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まえがき

産業プラント用ドライブ制御システムは高機能化，複雑

化してきており，その安定・安全操業の実現には，設備そ

のものの信頼性向上とともに，設備管理，保全作業のデー

タベース化，システム化，設備診断ツールの有効活用など

保守支援システムの新たな高度化を図る必要がある。

富士電機では，プラントの建設から廃棄までのライフサ

イクルにわたるコストの最少化を実現するため，ドライブ

制御システムにおいても各種 IT（Information Technol-

ogy）ソリューション提案を行っている。

本稿では，複数台のドライブ装置およびコントローラ情

報を一括して集中監視可能な「FORS-7000」（FORS：

Fuji Observation and Recording System），インターネッ

ト，イントラネット上のWeb ブラウザから監視，設定を

可能とするリモート保守支援システムおよび設備監視シス

テムの概要を述べる。

ドライブ用保守支援システムの概要

ドライブ用保守支援システムはドライブ装置を含む制御

システムの運用を支援するためのシステムであり，その用

途は次の 4種類に大別できる。

ドライブ装置の設定・調整

故障などトラブルの復旧

日常的な監視・管理

設備のライフサイクルを通しての保守・管理

それぞれの用途ごとに必要とされるドライブ用保守支援

システムの機能やその使用者も異なるため，用途ごとに最

適なシステムが求められる。富士電機では各用途に最適な

ドライブ用保守支援システムを用意している。各用途と各

システムの対応を表１に，全体のシステム構成を図１に示

す。以下の章では各種ドライブ用保守支援システムの概要

について紹介する。

プラント・ドライブ集中監視システム

FORS-7000

産業プラントにおける制御システムは機械設備を直接制

御するドライブ装置と，それらを統括制御するプログラマ

ブルコントローラ（PLC）にて構成されている。近年，こ

の制御システムは複雑化，大規模化とともに分離・分散設

置され，オープン化されたフィールド伝送の採用，可変速

駆動装置の高機能化・高性能化が図られている。一方，プ

ラントの安定操業を実現するためには信頼性の維持・管理

が重要な条件となってきており，併せて設備保全の省力化
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表１　保守支援システムの用途と使用者，対応製品 

用　途 時 対象装置 
支援システムに必要な機能 

（主要機能のみ） 

ドライブ装置の設定・調整 

故障などトラブルの復旧 

日常的な監視・管理 

設備のライフサイクルを 
通しての保守・管理 

装置導入時，装置交換時 
など 
（使用頻度小） 

突発的，緊急度大 
（使用頻度小） 

時間・日・月など 
（使用頻度大） 

建設ー更新ー廃棄までの 
長期間 
（使用頻度大） 

装置個別 

装置個別または 
複数 

設備の全装置 

設備の全装置， 
予備品・消耗品 

装置の設定・調整， 
オンラインモニタ（装置個別） 
トレースバック（装置個別） 

使用者 主な対応製品 

ユーザーの保守担当者 
メーカーの調整担当者 
（設備・装置への知識要） 

ドライブ装置付属 
のタッチパネル・ 
ローダ 

集中監視システム 
（FORS-7000） 

フィールドWeb 
アダプタ 

設備管理システム 

オンラインモニタ（複数の装置） 
トレースバック（複数の装置） 

装置のオフラインモニタ 
帳票作成機能 

装置の状態（設定・履歴など） 
管理 
予備品・消耗品管理 

ユーザーの保守担当者 
メーカーの調整担当者 
（設備・装置への知識要） 

ユーザーの操業担当者 
ユーザーの保守担当者 
（設備・装置への知識不要） 

ユーザーの保守担当者 
ユーザーの調達担当者 
（設備・装置への知識不要） 
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が推進されるなか，効率的にデータを収集できる保全支援

システムのニーズが高まっている。

このようなニーズにこたえ，プラントの状態監視保全：

CBM（Condition Based Maintenance）の精度向上と万一

障害が発生した場合の平均修復時間：MTTR（Mean Time

to Repair）の短縮に貢献する保守支援システムとして

FORS-7000 を紹介する。

FORS-7000 は，すでに製品化した可変速駆動装置の監

視システムである FORS-2000 と PLC 制御データの監視

システムである FORS-5000 の監視機能を併せ持ち，通常

の操業データ収集はもちろん，障害発生時における現象の

把握，原因の追求を容易に行える機能を装備しており，設

備保全業務に大きく貢献している。

３.１ システム構成

FORS-7000 は，オープンフィールドバスである PROFI

BUS-DP でリンクされた PLCの内部制御データ，および

可変速駆動装置群の内部データを専用 PLCを介して収集

し，記録・表示・レコーダへの出力を行う集中監視システ

ムである（図２）。システム規模としては最大 240 台の可

変速駆動装置とそれを制御する複数の PLCの接続が可能

で，大型プラント設備や複数の工場監視を実現した。また，

Pリンク/PEリンク伝送により構築された設備も監視する

ことができ，既存設備にも導入可能である。

３.２ 主な機能

３.２.１ ヒストリカルデータ記録機能

監視対象データ（PLCの全制御データおよび可変速駆

動装置の内部制御データ）のなかから選択したデータをエ
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ブラウザ・電子メール 
による遠隔監視 

