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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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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）
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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
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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
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図４　制御と通信の同期
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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
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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。
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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

光フィールドバス機器 

光幹線ケーブル 
（二重化） 

電気幹線ケーブル 
（シングル） 

フィールドバス 
接続ユニット 
（電気冗長化 
　ユニット） 

フィールドバス 
接続ユニット 
（光モジュール 
　2個付き） 

光スター 
カプラ 

電気フィールドバス機器 

オペレータ 
ステーション 
（並列設置 
　冗長化） 

管理用 
パソコン 

ネット 
ワーク 
プリンタ 

制御LAN（Ethernet） 
（二重化） 

情報LAN（Ethernet） 

EI統合 
コントローラ 
ICS-2000 
（二重化） 

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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