
赤松　和彦

上下水道用電気・計装設備のシス

テムエンジニアリング業務に従事。

現在，電機システムカンパニー情

報制御システム事業部環境システ

ム技術部次長。

森　　孝一

民需 EICシステムのエンジニア

リング・開発業務に従事。現在，

電機システムカンパニー情報制御

システム事業部計測システム技術

部担当部長。

園村　泰彦

計測分野全般の制御装置のシステ

ム設計に従事。現在，電機システ

ムカンパニー情報制御システム事

業部システム技術部担当課長。

富士時報 Vol.72 No.9 1999

まえがき

監視制御システムのオープン化は，パーソナルコンピュー

タ（パソコン）など汎用製品の多機能化と性能向上により，

大きな潮流となっている。このような環境のもと，富士電

機は「進化と継承」をキーワードに，新世代監視制御シス

テム「MICREX-AX」を開発したので紹介する。

MICREX-AXで は， HCI（ Human Communication

Interface）やサーバのオープン化だけでなく，制御 LAN

のオープン化まで実現し，コントローラ機能の向上と相まっ

てニーズに合ったシステムの提供を可能としている。

オープン化の動向

２.１ 過去のオープン化指向

オープン化指向が言われて久しい現在，最近の規制緩和

の傾向からいろいろな分野の製品にオープン化の動きが一

段と強まってきている。

情報制御分野では当初ハードウェア製品の部品レベルか

らオープン化が始まったが，現在ではシステム製品のハー

ドウェアコンポーネントの一部にまで及んできた。

ソフトウェア製品についてはオープン化対象と考えない

時代が続いた。そのためソフトウェア部品は独自に進化し

てきていた。

また，支援ツール製品はソフトウェア製品に強く依存す

るためさらに閉鎖的な製品が主流となっていた。

以上のように過去のオープン化はハードウェア製品のオー

プン化指向を中心に緩やかに推移してきた。

２.２ 現在のオープン化指向

システムを構成するコンポーネントのなかで，パソコン

に見られるようにハードウェア製品コンポーネントの一部

で完全なオープン化（汎用品）が始まっている。

また，コンポーネントとコンポーネントを結び付けるイ

ンタフェース部分においてもEthernet
〈注1〉

のように部分的オー

プン化が始まっている。

ソフトウェア製品においてはOSなどのプラットホーム

のオープン化と，それに伴うソフトウェア部品のオープン

化が始まりつつある。

支援ツールはオープン化素材を取り入れ始めている。

以上のように現在，監視制御システムはオープン化素材

をかなり利用する段階にまで達している。

２.３ オープン化がもたらす変化

２.３.１ オープン化ということ

オープン化とは，単一メーカー製品を主体とした構築シ

ステム中に他メーカーの製品が単に物理的に結び付くとい

うのにとどまらず，他メーカーの製品とのコミュニケーショ

ンが容易に可能なレベルまでを実現できることをいい，そ

のような製品をオープン化システム製品といっている。

このコミュニケーションには，同一機能レベル（情報処

理レベル，制御処理レベル，プロセス入出力処理レベルな

ど）製品同士で行われるものと，機能レベルの異なる製品

の間で行う必要があるものとがある。

２.３.２ オープン化がもたらす長所と短所

オープン化が今後さらに進むためには，システム供給側

と需要側双方にもたらす効果が十分あることが必要である。

長所としては以下のことがあげられる。

最新技術の導入が容易に図れる。これによりシステム

供給者側から見れば新規の研究・開発を省き最新技術を

製品のなかに使用できる。そのため，従来から得意とす

る機能およびノウハウレベルをさらに高めたシステム製

品を市場に迅速に提供することが可能となる。

システム需要者側は安価な製品を使用でき保守面にお

いても世の中の主要構成品であるため容易に交換，修理

を行う利便性を享受できることになる。

従来培ってきたノウハウをシステム供給者側および需

要者側の双方が今後とも継続して使用可能となる。これ

により新規教育，多大な予備品管理が不要となり経済性

が改善される。

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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システムで蓄えたデータを自由自在に引き出し，加工

