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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
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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
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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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