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トワークによるシームレスな結合が可能です。�

　　　　すでに多くのお客様にご使用いただいてい
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プロセス計測・情報・制御システムは，従

来の監視制御システムから IT（情報技術）を

駆使して生まれ変わろうとしている。計画系

と実行系の同時計画により，オフィスから生

産現場までのシームレス結合とオートメー

ションにより製造の最適化が求められている。

富士電機はこれにこたえて，豊富なソリュー

ションパッケージ，オープンな情報・制御技

術，そして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，計画系統合生産管理サーバ，

実行系として監視制御システムに用いられる

MICREX-AX，I/O バスに Ethernet を採用

したオープン PIO，高機能 PLC，マイクロ

キャパシタンスシリコンセンサ方式の FCX-

Ⅱシリーズ発信器により，オフィスから現場

まで，フレキシブルなシステム統合をイメー

ジ的に表現したものである。
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計測・制御・システム工学は，産業システムを構築する
上で極めて重要な基盤要素技術であり，今日の日本の高度
な産業技術水準の向上に大きく貢献してきたが，最近どう
も以前の勢いが感じられないように思う。これは10年にわ
たる日本経済の低迷による設備投資の冷え込みにも一因が
あるが，かつては騎馬民族形と言われた活力が見られない。
大学教育においても計測工学科や制御工学科といった学科
もほとんどが改組され学科名も消滅してしまった。
平成８年からスタートした科学技術基本計画の第１期が

終了し，平成13年から新たな５年計画が推進されようとし
ている。国家予算を重点的に研究開発へ投資する研究分野
として，「ライフサイエンス」「情報通信」「環境」「ナノテ
クノロジー・材料」の４分野があげられている。またその
他の分野として，エネルギー，製造技術，社会基盤，フロ
ンティアの４つも重要課題に定められている。これらの重
点分野の課題内容の中に，計測・制御・システムという
キーワードが見られないのは非常に残念なことである。
はじめに悲観的なことを述べたが，計測・制御・システ

ム技術なくしてほとんどすべての産業システムの構築が不
可能であることはいうまでもない。計測・制御・システム
工学はどのような方向に進むべきか，どのような役割を果
たすべきかについて少し考えてみたい。
これまで計測制御工学では，工学に広く共通する視点か

ら特定な対象や設定にとらわれることなく，より一般化，
抽象化する方向に発展してきた。どのような対象に対して
も適用可能なソリューションを与えることを目標としてき
た。このような求心的な方向の研究により学術・技術面で
大きな発展を遂げたことはいうまでもないが，一方，他分
野への強い影響力や積極的な進出という面では多くの反省
点も見られる。計測制御技術者や研究者が，計測制御独自
の考え方と方法論を展開し他分野での問題点を解決してい
く積極的姿勢が重要に思われる。システム設計の初期段階
から計測制御システムの考え方をその基礎に埋め込むこと
により，新しいシステム構成，設計となることはいうまで
もない。あらたなブレークスルーにもなりうる。計測制御
システム技術は単に縁の下を支える基本要素技術，便利な
技術で終わってはいけないのである。計測制御システム工
学を構成する基本的なコンセプト，方法論，アプローチな
どを他分野の中にどのように具現化していくかを計測制御

技術者が第一線に立って進めていくことが重要に思う。
そのためには，前述したように理想的な状況下で得られ

た結果や方法論をいかに産業界の現実のニーズに応えるソ
リューションに結びつけられるかどうかまでを提示する必
要がある。例えば，これまでの単純化，本質化の求心的な
方向から，実問題の本質を見極めたモデリングの方法論は，
計測制御のみならずあらゆる産業分野での課題となってい
る。対象の非線形性，時変性，分布定数性，ヘテロジーニ
アス性などをどのレベルまで考慮すべきかを判断するには，
対象とする物理化学現象のメカニズムまで立ち入ることが
できる方法論を構築することが必要である。モデルベー
ス・アプローチは必ずしも精密な物理モデルを作るのでは
なく，不確かさをはじめから考慮した制御系デザインとい
う目標を達成するための物理モデリングの方法論を確立す
ることである。非線形系の対象に線形制御のアプローチの
工夫がどこまで可能かなどの評価も明らかではない。一方，
物理モデリングが困難な場合に産業界で広く採用されてい
るルックアップテーブル方式は，もはや限界にきている。
これに替わる方法として，入手した大量なデータベースを
いかにモデリングや制御に役立てたらよいか，すなわち
データベース形モデリングの方法論が有望視されており，
この方法は，自動車，鉄鋼，通信など広く産業界に貢献す
ると思われる。解析のためではなく，予測，制御，デザイ
ンのためのモデリング方法論は，まさに計測制御システム
分野の基盤技術の一つであり，外へ向けて発信しかつ進出
していくことが課題であろう。
ハードウェアやネットワークの進歩による情報通信技術

の大きな進展は，高度な計測データ処理，統合制御システ
ムデザインなど，従来の工学技術の縦割りでは解決できな
い問題を抱えている。情報通信の分野にも計測制御システ
ムの方法論やアルゴリズムに関連する多くの問題がある。
ハードの進歩を最大限に取り込むソフト分野はまさに計測
制御システム工学の独壇場となるはずである。また，前述
した重点研究分野のほとんどすべてに関連している。従来
の縦割り技術分野にとらわれることなく，計測制御システ
ム工学の研究戦略計画を今こそ策定し，システムインテグ
レーションやデザインの本質を担う産業技術としての中枢
へ貢献していくことを期待したい。

計測・制御・システム工学
への期待

佐野　　昭（さの　あきら）

慶應義塾大学理工学部教授 工学博士

490（2）
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まえがき

日本経済は1980年代末からの世界的な政治・経済および

社会の構造変革の中にあって，この10余年かつて経験した

ことのない低迷の時代を過ごしてきた。しかしながら，経

済企画庁の法人企業動向調査では2000年度の設備投資実績

見込みは全産業で前年度比 3.5 ％増の 15.2 兆円となり，３

年ぶりで前年度比増となった。製造業は1999年度の 8.3 ％

減から2000年度は 9.5 ％増と持ち直した。素材産業では鉄

鋼と石油精製を除いて増加に転じており，特に IT（情報

技術）の従来枠を超えた投資が増えている。

直近では急激な IT 化への反動でパソコン生産高の落ち

込みに伴う半導体不況傾向にあるものの，長期的には景気

回復とさらなる IT 化が進展すると考えられる。

本稿ではこのような動向にあって IT 化と密接な関連を

持つプロセス産業の計測・情報・制御システムに対する取

組みを紹介する。

プロセス計測・情報・制御システムの動向と

課題

プロセス計測・情報・制御システムを必要とするプロセ

ス計装は，各産業分野で中枢神経的役割を担って発展を遂

げてきた。以下，主要分野での動向と課題を記す。

２.１ 素材産業における動向

プロセス生産システムと密接な関連を持つ素材産業の設

備投資動向と情報化投資動向を図１に示す。

長引く不況の中，多くの企業が設備投資を控えているが

IT 投資は増加している。EC（電子商取引）が本格化する

ことにより素材産業は SCM（Supply Chain Management）

といったスピードと全体最適化による顧客満足度の向上に

目を向け，ビジネスのあり方自体も従来の在庫を出荷する

方式から，在庫がなければ製品を仕入れてくるなり，原材

料を仕入れてスピーディに生産する方式に変わってきてい

る。生産は，規格大量生産から変種変量生産に移行し，計

画系と製造現場にある実行系とのシームレスな結合が求め

られてきており，さらに複数工場の仮想統合によるナレッ

ジの共有化と製造の最適化が進むと考えられる。

表１にプロセス産業の IT 化のテーマと狙いを示す。

２.２ 素材産業における課題

プロセス計測・情報・制御システムは，上述の動向と歩

調を合わせ，計画系と実行系の同時展開が課題となる。以

下，実行系での課題を述べる。

２.２.１ 変種変量対応スケジューリング

生産計画と連動して新製品，新製法への柔軟な対応を図
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図１　素材産業の設備投資動向と情報化投資動向



生まれ変わる計測・情報・制御システム（その動向と展望）

るため変種変量対応スケジューリング，生産計画と生産実

績・品質実績との比較による計画と作業標準の見直しが容

易となる生産管理および安定稼動状況管理が求められる。

２.２.２ 実行シミュレーション

新製品，新製法での最適条件を予測するため，実運転

データ活用による実行シミュレーションの利用が望まれる。

２.２.３ 情報制御システム

監視制御システムの高機能化

1980年代に納入された DCS（Distributed Control Sys-

tem）は長引く不況の影響もあり，ほとんど従来機能のま

まで IT 化に対応できておらず，計画系と容易な連携が行

える DCSの高機能化リフレッシュが求められる。

高度制御システム化

変種変量対応を柔軟に実現するため，レシピから実行プ

ログラムを自動生成するバッチ制御ソフトウェア，外乱変

化に対しても速やかに対応できる予測制御などによる最適

制御ソフトウェアの導入が求められる。

運転支援システムの導入

プラント安定運転の高度化を実現するために，次の手法

が求められる。

① 大量データの有効活用を行うためのデータマイニン

グ

② トラブル顕在以前に異常検知し，プラント停止を回

避するための高度監視と予兆自動告知，および異常検

知後の原因解析支援

③ オペレータ少人化対応としてトラブル事例や作業標

準，および発生現象の容易な検索比較

④ 非定常運転でのオペレータノウハウの共有化などの

運転支援システムの導入

複数工場の仮想統合

物流・生産販売システムと連携した生産情報，知恵，ナ

レッジの共有およびシミュレーションによる最適化が求め

られる。

異常自己診断機能と資産管理に適したフィールドバス

機器の導入

フィールドバス化は，DCSとフィールド機器の同時リ

フレッシュが必要なため，普及障害となっており，顧客の

意志決定に期待がかかっている。

センシング技術の向上

安定運転のため，物理計測に代わりモデル推定によるソ

フトセンサ，閉そくセンサの実用化が期待されている。

エンジニアリング支援ツールの導入

エンジニアリング，設計，試験運転を通じて一元化管理

でき，顧客による稼動状況把握，パラメータ設定，運転条

件変更などが容易な可視化エンジニアリング支援ツールの

導入が求められる。

保守支援の充実

事後保全から予防保全に主流が移っており，インター

ネットを利用した設備管理，事故に至る前にプレアラーム

を発信するオンライン設備診断の導入，さらには故障に至

る前に更新を促す余寿命診断の確立が期待されている。

２.３ エネルギー・環境分野における動向と課題

２.３.１ エネルギー分野

電力会社の設備投資が抑制される中，1996年から電力卸

の自由化，2000年から小売りの自由化が始まり，本分野で

は新たな投資が見込まれている。そこに使用される卸電力

事業（IPP）用監視制御システムは電力会社向けと同等機

能の APC（Automatic Power Plant Control）システムの

採用に加え，電力業務支援システムが導入されつつある。

また，小売りの自由化に向けて同時同量制御システムが

導入されつつある。

エネルギー供給面では，わが国の石油依存度が際立って

高い反面，比較的クリーンである天然ガスの利用が世界平

均レベルの半分以下である現状から天然ガスの利用拡大が

叫ばれている。これに伴いパイプライン輸送プロジェクト，

LNG（Liquefied Natural Gas）基地プロジェクト，LPG

（Liquefied Petroleum Gas）備蓄プロジェクトなどが脚光

を浴びており，SCADA（Supervisory Control And Data

Acquisition）システム，基地や備蓄計装システムの高度

化が期待されている。

２.３.２ 環境分野

快適な環境への関心の高まりを反映し，環境資源対策な

どを十分に考慮した技術的に質の高い燃焼施設が建設され

ている。最近はダイオキシン対策などからストーカ方式や
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表１　プロセス産業の IT 化のテーマと狙い�

