曲率半径，許容張力内で延線布設しな

ければならない。光ケーブルを延線する場合は，張力がテ

ンションメンバに加わるよう引張端を形成し，メッセンジャ

ワイヤで延線する。

光フィールドバスの場合，システムの規模，フィールド

の状況などにより光ケーブルに光コネクタを取り付けた状

態で延線する場合もある。この場合は引張端の形成ととも

に，コネクタの保護にも十分注意を払う必要がある。図６

にコネクタなしの場合，およびコネクタ付きの場合の引張

端の例を示す。

４.２ 光コネクタの組立

光コネクタの組立を行うタイミングとしては，ケーブル

布設前にあらかじめ行っておく場合と，ケーブル布設後に

現場にて行う場合とがある。前者の場合にはコネクタ組立

は屋内で行うことになり，作業環境がよい反面，布設の際

にはコネクタ部を適切に保護する必要がある。また，これ

に伴いケーブルを通す電線管の径を後者に比べて大きくす

る必要がある場合などがある。後者の場合には前者に比べ，

布設作業自体は容易となるが，現場でコネクタ組立を行う
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テンションメンバ テンションメンバ 

テンションメンバ 
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図２　光ケーブルの構造

FCコネクタ STコネクタ 

図３　光コネクタの概観

光ケーブル 

管路 管路 

管同士は接触してもよい 

低圧以上の電気ケーブル 

図４　地中管路への布設の例

光ケーブル 低圧電気ケーブル 

光ケーブル 

光ケーブル 
150mm以上 

高圧電気ケーブル 

高圧電気ケーブル 

混在しても良い 

耐火性のセパレータを 
必ず設ける 

図５　ダクト，ラックへの布設の例
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必要がある。どちらにするかは，現場の状況を踏まえて設

計段階で決定しておかなければならない。

コネクタの組立方式には，エポキシ樹脂を使って光ファ

イバをコネクタに固定し，端面を研磨して仕上げる方式が

一般的に行われている。一方，光ファイバをコネクタに圧

着固定し，端面のファイバ切断を鏡面切断することで，研

磨を必要としない方式も出現しており，防爆エリアでの作

業などでは有用である。いずれの方式も簡単なトレーニン

グによりだれにでも行うことができるようになる。

光コネクタ組立時は，じんあい，水滴などが付かないよ

う，組立後は保護キャップなどで保護するなど注意が必要

である。

ケーブルへのコネクタ取付け例を図７に示す。

４.３ 機器への光コネクタ接続

光フィールドバスでの光コネクタ接続箇所は，図１に示

したように，フィールド機器，光スターカプラ，および電

気/光変換器の 3か所である。

４.３.１ フィールド機器への接続

発信器への接続例を図８に示す。

光ケーブルをフィールド機器に取り付ける場合，ケーブ

ルグランドにて機器に固定し，機器の端子箱内では若干の

余長を持たせた光コードを収納し，光ユニットのコネクタ

に接続する。

４.３.２ 光スターカプラへの接続

光スターカプラは現場の光スターカプラ収納箱内に収納

設置される。収納箱に導入された光ケーブルは，ケーブル

部分を結束などにより固定したうえでコードに余長を持た

せ，光スターカプラのコネクタに接続する。図９に接続例

を示す。

４.３.３ 電気/光変換器への接続

上位システムとのインタフェースとなる電気/光変換器

は，制御盤などのロッカに収納される。光ケーブルは電気

ケーブルで行われている方式同様，ロッカ内に立ち上げて

引き込み，ダクトなどで固定後コードで電気/光変換器の

コネクタに接続する。図 に接続例を示す。

光ケーブル・コネクタの損失測定

光ケーブルとコネクタの組立が終了したら，電線工事の

１０
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図６　ケーブル引張端の例
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図８　フィールド機器への接続例
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図９　光スターカプラへの接続例
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図７　光コネクタ取付け例
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導通試験に相当する光損失測定を行う。光損失測定は一方

のコネクタに光源を接続し，もう一方のコネクタにパワー

メータと呼ばれる器具を接続して行われる。光損失はファ

イバの種類により異なり，測定された光損失がファイバの

種類や長さに応じた所定の値以内であることを確認する。

光工事には電線の絶縁試験に相当する試験はなく，安全性

が高い。

５.１ 測定手順

図 に測定系統と測定器材を示す。光ケーブルは双方

向通信を行うため，被測定ケーブルの両端に取り付けられ

たコネクタをそれぞれA，Bとすると，損失測定は光の方

向がAから Bの場合と，BからAの場合，それぞれにつ

いて実施する。

５.１.１ ケーブル＋コネクタAの損失測定

図 のように安定化光源，ダミーファイバ，パワー

メータを測定用ケーブルで接続し，このときの光の強さを

測定し，これを P1（dBm），次に図 のようにアダプ

タを使用して被測定ケーブルを接続し，このときの光の強

さを測定し P2（dBm）とすると，ケーブル損失＋コネク

タAの損失は，P1－P2（dB）となる。

５.１.２ ケーブル＋コネクタBの損失測定

図 のように接続し，光の強さを測定し，これを P3

（dBm），次に図 のように被測定ケーブルを接続し，

光の強さを測定し P4（dBm）とすると，ケーブル損失＋

コネクタBの損失は，P3－P4（dB）となる。

（b）１３

（a）１３（b）１２

（a）１２

１１
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図１０　上位インタフェースへの接続例
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図１２　ケーブル損失＋コネクタA損失測定
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図１３　ケーブル損失＋コネクタB損失測定
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図１１　測定系統と測定器材
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５.２ 評価基準

光ケーブル特性がメーカーの基準どおりであるか，光コ

ネクタ取付けは適正に行われているのかの評価は，以下の

判定式による。

ケーブル損失＋コネクタ損失≦ l× Lc ＋ Lj（dB）

l ：被測定ケーブルの長さ（km）

Lc：使用ケーブルの伝送損失（dB/km）

Lj：光コネクタの接続損失（dB）

なお，光コネクタの接続損失は 1dB 以下としている。

今，ケーブルの伝送損失 4dB/kmのケーブル 400mを使

用した場合，許容損失＝4dB/km×0.4 km＋1dB＝2.6 dB，

すなわち損失が 2.6 dB 以下なら合格となる。

あとがき

光フィールドバスの工事と試験について概説した。

光ファイバ通信は非常に身近になってきたとはいえ，

フィールドバスといった領域ではまだそれほど一般的でな

いのも事実である。そこで本稿では，工事計画から施工，

機器への取付け，ケーブルの損失測定までをひととおり記

述した。

光フィールドバスシステムの試験としては，このほかに

トータルシステムとしての光伝送損失余裕測定試験をする

必要があるが，誌面の都合で割愛した。

光ファイバの特長を生かした光フィールドバスが発展す

るために，光ファイバ工事がますます普及していくことを

期待する。

参考文献

松平竹央：実用化を迎える光フィールドバス，配管技術，
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まえがき