富士電機コールセンター 
による遠隔監視 

携帯端末のブラウザ・ 
メールによる遠隔監視 

プラント集中監視 
ドライブ集中監視 
FORS-7000  PLC支援 

ドライブ支援 

ACS/ICS 
EI統合PLC

Ethernet/FL-net（10/100Mbps） 

プラント用SCADA 
パソコンHCI

PROFIBUS（12Mbps） 

FCU

PROFIBUS（1.5Mbps） 
/ Ethernet / DeviceNet 
/ Tリンク 

フィールドセンタ FRENIC/ 
LEONIC
可変速装置 

フィールドWebアダプタによる監視 

設備管理システム 
による遠隔管理 

Ethernet

VPIO

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

図１　保守支援システムの構成

Web

Web

Web

Web

Web

PROFIBUS  

可変速駆動装置群 

トレンド表示 

①ヒストリカル 
②トレースバック 
③リアルタイム 

①故障履歴 
②ドライブ装置 
　故障ガイダンス 

①日報・月報 
②ドライブ定数 
③測定ポイント一覧 

故障管理 帳　票 

リモート接続 

FORS-7000

パソコン データ収集PLC

記録計出力 
制御 
PLC

図２　FORS-7000のシステム構成
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ンドレスで24時間連続記録することができ，トリガ設定が

困難なデータ収集や予期しないトラブルの解析データとし

て有効である（図３）。

記録点数：96点

サンプリング時間：50ms × n

記録量：24時間分（50ms サンプリングの場合）

３.２.２ トレースバックデータ記録機能

可変速駆動装置が重故障を検出した際に停止するデータ

トレースで故障点の状況を的確に捕らえることができる。

記録点数：25 ～ 30点（可変速駆動装置の機種による）

サンプリング時間：2ms

記録量：トリガ前 200 点，トリガ後25点

３.２.３ PLC制御データトレース

PLC 内部制御データを対象として設定したトリガの検

出でトレースを停止する記録で，多様なトリガによるデー

タの採取が可能である。

記録点数： 128 点（16点× 8グループ）

サンプリング時間：50ms × n

記録量：トリガ前 600 点，トリガ後 100 点

トリガ種別：上下限監視，状態変化偏差監視，特定ビッ

ト監視，ディジタル入力監視，グループ連動

（サンプリング時間，トリガはグループごとに設定可能）

３.２.４ リアルタイム出力機能

監視対象データから任意の選択データをCRT，AO，DO

へリアルタイムに出力することができ，1か所で効率的に

データの採取が可能である。

トレンド表示（図４）：21点（サンプリング50ms× n）

AO出力：48点

DO出力：32点

３.２.５ 故障監視機能およびガイダンス機能

可変速駆動装置の故障履歴およびトリガ履歴を最新

1,000 件管理でき，可変速駆動装置の各故障に対しては，

トラブルシューティングによる故障項目，復旧ガイダンス

の表示を行うことができる（図５）。

３.２.６ 日報・月報出力機能

設備診断や製品品質管理において通常操業時の制御デー

タの記録は重要であり，任意の選択データを設定時刻に収

集し，Excel
〈注1〉

ファイルに出力する機能を実装した。出力ファ

イルは日報フォーマットなど自由にアレンジでき，自動印

字も可能である。また，収集データは過去 1年分が自動保

存される。傾向監視を行いたいデータ（電動機電流値など）

を対象とすることで設備単体の傾向や複数設備データの相

関などを容易に把握できる。

３.２.７ 可変速駆動装置の定数管理機能

監視対象である可変速駆動装置の定数読出し，および設

定が 1か所で集中的にでき，設備不具合によるユニット交

換時など一括で設定が行える。

３.２.８ リモート機能

富士電機から公衆回線を利用して，FORS-7000 に接続

し，ヒストリカル記録データ，トレースバック記録データ，

可変速駆動装置の定数などをリモート収集することができ

る。これにより，設備異常時の迅速な対応，設備運用上の

的確なコンサルティングを可能とした。

フィールドWebアダプタ

インターネット/イントラネットのホームページを閲覧

した情報の活用がデスク業務に広く利用されている。この

ホームページ閲覧がWeb 技術である。情報をWeb 化す

〈注１〉Excel：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図３　ヒストリカルトレンド表示例 図５　故障履歴表示例

図４　リアルタイムトレンド表示例
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ることによりネットワーク上のあらゆる場所から情報を取