分　野� 背景・狙い�テーマ�

共　　通�

食　　品�

化学・�
　　石油�

鉄鋼，�
非鉄金属�

繊維，�
紙パルプ�

*1 PDM ：Product Data Management�

*2 EDI ：Electronic Data Interchange�

*3 CALS ：Commerce At Light Speed

™製品開発力向上�
™開発・生産の製品情報ネットワーク化�
™最適調達システムの構築�
™調達・生産・販売の各プロセスの統合�
　化，最適化�

高性能設計支援�
（CADシステム）�
　の導入�
PDM*1の導入�
EDI*2の導入�
SCMの導入�

SCMの導入�

SCMの導入�

MESの導入�

EDI，ERPの導入�

EDIの導入�

CALS*3の推進�

EDI，SCMの推進�

CALSの推進�

™原材料調達のグローバル化�
™生産工程向上�
™物流管理の情報化�

™製造活動の安定化，スケジューリング，�
　品質保証レベルの向上，トレーサビリ�
　ティの確保�

™生産システムの効率化�
™各種業務の電子情報化による取引�
™受発注システムと生産管理，物流，�
　販売の連動�

™素材調達部門，生産部門，新素材・�
　新商品開発部門を統合化�
™化学プラントのプロセス設計，調達で�
　作業効率向上とコスト削減�

™生産性向上，在庫削減，物流コスト�
　削減�

™設備仕様，業務規格化による調達先と�
　の業務分担，設備管理情報の一元化，�
　工期短縮コスト削減�

™ハードタイムの短縮化と生産の最適化�
™顧客ニーズへの即応�

™多角化する素材事業に対応した生産管�
　理システムの効率化のため，受発注業�
　務改善�
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流動床式燃焼炉に代わり，ガス化溶融炉が主流になってい

る。

計測制御システムではごみ質変動や焼却炉経年変化対応

のため，ニューロ自動燃焼制御方式の導入，自動化運転対

応の高効率エンジニアリング，大型ディスプレイによる監

視，リモートメンテナンスが注目されている。

他方，持続可能な発展を継続するために環境の維持・改

善を進めることが緊急課題となっており，環境情報システ

ムの導入が進んでいる。

進化する計測・情報・制御システム

富士電機グループでは顧客が直面するさまざまな課題に

対し，ソリューションとサービスを提供している。以下，

掲題システムについて将来を見据えた展開について述べる。

３.１ MESソリューション

富士電機グループは長年培った生産現場ノウハウを

SCMソリューション，ERP（Enterprise Resource Plan-

ning）ソリューション，ロジスティックスソリューション

に生かすことにより，生産現場指向型の SCM構築を提案

している。それと連携したMES（Manufacturing Execu-

tion System）ソリューションの同時計画を提案している。

図２に製造業ソリューションパッケージ「NEOシリー

ズ」の体系を示す。

需要予測に基づく生産計画，調達計画の同期化を図る一

方，調達から製造・出荷までのリードタイム短縮と在庫圧

縮などによるコスト最小化，製造品質の安定化も図ること

が工場管理システムに求められ，BPR（Business Process

Reengineering）の革新や EC/EDIビジネス展開とともに，

最新の ITを駆使した SCP（Supply Chain Planning）ソ

フトウェアの活用，Web 技術，DWH（Data Ware House）

を利用した情報共有化技術で新工場管理システムを実現で

きる。

システム計画にあたり，複数工場をバーチャル的に一つ

として統合生産物流管理が行えるよう，計画系は共通的に

配置し，実行系は各工場に分散させ，計画系と実行系を

シームレスに結合する。

生産現場を指向した生産管理システムと製造管理システ

ム間は品質実績と運転実績により計画を見直す PDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクル，および計画の基と

なる作業標準を見直す SDCA（Standard-Do-Check-

Action）サイクルが実施される。製造管理システムと監視

制御システムとは容易なデータ連携がなされる。さらにイ

ンテリジェントナビゲータを使用することで膨大なデータ

の中から関連するタグのデータマイニングや複数の同じバッ

チプロセス採集データの比較解析が行える。

21世紀に向けた工場管理システム例として，食品分野の

新工場管理システムを図３に示す。素材産業のそのほかの

分野についても同様なコンセプトで展開を図っていく。

３.２ プラント監視制御システムの進化と継承

DCSを1975年に発売して以来，富士電機グループは

トータルオートメーションのニーズに合わせ，EIC（電気，

計装，コンピュータ）統合化システム，ライトサイジング

システムを提供してきた。

現在では企業情報システム（SCM，MESなど）とシー

ムレスな統合が行えるオープン統合化分散監視制御システ

ム「MICREX-AX」を市場に提供している。図４に MIC

REX-AXシステムの構成例を示す。

３.２.１ 情報 LAN

情報 LANとして TCP/IP（Transmission Control Pro-

tocol/Internet Protocol）ベースの Ethernet
〈注１〉

を採用し，

HMI（Human Machine Interface）や DB（Data Base）
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図２　製造業ソリューションパッケージ「NEOシリーズ」の体系
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ステーションと企業情報システムとはデータ連携が行える。

HMIや DBステーション自体はパソコン（IBM 互換機，

WindowsNT
〈注２〉

）を使用しており，HMIには各社の高度制

御，運転支援，保守支援パッケージを自由に取り込める。
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〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標 〈注２〉Windows NT：米国Microsoft Corp.の登録商標
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図４　MICREX-AXシステムの構成例
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DBステーションには汎用 DBを搭載しており，プリント

データの自由な活用が可能である。さらにプリンタもネッ

トワークプリンタが使用できる。

３.２.２ 制御 LAN

MICREX-AXでは制御 LANに UDP/IP（User Data-

gram Protocol/Internet Protocol）ベースの Ethernetを

採用し，プロトコルとして FL-net 準拠（10/100Mビット

/秒）を適用している。FL-net LANは（社）日本電機工業

会標準のプロトコルであり，Ethernetのオープン性と制

御向けのリアルタイム性を考慮した制御 LANである。

この FL-net 準拠 LANにパソコンベースの HMIや AX

コントローラ，SXコントローラ，DBステーションが接

続できる。

３.２.３ フィールド I/O LAN

AXコントローラには，UDP/IPベースの Ethernetが

適用可能である。プロトコルには，フィールド I/O LAN

として横河電機（株）と共同開発した EPAP（Ethernet

Precision Access Protocol）を適用しており，Ethernetの

オープン性と I/Oリフレッシュのための高速リアルタイ

ム性を考慮した I/O LANを実現した。この LANの適用

により，リモート I/Oとデータリンクが行える。図５にリ

モート I/O（オープン PIO）の外観を示す。

３.２.４ 高機能PLC

SXコントローラは FA（Factory Automation）に多用

されている PLC（Programmable Logic Controller）を

ベースに PA（Process Automation）用に開発された高機

能 PLCである。

すなわち FL-net 準拠 LANでの二重化対応やメモリ容

量の拡大が考慮されており，高信頼性と PLCの汎用性を

両立させながら究極の分散配置が可能となる。しかも安価

に提供できる。さらにWeb PIOを付加すればコントロー

ラから直にインターネット経由で遠方のパソコンにアラー

ム情報を通知できる。

３.２.５ 仮想統合

上述のMICREX-AXシステムを使用して複数の工場の

仮想統合が実現できる。今日では，高速光ネットワークが

安価に提供されるようになってきた。複数の工場を高速な

光ネットワークで結び，FL-net 準拠 LANに TCP/IPプ

ロトコルを重畳させることにより，制御と情報の一元化が

行える。この結果ナレッジの共有化が進み，操業，保守，

保全面でより最適な運営が行えるようになる。

３.２.６ Web対応

Webサーバを設置することによりブラウザ機能を有す

る携帯パソコンで遠隔地からリモート監視，操作やリモー

トメンテナンスが行える。

３.２.７ 継　承

日本の素材産業では DCSの更新マーケットが広がりつ

つある。その対象は1980年代を中心としてその前後に納入

されたシステムである。更新にあたっては TCO（Total

Cost of Ownership）ミニマム化を考慮しながらハード

ウェアの老朽化対策とユーザーの製品競争力強化を実現し

なければならない。

そのために富士電機は DCSの更新に際し，HMI，制御

コントローラ，I/Oの順序で行えるよう対応している。

HMIの更新

HMI/DBステーションを生産活動の IT 化に連動できる

ようパソコンベースで更新する。このためには新 HMIに

既設制御 LANへの接続ができることと既設コントローラ

をサポートできることが必要となってくる。

旧世代対応として，MICREX-PⅡ用に DPCS-Eゲート

ウェイを，MICREX-PⅢ用に DPCS-F 接続用 HMIが用

意されている。

コントローラの更新

既存コントローラのアプリケーションソフトウェアを新

コントローラに継承できるようソフトウェアコンバータを

用意してあり，容易な更新が可能である。

PIOの更新にあたってはコネクタコンパチブルで既設

ケーブルを流用する方式と，リモート I/O 化して既設

ケーブル劣化対策を含めて低コストで高信頼化できる方式

があり，顧客の都合に合わせてシステムデザインが行える。

詳細は本特集号の別稿「顧客レガシー（設備財産）を継承

する分散制御システム」を参照いただきたい。

３.３ プラント高度制御システム

富士電機は，制御理論を用いたアドバンスト制御，AI

（Artificial Intelligence）応用，最適化技術などを使用し各

種プラントの制御を行ってきた。以下では，プラント高度

制御システムへの取組みについて述べる。

最適レギュレータやオブザーバに代表される現代制御理

論は，1970年代からさまざまな分野に応用されてきた。そ

の後，モデル予測制御，Ｈ∞制御，GPC（一般化予測制御）

などの適用を図ってきた。また，最適化手法としては，数

理計画法を使用した線形計画法，非線形計画法，01 混合

非線形計画法などを使用し複数プラントの最適制御に適用

してきた。

AI 応用技術として，1980年代後半からエキスパートシ

ステムを中心とする AI 技術が注目され，さまざまな業種，

計画，制御，診断などの分野に適用されてきた。また，

ファジィ制御技術が手動運転を自動化する手段として制御

（2）

（1）

495（7）

富士時報 Vol.74 No.9 2001

ベースユニット�

電源�
モジュール�

入出力モジュール�バスインタフェースモジュール�
SBバス�
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分野に多数導入され，さらにプラント運用支援やプラント