フィールドエリアのオープンなネットワークとして期待

されるフィールドバスは IEC（International Electrotech-

nical Commission ）の標準化，フィールドバス協会によ

る仕様開発などの活動に支えられ，普及してきた。しかし，

当初，プロセスオートメーションとファクトリーオートメー

ションの融合をめざし，統一仕様による普及を目的とした

フィールドバスは用途に応じたさまざまなネットワークが

提案されデファクトとして実用化されつつある。その代表

的なネットワークがFOUNDATIONフィールドバス
〈注〉

（ファ

ウンデーションフィールドバス）である。

FOUNDATIONフィールドバスはフィールドバス協会

（Fieldbus Foundation）が仕様開発を進めているフィール

ドバスで，従来のアナログ 4～ 20mA伝送に代わるプロ

セス分野のフィールドネットワークとして適したフィール

ドバスである。フィールドバス協会は国際標準との協調を

とりながら，フィールドバス製品の早期製品化，実用化促

進を目的とし，世界の制御システム，フィールド機器メー

カーを中心に約 120 社の企業や団体が参加して1994年 9 月

に発足した非営利団体である。フィールドバス協会では低

速フィールドバスの仕様開発を進め，1996年 8 月に第 1版

を完成させた。

富士電機は1985年から光ファイバを使用したフィールド

ネットワークを開発し，多くのプラントに適用してきた。

この技術をベースとしたフィールドバスを光フィールドバ

スとして提案し，その提案は 1995年11月に規格化した

IEC1158-2 Amendment 1 に反映された。

フィールドバス協会の仕様は物理層として電線媒体を基

本としている。このため IEC の光フィールドバス仕様を

フィールドバス協会の仕様とするための活動を推進し，

1998年 5 月に「Fiber Optic Physical Layer Profile FF-

818 FS1.0」として完成させた。

〈注〉FOUNDATIONフィールドバス：フィールドバス協会の登録

商標

本稿ではこのプロファイル仕様を中心に，フィールドバ

スの規格化の活動について述べる。

IEC の標準化とフィールドバス協会の活動

現在のフィールドバスの IEC 規格化状況を表１に示す。

電線媒体の物理層仕様は1993年に完成し，続いて光ファイ

バ媒体が1995年11月に承認された。IEC の IS（Interna-

tional Standard）として承認された規格はこの部分で，他

のデータリンク，アプリケーション層は規格化の最終段階

にある。

フィールドバス協会では IEC化した物理層仕様をフィー

ルドバス協会仕様として採用し，データリンク層，アプリ

ケーション層は現在 IEC に提案している内容のサブセッ

トを切り出して独自に仕様開発を進め，1996年 8 月に仕様

第 1版を完成させた。

IEC仕様に基づき製品化を行う際に問題となるのは仕様

の切出し方，すなわち，範囲（サブセット）や機能などが

設計者により異なり，また，仕様の解釈の違いにより互換

性が確保できないといった問題が生じることである。この

ため，実装時における規格の使用方法や実装レベルで追加

する仕様を統一する必要がある。

フィールドバス協会では，これらの仕様をプロファイル

（Profile）と定義し規格化しており，物理層プロファイル，

プロトコルスタックプロファイル，デバイスプロファイル

などがリリースされている。

従来，フィールドバス協会の物理層仕様に関しては電線

媒体のプロファイルは完成したが，光ファイバ仕様のプロ

ファイルは規格化されていなかった。そのため，共通の仕

様として実装レベルで統一された光フィールドバスのプロ

ファイル仕様を完成する必要が生じた。

フィールドバス協会ではフィールドバスの光ファイバ通

信の規格化に関心のあるメンバーを募り，フィールドバス

の技術運営委員会（Technical Steering Committee）の下

部組織として光フィールドバスワーキンググループ（WG）

（Fiber Optic Physical Layer WG）を組織し，1996年12月

光フィールドバスの国際規格
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から活動を開始した（図１参照）。

光フィールドバスWGの活動

光フィールドバスWGの活動にはメンバーとしてユー

ザー，メーカーの11社が参加した。基本的にはフィールド

バス協会に参加している企業がメンバーとなり，必要時に

外部にレビュアを依頼するなどして，規格の完成度を高め

た。メンバーの多くが光ファイバを用いた低速フィールド

バスの実現に興味があり，低速光フィールドバスの規格化

に集中した活動を行った。富士電機もフィールドバス協会

として光仕様を開発することによる技術の普及と共通仕様

により互換性のある機器の実現をめざし，本WGの活動

に積極的に参画しリーダー，マネジャーを担当した。

1996年12月，キックオフミーティングを東京で開催し活

動を開始した。その後，計 5回の会議を開催し規格化を完

了した。プロファイルの作成はフィールドバス協会の仕様

開発の手続きに従い，最終的には1998年 5 月にフィールド

バス協会から，Fiber Optic Physical Layer Profile FF-

818 FS1.0 として正式配付された（表２）。

規格の内容

光フィールドバスの規格の位置づけを図２に示す。規格

の範囲は物理層の媒体を規定する MAU（Medium At-

tachment Unit）の一部である。このMAUはトポロジー

伝送速度，光ファイバ，光スターカプラなどのハードウェ

ア仕様を規定している。さらに物理層ではMAUの上位に

MDS（Medium Dependent Sublayer）を設け，主に符号

化処理を行い，データリンク層以上の上位階層に信号を送

信する。光フィールドバスと電気フィールドバスはMDS

によりMAU以外のすべての層が同一仕様で実現される。

IEC規格の概要について表３に示す。

IEC規格では電気フィールドバスとの互換性を考慮して，

伝送速度，接続台数，信号波形が規定されている。また，

光通信に関して送信側の投光出射パワー，受信側の許容受

光パワーなどが定められている。これらの仕様は IEC の

本文に記載されている数値であり，この規格を採用するす
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表２　光フィールドバスWGの全体スケジュール 

開催場所 開催時期 進　捗 

第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

第5回 

東　京 

ニュージャージー（米国） 

アムステルダム（オランダ） 

ルートン（英国） 

アムステルダム（オランダ） 

1996年 12月 

1997年 3月 

1997年 6月 

1997年 9月 

1998年 3月 

 

IRDS討議 

DPS討議 

PS討議 

FS討議 

IRDS : Initial Review for Draft Specification 
DPS : Draft Preliminary Specification 
PS : Preliminary Specification 
FS : Final Specification

表１　IECの規格化状況 

規格番号 パート 進 捗 

CD

IS

IS

備考，今後の予定 

IEC1158-1

IEC1158-2

IEC1158-3

IEC1158-5

データ 
リンク層 IEC1158-4

サービス 

プロトコル 

プロトコル 

CDV投票で 
パスせず再審議中 

発行済み 

ACD
DIS回覧待ち 
Amendment 3

発行済み 
Amendment 2

IS
発行済み 
Amendment 1

ACD

FDIS

DIS回覧待ち 
Amendment 3

FDIS投票中 

ガイド 

電線 

光 

無線 

31.25  
kビット/秒，電圧 

1 Mビット/秒， 
電圧 

1 Mビット/秒， 
電流，200 mA

1 Mビット/秒， 
電流，1 A

31.25  
kビット/秒， 
シングルファイバ 

31.25  
kビット/秒， 
デュアルファイバ 

1 Mビット/秒， 
デュアルファイバ 

H2 変更 

ローパワー 
オプション 

2.5 Mビット/秒， 
電圧 

物
　
理
　
層 

2.5 Mビット/秒， 
デュアルファイバ 

4,800 ビット/秒 

応用層 

マネジメント 

IEC1158-6

IEC1158-7

サービス 
FDIS

審議中 

コンフォーマンステスト IEC1158-8 未審議 

FDIS投票中 

Clause1： 
Introduction,  
ScopeのみACD， 
他はドラフト 
作成中 

CD：Committee Draft 
CDV：Committee Draft for Vote 
ACD：Approved Committee Draft

DIS：Draft International Standard 
FDIS：Final DIS 
IS：International Standard

ユーザー 
諮問委員会 

会員総会 

理事会 

社長 

マーケティング 
委員会 

地域 
マーケティング 
委員会 

技術運営委員会 

仕様開発 
デバイス 
プロファイル 物理層委員会 

光フィールド 
バスWG

主事務局 
（在米国テキサス州） 

運営委員会 

ABB 
ELSAG Bailey 
Fisher-Rosemount 
富士電機 
Rockwell Automation 
Schneider Automation 
Honeywell IAC 
Siemens 
The Foxboro Company  
山武 
横河電機 
 

図１　光フィールドバスWGの位置づけ
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べての製品に適用される仕様である。一方，使用するファ

イバの種類，光スターカプラの仕様，伝送距離などは規格

の自由度を考慮して IEC では規格の範囲外とし，ガイド

ラインを示すにとどめている。このため，フィールドバス

協会では製品化を行う際の推奨値としてこれらの仕様をプ

ロファイルのなかで規定している（図３参照）。

以下，プロファイル仕様の内容を説明する。

４.１ デバイスタイプ

プロファイルは実装仕様であるため，設計するフィール

ド機器の種類ごとに仕様を記載している。フィールドバス

協会では，フィールド機器の種類に応じて，電気フィール

ドバスから光フィールドバスまで対応した番号を定め，こ

の番号をデバイスタイプと呼ぶ（表４参照）。

低速光フィールドバスプロファイルではフィールド機器，

スターカプラ，電気/光フィールドバス信号変換器などを

規定している。現在，IECの低速光フィールドバス規格に

は１線式と 2線式の二つのMAU仕様があり，さらに 1線

式の受光感度はパッシブスターカプラ接続を考慮した高感

度仕様とアクティブスターカプラ接続を考慮した低感度仕

様がある。フィールドバス協会のプロファイル仕様では，

低速光フィールドバスの中心となる 1線式高感度仕様をタ

イプ 411 として規格化している（表５参照）。

コネクタは IEC規格に準拠した FCコネクタと STコネ

クタの 2種類が規定されている。FCコネクタは国内で広

く採用されている単心コネクタであり，STコネクタは欧

米で広く普及しているコネクタである。

４.２ 光ファイバの仕様

光伝送で使用するファイバはその用途により最適な材質，

構造のファイバを選択する。一般産業用に使用されている

ファイバは石英を使用した SI（ステップインデックス）

形または GI（グレーテッドインデックス）形ファイバで
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ユーザー層 

アプリケーション層 

データリンク層 

MDS 
(Medium Dependent Sublayer) 

 

MAU 
Wire medium 
31.25kビット/秒　 
            (H1バス） 
1M,2.5Mビット/秒   
            (H２バス) 
Voltage, 
Current mode

