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まえがき

次世代プラントの計装制御・情報通信システムのインフ

ラストラクチャとして期待されるフィールドバスがいよい

よ実用化の段階を迎えた。各計装機器メーカーから電気

フィールドバス機器の製品発表が行われるなか，富士電機

は 1999年 4 月に世界に先駆けて光フィールドバスシステ

ム「FFX」の製品発表を行った。

本稿では光フィールドバスシステム FFXの概要，適用

事例について紹介する。

光フィールドバスの概要

２.１ フィールドバス・光フィールドバスとは

フィールドバスは従来の計装システムで使われてきた４

～ 20mAのアナログ電流信号に代わる次世代のオープン

なディジタル通信である。IEC（International Electro-

technical Commission）により規格化が進められ，フィー

ルドバス協会によってより具体的な仕様の作成や普及活動

が行われてきた。

フィールドバスにはフィールドバスの信号媒体として電

線を用いた電気フィールドバスと光ファイバを用いた光

フィールドバスがある。両者の違いは信号媒体のみであり，

光フィールドバス信号は電気フィールドバス信号に容易に

変換することができる。フィールドバス協会では電気フィー

ルドバスの仕様に続き，光フィールドバスの仕様作成もす

でに完了している。

２.２ 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，

フィールド機器のインテリジェント化といったフィールド

バスとしての特長に加え，以下のような光伝送の持つ特長

を兼ね備えている。

耐ノイズ性・耐雷性に代表される信号伝送の高信頼化

高度の安全性・安全バリアなしでの本質安全防爆

伝送ラインの二重化が可能

電池駆動による電源分散（危険分散），計装電源（中

央電源）の小容量化

光フィールドバス FFXの製品リリース

富士電機は1999年 4 月にフィールドバス協会の仕様に準

拠した光フィールドバスの製品リリースを行った。表１に

リリースされた製品の一覧を示す。光フィールドバスの

フィールド機器と同時に，上位システムとしてFOCUS シ

ステムの光フィールドバス対応の開発を行った。

フィールドバスはオープンな通信であるため，光フィー

ルド機器は電気/光フィールドバスの信号変換器を介して
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表１　光フィールドバス製品一覧 

状　態 形式 

発売品 

機器種別 備　考 

圧力発信器 

差圧発信器 

絶対圧力発信器 

レベル発信器 

リモートシール圧力発信器 

リモートシール差圧発信器 

一体形温度発信器（TC，Pt） 

分離形温度発信器（TC，Pt） 

多点温度変換器（TC，Pt） 

光/空気圧変換器 

光スターカプラ 

FOCUSシステム 

FBB 

FFG 

FBH 

FPL 

FBF 

FFH 

FUP 

FUT 

FRM 

ZLK 

FXB

電気/光フィールドバス変換器 
（他社上位機器接続用） 

フィールド信号変換器 
（光/電気フィールドバス） 

フィールド信号変換器 
（光/アナログ4～20 mA） 

光リピータ 

HHC 
（ハンドヘルドコミュニケータ） 

開発中 

防爆（申請中） 
（1）CENELEC 
（2）JIS

フィールドバス対応 
上位システム 
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各メーカーの上位システムと接続することが可能である。