総合最適化への適用範囲の拡大を行ってきた。また，この

ころから，ニューロ技術を取り入れた階層型ニューラル

ネットワークの最適設計制御に取り組み，その後予測問題

やパターン認識問題への適用を行ってきた。

近年では，過去のデータを基に精度のよい予測などに

ニューラルネットワーク技術からさらに最適構造を自動生

成する構造化ニューラルネットワークを使用し，従来より

予測精度の向上を図ってきている。また，部分的な制御か

ら複数プラントの最適制御に遺伝的アルゴリズム，タブー

サーチ，パーティクルスワームオプティミゼーションなど

のアルゴリズムを使用したモダンヒューリステック技術を

使用した最適制御に取り組んでいる。今後とも基盤技術研

究ならびに製品開発に取り組んでいく。

３.４ フィールドバス

次世代プラントの計装制御システムのインフラストラク

チャーとして期待されているフィールドバスが実用化段階

を迎えた。

富士電機グループでは，電気フィールドバス機器に加え

光フィールドバス機器をシリーズ化している。

光フィールドバス機器 FFXは光フィールドバス協会仕

様に準拠しており，

耐ノイズ性・耐雷性

安全バリアなしでの本質安全防爆

伝送ラインの二重化対応

電池駆動による電源分散，計装電源の小容量化

の特長を有しており，電気フィールドバスでは適用が難し

いアプリケーションにも単独または両立対応が可能で，

フィールドバスの広がりが期待されている。詳細は本特集

号の別稿「グローバルスタンダードに対応した光計装シス

テム」を参照いただきたい。

３.５ エンジニアリング支援ツール

生産工場は高付加価値製品を迅速かつ低コストで，しか

も変種変量に対応できるよう変革している。そこに使用さ

れる制御ソフトウェアは複雑化・高機能化しており，制御

ソフトウェアの企画，設計，試験，メンテナンスを効率的

に行えることが要件となっている。

制御ソフトウェア作成ツールは時代とともに人間の思考

形態により近いものに発展を遂げ，SFC（Sequencial

Function Chart）などの仕様記述表現や IEC61131-3 準拠

など高機能化してきた。

エンジニアリングの場面では，パソコンの高性能化とと

もに OA（Office Automation）ソフトウェアが広範囲に

普及し，業務に多用されるようになってきた。

しかしながら，制御ソフトウェア作成ツールとエンジニ

アリングツールは別々に発展したため，互換性がない，

IEC 準拠であってもプログラムは複数メーカー間での動作

はしないなど，課題がある。以下これらを解決するうえで，

OAソフトウェアで仕様記述し，DCSおよび PLCのシー

ケンス制御，フィードバック制御ソフトウェアを自動生成

でき，作成した表現形式のまま動作モニタを行うことがで

きるオープン化を意識したエンジニアリング支援ツールを

富士電機は提供している。詳細は本特集号の別稿「生産性

と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール」を参照

いただきたい。

３.６ プロセス環境情報システム

改正省エネルギー法，環境省アセスメントなどの施行に

より，環境・省エネルギーへの対応は待ったなしの状況と

なっている。生産プロセスにおいてはエネルギー生産性を

上げるためメインストリームをいかに効率よく，むだなく

運転するかが鍵（かぎ）である。

富士電機グループは従来から製鉄所のエネルギーセンタ

や食品工場のユーティリティ監視制御など業界のトップ

リーダーとして提案を行ってきた。今後はさらに ISO

14001などに対応した展開として，長年培った確かな計測

機器技術，SS（Spread Spectrum）無線ネットワークに

よる手軽なデータ収集，先進の ITを活用したアプリケー

ション（統合エコ監視システム「EcoEASIEST」，環境情

報管理システム「EMS」，施設管理システム「FMS/BAS」）

でソリューション提案していく。詳細は本特集号の別稿

「企業の環境保護活動を支援する情報管理システム」を参

照いただきたい。

３.７ 総合プラントメンテナンスリモート支援

安定操業を目指し，MTTR（Mean Time To Repair）

短縮と突発故障防止の観点から生産現場では従来の日常点

検や事後保全は予防保全や予知保全に移り始めている。

富士電機グループは長年にわたる緊急対応やリモートメ

ンテナンスの実績から統合プラントメンテナンスサービス

を提案している。本サービスは次の要素から構成されてお

り，顧客に大規模プラントから小規模装置までフレキシブ

ルに対応できる。図６にシステム概念図を示す。
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以下に適用技術と特長的な機能を述べる。

コールセンター

CTI（Computer Telephony Integration）システムと

データサーバから構成され，24時間 365 日フルタイムで障

害発生受付からリモートメンテナンス受信，解析，情報配

信機能など CRM（Customer Relationship Management）

機能を装備している。

リモートメンテナンス

EIC 設備全体にわたり，通信回線で故障データの収集と

解析や稼動状況を定期的に情報収集し故障兆候を監視する。

またWebアダプタにより，設備のリモートメンテナンス

も行える。

オンライン診断

電圧，電流から電動機の軸出力や高調波，漏れ電流など，

しきい値監視と傾向管理を行い，絶縁劣化やフィルタ目づ

まりを事前検出する。また，回転機の周波数分析などによ

り劣化部位と程度を特定する。また，プロセス特性の経時

変化をとらえ，性能劣化や異常を検出する。

施設管理情報オンライン提供

設備台帳や設備障害履歴・保守点検履歴，設備図面，さ

らには長期保全計画を作成するとともに，顧客に代わって

管理を行い，インターネットを通じて最適ライフラインの

作成や部品交換時期の通知サービスなどタイムリーに情報

提供する。

あとがき

富士電機グループは21世紀を展望し，新たな環境，情報，

サービスソリューションをこれからも提供していく。ソ

リューションとは顧客の求める価値を最新の技術を駆使し

ながら課題解決することである。今後，ネット社会に向け

た ITが必要であり，Java
〈注３〉

連携商品やイントラネットシス

テム化開発や CAD（Computer Aided Design）とシミュ

レーションによるコンカレントエンジニアリングなどをさ

らに進め監視制御ー操業ー保全にわたり価値ある商品を提

供していき，豊かな社会の創造に貢献していく所存である。

参考文献

金安登．プロセス産業における ITへの期待と需要動向．

計装．vol. 44，no.1，2001，p.14-19．
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まえがき

富士電機は，アナログ計装，コンピュータによる DDC

（Direct Digital Control）の時代を経て，電気・計装・コ

ンピュータ（EIC）の技術要素を統合した分散監視制御シ

ステム（DCS：Distributed Control System）を数多く製

作・納入している。DCSは監視制御専用システムを指向

しており，信頼性・高速応答性を重要視したことが評価さ

れて，プラントの安定・安全操業に不可欠な存在となって

いる。しかし，監視制御専用システムにとどまる DCSに

はオープン性・柔軟性の面での不満が指摘されている。

昨今のパソコンの急伸は，監視制御分野にとっても大き

な影響を及ぼしている。パソコンライクな画面構成や操作

環境による監視操作が好まれ，ツールの開放（エンジニア

リングの開放）といったエンドユーザーコンピューティン

グ（EUC）への対応や，企業生産情報や環境・保全情報

とのシームレスな共有（蓄積したデータの高度利用）が望

まれている。プラント監視制御分野におけるこのような

ニーズを 「情報と制御の融合・オープン化」と呼ぶ。

富士電機は「進化と継承」をコンセプトとしてオープン

統合化分散監視制御システム（Advanced Open Process

Automation System）「MICREX-AX」を開発した。「継

承」とは，すでに多くの顧客に使用していただいている

DCS 財産の継続と信頼性・高速応答性の維持である。継

承システム例を図１に示す。「進化」とはオープン化，多

様な顧客要求へのソリューション提供，すなわち DCSか

ら PAS（Process Automation System）への進化である。

富士電機が顧客にコンテンツとして得意分野のベストソ

リューションを提供するのはもちろんであるが，メーカー

１社ですべてのソリューションを提供するよりは，それぞ

れのベストソリューションを簡単に取り込めるシステムを

提供する方が顧客に歓迎されるものと考えている。それを

具現化する手段として，Ethernet
〈注１〉

ベースのオープンな情

報 LAN，制御 LANおよびフィールド LANで実現する図

２の「機能分散・フラット化と IT（Information Technolo-

gy）統合化 PAS」を提案する。

さらに「情報と制御の融合・オープン化」のためには，

「制御情報のリアルタイム性を乱さないで情報系信号

〔TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Pro-

tocol）〕を重畳させる」技術が不可欠となる。これらの技

術を取り入れた例として，アセットマネジメント（Asset

Management：設備管理）の拡張としての PASの ASP

（Application Service Provider）について紹介する。富士

電機はこのように将来を見据えた開発を行っている。開発

コンセプト「進化と継承」の「継承」については本特集号

の別稿に譲り，本稿では「進化」について紹介する。

IT 統合化

IT 統合化は情報 LANのオープン化によって実現する。

ERP（Enterprise Resource Planning）， SCM（ Supply

Chain Management），MES（Manufacturing Execution

System），MRP（Material Requirements Planning），環

境・保全情報などそれぞれのベストソリューションを簡単

進化するオープン統合化分散制御システム
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図１　継承システム構成

〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標
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に取り込める。

インターネットがそれぞれのインタフェース統一化のキー

になる。

機能分散・フラット化

制御 LANのオープン化による自由度の増加について述

べる。

３.１ フラット化

Ethernet（TCP/IP）はリアルタイム性において制御

LANに不向きといわれている。これを克服するために各

社独自のプロトコルを創造している。これではせっかくの

Ethernetベース制御 LANも，マルチベンダシステムの要

（かなめ）にはなり得ない。富士電機は，この制御 LAN

に JIS 化を計画中の（社）日本電機工業会標準（JEM 1479）

の FL-net 準拠 LANを採用している。

この FL-net 準拠 LANには富士電機製の HMI（Hu-

man Machine Interface）やコントローラに加えて，HMI

には OPC（OLE for Process Control）インタフェース/

ActiveX 画面ベースの各社 SCADA（Supervisory Con-

trol And Data Acquisition）を，コントローラにはテレメー

タ・テレコントローラやディスクリート制御・プロセス制

御用プログラマブルコントローラ（PLC）をフラットに混

在接続（Right Sizing）できる（図２）。

富士電機は，プロセス制御を PLCで実現するために，

制御 LANの二重化→FL-net 準拠 LAN

PLCの二重化→MICREX-SX

I/Oの二重化→オープン PIO

を開発した。小規模システムにおいても，PLCと上記 ～

を組み合わせることにより，高信頼性を維持しつつ安価

な PASを提供可能になった。

このように，制御 LANに各種 HMIやコントローラを

フラットに接続できるので，いわゆるパソコン計装から大

規模 PASまでスケーラブルに機種に依存しない統一オペ

レーションを実現している。フラット化が次の｢機能分散

化｣「情報と制御の融合・オープン化」のベースとなる。

３.２ 機能分散化（制御・情報機能分散システム）

３.２.１ FL-net 準拠 LANと TCP/IP プロトコルの重畳

情報系信号を取り扱うプロトコルとしては，すでに

TCP/IPがデファクトスタンダードとなっている。TCP/

IPをベースに各種コンテンツなどのソフトウェアやネッ

トワーク機器などのハードウェアが開発されている。一方，

FL-net 準拠 LANは「サイクリック伝送」や「トークン

パッシング方式伝送」などの制御に特化した伝送方式を採

用しているが故に，例えばその信号はルータを通り抜ける

ことができない。

この問題を，①「ドメイン優先制御による FL-net 準拠

LANと TCP/IPプロトコルの重畳」，②ネットワークの

高速（100Mビット/秒）化により解決した。

FL-net 準拠 LANと TCP/IPプロトコルの重畳の仕組

みを図３に示す。

３.２.２ 機能分散化

FL-net 準拠 LANと TCP/IPプロトコルの重畳による

制御（制御アプリケーション）と情報（Webサービス画

面）のイントラネット一元化システム構成例を図４に示す。

高速な光ネットワークが安価に供給されることにより，実

現する。

制御 LANが制御・情報一元化 LANとなることで，プ

ロセス（工場）単位の PASは事業所単位の PASへと移

行する。図５に複数工場の操業を１か所の操業管理セン

ターで，同様に複数工場の保全を保全管理センターで行う

システム構成例を示す。

制御 LANにイントラネット（専用線）を使用すること

で，各操業・保全機器の設置に対する制約が緩和される

（3）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図２　機能分散・フラット化と IT 統合化PAS
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（Right Locating）。制御，操業，保全の自立分散を目指す。