して目的に見合った形に仕立てることが可能となる。

ユーザー自身によるシステムの改造・変更が可能とな

る。

他方，オープン化に伴う短所も存在する。

ハードウェアの品質問題

オープンな環境で用いられるコンポーネントは汎用製品

が多く，リアルタイム・連続通電といった監視制御システ

ムでの使用に不安が残る。また，商品開発合戦が商品のラ

イフサイクルを短くするという問題も出てくる。

ソフトウェアの品質問題

ユーザー自身の手で改造を行えることがオープンシステ

ムの一つの大きな目的となるが，不具合が発生した場合に

その原因がメーカーの製造品質によるものか，ユーザーの

改造によるものなのかの判別がしにくくなる。

また，必ずしも工業用として開発されていないデファク

トスタンダードソフトウェアを導入することで，信頼性・

性能・機能面での一部後退を招きかねない。

システムの品質保証問題

オープン化の一つの側面であるマルチベンダシステムに

おいては，メーカーとユーザーのシステム全体の品質管理

の境界が不明確となり，原因をどちらが切り分け対応する

かなどの問題が残る。

これらの短所の部分をいかに最小限にするかがシステム

供給者の技術力および製品戦略となる。

一方，技術革新のスピードの速いオープン製品を取り入

れることによって，システム製品のライフサイクルが短く

なるという傾向が現れつつある。この傾向は常に最新シス

テム製品を供給したいと願う供給者側と最新流行を追求し

てやまない需要者側がある限り続くものと思われる。

富士電機のオープン化への取組み

３.１ オープン化に対する今までの取組み

富士電機は早い時期からオープン化を指向してきた。

1980年代の監視制御システムMICREX-PⅢの支援ツール

に汎用パソコンを採用したのを皮切りに今までに数々のオー

プンな汎用品を使用してきた。現状のシステム製品では

FOCUS システムにおけるオペレータステーションのハー

ドウェアに汎用パソコンを採用している。

他のシステム製品では情報系とのコミュニケーションの

ためEthernet や TCP/IP プロトコルも採用している。

３.２ 統合化分散監視制御システムの現状

MICREX-IX システム

富士電機は，1992年10月に第四世代の分散形制御システ

ムMICREX-IX を発表し，今日まで多数のユーザーに納

入してきており，この間，時代の流れとニーズにマッチし

た技術開発・改良を継続して実施し，ユーザー要求にこた

えるソリューションを提供してきた。

このシステムにより設備の統合化に伴う情報の共有化と

機器の統合が促進され，シングルベンダによる E（電

気）・I（計装）・C（コンピュータ）個別の発展から，EIC

の統合，そしてコンピュータ機能の融合などを実現した。

図１にシステム構成を示す。MICREX-IX はそれまでの

MICREXシリーズと同一のシステムアーキテクチャで実

現されている。

FOCUS システム

FOCUS は，パソコン関連のオープン技術と実績ある

DCS（Distributed Control System）技術を組み合わせ，

各種の制御システムへのソリューションを提供している。

FOCUS により，これまでの DCS のノウハウに基づき，

各種制御システムを統合的に構築でき，エンドユーザーコ

ンピューティングの範囲が拡大した。

図２にシステム構成を示す。

パソコン関連のオープン素材とコントローラの組合せに

より，中小規模の各種のシステムを構築することができる。

オペレータステーション 1台とコントローラ 1台の最小
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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

