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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，
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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
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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） 
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タービン式流量計 
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　　　　　  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 
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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。
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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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