それぞれのグループの分担は次のとおりである。

１秒以下のリアルタイム性を要求される制御はローカル

コントローラ（オープン PIOなど）やフィールド機器の

インテリジェント化（FFフィールドバス，PROFIBUSな

ど）で実現する。悪環境下に設置されるのはこれらの制御

グループのみとなる。操業・保全グループは好環境下に設

置することが可能である。

制御装置は秒オーダーの処理を担当する。また，制御装

置は情報システムとの連携をより強化する。制御装置の要

件としては情報システムとのオブジェクト連携，C，Java
〈注２〉

などのアプリケーション搭載が求められるようになる。C，

Javaなどの言語で制御プログラムを書けるようになるこ

とで，豊富な情報エンジニアを活用できるようにもなる。

PASのASP

機能分散化の将来像例として「制御システムの ASP」

を紹介する（図６）。

前章で「顧客に統合化」されていた制御装置を「メー

カーに統合」し，「イントラネット」を「インターネット」

に広げることにより，より良い設置環境，より良い保全体
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構成例（2）
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〈注２〉Java：米国 Sun Microsystems, Inc.の登録商標
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制下でシステムを維持することにより，より安定・安全操

業が期待できる。さらに小規模ユーザーは制御装置を買い

取るのではなく，制御システムをリースすることにより，

制御装置の ASP 化が実現する。

あとがき

情報と制御の融合・オープン化，制御・情報機能分散シ

ステムの考え方を紹介した。

現場にはセンサ・操作端と I/Oのみを設置

™耐環境性を考慮したオープン PIOを開発

™センサ・操作端はフィールドバス化

制御装置は情報システムとの連携強化

™リアルタイム性の必要な機能はローカル側へ

™制御言語は Cや Javaへ

↓

ネットワークはインターネット化

操業は好環境設置遠隔・集中化・統一化

制御装置は好環境設置， 遠隔メーカー管理

富士電機の現状は図４である。富士電機は PASの製造

メーカーにとどまらず，制御装置の ASPや操業・保守・

管理業務代行を今後推進する考えである。
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まえがき

設備投資額の縮小化傾向が強まる中で，各ユーザーは保

有するシステムをいかに長期間稼動させつつ，設備の増強

に対応し，進化する情報システムと連携を取っていくかが

大きな課題となっている。富士電機では，「進化と継承」

をテーマに分散制御システム（DCS）を発展させてきた。

本稿では，ユーザーのレガシー（設備財産）を，有効的

に「継承」するための，TCO（Total Cost of Ownership）

ミニマムとなる制御システムの更新について述べる。

分散制御システムにおける TCOの考え方を図１に示す。

顧客レガシーを継承する分散制御システム

富士電機では，分散制御システムを「MICREX」シリー

ズとして，開発してきている。現在は第五世代の制御シス

テム「MICREX-AX」となっている。MICREX-AXが従

来の分散制御システムと大きく異なる点は，下記の機能で

ある。

HMI（Human Machine Interface）として汎用パソコ

ンを使用したオープンシステム

データウェイとして汎用 LAN（Ethernet
〈注１〉

）を採用し，

従来の DCSコントローラのみならず，汎用プログラマ

ブルコントローラ（PLC）も接続可能な，オープンシス

テム

オープン化のみならず，従来の DCSと連携ができる

「継承」を考えたシステム

上位情報系との連携が Ethernetで容易に可能となり，

生産システムとの連携，Webでのリモート保守，監視

が可能なシステム

このように，従来，EIC（電気，計装，コンピュータ）

統合に代表されるような，分散制御システムから，情報系

との連携を容易にし，生産管理システムとの密結合が可能

な，分散制御システムへと変遷してきている。

レガシーの継承を実現する情報制御システムの

提供

３.１ 制御システムの部分更新方法

制御システムは，10年から15年周期で更新することが本

来の姿であったが，設備投資額の縮小から，更新周期が延

びており，ユーザーにとって制御システムの延命化が大き

な課題となってきている。延命化においては部品枯渇した

ユニットを順次更新していく必要がある。生産中止となる

部品として，汎用的な部品である CRT，ハードディスク

などを持つ HMI 系が最も早く生産中止の機種となる。富

士電機では，このような更新システムに柔軟に対応できる

よう，最新のMICREX-AXシステムと世代の古いコント

ローラ（MICREX-PⅢ，IXシステム）を現状のオペ

レーションに違和感のない形で更新し，その後順次コント

ローラを更新対応可能なシステムとして提供しており，

ユーザーのレガシーを最大限有効利用しシステムの延命化

を図りながら順次更新することが可能である。以下に，

ユーザーのレガシーを継承しつつ，部分更新を可能とする

MICREX-AXのシステムを紹介する。

３.１.１ HMI の混在と部分更新

図２，表１に HMIシステムのサポートコントローラの

相関図と表を示す。

第三世代MICREX-PⅢ，第四世代MICREX-IXと最新

（4）

（3）

（2）

（1）

顧客レガシー（設備財産）を継承する分散制御システム
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図１　分散制御システムにおけるTCOの考え方

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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の MICREX-AXの混在システムが可能となっている。

HMIとコントローラは基本的には上位互換となっており，

サポート可能な機能は矢印で表している。生産中止となっ

た HMIの更新に最新のシステムの HMIへ容易に更新す

ることができる。

さらに PCS，HDC，ICSコントローラはコントローラ

単位で最新の ACS-2000へ順次更新することができる。

３.１.２ エンジニアリング機能の継承

図３に支援系でサポートするコントローラの相関図を示

す。

混在が可能なシステムが構築できても，既設と同等の機

能を実現させるためには，プラントをコントロールする

ユーザーの保有するレガシーであるアプリケーションソフ

トウェアを作成しなければならない。本システムでは，既

設のシステムのソフトウェアをコンバータによって新シス

テムにコンバートし，新たにアプリケーションソフトウェ

アを開発することなくスムーズな更新を可能としている。

以下に，画面とコントローラのエンジニアリングについて，

どのように継承が可能かを述べる。

画面の継承

表２に HMIシステムのエンジニアリングの互換性を示

す。

プラントで独自のプラント画面，帳票定義機能は，新旧

システムの画面解像度の違いから作り直しとなるが，動画

定義は容易にコンバートすることが可能である。標準定義

は，タグナンバーを定義するだけであり，画面の機能が高

機能化してコンバートしても新機能に見直す必要があるた

め，コンバートせず，新規定義し直すことになる。

コントローラのソフトウェアの継承

表３にコントローラのアプリケーションソフトウェアの

継承性を示す。

MICREX-PⅢシステムから，富士電機ではエンジニア

リングワークステーションとして汎用のパソコンを採用し

たシステムを提供してきた。しかしながら，当時のパソコ

ンはMS-DOS
〈注２〉

システムであり，最近のWindows
〈注３〉

のシス

テムとは大きく異なるが，特殊なソフトウェア（絶対アド

レス指定のソフトウェアなど）を除き容易にWindowsを

使用した新しいエンジニアリングワークステーションにコ

ンバートが可能なシステムとなっている。

３.２ MICREX-PⅡの更新

３.２.１ ゲートウェイを使った更新

第二世代のシステムMICREX-PⅡに比べると最新シス

テムMICREX-AXは，データウェイの性能，機能が大幅

に向上しており，前項のような同一のデータウェイに混在

させて HMIとコントローラを接続することができない。
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図２　HMI システムでサポートするコントローラ
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図３　支援系でサポートするコントローラ

表１　HMIシステムのサポートコントローラ�

HMI

コントローラ�

PⅢ�
システム�

  *：サポート範囲に制限あり（下記）�
〔PCS-500（従来型），PCS-500（高速型）サポート時の制約条件〕�
（1）PCS-500 に接続されたFFIについてのパラメータ表示・設定不可�
（2）グループ画面からの札掛け・アラーム禁止操作は不可�
（3）モジュールで，BCMA，BCMP，AICON，TMSUM，DISUM，BCDN は�
 表示不可�

Ⅸ�
システム�

AX�
システム�

PⅢシステム�

DBS/OCS�
-1500�
OCS-500

PCS-500�
（従来型）�

PCS-500�
（高速型）�

HDC-500�

SAS-300�

ICS-2500�

ICS-2000�

SAS-2500�

ACS-2000�

�

○�

○�

○�

○�

×�

×�

×�

×�

×�

○�

○�

×�

○�

○�

○�

×�

○*�

○*

○�

×�

○�

○�

×�

○�

Ⅸシステム�

IDS/IOS�
-2500H�
IOS-2000H

AX2000�
システム�

ADS-2000�
AOS-2000

〈注２〉MS-DOS：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注３〉Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標
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そこで，図２のようにゲートウェイを介して接続し，第二

世代の HMIを AXの HMIで監視操作することが可能な

システムとしている。AX側は，従来タイプの DPCSシス

テムか，汎用パソコンを使用したオープン AXを選択で

きる構成となっている。

コントローラは，コントローラ単位で順次新コントロー

ラ ACS-2000へ更新していく。

３.２.２ エンジニアリング機能

HMIのエンジニアリング

基本的に３.２.１項と同じく画面の分解能が異なることか

ら，プラント画面は新規に作成することが必要となる。し

かしながら，画面の動画定義は，コンバータによって容易

に変換可能となっている。また，ゲートウェイでは，特殊

なソフトウェアを構築することなく，旧システムの画面定

義から，インタフェースのためのソフトウェアがコンバー

トをかけることで，自動的に生成される構成となっている。

このように，ユーザーのレガシーを継承しながら，更新

計画を立てていくことが可能である。

コントローラのエンジニアリング

第二世代の MICREX-PⅡのコントローラである PCS-

100，HDC-100のソフトウェアからの最新の ACS-2000

への移植に関しても，一部制約はあるものの，コンバータ

を準備している。

３.３ レトロフィット商品の提供

システム品を構築する部品は，CRT，ハードディスク，

フロッピーディスク，プリンタなどがある。これらは，市

販品を DCSメーカーでアレンジしながら，システムとし

て提供しているものである。しかしながら，これらの部品

はシステムが高機能化してくることで，半導体などの構成

部品が陳腐化し，企業としての採算性の面から生産中止と

なってしまい，おのずとシステムも生産中止となってしま

うことが多い。しかしながら一部品のためにシステムを全

面更新することは，ユーザーにとって大きな痛手である。

富士電機では，このような要求に最新のユニットを古いシ

ステムに接続し，代替機種として提供可能なレトロフィッ

ト品を提供して，システム品の長寿命化をサポートしてい

る。

保守管理システム

スムーズな部分更新を実現するためにも，信頼性・安全

性が重要視されるあらゆる設備・機器は万一の故障をいか

に防ぎ，その影響をいかに小さくするかがシステム運用，

および TCO最小化の大きな課題となる。しかしどんなシ
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表２　HMIシステムのエンジニアリングの互換性�

定義項目�

PⅢシステム�

Ⅸシステム�

PⅢシステム�

EWS-500�
（MS-DOS）�

－�

マルチポイントⅠ定義�

マルチポイントⅡ定義�

モジュールタグ定義�

標準画面定義�
（ステーション定義タグメニュー・�
　グループ画面定義など）�

プラント画面作画�

ユーザータグ定義�

モジュールタグ定義�

プラント画面作画�

それ以外の定義�

Ⅸシステム�

ユーザータグにコンバート�

ユーザータグにコンバート�

モジュールタグにコンバート�

解像度の再作成�
（640×400→1,280×1,024）�

作成容易なため，再作成�

ユーザータグ定義�

モジュールタグ定義�

プラント画面定義�

それ以外�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

FPROCES�
（Windows3.1→95）�

AX2000システム�

－�

－�

－�

機種変更にて使用可能（ICS→ACS）�

機種変更にて使用可能�

コンバート後に色定義など一部変更�
（32色→64色）�

コンバート後に追加機能定義�

－�

FPROCES�
（Windows NT，95）�

サポートツール�

EWS-500

FPROCES

�

�

表３　アプリケーションソフトウェアの継承性�

（a）PCS-500→ACS-2000へのアプリケーションコンバート�

PCS-500

ツール�機　能�

ACS-2000への�
コンバートの可否�
（FPROCES）�

備　考�

計測制御機能�

電気制御機能�

非　標　準�

EWS-500�

FAISES�

FCL言語�

可能�

可能�

可能�

社内ツールあり�

FPROCESの標準機能�

社内ツールあり�

（b）DBS/OCS-1500→ADS/AOS-2000へのアプリケーション�
 コンバート�

DBS/OCS-1500

ツール�機　能�

ADS/AOS-2000�
へのコンバートの�
可否（FPROCES）�

備　考�

マルチ�
ポイント1

EWS-500
可能（ユーザータグ�
に変換）�

社内ツールあり�

マルチ�
ポイント2

EWS-500
可能（ユーザータグ�
に変換）�

社内ツールあり�

その他�
標準定義�

EWS-500 不可� 再作成�

再作成�

プラント�
画面作成�

帳票作成�

OCS-1500

OCS-1500

不可�

不可�

解像度が異なるため�
再作成�
OCS-1500：�
　640×400�
AOS-2000：�
　1,280×1,024
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ステムでも時間の経過や環境による劣化を避けることはで

きない。富士電機の総合保全監視システム「COMET」は

常にシステムを最善の状態に保つため，保全内容の設計と

改善を提案する保全コンサルティング，システムの稼動実

態を見極める現状診断，故障の発生を未然に防ぐ予防保全，

故障発生に迅速な復旧処置を行う事後保全，また，ユー

ザー個々の保全業務をサポートする保全支援，ユーザー設

備の運用・管理を代行する運用管理の六つの保全要素を中

心にさまざまなサービスメニューを用意している。さらに

将来に向けてのハードウェア・ソフトウェアの更新も考え

た信頼性の高い独自の保全管理システム（図４を参照）を

提供している。

ここでは，図５の運用管理として提供している，MIC

REXシステムのリモートメンテナンスを紹介する。

リモートメンテナンスはユーザーのシステムと富士電機

のサービス拠点もしくはコールセンターとを通信回線で接

続して，システム構成機器やネットワークの稼動状況を遠

隔で収集し，故障の兆候を捕らえることで，適切な処理と

障害発生の未然防止を提供するシステムである。また，障

害発生の原因調査や交換部品などの特定も可能となり，故

障復旧までの時間短縮を図ることができる。もちろんユー

ザーシステムとの接続においてはセキュリティを確保する

ためプロテクト機能が設定されている。対象とする制御シ

ステムはMICREX-PⅢ，IX，AXである。

増設更新の導入事例

５.１ MICREX-PⅢのHMI の増設

大規模プラントの鉄鋼エネルギーセンターシステムでは，

高範囲の地域を監視操作することから，システムの改造・

増強が伴う。図６では，既設のMICREX-PⅢシステムに

監視機能を追加するためにMICREX-AXの AOS-2000を

増設した新旧システム混在の増設例である。

５.２ MICREX-PⅡのHMI 更新

MICREX-PⅡの HMIの OCS-1100はＵシリーズのコン

ピュータをベースとした HMIである。Ｕシリーズのコン

ピュータは数年前に生産中止となっており，部品の確保が

非常に難しくなってきている。図７ではコントローラ PCS-

100，HDC-100をそのままで，HMIだけを最新の HMIで

ある AOS-2000に更新した事例である。既設のデータウェ

イ DPCS-E〔1.5Mビット/秒（bps）〕に ACS-2000をゲー

トウェイとして設置し，新 DPCS-F（10Mビット/秒）の

回線に新 HMI AOS-2000を接続し，AOS-2000から旧コ

ントローラを監視操作することができる。

画面は３.２.２項の で述べたコンバータ機能を使い，現

地で新旧の HMIを並列で設置し検証を行い，通常のプラ

ントの定期点検修理期間内だけで切り換えた事例である。
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今後，OCS-1100，OCS-200/150は保有部品が少なくな

る中，このような更新物件が増えてきている。

５.３ コントローラの更新

コントローラの更新は，工事・試験調整を行う必要があ

るため，長期のプラント休止を確保することになり，ユー

ザーにとって生産性を落とすことになる。したがって，容

易に更新計画を立てることができないといった問題がある。

富士電機では，このような問題に，短期間の工事期間で切

換を可能とする更新提案をしている。図８は既設のコント

ローラの入出力装置を流用し，新コントローラに置き換え

た事例である。既設の入出力装置はそのまま流用し，入出

力装置の出口からコネクタで新入出力装置へ接続し，切換

期間を短縮した。実製番では 600 点相当の入出力を持った

コントローラを 1 日で切り換え立ち上げた例もある。

あとがき

富士電機では分散制御システムを「進化と継承」をコン

セプトとして開発している。これは，近年の「TCO最小

化」を経営理念として各ユーザーが設備投資を計画してお

り，その要求にこたえられるコンセプトで考えている。今

後ますます，システムの汎用化が進み，分散制御システム

にも OPC（OLE for Process Control）の採用や，生産管

理システムとのさらなる密結合が要求されるようになって

くる。

このような中で，本稿中にでてくる単なる機器の保守保

全だけではない，ユーザーの TCOを最小化する操業保守

管理業務代行などの人的負荷軽減を視野に入れた，さらな

る TCO最小化に貢献していきたいと考えている。
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まえがき

次世代プラントの計装制御・情報通信システムの共通イ

ンフラストラクチャー技術としてフィールドバスが期待さ

れ，国際電気標準会議（IEC）とフィールドバス協会

（Fieldbus Foundation）が中心となって国際標準規格作成，

仕様開発，プロモーションなど多くの作業が行われてきた。

富士電機は，このフィールドバスの国際活動に当初から

IECの委員として，またフィールドバス協会の理事・委員

としてその中核的な役割を果たし貢献してきた。特に，光

フィールドバスについては，富士電機がその規格仕様を提

案し，1995年に IEC 規格として成立した（IEC1158-2）。

フィールドバスは1998年に仕様が確定し，2000年には

フィールドネットワークの国際標準規格の一つとして IEC

に認定された。

本稿では，本格的な適用段階に入ってきたフィールドバ

スのうち，富士電機が特に力を入れて取り組んでいる光

フィールドバスについて，当社の取組み，特長，ソリュー

ション例を紹介する。

富士電機のフィールドバスへの取組み

２.１ 光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」

富士電機は，光ファイバ式フィールド計装システム FFI

（Fiber-optic Field Instrumentation system）を1985年か

ら製品提供してきた。本システムは富士電機独自の通信仕

様で，双方向ディジタル通信，フィールド機器のマルチ接

続などフィールドバスシステムとしてのコンセプトをいち

早く実現した製品（世界初の実用化光フィールドバス）で

ある。FFIは，その優れた特徴に対してユーザーから高い

評価をいただき，白島石油備蓄（株）や日本地下石油備蓄

（株）菊間などの石油備蓄基地計装，鹿島液化ガス共同備蓄

（株）などの LPG（Liquefied Petroleum Gas）備蓄基地計

装，新東京国際空港や関西国際空港などの空港給油設備計

装といった多くの重要設備で採用いただいている。図１に

納入実績例を示す。

２.２ 国際標準対応光フィールドバスシステム「FFX」

富士電機では，FFIの技術・実績をベースにフィールド

グローバルスタンダードに対応した光計装システム
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鹿島液化ガス共同備蓄（株）　　　－  LPG備蓄基地光式計装�
日本石油ガス（株）新潟ターミナル －  LPG備蓄基地光式計装�
日本地下石油備蓄（株）菊間　　　 －  石油備蓄基地光式計装�
白島石油備蓄（株）　　　　　　　 －  オフサイト光式電動弁�
新東京国際空港公団　　　　　　  －  給油設備光式計装�
関西国際空港（株）                      －  給油設備光式計装�
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昭和四日市石油（株）                   －  オフサイト光式電動弁，タンクゲージ�
日本石油精製（株）根岸製油所       －  オフサイト光式電動弁�
日本石油（株）鹿児島油槽所          －  油槽所光式計装�
興亜石油（株）麻里布製油所          －  オフサイト光式電動弁�
三菱石油（株）川崎製油所             －  オフサイト光式電動弁�
東北石油（株）仙台製油所             －  排ガス脱硫装置光式計装�
帝国石油（株）越路ケ原事業所       －  天然ガス井戸元光式計装�
奥会津地熱（株）                         －  地熱発電所光式計装�
　　電力中央研究所                   －  燃料電池実験プラント光式計装�
関西電力（株）                            －  燃料電池発電プラント光式計装�
東京ガス（株）                            －  LNG地下タンク温度光式計装�

鹿島液化ガス共同備蓄（株）�
（1994年6月納入）�

（財）�

図１　光計装システムの納入実績例
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バス協会仕様対応の開発を行い，国際標準の光フィールド

バスシステム FFXとして1999年４月に製品発表した。表

１に光フィールドバス製品の一覧を示す。

また，FFIシステムと FFXシステムを合わせて光計装

システム（光伝送式フィールドバスシステム）と呼んでい

る。

光計装システムの特長

フィールドバス適用のメリットには，

マルチ接続による省配線（工事の合理化）

DCS（Distributed Control System）とのインタフェー

ス合理化

フィールド機器のリモートメンテナンス機能による保

守費用の削減

ディジタル伝送による計測精度・信頼性の向上

フィールド分散，マルチセンサによる新しい計装制御

システムへの発展

があげられる。

光フィールドバスの場合には，上記のほかに光伝送の持

つ特長を生かした，①耐ノイズ性，②耐雷性，③本質安全

防爆，④光伝送ケーブルの二重化，⑤内蔵電池による分散

電源，⑥システム設計が容易などのメリットが追加される。

光計装システムのソリューション

光計装システムのソリューションについて，具体的な適

用例を紹介する。

４.１ 経済的なモニタリングシステム

図２に石油メジャーである Shell International Oil Pro-

ductsのアムステルダム研究所で行った光フィールドバス

FFXの実証試験システムを示す。フィールドバスの１セ

グメントに光フィールドバス機器13台と電気フィールドバ

ス機器１台の合計14台のフィールドバス機器が接続されて

いる。光フィールドバス機器には，１点タイプの圧力・差

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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（国際電話回線）� 端子台�
電気フィールドバス�
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電気フィールドバス�
圧力発信器×1

光フィールドバス�
光/空気圧変換器×1

光フィールドバス�
多点温度�
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図２　Shell 社フィールド実証試験システム構成（フェーズ1）