台の最大構成まで構築することができる。オペレータステー

ションとコントローラは Ethernet を使用した制御 LAN

で接続する。同一 Ethernet 上で ICS-2000/A などとプロ

グラマブルコントローラ（PLC）MICREX-F とも接続で

きる。

さらに Ethernet を使用した情報 LANにより他システ

ムとのデータ連携が可能である。また，情報 LANにネッ

トワークプリンタを接続し，複数のオペレータステーショ

ンで 1台のプリンタを共用することもできる。

３.３ オープン化に対する今後の取組み

これからのオープン統合化分散監視制御システムは「い

つでも」「どこでも」「だれとでも」「かんたんに」コミュ

ニケーションが可能なシステムであると考えている。

これをシステム構築に置き換えると「新設・増設・改造

時」に「HCI，コントローラ，プロセス IO」は，「同一メー

カーの他機種，他メーカーの同一機種間の接続」を，「オー

プン化指向技術」で支えられ，「容易にそして経済的に」

コミュニケーションを取ることを実現させる。さらにそれ

を拡大していき距離感のない「広域化」も富士電機は提案

していく。

オープン統合化分散監視制御システム

MICREX-AXの実現

図３に富士電機の情報制御システムの推移を示す。

４.１ 進化と継承のシステム

MICREX-AXシステムは従来の第四世代MICREX-IX

の後継であるが，「進化と継承」というコンセプトで開発

され，オープン化を一段と進めたシステムである。

ヒューマンフレンドリーをめざす「統合オペレータステー

ションAOS-2000」では，従来と比べコンピュータとの連

携機能の強化，ウィンドウ機能の強化，CRT表示色の向

上，表現力の向上，タッチスクリーンの拡充を図っている。

また，「統合データベースステーション ADS-2000」で

はデータサービス機能を向上させ，パソコンおよびコン

ピュータに対するデータのオープン化を実現した。

エンジニアリング機能については，すべてのエンジニア

リングをパソコンだけで行える「ソフトウェア支援システ

ム FPROCES」を使用し，この支援システムを搭載した

「統合エンジニアリングワークステーションAES」がある。

中核のデータウェイは工業用LANである10Mビット/秒

のDPCS-F や 100Mビット/秒の FDDI を使用している。

また，データベースやアラーム管理など，基本的なシステ

478（8）
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図３　MICREXを中心とする情報制御システムの発展
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ムアーキテクチャも従来システムを継承しており，既存シ

ステムとの親和性が良い。図４に本システム構成を示す。

情報・制御システム分野の一般的動向として，フィール

ド分散，自律分散，オープン化などネットワークシステム

と密接な関係を持ったシステム化技術の進展が著しい。

本システムは，この動向を踏まえ，LSI化技術，インター

ネット技術の取込みと保守性の向上・オープン化に対応し

た高機能・高性能・高信頼性をめざして開発されたシステ

ムである。特に，今日の経済環境を十分に反映させるべく，

1992年に発表した統合化制御システムMICREX-IX で構

築されている資産（ハードウェア，ソフトウェア）の継承

を図っている。新・旧システムの混在が一般的になりつつ

ある時代に即したシステム構成が可能である。

最新のオープン統合化分散監視制御システムを構築する

にあたり，従来の高信頼性・リアルタイム性能を維持しつ

つ，オープン化の技術を適用していく必要がある。以下に

オープン統合化分散監視制御システムに求められている要

件について述べる。

データのオープン化

データベースのオープン化によって，ユーザーは今まで

十分に活用できなかった蓄積データを有効に利用すること

ができるとともに，さまざまなネットワークを経由して，

高度情報・制御パッケージや経営管理，業務管理，情報活

用，情報公開，設備メンテナンスなどのシステムで利用す

ることが可能であること。

エンドユーザーコンピューティングの実現

分かりやすいパソコンライクなグラフィカルユーザーイ

ンタフェースや，ISV（Independent Software Vender）

ソフトウェアを利用した支援システムが提供されることに

より，ユーザー自身によるシステムの改造・変更が可能で

あること。

自由度の向上とコスト縮減

従来までのメーカー標準 DCS では，高信頼性と快適な

操作性能を実現するために，ユーザー選択の自由度がある

程度制限されてきた。

システムのオープン化と相まって，デファクトスタンダー

ドの採用などによりメーカー標準に依存しない，自由度の

高いシステムにするとともに，ダウンサイジングによるコ

スト縮減が可能であること。

信頼性の確保

異常（故障）時には他に与える影響を最小限に抑えるこ

とができ，発生した場合には異常解析が容易にできるとと

もに復旧処理時間が短いこと。

４.２ システム構成と特長

図５，図６にシステム構成を示す。

本システムはオペレータステーション，オープンデータ

ベースステーション，高速制御 LAN，高速コントロール

ステーション，インテリジェントフィールドセンタ（オー

プン指向コントロールセンタ）からなる監視制御システム

を実現している。さらに，運転管理系，業務支援サービス

系，マルチメディア通信系，コンピュータネットワークシ

（4）
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ステムと高速情報 LANを介して機能的に融合した構成と