MAU 
Optic 
31.25k 
ビット/ 
秒 

MAU 
Optic 
1M 
ビット/ 
秒 

MAU 
Optic 
2.5M 
ビット/ 
秒 

MAU 
Radio

物
理
層 

図２　光フィールドバスの位置づけ

IEC 物理層規格 

電気式 

IEC 物理層規格 

光式 

光プロファイル 
仕様書 

フィールドバス 
協会の推奨値 

フィールド機器 
実装に必要なパ 
ラメータを推奨 
する。 

フィールド機器 
開発仕様書 光フィールド 

機器 

図３　光プロファイル仕様の構成

表３　IEC規格（Clause 15）の概要 

項　目 仕　様 備　考 

媒　体 光ファイバ1線式 

トポロジー スタートポロジー 

リピータ 機能，概要のみ 

パワーバジェット 

投光出射パワー －13.5 ± 1.0 dBm

許容受光 
パワー 

高感度 －40.0 ～ －20.0 dBm

伝送速度 
31.25 kビット/秒 
± 0.2％ 

ループ構成は不可 

コネクタ 
FCコネクタまたは 
STコネクタ 

ケーブル 
テストケーブルのみ記載 
（100/140   m） 

スターカプラ 
構造：反射形 
分岐数：最大32

パッシブスター 
カプラ用 

低感度 －30.0 ～ － 12.5 dBm
アクティブスター 
カプラ用 

信号波長 
850 nm  ± 30 nm 
波形は電気と同じ 

マンチェスタ・ 
バイフェーズL

使用ケーブルの種類 
は，規定しない 

規格外。参考値のみ。 

表４　デバイスタイプの分類 

デバイスタイプ 内　容 

タイプ100～399 

タイプ411 

タイプ421～424 

タイプ431～432 

タイプ433～434

電気式フィールドバス機器 

1線式高感度フィールド機器 

パッシブスターカプラ 

アクティブスターカプラ 

電気/光フィールドバス信号変換器 

表５　1線式高感度フィールド機器（タイプ411）の概要 

項　目 内　容 

MDS 

電気信号波長 

伝送速度 

投光出射パワー 

許容受光パワー 

コネクタ 

電線媒体と同一 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

－40.0～－20.0 dBm 

FCコネクタまたはSTコネクタ 
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ある。一般的にフィールドにおけるファイバケーブルの着

脱などを考慮するとコア径が大きく結合損失の少ないタイ

プが適している。IEC規格では送信・受信の光仕様を試験

するための光ファイバとしてテストファイバを定めている

が，実際にフィールドで使用するファイバは規格化してい

ない。このため，プロファイル仕様のなかで表６に示すファ

イバを使用ファイバとして規格化した。各ファイバには，

汎用性，伝送距離，コネクタ処理の容易さなどのメリット，

デメリットがあり，使用条件により選択可能である。富士

電機では 100/140μm（Ald）と 200/230μm（A3c）のファ

イバを使用したフィールド機器の開発を進めている。

なお，ここで採用した光ファイバは IEC の別の規格

（IEC793）の仕様としてすでに規格化されているファイバ

である。汎用性があり，フィールドバス用として新たに規

格化したファイバではない。

４.３ 光スターカプラ

一般的にスターカプラは，光信号を増幅するアクティブ

スターカプラと，光信号を増幅せずに光信号の分岐結合を

行うパッシブスターカプラの 2種類がある。

パッシブスターカプラは電源供給が不要なため，フィー

ルドにそのまま設置することが可能である。フィールドバ

スではフィールド機器間の伝送を行うため，フィールドバ

ス上の一つの機器から送信された信号をすべての機器に伝

える必要がある。

アクティブスターカプラでは内部の電気回路により光信

号を容易に分岐・増幅することができるが，パッシブスター

カプラでは光信号を物理的に分岐する構造のため一般的に

使用されている透過形スターカプラではこの仕様を満たす

ことができない。このため，スターカプラを反射形にする

ことにより電気式フィールドバスと同じフィールド機器間

の伝送が可能となる。

一方，パッシブスターカプラの分岐数を多くすると減衰

率が高くなるので，伝送距離と光スターカプラの分岐数は

設計時に十分検討する必要がある。光プロファイルでは，

パッシブスターカプラの構造，分岐数，減衰率を規定して

いる（表７参照）。

４.４ 電気/光フィールドバス信号変換器

電気フィールドバスと光フィールドバス信号を物理層の

MAUレベルで変換する電気/光フィールドバス信号変換

器の仕様を表８に示す。時間的なひずみを成形するタイプ

と，光または電気信号のレベルだけを変換するタイプの２

タイプをプロファイルとして仕様化した。この変換器によ

り光ファイバと電線媒体の混在したシステムが可能となる。

４.５ 伝送距離

伝送距離は使用ファイバ，スターカプラの種類，分岐数

により異なるので代表的な数値をプロファイルのなかで定

めた。基本的にネットワークのトポロジー（接続形態）に

ついては，スター形を採用し，許容受光感度を受信できる

距離にフィールド機器を設置できる。

プロファイルのなかで規定した数値を用いて，16分岐の

パッシブスターカプラを使用した場合，100/140μm の

ファイバで最大 1.2 kmの伝送距離を確保できる（図４参

照）。
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表６　光ファイバの仕様 

項 目 

分 類 

標準 
テスト 
ファイバ 

使用 
ファイバ 

Clause15 
31.25 kビット/秒 
1線式高感度仕様 

開口係数 

0.26±0.03 

0.4±0.04 

0.2±0.02 

0.275±0.015

≦4.0 dB/km 

≦10.0 dB/km 

≦3.0 dB/km 

≦3.0 dB/km

0.26±0.03 ≦4.0 dB/km

減衰率 
（λ＝850 nm） 

100/140   m（A1d） 
＊ 

100/140   m（A1d） 

200/230   m（A3c） 

50/125   m（A1a） 

62.5/125   m（A1b） 

 ＊： A1a，A1b，A1d，A3cなどは IECの光ファイバ仕様の番号を示す。 
 ファイバの構造などについては IEC793-1および IEC793-2の光ファイバ仕
　　 様を参照。 

表７　パッシブスターカプラ（タイプ 421）の仕様 

分岐数 

7.0 9.0 10.5 14.5 17.5 21.5

2 3 4 8 16 32

最大挿入損失 

タイプ 421：100/140   m（A1d） 
挿入損失は2コネクタの損失を含む。 

（単位：dB）

表８　電気/光フィールドバス信号変換器の仕様 

項　目 仕　様 

信号波長 

投光出射パワー 

許容受光パワー 

入出力の時間的最大ひずみ 

分岐数 

850 ± 30 nm 

－13.5 ± 1.0 dBm 

－40.0～－20.0 dBm 

±3％ ビットタイム 

≦32

タイプ 434：波形成形なし。 

16分岐のパッシブスターカプラを使用 

（スターカプラの損失） 

2.5dB

17.5dB

－14.5dBm

4dB/km

－37dBm
－40dBm

100/140　mファイバシステム μ 

2.5dB

3dB（マージン） 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

－40

－30

－20

－10

伝送距離 (km)

光
の
強
さ
 (
d
B
m
) ：出射パワー 

：受光感度 

図４　光パワーバジェット



光フィールドバスの国際規格

あとがき

フィールドバス協会の光フィールドバスの仕様開発状況

について紹介した。光フィールドバスは光フィールドバス

WGのメンバーを中心に多くの方々のご協力により実用的

な実装仕様として完成することができた。

IEC規格，プロファイル仕様の完成により，仕様開発の

面からみて製品化のための環境が整った。フィールドバス

機器を開発する多くのメーカーが光フィールドバス製品を

開発できるよう，今後とも国際標準化とその実用化へ向け

た活動を展開していきたい。
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Vol.68，No.11，p.617-621（1995）

中島千尋：フィールドバスの動向と将来へ向けた技術，

SICE，第 13 回産業システムシンポジウム（1996）

池田卓史ほか：光フィールドバスシステム，富士時報，
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まえがき