３.１ 光フィールド機器の仕様

表２に主な光フィールド機器の仕様を，また図１に代表

例として圧力発信器の外観を示す。光フィールド機器には

光通信用に光ユニットと呼ばれる部品が内蔵されており，

これに光コネクタを接続して光通信を行う。

光フィールド機器の多くには電源として内蔵リチウム電

池を採用している。これにより電源ラインが不要となる。

電池寿命はマクロサイクルを 1秒と設定して使用した場合

に約 2年である。マクロサイクルとはフィールドバスの定

周期通信のサイクルタイムであり，富士電機ではこれを標

準で 1秒と設定している。

３.２ 光スターカプラ

光スターカプラは各光機器間の光伝送を中継する役割を

持った電源不要の光学機器である。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。

３.３ FOCUS/光フィールドバス対応システム

富士電機では光フィールドバス用の上位システムとして

オープン統合化制御システム FOCUS の光フィールドバス

対応の開発を行った。

図２に FOCUS と光フィールドバスを組み合わせた構成

図を示す。FOCUS はオペレータステーション〔パーソナ

ルコンピュータ（パソコン）〕と，EI 統合コントローラ

ICS-2000 を制御 LANに接続して構成される。FOCUS に

フィールドバスを接続するためには今回開発したフィール

ドバスボードを ICS-2000 に実装する（図３）。フィール

ドバスボードは 1枚につき 4回線分の電気フィールドバス

の接続口を持ち，フィールドバス通信におけるマスタ機能

（LAS： Link Active Scheduler）の役割を果たす。

光フィールドバスと接続するには，フィールドバス接続

ユニットを用いる。このフィールドバス接続ユニットは光

フィールドバス用インタフェースである光モジュールまた

は電気フィールドバス用インタフェースである電気モジュー

ルを必要に応じて 2モジュールまで実装できる構造となっ

ている。図４に光モジュールと電気モジュールを 1台ずつ

実装したフィールドバス接続ユニットの外観を示す。

FOCUS を光フィールドバスの上位システムとして用い

た場合，光幹線ケーブル（光スターカプラ-上位間の光ケー

ブル）の二重化を行うことができる。また，ICS-2000 自

体の二重化構成により，より安全で高信頼のシステム構築

が可能である。

オランダ/Shell 社でのフィールド実証試験

光フィールドバスの事例の一つとして，石油メジャーの

Shell International Oil Products（SIOP），千代田化工建

設（株）とともに1997年10月から継続して行っている光フィー

ルドバスシステムのフィールド実証試験を紹介する。

４.１ トライアルの概要

オランダ・アムステルダムの SRTCA（Shell Research

and Technology Centre Amsterdam）の屋内パイロット
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表２　主な光フィールド機器の仕様 

項　目 圧力発信器 差圧発信器 温度発信器 多点温度変換器 光/空気圧変換器 

個 別 仕 様  
測定範囲 
：1.6～50,000 kPa

周 囲 温 度  

電　　　源 

電 池 寿 命  

防　　　爆 

光ファイバ 

光コネクタ 

測定範囲 
：0.1～3,000 kPa

適用センサ 
：熱電対 J，E，K，R，T 
　測温抵抗体 JPt100，Pt100 
測定範囲：－200～＋1,200℃ 

入力点数：最大8点 
適用センサ 
：熱電対 J，E，K，R，T 
　測温抵抗体 JPt100，Pt100 
測定範囲：－200～＋1,200℃ 

空気圧出力 
：20～100 kPa

－30～＋70℃ －30～＋70℃ －30～＋70℃ －30～＋60℃ －20～＋60℃ 

内蔵リチウム電池 
（1個） 

内蔵リチウム電池 
（1個） 

内蔵リチウム電池 
（1個） 

DC24 V， 
AC100/115/220 V

内蔵リチウム電池 
（2個） 

本質安全防爆 
（バリア不要） 

石英ファイバ（コア/クラッド径100/140　m）またはPCF（Plastic Cladding Fiber,  200/230   m） 

FC，またはSTコネクタ（1チャネル） 

本質安全防爆 
（バリア不要） 

本質安全防爆 
（バリア不要） 

本質安全防爆 
（バリア要） 

本質安全防爆 
（バリア不要） 

2年 2年 2年 － 1.5年/1個 

図１　光フィールドバス圧力発信器の外観
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プラント（水素化分解装置）の計装制御システムを光フィー

ルドバスシステムを用いて構築した。

トライアルは段階的に進められている。フェーズ 1は

1997年10月から開始されてすでに終了し，その成果が発表

されている
（2）

。現在はフェーズ 2として行われており，1999

年末で終了する予定である。

４.２ フェーズ1の概要・結論

概　要

フェーズ 1でのシステム構成を図５に示す。

フィールド機器としては光フィールド機器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

された構成である。

光ケーブルは光スターカプラ-上位機器間に 1kmの長

さのケーブルが接続された。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システムが接続された。メンテナンス用パソコン

