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本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
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茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
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松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
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小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
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南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：富士電機インスツルメンツ（株）電話（042）585-2800

1台で何ラインも測定できる超音波流量計。省エネルギーに活躍します。
大型グラフィックLCDでトレンドもひと目でわかり，簡単キー操作で使いやすく
なりました。●適用配管口径：13～6,000mm●流体温度：－40～＋200℃●ワイドレンジ
：0.3～32m/s●高精度：1％ of Rate●高速応答：1秒●データロギング：40,000データ
メモリ●電源：ACフリー電源/バッテリー駆動●プリンタ（オプション）

気泡に強い，ハンディ流量計。
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プロセス計測制御分野では，基幹産業の新

規プラントの建設は少ないものの，全般的に

製品競争力強化のための更新・合理化などプ

ラント監視制御システムの再構築や最適化を

めざした情報化投資および環境関連投資が増

加方向にある。

富士電機はこれにこたえて，オープンな情

報・制御技術と最新のセンシング技術に基づ

く高性能な製品を提供している。

表紙写真は，情報・制御システムに用いら

れる，IO バスに Ethernet を採用したオー

プン PIO およびマイクロキャパシタンスシ

リコンセンサ方式の新形 FCX-AⅡシリーズ

発信器により，フレキシブルなフィールド情

報の提供をイメージ的に表現したものである。

表紙写真



計測制御技術は工業のいろいろな分野で重要な役割を果

しているので領域横断型の技術であるといわれる。たとえ

ば化学プラントにおけるプロセスオートメーション，自動

車工場における作業ロボット，製鉄所における圧延工程の

制御などさまざまな分野で計測制御技術が使われており，

計測制御技術は戦後の日本産業の急成長の原動力の 1つで

あったといえる。将来を考えても，福祉機器の開発，工業

製品の安全性・操作性の向上，省資源と経済性の更なる改

善など計測制御技術に期待されるものは大きい。

一方，計測制御，特に計測に対して普通の理工系学生は，

学問的でない，副次的な技術である，といった否定的な印

象を持っているように思われる。概して若者は基礎的，体

系的といわれるものを好む傾向があり，また難しい数式が

出てくると判らなくても有難がるものであるが，計測には

そうしたものはあまりない。またたとえば自動車であれば

速く走れるようなエンジンの開発や魅力的な外観の設計が

大切で，計測などは大事ではないと思っている節がある。

これらは経験の少ない若者のことであるから措くとして，

現に計測に携わっている技術者にとって計測はどれほど面

白いのか，あるいは面白くないのかを考えてみたい。

新しい計測方式を考え，そのための機器を開発するのは

多分文句なく面白い仕事であろう。特にそれが最先端の科

学の研究のための計測であるなら，計測法の開発自体が研

究の大きな部分を占めることもある。科学の研究の場合，

未知の物理量の値を知ることが目的であり，計測が終れば

目的は達せられたことになる。これに対し工業においては

計測して得た情報を何かに利用する，多くの場合制御に利

用するという視点が重要である。プロセスオートメーショ

ンではプラントに取付けた流量計や温度計やレベル計から

の信号をコンピュータが判断して制御のための信号を発生

し，操作端を駆動する。そのような計測ー信号処理ー制御

のシステムはプラントを生体にたとえるならば中枢神経系

に相当し，その重要性には疑問の余地はない。しかし

DCS を頭脳とすれば計測器は感覚器であるから，重要で

はあっても頭脳の支配を受けているという感じはある。

真理の探究というのは魅力あることである。計測機器の

開発，設計において追求すべき真理があるのかどうか。機

器の設計においては設計者の恣意でどうにでもなるのでは

ないか。確かにそのような面はあるし，そうであるからこ

そ逆に名人芸のようなものが存在するのである。しからば

普遍的な真理はないのかというと，筆者はそうではないと

考えている。ほぼ同じ時期に複数の会社から同じ様な新製

品が発表されることがある。これは同じ仕事をしている技

術者の間ではおのずと次になすべきことが判っていて，他

社あるいは他国の技術者であってもめざしているものは同

じということであると思う。それは技術者にとっては普遍

的な真理と同様のものである。また技術者仲間ならば誰が

見てもこれはすばらしいと思うような設計や製品があるが，

それは科学者にとっての真理と同格のものである。

学問や技術において基礎的，すなわちその考え方や手法

を発展させると多くの応用が可能となるようなものを貴し

とする考え方がある。その基準からすれば数学的な制御理

論などが貴く，具体的，個別的な技術が主体となる計測は

貴くないということになるが筆者はそうは考えていない。

むしろ逆に工学，特に計測は具体的，個別的でなくてはな

らないと考えている。なぜなら普遍的，一般的な原理を導

く過程においては必ず理想化が行われ，現実にはないよう

な単純化が行われるからである。一般的な原理を現在直面

している問題に適用するためには必ず個々の場合に応じた

特殊事情や境界条件を十分に考慮しなくてはならない。結

局のところそれが技術者がなすべき最大の仕事であると考

えている。一般論を個々の場合に応用するということは決

して学者先生が思っているほど容易なことではなく，多く

の経験と知識とそして多分生まれながらの技術者としての

センスが必要とされることである。

一流の技術者はたとえ抽象的な理論という形では知らな

くても実地体験を通して必要なことは体得しているもので

ある。筆者は経験から帰納される知識を，基本原理から演

繹される理論よりもはるかに重要視している。そして特に

計測制御技術者に，技術者らしい技術者として今後の産業

界の中心となって活躍していただきたいと願っている。

計測制御技術における
演繹と帰納

青島　伸治（あおしま　のぶはる）

筑波大学機能工学系教授 工学博士

528（2）



土屋　泰則

水処理ソフトウェア設計，計装シ

ステムエンジニアリングに従事。

現在，環境システム事業部副事業

部長兼富士電機インスツルメンツ

（株）取締役。電気学会会員。技術

士（情報工学部門）。

杉本　啓介

計測機器・分析計の開発・設計に

従事。現在，富士電機インスツル

メンツ（株）技術本部環境機器技術

部長。計測自動制御学会会員。
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まえがき

計測はあらゆる産業のサポート役として生産性の向上や

品質の向上に重要な役割を果たしている。なかでも，水処

理，石油，化学，鉄鋼など基幹事業での PA（Process Au-

tomation）化，自動車関連産業の FA（Factory Automa-

tion）化などには不可欠なものである。現在，IT（Infor-

mation Technology）産業が躍進中であるが，ここでも計

測は少なからぬ貢献が期待される。

富士電機ではこれら業界の要求にこたえるべく計測製品

を提供してきたが，本稿では最近の計測機器の動向とこれ

からのめざす方向について述べる。

市場動向

計測システム・機器の国内生産高は図１に示すようにこ

こ数年漸減傾向が続いており，1999年度の生産高はここ６

年のピーク時と比べ，計測システムで約 32 ％，計測機器

で約 16 ％の減少となっている。また，国内の受注高（計

器盤，調整・工事を含む）で見ても（図２参照），ここ２，

３年の減少額は大きく，1999年度はピーク時の約 17 ％減

である。

計測機器の機種別（図３参照）では，分析計（環境用，

工業用）は安定した生産高であるのに対し，フィールド機

器，パネル計器，操作端は，ここ 2年は生産高を減少させ

ている。
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土屋　泰則（つちや　やすのり） 杉本　啓介（すぎもと　けいすけ）

生
産
高
（
億
円
）
 

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
199919981997199619951994

1,460

1,310

1,420

1,340

1,430

1,190

1,430

1,180

1,270

1,160

1,220

910

（年度） 

：計測システム 
：計測機器 

図１　計測システム・機器生産高推移

（日本電気計測器工業会データ）
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図３　計測機器生産高推移（日本電気計測器工業会データ）
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図２　計測分野の受注高推移（日本電気計測器工業会データ）
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これらの要因として次の三つが挙げられる。

工業計測器の主要顧客である石油・石油化学，鉄鋼な

どの基幹産業の設備投資抑制

設備の休止・廃止，新設・改修計画の繰延べや設備更新

期間の延長による影響が大きいが，2000年度当初の製造業

種別の設備投資計画調査では製造業全体はほぼ前年並みに

回復してきており，その後の追加設備投資の情報から推測

すると2000年度は前年に対し伸びを期待できる。

工業計測器の市場価格の低下

通商産業省生産動態統計の1997年度と1999年度を比較す

ると，圧力発信器は単価が約 11 ％，差圧発信器は同じく

約 4％低下している。

輸出の減少と輸入の増加

1999年度の前年比で輸出は 9％強減少し，輸入（大蔵省

貿易統計）は 10 ％弱増加している。

1999年度までの市場状況は必ずしも良くないが，最近の

景気回復により，一部の基幹産業では設備がフル稼動の状

況であり，今後，設備の更新・増設が期待でき，（社）日本

電気計測器工業会の1999～2003年度中期予測でも，工業用

計測機器・制御システムの市場は，2003年と1998年の比較

で年率 1.5 ％成長と予測されている。

それを裏付けるように最近の 4半期ごとの通商産業省の

生産動態統計を見ると（図４参照），電力量計・指示計器

が主体の電気計器と ICテスタなどの電気測定器はすでに

大幅な前年同期比の伸びを示している。省エネルギー関連

の設備投資や IT関連の設備投資が寄与しているものと思

われる。

工業用計測機器も機種別に見ると（図５参照），PAが

主体の圧力・差圧発信器はこれからの素材産業の復活や機

械組込み用機器の伸長に期待することになるが，機械組込

みの簡易計装が主体の調節計，特に温度調節計は大きな伸

びを示しており，計測機器全体として回復の兆しが見えて

いるものと推測する。

富士電機の取組み

計測機器はグローバル商品化が顕著で世界戦略が事業の

成功のための重要なポイントである。富士電機では1997年

に計測機器専門メーカーである富士電機インスツルメンツ

（株）に計測機器の販売・開発・製造の一貫体制を確立する

とともに，海外製造販売拠点としてフランス（フランス富

士電機），中国（蘇州蘭煉富士儀表有限公司）を核として，

海外販売拠点を全世界に約50か所設置し，グローバル化に

対処している。

また，計測機器メーカーの世界的な M&A（企業の合

併・買収）による再編はますます活発になっているが，今

のところ日本は残された聖域となっている。一方，国内外

を問わず機種のアライアンスも活発であり，富士電機も積

極的に計画・実行していく考えである。

計測に限らずサービスが今後の重要な事業となるが，富

士電機では幅広い機種およびシステムに対応したコールセ

ンターを開設し，サービスの向上に努めている。また，そ

れと連携した計測機器専用のコールセンターを富士電機イ

ンスツルメンツ（株）にも設置しており，温度調節計など売

切り形の簡易計装品の顧客支援窓口としてサービスを定着

させている。

計測機器の今後の方向としては通信機能の拡充，データ

処理速度のアップ，小型化，低消費電力化などの共通的な

技術革新要素の具備とともに，市場動向を踏まえ以下の分

野への事業展開をめざしている。

維持や部分的な設備更新分野

今後，大型プラントの建設はあまり期待できず，既存シ

ステムとの親和性や，部分設備更新への対応性が重要とな

る。

エコビジネス（環境関連産業）分野

エコビジネスの市場規模は，2000年版環境白書によれば，

2010年には約40兆円で年率 5％弱の伸長が見込まれており，

今後大いに期待できる分野である。

機械組込み（簡易計装）分野

機械産業は顧客の要求が比較的短期間で変化し，それに

対処する設備投資のため今後も継続して需要増が期待され

る。

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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特定業種，個別ユーザー向けスタンドアロン計測器分

野

ニッチ市場は顧客ニーズの多様化でますます増加すると

思われる。顧客要求を着実に拾い上げ，商品化することが

重要である。

３.１ フィールド機器

圧力・差圧発信器はデファクトスタンダードがポイント

であり，富士電機でもそれにマッチするべく精度，安定性

など仕様の向上，製品の小型化，導圧管レス構造による保

守作業の軽減，およびスマート伝送，フィールドバスによ

る通信機能の向上を図ってきた。

発信器の需要動向は市場動向で述べたように，今後リプ

レースが大きなウエートを占めると予想される。この観点

から交換用ストックの削減に寄与できるワイドレンジ差圧

発信器を開発した。詳細は本特集号の別稿（新形差圧・圧

力発信器「FCX-AⅡシリーズ」）を参照されたい。また，

簡易計装用の商品も計画中である。

流量計は電磁式，超音波式などさまざまな方式があり，

計測の基本的なコンポーネントで，需要は今後も堅調に推

移するものと見られる。また，エコビジネス関連では，工

業用水，飲料水，工場空気の節約に流量計測は不可欠であ

り，工業用に比べると低価格商品にはなるが台数需要は飛

躍的な拡大が期待される。

流量計は一般にオンラインで設置される。そのため一時

的に流体の供給を停止し，バイパス配管を用意するなどの

大掛かりな取付け工事を必要とすることと，挿入された検

出センサのため圧力損失を増大させる欠点がある。超音波

式流量計のセンサは配管の外側から挟むように取り付ける

ため，工事も簡単で既設配管にも容易に設置でき，かつオ

ンラインで流体を非接触で測定できるという利便性があり，

複数センサによる多測線計測による測定精度の向上もあっ

て，今後の流量計測の主流になることが期待される。詳細

は本特集号の別稿（新形超音波流量計「NEW TIME DEL

TAシリーズ」）を参照されたい。

フィールドバスシステムは，実証テストやプラントの一

部システムへの採用段階で本格的なプラントへの導入はこ

れからである。しかしながら，海外の発信器の市場では

フィールドバス機能を要求されることが多くなってきてお

り，既存機器との融合性への検討がなされ，早晩フィール

ドバスの時代がくると予想される。富士電機ではフィール

ドバスシステム機器として，光フィールドバス機器を発表

済みであり，電気フィールドバス機器も用意している。

３.２ パネル計器

調節計，指示・記録計などのパネル計器分野では，デー

タ処理速度，通信機能，大容量メモリが新製品のキーポイ

ントになっている。

調節計分野ではすでに制御ループを 4チャネルマルチ化

し，パソコン，プログラマブルコントローラ（PLC）など

との通信機能をアップしたプロセス用調節計を発表し好評

を得ているが，今後の需要増が期待される機械組込み用と

して，通信機能，表示機能などをアップした温度調節計

（形式：PXR，図６参照）を商品化しており，今後も引き

続き拡充していく予定である。

記録計の海外市場ではビデオチャート（ペーパーレス）

記録計が導入期から成長期へ移行の段階になりつつあると

見られる。すでに市場投入しているビデオチャート記録計

をさらに機能アップ，レベルアップしてこれに対応してい

く所存である。

エコビジネス向けのパネル計器としては，「エネルギー

の使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」（改

正省エネ法）および ISO14000 シリーズ対応用に交流電力

モニタを商品化した。設備機器端末や分電盤を対象とし，

IC メモリカードに 1年分のデータを保存できるとともに，

通信機能で上位の監視システムやパソコンでの集中監視が

可能である。詳細は本特集号の別稿（1回路形多機能交流

電力モニタ）を参照されたい。

３.３　分析計

富士電機の分析計は工業用や環境用の発生源を対象とし

たガス分析計と，上水の各工程を対象とした水質計が主体

である。センサとしては NOx，SO2，CO，CO2 などを測

定するマスフロー形赤外線センサ，O2 を測定するジルコ

ニア固体電解質センサ，急性毒物を検出するバイオセンサ，

微粒子測定用光センサなどがある。

工業用，環境用を合わせた分析計の市場規模はここ数年

安定している。地球環境への関心が高まる反面，分析計の

設置は法規制によるところが多く，需要に結びついていな

いのが実情である。今後は ISO14000 シリーズでの自主的

な分析計設置の増加，廃棄物焼却炉のダイオキシン類排出

規制のように新たな法規制の実施で市場は拡大する方向と

予想される。

ガス分析計の環境関連商品としては，1999年に発表した

廃棄物焼却炉などの固定発生源の排出ガスモニタである小

型 NOx，SO2，CO，CO2，O2 の 5 成分分析計に続き，自

動車整備工場向けに CO，HC，CO2，O2 の 4 成分を測定
（10）

（9）

（4）

531（5）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

図６　温度調節計（形式：PXR）
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する自動車排気ガス測定器（形式：ZKE，図７参照）を市

場投入した。台湾，中国，タイなどのアジア地域の排出ガ

ス規制により需要拡大している。今後も，発生源用の分析

計を中心に，品ぞろえと，規制対応品をタイムリーに商品

化していく。またコア技術の赤外線分析計をグローバル展

開すべく小型化，使いやすさを向上していきたい。

水質計については安全でおいしい水への要求に対処する

ため，シアンやゴルフ場農薬などの急性毒物を検出する水

質安全モニタや，発がん物質であるトリハロメタンを検出

するトリハロメタン計などの商品化に続き，厚生省のクリ

プトストリジウムの暫定指針に対応し，検出粒径と通信機

能をさらにアップした高感度濁度計〔詳細は本特集号の別

稿「クリプトスポリジウム暫定対策指針に対応した高感度

濁度計（MK-Ⅱ）」を参照〕を市場投入した。今後も引き

続き安全でおいしい水をキーに，水処理システムの目玉と

なるべくセンサの開発に努めていく。

あとがき

富士電機の持つセンサ技術，エレクトロニクス技術，製

造技術，計測機器事業を担う富士電機インスツルメンツ

（株）の製販一体の商品化体制を駆使し，市場動向にあった

製品開発を短期間で進め，工業計測器事業分野でグローバ

ルなビジネスを展開していく所存である。
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図７　自動車排気ガス測定器（形式：ZKE）
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まえがき

差圧・圧力発信器「FCXシリーズ」は1989年の発売以

来，世界各地で使用され，多くの実績を積み上げた。1995

年には，性能・機能を重視するFCX-Aシリーズと小型・

軽量で使いやすさを兼ね備えた FCX-C シリーズに発展さ

せ，高い評価を得ている。しかし，さらなる性能改善への

期待や新機能追加への要望は高まり，これにこたえるため，

最新機種として差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」

を開発した。本稿では，その概要を紹介する。

開発概要

今回開発した FCX-AⅡシリーズ発信器は，従来の

FCX-Aシリーズの性能・機能をさらに向上させるため，

圧力検出器として約50万台の使用実績のある小型静電容量

式シリコンセンサを使用し，センサの性能を引き出すため

のセンサユニットには新開発のシールダイアフラムを持つ，

新アドバンストフローティングセル構造を採用した。各種

補正演算や通信を行うエレクトロニクス部には高性能マイ

クロプロセッサを使用し演算の高速化を実現した。

本シリーズの差圧発信器には，低・中差圧領域を 1台で

高精度測定可能なワイドレンジバージョン（以下，ワイド

レンジ差圧発信器と呼ぶ）が含まれる。このセンサには，

新しい集積型センサを開発し採用した。この集積型センサ

には高圧用，低圧用二つの差圧センサが内蔵されているた

め，1台で高範囲な差圧測定が可能である。

特　長

FCX-AⅡシリーズの特長は以下のとおりである。なお，

差圧発信器の外観を図１に示す。

FCX-AⅡシリーズ全体の特長

™静圧や片圧の影響の改善で，さらに高精度化を実現

™バーンアウト可変設定機能など新機能を拡充

™0.1 kPa ～ 50MPa の広い範囲の計測が可能

™絶対圧計，レベル計，リモートシール計など豊富な機

種を準備

™電気フィールドバスに対応

ワイドレンジ差圧発信器の特長

™１台で幅広い流量計測範囲（低・中差圧）を高精度で

測定可能

構　造

FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の内部構造を図２に示す。

静電容量式センサ，センサユニットおよびエレクトロニク

スユニットで構成されている。

４.１ 静電容量式センサ

FCX-AⅡシリーズ差圧・圧力発信器のセンサ構造を図

３に示す。センサの中央に配置された測定ダイアフラム

（可動電極）に対向して固定電極が一対配置された構造と

なっている。センサに導入された圧力は，単結晶シリコン

の測定ダイアフラムで差圧に比例した変位に変換され，そ

の変位は差動的な静電容量 C1，C2 として高精度に検出さ
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図１　FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の外観
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れる。

