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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
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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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図２　圧力発信器の構造
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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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図３　FOCUS＋光フィールドバスの構成



光フィールドバスの概要

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



光フィールドバスの概要

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。
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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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