することで，上記要件のソリューションを提供できる。

オープン化

設備の監視・制御の統合に伴い，生産管理システムとの

統合がますます求められるようになるのは必至である。し

かし，生産管理システムは処理速度・機能面からみれば，

プラント制御との隔たりは大きく，いかに共存していくか

が大きな課題である。

本システムにおいては，これら課題に対してオープンネッ

トワークである Ethernet を制御 LANとして採用するこ

とにより，プロセスデータと管理データとのデータリンク

機能を実現する操作環境を提供している。

また，データベースには，オープンなデータ提供を目的

として SQL Server
〈注2〉

が搭載され，ユーザーが自由にかつ容

易にプラントデータを活用できる。保存されているデータ

は，市販の表計算ソフトウェアやデータベースソフトウェ

アを使うことにより，簡単に編集･加工ができる。

さらに任意の場所に設置された HCI 用途の AOS-PC

（パソコン）から汎用 LANを介して専用機と同様な機能

が利用できる。

優れた信頼性と保守性

MICREX-IX シリーズで培われてきた専用機技術を踏

襲し，先進の自己診断機能と RAS情報で，高い信頼性・

保守性を実現している。

運用系に要求される信頼性については，従来からの機器

の二重化に加えて，情報・制御・フィールド LAN のいず

れにも使用しているEthernet の二重化を可能とした。

支援系に要求される保守性については，情報・制御

LANに接続したリモート設置の AES から各種 RAS情報

の読み出し，プログラムの書き込みを可能にした。また，

AESと AOS機能を同一パソコンに共存させることにより，

事務所の管理者や保全室の保守員が操業状態の監視ととも

にRAS情報も併せて取得できる利便性を提供可能とした。

４.３ システムの概要

制御 LAN機能

OA分野で業界標準となっている Ethernet を利用し，

従来は困難といわれてきたデータのリアルタイム性を確保

しつつ他メーカーとの接続が容易にできるオープンな制御

LANとして，（社）日本電機工業会（JEMA）で JPCN-2 と

して認定されたFL-net 準拠 LANを今回新たに採用した。

FL-net 準拠 LANにより，一定時間内に情報を伝達す

るサイクリック伝送，管理情報やスケジュール情報を伝送

するメッセージ伝送を実現した。

この FL-net 準拠 LANではインターネットの標準プロ

トコルである UDP/IP を基本部として適用し，信頼性や

リアルタイム性の保証には情報の衝突を回避するトークン

機能を採用している。

HCI 機能

〈注 2〉SQL Server ：米国Microsoft Corp. の登録商標

本システムではオープン素材を使用した HCI である

AOS-2000 と市販の汎用ソフトウェアを組み合わせること

で，公衆回線（ISDN，フレームリレーなど）を経由して，

遠方サイトの汎用パソコンから工場の HCI とまったく同

一の画面表示が行え，かつブラウザを通して見ることもで

きる遠隔監視システムが実現できる。

また，リモート接続・モバイルコンピューティング・無

線技術を使用して，現場巡回端末のカメラの画像をオペレー

タステーションで監視したり，現場で端末により監視･操

作することもできる。

HCI 自体としては系統画面の色数を増やし，対象とな

るプラントにあった色表現を可能とし視認性を向上させた。

また，Windows ライクな画面構成・画面展開・操作スイッ

チの立体的ボタン化などにより操作性を向上させた。ポイ

ンティングデバイスは，マウス，タッチのどちらでも選択

ができる。図７に画面例を示す。

データベース機能

ユーザーの業務報告においても操業データ・制御データ

に基づいた報告書を作成する場合が増えてきている。

そのため，ユーザーが簡単に操業データ・制御データを

取り出せ，汎用のソフトウェア上でユーザー自ら加工でき

ることが望まれている。

ADS-2000 では，PCボードを搭載し汎用データベース

連携を可能としている。この汎用 PCボードは OSにWin

dows NT
〈注3〉

を採用し，汎用データベースである SQL Server

を搭載し，ADS-2000 が管理しているトレンド・帳票・ア

ラーム・運転履歴データを汎用データベース化して保存し

ている。これらのデータを Ethernet 回線を経由して，ク

ライアントの汎用 PC上から Excel
〈注4〉

，Access
〈注5〉

といった汎用

〈注 3〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 4〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（3）
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図７　画面例