そして，圧力に比例したセンサ信号（ f）は，静電容量

C1，C2 を用いて次式で求められる。ただし，Cs は直線性

補正定数である。

f＝（C1－C2）/（C1＋C2－2Cs）

このセンサには，弾性ヒステリシスが小さいという単結

晶シリコンの優れた性質と，センタディスクを有する測定

ダイアフラムの理想的平行平板変位により，ヒステリシス

は小さく，直線性がよい，という特長がある。

ワイドレンジ差圧発信器のセンサの外観を図４に示す。

このセンサは高圧用，低圧用二つの差圧センサと静圧セン

サ，温度センサからなる集積型センサである。高圧用，低

圧用二つの差圧センサは，それぞれの高精度測定可能範囲

が連続するように設計され，発信器としては最大スパンの

1/200 まで高精度測定が可能である。具体的には，高圧セ

ンサの最大スパンは 130 kPa に設定され，流量計測で多用

される 0.65 ～ 130 kPa の範囲が 0.1 ％の高精度で測定可

能である。また，差圧センサ近傍に静圧センサと温度セン

サがあるため，静圧と温度誤差を正確に補正可能である。

４.２ センサユニット

センサユニットには，FCXシリーズ以来，継続して採

用され，実績が豊富なアドバンストフローティングセル構

造を使用している。その構造を図５に示す。

今回，片圧印加時の誤差を従来より改善するため，①シー

ルダイアフラム形状の再設計とコンピュータを用いた数値

解析による最適化，②プロテクションダイアフラムの材料

に高強度材料を選択したことにより，片圧誤差は従来の

1/3 に低減できた。

４.３ エレクトロニクスユニット

エレクトロニクス部の構成を図６に示す。差圧はセンサ

で静電容量として検出され，A-D変換器でディジタル信

号化され，マイクロプロセッサに送られる。また，温度セ

ンサの信号もマイクロプロセッサに送られる。マイクロプ

ロセッサでは，これらの信号とセンサユニットの EEP

ROMにあらかじめ収納されている直線性や温度補正のた

めのデータを用いて演算が行われる。近年，演算時間の短

縮への要求が強まっており，マイクロプロセッサには低消

費電力の高性能マイクロプロセッサを使用して，従来より

最大 33 ％の演算時間の高速化を図った。また，静電容量

（4）

＋－

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

534（8）

図４　ワイドレンジ差圧発信器のセンサ外観
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図３　FCX-AⅡシリーズ差圧・圧力発信器のセンサ構造
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図２　FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の内部構造
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C1，C2 の静圧特性を利用した静圧補正アルゴリズムを開

発・採用したことで静圧特性向上が可能となった。

主な仕様

表１には FCX-AⅡシリーズ差圧・圧力発信器の主な仕

様を示す。さまざまなプロセスへの対応を図るため，FCX-

AⅡシリーズを中心にオプションを充実した。新しい機能

として14点折れ線近似機能とバーンアウト電流の可変設定

機能を追加した。

14点折れ線近似機能は，発信器の入出力関係を最大14点

の折れ線補正で設定可能な機能で，従来，演算器を用いな

ければ実現できなかったアプリケーションも，演算器なし

で構成でき，ユーザーにとってコストメリットが大きい。

バーンアウト機能では，バーンアウトが働いた場合の電

流の下方値・上方値を，下方値＝ 3.2 ～ 3.8mA，上方値＝

20.8 ～ 21.6mAに可変設定できるようにした。このとき，

発信器出力電流の動作範囲は 3.8 ～ 20.8mAであるため，

バーンアウト電流を出力電流範囲と差を付けて設定すれば，

出力電流だけでもバーンアウトの有無が判別可能である。

FCX-AⅡシリーズ発信器の特性

FCX-AⅡシリーズ発信器の代表的な特性を図７～ に１０
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図６　エレクトロニクス部の構成

表１　FCX-AⅡシリーズ差圧・圧力発信器の主な仕様 

項　目 
差圧計 

（低レンジ） 
発信器区分 

最 大 ス パ ン 
（URL） 

1 kPa， 
6 kPa

精　度　定　格  0.1％（最大スパンの1/10まで） 

温度特性 ゼロ点 

静圧特性 ゼロ点 

（0.075％＋0.05％URL） 
/28℃ 

（0.075％＋0.0125％URL）/28℃ 

0.2％ URL/1，3.2 MPa 0.05％ URL/10 MPa

過大圧 
　　特性 

出　力　信　号  

ゼロ点 0.3％ URL/1，3.2 MPa
0.1％ URL/16 MPa 
0.25％ URL/42 MPa

0.2％ URL/使用圧力 

0.1％（最大スパンの1/200まで） 

差圧計 
（中・高レンジ） 

32 kPa， 
130 kPa， 
500 kPa， 
3,000 kPa

圧力計 

130 kPa，500 kPa， 
3,000 kPa， 
10,000 kPa， 
50,000 kPa

ワイドレンジ差圧計 

130 kPa

9 kPa＜  ≦130 kPa：（0.075％＋0.0125％　　  ） 
　　　　　　　　　　　 /28℃〈注1〉 

  ≦9 kPa　　　　　 ：（0.075％＋0.0125％　　  ） 
　　　　　　　　　　　 /28℃〈注2〉 

x

x

x
Pref1

x
Pref2

0.1％ URL/16 MPa

DC4～20mAまたは電気フィールドバス信号 

使用温度 
　　範囲 

使　用　圧　力  

検出部 

伝送部 

－40～＋120℃ 

－40～＋85℃ 

3.2 MPaまたは 
10MPa

プロセス接続口  

新　　機　　能  ™折れ線近似機能　™バーンアウト電流可変設定機能 

質　　　　　　量 

〈注1〉 P ＝130 kParef1 〈注2〉 P ＝9 kParef2

約4 kg

Rc1/4またはNPT1/4

16MPaまたは 
42MPa

16MPaまたは42MPa

9 kPa＜  ≦130 kPa：（0.05％　　  ）/10MPa 

  ≦9 kPa　　　　　 ：（0.05％　　  ）/10MPa

x

x

x
Pref1

x
Pref2

150％URLまたは 
300％URL
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示す。変換特性，温度特性はマイクロプロセッサでの補正

によりきわめて良好である。

静圧特性は新開発の静圧補正アルゴリズムにより，ほと

んど静圧の影響を受けない。

片圧誤差はシールダイアフラムをはじめとしたセンサユ

ニット構造の改良により，ほとんど発生しない。

ワイドレンジ差圧発信器の代表的な変換特性を図 に示

す。発信器の最大スパンは 130 kPa のため最大スパンの

1/200 のレンジまで 0.1 ％の精度で測定可能なことが分

かる。

あとがき

以上，新開発の FCX-AⅡシリーズ発信器についてその

概要を紹介した。

発信器は工業計測分野のセンサのかなめであり，今後も

各ユーザーのご要望にこたえながら改良をしていく所存で

ある。また，機種やラインアップの拡充を図り，FCX-A

Ⅱシリーズ発信器を世界の計測分野で通用する製品に育て

ていきたいと考える。
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図１０　FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の片圧特性
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図８　FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の温度特性
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図９　FCX-AⅡシリーズ差圧発信器の静圧特性
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図１１　ワイドレンジ差圧発信器の変換特性
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まえがき

超音波は，いわゆる人間の可聴範囲を超える周波数の音

波であり，伝搬媒質があれば，固体，液体，気体を問わず，

基本的にあらゆる物質中を伝搬する。流量計には多種多様

なものがあるが，超音波のこの性質を利用したクランプオ

ン形超音波流量計は，配管を切断したり，配管に穴をあけ

たりすることなく，測定流体に非接触で既設配管内の液体

流量を測定できるただ一つの流量計である。

富士電機は，1975年に超音波流量計を発表してから，水

処理分野を中心に，鉄鋼や半導体，また最近では地域冷暖

房など，多岐にわたる分野で各種の経験を積み重ねてきた。

その結果，新形超音波流量計「NEW TIME DELTAシリー

ズ」として，1995年にディジタル信号処理技術を応用して

性能を飛躍的に向上させた可搬形のポータフロー X を発

表した。また，1998年には一対の超音波センサからなる一

測線の設置形 TIME DELTA-S を，1999年には同時に二

測線の平均流速を測る同時二測線式の設置形 TIME DEL

TA-F を発表した。さらに，2000年初めに多言語対応の

ポータフロー Xを，7月に CENELEC（ヨーロッパ電気

標準化委員会）規格の防爆形センサを発表した。これらは，

共通の新しいコア技術に基づいて設計されている。

以下，本稿において，これら新形超音波流量計 NEW

TIME DELTAシリーズのコア技術と製品概要について紹

介する。

NEW TIME DELTAシリーズの特長

簡単取付けクランプオンセンサ

超音波流量センサは，既設配管の表面に簡単に取付けが

できるクランプオン形である。電磁流量計など，インライ

ン形流量計と単体コストを比較すると，大口径ほど有利で

ある。また，小口径でも配管工事費を入れて計装コストを

比較すると，安価となる。

高精度

超音波の伝搬時間や伝搬時間差の計測にディジタル信号

処理技術を応用し，基本精度は 1％ of rate である。

流体の温度変化に強い測定方式

測定流体の温度や圧力による音速変化をリアルタイムに

補償する技術を確立し，流体温度や圧力の変化の影響をほ

とんど受けない（新音速測定方式）。

気泡に強い測定方式

同期加算処理というディジタル信号処理技術を応用し，

耐気泡性能が優れている〔アドバンスト ABM（Anti-

Bubble Measurement）方式〕。

豊富な品ぞろえ

6種類の可搬形および設置形の超音波流量センサにより，

適用口径範囲 13 ～ 6,000 mm と流体温度範囲－40 ～＋

200 ℃をカバーする。変換器は，可搬形と一測線および同

時二測線の設置形が用意されている。図１に，これら

NEW TIME DELTAシリーズ超音波流量計の外観を示す。

NEW TIME DELTAシリーズのコア技術

３.１ 測定原理

富士電機の超音波流量計は，伝搬時間差法を測定原理と
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図１　NEW TIME DELTAシリーズ超音波流量計の外観
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新形超音波流量計「NEW TIME DELTAシリーズ」

している。配管の上流と下流に超音波センサを離して配置

し，測定流体に対し斜めに放射された超音波パルスが測定

流体の運動に携帯されることにより発生する双方向の伝搬

時間の差を検出する方式である。この方式は，伝搬経路上

の平均流速を検出するので，流体中の一部の微粒子による

散乱波の周波数変化を測るドップラー法に比べ高精度であ

る。

一対の超音波センサは，1MHz 前後の共振周波数を持

つ圧電素子とプラスチックの斜角くさびで構成され，送信

源と受信端の役割を交互に繰り返す。配管内の液体の体積

流量 Qは，双方向の伝搬時間の差ΔT（＝T2－T1）に比例

し，次式で与えられる。図２に測定原理図を示す。

……………

ここに，D：配管の内径

K：流速分布補正係数

θf：測定流体への超音波入射角

T0：静止水の伝搬時間

τ：遅延時間（配管とセンサ内の伝搬時間）

Kは，伝搬経路上の平均流速を配管断面の平均流速に

換算する係数であって，軸対称の十分に成長した流れを仮

定している。乱流域では約 1に等しく，流れの様子を決め

る無次元量，レイノルズ数の減少関数である。また，層流

域では 4/3 の定数に等しい。

３.２ 伝搬時間，伝搬時間差の計測法

NEW TIME DELTAシリーズ超音波流量計は，伝搬時

間および伝搬時間差の計測のためにディジタル信号処理技

術を応用している。すなわち，受信端で電気信号に変換さ

れた受信パルスを増幅した後，高速ディジタルサンプリン

グを行って，受信波形を丸ごとディジタル量に変換し，後

続の信号処理を行う。このため，ディジタルフィルタなど

の高度なデータ処理ができる。図３に回路ブロック図を示

す。

双方向の伝搬時間は，ディジタル量に変換された波形デー

タに対し高精度の補間を行った後，ディジタル的なトリガ

を掛けることによって計測する。また，伝搬時間差は，単

純に伝搬時間の差を取る方法（トリガ法）を基本としてい

るが，双方向の波形データの相互相関関数を計算し，その

最大値に対応する時間シフト量から求める方法（相関法）

への切換もできる。相関法の場合には，相互相関関数の最

大値の検出を容易にするため，その形状が急しゅんになる

よう超音波センサの駆動信号としてチャープ信号（周波数

変調信号）を使っている。トリガ法は高精度，相関法は外

乱に強い，という特長をそれぞれ持っており，相互補完的

に使い分ける。図４に，これら計測法の概念図を示す。

３.３ アドバンストABM

超音波流量計は気泡に弱い，というのが長年の通説であっ

たが，富士電機は，この問題の大半をディジタル信号処理

技術により解消した。

上述のディジタル量に変換された波形データは，各送信

のタイミングを重ね合わせて多数回，同期加算される。一

つの流量信号を計算するのに，双方向交互に各 100 個以上

の受信データが加算される。多数回の送受信のうち，気泡

混入により複数回の受信ミスがあっても，残りの加算デー

タが有効なので，このデータに対し伝搬時間や伝搬時間差

の信号処理を行えば，流量計は正常に動作する。概念図を

図５に，耐気泡性能を図６に示す。気泡混入量の許容値は，

（3）

（4）

（3）

（2）

（1）Q＝ 
4
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図２　測定原理図
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流速に反比例するが，従来形と比較し10倍以上となった。

最近では粒状活性炭を使った高度水処理が盛んであるが，

越流落下により大量の気泡を含んだ処理水の流量計測にも

NEW TIME DELTAシリーズ超音波流量計を適用し，順

調に稼動している。

３.４ 新音速測定方式

また他方で，超音波流量計は流体の温度変化に弱い，と

いう欠点を持っていた。富士電機は，これについても新し

い補償方法を確立し，問題を解決した。

超音波は，スネル則，すなわち入射角の正弦値が伝搬媒

質の音速に比例して屈折する。したがって，測定流体の温

度や圧力が変化すると，音速が変化するため，超音波の伝

搬経路が変わる。音速と伝搬経路が変化すれば，伝搬時間

が変わり，流量計指示値の変化をもたらす。富士電機は，

双方向の伝搬時間だけから，逐次計算法により流体の音速，

伝搬経路（入射角θf），および遅延時間τをリアルタイム

に求めるアルゴリズムを考案し，流量計指示値の補償を行っ

ている。

この方法の特長は，温度や圧力のセンサをまったく用い

ていないこと，また受信信号が得られる限り，液体の種類

によらず補償ができることである。液体の音速の温度・圧

力依存性は一般に不明であるが，この影響を原理的に補償

できる。水温を連続的に変え，電磁流量計を基準器として

瞬時出力を比較した流体温度特性の代表例を図７に示す。

製品シリーズの概要

表１に設置形の TIME DELTA-S と TIME DELTA-F，

ならびに可搬形のポータフローXの仕様一覧を示す。

TIME DELTA-S は，機能の絞り込みを行ってコスト

パフォーマンスを上げた機種であり，一測線仕様である。

TIME DELTA-F は，同時二測線仕様の高性能，多機

能タイプである。二測線仕様は通常，切換方式，すなわち

二対の超音波センサを交互に切り換えて，それぞれの測線

上の平均流速を測定する方式であるが，富士電機はそれら

を同時に測定する方式を採用した。この方式の最大の特長

は，旋回流のように，時間的に速度分布が変化する流れに

強いことである。一例として，某下水処理場の沈殿池出口

において，大口径電磁流量計のリプレースのために行った

精度比較試験の結果（瞬時出力の比較）を図８に示す。

他方，可搬形は約 5年前に発表し，ポータフロー Xの

呼称で全世界で使用されている機種であるが，このたび，

モデルチェンジを行い，サポート言語を日本語（片仮名），

英語のほか，ドイツ語，フランス語の 4か国語対応とした。

ところで，超音波流量計を実際に適用するとき，まず設

置現場で「音を通す」ことが重要な作業である。設置形を

適用する前に，可搬形を使用して事前確認を行い，適切な

超音波センサや設置場所の選定を行うことが望ましい。
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適用配管：SUS304，150A，Sch20 
　　　　　（外形：165.2 mm，厚さ：5.0 mm） 
　　　　　流速：約1.3 m/s，センサ取付け：V法 
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あとがき

以上，新形超音波流量計「NEW TIME DELTAシリー

ズ」のコア技術を中心に紹介した。これらのコア技術が，

超音波流量計の適用限界を確実に広げ，より確かな流量計

として発展を促す契機になるものと確信する。

超音波流量計が市場に出現してから約30年がたつが，メー
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表１　主な仕様 

項　目 
TIME DELTA-S 

（設置形標準タイプ） 
種　類 

変換器形式 

検出器形式 

測定流体 

FLV 

FLW

超音波の通る均一な液体（水，海水，油または音速が不明な液体） 

液体の濁度 10,000度（mg/L 以下） 

流れの様子 満管内の偏流，旋回流がない均一な流れ 

適用配管材質 
鋼管，ステンレス鋼管，鋳鉄管，塩化ビニル管，FRP（Fiber Reinforced Plastics）管，石綿管， 

銅管，アルミニウム管，アクリル管，その他 

ライニング材質 なし，タールエポキシ，モルタル，ゴムまたは音速が既知の材質 

必要直管長 

測定範囲 

上流側10　以上　下流側5　以上（　は管内径）〈注〉詳細は，日本電気計測器工業会規格 JEMIS-032による。 

流速　－32～0～＋32m/s（最小スパン0.3 m/s） 

気泡対策 アドバンストABM方式 

温圧補正 新音速測定方式 

適用口径 

センサ種類 

φ13～φ6,000mmφ50～φ6,000mm

小型センサφ50～φ400mm　－40～＋80℃〈注〉 
大型センサφ200～φ6,000mm　－40～＋80℃〈注〉 
高温用センサφ50～φ400mm　－40～＋200℃ 

測線数 一測線 一または同時二測線，2配管測定 一測線 

応答時間 0.5秒以下 1.5秒以下 

DC4～20mA（3点） 
許容負荷抵抗1 kΩ以下 

1秒以下 

表　示 16けた2行（LCDバックライト付き） LCDフルドットグラフィック表示 

アナログ出力 
DC4～20mA（1点） 
許容負荷抵抗1 kΩ以下 

6点（オープンコレクタ） 積算・ステータス出力 2点（オープンコレクタ） 

DC4～20mA（1点） 
許容負荷抵抗1 kΩ以下 

－ 

オープンコレクタ（一組） BCD出力（オプション） － － 

RS-232C/RS-485切換可能 通信機能（オプション） － RS-232C

専用ケーブル長 最大150m 標準5m（最大150m） 

周囲温度 

変換器外形寸法 

変換器：－10～＋55℃ 

H240×W127×D70（mm）（プリンタなし） 

変換器：－10～＋50℃ 

H320×W240×D134（mm） 

変換器：－10～＋60℃ 

センサ：－20～＋60℃ 

H220×W230×D95（mm） 

質　量 
約1.5 kg（プリンタなし）， 
約2.0 kg（プリンタ付き） 

約10 kg約4.5 kg

AC100～240 V　50/60 Hz 
またはDC20～30 V

データバックアップ リチウム電池 不揮発性メモリ 

機　能 

日本語（片仮名）/英語 選択可能 
瞬時流量値表示，積算流量値表示，ダンピング，低流量点カット， 
電流出力設定，自動2レンジ切換，正逆切換， 
積算パルス出力，フロースイッチ，積算スイッチ，自己診断 

日本語（片仮名）/英語/ドイツ語/フランス語 選択可能 
瞬時流量値表示，積算流量値表示，ダンピング，低流量 
点カット，電流出力設定，ロガー機能，受信波形表示， 
流量トレンドグラフ，プリンタ（オプション）による 
ハードコピーなど 

電源電圧 

精　度 

口　径 流　速 

口　径 流　速 

φ50～φ300未満 
2～32m/s 
0～2m/s

小口径センサφ13～φ100mm　－40～＋100℃ 
小型センサφ50～φ400mm　－40～＋100℃ 
大型センサφ200～φ6,000mm　－40～＋80℃ 
高温用センサφ50～φ400mm　－40～＋200℃ 