光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」（Fiber-

optic Field Instrumentation System）の特長は，光であ

ることによる本質的な安全性とシステム形態による工事や

管理の合理性にある。これらの特長は，広域なエリアで危

険物を扱う石油製品備蓄基地の要件仕様と合致するため，

各ユーザーの評価が高く多数の納入実績がある。

本稿では，LPG備蓄基地と原油備蓄基地への納入事例

を紹介する。

鹿島液化ガス共同備蓄(株)への納入事例

２.１ 概　要

鹿島液化ガス共同備蓄（株）鹿島事業所の計装制御システ

ム（本章では，以下，本システムと略す）は LPGの受入

れ，貯蔵，出荷，再液化，移送などのほかに防消火や電気

設備までを担う統合化システムである。図１に示すとおり，

管理用コンピュータ（CPU），分散形制御システム（DCS），

計装盤，現場計器から構成している。本システムの中核を

なす CPUと DCS「MICREX-IX」はデータウェイで直結

して有機的に密結合した構成としている。さらに DCS の

オペレータステーション，データベースステーションは冗

長化し，コントロールステーションの電源部，制御演算部，

通信系は二重化して，システムの信頼性を高めている。

シャットダウン操作および防消火機器操作用のスイッチ

と重要故障表示は，オペレータステーションと同形のハー

ドコンソールにまとめて列面構成をとり，CRTと連携し

た操作性のよいコンソールとしている（図２）。さらに，

桟橋地区にもオペレータステーションとハードコンソール

を配することにより監視・操作の分散も図っている。

本システムでは現場ー計器室間の信号を光伝送化して，

光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その1）
LPG・原油備蓄基地への適用

569（41）
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CPU

管理用コンピュータ 
A station 350Σ 

IDS IDS IOS IOS

プリンタ/ハードコピー 

ハードコンソール 

IES-2500 
IDS-2500 IOS-2500

ICS-2500

ICS- 
2500

ICS- 
2500

リレー盤 

リレー/変換器盤 

光多重伝送システム FFI
〈受変電設備〉 〈桟橋設備〉 〈基地内設備〉 

FFI

：光ファイバケーブル 

データウェイ（DPCS-F） 

ハード 
コンソール IOS-2500

図１　鹿島液化ガス共同備蓄（株）へ納入のシステム構成



光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その1）・・・

現場サイドの安全性向上を図っている。発信器などの計器

類は FFI を全面的に採用している。FFI はフィールド計

器の信号ラインを光化し，DCS とは光ファイバで接続す

るものであり，圧力・差圧といった基本的な計器は内蔵リ

チウム電池で動作する本質的に安全なシステムである。

また，ローリー出荷アイランドや BOG圧縮機エリアは

入出力点数が多いので，プログラマブルコントローラを内

圧防爆盤に収納して配置し，おのおのを光リンクで結合す

る光多重伝送システムとしている。

２.２ 特　長

光計装システム

本システムでは FFI を中心に以下の部分を光伝送化し

ており，現場計装品の配線量に占める光化率は約 75 ％に

ものぼる。

発信器などの現場計器類との信号授受（FFI）

中央計器室ー桟橋計器室間のDCSデータウェイ

中央計器室ー桟橋計器室間のシャットダウン信号の

伝送ライン（上記データウェイのバックアップ）

桟橋計器室CPUプリンタの信号ライン

ローリー出荷アイランドや BOG圧縮機エリアとの

信号授受（光多重伝送）

このように光を多用するに至った客先の採用理由は以下

のとおりであり，FFI として使用した光化計器の種類と数

量は表１のとおりである。

伝送路の耐雷性・耐ノイズ性

™雷害対策

™275 kV 超高圧送電線の隣接

制御配線費の軽減

™中央計器室ー桟橋設備の距離 2.5 km

™配線スペース・工事費の軽減

安全性・信頼性の向上

™発信器単体は本質安全防爆構造

™危険場所での防爆性

™光システムの重要箇所の二重化

電気（E），計装（I），コンピュータ（C）統合システム

従来，電気，計装，コンピュータはおのおの専用のCRT

端末を用いていたが，本システムのオペレータステーショ

ンでは，これら三つの分野の情報をすべて表示・操作可能

なシングルウィンドウを実現している。このためオペレー

タは，希望する情報・操作がこれらどの分野であってもシ

ステム構成装置を意識することなく，1種類の CRT端末

を取り扱うのみでよく，人に優しいマンマシンインタフェー

ス（MMI）といえる。

日本地下石油備蓄(株)への納入事例

３.１ 概　要

日本地下石油備蓄（株）四国事業所の計測制御システム

（本章では，以下，本システムと略す）は，原油の受払い

や貯油などを行う操油設備および消火，漏油・漏気検出な

どの保安設備の根幹を担うものであり，図３のように管理

用コンピュータ，DCS，計器盤，現場計器で構成されてい

る。本システムの現場計器には，FFI を全面的に採用して，

安全性の向上を図っている。

操油施設のシステムは，ミニコンピュータAstation250

Σと，統合化制御システムMICREX-IX を用い，データ

ウェイ DPCS-F を介して有機的に密結合した構成として

いる。

本システムの統合オペレータステーション IOS-2500 は

拡張コンピュータ連携機能により，DCSおよびコンピュー

タ共通のMMI となっており，操油施設に関するデータの

処理および管理からプラントの監視，運転操作まで幅広く

使用することができる。

さらに DCS の重要部分であるオペレータステーション，

電源部，制御演算部，通信系などは冗長化し，信頼性の高

いシステムとしてある。

また，重要故障表示および緊急停止操作用スイッチは

IOS-2500 と同形のコンソールにコンパクトにまとめ，二

段積 CRTコンソールの上段 CRT部をグラフィック盤と

して利用し，監視操作性がよくコストパフォーマンスの高

（2）

（c）

（b）

（a）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）
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図２　鹿島液化ガス共同備蓄（株）へ納入のオペレータコンソール 表１　鹿島液化ガス共同備蓄（株）へ納入の FFI 製品リスト 

製品名 メーカー 

光/空気圧ポジショナ 

光/空気圧変換器 

差圧発信器 

圧力発信器 

温度発信器（測温抵抗体） 

温度発信器（熱電対） 

タンク液面計 

容量式流量計 

タービン式流量計 

ディスプレーサ式液面計 

電動弁操作器 

オプティカルスターカプラ 

　　　　　  計 

富士電機（株） 

富士電機（株） 

富士電機（株） 

富士電機（株） 

富士電機（株） 

富士電機（株） 

東京計装（株） 

（株）オーバル 

（株）オーバル 

ニイガタ・メーソン・ネーラン（株） 

日本ギア工業（株） 

富士電機（株） 

数量 

56 

31 

39 

28 

24 

20 

16 

16 

3 

8 

15 

47 

303

N99-2166-4



光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その1）・・・

いオペレータコンソールを構築している。

安全防災施設のシステムは，ベンチボードタイプの計器

盤に敷地内および岩盤タンクとその関連設備をモザイク式

グラフィックで表現し，そのなかに火災報知器，煙感知器

および漏油・漏気アラームと地下水位アラームの表示を行

い，どのポイントで異常発生しているかが一目で判断でき

るようになっている。さらに ITVモニタによる確認や火

災発生場所に応じた消火操作を同一パネルで行うことが可

能であり，万が一の火災発生時の対応が正確にかつ容易に

できる構成である。

３.２ 特　長

FFI

フィールド機器と DCS，受信計器を光ファイバで接続

する FFI を採用し，ノイズ，雷害の防止，リモートメン

テナンス機能，信号多重化による配線本数の減少による配

線工事，メンテナンスの合理化を図っている。

DCS -- コンピュータ統合MMI システム

従来，DCSとコンピュータはおのおの専用の CRTを有

していたが，本システムでは拡張コンピュータ連携機能を

用い，MICREX-IX のオペレータステーション IOS-2500

をコンピュータ端末としても使用し，コンピュータ専用

CRTを設けないシングルウィンドウ構成とした。この統

合MMI システムは DCS -- コンピュータを意識すること

のないオペレーションが可能であること，全 CRTが DCS，

コンピュータ両方の機能を持つことなど，操作性・信頼性

の優れたシステムである。

高機能MMI

統合オペレータステーション IOS-2500 は，

高解像度［1,120 × 750（ドット）］

多色表示（基本32色，背景色指定により多色化可能）

高品位日本語表示［24 × 24（ドット）］

など，視認性，操作性に優れたディスプレイ機能を有して

いる。また，本システムではダイナミックウィンドウ，ガ

イダンスウィンドウ，計器図ウィンドウなどのマルチウィ

ンドウ機能とアラーム，ガイダンスなどの自動割込みメッ

セージ機能および仮想画面スクロール，タッチスクリーン

機能などを駆使し，情報量が多くかつ使いやすいMMI を

構築した。

あとがき

光ファイバ式フィールド計装システム FFI を採用した

システムの納入事例として，LPG備蓄基地と原油備蓄基

地の例を紹介した。これらは1993年度から1994年度にかけ

て納入し，現在も安定稼動している。

FFI はその特長を評価され，製油所オフサイトや油槽所

にも多くの納入実績がある。今後はフィールドバスの普

及・浸透が進んでいくが，これにはますます「光」の持つ

優位性が期待されている。

本稿が今後の光フィールドバスシステムの導入検討と，

採用計画の一助となれば幸いである。

（c）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）
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統合データベース 
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コンソール 
CRT

管理用 
コンピュータ 

操油 
シールド 
リレー盤 

防災 
シールド 
リレー盤 

MCC MCC

統合オペレータ 
ステーションIOS-2500

統合コントロール 
ステーション 
ICS-2500

MPU

MPU

I/OI/O

統合 
コントロール 
ステーション 
ICS-2500

補助コンソール 
防災盤 

グラフィック 
パネル 

エンジニアリング 
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図３　日本地下備蓄（株）へ納入のシステム構成
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まえがき