表１　光フィールドバス製品の一覧�

機器種別� 型式�
JIS�
本質安全防爆�

JIS�
耐圧防爆�

CENELEC�
本質安全防爆�

圧　力　発　信　器�

差　圧　発　信　器�

絶 対 圧 力 発 信 器�

レ ベ ル 発 信 器�

FBB�

FFG�

FBH�

FPL

ZLK�

FXB

FRD�

FRE�

PSC

FBF�

FFH�

FUP�

FUT�

FRM

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

光 / 空 気 圧 変 換 器 �

光 ス タ ー カ プ ラ �

リモートシール�
　　　　　 圧力発信器�

リモートシール�
　　　　　 差圧発信器�

一 体 型 温 度 発 信 器�
（TC，Pt）�

分 離 型 温 度 発 信 器�
（TC，Pt）�

多 点 温 度 変 換 器�
（TC，Pt）�

電気/光フィールド�
 バス接続用フィールド�
　　　　　 信号変換器�

アナログ/光フィールド�
 バス接続用フィールド�
　　　　　 信号変換器�

電気/光フィールド�
　　　　　 バス変換器�

（パネル設置型）�
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圧・温度発信器，光/空気変換器のほかに８点入力タイプ

の現場設置型多点温度変換器が接続されていて，合計19点

の計測ポイントを１本の（二重化も可）光ファイバでモニ

タリングしている。特に，多数の温度モニタリングの場合

には，多点温度変換器を複数台適用することによって大き

な経済効果が期待できる。また，本システムでは，東京に

あるパソコンからオランダにある光フィールドバス機器の

リモートメンテナンスを実施した。このことは，海外建設

プラントに設置した光フィールドバス機器を日本からレン

ジ変更したり，日本国内に散在する複数プラントの光フィー

ルドバス機器を東京のセンタから集中監視・設定変更・保

守することができることを意味する。

４.２ 現場指示計

光フィールドバス発信器が，内蔵リチウム電池駆動であ

ることを利用して現場指示計としてスタンドアロンで使う

ソリューションである。例えば，高圧力下で使用する機械

式差圧ゲージは寿命が短いという欠点があるが，光フィー

ルドバス発信器を適用することによって，長期にわたって

精度よく安定して使用できる現場指示計が実現する。また，

空気式現場計器を光フィールドバス発信器にリプレースす

ることもできる。図３に納入事例を示す。さらには，調整

時のみテンポラリーな用途で現場指示計として設置するよ

うなケースもある。

４.３ 光・電気フィールドバス混在システム

フィールドバスを信号伝送媒体で区分すると，電線を用

いた電気フィールドバスと光ファイバを用いた光フィール

ドバスがある。両者の違いは信号伝送媒体のみであり，プ

ロトコルはまったく同一である。このため，E/O 変換器

（電気/光フィールドバス信号変換器，パネル設置型および

フィールド設置型）を使うことによって光・電気フィール

ドバス混在システム（図４）を容易に構築することができ

る。例えば，フィールドバスの幹線部分を光ファイバとし

部分的に電気フィールドバス機器を導入したり，また逆の

構成にしたり，ニーズに応じて自由な構成をとることがで

きる。

また，コンベンショナルな DC4 ～ 20mAタイプの発信

器を光フィールドバスシステムに取り込む現場設置型信号

変換器も用意している。

４.４ 石油備蓄基地運転監視制御システム

石油備蓄基地の多くは雷多発地帯に立地しており，運転

監視制御システムとして雷対策が必要である。図５に，光

計装システムを適用した例を示す。制御 LANに光伝送

Ethernet
〈注〉

，計装設備に光フィールドバス，電気設備をイン

タフェースする高速バスとして光 PROFIBUS-DPを採用

し，フィールドレベルまでの EI（電気・計装）統合シス
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図４　光・電気フィールドバス混在システム

空気計装�

光計装�

光ファイバケーブル�

光差圧発信器� 現場指示計�

図３　空気式現場計器のリプレース

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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テムを実現している。また，タンクゲージシステムや電動

弁システムについても，サブシステムとして光フィールド

バスを適用することができる。図６に光電動弁システムの

構成例を示す。

あとがき

以上，光計装システム適用事例の一部を紹介した。富士

電機では，光フィールドバス機器の品ぞろえの拡充・普及

のための活動を今後も積極的に展開していく方針である。

また，多数の納入実績のある FFIについては，現在 New

FFIシリーズを開発中であり，2002年から製品提供の予定

である。New FFIでは，ハードウェアを FFXシリーズ

と統合し，プロトコルは FFI 対応，電池寿命は現状の２

年から４年へとレベルアップしている。

本稿が今後の光計装システム導入検討の一助となれば幸

いである。
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最近の IT（Information Technology）の急速な進歩に

よって，工場の生産現場においても，情報・管理システム

と融合した高機能な制御システムが構築できるようになっ

てきた。また，制御システムは，顧客の多様化したニーズ

に迅速かつ最適にこたえるべく，SCM（Supply Chain

Management），MES（Manufacturing Execution System）

と連携した制御形態に移行している。製品には，高付加価

値，高品質，低コストと省エネルギー，省資源，リサイク

ルなどの地球環境対応の両方が要求され，それを生産する

制御アプリケーションソフトウェア（以下，制御ソフト

ウェアと略す）はさらに高度化し，そのエンジニアリング

業務は，より一層複雑化している。

一方で，それらを企画・設計・製作・試験するエンジニ

アには，業務の高効率化と高品質な制御ソフトウェアの生

産が常に使命として課せられている。この使命にこたえる

べく，これまで種々の支援ツールが開発されてきた。しか

しながら，支援ツールの機能は次第に改善が図られている

ものの依然として制御仕様書を作成しているオフィスオー

トメーションソフトウェア（以下，OAソフトウェアと略

す）と制御ソフトウェアは別ものであり，仕様書とソフト

ウェアの二元管理の問題が解決されていない。このことが

制御ソフトウェアのエンジニアリング業務の生産性と品質

を低下させる要因となっている。

本稿では，現在のエンジニアリング業務に関する課題を

支援ツールの発展を交えて説明し，前述の課題を解決する

ものとしてユーザーに注目されているエンジニアリング支

援ツール「HEART（High Efficient Advanced engineeR-

ing Tool）シリーズ」の特長と活用法ならびに今後の展開

について述べる。

エンジニアリング支援ツールの発展と課題

２.１ エンジニアリング支援ツールの発展

図１にエンジニアリング支援ツールの発展を示す。

仕様書作成ツールの発展

制御ソフトウェアのエンジニアリング業務の中で，制御

仕様を企画・立案する「制御仕様設計」が重要であること

はいうまでもない。この制御仕様設計において，製品を作

るためのプラントの動き，機器の動作，オペレーション，

表示，警報，実績収集などを制御仕様書に記述しなければ

ならない。この作業を怠ると，第三者への仕様の伝達がう

まくいかず，仕様の漏れ，変質などが発生し，品質低下を

招くことになる。この仕様書作成業務を支援してきたのが

「仕様書作成ツール」である。手書きだったころに比べて，

ワープロの登場により変更が容易で，きれいな仕様書が作

成可能となった。また，1990年代中ごろからの統合 OA

ソフトウェアにより，文章だけでなく，表形式や絵情報も

同時に盛り込むことができ，表現豊かでビジュアルな制御

仕様書が効率よく作れるようになった。

プログラミング支援ツールの発展

DCS（Distributed Control System）のプログラミング

支援ツールは，誕生当時のコーディングシートによる機械

語形式の入力から，専用ローダによるニーモニック入力へ

移行し，その後MS-DOS
〈注１〉

上で動作する支援ソフトウェア

による，ラダー図や FB（Function Block）図などのシン

ボル入力へと進化した。1990年代に入ってからは，UNIX
〈注２〉

系ワークステーション利用のツールが登場し，1990 年代

中ごろには，Windows
〈注３〉

上で動作する支援ツールが登場し

て IEC61131-3 準拠のプログラミング言語と制御仕様記述

表現をサポートするようになった。

一方，プログラマブルコントローラ（PLC）のプログラ

ミング支援ツールも，誕生当時のオペレーティングコン

ソールによる機械語形式の入力から，専用ローダによるニー

モニック入力へ移行し，その後ラダー図やライン図などの

シンボル入力へと進化した。1990年代に入ってからは，

（2）
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〈注１〉MS-DOS：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈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

〈注３〉Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標
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MS-DOS 上で動作するパソコンローダが登場し，1990年

代中ごろからは，Windows 上で動作するツールが，DCS

支援ツールと同様に IEC61131-3 準拠のプログラミング言

語と制御仕様記述表現をサポートしている。

２.２ エンジニアリング支援ツールの課題

エンジニアリング支援ツールは，前述のように発展して

きた。しかしながら，「仕様書作成ツール」「DCSプログ

ラミング支援ツール」「PLCプログラミング支援ツール」

が別々に発展を遂げたため，エンジニアはそれぞれのツー

ルの導入・習得・メンテナンスを強いられてきた。

特にプログラミング支援ツールに至っては，IEC61131-3

準拠のプログラミング言語と制御仕様記述表現が導入され

たとはいえ，次のような課題をかかえており，これらの早

期解決をユーザーは望んでいる。

各支援ツールで定義した制御プログラムの格納データ

形式がメーカー独自なもので互換性に乏しく，各社の支

援ツールで個別にインプットしなければならない。

仕様書作成ツールと各社のプログラミング支援ツール

が別ものなので，仕様書作成ツールを習得しても，各社

のプログラミング支援ツールをそれぞれ購入し，習得し

なければならない。

制御仕様書から制御ソフトウェアが自動生成できない

ので，制御仕様書を書いた後に，それを見てプログラミ

ング支援ツールに人がインプットし直さなければならな

い。

制御仕様書と制御ソフトウェアが二元管理となるので，

制御仕様に変更が出た場合，制御仕様書とプログラムの

両方を変更しなければならない。

HEARTシリーズの特長と主な機能

富士電機は，前述の課題に対してユーザーの立場になっ

て解決策を提案し，ユーザーのエンジニアリング支援ツー

ルに対する要望にこたえるべく，高効率エンジニアリング

ツール HEARTシリーズを開発した。また，HEARTシ

リーズには，長年にわたる富士電機の各分野，各プラント

における制御エンジニアリング実績から得たノウハウをパッ

ケージ化して組み込んでいる。以下に，HEARTシリーズ

の特長と主な機能を記述する。

動作環境と作成ファイルのオープン化

近年は，「パソコン +Windows」のオープンな環境で動

作するものが多くなったが，その一つ上のアプリケーショ

ン階層は，各社独自なものが大多数である。HEARTシリー
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図１　エンジニアリング支援ツールの発展
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ズは，このアプリケーション階層を Excel
〈注４〉