D D D

AC100～120 V　50/60 Hz 
またはAC200～240 V　50/60 Hz

TIME DELTA-F 
（設置形高機能タイプ） 

FLH 

FLW

AC100～240 V　50/60 Hz，バッテリー内蔵 
またはオプションのDC10～30 V電源アダプタ 

約20 VA（AC電源時）， 
約10W（DC電源時） 

消費電力 約50 VA 約12W

ポータフローX（可搬形） 

FLC 

FLD

精　度 

1.0％ of rate 
0.02 m/s

φ300～φ6,000
1～32m/s 
0～1m/s

1.0％ of rate 
0.01 m/s

流　速 

φ13～ 
φ50未満 

2～32m/s 
0～2m/s

精　度 

1.5％ of rate 
0.03 m/s

φ50～ 
φ300未満 

2～32m/s 
0～2m/s

1.0％ of rate 
0.02 m/s

φ300～ 
φ6,000

1～32m/s 
0～1m/s

1.0％ of rate 
0.01 m/s

〈注〉CENELEC防爆形：EEx mⅡBT6 for     ≦60℃ aT
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カーの技術革新と経済環境や市場ニーズが相まって，これ

からも超音波流量計は変化を遂げていくと考える。富士電

機は，この分野において，これからも先駆的な役割を果た

していきたい。
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測線1側検出器 測線1側検出器 

測線2側検出器 電磁流量計 測線2側検出器 

約90° 

適用配管：ダクタイル鋳鉄管ライニング付き， 
大型センサV法二測線：X取付け 
　　　　（外形：1,554mm，厚さ：23.5 mm， 
　　　　　ライニング材質：モルタル，厚さ：12mm） 
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図８　同時二測線の測定例

〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3076623
早川　広明
井出　正人
野本　哲夫

画像表示方法

3076749 今泉　光男回転電機の固定子巻線製造方法 3079704
西澤　伸也
中村　　豊電気器具の取付装置

3079742 小関　和雄固体高分子電解質型燃料電池3076881 木村　照道メモリ復元機能付情報処理装置

3079757
上野　　学
倉　　　馨自動販売機3076895 加藤　進二可撓性太陽電池モジュール

3079769 尾崎　　博高速増殖炉の燃料交換装置3077310 池田　健二送ガス式ガス絶縁変圧器

3079771 吉村　哲治高速増殖炉の燃料交換装置3077316 天野　　彰集積回路装置

3077333 坂本　雅司台間玉貸機

3077351 神崎　　昇データ表示方法

3077361 丸山　純章半導体装置の製造方法

3077372 白畑　　久集積回路装置用バンプ電極の製造方
法

3077460
中村　　豊
岡田英一郎
清水　源広

光スイッチ

3077461
田中　良春
原田　健治
守本　正範

水中の有害物質のモニタ方法

3077618 榎並　義晶固体高分子電解質型燃料電池

3078639 酒井　　敏ディジタル信号入力装置

3079790 浜　　清彦二重式油ストレーナ

3079818 辻　　直人プラズマ処理装置

3079822 國分多喜雄開閉器の操作機構

3079825
長友　宏憲
繁田　雅信
富永　保隆

電子計算機装置

3079830 佐々木敏明
清水　　均

薄膜光電素子の製造方法および製造
装置ならびにプラズマ CVD法およ
びプラズマCVD装置

3079838 吉田　　隆
清水　　均

プラズマ CVD 法およびプラズマ
CVD装置
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まえがき

近年，水環境に対する社会的関心が高まっている。富士

電機は水環境問題に対して，種々の技術的手法で取り組ん

でいる。

水道水は毎日利用するため，その安全性が強く要求され

る。富士電機は，水道原水中の有害物質ならびに給水中の

消毒副生成物の除去と低減化を図る目的で，水質安全モニ

タとトリハロメタン計を製品化してきた。

本稿では，病原性微生物であるクリプトスポリジウムを

原因とする集団下痢症の発生により，低濁度測定用センサ

として注目されている高感度濁度計（図１）の仕様と特長

を紹介する。

高感度濁度計が注目されるに至った背景

1996年 6 月，埼玉県越生町でクリプトスポリジウム症の

集団発生が起こった。町民約 14,000 人のうち 8,000 人以上

が水道水に含まれていた病原性原虫クリプトスポリジウム

に感染し，下痢症を訴えた。調査の結果，この町の水道水

源となっている河川の取水口上流に汚水処理施設があり，

何らかの機会にクリプトスポリジウムが河川に混入したこ

とが判明した。浄水処理を経ても病原性が不活性化されな

いまま給水されたためと推定されている。

この集団感染は，塩素で消毒されている水道水を介して

発生したため，水道関係者に驚きと動揺を与えた。

クリプトスポリジウムは，原生動物の一種で，大きさは

4.5 ～ 5.4 m の原虫でほ乳類の多くに寄生し繁殖する。ク

リプトスポリジウムは，水や食べ物のなかでは固い殻に覆

われたオーシストの形で存在している。このオーシストの

殻は丈夫で，塩素消毒に対して非常に強く，一般の浄水場

で実施されている塩素消毒では感染力をなくすことはでき

ない。

以上の状況の下，厚生省は1996年10月に「水道水におけ

るクリプトスポリジウム暫定対策指針」を策定し，水道事

業者に対して周知・指導の徹底を通知した。その対策は，

次の 3点である。

水源の近くに人や家畜のふん便を処理する施設があり，

汚染の可能性が高い場合は取水口を変更する。

クリプトスポリジウムによる汚染の恐れのある浄水場

では，凝集剤を使用した急速 過や膜 過法により浄水

処理を強化し， 過池出口の水の濁度を常時把握し，

過池の水の濁度を 0.1 度以下に維持する。

水道水がクリプトスポリジウムに汚染された可能性の

ある場合は，給水を停止する。

塩素消毒では不活性化が期待できないため，浄水処理の

徹底と 過池出口の水の濁度を 0.1 度以下に維持すること

が必要となった。

ここで問題となることがある。0.1 度以下の低濁度を精

度よく測定することは，従来の透過光方式や表面散乱方式

ではドリフトなどにより難しい。そのため，富士電機は，

1997年に微粒子個数濃度を濁度に変換する新しい測定原理

を確立し，低濁度測定と微粒子個数濃度の測定が可能な微

粒子カウント式の高感度濁度計を製品化した。
（5）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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佐々木 明徳（ささき　あきのり） 菊池　智文（きくち　さとふみ） 山口　太秀（やまぐち　たびで）

図１　高感度濁度計（MK-Ⅱ）の外観

変換部

検出部
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製品の概要

1997年に発表した高感度濁度計は，各地の浄水場で使用

され，水質監視で大きな貢献をしている。今回，今までの

実使用経験を基に，低濁度での高精度化と操作性・保守性

の改良を実施したので紹介する。

図１の外観に示すように，変換部と検出部を分離し，保

守性と耐水性の向上を図った。図２に配管系統図を示す。

測定水は，調圧弁/加圧式脱泡槽/検出器/流量計/マス

フローコントローラの順に流れる。試料水の一部は，加圧

式脱泡槽でバイパス排水される。

３.１ 測定原理

図３に高感度濁度計の光学系を示す。レーザダイオード

から光ビームを透明石英セル内の測定液体に照射すると，

試料水中の微粒子により光ビームは散乱される。この時，

ビームストップによりレーザダイオードからの直接光を遮

断し，前方散乱光をレンズ系で集光し，ホトダイオードで

光電変換する。微粒子がビーム照射領域を通過するたびに

パルス状の電気信号が観測される。この散乱光パルスの波

高値は微粒子の粒径に対応しているので，図４に示した各

粒径に対応したしきい値を設けることで粒径区分ごとに微

粒子個数濃度を測定することができる。

試料水中に含まれる微粒子が単分散（粒径 d）のとき，

濁度 Dは微粒子個数濃度 ndと次の関係がある。

D＝ nd× Cd ……………………………………………

ここで，Cdは微粒子（粒径 d）の散乱断面積である。Cd

は散乱理論によるシミュレーション値と実験で求めた値を

比較検証し，妥当性を確認している。

実際の試料水はさまざまな粒径を持つ微粒子が含まれて

いるので，式 をそのまま適用することはできない。そこ

で，式 で示すように各粒径の微粒子個数濃度と散乱断面

積を乗じた値をおのおの足し合わせて濁度とする方法（微

粒子カウント方式）を考案した。

………………………………………

ここで，niは粒径区分 iに存在する微粒子個数濃度，Ci

は粒径区分 iの微粒子の平均散乱断面積，Nは粒径区分の

数である。

３.２ 特　長

濁度と微粒子個数濃度の両者を出力する。また，選択

切換表示が可能である。

前方散乱光微粒子カウント方式を採用し，低濁度

（0.001 度）の安定した連続測定が可能である。表示分解

能は 0.0001 度である。

加圧サンプリング方式により，泡の発生を抑制する。（3）

（2）

（1）

（2）D＝Σ（ni×Ci）
i＝1

N

（2）

（1）

（5）

（1）

（5）
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高感度濁度計 
検出器 

圧力計 
約49kPa ステンレス鋼製 

手動弁V4

加圧式脱泡槽 
250mL

PVC製 
手動弁V3

PVC製 
手動弁V6

PVC製 
手動弁V5

流量計 
10～100mL/min 
標準設定50mL/min

バイパス排水 

排水 

VP30A（固定） 

結露水出口 
Rc1/4

水受け皿 

配管 
PTFE（Polytetrafluoroethylene） 
チューブφ4/φ3 
ポリエチレンチューブφ8/φ6 
保温チューブφ12/φ4

Y形ストレーナ 
マスフロー 
コントローラ 

調圧弁 
59～735kPa

ボールバルブ 
（手動弁V1） 

試料水 

試料水 

清掃用排水 

VP13A（固定） 

ポリ塩化ビニル 
（PVC）製 
手動弁V2

図２　配管系統図

透明石英セル ホト 
ダイオード 

レンズ系 

レーザ 
ダイオード 

ビームストップ 
ピンホール 

図３　高感度濁度計の光学系

しきい値 

時　間 

図４　微粒子による散乱光パルス
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マスフローコントローラによる安定したサンプリング

流量を実現している。

３.３ 仕　様

高感度濁度計の概略仕様を表１に示す。

今回の新形機種の主な機能強化事項は以下のとおりであ

る。

濁度演算に用いる最小可測粒径を 0.35 mとし，表示

分解能 0.0001 度を実現した。

表示の切換周期を 10 ～ 60 秒の範囲で選択可能とした。

使い勝手の向上を実現した。

RS-485 を標準装備し，長距離伝送を実現した。

３.４ 用　途

浄水場の 過池出口水の濁度管理

膜処理施設や膜モジュール再生設備などの膜モジュー

ルの異常検知センサ（漏えい微粒子数で膜の破断検知）

測定データ

各社の濁度標準液の測定

各社のカオリン濁度標準液（100 度）を超純水で希釈し

た試料の濁度測定結果を図５に示す。各社の標準液ごとに

粒度分布は異なるが，得られた結果は 10 ％以内で一致し

た。このことは，微粒子カウント方式の有用性を裏付けて

いると考える。

濁度測定の繰返し再現性

図６に濁度測定の繰返し再現性を示す。0.1mg/L と 0.05

mg/L の 2 種類の測定液で実施した。変動係数（CV）値

は 1.8 ％と 2.4 ％を得た。低濁度液であっても安定した測

定が行えることが分かる。

微粒子個数濃度の直線性（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）
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濁
度
測
定
値
（
m
g
/L
）
 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

1010.10.010.0010.0001
カオリン濃度（mg/L） 

：A社 
：B社 
：C社 

試料水　：各社濁度標準液（100mg/L）を 
 超純水で希釈 
流　量　：50mL/min 
測定時間：1min

図５　カオリン濃度と濁度測定値の関係

濁
度
測
定
値
（
m
g
/L
）
 

0.15

0.10

0.05

0
6543210

測定回数 （回） 

試料水　　　：K社製濁度標準液（100mg/L）を超純水で希釈 
測定サイクル：超純水1分通水→測定→濁度標準液1分通水→測定 
流　　量　　：50mL/min 
測定時間　　：1min

カオリン濃度：0.1mg/L
CV値          ：1.8％ 

カオリン濃度：0.05mg/L
CV値          ：2.4％ 

＊超純水測定値はすべて0mg/L

図６　濁度測定の繰返し再現性

表１　高感度濁度計の概略仕様 

形　状 屋内パイプスタンド形 

測定対象 

測定方式 
前方散乱光微粒子カウント方式 
（微粒子個数濃度を濁度変換） 

測定範囲 

最小可測粒径（演算） 

™浄水場　過池出口水 
™浄水場膜処理設備出口水 

濁度：0.0000～2.0000mg/L あるいは FTU 
粒径区分：0.5，1，3，7　m 
微粒子個数濃度：0～105個/mL

0.35　m

繰返し性 
±2％FS（0～0.5 mg/L） 
±5％FS（0.5001～2mg/L） 

直線性 
±2.5％FS（0～0.5 mg/L） 
±5％FS（0.5001～2mg/L） 

試料水採取量 1,000mL/min 程度 

試料水流量 50mL/min

試料水圧力 59～735 kPa

サンプリング周期 10～60秒 

表　示 

™測定値（①または②の選択切換：キー操作） 
　①濁度：0.0000～2.0000mg/L あるいは 
　　　　　FTU 
　②微粒子個数濃度：0～99,999個/mL 
™警　報 
　①濁度異常または微粒子個数濃度異常：表示が 
　　フリッカ 
　②自己診断機能 
™ベースライン異常：CEL表示 
™レーザ異常：Ld表示 
™通信異常：COM表示 

設定入力 
①上限値 
②アナログ出力の任意FSレンジ入力（可変可能） 
③移動平均 

外部出力 

接点出力 
①濁度異常：1aドライ 
②ベースライン異常：1aドライ 
③レーザあるいは通信異常：1aドライ 

周囲温度 －5～＋40℃（凍結しないこと） 

周囲湿度 90％RH以下（結露しないこと） 

電　源 AC100±10％  50/60 Hz  約100 VA

質　量 約60 kg

塗装色および 
　　　　　 設置場所 

™濁度：DC4～20mA許容負荷抵抗550Ω以下 
™微粒子個数濃度：DC4～20mA許容負荷抵抗 
　　　　　　　　　550Ω以下 
™微粒子個数濃度＋濁度：RS-485出力 
通信データ：濁度，微粒子個数濃度：粒径各0.5， 
1，3，7　m以上，伝送周期：0.5，1，2，10， 
30，60分設定可能 

本体：マンセル5PB4/2半つや 
ポール架：マンセルN7半つや 
™屋内，水質試験室，　過池出口付近の管廊など 
　で，直射日光の当たらない所 
™振動の少ない場所，雰囲気中に腐食性ガス 
　（Cl2など）を含まない場所 
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図７に粒径 0.506 mの PSL（Polystyrene Latex）標準

の濃度と個数濃度測定値の関係を示す。2×102 ～ 2×105

個/mLの範囲で直線関係が認められる（相関係数 0.9998）。

低濃度領域での乖離（かいり）は，配管や容器からのはく

離・発生と考えている。砂 過水では数万個/mL，膜処理

水では数百個/mL程度であるため，実用上は問題がない

と考える。

膜破断試験

図８は破断試験の結果である。カオリン 10mg/L の試

料水をポンプで膜モジュールに供給し，膜処理水を測定し

た。その結果，約 3,000 本ある中空糸膜のうち，1本を切

断すると 0.5 m 以上の微粒子が約 8,000 個/mL も流出し

た。さらに切断した本数を増やすと，微粒子の流出数は直

線的に増加した。

フィールド試験

図９に 過池出口で行ったフィールド試験の結果の一例

を示す。濁度の上昇には，緩やかな日周変動と逆洗後の急

激な上昇の 2種類があった。

日周変動は凝集状態の変動により，小さな粒子が 過池

を通り抜けたと考えられる（0.5 m 以上の個数濃度と濁

度はおおむね同期しているが，3 m以上の個数濃度の場

合は濁度との同期は観測されていない）。

逆洗直後の濁度は急激に上昇した。3 m以上の個数濃

度は濁度が 0.1mg/L 以下であっても 100 個/mLを超えて

いた。低濁度と微粒子数の測定を行うことで，逆洗条件に

関して今までにない知見を得ることが可能である。

保　守

高感度濁度計を正常に動作させ，良好な運転状態に保つ

ためには，測定原理・装置の特性などを十分にご理解いた

だき，定期的な保守・点検を行う必要がある。

高感度濁度計の心臓部は図３の光学系で，なかでも透明

石英セルの内面を清浄に維持することが維持管理上で重要

である。セル内壁の洗浄には，次の三つの方法がある。

0.05mol/L しゅう酸洗浄

脱泡槽内に 0.05mol/L しゅう酸溶液 500mL を注ぎ，透

明石英セルの内面を洗浄する。鉄・マンガンの汚れ除去に

有効である。1か月に 1回程度実施する。

自動洗浄（オプション）

上記 の操作を自動で，定期的（例えば 1回/週）に実

施する。試料水中のセル汚染物質の濃度の高い場合に有用

（1）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

545（19）

個
数
濃
度
測
定
値
（
個
/m
L
）
 

106

105

104

103

102

10
10610510410310210

標準粒子濃度（個/mL） 

相関係数：0.9998

粒　　径：0.506  m 
流　　量：50mL/min 
測定時間：1min

図７　微粒子個数濃度測定の直線性
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（c）3   m以上の微粒子個数濃度の測定値 

逆洗 

図９　フィールド試験結果

個
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個
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）
 

3×104

2×104

1×104

0
543210

破断した中空糸膜の本数（本） 

試料水　　：カオリン10mg/L 
膜材質　　：EHF270H 
公称孔径　：0.05  m 
有効膜面積：0.6m2 
透過水流量：0.4L/min 
センサ流量：50mL/min 
測定時間　：1min

図８　破断した中空糸膜の本数と微粒子個数濃度（0.5 m以上）

の関係
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である。

ブラシ洗浄

透明石英セルの内面を専用のブラシで軽くこする。有機

物の汚れ除去に有効で，3か月に 1回程度実施する。

上記の洗浄方法で，無機物と有機物の汚れ除去を行い，

安定した測定を実現している。

あとがき

本稿では，クリプトスポリジウム対策の一助となる高感

度濁度計の製品概要について紹介した。

今後も安全で安心できる水道を実現していくことに貢献

できるよう新しい水質センサの開発に努めたい。また，既

存のセンサについても取扱いの容易化を実現するため，改

良を図っていきたい。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3079851 荻野　慎次炭化けい素電子デバイスの製造方法

3079853
南部　　勤
沖　　陽一
間中　功一

かご形回転子の低圧鋳造方法

3083228 田中　康裕ネットワークにおける参加勧誘方法

3083951 山下　智弘
千國　量也ゲーム機台支持装置

3084794 広橋　　修オートフォーカス用 ICの組立方法

3084857 植野　利男電力用半導体装置の熱抵抗測定方法

3084875 山本　昌史自動販売機の商品取出口内部構造

3084979 青木　　泉コンデンサ分圧回路

3084982 宝泉　　徹半導体装置

3085011 新妻　信行硬貨処理機

3085014 西部　　隆映像データ群間の極大相関検出回路

3085037 澄田　仁志絶縁ゲートバイポーラトランジスタ

3085038 宮本　昌広プラズマ溶射装置

3085061
高萩　隆司
橋本　信行
池田　健二

ガス絶縁変圧器巻線の軸方向絶縁支
持構造

3085077
山崎　正志
天野　雅世
鍋田　　修

電子写真用感光体

3085078
荻野　慎次
漆谷多二男
金丸　　浩

炭化けい素電子デバイスの製造方法

3085089 林　　静男キュポラから鋳型への注湯装置

3085272 上野　勝典炭化けい素半導体装置の熱酸化膜形
成方法

3085846 大澤　千春
山田　隆雄通信ネットワーク

3087516 川田　信哉並列処理計算機

3087859
鳩崎　芳久
田久保　拡
柴山　国夫

インバータ装置

3088594 相場　　茂ペルトン水車を使用した発電所にお
ける水路排水制御方法

3088778 岩村　光二直流電動機の巻線温度測定方法

3088954

浦入　重人
児玉　健光
乾　　俊彦
川崎　隆夫
村上　真一

原子炉用燃料ペレットの選別装置

3089336 清水　　均薄膜光電変換素子の製造装置

3089642 大澤　千春プロセッサ間のデータ移送装置

3089755 長安　芳彦半導体集積回路装置

3089756
榊原　康史
虎口　　信
近藤　健治

静電チャック

3089843 大久保堅司変圧器磁気シールド



須藤 哲四郎

工業用計測機器の開発，設計に従

事。現在，富士電機インスツルメ

ンツ（株）技術本部電子機器技術部

主査。

入間野 泰夫

工業用計測機器の開発，設計，商

品企画に従事。現在，富士電機イ

ンスツルメンツ（株）技術本部マー

ケティング部主査。
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地球温暖化防止のため，主たる温室効果ガスである二酸