航空需要の増大に伴い，新東京国際空港，関西国際空港

の重要性は高いものとなっている。これらの空港では一度

に多数の航空機に燃料を供給するため，給油設備も大掛か

りなものとなる。この設備を監視する計装制御システムも

高い信頼性を要求される。富士電機はこの二つの国際空港

の給油設備計装制御システムを納入している。

システムは，現場計装の一部として光ファイバ式フィー

ルド計装システム「FFI」（Fiber-optic Field Instrumenta-

tion System）を採用し，センターに分散形制御システム

（DCS）「MICREX」を設置し，集中監視を行っている。

本稿では，両空港の給油設備に適用されている FFI を

中心に紹介する。

給油設備の概要

両空港とも 1日に最大で 200 機程度の航空機に燃料を供

給する必要があり，これを効率よく実施するにはハイドラ

ント方式が必要不可欠となる。ハイドラント方式とは，エ

プロン（駐機場）の埋設配管に点在して設置するハイドラ

ントバルブに給油ホースを接続し，航空機に直接給油する

方式である。

航空機燃料はタンカまたはパイプラインから受け入れら

れ，タンクに貯蔵される。その後，払出ポンプでエプロン

埋設配管に送り出され，その圧力を利用して，バルブに接

続した給油ホースから燃料を供給している（ハイドラント

方式）。本方式により，複数の航空機に同時に安定した給

油が可能である。

新東京国際空港の給油設備と制御装置の概要を図１に示

す。また，関西国際空港の給油設備と制御装置の概要を図

２に示す。

新東京国際空港では第 1ハイドラントで最大 2,300 kl/h，

第 2 ハイドラントで最大 2,700 kl/ｈの燃料を供給できる。

また関西国際空港では最大 3,000 kl/ｈの能力がある。こ

れは，十数機の航空機に同時に給油が可能な量である。

新東京国際空港には，第 1ハイドラントおよび第 2ハイ

ドラントがあり，第 2旅客ターミナルビルに駐機する航空

機に燃料供給している第 2ハイドラント設備のうち計装シ

ステムとして，FFI と DCS を納入している（第 1ハイド

ラント建設時にはまだ FFI がなかったため，第 1ハイド

ラントは電気式）。

関西国際空港もハイドラントシステムについて同様の

FFI と DCS で制御を行っている。

また，新東京国際空港は，航空機燃料を千葉港からパイ

プラインを通して輸送している。このパイプラインについ

ても，近年実施した能力増強工事の新設機器に FFI を納

入した。

光フィールド計装システムの適用にあたって

航空機燃料は揮発性のため，その計測機器は防爆構造で

あることが必須（ひっす）である。また，空港は非常に広

く，障害物が少ない所であるから，落雷による影響も考え

られる。さらに無線機によるノイズなど，計装信号への外

乱要素がいろいろと考えられる。

FFI の現場機器は，基本的に本質安全防爆である。

現場機器と建物内の制御機器との間を光ファイバで結び，

光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その2）
空港給油設備への適用
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光ディジタル信号で計測値を伝送するので，信号線の周囲

の磁界・電界の影響をまったく受けない。当然，無線機な

どの影響で計測値が突然変化することもない。このように

FFI は，航空機燃料供給設備の計装システムとして適した

ものである。

光ファイバは電線よりもコスト的にまだ高いことも事実

である。しかし，FFI では，現場にスターカプラを設ける

ことにより，現場機器の信号が集約でき，現場とセンター間

の光ファイバ布設本数を節約することができる。また，防

爆工事も簡素化できることからトータルでのコストを抑え

ることができる。

給油設備での FFI の適用例

FFI の適用について，具体的に紹介する。

両空港とも払出ポンプの吐出圧力の計測，エプロン地区

の圧力計測に圧力発信器，ポンプの吐出流量の計測に差圧

発信器，圧力調整用の調節弁のために光/空気圧変換器を

納入している。

新東京国際空港では第 2ハイドラント払出配管上の遮断

弁に光電動弁（電源は別途必要。制御信号，リミットスイッ

チ信号を光伝送する），手動弁用の光リミットスイッチお

よびガス検知器（検知信号を光伝送），光式測温抵抗体，

また一部のタンクのレベル計として光式差圧発信器を納入

している。

さらに，新東京国際空港の燃料輸送用パイプラインの一

部の計装用にも，圧力発信器，差圧発信器，光電動弁，光

リミットスイッチ，光式測温抵抗体を納入した。

表１に両空港の給油設備における納入台数を示す。

制御システムとの接続

ここでは，関西国際空港のハイドラントシステムを中心

に紹介する。

関西国際空港は，燃料の受入れから払出しまで，その動

きを監視制御する計装・電気制御システムとして，管理用

コンピュータA（エース）- 80 と統合化制御システムMIC

REX-IX を納入している。構成機器はすべて二重化して，

信頼性を高めている。

図３に関西国際空港の中央制御室を示す。

DCS のオペレータステーション（IOS-2500）を中央制

御室に 3台，バース地区に 1台設置している。また，メン

テナンスセンターに監視用として 1台設置している。

制御装置は，コントロールステーション（ICS-2500）

をバース地区に1ステーション，中央制御室に3ステーショ

ン，エプロン地区に 1ステーション設置している。中央の

３ステーションは，それぞれ次の機能を分担している。受

入れとタンク周りの制御を行う受入系統，タンクから払出

ポンプヤードまでを制御する払出系統，受変電設備の監視

を行う電力系統である。バース・エプロン系統の各コント

ロールステーションは，各地区内のデータを収集し中央の

コントロールステーションに通知，また中央のコントロー

ルステーションの指令により各地区内の機器を制御する。

関西国際空港は24時間空港であるため，一般プラントの

富士時報 Vol.71 No.10 1998

573（45）

受入操業システム 払出操業システム 

タンク群 

払出ポンプ 

バルブピット 

サービサー 

フィルタ 
セパレータ 

エア 
セパレータ 

液量計 

ハイドラント 
バルブ 

CRT

CRT

ホスト 
コンピュータ 

管理用 
コンピュータ 

払出系統 
バックアップ 
オペレータ 
ステーション 

バックアップ 
コントロール 
ステーション 

コント 
ロール 
ステー 
ション 

コント 
ロール 
ステー 
ション 

コント 
ロール 
ステー 
ション 

データ 
ベース 
ステー 
ション 

オペレータ　 
ステーション 

オペレータ　 
ステーション 

払出系統 

払出系統， 
エプロン系統 

払出系統 
信号 
変換器盤 

FFI

電力系統 

 

大形プロ 
ジェクタ 

受入系統 

受入系統 
バース系統 

光データウェイ 

(a) 給油設備 

(b) 制御装置 

図２　関西国際空港の給油設備と制御装置 表1　空港給油設備用 FFI の納入事例 

納入先 
項　目 

新東京国際空港 
（パイプライン） 

新東京国際空港 
（第2ハイドラント） 

関西国際空港 
（払出し） 

圧力発信器 

差圧発信器 

電動弁 

光/空気圧変換器 

リミットスイッチ 

ガス検知器 

測温抵抗体 

合計台数 

24 

16 

16 

－ 

4（24） 

－ 

2 

62

11 

21 

21 

4 

6（68） 

2（4） 

5 

70

7 

10 

－ 

4 

－ 

－ 

－ 

21

（注1）リミットスイッチは変換器の台数で，括弧内にリミットスイッチの台数を 
　　  示す。 
（注2）ガス検知器は変換器の台数で，括弧内にセンサの台数を示す。 
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ように定期修理期間がなく，いつでも払出しを可能としな

ければならない。そこで，メインの制御システム（MIC

REX-IX）の保守時などのバックアップ用として，中小規

模用分散形制御システム（MICREX-MS）を納入してい

る。計装盤内にて切換回路を設け，メインの制御システム

が使用できない場合は，バックアップシステムにより払出

操業を開始する。バックアップの制御システムの制御装置

も二重化している。

コントロールステーションの制御機能の概要は次のとお

りである。エプロンの圧力発信器からの計測値をもとに，

設定圧力になるように払出ポンプの回転数を制御する。ま

た，各ポンプの流量値（現場差圧発信器信号）を監視して

運転すべき台数を制御する。

また，圧力が異常に高くなった場合は調節弁（光/空気

圧変換器にて空気式調節弁を制御）にて圧力を逃がす。

先に述べたように FFI 式の現場発信器は払出系に採用

している。コントロールステーションのうち，払出系統・

エプロン系統に FFI 機器との伝送機能を持たせている。

また，バックアップ DCS も払出用であるから，同じよう

にFFI 機器との伝送機能を持っている。

なお，払出用に現場に準備される FFI 機器は一つずつ

であるが，メイン DCS とバックアップ DCS の両方に接

続する必要がある。

関西国際空港では図４のような光システム構成とし，現

場からの光ファイバを信号変換器盤内で分配，増幅して両

方の DCS に光信号を接続している。また，外部スイッチ

信号の状態により，メインDCSが FFI 機器と伝送を行う

かバックアップDCSが伝送を行うか決定している。

メイン DCS を二重化，バックアップ DCS も二重化，

FFI 機器と DCS 間の光ファイバも二重化することで，高

信頼性の制御システムとなっている。

参考に，新東京国際空港の航空機燃料の払出ポンプ場の

様子を図５に示す。

あとがき

以上，関西国際空港の給油設備計装制御システムと，新

東京国際空港において給油設備に適用されている FFI を

紹介した。

関西国際空港は1994年 9 月に開港し，約 4年操業を続け

ているがトラブルもなく順調に稼動している。

今後，光フィールドバスが正式に規格化され，より一層

光ファイバ伝送の可能な機器が増えると思われる。これら

を採用することで，よりよい光計装設備を提供できるよう

努力したい。

最後に本システムを構築するにあたり，多大なご指導，

ご協力をいただいた，新東京国際空港公団，関西国際空港

（株），千代田化工建設（株），日本鋼管（株）の関係各位に厚

くお礼申し上げる。
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図３　関西国際空港の中央制御室
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まえがき