り出せる。しかも，汎用ブラウザを利用した閲覧方法のた

め，閲覧先ごとの専用ソフトウェアが不要である。

このWeb 技術のメリットを生かしてフィールド機器の

監視に適用したのがフィールドWeb アダプタである。ド

ライブ装置用フィールドWeb アダプタは，ドライブ装置

のローダインタフェースをTCP/IP（Ethernet
〈注2〉

）上のネッ

トワーク接続化するとともに，ドライブ装置を簡易Web

サーバとしてネットワーク上のWeb ブラウザから監視，

設定を可能にする。また，ネットワーク経由でのローダの

遠隔操作を可能にするものである。図６はWeb 監視シス

テムの構成である。

フィールドWeb アダプタの特長，機能は次のとおりで

ある。

RS-232C,/Ethernet のプロトコルをコンバート

ネットワーク経由のWeb ブラウザとローダ機能を組

み合わせたセキュアな監視・操作機能

Web 機能，電子メール機能，ローダ機能を組み合わせ

て監視・操作機能の充実と制御操作に対する不当なアクセ

スをガードしている。以下，具体的に述べる。

Webサーバ機能によりフィールド機器がホームペー

ジで遠隔監視できる。

メール発信機能で動作状態（保守，障害情報など）

を即時メッセージとして自動通信できる。

RS-232C のローダ接続も透過コマンド機能により

ネットワーク経由のローダに簡単に変更可能である。

さらに専用ローダによるきめの細かい操作・設定と，

第三者からの設定，操作の介入をガードしている。

IEEE802.3 準拠。10BASE-T によるネットワーク接

続

省スペースで既存機種へも簡単接続

RS-232C 経由のケーブル接続で既存システムを変更す

ることなく対応が可能である（機種ごとのWeb 対応は別

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

途必要）。

各種フィールド機器へのカスタマイズも可能

32ビット RISC チップ，リアルタイム OSのμITRON

を搭載し，各種フィールド機器へのカスタマイズを容易に

している。

Web 機能の概要を表２に示す。

図７，図８はフィールドWeb アダプタを用いたドライ

ブ装置のWeb 監視表示例である。

フィールドWeb アダプタはファームウェアを入れ替え

ることによりさまざまな機器に対応可能である。富士電機

では，PLC用フィールドWeb アダプタの製品化を予定し

ている。

設備管理システム

産業プラント用ドライブ制御システムはドライブ装置・

PLCなどの制御装置のほかに，電動機・バルブなどのア

クチュエータ，各種検出器，監視装置など多種多様な機器

から構成されている。この章ではこれらの機器を設備の建

設から更新・廃棄までのライフサイクルを通して管理する

ための設備管理システムについて述べる。

５.１ 設備管理システムの構成

図９が富士電機の提案する設備管理システムの構成であ
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ドライブ装置 

パソコン 

フィールドWeb 
アダプタ 

Ethernet

図６　フィールドWebアダプタを利用した監視システム

表２　フィールドWebアダプタの仕様 

Webサービス：ネットワーク部 

ネット 
ワーク 
サービス 

コネクタ 

アダプタ 
インタ 
フェース 

フィールド機器側シリアルインタフェース部 

通信モード RS-232C

通信方式 全二重，半二重，調歩同期式 

転送速度 
4,800，9,600，19,200，38,400，57,600， 
（115,200）bps

キャラクタ 
構成 

データビット：7，8ビット / パリティビット：奇数， 
偶数，なし / ストップビット：1，2ビット 

フロー制御 

制御信号 

Xon/Xoff，CTS/RTS（ハードウェア），なし 

DSR，DTR

コネクタ Dsub 9P（オス）×1チャネル 

™RS-232CとTCP/IP 間ソケット 
™ユーザープロトコル（アプリケーション 
　で透過，非透過コマンド制御の組込み可） 

Webサーバ ホームページ機能 

電子メール 動作状態の自動メール送信機能 

電源・外形 

電源電圧 
AC100V 50/60 Hz　5W 
（ACアダプタによる。本体は＋5 V単一） 

外形寸法 
61.0×102.5×28（mm） 
（ケース材質：難燃性プラスチック） 

LAN 
プロトコル 

TCP/IP，UDP，FTP（クライアント）， 
TELNET，HTTP，SMTP，ICMP，AEP/ 
RARP，DHCP（クライアント），PPP

物理層 

モジュラージャック　RJ-45×1チャネル 
（2LED/シールドタイプ） 

10BASE-T
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る。基本的には各機器ごとに必要な管理項目をそれぞれの