化炭素の排出量削減を目的としてエネルギー消費を抑制す

ることが求められている。「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」（省エネ法）においても，エネルギー消費を

抑制することが法律的に定められている。省エネ法のなか

で管理すべきエネルギー源として，幾つか挙げられている

が，電気エネルギーもそのなかの一つである。この電気エ

ネルギーを測定，記録，管理するためのツールとして，必

要な機能を実現した 1回路形多機能交流電力モニタ（図１，

形式：PPM）を開発したので紹介する。

交流電力モニタの特徴

コンパクトサイズ，多機能

単相 2線，単相 3線，三相 3線の各種形式に対応してい

る。 1台で実効電圧，実効電流，電力，力率，周波数，無

効電力，積算電力量，無効積算電力などの電力諸量を測定

し，省スペース，省コストを実現した。

単回路形による効率的な測定

設備が分散して測定点数が少ない場合，本器のような１

回路形が設置費用面で最適である。

超小型，大容量記憶デバイス採用

大容量メモリカード（16Mバイト）により長期間の測

定データが保存できる。外形も超小型のため保管が容易で

ある。

データ収集用通信機能で容易なデータ監視

RS-232C，RS-485 通信機能によりパソコンなどのホス

ト機器からデータ収集を行うことができる。

表示機能で容易な現場監視

電力諸量を 4けたの表示器で表示可能であるため，個々

の設備において現場でデータの確認や分析が可能である。

交流電力モニタの内部回路構成

交流電力モニタの回路構成を図２に示す。電圧信号，電

流信号を取り込み，アナログ信号をディジタル化して，マ

イクロプロセッサによるディジタル演算で計測値を算出し

ている。ディジタル演算においては，浮動小数点演算によ

り幅広い数値を扱えるようにした。電流信号は広い入力範
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図２　交流電力モニタの回路構成

図１　交流電力モニタの外観



１回路形多機能交流電力モニタ

囲に対応するためマルチレンジとしている。電流と電圧の

読込みは 0.2ms 周期で読み込んでいるので，高調波の多

いひずんだ信号も正確に実効値を測定している。マイクロ

プロセッサをはじめとし，最新の電子部品の活用とハード

ウェアの簡素化により従来に比較して小型，低価格，高信

頼性を実現することができた。

交流電力モニタの構造

外形は 48 × 96 × 100（mm）〔幅×高さ×奥行〕のコン

パクトサイズなので，新設の設備はもちろん既設の設備に

増設する場合も容易である。

交流電力モニタの仕様

主な仕様

表１に本器の主な仕様を示す。この仕様に示されるよう

に本器は省エネ法で要求される義務項目の一つである，エ

ネルギー（電力量）使用状況の測定，記録を実現するため

のツールとして必要な機能，性能を有している。記録を行

う手段として本器は，メモリカードによる方法と通信によ

りパソコンに保存する方法とを備えている。以下にその詳

細を述べる。

メモリカードへの記録

記録素子として使用するメモリカードは，市場で入手し

やすいスマートメディア〔（株）東芝の商品名〕を採用した。

16Mバイトタイプを使用すると，データ記録 5分ごとの

記録の場合 1年以上が可能であり，通常用途では十分とい

える。またメモリカードを常時挿入しておくのではなく，

巡回しながら１枚のメモリカードで多数の交流電力モニタ

のデータを収集することもできるため測定データの管理が

容易となる。

通信機能およびデータ収集ソフトウェア

通信仕様は一般的な仕様となっており，ASCII コード

で送信，受信するプロトコルも簡易なものである。したがっ

て，コンピュータシステムに接続する場合も簡単なプログ

ラムで容易に接続できる。また，ユーザーが直ち通信経由

でデータを取り込みたい場合は，Windows
〈注〉

95/98 の環境

下で動作するデータ収集ソフトウェアを提供している。本

ソフトウェアによりリアルタイムにデータを収集でき，収

集したデータは CSV（Comma Separated Value）形式で

保存される。パソコン上にリアルタイムでデータ表示して

いる例を図３に示す。これを市販の表計算ソフトウェアで

トレンドグラフを作成したり，作表，データ加工などが可

能である。リアルタイムでのデータ収集以外にメモリカー

ドの記録データを読み出すことも可能なため，パソコンを

必要なときだけ接続してメモリカードから測定データを取

り出して加工する方法をとればパソコンを有効に利用する

ことができる。

〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

交流電力モニタの応用例

図４に交流電力モニタを使用した応用例を示す。主に低
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（1）
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表１　交流電力モニタの概略仕様 

項　目 仕　様 

有効入力電圧 AC20～240 V

有効入力電流 
（電流センサの一次側電流） 

AC0.1 A（1 Aレンジ）～ 
AC110 A（100 Aレンジ） 

周波数 45～65 Hz

応答時間 約1秒 

測定項目および 
測定精度 

表示部 
（オプション） 

操作キー（オプション） 

±1％FS

測定レンジの±1％ 
（1，5，20，100 Aレンジ） 

 ±1.5％FS（1 Aレンジにて±5％FS） 

±3％FS（同上） 

±1.5％FS（同上） 

±3％FS（同上） 

±0.5％ 

±10％ 

4けた，7セグメント LED 

2色発光LEDランプ，赤，緑 

4キー，押しボタン式 

メモリカード 
へのデータ保存 
（オプション） 

警報機能 

通信機能 
（オプション） 

IC メモリカード（スマートメディア） 

電　圧 

電　流 

電　力 

無効電力 

積算電力 

積算無効電力 

周波数 

力　率 

数値表示 

選択項目表示 

保存媒体 

測定開始時刻，平均電圧，平均電流， 
平均電力，積算電力，最大電圧， 
最大電流，最大電力 

保存データ 

5～60分 保存周期 

1年分以上（三相測定，5分周期） 保存データ量 

瞬時電力警報 種　類 

 オープンコレクタ1点（12 V/17mA） 警報出力 

取付け方法 

EIA　RS-232C（1：1通信）または 
RS-485（1：最大31通信） 
（いずれか指定） 

電気的仕様 

当社方式 
通信 
　プロトコル 

9,600 bps通信速度 

パネル埋込み 

外形寸法（W×H×D） 48×96×110（mm） 

使用周囲温度 
電源電圧 
消費電力 

－10～＋50℃ 
AC100～220 V 
約3 VA

図３　パッケージソフトウェアによるモニタ中の画面



１回路形多機能交流電力モニタ

圧系統の電力を測定し，配電盤内での電力測定はもとより

小型，多機能の特徴を生かして個々の設備へも取付けでき

る。本器を使用することにより省エネルギーの用途だけで

なく，次のような用途があげられる。

電機設備の予防保全（力率，無効電力の計測）

生産ラインの異常監視（異常電力，電流の計測）

自動検針による省力化（メモリカードまたはパソコン

による自動記録）

設備の稼動状況の監視（消費電力の計測）

関連機器

交流電力モニタを活用するために下記の関連機器を用意

している。

電流センサ

電流センサは既設回路に取り付ける際，電線を回路から

外さずに取付けができる分割形である。既設の電線に固定

して使用できるように軽量化するとともに，電線に容易に

取り付けることができる分割形の構造とした。また，感電

の危険を避けるよう金属部をできるだけ少ないものとした。

CT使用時に注意が必要な二次側開放時の異常電圧発生防

止として開放保護回路を設けているので，電流センサ使用

時に回路オープンに注意を払う必要がない。

図５に 20A用と 100A 用の電流センサの外形を示す。

100A以上の電流測定は初段のCTの出力を 20A用 CTを

介在させて電流値を小さくして受ける。

電力データ収集用パッケージソフトウェア

このパッケージソフトウェアにより最大31台の交流電力

モニタが測定した電力の諸データを 1台あたり 1秒で収集

することができる。そのほかに交流電力モニタの機能設定，

メモリカードの内容読込みなどの機能を有している。この

パッケージソフトウェアは CD-ROMの形で供給され，

Windows のパソコンにて動作する。

RS-232C/RS-485 変換器

交流電力モニタの RS-485 インタフェースとパソコンの

RS-232C インタフェースの変換を行う。最大31台が接続

できる。

メモリカードおよびパソコン用アダプタ

メモリカードでデータを記録する場合，メモリカード以

外に下記のものが必要である。各部品は標準規格に準拠し

ていれば，どのメーカーの製品でも使用できる。

™メモリカード： 16Mバイト（スマートメディア）

™メモリカードアダプタ：カードスロットタイプまたは

フロッピーディスクドライブタイプ

あとがき

電力を測定し，測定結果を解析することは環境問題や省

エネルギーのために必要な基本作業である。本交流電力モ

ニタにより得られた結果を活用して，より一層の省エネル

ギーが実現されることを期待する。またユーザー各位のご

意見を取り入れ，さらに機能向上，性能向上に努める所存

である。

参考文献
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橋本　　親

情報制御システムの企画，開発，

設計に従事。現在，東京システム

製作所ソリューションサービス部

長。電気学会会員。

黒江　潤一

計装制御システムのエンジニアリ

ング業務などに従事。現在，電機

システムカンパニー環境システム

事業部営業企画部担当部長。

池戸　弘泰

情報制御システムの PIO装置の

開発設計に従事。現在，東京シス

テム製作所開発設計部担当課長。

電気学会会員。
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プラント制御システムを取り巻く環境は，従来に比べて

よりグローバル化してきている。その基幹をなす情報・制

御システムにおいてもパソコンなどの汎用製品やオープン

ネットワーク技術などを取り込んだオープン化の流れと最

新の半導体技術，実装技術によるダウンサイジング化が加

速しており，今後より一層の国際的な競争力の強化が求め

られている。情報・制御システムのオープン化の波はまず

上位コンピュータやそのネットワークへの波及から始まり，

今や情報・制御システムの中核をなす制御機器や，フィー

ルド機器にまで及んでいる。また，海外専業メーカーによ

るオープンネットワーク対応のプロセス入出力装置（PIO：

Process Input-Output Device）の市場投入も始まり，今

後オープン化の流れは一層進展すると予想される。

PIO は，プラントのなかで温度，流量，圧力を計測す

るさまざまなセンサやバルブ，モータなどのアクチュエー

タと上位の制御装置やコンピュータとの間で信号をやり取

りする装置である。一般的に，プラントのなかで制御シス

テムのハードウェア全体に占める PIO の割合は金額ベー

スで約 30 ％であり，機器の点数の割合は他の監視装置，

制御装置に比べてはるかに多い。したがって，PIO はプ

ラントのTCO（Total Cost of Ownership）の削減（工事

費の低減，建設費の低減，運用・保守経費の低減など）お

よびプラント稼動率・安全性の向上（危険分散，地域分散）

を担う重要なコンポーネントであるといえる。一方，技術

的には小型化，高性能化，耐環境性，低コスト対応など多

くの課題を有し，オープンネットワーク対応とともにエン

ジニアリングのしやすさも今後より重要になる。

富士電機と横河電機（株）はこれら PIO の動向をいち早

くとらえ，100Mbps のオープンネットワークに対応し，

かつ二重化を標準装備としたコンパクトなオープン化対応

の PIO（富士電機の製品名：PROGRESSIO）を共同で開

発した。われわれは顧客利益と市場発展のため，このオー

プン化対応の PIO（以下，オープン PIO と略す）を業界

標準の PIO として普及すべく仕様を一般に公開し，多方

面への利用を促進している。

オープンPIOの概要

オープン PIO は，小型・高速・高信頼性を狙った PIO

である。オープン PIO と上位システムとのインタフェー

スである IOバスには LANとして全世界で最も普及して

いる Ethernet
〈注 1〉

を採用し，通信のリアルタイム性を確保す

るためのオリジナルなプロトコル「EPAP（Ethernet Pre-

cision Access Protocol）」を開発し搭載している。富士電

機では，この PIO をオープン統合化分散監視制御システ

ム「MICREX-AX」の標準 PIO として採用するとともに，

ユーザー，メーカーを問わずコンポーネント販売も行って

いる。この PIO の採用でフレキシビリティに富んだシス

テムを低コストで構築することができる。すなわち，パソ

コンと PIO を組み合わせ，SCADA（Supervisory Con-

trol And Data Acquisition）やソフトウェア PLC（ソフト

ウェアロジック）を使用したデータロガー，監視制御シス

テム用の PIO あるいはコンピュータ，ワークステーショ

ン用の PIOとしても広く使用することができる。

オープン PIO の構成を図１に示す。オープン PIO は，

ベースユニットと呼ばれる取付けボードの前面に，電源モ

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標
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ジュール，バスインタフェースモジュール，入出力モジュー

ルを実装して構成され，これらの集合体をノードと呼んで

いる。各モジュールは，ベースユニット上の二重化された

バックプレーンバス〔SBバス（Serial Back-Plane Bus）〕

により相互に接続されている。

各構成要素の内容を以下に述べる。

ベースユニット

各モジュールを実装するための筐体（きょうたい）であ

る。DIN レール取付けタイプまたは19インチラック取付

けタイプがある。

SBバス

各入出力モジュールとバスインタフェースモジュールを

つなぐ 128Mbps の二重化されたベースユニット内部の高

速バックプレーンバスである。

電源モジュール

DC電源またはAC電源を選択でき，二重化構成が可能

である。

バスインタフェースモジュール

伝送速度 10Mbps または 100Mbps の Ethernet インタ

フェースであり，二重化構成が可能である。UDP/IP

（User Datagram Protocol/Internet Protocol）上で動作す

るリアルタイム通信プロトコル EPAP を搭載している

〔詳しくは，本特集号の別稿（ネットワークプロトコル

「EPAP」）を参照いただきたい〕。EPAPは Ethernet 上で

の通信の衝突を回避し，入出力データや RAS情報のデー

タ交換をリアルタイムにかつ効率よく行う。また，メンテ

ナンス用としてRS-232C ポートも備えている。

入出力モジュール

アナログ入出力，ディジタル入出力などの各種のプロセ

ス入出力信号の取り合いを行い，二重化構成や活線着脱が

可能である。入出力モジュールの二重化時には，端子ブロッ

クだけ切り離し，故障した入出力モジュールの交換も可能

である。

オープンPIOのコンセプト

オープン PIO はオープン化技術の採用と特長ある技術

の情報公開（技術のオープン化）をコンセプトとする新世

代の PIOである。以下に，その内容を述べる。

３.１ オープンかつ柔軟な接続性

オープン PIO は，ホストシステムとのデータ交換をす

る IOバスにオープンな LANである Ethernet（10Mbps

または 100Mbps）を採用している。Ethernet は将来の技

術進歩が期待でき，大容量化するフィールドデータ通信に

対応している。近年，各メーカーの制御機器も Ethernet

のインタフェースを持つものが多く開発され，Ethernet

は管理レベルの LANから制御用 LANとしても普及が始

まっている。今後はフィールドレベルの LANとして採用

も加速するものと思われる。

Ethernet は LANとして最も普及している汎用性の高い

技術であるため，オープン PIOは DCS（Distributed Con-

trol System）だけでなくパソコン，UNIX
〈注2〉

サーバなどさま

ざまな環境に容易かつ柔軟に対応できる。

３.２ インタフェースの公開によるオープン化，業界標準化

の推進

富士電機はオープン PIO を自社 DCS だけでなく多くの

メーカー，SI（System Integrator）やユーザーのシステ

ムに採用してもらえるようにインタフェースの公開を積極

的に進めている。オープン PIO に採用した Ethernet 上の

通信プロトコル（EPAP）とバックプレーンバス（SBバ

ス）を公開し，他のメーカーやエンドユーザーが自由にシ

ステムを構築できる情報を提供している。また，アプリケー

ションに対応した入出力モジュールを開発できる情報を提

供し，技術的なサポートをすることも可能である。製品仕

様に関するより詳細な情報は，富士電機のインターネット

ページ（http : //www. fujielectric. co. jp/pio/）に掲載して

いる。

３.３ フィールド設置にも強い耐環境性を実現

プラントではフィールドに入出力機器が多く存在し，入

出力信号を計器室まで配線するよりも，入出力装置をフィー

ルドに設置してフィールドで信号を取り込んだ方が安価に

システムを構築できることが多い。オープン PIO は，耐

環境性の向上によりいろいろなフィールドへの設置が可能

であり，広範囲の使用温度，危険場所，腐食性のガスなど

フィールドを取り巻く厳しい環境にも対応している。これ

により，従来よりもフィールドに近い場所に設置すること

ができる。工事費用を抑えることはもとより，エンジニア

リングの自由度が高まり，TCOの削減に大きく貢献でき

る。危険場所への適用の考え方を図２に示す。

オープン PIO は海外で要求される各種規制，規格にも

対応している。EU（欧州連合）エリアで義務づけられる

〈注２〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

（5）

（4）

（3）

（2）
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図２　オープンPIOの危険場所への適用
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CE マーキング，各国で強まる EMC（Electromagnetic

Compatibility）規制，欧州，北米における防爆，腐食性

ガス規格にも適合しており，ワールドワイドに使用できる。

３.４ プラント稼動率の向上にこたえる高い信頼性

オープン PIO は，連続運転の要求されるプラントへも

安心して使用できる高い信頼性を実現している。万が一故

障が発生しても運転に支障を来さないように継続して操業

できる二重化構成が可能である。図３に示すように，オー

プン PIOを構成する IOバス，電源モジュール，バスイン

タフェースモジュール，バックプレーンバスおよび入出力

モジュールはすべて二重化することができ，故障時には稼

動系から待機系に高速に切り換わりプラントの運転を継続

できる。従来，二重化が困難とされていたディジタル入出

力も二重化することができる。したがって，従来より部分

的に二重化がとられているDCSのなかにオープン PIO を

配置することにより，監視制御システム全体を包含した完

全二重化システムが構築できる。また，二重化された入出

力モジュール故障時の保守性を考慮し，図４に示すように

故障したモジュールの交換が活線で行えるように工夫され

ている。

オープン PIO は自己診断機能，予防保全機能も充実し

ている。使用環境の温度や，メンテナンスの目安となる累

積通電時間などの情報をリモートで読み取ることができる。

このため，設置環境，設置条件に応じたメンテナンスが可

能となりメンテナンス費の削減が期待できる。

３.５ 小型，高密度実装による省スペース化の実現

このPIOは富士電機の従来品に比べ体積比（アナログ１

点あたり）で約 37 ％と飛躍的に小型化，高密度化されて

いる。小型化の技術として，システムASIC（CPU組込み

タイプのカスタム LSI）による小型プリント板の開発，高

効率放熱構造による高密度部品実装の実現，前面接続のヨー

ロッパ端子ブロックによるコンパクト化した機構などを採

用した。通常，PIOは制御盤などのなかに実装されて使用

される。このため，小型化により実装スペースあたりの入

出力点数を高めることができ制御盤の省スペース化，低価

格化に貢献している。

３.６ 高速応答による適用範囲の拡大

通信効率を高めた Ethernet 上の独自のプロトコルを採

用した IOバス，高速なバックプレーンバスにより，入出

力信号の送受信が高速に行える。Ethernet 通信では，同

一の Ethernet 回線上に接続されている複数の機器が同時

に通信を開始した場合，通信の衝突が発生する。これは通

信効率の低下要因となる。今回開発した通信プロトコル

EPAPは通信の衝突を回避し，通信効率を向上させている。

また，各モジュール間のデータ交換を 128 Mbps（32

Mbps シリアル伝送× 4本）の二重化された高速バックプ

レーンバスにて行っているため，入出力信号の送受信を高

速，リアルタイムに行える。ノードあたりの最大実装点数

（アナログ 128 点＝ 512 バイト）の応答時間は 2.8ms であ

り，上位側の装置からオープンPIOを 10ms 以下のスキャ

ン時間でアクセス可能である。また，IOバス 1回線あた

りの最大構成時（富士電機のMICREX-AXの場合：アナ

ログ 1,024 点，ディジタル 4,096 点）においても信号リフ

レッシュ周期は約 50ms を確保している。したがって，シ

ステムが必要とする入出力点数に応じて，スケーラブルに
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図３　完全二重化構成の考え方