光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」（Fiber-

optic Field Instrumentation System）は，ノイズ・雷・

防爆への対応および省線化などのニーズにこたえるシステ

ムとして注目を浴びており，その特長を生かした多数の納

入実績がある。本稿では FFI の納入事例として下記を紹

介する。

油槽所への光計装の適用

製油所オフサイトへの光計装の適用

油槽所への光計装の適用

２.１ 日本石油（株）鹿児島油槽所への納入例

油槽所では各種製品をタンカから受け入れ，タンクに貯

蔵し，タンクローリー，小型タンカで再出荷する。この作

業のなかのタンクリモート管理，すなわち操油および油量

管理の遠隔自動制御に光計装を適用した。このシステムに

より，

タンク液面と温度の遠隔自動計測，監視

タンク容量の自動計算，油量管理

タンク元弁の遠隔操作，操作記録

などが可能である。

２.２ 光計装システムの構成

光計装の適用により，安全で確実な計測制御システムを

コンパクトにまとめることができる。図１に光計装システ

ムの構成を示す。

各タンクには光式タンクゲージおよび光式温度計が取り

付けられる。また，タンク受入・払出配管の電動弁も光式

となっている。タンクゲージおよび電動弁からの光信号は，

スターカプラを経由して出荷事務所のオペレータステーショ

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図１　日本石油（株）鹿児島油槽所の光計装システムの構成



ンと接続されている。本油槽所のようなタンク 10 基の計

装の場合には，出荷事務所へ引き込むケーブルは光ファイ

バケーブル 4，5本と少なく，非常にすっきりとさせるこ

とができる。

２.３ 光計装システム適用のメリット

光計装システムの特長は次のとおりである。

事務所内の省スペース化が可能

オペレータステーションを多機能化することにより，１

台の CRTでタンクの液面管理とタンク元弁の遠隔操作が

可能であり，事務所内の省スペース化を図っている。

光多重伝送によるケーブルの省線化

タンクヤードにスターカプラを設置することにより，１

本の光ファイバで 8台の電動弁や液面計と通信できる。し

たがって，タンクヤードから事務所に入るケーブル本数が

きわめて少なくなる。

光信号による安全性

信号ケーブルは光ファイバを使用しているため，落雷に

よる影響や電源ケーブルからのノイズがなく，また信号線

の短絡による誤動作などの事故がないため，安全性の高い

システムが構築できる。また，スターカプラは電気回路を

一切使用せず，光学部品のみで構成されているので防爆対

策が不要である。

２.４ 油槽所総合管理システムへの適用

以上，タンクリモート管理システムの光計装についての

み触れてきたが，ローリー出荷，海上入出荷，防災設備操

作および状態監視についても光計装の適用が可能であり，

安全性・経済性に優れた油槽所総合管理システムを構築で

きる。

製油所オフサイトへの光計装の適用

３.１ 出光興産（株）徳山製油所への納入例

徳山製油所オフサイト光計装は，光フィールドバスケー

ブル総延長 150 km，光式計装機器は 1,000 台を超える世

界最大規模の光計装システムである。

３.２ 光計装システムの構成

図２に光計装システムの構成，表１に光式計装機器納入

リストを示す。中央計器室には富士電機の分散形制御シス

テム（DCS）「MICREX」を設置し，現場側にはオプティ

カルスターカプラ（OSC），光式電動弁，光式リミットス

イッチ，光式タンクゲージなどの光式計装機器を設置して

いる。

上位システムからの電気信号は，光制御ステーション

「PCS-500」で光信号に変換され，二重化光ファイバケー

ブルで各OSCと接続される。1台の OSCには最大 8台の

光式計装機器が接続されている。

光制御ステーション PCS-500

PCS-500 はフィールド機器と双方向の通信を行うこと

により，フィールド機器を制御するとともにフィールド機

器の内部情報を収集し，上位システムに伝送するインタ

フェース機能を持っている。

バックアップ操作ステーション「OCS-500」

上位システムのバックアップ操作が必要なときは，この

OCS-500 から画面のタッチ操作で光式電動弁の個々の操

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図２　出光興産（株）徳山製油所の光計装システムの構成

表１　光式計装機器納入リスト 

光式電動弁 

光式リミットスイッチ 

光式スイッチ変換器 

光式タンクゲージ 

オプティカルスターカプラ 

光リピータ 

製品名 業務1課地区 業務2課地区 計 

1,085 

100 

13 

200 

202 

19

285 

25 

6 

50 

55 

11

800 

75 

7 

150 

147 

8



光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その3）・・・

作を行うことができる。また，光式電動弁の開閉状況，各

機器の異常状況などがOCS-500 から監視できる。

フィールド機器

図３に光式電動弁，図４に光式タンクゲージ，図５にオ

プティカルスターカプラを示す。

光ファイバケーブル布設工事

PCS-500 からフィールド機器までの距離は平均 700m

ある。また，1,000m を超える場合は途中にリピータを設

置した。設備全体エリアが防蟻（ぼうぎ）対策エリアなの

で防蟻ケーブルを使用した。現場計器に接続する光ファイ

バケーブルは，現地での工程短縮および品質上の観点から

50 ％のプレハブ化（片側コネクタ付きの光ファイバケー

ブルを布設する方式）を行った。

３.３ 光計装システムの特長

伝送路に光ファイバケーブルを使用した光フィールドバ

ス方式と，従来のメタルケーブルを使用した 4～ 20mA

伝送方式の比較を以下に記す。

安全性，信頼性の高いシステム構成

光ファイバケーブルを使用しているので信号伝送系は本

質安全防爆であり，またノイズ防止対策・誘導雷障害防止

対策の必要がない。

システム構成の合理化

光ファイバケーブル 1本（ただし，幹線は冗長化）で多

重双方向信号伝送を行っているので，配線本数が少なくて

すむ。

光制御ステーション PCS-500 とフィールド機器とのイ

ンタフェースは，中継端子盤・リレー盤を介することなく

直接光制御ステーションキュービクルに接続できるため，

盤面数が削減できる。

計装工事の合理化

防爆エリアでの信号ラインの防爆工事が不要である。ま

た，ノイズ・落雷などの影響を受けないこと，および電線

のような絶縁劣化現象が起こらないので布設ルートを自由

に選択できる。

システム切換工程の短縮

光制御ステーション PCS-500 とフィールド機器との接

続は，バス方式のためDCS切換工事におけるループチェッ

ク工程が短縮できる。

あとがき

光計装システムの石油オフサイトへの適用例として油槽

所へ適用された比較的小規模な例と，製油所オフサイトに

本格的に適用された大規模な例を紹介した。光計装システ

ムは，油槽所や製油所オフサイトに限らずその特長を生か

し数多くのプラントに適用されており，光センサやフィー

ルドバスシステムの発展とともにますますその適用範囲が

広がっていくものと思われる。

本稿が今後の光フィールドバスシステム導入計画の一助

となれば幸いである。
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図３　光式電動弁

N99-1986-22

図５　オプティカルスターカプラ

N99-1986-6

図４　光式タンクゲージ

N99-1986-12
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技術論文社外公表一覧

最近のモータ制御
－－－－オートチューニング－－－－ 富士電機総合研究所 海田　英俊 電気設備学会誌，18，6（1998） 電気設備学会

燃料電池部会　
－－－－委員の研究取り組み概要紹
介－－－－（1998-8）

大阪科学技術セ
ンター

富士電機株式会社 燃料電池に関する取り
組み 技 術 開 発 室 中島　憲之

IEEE Electron Device Letters，
19，7（1998） IEEE4H-SiC MOSFETs utilizing the H2 sur-