，Visio
〈注５〉

を用い

て，操作方法，定義データ，作成ファイル形式などにも互

換性とオープン化を実現している。また，オフィスで広く

利用している OAソフトウェアを用いたことにより，ユー

ザーが導入するときの金銭的・精神的負担を最小限にする

ものである。

制御プログラミング言語のオープン化

HEARTシリーズは，制御プログラミング言語を規定し

た国際規格 IEC61131-3，JIS 規格 JIS B 3503に準拠した

SFC（Sequential Function Chart），FB図を採用し，制御

プログラミング言語面でのオープン化も実現している。

図２の右上（移行条件監視）に HEART-ESPER（FB

図シート）を示す。

対象コントローラに依存しないツール

プログラミング言語がオープン化した現在でも，現実に

は対象コントローラごとに専用のツールが必要な場合が一

般的で，作成した制御ソフトウェアがそのまま利用できな

いという煩わしさがある。HEARTシリーズは，作成した

制御仕様書を機種や機械語が違うコントローラでも動作す

るコンバート方式を採用しているので，DCSコントロー

ラでも，PLCでも同じツールで制御ソフトウェアを作成

することができる。

容易な制御仕様書作成機能

「HEART-ESPER」（Excelの SFC，FB 図）の仕様書

作成は，記述したいシンボル（SFCのステップ，トラン

ジション，アクション，FB図の BOOL代数，比較，四則

演算，タイマ，その他のシンボル）のボタンを押すだけで，

付属のひな型ファイルに張り付けができるので，いたって

簡単である。また，シンボルは所定のブロック単位で張り

付けを行うので，レイアウトの微調整などの煩わしさから

も開放される。コピー，挿入，削除などについても，専用

の編集機能を持ち，シンボルのずれなどが生じることはな

く整然とした表現を維持することができる。

「HEART-SELECT」（Excelのタイムチャート），「条

件テーブル」（Excelの操作インタロックリスト）は付属

の表形式のひな型ファイルを使用して作成することができ，

インタロックその他の各種機能も，定義だけで済むので容

易に表現することができる。

「HEART-BELIEVE」（Visioの計装フロー図）の仕様

書作成は，シンボルメニューから該当シンボル（PID，四

則演算，論理演算，その他）を選択して張り付け，結線す

ればよい。機能を視覚的にとらえやすく作成も簡単である。

いずれのツールも，Excel，Visioの本来持つ高編集機能

などを併用すれば，さらに効率よく作成・編集することが

できる。また，画像やコメントの張り付けもできるので，

作成者の自由表現を妨げない。

制御ソフトウェアの自動生成

HEARTシリーズは，制御仕様書として，SFC，タイム

チャート，FB 図，条件テーブルなどを Excelで，また，

計装フロー図，IBD（Interlock Block Diagram）などを

Visioで作成し，制御ソフトウェアを自動生成させて，コ

ントローラで動作させるものである。

制御仕様書から制御ソフトウェアへの展開の際は，HE

ARTシリーズの各ツールで作成した制御仕様書上に，コ

ントローラで必要な情報を付加するだけでよい。それをコ

ンバートし，コントローラへダウンロードすることにより，

仕様書どおりの動作で実行される。コンバート，ダウン

ロード，コントローラとの照合や，セーブは，Excel，

Visio 上で操作できるので容易である。また，ファイルの
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〈注５〉Visio：米国Microsoft Corp.の登録商標
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図２　「HEART-ESPER」「HEART-SELECT」で作成したソフトウェアシーケンスの一例
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セーブ，コンバート，ダウンロード結果，エラー情報，そ

の他が履歴として残るので，後でそれまでの操作を確認で

きる。

制御仕様書上でのモニタリング

HEARTシリーズは，Excel，Visioで作成した制御仕様

書上でコントローラのモニタリングができる。SFCのス

テップに関しては，「未実行」「実行中」「実行済」をコン

トローラの実行ステップ状態によって，３色の色替えが行

える。実行中ステップを表示範囲に自動スクロールして，

常に見える状態とする機能も備えている。また，SFC 以

外についても仕様書上で，信号のオン・オフ状態の色替え

や数値の10進，16進，工業値表示切換が行える。

図２の左側（工程移行監視）に HEART-ESPER（SFC

シート），図３に HEART-BELIEVE（計装フロー監視）

の一例を示す。

Excel 表形式での一括出力定義

SFCは，アクション命令によって各ステップにおける

出力を表現するが，そのシーケンスで扱う出力信号のそれ

ぞれのステップでの状態が，一見して分からない点，また

多くの出力を一括で扱う処理表現が不得手である点などの

難点がある。HEARTシリーズでは，Excelのタイムチャー

トにより，SFC 管理の各ステップに対応させて一括出力

指定や出力状態の全体監視を表形式で容易に指定すること

ができる。また，各出力信号には，出力インタロック信号

を指定することができ，条件に応じて出力を禁止すること

ができる。また，出力インタロック信号に登録された信号

自体にも，オンで有効，オフで有効，該当出力を切り離し

（無処理状態）の機能指定ができるため，他設備と共通な

機器を登録した場合にも対応できる。

通常，SFCのシーケンス終了においては，通常動作で

最終ステップの出力状態で終了する場合と，強制終了など

で直前ステップの出力状態のままで終了する場合とで，出

力状態が異なってしまうのが問題になることがある。こう

いったときには，終了時の出力指定の機能を使用し，各信

号ごとの状態を定義することで，容易にその問題を解決す

ることができる。

図２の右下（出力状態監視）に HEART-SELECT（出

力定義シート）の一例を示す。

SFC 常時インタロック監視と異常処理機能

通常，SFCの各ステップにおける異常監視は，異常判

断をトランジションで記述して，各ステップから所要のス

テップへ分岐またはジャンプさせるが，分岐またはジャン

プの数が増えてしまい，複雑で見にくいシーケンスとなっ

てしまう。HEARTシリーズの場合，インタロック定義

シートにより，異常信号を登録し，各異常信号ごとに監視

ステップ指定および異常時の処理内容を表形式で設定でき

るのでシンプルに見やすくまとめることができる。異常処

理には，「指定ステップへジャンプ」「シーケンスを一時停

止し，出力を一括オフ」「シーケンスを一時停止し，出力

を一括ホールド」「シーケンスを一時停止し，出力の個別

指定」など多彩なメニューを用意している。また複数の異

常が同時に発生した場合の優先順位設定や，異常トリガの

記憶機能なども備えているため，異常要因解析に対する

サービス性も向上している。

図４に HEART-SELECT（インタロック定義シート）

の一例を示す。

機器のアンサー監視機能

Excelのタイムチャートに登録したバルブ，ポンプなど

の出力については，機器種別が指定できる。これらの出力

については，アンサーチェックを実施し，指定により SFC

のトランジションにチェック結果を組み込むこともできる。

また，バルブ開とポンプ運転を同一ステップ内で行う場合

において，「バルブ開指令を先に出し，開アンサー確認後，

ポンプに運転指令を出す」といった一般的なインタロック

はあらかじめ組み込まれている。

クロスリファレンス機能

HEARTシリーズで作成した情報は，クロスリファレン

スをとることができ，信号の作成元，使用先を容易に確認

できる。これにより，同一メモリの二重書きなどを防止で

き，不具合の早期発見に有効な手段を提供する。さらに，

各コントローラ専用の支援ツール（FPROCES-C，D300

winなど）とクロスリファレンスを共有することが可能で，

エンジニアリング情報の一元管理ができる。

ドキュメント印刷機能

HEARTシリーズで作成したファイルのドキュメント印

刷は，Excel，Visioの印刷機能を用いて行うこともできる
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図３　「HEART-BELIEVE」で作成した計装フロー図の一例

図４　「HEART-SELECT」で作成した異常インタロック定義

の一例
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が，HEARTシリーズの印刷機能を使用すれば，一括印刷

はもとよりページのタイトル，作成日・作成者，審査日・

審査者，承認日・承認者や図番，変更履歴などのサービス

情報とともに図面枠付きで印刷できる。

従来のエンジニアリング方式との比較および

導入効果

従来は，機能仕様設計，ソフトウェア設計，ソフトウェ

ア製作，デバッグ，総合試験，試験結果フォローと六つの

フェーズでエンジニアリングを行ってきた。これに対し

HEARTシリーズは機能仕様設計，機能製作データ入力，

総合試験の三つのフェーズで行うことができる（図５参照）。

これにより，トータルエンジニアリング工数を大幅に削減

でき，フェーズ間で生じるケアレスミスも，最小限に抑え

ることができる。例えば，仕様変更や修正が後半のフェー

ズで発生した場合を考えると，従来のエンジニアリング方

法では，ソフトウェアの修正，再試験，制御仕様書のフォ

ローなどが発生し，それに要する作業，工数が多くなる。

HEARTシリーズの場合，ソフトウェア変更または修正作

業が，そのまま制御仕様書に反映されることになるので，

後半のフェーズで変更が生じても影響が少ない。

また，HEARTシリーズの１シーケンスは Excelまたは

Visioの１ファイルであるので，該当ファイルだけを，ユー

ザーまたは社内部門と電子メールを利用してリアルタイム

に確認することができ，打合せ回数も少なくすることがで

きる。さらに，シーケンス単位で分割し，複数人数での複

数フェーズの同時作業（コンカレント業務）を可能とする

大きなメリットもある。

HEARTシリーズは，仕様書＝ソフトウェア（制御仕様

書にコントローラに必要な情報を付加したものが制御ソフ

トウェア，つまり制御仕様書と制御ソフトウェアは同一

ファイル）である。したがって，制御仕様書のとおりにソ

フトウェアができているかといった確認は不要なため，試

験の場面での作業量を大幅に削減できる。さらに，従来は

社内試験，現地試験が終了時点で各試験中に発生した変

更・修正を，制御仕様書にフォローする作業が必要であっ

たが，その必要はない。

HEARTシリーズ適用による効果を以下にまとめる。

制御ソフトウェアの高品質化

① 制御仕様書どおりの動作が保証された制御ソフト

ウェア

② プログラム漏れ，プログラムミス，インプットミス

の排除

③　パッケージ化された各種機能

エンジニアリング効率の大幅アップ

①　使いなれた OAソフトウェアによる高い編集機能

②　ソフトウェア設計・製作不要

③　デバッグ・図面フォローレス

④ 対象コントローラに依存しないエンジニアリング環

境

⑤　コンカレントエンジニアリング業務対応可能

今後の展開

図６に HEARTシリーズの機能構成と今後の展開を示

す。

他の表現形式の仕様書のサポート化（1）

（2）

（1）
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生産性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール

シーケンス関係の制御仕様書として，SFC 表現形式の

HEART-ESPER，タイムチャート表現形式の HEART-

SELECTは完成した。また，計装ループ関係の計装フ

ロー図として HEART-BELIEVE，インタロック関係の制

御仕様書として，表形式の条件テーブルや FB図形式のビ

ジュアル IBDを開発推進中である。今後，各分野に適し

た他の表現形式の仕様書もサポートしていく予定である。

対応コントローラの種類拡大

現在は，富士電機の DCS コントローラ ACS-2000，

ACS-250，ICS-2000/A，ICS-2500S/Aおよび PLCの

MICREX-SXシリーズを対象としているが，今後，他社

の PLCも対象とする予定である。また，パッケージ販売

や OEM提供，共同開発なども視野に入れている。

なお，HEARTシリーズで記述された制御仕様書は，コ

ンバートするとテキスト形式の情報になり，中間ファイル

として存在する。中間ファイルの内容は公開する計画であ

り，この情報により，対象コントローラに対して，言語に

変換する「コンパイル方式」，テーブルデータとして変換

する「インタプリタ方式」のいずれも可能である。

画面エンジニアリングへの適用

HMI（Human Machine Interface）画面でメインとなる

のが，プラントをシンボル化したプラントフロー画面であ

る。プラントフローは，エンジニアリング時に，P& ID

（Piping and Instrumentation Flow Diagram）としてドキュ

メント化されることが多いが，最近では Visioなどが多く

使われている。プラントフロー画面は，通常この P& ID

を画面化するが，現在では専用の HMI 支援ツールや汎用

SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）に

人がインプットしなければならない。また，SCADAには

沢山の種類があり，各社の SCADA画面の間に互換性は

なく，一度作成した画面を別の SCADAに移植するのは

困難である。

そこでそれらの課題を解決すべく，Visioなどの OAソ

フトウェアを用いたプラント画面設計が注目されている。

HEARTシリーズも Visioで描かれたプラントフローをそ

のまま監視・操作画面化する機能を開発予定である。

あとがき

HEARTシリーズは，「専用ソフトウェアを用いた支援

ツール」が従来のツールの考え方であったが，これを打破

し，「制御仕様書を作成している OAソフトウェアをその

まま支援ツールにする」「制御仕様書をそのまま制御ソフ

トウェアにする」という，まったく新しい発想でのエンジ

ニアリング支援ツールである。HEARTシリーズの開発に

あたっては，ユーザー各位の積極的なご意見，熱烈なご要

望をいただけたことが，実現の大きな原動力となった。今

後もユーザーの立場に立った開発を進めながら，制御ソフ

トウェアのエンジニアリングのさらなる効率化と，高品質

化に貢献していきたいと考えている。

参考文献

シーケンス制御の技術動向．電気学会技術報告．no.781，
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吉野稔，北村純郎．OAソフトウェアを用いたエンジニア