入出力モジュール 
（交換対象） 

入出力モジュール 
（稼動中） 

フラットケーブル 

二重化用端子 
ブロック 

図４　二重化入出力モジュールの活線交換
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図５　DCSの入出力装置として使用する場合

（富士電機のMICREX-AXの例）のシステム構成例
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性能を確保することができるため，プロセス制御分野から

FA分野まで幅広い適用が可能となった。

システム構成

オープン PIO はさまざまなメーカーの制御機器やコン

ピュータに接続して使われることを前提に開発されている。

オープン PIO は上位の制御機器やコンピュータの指示に

応じて動作するが，どのように動作させるかはユーザーや

メーカーによって考え方に違いが生じる。このため，柔軟

に設計が行えるように自由度を持たせている。

オープン PIOを使用したシステム構成は大別して，

DCSの PIO として使用する用途（図５）

パソコン，ワークステーションの PIO として使用す

る用途（図６）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

553（27）
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図６　パソコンの入出力装置として使用する場合のシステム

構成例

表１　オープンPIOのシステム仕様 

項　目 仕　様 

外形寸法 

取付け 

電　源 

周囲温度 

周囲湿度 

腐食性ガス 

安全規格（予定） 

EMC規格 
（予定）〈注〉 

防爆規格 

IO バス 

ノード数/ 
IO バス 

信号点数/ノード 

コンフィグ 
　　 レーション 

国際保護等級 

モールド材質 

〈注〉入出力モジュールをEMC規格に適合させるため，汎用のサージアブ 
　　ソーバを取り付けるか，専用の端子ブロック（サージアブソーバ付き）
　　を使用する。 

440×131×162（mm）（ベースボードに電源， 
バスインタフェースモジュール各2台，入出力 
モジュール8台を実装にて） 

19インチラックあるいはDINレール 

AC100 V，AC200 V，DC110 V，DC24 V

0～＋60℃（オプション：－20～＋70℃） 

5～95％RH（結露なきこと） 

ISA S71.04 Class G2（オプション：G3） 

EN61010-1，CSA C222.2 No.1010.1

EN55011 Class A Groups 1，EN50082-2 
（CEマーキング対応） 

Class 1 Div.2 Groups A，B，C and D T4

Ethernet 10BASE2，100BASE-T

論理上の最大接続数：255ノード（富士電機の 
MICREX-AXシステムでは8ノードに制約） 

アナログ：最大128点，ディジタル：最大512点 

Ethernet またはバスインタフェースモジュール/ 
RS-232Cを経由して専用コンフィグレータ 
（ソフトウェア）を使用 

IP20

ポリカーボネート 

表２　オープンPIOのモジュール仕様 

項　目 仕　様 

ベースユニット 

電源モジュール 

電源：40W用または80W用， 
取付け：DINレールまたは19インチラック 

40W出力：AC100 V，AC200 V，DC110 V，DC24 V（フィールド用DC24 Vが別途必要） 
80W出力：AC100 V，AC200 V

バスインタフェースモジュール Ethernet 10BASE2，100BASE-T

入
出
力
モ
ジ
ュ
ー
ル 

AI

電圧（1～5 V，±10 V） 
非絶縁差動（1～5 V），非絶縁シングルエンド（±10 V） 
入力抵抗1MΩ 

電流入力（4～20mA） 
HART通信対応，入力抵抗250Ω 
伝送器電源供給機能（要外部電源） 

AIO
電流入力（4～20mA）/電流出力（4～20mA） 
電圧入力（1～5 V）/電流出力（4～20mA） 

制御入出力用，HART通信対応， 
入力抵抗1MΩ/250Ω， 
伝送器電源供給機能（要外部電源）， 
許容負荷抵抗0～750Ω 

AO 出力（±10 V） 

AIS
センサ入力 
熱電対，mV，測温抵抗体，ポテンショメータ 

非絶縁シングルエンド，許容負荷抵抗10 kΩ以上 

一括絶縁 
熱電対：R，J，K，E，T，B，S，N 
mV：－100～150mV 
RTD：Pt100，JPt100 
ポテンショメータ：0～2,000Ω 

DI

DO

PI

接　点 

接　点 

接　点 

トランジスタ 

リレー出力 

パルス入力 

DC24 V，2.5 mA，パルス入力，エッジ機能オプション対応 

AC100～120 V，パルス入力，エッジ機能オプション対応 

AC220～240 V，パルス入力，エッジ機能オプション対応 

DC24 V，0.1 A，パルス列/幅出力オプション対応 

DC24 V，AC100～240 V，パルス列/幅出力オプション対応 

パルス数カウント，0～10 kHz
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がある。前者はメーカー独自の DCS 構築の考え方に対し

て，上位のコントローラとオープン PIO の協調をとるこ

とができる。後者はデータロガーから SCADAを用いた

監視制御システムまで幅広い用途があり，これらに対して

上位系の IOバスアクセスドライバの組込みにより容易に

対応できる。

オープンPIOの仕様

オープン PIO のシステム仕様を表１に，モジュール仕

様を表２に示す。

あとがき

環境保全，省エネルギーを代表とするゼロエミッション

への対応が世の中の大きな流れとして注目を浴びている。

プラント制御システムが「監視」と「制御」の両面を取り

扱うのに比べ，これらの分野ではフィールド情報をパソコ

ンなどに取り込むだけ，すなわち「監視」のみを取り扱う

ケースが多く，このような用途は今後ますます増えるもの

と考える。

オープン PIO はオープンネットワークへの対応を特長

とする新時代の PIO であり，監視制御システムへの適用

だけでなく，今後の成長が期待される「監視」を主体とし

た用途にもパソコンとの連携を取りながら容易に適用でき

る。さらにインタフェース仕様の公開といった情報のオー

プン化を踏まえ，オープンPIOは新しい応用分野でデファ

クトスタンダードとなり得るものと考えている。

最後に，オープンPIOの開発を共同で遂行した横河電機

（株）の関係各位に対して感謝の意を表するものである。
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プロセス入出力装置（PIO：Process Input-Output De-

vice）は，コントローラとの通信を行うバスインタフェー

スモジュール，各種のプロセス入出力信号を制御する入出

力モジュールなど，複数のモジュールで構成されている。

その各モジュール間のデータ伝送を行うバスがバックプレー

ンバスである。

今回開発したオープン化対応 PIO（以下，オープン

PIO と略す）では，このバックプレーンバスに横河電機

（株）にて開発された SBバス（Serial Back-Plane Bus）を

採用しているので，その内容を紹介する。

SBバス開発の背景

PIO の開発にあたっては，以下のような要求を満たす

バックプレーンバスが必要であった。

高速応答性を実現するための高速通信

省スペース，低コスト

高信頼性のための二重化サポート

ところで，既存のバスには大きく分けて 2種類の方式が

ある。

一つは，VME（Versa Module Europe）バスなどのパ

ラレルバス方式である。パラレルバスは複数のデータ線を

持った方式で，1回のアクセスで多ビットのデータを通信

できるため非常に高速である利点を持っている。

しかし，一度に扱えるデータが物理的なバス幅に制約さ

れるため，PIO で扱う情報（データやステータスなど）

を得るためには複数回のバスアクセスが必要である。また，

データ線やアクセス制御信号線数が多いため，バスインタ

フェース部分に多くの部品を必要とする。これは，コスト

やスペース，消費電力の点で不利であり，二重化も困難で

あるため要求を満足させることはできない。

もう一つはシリアル通信方式である。シリアル通信方式

は 1ビット分のデータ線にフレームを載せてデータ交換を

行う方法で，信号線数が少ないためにコストや実装面積，

消費電力の点で有利である。また，1回のアクセスで，デー

タとステータスを扱うことができ，さらにパケット交換な

どまで規定可能である利点を持っている。

しかし，扱えるデータの自由度が増した反面，プロトコ

ルは複雑である。また，データ線が 1ビット分しかないた

めアクセス時間がパラレルバスに比べて遅く，高速応答を

満足できない。

このように，既存のバス方式では要求を十分に満たすこ

とができないため SBバスが開発された。

SBバスの概要

SB バスは以下のような方式をとっている。

データ線にフレームを載せてデータ交換を行い，3本

のストローブ信号だけでデータ転送を制御する。

データ線は 4本。4ビットを同時に転送する。

この方式の の部分はシリアル通信と同様であり，少な

い信号数で構成できるため必要な部品点数も少なく，省ス

ペース，低コスト，二重化サポートを可能としている。さ

らに， により複数のデータ線（4本）を同時に転送する

ため，高速アクセスを可能としている。

表１に SBバスの主な仕様を示す。また，既存のバック

プレーンバスとの比較を表２に示す。

VMEなどのパラレルバスと比較するとコスト，実装面

積，二重化の実現の面で優れており，転送レートもパラレ

ルバスには劣るものの，従来品の PIO で使用していたバ

スに比べて格段に向上している。

バックプレーンの構成

図１にオープン PIO のバックプレーンの構成を示す。

オープン PIO のバックプレーンは最大10台のモジュール

を実装できる。うち 4スロットはマスタ/スレーブ兼用ス

ロットであり，残り 6スロットはスレーブ専用スロットで

ある。SBバスはまったく同じ機能であるαとβの 2系統

のバスを持っており，これにより二重化を行っている。１
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バックプレーンバス「SBバス」

系統のバスは13本の信号線で構成されており，2系統合わ

せても26本という少ない信号線で機能を実現させている。

SBバスの信号線

表３に SBバスの信号線分類を示す。

５.１ データ伝送バスの構成

データ伝送バスは，5ビットのデータ線（DATA［4：0］）

と 3本のストローブ線（STRB［2：0］）で構成されている。

データ線は同時スイッチングによる波形のひずみを軽減す

るために，4ビットのデータを 5ビットのグレーコードに

エンコードして伝送している（詳細は７.１節を参照）。ス

トローブ線 STRB［2：0］は，データ線DATA［4：0］の取

込みタイミングを通知する信号である。3本のストローブ

信号は順番に使用され，ローパルスの立上りエッジでデー

タをサンプリングする（後掲の図６を参照）。

５.２ データフレーム構成

データはシリアル通信のように，フレーム単位で通信す

る。データ長は可変であり，フレーム単位で指定可能であ

る。誤り検出として CRC（Cyclic Redundacy Check）

チェックを採用している。図２にデータフレーム構成を示

す。フレームはバスインタフェースのハードウェアで作成

するため，プロセッサ処理の負荷が軽くなっており，より

高速な通信を可能としている。
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図１　オープンPIOのバックプレーンバス構成
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図２　データフレーム構成

表１　SBバスの仕様 

項　目 仕　様 

同　期 

4ビット（物理層は5ビット） 

シリアルフレーム伝送 

フレームによる 

フレーム内で保障 

各モジュール内32ビット 

128Mbps 

CRC-CCITT 

マルチドロップ，最大4マスタ 

標準サポート 

フレームにより可変 

対　応 

1レベル 

伝 送 方 式  

デ ー タ 幅  

マ ル チ プ レ ク ス  

データアクセスサイズ 

デ ー タ 同 時 性  

ア ド レ ス 空 間  

デ ータ伝送レート  

誤 り 検 出  

ト ポ ロ ジ ー  

バ ス 二 重 化  

バスタイマ監視機能 

活 線 挿 抜  

割 込 み  

表３　SBバス信号線分類 

分　類 
本数 

α 

8 

4 

1

データ伝送バス 

アービトレーションバス 

割込み線 

機　能 

マスタとスレーブ間でのデータ伝達 

マスタ相互間でのデータ伝送バス使用権 
調停 

スレーブからマスタへの割込み要求伝達 

β 

8 

4 

1

表２　既存のバックプレーンバスとの比較 

項目 
SBバス 

名称 

データ 
ビット幅 

方　　式 

パラレル 
バス 
（シリアル 
通信併用） 

転送 
　レート 

128 
Mbps

最大 
接続総数 

10

二 重 化  標準対応 

コスト 
実装面積 

＊ 富士電機の従来のPIO（製品名：IPU）で使用しているバス 

小 

IPU 
内部バス

＊ 

シリアル 
通信 

2 Mbps

18

標準対応 

小 

Multi    
Bus Ⅱ 
（PSB） 

パラレル 
バス 

320 
Mbps

20

不　可 

大 

VME

パラレル 
バス 

457 
Mbps

21

不　可 

大 

C-PCI

4 1 32 32 32

パラレル 
バス 

1,064 
Mbps

10

不　可 

大 

表４　アービトレーション優先順位 

バス権 
要求信号 

スロット番号 

左電源型 

B1 

B2 

IO1 

IO2

右電源型 

B2 

B1 

IO8 

IO7

REQ 0 

REQ 1 

REQ 2 

REQ 3

優先 
順位 

1位 

2位 

3位 

4位 

備　考 

バスインタフェース 
モジュール用 

ローカルマスタ用 



バックプレーンバス「SBバス」

５.３ アービトレーションバスの構成

SB バスは 4マスタのバス権要求を制御可能である。優

先順位はスロットで固定である。オープン PIO のベース

ユニットにおけるスロットと優先順位の関係を表４に示す。

REQ［3：0］は各マスタモジュールのバス権要求を示す信

号であり，各信号は表４のようにスロットに割り当てられ

ている。

５.４ 割込み線の構成

SB バスはマスタへの割込み要求を伝えるために，割込

み線（INT）を各系統に 1本ずつ用意している。

割込みを要求するモジュールは，この割込み線をドライ

ブすることによって，マスタに割込み要求発生を伝達する

ことができる。

ただし，割込み機能のサポートはマスタ側，スレーブ側

ともにオプション扱いとしている。

SBバスのハードウェア構成

SB バスインタフェースを持つモジュールのハードウェ

ア構成を図３に示す。

６.１ 構成部品

SB バスインタフェースの論理回路とデータ交換に使用

する共有メモリは，システムASIC（CPU組込みタイプの

カスタム LSI）に含まれている。このため，SBバスイン

タフェースはシステム ASIC と若干のトランシーバ IC な

どでコンパクトに実現可能である。図４にモジュール部品

実装例の写真を示す。

６.２ データ交換方式

マスタとスレーブ間のデータ交換の方式として，汎用的

で融通性の高い共有メモリ方式を採用している。スレーブ

側にある共有メモリがマスタとスレーブ双方からアクセス

可能なメモリになる。

共有メモリ内ではフレーム単位のデータの同時性を保証

できるハードウェア構成になっている。例えば，マスタが

「BBBBBB」という１単位のフレームデータを「AAAAA

A」が書き込まれているアドレスに転送した場合，スレー

ブのプロセッサがそのアドレスをどのようなタイミングで

読み出しても「AAAAAA」または「BBBBBB」が読み出

される。「AAABBB」などのように転送途中の状態は読み

出せないように構成されている。これにより，通信途中の

古いフレームデータと新しいフレームデータが混在したデー

タを読み出した場合の混乱を防止している。

高速化，波形ひずみ低減のための工夫

SB バスでは高速なデータ転送を行うため，波形ひずみ

の低減やタイミングのマージンを得るための工夫を行って

いる。本章ではそのうちグレーコーディング方式とインター

リーブ方式について説明する。

７.１ グレーコーディング方式

SB バスではデータバスにグレーコーディングを採用し

ている。通常の 2進コードでは，例えばデータが 1111 か

ら 0000 に変化すると，すべてのビットが同じ値に同時変

化する。このような状態ではトランシーバ ICが同時に同

じ動作を行うため，瞬間的に大きな電流が流れることによ

るグラウンドバウンドが発生するなど，波形にひずみが発

生する要因となる。採用しているグレーコードではデータ

がどのように変化しても同じ値に同時変化するビット数が

少ないため，同時動作による波形ひずみを軽減することが

できる。

SBバスのデータは，図５のように 4ビットのデータを

5ビットのグレーコードに変換してバックプレーンを転送

している。
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バックプレーンバス「SBバス」

７.２ インターリーブ方式

SB バスではデータ伝送をデータ信号線 1本あたり 32

MHz という高速で行っているうえ，送信側の送るデータ，

ストローブ信号と受信側の内部クロックは非同期である。

このような場合，通常では 32MHz よりも高速なクロック

を受信側で発生させてサンプリングしたり，内部クロック

との位相合わせなどの難しい処理が必要となる。また，

PLL（Phase Locked Loop）などのアナログ回路や高速で

高価な部品の使用が必要になったり，消費電力が増加する

などの問題が発生する。そこで SBバスでは，データの取

込み信号であるストローブ信号を 3本用意し，それぞれの

ストローブ信号を使って図６のように 3個のラッチに順番

にデータを保持する方式をとっている。その結果，それぞ

れのラッチには内部クロックの 2クロック分以上の時間が

保持されるため，受信側の非同期な内部クロックでも確実

にデータに取り込めるようになり，低速なディジタル素子

だけでインタフェース回路の実現を可能とした。

あとがき

以上のように，SBバスは小型，高速，高信頼性で PIO

のバックプレーンバスに適したバスである。

今後，PIOの標準バスとして幅広く使用されていくこと

を期待する。また，本稿が SBバス導入検討の一助となれ

ば幸いである。
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Ethernet
〈注1〉

および通信プロトコルTCP/IP（Transmission

Control Protocol/Internet Protocol）は，従来から情報系

LANの標準として使われてきた。さらにWindows
〈注 2〉

95 登

場以降のパソコンの普及，インターネット，イントラネッ

トの発展を背景に一層広く普及してきている。

これに伴って制御用ネットワークに対しても Ethernet

の適用が要求されるようになってきた。Ethernet を使う

メリットとしては以下が挙げられる。

パソコンによる制御

パソコンやワークステーションとの親和性が良いため，

これらのうえにコントローラや管理ツールが容易に構成で

きる。これを用いて従来の専用のコントローラより安価に

システムを構築できる。またパソコンと直接接続が可能と

なることから，入出力機器の適用範囲が拡大する。

マルチベンダー対応

標準的な Ethernet を採用することで，他社の制御装置

やパソコンなどの機器と容易に接続することができる。

低価格・安定供給

多くのベンダーが提供するネットワーク機器，管理ツー

ルなどを利用することができ低価格化ができる。

将来性

現在，通信速度は 10Mbps，100Mbps のものが普及し

ているが，近い将来の 1Gbps 対応，さらなる高速化対応

が期待できる。またその移行も容易である。

今回これらのメリットを十分に生かし，さらに制御シス

テムとして要求される即時性，高信頼性を Ethernet 上で

実現するネットワークプロトコル「EPAP（Ethernet

Precision Access Protocol）」を開発した。本稿ではその

設計思想および技術的ポイントを述べる。さらに，EPAP

を適用したオープン化対応プロセス入出力装置（以下，オー

プン PIO と略す）のバスインタフェースモジュールにお

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

ける EPAP実装の工夫点などについて述べる。

フィールドネットワークとしてのEthernet

２.１ IOバスへの Ethernet 適用の要件

Ethernet は応答時間の保証が困難なネットワークであ

るため，分散形制御システム（DCS）などのコントロー

ラレベルにおいてはトークン，時分割方式などの通信権制

御方式を UDP（User Datagram Protocol）または TCP/

IP 上に構築することによって Ethernet を制御分野に適用

してきた。この代表的な例が富士電機でも製品化を行って

いるFL-net である。

DCS ではネットワークに接続される各ノードが自ら送

信する仕組みが必要であるため，マルチマスタが実現可能

なトークン方式をTCP/IP 上に構築する必要があった。し

かし，この方式では，マスタノード間の送信機会の均等性

や応答時間の保証は可能となるが，応答性そのものは低下

する。このため応答性が重要視されるフィールドレベルの

ネットワークには適用が困難であった。

一方，フィールドレベルのネットワークに Ethernet の

インタフェースを持つ制御機器が幾つかのメーカーにて開

発されているがその多くはスイッチング技術を利用し，全

二重通信を可能とした Fast Ethernet（伝送レート 100

Mbps）を適用したものである。この場合にはノード間の

接続に HUB（ハブ）と呼ばれる装置が必須（ひっす）と

なり，スター型のネットワークトポロジーとなる。共通部

となる HUBの故障や HUBへの給電の停止はシステム全

体の停止に至るという弱点があり，高信頼システムとして

は採用が難しい。

オープン PIOの IOバスとしては，共通部を持たず信頼

性が高いバス型（10Mbps，10 BASE2）の適用を前提と

した通信方式の検討を行った。

２.２ IOバスへの Ethernet の適用

リモート IOシステムでは，制御を実行するコントロー

ラがマスタ，コントローラにより制御される複数のノード
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（2）
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がスレーブとして動作すればよい。マスタノードが一つで