face cleaning technique

富士電機総合研究所
〃
〃

上野　勝典
浅井　隆一
辻　　　崇

第18回石油学会絶縁油分科会研究発表会（1998-6）測色による変圧器絶縁紙の劣化診断

変電システム製作所
富士電機総合研究所

〃
変電システム製作所

〃
〃
〃

西山　彰一
仲神　芳武
宮本　昌広
三橋　貞臣
宮　　良一
伊藤　敬三
和田　元生

EV・HEVの電気システムおよびパワーエ
レクトロニクスの現状と開発動向 富士電機総合研究所 木下　繁則 テクノシステム主催 6月セミナー（1998-6）

燃料電池発電装置水・蒸気系統のモデル化

S I セ ン タ ー
〃
〃

技 術 開 発 室
〃

鈴木　　聡
項　　東輝
黒谷　憲一
小松　　正
大山　敦智

第37回計測自動制御学会学術講演会（SICE ’98）
（1998-7）

固体絶縁物表面における油中沿面放電の進
展（1）

富士電機総合研究所
〃

仲神　芳武
宮本　昌広 電気学会放電研究会（1998-7）

三相直列チョッパを用いた三相高力率コン
バータ 富士電機総合研究所 伊東　淳一

電気学会産業・応用部門全国大会（1998-8）

速度センサのない誘導機駆動システムの再
起動方法 富士電機総合研究所 伊東　淳一

誘導電動機駆動における最近の技術動向
2.メカニカル速度センサレス方式 富士電機総合研究所 石井　新一

交流チョッパ技術に基づく PWM制御交
流電源とその適用例 富士電機総合研究所 大熊　康浩

簡易回生形ソフトスイッチング回路の放射
ノイズ解析

富士電機総合研究所
〃
〃

西川　幸廣
五十嵐征輝
黒木　一男

ソフトスイッチング回路と同期整流回路を
適用したスイッチング電源の開発

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃

野澤　武史
三野　和明
鷁頭　政和
黒木　一男
渡辺　正雄
関　　義正

ノンステップバス用ハイブリッドシステム
の開発 富士電機総合研究所 木下　繁則

空間電荷計測による銅イオンマイグレーシ
ョンの検討 富士電機総合研究所 岡本　健次

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

シランの電子衝突による中性ラジカル生成
機構

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

和田　雄人
佐々木敏明
高野　章弘
濱　　敏夫
市川　幸美

生物工学会平成10年度大会（1998-9）

微結晶シリコンを i 層に用いたサブストレ
ート型太陽電池の作製

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

高野　章弘
藤掛　伸二
濱　　敏夫
市川　幸美 1998年秋季第59回応用物理学会学術講演会

（1998-9）

高速製膜 a-Si によるセルの試作
富士電機総合研究所

〃
〃

佐々木敏明
藤掛　伸二
市川　幸美

マイクロマシンセンター主催平成10年度マイクロ
マシンセミナー（1998-9）

電気学会誘電・絶縁材料研究会（1998-9）

2 次元搬送ユニット 富士電機総合研究所 中澤　治雄

光合成細菌の光水素発生
－－－－光波長と量子収率の関係－－－－

富士電機総合研究所
〃

中田　栄寿
西方　　聡

平成10年度電気関係学会東海支部連合大会
（1998-9）

日本物理学会1998年秋の分科会（1998-9）

電力用半導体素子の熱挙動 富士テクノサーベイ 橋本　　理
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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

2792248 佐々木　弘記録紙切れ検知装置

2792271 三村　一郎ガス排気装置

2792272 白石　　明回転電機固定子の冷却装置

2792273 日和佐寛道回転電機の固定子

2794041 寄田　浩司マルチプロセッサシステムの自己診
断方式

2794042 片野　浩司表形式文書の認識装置

2794655 川崎　道夫
金城　秋夫加圧式注湯炉

2794880 藤平　龍彦パワー IC の過熱検出回路とその構
造

2794901

斎藤　裕子
長野　　恵
佐藤　則忠
植田　　厚
石渡　　統

ビームアナリシス方法

2794936 近藤　健治プラズマ処理装置

2794942 奥原　隆夫玉計数払出装置

2794955 吉川　修二配電盤の端子台

2794969 神谷　正一スキャナ式レーザマーカ

2794975 岩上　守彦
本良　雄一変圧器鉄心

2794985 谷坂　彰彦調質圧延装置におけるワークの延び
率制御方法

2794992 上野　隆史液位制御方法及び液位制御装置

2796306 木下　繁則直流電気車用き電システム

2796466 平田　賢二冷凍冷蔵ショーケース

2787050
岩井　弘美
金高　康彦開閉機器の絶縁回復試験回路

2787051 安井　芳明電子写真感光体用基体およびその製
造方法

2787989 古川　千城流体移送ポンプ

2789737 大澤　千春時変データのサンプリング装置及び
サンプリングデータの再現方法

2789816 辻　　信雄自動販売機の冷却・加熱制御装置

2789818 稲垣　明夫半導体ウエハの識別方法

2789842 仲神　芳武静止誘導電器

2789855
大宮喜一郎
齋藤　義夫油入誘導電器の連結ボルト絶縁構造

2789867 青山　祐次冷気循環式オープンショーケース

2789890 田中　正男巻取り装置の制御回路

2790507
松井　伸二
本郷　保夫
紺野　章子

文字認識方法

2791447 田中　猛夫測定値処理方法

2792174
青木　　信
杉山　智弘燐酸型燃料電池の電極触媒層

2792210

中村　雄有
喜多　伊衛
浅野　賢治
清水　恒治
川上　元造

無人搬送車の制御方法および制御装
置

2792219
榎本　良成
鶴田　芳雄

フォトダイオードを備えた半導体装
置及びその製造方法

2792226 玉村　哲夫歯車減速機

2792241
岡本　　修
浜田　順一
上村　秀也

パーツフィーダの防音装置

2792244 田中　行雄記録装置

2794654
川崎　道夫
金城　秋夫

真空溶解・加圧注湯兼用誘導炉の運
転方法



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送システム，汎用インバータ，サーボシステム，

加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，FAシステム，電話自動

選択着信装置，レーザ応用装置，ビデオセンサ応用装置，工業計測制御機器，分析機器，放射線計測機器，OCR，磁気記

録媒体，複写機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，サイリスタ，シリコン整流素子，集積回路，パワーハイブ

リッド IC，サージアブソーバ，半導体センサ，スイッチング電源

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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次世代のプラント計装制御・情報通信システムの共通インフラス