インテリジェンスに応じて分担した分散形データベースシ

ステムとなっており，設備管理サーバが全体を統括してい

る。このシステムは複雑に見えるが，実際には設備管理サー

バパッケージと前述の集中監視システムやフィールド

Web アダプタで容易に構成できる。

５.２ 設備管理サーバ

設備管理サーバは各機器から集められた情報を継続的に

貯え，別途登録された情報と組み合わせ，ユーザーが必要

とする情報を逐次出力する。

管理サーバの主要機能項目と概要は次のとおりである。

稼動状態管理

設備の稼動状態，定期修繕内容などを時間・日・月単位

で管理する。

設定管理

各機器の設定値，ソフトウェアを一括管理する。

故障履歴管理（3）

（2）

（1）
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図８　ブラウザによる表示例（2）図７　ブラウザによる表示例（1）

設備管理サーバ 

☆設備管理サーバ 
　設備全体を総合監視。下位機器が管理できない 
　情報の登録と蓄積を行う。 

☆HCI装置，その他の監視装置など 
　下位機器および設備全体をリアルタイム監視して 
　おり，管理サーバのサブデータベース的存在 

管理項目・機能 

管理項目・機能 

管理項目 

☆ドライブ装置，PLCなどの制御装置 
　自己および下位機器の状態を上位へ報告する。 
　装置に管理機能がない場合はフィールドWebアダプタが代行する。 

☆アクチュエータ，センサおよび単体機器 
　製造時もしくは取付け時に決められた仕様は変化せず，故障などの 
　履歴は自己管理できない。上位の機器が管理を行う。 

集中監視システム 

FORS-7000

プラント用HCI

PLC 
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図９　設備管理システムの管理項目とデータの流れ



ドライブ用保守支援システム

各機器の故障・復旧を一括管理する。

設備診断

既知の現象とその推定要因を登録し，トラブルシューティ

ングを支援する。

オーバホール支援

各機器の稼動時間と有寿命品リストからオーバホールの

必要な機器を判断しユーザーに通知

各機器の使用場所や使用履歴，予備機器・予備品引当て

状況などを管理する。

ドキュメント管理

機器のマニュアル，設備の運転方案，設計図書などドキュ

メントの管理を行う。

リモート支援

管理サーバのデータをネットワーク経由で遠方から参照

可能である。

現在，富士電機では汎用パソコン上で動作し，これら機

能を備え，特別な知識を必要とせず操作可能な管理サーバ

ソフトウェアの製品化を進めている。

あとがき

最近の ITの発展に伴い，今後ドライブ用保守支援シス

テムもさらに高度化され，サービスの形態も変貌を遂げる

と考えられる。その変化のなかで，富士電機は，あくまで

ユーザーの満足度の最大化を前提に各種システム，サービ

スソリューションを提供したいと考えている。

今後ともユーザー各位の一層のご指導，ご支援をお願い

する次第である。
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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

3094603

川手　健司
折笠　　仁
丸山　　茂
古庄　　昇

電子写真用感光体

3094628 山縣　　遵紙幣識別装置

3094682 澄田　仁志横型絶縁ゲート型バイポーラトラン
ジスタ

3094688 佐々木光夫絶縁膜の製造方法

3094690 前川　智律自動販売機の冷却制御装置

3094700 塩川　　治インバータの出力電流補正装置

3094723 高坂　正明
貞川　郁夫高直列容量円板巻線

3094755 田村　嘉忠自動販売機の冷却ユニット

3094761 池田　泰幸誘導加熱装置を備える注湯ポット

3094768 佐藤　　進半導体装置

3094773 神崎　克也氷吐出制御装置

3094776 押川　一志半導体集積回路およびその製造方法

3095790 虎口　　信静電チャック

3095954

財津　靖史
平岡　睦久
野田　直広
多田　　弘
原田　健治

水道水の色および濁りの検知装置

3096698 藤掛　伸二
布野　秀和

薄膜光電変換素子の製造方法および
その方法に用いる成膜装置

3097195 新妻　信行硬貨判別装置

3097198 矢野　正祐直線切形の断路器及びこれを使用す
る開閉器

3097226 丸尾　哲弘電源装置の制御装置

3097286 高橋　龍典回路遮断器の開閉機構

3097300
小山　　淳
内田　直司
海老澤恒雄

回路遮断器の可動接触子装置

3097348 八田　恭典独立電源装置の負荷変動対策回路

3097353
小塙明比古
登坂　浩明
野村　浩二

回路遮断器

3097355 小山　　淳
内田　直司回路遮断器

3097368 三浦　正夫
新井　正起回路遮断器

3092356 山本　　浩半導体装置の試験装置

3092375 伊藤　政芳
本良　雄一変圧器の巻線構造

3092450 中嶋　宏明アクティブフィルタの主回路配線方
法

3094479 福山　良和
植木　芳照

送配電系統における事故発生区間検
出装置と発生事故種類検出装置とそ
の製造方法

3094571 清水　源広
高田　　勇表示灯装置



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