あれば，送信要求が発生した任意タイミングで自由にコマ

ンドを送信し，コマンドを受信したノードは処理完了後，

直ちに応答を返送するコマンド/レスポンス方式が最も応

答性が高い。ただしマスタノードが複数になった場合，

Ethernet の媒体アクセス方式 CSMA/CD（Carrier Sense

Multiple Access / Collision Detection）により生じる衝突

により通信効率が低下する。

オープン PIO システムでは，モデルシステムとして複

数のノードを制御するコントローラ 1台，監視などを行う

機器（コンフィグレータ）1台の計 2台がマスタノードと

なるシステムを想定した。これを図１に示す。

データ交換はコントローラとノード間で行われ，ノード

間で直接のデータ交換は行われない。また，必要に応じコ

ンフィグレータとノード間でデータ交換が行われる。1台

のマスタ（コントローラ）が 256 バイトまたは 1,500 バイ

ト長のフレームを伝送媒体の使用率 10%で使用している

ことを想定し，これとは非同期に別の通信（コンフィグレー

タ）が 10%の使用率でアクセスした場合についてシミュ

レーションした結果を図２に示す。同図は相手の送信完了

待ちおよび衝突発生後のバックオフ待ち時間により生じる

送信要求発生から実際に回線に信号が送出されるまでの遅

延時間とその発生確率を示す。

この結果によれば，マスタ数が 2台までであれば衝突に

よる送信遅延あるいは送信中止の発生確率は通信エラー発

生の一般的確率と比較しても小さい。ノイズなどによる外

乱の影響を想定して備える無応答監視，再送機能により救

済され，コマンド/レスポンス方式の適用が可能であるこ

とが分かる。

EPAPの概要

３.１ EPAPの特長

EPAPは即時性以外にも IOバスに要求される以下の特

長を持つ。

入出力データだけでなく，入出力機器の高機能化に対

応可能な，設定情報のダウンロード/アップロードなど

の複雑なデータ構造や大きいサイズのデータを扱える仕

組みを有する。

比較的サイズの小さい入出力データを効率よく通信で

きる。

システムの状態監視，異常検出が容易に行える。

３.２ プロトコル階層構成

TCP/IP プロトコル群にはトランスポート層として

TCPと UDPとがある。TCPはコネクション型で確認応

答，誤り再送などの機能を有し信頼性が高いが，その反面，

即時性は低い。一方の UDPはコネクションレス型で，コ

ネクションの開設の手続きが不要なだけでなく，ソフトウェ

ア規模が小さく高速な処理が可能である。したがって，即

時性が必要な EPAPは UDP上のアプリケーション層に構

築され，EPAPフレームはUDPフレームのアプリケーショ

ンデータと位置づけられる。その階層構成とデータ構造を

図３に示す。また，TCPやUDP上のほかのアプリケーショ

ンとの共存が可能なように TCP，UDPでアプリケーショ

ンを識別する識別子であるポート番号を EPAPでは専用

に二つ使用する。一つは高速型，もう一つは中速型と定義

し，それぞれ最大のデータサイズは 1,500 バイト，4,000

バイトである。

３.３ フレーム構成

EPAPフレームにはマスタからスレーブに送信されるコ
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マンドとコマンドを受信したスレーブがマスタに送信する

レスポンスがあり，どちらもヘッダ部とデータ部から構成

される。フレーム構造を図４に示す。

３.３.１ EPAPヘッダ部

EPAPのマスタとスレーブ間のデータの交信に使用され，

以下の情報が含まれる。

コード：EPAPフレーム種別（コマンド/レスポンス）。

シーケンス番号：フレーム喪失チェック用の管理番号。

レングス：EPAPデータ部の長さ。

EPAPチェックサム：UDPデータ部（EPAPヘッダ

部＋EPAPデータ部）と IPアドレスを対象としたチェッ

クサム。

ステータス情報：電源モジュール，バスインタフェー

スモジュールなどのステータス。

３.３.２ EPAPデータ部

ノード内で EPAPスレーブと入出力モジュールとの間

で転送されるデータである。データ部は複数のブロックか

ら構成され，ブロックは即時型と要求型の 2種類のデータ

タイプが規定される。即時型および要求型アクセスの概念

図を図５に示す。

即時型

入出力モジュールの共有メモリ上のデータをリード/ラ

イトする。入出力データのリフレッシュなどに使用する。

要求型

入出力モジュールの共有メモリ上の仮想 FIFO（First-

In First-Out）にデータの PUSH/POP（押込み/引抜き）

を行い，マスタと入出力モジュール間のデータ交信を行う。

大きいデータを分割して受け渡すことができる。限られた

チャネル数の仮想FIFOを使用するためアプリケーション

間で排他が取れるようコネクション方式を採っている。す

なわち，PUSH/POP を行う前に入出力モジュールの仮想

FIFOとコネクションを確立し，使用後にはコネクション

解除の手続きを行う必要がある。

３.４ 高信頼性への対応

シーケンス番号によるコマンドとレスポンスの対応

EPAPマスタはコマンド送信からレスポンス受信までの

時間監視を行い，フレームの喪失が発生した場合，再送を

行うことができる。EPAPヘッダに備えるシーケンス番号

をマスタが管理することで複数のコマンドとレスポンスと

の対応を確認できる。

ステータス情報の通知

EPAPヘッダに含まれるステータス情報を監視すること

でノードの異常発生を検知できる。

統合的チェックサムの採用

EPAPチェックサムにより，UDPがオプションとして

規定する UDPチェックサムでは検出不可能であった IP

アドレス部破壊により他のノードが受信，誤動作をすると

いった不具合を排除できる。

３.５ 即時性への対応

IP 層でのフラグメンテーション処理の省略

高速型 EPAPフレームは Ethernet フレームの最大長で

ある 1,500 バイト以下と規定されている。したがって，IP

層でのフレームの分割/組立が不要なため IP 層での処理を

簡略化，高速化できる。一方，中速型 EPAPは通常の IP

層の処理を経て送受信され，即時性は高くないが最大

4,000 バイトの大きいデータを扱うことができる。

マルチデータブロック構成

図４のフレーム構造に示すとおり，一つのEPAPフレー
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ムデータ部には複数のブロックを格納することができ，一

つのフレームで同一ノード内の複数の入出力モジュールに

アクセスが可能である。また，即時型，要求型を任意に混

在させることができる。このことにより，伝送路の負荷を

上げずに効率のよい通信が可能となる。

データブロック制御情報のハードウェア親和性

EPAPデータ部の各ブロックはノード内に実装される入

出力モジュールへの 1回のアクセスに対応している。コマ

ンドブロックには入出力モジュールの実装位置，モジュー

ル内アドレスなどのデータ転送用の情報を含むが，EPAP

スレーブでは特に解釈を行う必要がなく，そのままノード

のバックプレーンバス上の転送が可能なフォーマットとなっ

ている。

バスインタフェースモジュールへの実装

EPAP により交信を行うすべてのマスタ，スレーブは

EPAPを実装する必要がある。コストや物理的な実装スペー

スなどの面でスレーブはマスタに比べて厳しい制約を受け

る。ここでは，スレーブであるバスインタフェースモジュー

ルへのEPAPの実装例を説明する。

４.１ バスインタフェースモジュールの通信動作

バスインタフェースモジュールはオープン PIO のノー

ドに実装される。バスインタフェースモジュールの動作と

データの流れを図６を基に以下に説明する。

①：コントローラ，コンフィグレータなどのマスタ装置

からの EPAPコマンドフレームを受信，ヘッダ部を解析

する。

②，③，④：EPAPデータ部のコマンドブロックを先頭

から順次（＃ 1，＃ 2，･･･，＃ nの順），バックプレーン

バス〔SBバス（Serial Back-Plane Bus）〕を介してノード

内の入出力モジュールに転送する。

⑤：②～④の転送結果に EPAPヘッダ部を付加し，EP

APレスポンスフレームを送信元のマスタ装置に返送する。

通信速度は 10Mbps（10BASE2），100Mbps（100BA

SE-T）の 2 種が用意されている。その外形を図７に，

ファームウェアの構成を図８にそれぞれ示す。

EPAPコマンド解析処理部は EPAPに関する処置を実

行する中心部分である。受信時UDP層から EPAPフレー

ムを受け取り，処理結果を応答として UDP層に渡す。定

周期処理は EPAPレスポンスフレームのヘッダ部に格納

されるバスインタフェースモジュール自身のステータス，

電源モジュールのステータスなどを生成する。中継処理部

はEPAPコマンドブロックの内容を解析し SBバス上の各

入出力モジュール単位の転送を行う。EPAPサーバ処理部

はバスインタフェースモジュール向けのコマンドブロック

の処理を実行する。RS-232C 送受信処理部はメンテナン

ス用に備えられた RS-232C インタフェースの送受信を実

行し，EPAPコマンド解析処理との連携により EPAP形

式のデータを処理することができる。

４.２ 高速化のための工夫

バスインタフェースモジュールでは高速化のため以下の

ような工夫をしている。

EPAP専用の IP ルート

EPAP専用の UDPポート番号により，EPAPとその他

のプロトコルを LANコントローラから受信フレームを引

（1）
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き出す時点で判別することが可能である。通信階層の低い

レイヤーで EPAP専用処理ルーチンに分岐することによ

り，通常の UDPまたは TCP/IP の処理に影響を与えるこ

となく高速な入出力データの交換を可能にしている。

ARPキャッシュ参照の省略

ARPキャッシュとはARP（Address Resolution Proto-

col）によって生成される論理アドレス（IP アドレス）と

物理アドレス（MACアドレス）の対応を示すテーブルで

ある。IP 層では，送信時に論理アドレスにより指定され

た送信先の物理アドレスを得るために参照する。ARP

キャッシュに目的の物理アドレスが存在しない場合，ARP

メッセージを発行し物理アドレスを取得する処理が必要と

なる。しかし，バスインタフェースモジュールは EPAP

のスレーブ動作を行うためコマンドフレームの送信元に応

答を送り返せばよく，ARPキャッシュを参照せず，受信

フレームの内容からマスタの物理アドレスを直接得ること

で処理の高速化を行っている。

高速型処理の優先

高速型のアクセスと中速型のアクセスが競合した場合，

高速型を優先的に処理する。

例えばコンフィグレータからの中速型によるコマンド処

理中に，コントローラからの高速型によるコマンドを受信

すると，高速型処理を優先し，中速型処理を中断，追い越

して処理する。これによって高速型アクセスの即時性を確

保している。

４.３ 高信頼性化のための工夫

SB バスアクセスリトライ

EPAPデータの入出力モジュールへの転送の際に SBバ

ス転送が失敗した場合，自動的に二重化された SBバスの

他方を使用しリトライを行う。また，二重化された SBバ

スの健全性のチェックは，通信を実施してない時間帯に実

施し通信性能に影響を与えない。

二重化

バスインタフェースモジュールはまったく二重化を意識

しない。二重化はすべてマスタ側の管理により，バスイン

タフェースモジュールはマスタからのコマンドに応答する

のみである。二重化のため同一シェルフにバスインタフェー

スモジュールを 2台実装したときに，マスタが相互の監視

を実施可能なようバスインタフェースモジュールの共有メ

モリ上にハンドシェーク用の領域を提供している。

性　能

EPAP を実装した 10Mbps（10BASE2）のバスインタ

フェースモジュールの応答時間の測定を実施した。測定方

法は上位コントローラの性能に影響を受けないコマンドフ

レーム受信開始からレスポンスフレーム送信完了までの時

間を伝送ケーブル上の信号波形にて測定した。測定例を図

９に示す。データ量を変化させて測定した結果得られた，

データ量と応答時間との関係を図 に示す。

オープン PIO システムで標準的なデータ量（アナログ

80 点，ディジタル 192 点）を持つ 1ノードに対するアク

セス時間は約 2.8ms となり，コントローラの処理時間を

３msとすると 8ノードの入出力のリフレッシュ時間とし

て（2.8＋ 3）×8 ＝ 46.4 ms となり，1スキャン 50ms 以

内のシステム性能が期待できる。

あとがき

オープン PIO のネットワークプロトコル EPAPについ

て紹介した。Ethernet は，従来の情報系に限らず制御向

けのオープンネットワークとしての地位を確保し，さらに

高速化，大容量化の面で進化しつつある。 富士電機はオー

プン PIO の開発で得た技術を基に，Ethernet のオープン

性を最大限に生かしつつ，IOバスとしてもメリットのあ

る製品を提供していく所存である。本稿がオープン PIO

の特長を引き出し，幅広い適用分野の拡大への一助となれ

ば幸いである。

参考文献

Hayashi, S. et al.： Secure and Simple Real-time

Control Protocol over Ethernet. ISA TECH1999（1999）
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p.161-164 （1997）

（2）

（1）

１０

（2）

（1）

（3）

（2）

563（37）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

通信 
フレーム 

SBバス 
アクセス 

コマンド 
フレーム 

レスポンス 
フレーム 

応答時間 

500  s
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プロセス計測と制御機器に適用されるプロセス入出力装

置（PIO）の構造は，国内においては小型化と使用温度環

境の拡大が重要視され，海外においては各種海外規格をク

リアするためのプロテクション構造や防爆構造などを要求

されている。また，国内外における PIO への共通の要求

事項としては，超小型化，高性能化，耐環境性，低コスト

など多くの課題があり，オープンな IOバス仕様のみなら

ず，構造としても業界標準の PIO となる仕様を追求して

オープン化対応 PIO（以下，オープン PIO と略す）を開

発した。

PIO のユニットは，エンクロージャに収納して使用さ

れることが多いため，IEC（国際電気標準会議），EIA

（米国電子機械工業会），DIN（ドイツ国家規格）の各規格

に適合した19インチユニットを基本に国際標準サイズを考

慮した外形サイズとすることが可用性を持たせるために必

要である。入出力モジュール部は，19インチサイズをビル

ディングブロック的に分割し，入出力部の外線接続に要求

されるケーブル接続構造と，メンテナンス時に要求される

端子部の着脱構造，さらに入出力モジュール部の放熱構造

を盛り込み，高さ 130 ×幅 33 ×奥行 107.5（mm）の小型

化を実現した。

大気汚染の厳しさのレベルを規定している ISA-S71.04

を耐環境性の指標として，工業計測と制御装置が適正に機

能するための厳しさのレベルである G3（H2S ≦ 50 ppm，

SO2 ≦ 300 ppm，Cl2 ≦ 10 ppm，NOx ≦ 1,250 ppm の混

合ガス）をクリアできる仕様をオプションで対応できるよ

うにした。

図１は，オープン PIO の電源が左にくるタイプの外観

である。

構造仕様と特徴

２.１ 活線着脱方式

活線着脱コネクタ（シーケンス接続構造）

プロセス制御に不可欠な活線での保守を実現するため，

コネクタの内部構造は 3段階のシーケンス構造を持ち，第

１段に電源，第 2段に信号，第 3段に脱落監視が接続され

る構造とした。

コネクタは80極の高密度・多極ではあるが，挿抜力は

64N以下であり，片手で軽く操作できる。

位置決め固定構造

PAS（Plant Automation System）における保守形態と

しては，電源が入ったままの活線着脱が要求されている。

この活線着脱に適合するための方式として，2段階の固

定方式を採用している。まず，保守時に外線ケーブルを端

子台から取り外さなくても端子部が，入出力モジュールか

ら外れるツーピース構造とし，第2段として入出力モジュー

ルがベースユニットから取外し可能な構造としている。

図２に示すように，新規に接続される入出力モジュール

は，ベースユニットに設けられたガイドにより，上下左右

の位置決めができる構造としており，モジュールの装着の

際に，ベースユニットに配置された接続コネクタに，スムー

ズに適正な位置に接続される構造を実現している。

２.２ 二重化方式

保守手順と構造

二重化は，電源・通信・入出力の各モジュールでそれぞ

（1）

（2）

（1）
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図１　オープンPIOの外観
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れ実現している。特に，図３に示すように入出力の外線接

続に関しては，同じ入出力モジュールをシングルと二重化

の両方に対応できる仕掛けとして，端子部にシングルと二

重化の 2種類の形態が接続可能な方式とし，それぞれ簡単

な保守手順で交換可能な構造を実現している。

２.３ ヨーロッパ端子の対応

ヨーロッパ端子の特徴（フィンガープロテクション，

ロックナット構造）

ヨーロッパ端子台メーカーの規格対応については，発祥

がドイツということもあり，VDE規格（ドイツ電気技術

者協会）に基づいた設計・製造・品質管理を行っている。

また，そのほかの海外の規格についても，各国で規定され

ている安全規格・検査を考慮しており，特に IEC の規格

は可能な限り考慮されている。

ねじ端子台との比較

日本においては，いまだにねじ端子の文化があり，ヨー

ロッパタイプの端子台を受け付けない風潮があるが，ヨー

ロッパ端子は VDE規格などに適合し，感電防止を考慮し

たフィンガープロテクション構造であり，さらに，ねじ端

子が振動により緩むことがあるのに対して，ヨーロッパ端

子台はねじロック方式などを採用した緩み防止構造などに

より，メンテナンスフリーを実現させている。また，端子

部の構造により，ねじ端子では実現不可能な太い電線（2

mm2 程度）を高密度に接続できることも特徴である。

外線部の誤挿入防止構造

外部配線されたヨーロッパ端子台は，入出力の仕様に応

じて誤挿入防止構造に対応でき，コーディングピンの適切

な組合せにより，幅広い仕様の組合せに対して，電気的な

誤接続を防止できる。

２.４ 冷却方式

２.４.１ 標準構造（IP20，適性発熱量と体積）

基本的に安全規格（EN60529）に適応した，IP20 の防

じん・防滴クラスのモジュール筐体（きょうたい）設計と

している。図４に示すように，モジュールケースには 3.2

mm以下の通風孔が設けてあるほか，フィンガープロテク

ションとして，IEC61010-1 に規定されているφ12mmの

標準試験フィンガーが直接触れることのない開口部の構造

としている。

２.４.２ 冷却フィン構造

高発熱入出力モジュールのデバイスの冷却を目的とした，

中空アルミの押出成形品を開発した。図５は内部の熱容量

を自然空冷で放熱させるための熱冷却構造であり，アルミ

成形品を２室の煙突構造とし，モールド筐体により防じ

ん・防滴クラスを維持するとともに，プリント基板に直接

取り付けることにより，熱伝導シートを介して高発熱電子

部品の熱を効率よく放出し，集中発熱に対応した方式を確

立している。

２.４.３ 熱解析と実機の比較

PIO は，自然空冷の環境で使用されることを前提として

おり，周囲環境温度は，キャビネット実装を考慮した 0～

60 ℃としている。発熱量の大きい入出力モジュールなど

（3）

（2）

（1）
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図５　入出力モジュール冷却構造詳細図
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に関してはプリント基板レベルでの電子部品の実装レイア

