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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

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.71 No.10 1998

532（4）

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。
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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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