トラクチャとしてフィールドバスが期待されている。富士電機は光

ファイバ式フィールド計装システム「FFI」の経験をベースに，国

際標準化活動に多くの貢献をしてきた。現在，この国際規格に基づ

く光フィールドバス機器・システムの開発を進めている。本稿では

これらの展望と富士電機の取組みについて説明する。

フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバスへの
取組み

黒岩　重雄

富士時報 Vol.71 No.10 p.531-533（1998）

国際標準のフィールドバスが実用化の局面を迎えるなか，富士電

機の光フィールドバスも発売の時期を迎えようとしている。本稿で

は，富士電機の光フィールドバスへの取組み，光フィールドバスシ

ステムの構成機器や特長，光フィールドバスの採用による経済的効

果など，光フィールドバス全般に関する概要を紹介する。

光フィールドバスの概要

松平　竹央

富士時報 Vol.71 No.10 p.534-539（1998）

光フィールドバスの実用化のためには，低損失の光スターカプラ，

高発光効率の LED-PD一体化素子と光トランシーバ回路，および

低消費電力で動作可能な通信制御用 LSI が必要である。富士電機

はこれら主要コンポーネントの開発を行い，光フィールドバスの国

際標準化活動と製品化展開による普及を積極的に促進している。本

稿ではこれら主要コンポーネントの技術と特長について紹介する。

光フィールドバスの主要コンポーネント

辻　　伸彦 神崎　　昇 吉田　　豊

富士時報 Vol.71 No.10 p.540-545（1998）

光フィールドバスでは，入力機器として圧力・差圧発信器や温度

発信器，出力機器として光/空気圧変換器などのフィールド機器が

あり，これらの多くは内蔵のバッテリを電源とする自律分散の構成

をとっている。圧力・差圧発信器は，電気式発信器FCX-Ａと同じ

検出部を用いて高精度化を実現している。光/空気圧変換器は AO

ファンクションブロックを実装し，設定値入力を変換して空気圧を

出力する。温度計としては，1点用の温度発信器および最大８点を

入力とする多点温度変換器が用意されている。

光フィールドバスのフィールド機器

伊藤　悦郎 伊美　雄二 郡司　琢巳

富士時報 Vol.71 No.10 p.546-550（1998）

光フィールドバスに対応した FOCUS（Fuji Open Control

Universal System）の概要について紹介する。FOCUSはパーソナ

ルコンピュータを応用したオープンな統合化制御システムであり，

小規模システムから適用可能で，規模，用途に応じた自在なフィー

ルドバスシステムを構築できる。光式，電気式両方のフィールドバ

スを使用可能なほか，コントローラ，光フィールドバスの幹線など

を冗長化することができ，信頼性の高いシステムを提供できる。

光フィールドバス実装の分散形制御システム

笹野 喜三郎 伊藤　　徹

富士時報 Vol.71 No.10 p.551-557（1998）

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。富士電機はフィールド計装における光伝

送技術に関し，10年以上の実績と豊富な経験を持っている。本稿で

はそれらの経験を踏まえ，光フィールドバスの工事について設計か

ら施工，試験までを概説する。

光フィールドバスの工事と試験

渡部　好三

富士時報 Vol.71 No.10 p.558-563（1998）

フィールドバス協会で仕様開発を進めている光フィールドバスプ

ロファイルの概要について紹介する。光フィールドバスの規格は

1995年11月に IEC1158-2 Amendment-1 として承認され，その後，

フィールドバス協会の光フィールドバスワーキンググループ内で仕

様開発を進め，1998年 5月，光フィールドバスプロファイルとして

正式に配付された。

光フィールドバスの国際規格

垣堺　　健 池田　卓史

富士時報 Vol.71 No.10 p.564-568（1998）

光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」の特長は，広域な

エリアで危険物を扱う石油製品備蓄基地の要件仕様と合致するため，

各ユーザーの評価が高く，多数の納入実績がある。本稿では，LPG

備蓄基地と原油備蓄基地への納入事例を紹介する。これらの基地で

は，現場計器に FFI を全面的に採用しており，光による本質的な

安全性と工事や管理の合理性を実現している。

光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その1）
－－LPG・原油備蓄基地への適用－－

東　　尚巳

富士時報 Vol.71 No.10 p.569-571（1998）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

The fieldbus in accordance with the international

standard has come in the stages of practical use, and

Fuji Electric will soon start to sell optical fieldbus sys-

tems.  This paper describes an overview of the whole

optical fieldbus, such as Fuji Electric’s activities, system

components, features, and the economical effects of

optical fieldbus application.

An Overview of the Optical Fieldbus

Takeo Matsudaira

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.534-539  (1998)

The feildbus is expected to be a common infrastruc-

ture for next-generation plant control and information

systems.  Fuji Electric has made a large contribution to

the international standardization of the optical fieldbus

based on the experiences of its fiber-optic field instru-

mentation system (FFI) and is now developing optical

fieldbus devices and systems in accordance with the

international standard.  This paper describes recent

trends of fieldbus systems and Fuji Electric’s activities

for the optical fieldbus.

Trends of Fieldbus Systems and Fuji Electric’s 
Activities for the Optical Fieldbus

Shigeo Kuroiwa

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.531-533  (1998)

Optical fieldbus systems include field devices, such

as pressure/

differential pressure and temperature transmitters for

analog input and optical/pneumatic converter for ana-

log  output, mostly of an independent, distributed con-

struction using a built-in battery for power supply.  The

pressure/differential pressure transmitters realize high

precision using the same detector as the electric trans-

mitter FCX-A.  The optical/pneumatic converter

equipped with an analog output function block outputs

pneumatic pressure converted from set input.  Single-

Field Devices in Optical Fieldbus Systems

Etsuro Ito Yuji Imi Takumi Gunji

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.546-550  (1998)

To put the optical fieldbus to practical use, low-loss

optical star couplers, elements incorporating an efficient

light-emitting diode and a photodiode, optical trans-

ceiver circuits, and large scale integrated circuits for

transmission control with low power consumption are

required.  Fuji Electric developed these major compo-

nents to positively promote international standardiza-

tion of the optical fieldbus and popularization through

product marketing.  This paper describes the technolo-

gies and features of these major components.

Major Components of the Optical Fieldbus

Nobuhiko Tsuji Noboru Kanzaki Yutaka Yoshida

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.540-545  (1998)

The optical fieldbus, which uses optical fibers as the

transmission line of fieldbus signals, makes the best use

of the superior transmission characteristics of optical

signals, such as noise immunity and safety.  Fuji Electric

has supply records over ten years and ample experi-

ences in optical transmission technology for field instru-

mentation.  This paper outlines the fieldbus construc-

tion from design, installation to testing based on these

experiences.

Construction and Testing of Optical Fieldbus 
Systems

Yoshimi Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.558-563  (1998)

This paper gives an outline of the FOCUS (Fuji Open

Control Universal System) which supports optical field-

bus systems.  The FOCUS is an open integrated control

system using personal computers as operator stations.  It

is applicable even to small plants and can flexibly struc-

ture a fieldbus system that meets a plant scale and use.

The FOCUS is compatible with both optical and electrical

fieldbuses as well as can support the redundancy of con-

trollers and optical fieldbus trunk lines, so that it can

provide highly reliable control systems.

Distributed Control Systems with Optical Fiedlbus

Kisaburo Sasano Toru Ito

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.551-557  (1998)

The fiber-optic field instrumentation system (FFI)

satisfies the requirements of petroleum product storage

terminals that handle dangerous articles in a wide area

and is rated high by users, resulting in many supply

records.  This paper describes examples of systems sup-

plied to LPG/crude oil storage terminals.  These termi-

nals wholly use the FFI for field instruments and realize

intrinsic safety using light and rationality in construc-

tion and management.

Examples of Fiber-Optic Field Instrumentation 
Systems (1)

－－Application to LPG/Crude Oil Storage Terminals

Naomi Azuma

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.569-571  (1998)
This paper gives an outline of the fiber-optic physical

layer profile developed by Fieldbus Foundation.  The

specification of the optical fieldbus was approved as

IEC1158-2 Amendment-1 in November 1995.  After

that, the optical fieldbus working group of Fieldbus

Foundation promoted specification development and

formally distributed the fiber-optic physical layer profile

in May 1998.

International Standardization of the Optical Fieldbus

Ken Kakizakai Takashi Ikeda

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.564-568  (1998)



年々増え続ける航空需要に応じ，国際空港の整備が進み，新東京

国際空港の拡張（第 2旅客ターミナルビルの建設，パイプラインの

送油能力増強），関西国際空港の開港と大きなプロジェクトが完了

した。これらの空港の航空機給油設備の計装システムとして，光ファ

イバ式フィールド計装システム「FFI」を納入している。航空機燃

料に関連する計測を行うため，現場機器は防爆構造であることが必

要であり，無線機によるノイズ，雷サージにも影響を受けないため，

FFI は非常に適したものである。

光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その2）
－－空港給油設備への適用－－

庄林　直樹

富士時報 Vol.71 No.10 p.572-574（1998）

光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」は，ノイズ・雷・

防爆への対応，省線化などのニーズにこたえるシステムとして注目

を浴びており，その特長を生かした多数の納入実績がある。本稿で

は，FFI の納入事例として，①油槽所への光計装の適用，②製油所

オフサイトへの光計装の適用を紹介する。

光ファイバ式フィールド計装システムの納入実績（その3）
－－油槽所，製油所オフサイトへの適用－－

石田　紘三 小林　益之

富士時報 Vol.71 No.10 p.575-577（1998）



The fiber-optic field instrumentation system (FFI)

attracts attention because it can meet immunity to  noise

and lightning surge, explosionproofness, and reduction

in wiring.  There are many examples which make the

best use of these features.  This paper describes exam-

ples of FFI applications to (1) oil tank yards and (2) oil

refinery off-site facilities.

Examples of Fiber-Optic Field Instrumentation 
Systems (3)

－－Application to Oil Refineries

Kozo Ishida Masuyuki Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.575-577  (1998)

To meet increasing air traffic demands, international

airports have been improved.  Large projects such as the

expansion of New Tokyo International Airport (the sec-

ond passenger terminal building and increase in the

pipeline capacity) and the opening of Kansai

International Airport have been completed.  Fuji Electric

supplied fiber-optic field instrumentation systems (FFI)

for the instrumentation and control systems of aviation

refueling systems in these airports.  The field devices are

required to have an explosionproof construction and be

not influenced by radio noise and lightning surge, and

Examples of Fiber-Optic Field Instrumentation 
Systems (2)

－－Application to Aviation Refueling Systems

Naoki Shobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.10 p.572-574  (1998)
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システム構成

上位システム

コントローラ

電気ケーブル
光ケーブル

光スターカプラ

電気/光変換器

光フィールドバス
いよいよ実証プラントに。

富士電機が提唱した
光フィールドバスが
国際標準に。
プラントの現場に分散している

センサ類とコンピュータをディジ

タル通信で結ぶ「フィールドバ

ス」は従来のアナログ伝送に比

べ，制御に必要なより多くの情

報を交換することができます。

なかでも光信号を用いた，「光

フィールドバス」は外部ノイズや

雷に強く，次世代のプラント

制御システムとして脚光を浴

びています。

世界のユーザーが安心して使

えるよう，富士電機はいち早く

光フィールドバスの国際標準規

格を提唱，これをベースに国

際規格が成立しました。すで

に海外の実証プラントに導入さ

れるなど，国際舞台の先頭に

立って実用化を進めています。

ノイズ，落雷に強いプラント制御を実現

富士電機のシステムコントロール技術

フィールド
センサ
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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