ウトと同時に，図６ に示す熱シミュレーションを行い，

高発熱部品の熱的レイアウトの向上に反映し，図６ の検

証においても実機により効果を確認できている。今回のオー

プン PIO の高発熱入出力モジュールでは，自然空冷限界

が 10W/L であるのに対して，12W/L をめざした発熱密

度を実現するため，図６ に示すように，入出力モジュー

ルの内部実装基板に中空のアルミヒートシンクを配置した

放熱構造を開発した。図６ 内部通風ルートの透視図に示

すように，入出力モジュールの中心部に煙突構造のアルミ

ヒートシンクを配置し，放熱ルートの最適化を図っている。

２.５ 熱電対モジュールの基準接点補償

２.５.１ 基準接点補償方式

熱電対の基準接点には幾つかの方式があるが，一般的に

補償式基準接点はほかの方式に比べ手間と精度の点で最も

実用的とされている。また，その補償精度は通常 0.5 ～

1 ℃程度が要求される。補償式基準接点のポイントは，接

点温度をできるだけ正確に測定することであり，そのため

端子接続部は他の熱源からの放射，伝導，対流などによる

影響を受けないように，極力均一の熱平衡状態に保つこと

が重要である。

オープン PIO の熱電対モジュールも補償式基準接点を

用いており，端子部の構造を工夫した結果，小型・高密度

でありながら補償精度は 1℃（周囲温度 15 ～ 45 ℃）を

実現した。図７にオープン PIO の基準接点補償の構成図

を示す。

補償手順は，熱電対の熱起電力 Ein を測定すると同時に，

基準接点の温度 Trj を測定し，温度 Trj における熱電対

（測定に用いているものと同じタイプ）の熱起電力 Erj を

求める（JIS の規準熱起電力表相当を使用）。

次に，E＝ Ein ＋ Erj を算出し，熱起電力 Eに対応する

温度 Tを求める（JIS の規準熱起電力表相当を使用）。こ

の温度 Tが測定温度である。

２.５.２ 熱電対用端子部の構造

熱電対モジュール専用の端子部を開発した。外観はほか

のアナログ入出力やディジタル入出力用の端子部と同じと

しながらも，基準接点補償をするための機能を組み込んだ

ものになっており，次のような特徴がある。

サーミスタ組込み端子台

基準接点温度を測定するためのサーミスタを内蔵した端

子台を開発した。図７ にその断面構造を示す。外形はサー

ミスタが内蔵されていない通常の端子台と同じ大きさで実

現している。温度測定誤差を小さくするため，サーミスタ

はじかに端子に接触する構造とした。

サーミスタ組込み位置・個数

端子台の温度分布から，熱電対モジュール全16チャネル

のうち，特定の 4チャネルにサーミスタを配置するように

した。サーミスタが配置されていないチャネルは，ファー

ムウェアで補間処理することにより基準接点温度を割り出

している。

端子台の等温化

サーミスタ組込み端子台が実装されたプリント基板の裏

側に，アルミ等温板を熱伝導性シリコーンゴムシートを介

して密着させる構造とした。これにより，端子台温度のば

らつきがなくなり，基準接点温度の精度が向上した。

２.６ 環境配慮構造

２.６.１ 環境配慮型設計

ツールにより分析を行うと同時に，組立性・分解性の改善

を考慮した設計としている。

富士電機では，ISO14001 環境管理サポートシステム

（ISO14001 を取得するための支援システム）により，分解

性評価と，リサイクル性評価を各種製品に適用してきてい

る。

図８に示すように，三次元 CADと分解性評価ツールに

より，製品の設計段階に製品の分解しやすさ・分解時間を

推定し，設計に反映している。

また，リサイクル性評価ツールによる，リサイクルしや

すさも定量的に評価している。

２.６.２ 環境構造（材質，分解性，レーザ刻印の考慮）

各モジュールは，エンジニアリングプラスチックのポリ

カーボネートを使用し，図９に示すレーザ刻印による印字
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図６　熱シミュレーションと実際の温度分布
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を全面的に採用したことにより，環境に配慮した製品を実

現している。

また，分解性に関しても，プラスチックによく見られる

インサートナットを廃止し，分解できる組込ナットとする

ことでリサイクル率を向上させている。

あとがき

以上，プロセス計測・制御用 PIO に関しての構造技術

について紹介した。今後も，海外規格と監視制御やプロセ

スオートメーションの動向をとらえるとともに，オープン

化による計測・制御の枠を越えた IT（Information Tech-

nology）関連機器への取組みと，よりフレキシブルで信頼

性のあるシステムを構築するための構造技術基盤を発展さ

せ，市場要求にこたえていく所存である。

参考文献

温度計測 100 の FAQ，日本電気計測器工業会温度計測専

門委員会編集・発行（1999）

The European Standard EN60529：1991 has the status

of a British Standard

19インチユニットシステム： IEC 297-1/2（3）
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改　善　前 項　目 改　善　後 

部品数（個） 

評　点（点） 

分解時間（分） 

25

83.5

3.3

15

89.7

2.2

（a）ベースユニット分解構成図 

（b）ベースユニット分解性評価 
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図８　分解性評価結果 図９　レーザ刻印実施例
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PA（Process Automation），FA（Factory Automation）

システムのオープン化は，ネットワーク分野において顕著

である。例えば，Profibus，DeviceNet，Foundation

Fieldbus
〈注1〉

などにみられるようにフィールドレベルでは各オ

ートメーション分野に適したオープンな LANが使われて

いる。一方，OA（Office Automation）を中心とした情報

分野で普及している Ethernet
〈注 2〉

を情報レベルだけでなく，

FL-net のように制御レベルの LANとして積極的に採用

する動きがある。

一方，これまでメーカーの独自仕様であった分散形制御

システム（DCS）やプログラマブルコントローラ（PLC）

のリモート IOバスは，システム構成の多様化（オープン

化，フラット化など）により，異なるメーカー，機種同士

の接続やパソコンとの直接接続などの要求が強まってきて

いる。

今回開発したオープン化対応プロセス入出力装置（PIO）

は，IOバスとして，最も普及している Ethernet を採用す

ることにより接続環境をオープンにした。また，UDP/IP

（User Datagram Protocol/Internet Protocol）上のアプリ

ケーション層にEPAP（Ethernet Precision Access Proto-

col）を搭載し，通信の高速性とリアルタイム性を実現し

ている。このようにオープンな環境を持つ PIO の採用に

より，システム構築において次のようなメリットを享受で

きる。

システム構築期間の短縮（整備された開発・設計環境

が利用できる）

エンジニアリングコストの削減（汎用技術の組合せ，

使い慣れた技術による効率向上）

システム製品コストの削減（安価な市販製品の活用）

本稿では，オープン化対応 PIO（以下，オープン PIO

と略す）の適用環境を紹介する。また，オープン PIO の

〈注１〉Foundation Fieldbus：フィールドバス協会の登録商標

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

容易な接続性を説明し，パソコンと接続した適用事例を紹

介する。

オープンPIOの適用環境

オープン PIO は，Ethernet によるオープンなインタ

フェースを備えている。したがって，その適用環境は従来

の DCS，PLC などにとどまらず，ネットワーク接続が容

易なパソコン，UNIX
〈注3〉

コンピュータをはじめとした汎用機

器にも広げられる。以下にその適用環境を述べる。

２.１ コントローラへの適用

DCSを代表とする監視制御システムにおけるコントロー

ラとオープン PIO の接続構成を図１に示す。オープン

PIO をこのようなシステムに使用することによって，従

来に増して以下のようなメリットがある。

開発効率の向上

監視制御システムでは情報系および制御系の LANに

Ethernet を使用するシステムが一般化している。したがっ

〈注3〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標
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（3）

（2）
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オープンPIOの適用方法と事例

568（42）

中村　貴之（なかむら　たかゆき） 中野　正人（なかの　まさと） 松平　竹央（まつだいら　たけおう）

HMI 
システム 
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システム 

制御LAN

コントローラ 
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〈オープンPIO適用システム〉 

図１　コントローラとオープンPIOの接続構成
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て，既存の Ethernet のハードウェア資産を活用し新規の

ハードウェアを開発することなく，ソフトウェアの対応の

みでオープン PIO をコントローラに接続できる。このた

め開発効率の向上を図ることができる。

IOバス性能の向上

Ethernet 技術は情報分野の核となる技術であり，日々

成長している。既存の制御システムではコントローラと専

用 PIOを専用 IOバスで接続し，性能を確保していた。今

回開発したオープン PIO は，IOバスに求められている性

能と信頼性を Ethernet 技術のうえで確保したことにより，

Ethernet の将来的な技術進歩に対応して IOバスの性能を

向上することができる。

２.２ パソコンへの適用

パソコンとオープン PIO の接続構成を図２に示す。こ

れまでパソコンに接続できる PIO は通信速度やコストの

面で必ずしも満足できるものではなかった。一方，SCADA

（Supervisory Control And Data Acquisition）を代表とす

る監視，制御ソフトウェアはパソコンの発達とともに今や

制御分野のオープン化技術の代表格となりつつある。しか

しながら，これらのシステムで唯一オープン化が遅れてい

た部分は PIO である。オープン PIO はこの課題を解決で

きるコンポーネントとして，SCADAのみならず，VB/VC

（Visual Basic
〈注4〉

/Visual C++
〈注5〉

）アプリケーションを用いたパ

ソコンシステムに最適な素材である。

オープン PIO はパソコンとの接続を Ethernet を使って

高速かつ安価に実現できる。また，通信インタフェースが

公開されるのでシステム開発者の裁量によってシステムパ

フォーマンスが最適となるデータアクセス構造が選択でき

ることになり，アプリケーションに適したソフトウェアを

構築することが可能になる。

２.３ UNIX コンピュータへの適用

従来，UNIXコンピュータがプロセスデータをアクセス

〈注４〉Visual Basic：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注５〉Visual C++：米国Microsoft Corp. の登録商標

するにはコンピュータ専用の PIO を使用していた。この

場合，PIO はコンピュータの CPUのバスと直結されてい

るため，CPUの負荷は大きかった。

図３に示すように，オープン PIO を採用することによ

り，PIOをネットワーク機器として取り扱うことができ，

CPUの負荷軽減とともに設置環境のバリエーションを広

げることができる。さらに，UNIXコンピュータエンジニ

アにとっても使い慣れた Ethernet 環境でのエンジニアリ

ングは，ローカルな技術の習得の必要がなく，システム構

築のための開発期間の短縮とコストの軽減が図れる。

パソコンとオープンPIOのシステム概要

オープン PIO は上位に接続される機器（以下，上位機

器と略す）を限定しない。ここではパソコンとオープン

PIOを組み合わせたシステムについて紹介する。図４にパ

ソコンとオープン PIO からなるシステム構成を示し，そ

のシステム仕様を表１にまとめる。

HMI（Human Machine Interface）

HMI は，汎用パソコンとWindows
〈注 6〉

をベースとして

（1）

（2）

富士時報 Vol.73 No.10 2000

569（43）

SCADASCADA 
あるいは 

VB/VCアプリ 
ケーション 

Ethernet

オープンPIO

〈監視制御システム〉 
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〈監視専用システム〉 

パソコン 

図２　パソコンとオープンPIOの接続構成

PIO

〈UNIX コンピュータと 
　　　PIOの構成（従来）〉 

〈UNIX コンピュータと 
　　　　　　　　オープンPIOの構成（今回）〉 

Ethernet

オープンPIO

UNIX コンピュータ 

UNIX コンピュータ 

バス直結 

CPU

LAN化 

リモート設置 

図３　UNIX コンピュータとオープンPIOの接続構成
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OS：WindowsNT/2000（95/98） 
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100BASE-FX

光リピータ 

図４　パソコンとオープンPIOのシステム構成
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構成されている。VB/VCで作成したユーザーアプリケー

ションおよび市販 SCADAにより監視制御が行える。

パソコンとオープン PIOのハードウェア接続

オープン PIO は，10BASE2 と 100BASE-T の両方の通

信モジュールを製品化しているので，パソコンには Ether

net カードを実装するだけでオープン PIOに接続できる。

また，ネットワークに 10BASE2 を採用した場合は，市販

の HUBを利用することにより，簡単に 10BASE-T に変

換できるのでノートパソコンなども接続できる。

伝送路（IOバス）

伝送路は 10BASE2（同軸ケーブル）と 100BASE-T

（ツイストペアケーブル）が使用でき，必要に応じて伝送

路（IOバス）を二重化できる。10BASE2 ケーブルは最大

185mのケーブル長が使用できる。ケーブルの延長が必要

な場合は，10BASE5 ケーブルに変換することにより最大

約 500mまで延長できる。接続も変換コネクタの結合だ

けなので，現場で容易にケーブルの延長ができる。それ以

上の距離を必要とする場合は光リピータを使って最大 2

kmまで延長することができる。

冗長化

オープン PIO は入出力モジュールの二重化を同一モ

ジュールを 2台並べて実装するだけで実現できる。アナロ

グ入出力信号（AIO）だけでなく，ディジタル入出力信号

（DIO）も二重化できる。さらに，オープン PIO を構成し

ている電源モジュール，通信モジュールもモジュール単位

で二重化することができるので，プロセスの重要度に応じ

た冗長化の構築が可能であり，信頼性の高いシステムを構

築できる。

オープンPIOの接続方法

オープン PIO は，上位機器における通信機能の組込み

の容易性と入出力モジュールの動作（PIO動作）のカスタ

マイズの柔軟性により，さまざまな機器との接続が可能な

〈注６〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

仕組みを持っている。

本章では，これらの仕組みについて述べる。また，パソ

コンとの通信機能を実現する通信ドライバ，および PIO

動作をカスタマイズするコンフィグレーションツール（コ

ンフィグレータ）を製品化したので紹介する。

４.１ 通信機能の組込みの容易性

オープン PIOの通信プロトコル（EPAP）には以下の特

長があり，上位機器の開発設計者はシステムごとに異なる

入出力制御方式に対して自由度の高いシステム設計ができ

る。また，普及している Ethernet 接続のための開発ツー

ルを利用することにより，最適なシステム開発環境が構築

できる。

上位機器はオープン PIO へコマンドフレームを送信

し，そのレスポンスフレームを受信するだけでオープン

PIOの入出力データをリード/ライトできる（コマンド/

レスポンス方式）。

オープン PIO は上位機器からコマンドを受けた場合

のみ応答する。このため，上位機器は任意のタイミング

（スケジュール）でリアルタイムに入出力データの送受

信ができる（マスタ/スレーブ方式）。

入出力データの送受信フレームには入出力モジュール

の状態制御データ（モジュール起動，二重化時の稼動/

待機指定など）と状態監視データ（モジュール故障，チャ

ネル故障など）を含み，入出力データの送受信と入出力

モジュールの状態制御/監視を同時に効率的に行える。

1ノード内の複数入出力モジュールに対して入出力デー

タの送受信を同時に高速に行える。図５に入出力データ

送受信フレームの論理構造を，表２に応答時間の測定結

果を示す。

４.２ PIO動作のカスタマイズの柔軟性

オープン PIO にはスタートアップ時，異常発生時のＰ

IO動作を指定する各種の設定情報を用意している。ユー

ザーおよび SI（System Integrator）はこれらの設定情報

をフィールド機器および上位機器とのインタフェースに応

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）
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表１　パソコンとオープンPIOのシステム仕様 

項　目 仕　様 備　考 

パソコン 

オープンPIOの 
接続ノード数 

入出力点数 

OS：Windows NT/2000（95/98） 

（最大）30ノード/1セグメント（10BASE2） 
（最大）HUBに依存/1セグメント（100BASE-T） 

アナログ（最大）128点/1ノード 
ディジタル（最大）512点/1ノード 

表示性能はパソコンの仕様に依存する（CPU周波数366MHz以上を推 
奨）。 

マスタ機器の仕様，データリフレッシュ周期などの条件により決定される。 
富士電機製DCSのMICREX-AXでは，オープンPIOの接続ノード数は， 
標準で最大8ノード/1セグメントである。 

オープンPIOの接続ノード数に依存する。 

LAN
10BASE2 
100BASE-T

10Mbps/100Mbps に対応。 

ケーブル長 
（最大）185m/（10BASE2） 
（最大）100m/（100BASE-T） 

100BASE-FX（光ケーブル）を使用するとケーブル長は最大2 kmとな 
る。 

冗長化 
™IO バス　™電源モジュール　™通信モジュール 
™入出力モジュール 

各モジュールごとに二重化できる。 

データリフレッシュ周期 約10ms パソコン＋オープンPIO×1ノードの場合。 
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じて柔軟にカスタマイズすることにより，最適な機器を組

み合わせてシステムを構築できる。

以下に，設定情報の例を記す。

入出力データのデータ配列，形式（インテル系/モト

ローラ系，バイナリー/浮動小数点）

重故障，軽故障要因指定

入出力レンジ/スケーリング設定（1～ 5V/0 ～ 10,000）

など

設定情報は後述するコンフィグレータで容易に設定変更

できる。このため上位接続機器の開発設計者は接続機能の

開発に集中でき，システム開発期間を短縮できる。

４.３ 通信ドライバ

通信ドライバは，オープン PIO の通信プロトコル

（EPAP）を使って，パソコンで動作するWindows アプリ

ケーションを容易に開発するための通信関数ライブラリ

（EPAP. DLL）である。リモート IOバス（Ethernet）と

メンテナンスポート（RS-232C）の通信インタフェースを

サポートする。

EPAPを完全に隠ぺいせず，アプリケーション開発者の

設計する入出力制御方式に合わせて利用できる機能を持つ。

このため，SCADA/ソフトウェア PLC用のパフォーマン

スの高い専用 IOドライバの開発が短期間で可能になる。

また，通信ドライバはパソコン以外の機器（コントローラ，

UNIXコンピュータなど）と接続する場合においても入出

力制御方式および性能をパソコン上で評価するために利用

できる。この通信ドライバを使って図６のように VB/VC

で作成したユーザーアプリケーション，表計算などのオフィ

ス用ソフトウェア，SCADA/ソフトウェア PLCなどの産

業用ソフトウェアを自由に組み合わせることができる。

４.４ コンフィグレータ

コンフィグレータは，Excel
〈注7〉

（対応 OS：Windows）を使

用したオープン PIO のシステム構築ツールである。ユー

ザーおよび SI によるオープン PIO 適用システムを構築す

るための標準端末として開発した。図７にコンフィグレー

タの画面例を示す。以下の機能により，システム設計から

現地調整，保守において継続的な運用を可能としている。

リモート IOバスのネットワーク構築（通信モジュー

ルおよびルータの IP アドレスなどの設定）

入出力モジュールの動作設定（入出力レンジ，フィル

タリングなどのパラメータ設定）

ケーブル配線後のフィールド機器との入出力信号チェッ

ク

外線ケーブルの入力インピーダンス影響時のアナログ

入出力精度調整

メンテナンスおよび機器故障時の診断情報・稼動情報

の収集

上記に加えて次に述べる特長により，作業効率のよいシ

ステム構築環境を提供する。

〈注７〉Excel：米国Microsoft Corp. の製品名
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起動フラグ 
稼動/待機 

起動フラグ 
稼動/待機 
出力データ 

EPAPフレーム 
ヘッダ 

入力モジュール 

入力モジュール 
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モジュールステータス 
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図５　入出力データ送受信フレームの論理構造

オープンPIO

VB/VC 
アプリケーション 

Excel
SCADA ソフトウェアPLC

OPCサ－バ/専用IOドライバ 

通信ドライバ（EPAP.DLL） 
 

Windows Socket（WinSock.DLL） 

WindowsNT/2000（95/98） 

図６　通信ドライバ（EPAP.DLL）

表２　応答時間の測定結果 

項　目 応答時間 
（ms） 

7.5

39.6

通信方法 

8モジュールを1回 
で通信 

構成：パソコン（PentiumⅢ：366MHz，WindowsNT4.0） 
　　　アナログ入力64点，アナログ出力64点の場合 

1モジュールごとに 
8回で通信 

送信フレーム長 
（バイト） 

716

100

受信フレーム長 
（バイト） 

1,036

140

図７　コンフィグレータの画面例
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オープン PIO とのアップロード/ダウンロード通信機