は東京の富士電機社内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。

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た。光圧力発信器のAI ファン

クションブロック，Honeywell 社の電気フィールドバス発

信器の PID ファンクションブロック，光/空気圧変換器の

AOファンクションブロックを組み合わせて制御ループを

構成し，コントロールバルブの操作を行った。

図６にパイロットプラントに設置された光スターカプラ

を，図７に現場機器を示す。

フィールド機器の据付けおよび光ケーブルの布設はすべ

て現地の工事業者にて行われた。

重点評価項目

トライアルを行うにあたり，ユーザーサイドから提示さ

れた重点評価項目は以下のとおりである。

据付け配線工事に対してどのようなスキルやツールが必

（2）

（1）
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光スターカプラ 
光幹線ケーブル 
（二重化可能） 

オペレータステーション 

＊Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 

フィールドバス 
ボード 

制御LAN（Ethernet）
 ＊ 

フィールドバス 
コンフィギュレーションツール 

電気フィールドバス 

EI統合コント 
ローラ 
ICS-2000

光フィールドバス機器 電気フィールドバス機器 

光モジュール 

フィールドバス 
接続ユニット 

電気モジュール 

光フィールドバス機器 

電気ケーブル 
光ケーブル 

図２　FOCUSと光フィールドバスの構成

図４　フィールドバス接続ユニットの外観

共通ユニット 光モジュール 電気モジュール

図３　EI 統合コントローラ ICS-2000の外観

フィールドバスボード
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要とされるか。

™システムの操作性とパフォーマンス

™保守や修理に対してどのようなスキルやツールが必要

とされるか。

™相互運用性

™TCO（Total Cost of Ownership）：コスト評価

結　論

フェーズ 1としての予備的結論は以下のように発表され

ている。

™光コネクタ付きの光ケーブルの布設は容易であった。

™数社から提供された発信器の相互運用性は良好であった。

™データ更新時間はパブリッシャ/サブスクライバ通信に

より 1秒以内であった。

™ホスト機器を複数台同時に稼動させた場合，ときどき

通信上の問題（通信エラーの発生）がみられた。

４.３ フェーズ2の概要

現在，トライアルはフェーズ 2として継続されている。

フェーズ 1での構成機器に加え，新たに数社の電気フィー

ルドバスの機器や上位システムが追加された実用レベルの

システム構成で，主に各社の機器間のインタオペラビリティ

の評価に重点が置かれて進められている。図８にフェーズ

２でのシステム構成を示す。

フェーズ 2では TCO（コスト）の評価も合わせて進め

られている。

あとがき

1999年 4 月から発売を開始した光フィールドバスシステ

ム「FFX」の製品紹介と適用事例を紹介した。フィール

ドバスはこれから21世紀初頭にかけて本格的な普及が期待

（3）
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AO

メンテナンスパソコン 

パソコン 
（東京） 

（国際電話回線） 端子台 
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 

光幹線ケーブル 
（1km） 

Honeywell社 
SCAN3000

PID

AI

熱電対×8 光フィールドバス 
温度発信器×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

Honeywell社 
電気フィールドバス 
圧力発信器×1

光フィールドバス 
光/空気圧変換器×1

光フィールドバス 
多点温度 
変換器×1

電気ケーブル 
光ケーブル 

図５　Shell 社フィールド実証試験システム構成（フェーズ1）

光幹線ケーブル（1 km） 

光 
スターカプラ 

図６　光スターカプラと光幹線ケーブル（1 km） 図７　光フィールド機器（圧力制御ループ）
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されている。富士電機では光フィールドバスの品ぞろえの

拡充・普及のための活動を今後も積極的に展開していく予

定である。本稿が今後の光フィールドバスシステム導入検

討の一助となれば幸いである。
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図８　Shell 社フィールド実証試験システム構成（フェーズ2）
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