（a）対話作画・作票

（b）トレンド画面
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ソフトウェアを使用して，ユーザー自身による自由なデー

タ加工を行える環境を提供している。

コントローラ機能

プロセス制御機器は，従来の技術をさらにレベルアップ

し，フィールドサイドのオープン化・情報化を推進する。

インテリジェントフィールドセンタ，現場ハンディターミ

ナルなどの新しい機器を用意している。

また，ACS-2000 コントローラに静止形の RAMディス

クを採用した可動部のない耐久性のある PCボード（PCU

ボード）を搭載することができる。これにより従来コン

ピュータで行ってきた解析・予測演算がフィールドで演算

可能となり，制御演算速度とリアルタイム性を向上した。

これらが現場に分散されたコントローラで実現できる。

プロセス IO機能

従来の IPU（Intelligent Process input output Unit）に

加え新たに，オープン化したプロセス IOを採用した。

オープン PIO〔横河電機（株）と富士電機（株）との共同開

発〕は「小形・高信頼のオープン PIO」を基本コンセプト

として開発されるリモートプロセス入出力装置であり，10/

100Mビット/秒の Ethernet に接続する。

オープン PIOの特長は次のとおりである。

オープンな IOバスで接続されるリモートプロセス入

出力装置

プロセス入出力装置を接続する IOバスは，オープンな

LANである Ethernet であり富士電機のコントローラだけ

でなく，他社のコントローラにも接続するためインタフェー

ス技術を公開する。

PAS（Process Automation  System）市場向けの特

長を備えるプロセス入出力装置

RAS機能，冗長化機能，耐環境性など，PAS市場向け

の特長を備えるプロセス入出力装置である。

国際規格適合のプロセス入出力装置

安全規格，CEマーク規制，防爆規格などの国際規格に

適合した世界市場に適用するプロセス入出力装置である。

将来の情報制御システム

わが国の企業や組織は，規制の緩和，従来のビジネス慣

行の見直し，グローバルな競争，地球環境問題への取組み

などこれまでにない厳しい経営環境にさらされ，今後もそ

の傾向は増大する。

企業における生産システムの観点では，従来から EIC

（電気，計装，コンピュータ）情報制御システムは現場を

中心とした24時間運転に耐える生産システムとして製造業

を支えてきた。しかしすべての企業は資産利益率改善の強

い圧力下で経営しており，注文に合わせて迅速に低コスト

で作る能力の向上，顧客サービスの向上，事業運営の効率

化など，生き残りをかけた経営レベルでの収益改善策が急

務となってきた。資産利益率改善，TCO（Total Cost of 

〈注 5〉Access ：米国Microsoft Corp. の登録商標

Ownership ：調達から廃棄に至る生涯コスト）最小化な

ど，経営課題解決のための生産システムは経営レベルに直

結するシステムでなければならない。そのためには，フィー

ルド情報が経営レベルまでシームレスに接続されることが

必須（ひっす）で，従来に比べ情報システムと制御システ

ムの一体化・協調がますます重要となる（図８）。

あとがき

統合化分散監視制御システムのオープン化に関し過去か

ら現在，さらに近未来について述べてきたが，このオープ

ン化のうねりはますます高く・速くなると予想される。

しかしながらこの流れもすでにどこかで変曲点を見つけ

る努力が並行して行われており，システム供給側および需

要側の納得のいくバランスが取れたオープン化が完成した

ときに，より安定した適正な価格のシステム製品が提供可

能になると信じている。
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図８　将来の情報制御システムの方向
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