能によるシステム構築データの保存と再生（オフライン

機能/オンライン機能）

リモート IOバス（Ethernet）およびメンテナンスポー

ト（RS-232C）への接続による中央または現場でのメン

テナンス（リモート接続/ローカル接続）

Excel ドキュメントファイルによるシステム構築デー

タの共有，編集，印刷，管理

オープンPIOの適用事例

オープン PIO を適用した濁度計サンプリング用パソコ

ンとオープン PIO を組み合わせた事例を紹介する。図８

にそのシステム構成を示す。

パソコンの汎用ソフトウェアには SCADA として

CITECT
〈注8〉

およびプロセスデータを処理するための表計算ソ

フトウェア Excel を採用し，CITECTのロジック機能に

より対象プラントの監視制御機能を容易に実現している。

適用した設備は 3台の並列設置された水処理装置の処理

水をサンプリング系統の切換により 1台の高感度濁度計で

測定している。また，サンプリングポンプ（3台）の起

動・停止やサンプリング用切換弁の開閉制御を行っている。

濁度計のアナログ信号やサンプリングポンプおよび切換弁

のディジタル信号をオープン PIO に取り込み，パソコン

とリアルタイムにデータ通信を行った。

今回のような小規模の監視あるいは監視・制御システム

には SCADAソフトウェアによる「パソコン＋オープン

PIO」システムのコストパフォーマンスが優れている。

SCADAソフトウェアとのインタフェースには専用ドラ

イバを採用しており，各種の SCADAソフトウェアとは

〈注８〉CITECT：オーストラリア CI Technologies Pty Ltd. の登録

商標

専用ドライバ方式（開発中）あるいは OPC〔OLE（Ob-

ject Linking and Embedding）for Process Control〕サー

バ方式（開発中）で容易に接続できる。したがって，SI

やユーザーは最適な SCADAによりマルチベンダーシス

テムを実現できる。

あとがき

本稿では，オープン PIO が，高い通信パフォーマンス

と適用システムにフィットできるフレキシビリティを持ち，

さまざまな機器と容易に接続ができることを紹介した。

富士電機では，オープン PIO を制御システムだけでな

く幅広い用途に使用し，成長・進化させていく製品として

考えており，次世代のシステム環境におけるキーコンポー

ネントとして多様なシステムへの適用を図っている。

オープン PIO を普及させるため，自社だけでなく他社

へのコンポーネント販売やEPAP，SBバス（Serial Back-

Plane Bus）のインタフェース仕様の公開を計画している。

今後ともユーザーニーズを吸収し，さらに進化するシス

テム環境に柔軟に対応できるよう努めていく所存である。
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（2）
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図８　オープンPIOの適用事例（システム構成）
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電界効果による a-Si:H 太陽電池特性の向
上

富士電機総合研究所 高野　章弘

電界効果型 a-Si:H 太陽電池の絶縁膜およ
び金属電極の最適化 富士電機総合研究所 高野　章弘

コンビナトリアルデバイスプロセス装置の
開発

富士電機総合研究所 高野　章弘

電極ピーク電圧による高周波放電の解析

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

佐々木敏明
藤掛　伸二
高野　章弘
吉田　　隆
市川　幸美

第61回応用物理学会学術講演会（2000-9）

薄膜シリコン堆積用 VHFプラズマの測定
（Ⅱ）

富士電機総合研究所
〃
〃

市川　幸美
吉田　　隆
佐々木敏明

微結晶（シリコン）ゲルマニウム膜の製膜

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

富士ブレイントラスト

佐々木敏明
原嶋　孝一
吉田　　隆
市川　幸美
酒井　　博

VHFプラズマの微結晶シリコン膜に与え
る影響（Ⅱ）

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

富士ブレイントラスト

佐々木敏明
原嶋　孝一
吉田　　隆
市川　幸美
酒井　　博

ブレーズ化された複合格子の試作
富士電機総合研究所

〃
〃

鈴木　芳幸
田中　秀幸
小林　　毅

最終保護膜がゲート酸化膜の信頼性に与え
る影響（2）

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

荻野　正明
須ケ原紀之
栗林　　均
長安　芳彦

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

日本機械学会流体工学部門講演会（2000-9）矩形熱交換器用プロペラファンの LES 解
析と騒音評価

三 重 工 場
生 産 技 術 研 究 所
富士電機総合研究所

〃

鶴田　和博
峯松　繁行
仲神　芳武
清水留美子

日本経営技術懇話会主催研修会（2000-9）定置用固体高分子形燃料電池の開発状況 事 業 開 発 室 青木　　信

日本原子力学会2000年秋の大会 （2000-9）東海発電所の残存放射能評価――生体遮蔽
体放射能濃度の計算値と実測値の比較――

原 子 力 事 業 部
富士・川重原子力推進本部

徳原　一実
白川　正広

平成12年度電気関係学会東海支部連合大会
（2000-9）

劣化絶縁油/プレスボード複合絶縁系にお
ける油中電界分布の光学的測定

富士電機総合研究所
〃
〃

宮本　昌広
仲神　芳武
清水留美子

日本テクノセンター主催セミナー（2000-9）燃料電池の開発状況と適用例 事 業 開 発 室 黒田　健一

第 7次次世代エネルギーエレクトロニクス研究会
第 6回定例研究会（2000-9）

新しい高効率自励発振型電流共振 DC/DC
コンバータ 富士電機総合研究所 鷁頭　政和

Disk inspection system by two dimen-
sional birefringence distribution measure-
ment

富士電機総合研究所 管野　敏之 SPIE（ The International Society for Optical
Engineering）（2000-7）

電界機能水の水産分野への応用に関する研
究 3.マス卵のミズカビ病防除効果 三 重 工 場 出野　　裕 平成12年度日本水産学会秋季大会（2000-9）

Arc characteristics in long arcing time of
vacuum interrupter

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

吹 上 工 場
〃
〃

山岸　泰彦
花田　宗範
昆野　康二
磯崎　　優
佐藤　　実
岡崎　貴幸
柴田　和郎

XIII International Conference on Gas Discharges
and their Applications（2000-9）

FABRICATION TECHNOLOGY OF a-
Si/a-SiGe/a-SiGe TRIPLE-JUNCTION
PLASTIC FILM SUBSTRATE SOLAR
CELLS

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

吉田　　隆
田淵　勝也
高野　章弘
反田　真之
佐々木敏明
佐藤　広喜
藤掛　伸二
市川　幸美
原嶋　孝一

28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference
（2000-9）
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電子カンパニー

流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐

圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



計測はあらゆる産業のサポート役として重要な役割を果たしてい

るが，近年の設備投資の抑制などで生産高が減少している。しかし

ながら最近の ITやエコビジネス関連の設備投資の寄与で生産高は

回復方向に進んでいる。今後の計測機器事業の方向は，①維持・延

命化対応，②エコビジネス関連分野，③簡易計装分野などをめざし

ていく。これらの商品としてワイドレンジ発信器，超音波流量計，

交流電力モニタ，高感度濁度計などを開発した。

計測機器の動向と展望

土屋　泰則 杉本　啓介

富士時報 Vol.73 No.10 p.529-532（2000）

FCX-AⅡシリーズ発信器は，新開発のアドバンストフローティ

ングセルや高性能マイクロプロセッサを搭載したエレクトロニクス

ユニットの採用により，高精度・多機能を実現した。レンジの異な

る二つの差圧センサを組み込んだ新集積形センサを搭載したワイド

レンジ差圧発信器は，１台で幅広い流量計測範囲（中・低差圧）を

高精度で測定可能にした。本稿では，FCX-AⅡシリーズ発信器に

ついて特長，構造，主な仕様，特性データなどについて紹介する。

新形差圧・圧力発信器「FCX-AⅡシリーズ」

中村　公弘 井上　芳範

富士時報 Vol.73 No.10 p.533-536（2000）

1995年にディジタル信号処理を応用した可搬形超音波流量計を発

表した。また，1998年には一測線の設置形を，1999年には同時二測

線式の設置形を発表した。さらに，2000年初めに可搬形を多言語仕

様へ改良した。これらは，共通のコア技術により設計されている。

伝搬時間，伝搬時間差の検出のためトリガ法と相関法を，測定流体

に含まれる気泡対策としてアドバンストABM方式を，流体温度，

圧力の変化による出力変動の補償法として新音速測定方式を採用し

ている。これらのコア技術により超音波流量計の適用限界が拡大さ

れた。

新形超音波流量計「NEW TIME DELTAシリーズ」

山本　俊広 杉田　　勉 福島　正人

富士時報 Vol.73 No.10 p.537-541（2000）

近年，病原性原虫クリプトスポリジウムを原因とする集団下痢症

が発生し，大きな関心を集めている。本稿では，厚生省の暫定指針

とその対策に必要となる高感度濁度計の概要を紹介する。富士電機

は，微粒子カウント方式による高感度濁度計を開発し，0.1mg/L

以下の低濁度測定と微粒子個数濃度の両者の測定を実現した。本法

の性能データ（再現性，直線性）とフィールド試験結果を紹介する

とともに，膜処理設備への適用の可能性を提案した。

クリプトスポリジウム暫定対策指針に対応した高感度濁度計
（MK-Ⅱ）
佐々木 明徳 菊池　智文 山口　太秀

富士時報 Vol.73 No.10 p.542-546（2000）

交流電圧と交流電流を入力とし，AD変換した後ディジタル演算

により電力，積算電力，無効電力，積算無効電力，力率，周波数な

どを求め，その結果を定期的にデータ記録用のメモリカードに書き

込む交流測定器を紹介する。省エネルギーのためのツールとして使

用することを目的として開発した。単独で使用することも，通信回

線に接続してシステムの構成要素として使用することもできる。ま

た，電流測定のために専用の分割型電流トランスが用意され，本器

と組み合わせて測定システムを構成する。

１回路形多機能交流電力モニタ

須藤 哲四郎 入間野 泰夫

富士時報 Vol.73 No.10 p.547-549（2000）

情報，制御システムのオープン化の流れはコンピュータやネット

ワークから始まり，制御機器やフィールド機器に広がりつつある。

富士電機と横河電機（株）が共同開発したオープン化対応プロセス入

出力装置（オープン PIO）はオープンネットワークに対応した小型，

高速，高信頼かつ耐環境性のある新時代の PIOである。これらの

技術的な特長に加えて，インタフェース仕様の公開などの情報のオー

プン化を推進することにより，オープン PIOは従来の監視制御へ

の適用だけでなく，今後の成長が期待される監視を主体とした新し

い分野でもデファクトスタンダードとなり得るものである。

オープン化対応PIOの概要

橋本　　親 黒江　潤一 池戸　弘泰

富士時報 Vol.73 No.10 p.550-554（2000）

オープン化対応プロセス入出力装置（オープン PIO）では，バッ

クプレーンバスに「SBバス（Serial Back-Plane Bus）」を採用して

いる。SBバスはプロセス入出力装置のバックプレーンバスの要求

を満たすために開発されたバスで，高速，低コスト，省スペース，

二重化対応可能などの特長を持っている。本稿では，この SBバス

の概要を紹介する。

バックプレーンバス「SBバス」

田ノ下　勝 加藤　富雄

富士時報 Vol.73 No.10 p.555-558（2000）

情報系ネットワークの代表格であった Ethernet を制御 LANに

適用する動きが始まっている。フィールドレベルに Ethernet を適

用するため，今回新たにコマンド/レスポンス方式を UDP上に構

築し即時性，高信頼性を実現した通信プロトコル「EPAP（Ether

net Precision Access Protocol）」を開発したので，その内容を紹介

する。さらに，EPAPをオープン化対応プロセス入出力装置（オー

プン PIO）のバスインタフェースモジュールに実装した際の工夫点

についても併せて紹介する。

ネットワークプロトコル「EPAP」

小堀　隆哉 藤田　史彦 岩本 正太郎

富士時報 Vol.73 No.10 p.559-563（2000）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

The new FCX-AⅡ Series transmitter has realized high precision and

multiple functions by using a new advanced floating cell unit and a new

electronics unit with a high-speed microprocessor.  The wide-range differ-

ential pressure transmitter that contains a newly developed integrated sen-

sor with two different-range differential pressure sensors can precisely

measure low and medium differential pressure all by itself. This paper

describes the feature, construction, major specifications, and test results of

the FCX-AⅡ Series transmitter.

New Transmitter “FCX-AⅡ Series”

Kimihiro Nakamura Yoshinori Inoue

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.533-536  (2000)

Instrumentation plays an important role as a supporter of all indus-

tries.  Recent equipment investment control has caused reduction in

instrument output.  However, equipment investment in connection with

information technology (IT) and environment is currently increasing the

output.  Future instruments will have trends toward (1) easy maintenance

and long life, (2) business in connection with environment, (3) simple

instrumentation, etc.  To meet the trends, Fuji Electric developed wide-

range transmitters, ultrasonic flowmeters, AC power monitors, high sensi-

tive turbidity meters, etc.

Trends and Prospects for Instruments

Yasunori Tsuchiya Keisuke Sugimoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.529-532  (2000)

Recent mass outbreaks of diarrhea caused by cryptosporidium of

pathogenic protozoa have attracted great concern.  This paper outlines a

high sensitive turbidimeter required by the tentative guideline and mea-

sures of the Ministry of Health and Welfare.  Fuji Electric developed a

high sensitive turbidimeter with a particle counter and realized the mea-

surement of both turbidity lower than 0.1mg/L and particle concentration.

The performance data (reproducibility and linearity) and the field test

results are described and the possibility of application to membrane treat-

ment is proposed.

High Sensitive Turbidimeter Suitable for the Tentative
Guideline and Measures Against
Cryptosporidium

Akinori Sasaki Satohumi Kikuchi Dabide Yamaguchi

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.542-546  (2000)
In 1995, the portable ultrasonic flowmeter utilizing digital signal pro-

cessing was launched.  The fixed single-path and simultaneous-two-path

types were launched in 1998 and 1999 respectively.  The portable type has

been improved to have multi-lingual support early in 2000.  These

flowmeters are designed with common core technologies. The digital-trig-

ger and cross-correlation methods are used to detect bidirectional transit

time and difference; the advanced anti-bubble measurement (ABM), for

measures against aerated flow; and the new sound velocity measurement,

for the compensation of fluid temperature/pressure change.  These core

technologies have extended the application limit of ultrasonic flowmeters.

Ultrasonic Flowmeter “NEW TIME DELTA Series”

Toshihiro Yamamoto Tsutomu Sugita Masato Fukushima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.537-541  (2000)

A tendency of information and control systems toward openness

started from computers and networks and is spreading over control and

field devices.  The open process input-output devices (open PIO) jointly

developed by Fuji Electric and Yokogawa Electric Corp., a new-genera-

tion PIO, meets open networks with small size, high speed, high reliabil-

ity, and immunity against environment.  By promoting open information

such as releasing interface specifications in addition to the above technical

advantages, the open PIO can be a defacto standard not only in the former

applications to monitoring and control but also in promising new fields

mainly composed of monitoring.

Outline of Open Process Input-Output Devices

Shin Hashimoto Junichi Kuroe Hiroyasu Ikedo

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.550-554  (2000)

This AC power monitor receives inputs of AC voltage and AC cur-

rent.  With these inputs converted into digital data, the monitor calculates

wattage, wattage-hour, reactive wattage, reactive wattage-hour, power fac-

tor, and frequency, and then saves the calculated data into the memory

card periodically.  The AC power monitor is designed as a useful tool for

energy monitoring and saving.  It can be used as an independent unit or a

component linked to the high level system through the communication

line.  Exclusive-use split-type current transformers are prepared to make a

current measurement system in combination with the monitor.

One-Channel Multi-Function AC Power Monitor

Tetsushiro Sudo Yasuo Irumano

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.547-549  (2000)

The Ethernet, a standard of information networks, has begun to be

applied to the control local area network (LAN).  To apply the Ethernet to

the field level, Fuji Electric has newly developed the communication pro-

tocol “Ethernet precision access protocol (EPAP)” in which a

command/response method is structured on the user datagram protocol

(UDP) to realize real time and high reliability.  Further, we have imple-

mented the EPAP on the bus interface module of the open PIO.  This

paper outlines the EPAP and its implementation.

Network Protocol “EPAP”

Takaya Kobori Fumihiko Fujita Shotaro Iwamoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.559-563  (2000)

In the open process input-output devices (open PIO), the “SB bus” is

used for the back-plane bus.  The SB bus was developed to meet the

requirements of the back-plane bus in open PIO.  It has the advantages of

high speed, reduction in cost and space, and compatibility with duplex.

This paper gives an outline of the SB bus.

Back-Plane Bus “SB Bus”

Masaru Tanoshita Tomio Kato

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.555-558  (2000)



プロセス計測と制御機器に適用されるプロセス入出力装置（PIO）

の構造は，国内においては小型化と使用温度環境の拡大が重要視さ

れ，海外においては各種海外規格をクリアするためのプロテクショ

ン構造や防爆構造などを要求されている。また，国内外における

PIOへの共通の要求事項としては，超小型化，高性能化，耐環境性，

低コストなど多くの課題があり，オープンな IOバス仕様のみなら

ず，構造としても業界標準の PIOとなる仕様を追求して開発した。

本稿では，オープン化対応 PIO（オープン PIO）の構造技術と特徴

について紹介する。

オープンPIOの国際規格対応の構造技術

高橋　　潔 伊藤　信吉 清水　孝也

富士時報 Vol.73 No.10 p.564-567（2000）

多様化するシステムに対応するために，IOバスに Ethernet を採

用したオープン化対応プロセス入出力装置（オープン PIO）は，接

続システムを限定しないオープンなインタフェースを持っており，

DCS，PLCなどのコントローラやパソコン，UNIXコンピュータ

などの汎用システムへの接続が期待される。オープン PIOが持つ

高い通信パフォーマンスとシステムに適合する柔軟性を中心として，

その容易な接続の仕組みを説明する。さらに，パソコンとオープン

PIOで構築した監視制御システムを適用事例として紹介する。

オープンPIOの適用方法と事例

中村　貴之 中野　正人 松平　竹央

富士時報 Vol.73 No.10 p.568-572（2000）



With regard to the construction of process input-output devices (PIO)

used for process measurement and control devices, importance is given to

size reduction and wider working temperature in Japan; however, in for-

eign countries, a protective/explosionproof construction to clear each for-

eign standard is required. Common requirements to PIO in Japan and

abroad contain many problems including mini size, high performance,

immunity to environment, low cost, etc. The open PIO development was

carried out in pursuit of not only the open IO bus specification but also the

construction specification for the de facto standard PIO. This paper

describes the construction technology and features of the open PIO.

Construction Technology for the International 
Standard of Open PIO

Kiyoshi Takahashi Shinkichi Ito Takaya Shimizu

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.564-567  (2000)

The open process input-output devices (open PIO) that uses the

Ethernet for the IO bus to meet diversified systems has an open interface

compatible with any connected system and is expected to connect to con-

troller such as distributed control systems (DCSs) and programmable

logic controllers (PLCs) as well as general-purpose systems such as per-

sonal computers (PCs), UNIX Computers. Focusing on the high commu-

nication performance and the flexibility to systems of the open PIO, this

paper describes its technique for easy connection. Further, it cites a moni-

toring and control system configured with a personal computer and open

PIO as an example of application.

Method of Applying Open PIO and an Example

Takayuki Nakamura Masato Nakano Takeou Matsudaira

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.10 p.568-572  (2000)



本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：富士電機インスツルメンツ（株）電話（042）585-2800

1台で何ラインも測定できる超音波流量計。省エネルギーに活躍します。
大型グラフィックLCDでトレンドもひと目でわかり，簡単キー操作で使いやすく
なりました。●適用配管口径：13～6,000mm●流体温度：－40～＋200℃●ワイドレンジ
：0.3～32m/s●高精度：1％ of Rate●高速応答：1秒●データロギング：40,000データ
メモリ●電源：ACフリー電源/バッテリー駆動●プリンタ（オプション）

気泡に強い，ハンディ流量計。
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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