リング支援ツール．計装．vol.44，no.7，2001，p.65-70．

（2）

（1）

（3）

（2）

富士時報 Vol.74 No.9 2001

516（28）

アプリケーション�
ソフトウェア�

仕様書�

プラットホーム�

OS

HMI

仕様書作成ツール�
機能仕様書�

仕様書作成ツール�
機能仕様書�条件テーブル�

仕様書�
�

　　＊�

汎用�
ソフト�
ウェア�
連携�

データ連携�

エンジニアリング�
パソコン�

DCS（ACSなど）�PLC（SXなど）�PLC（他社）�

仕様書作成機能/プログラム設計機能�
HEARTシリーズ�

＊＊� ＊＊�

WindowsNT，95，98，2000

Excel/Visio

汎用�
ソフト�
ウェア�
連携�

IBD�
仕様書�
�

　　＊�

プラント�
画面�
仕様書�
　＊＊�

ESPER SELECT BELIEVE
SFC/�
FB図�
仕様書�

タイム�
チャート�
仕様書�

計装�
フロー図�
仕様書�

ラダー図�

PLC支援ツール�
D300win

ソフトウェア�
シミュレーション�

ラダー図�

DCS支援ツール�
FPROCES-C

ソフトウェア�
シミュレーション�

＊�

＊　：開発中�
＊＊：開発予定�

仕様書作成機能� 仕様書作成機能�

プログラム設計機能� プログラム設計機能�

図６　HEARTシリーズの機能構成と今後の展開



菅沼　利昭

化学，食品プラントなどの計測・

情報・制御システムのエンジニア

リング業務に従事。現在，富士電

機システムズ（株）エンジニアリン

グ本部ソリューション統括部計測

ソリューション部担当部長。

吉野　　稔

化学・食品・薬品プラント計装制

御システムのシステム設計に従事。

現在，東京システム製作所第三シ

ステム技術部担当課長。

藤原　英昭

化学・食品分野向け情報システム

の企画，開発，設計に従事。現在，

（株）FFC産業システム統括部製

造ソリューション部。

富士時報 Vol.74 No.9 2001

まえがき

食品分野では，生産システムとして，生産設備の効率

化・安定化，安全な食品製造に対する HACCP（危害分

析・重要管理点）対応，さらに情報システムとして，調

達・生産・物流・販売の全体最適化を図る SCM（Supply

Chain Management）の構築が要求されてきている。

これらの要求に対応するため，自動化，IT（Informa-

tion Technology）化により，生産設備の監視制御システ

ムと物流・販売・調達などの情報・管理システムを融合し

た総合生産管理システムの構築が必要となってきている。

本稿ではマルチベンダー製品で構築した総合生産管理シ

ステムの概要および納入事例として，サッポロビール（株）

ビール醸造プラント向けの国内最大級のパソコンシステム

を紹介する。

システムの特長と構成

２.１ システムの特長

マルチベンダー製品による大規模システム

マルチベンダー製品（汎用パソコン，パソコンサーバ）

で，制御システムと情報システムを統合した大規模なオー

プン化統合システムである。従来の分散制御システム

（DCS）と同等の性能を実現するとともに，先進性とコス

トパフォーマンスの高い生産システムである。

フレキシブルな銘柄管理システム

変種変量生産に対応したフレキシブルなスケジューリン

グ機能，銘柄管理機能を実現している。製品切換を短時間

で行えるフレキシブルな生産システムである。

開発効率・保守性のよいシステム

設計・試験効率および保守性を向上させる高効率エンジ

ニアリングツールを採用した。このツールにより，ユー

ザー側によるコンカレントなエンジニアリング作業，ビ

ジュアルな工程進ちょくの管理が行え，エンジニアリング

効率・保守性向上を実現している。

SCM構築を支援する製造管理システム

製造設備の監視制御をベースとし，製造情報の管理，上

位ホストシステムとの連携を実現し，SCM構築を支援で

きる製造管理システムである。

２.２ システム構成

近年，パソコンはハードウェア，ソフトウェアの両面に

わたり，目覚ましい発展を遂げ，価格も低下している。

従来の専用機による DCSではなく，汎用パソコンを応

用した総合生産管理システムの構成例を図１に示す。

システム機能

３.１ 制御機能

高品質な製品の製造，フレキシブルな製造への柔軟な対

応および開発効率・保守性のよさをコンセプトとしており，

特徴は次のとおりである。

スケジューラからの自動起動を行っている。

高品質を維持するために，自動シーケンスの途中でガ

イダンスや音声メッセージを出力し，オペレータに確認

やデータの入力を求めるといった，人と調和した製造方

法である。

バッチ銘柄管理パッケージ（FLEX-BATCH）により

シーケンスの組合せが自由・自在である。

SFC＋Excel
〈注１〉

形式のタイムチャートによる階層化され

たシーケンスの構成を採用している。

３.２ 銘柄管理機能（FLEX-BATCH）

バッチプラント制御の国際基準である ISA-S88に準拠

した FLEX-BATCHは，SFC 表現による階層化された

シーケンスにより，複雑なバッチシーケンスの設計を容易

にしている（表１）。また，品種追加などによりシーケン

スの工程の順番が変わっても，パラメータの変更と同様な

感覚で簡単に対応できるようになっている。

スケジュールシーケンス

〈注１〉Excel ：米国Microsoft Corp.の登録商標

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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各製品を製造するときの設備の順序を定義している。

設備シーケンス

各設備内の工程の順序を定義している。

ユニットシーケンス

各工程内の機器動作を具体的な入出力機器と関連づけて

定義している。

週間スケジューラとのリンク

週間スケジューラの起動時刻になると FLEX-BATCH

のスケジュールシーケンスが起動され，処方のダウンロー

ドが始まる。

品種ごとの製造パラメータの管理

仕込み計画で登録した仕込み記号によって品種ごとの原

料の配合が決定され，FLEX-BATCHの銘柄，設備，ユ

ニットの各パラメータに展開される。各パラメータは，起

動する設備と連動してコントローラへダウンロードされる。

実績データの収集

運転した各設備の実績データをロット（順号）ごとに収

集し格納する。収集されたデータは，帳票出力または上位

伝送データとして使用している。

クライアントによるバックアップ（冗長化）

FLEX-BATCHのサーバがダウンしてもクライアント

がバックアップし，運転が継続できるようにしている。

３.３ スケジューリング機能

１週間単位の仕込みの計画を行い，予定された日時に予

定どおりの品種の仕込みを行うためのスケジューラである。

開始日，開始時刻および各種パラメータを設定し，予約す

ると開始時刻に自動的にスタートする。設定に際しては合

理性のチェックの機能がある。

３.４ オペレーション機能

自動ポップアップ画面

従来のように全自動を追求するだけではなく，高品質の

製品を確保するためにオペレータとの調和を図っている。

そのためにシーケンスの工程により自動的にポップアップ

ウインドウを出現させ，品質確認やデータの入力を促して

いる。

設備運転状態表示とシーケンス操作スイッチ

運転状態表示は，設備グループ→設備→シーケンス操作

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）
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スイッチと階層化されていて，該当設備の起動，一時停止，

再開，強制終了を行うことができる。プラントフロー画面

の左端に設備運転状態が一目で分かるように常時表示して

いる。

各機器の操作と状態表示

プラントフロー画面上のシンボルをクリックすると機器

の操作ウインドウが出現し，各機器のオーバーライドの操

作や強制オン・オフの操作が可能である。機器の各状態は，

プラントフロー画面上のシンボルが色替りし，オペレー

タが一目で分かるようになっている。

機器検索，タグナンバー検索機能

HMI（Human Machine Interface）で管理している機器

や内部計器および DI 信号を素早く見つけ出すための検索

したいタグナンバーを入力すると，該当する一覧画面の該

当機器にジャンプする機能である。

実行中工程の操作・表示機能

実行中工程状態（実行中，実行済みなど）を５色で色替

え表示している。また工程のモード（自動，手動など）切

換や指定工程実行（工程ジャンプ），強制終了が可能であ

る。なお，工程名称は，レシピにより文字と順番を自動的

に並べ替えて表示する機能が標準で装備されている。

セキュリティ機能

パスワードに４種類の操作レベルを設定している。管理

者レベルはすべての操作が可能，ゲストレベルは監視のみ

である。そのほかにオペレータレベル１と 2でプラント画

面や各種設定画面の操作を制限している。

３.５ エンジニアリング機能

開発効率・保守性のよいシステムをコンセプトとしてお

り，高効率を実現するために Excelなどの OA用ソフト

ウェアを使用したオープンなツールを採用している。

３.５.１ 高効率エンジニアリングツール

SFC 連携 Excel タイムチャート（図２）「HEART

（High Efficient Advanced engineeRing Tool）-SELECT

（Sfc rELational ExCel Timechart）」を採用し，設計およ

び試験の効率向上，品質向上を実現している。HEART-

SELECTは，Excelを用いたエンジニアリング支援ツール

であり，作成したタイムチャート表現の制御仕様書（以下，

仕様書と略す）から制御アプリケーションソフトウェア

（以下，制御ソフトウェアと略す）を自動生成する。また，

コントローラと接続して，仕様書の形でモニタリングを行

うことができる。図３に，従来システムと高効率エンジニ

アリングツールを使用した場合の業務工数の比較を示す。

また特長を以下に述べる。

パソコン＋Excelを使用した，オープンな動作環境で

ある。

ファイルは，Excel 形式のオープンなものである。し

かも，小さなサイズなので電子メールでのやり取りが容

易である。

仕様書から制御ソフトウェアを自動生成する。

Excelの仕様書上でのモニタが HMIでも可能である。

また，実行工程，出力信号，インタロック信号の状態を

色替えできる。

Excelの優れた編集機能〔複写，置換，検索，UNDO

（元に戻す）など〕と表示機能（拡大，縮小）および印

刷機能が利用でき，しかも簡単である。

同じ動きのシーケンスが複数ある場合は，nセット展

開テーブルの機能により，複数に自動展開できる。

出力に機器指定を行うとバルブやポンプのアンサーを

移行条件に自動で組み込むことができる。

インタロック定義により，異常要因を監視し一時停止

や指定工程にジャンプができる。監視工程は，要因ごと

に指定可能である。また，複数の異常が発生した場合は，

最初の要因を特定する機能がある。

シーケンスの起動，一時停止，再開，ジャンプ，強制

終了の機能が装備されている。

仕様書＝ソフトウェアなので，試験中に発生した変更

を仕様書にフォローする必要がない。

３.５.２ その他の Excel シートによるエンジニアリング

Excelで作成されたエンジニアリングデータ（仕様書，

機器リスト，タグナンバーリスト，I/Oリスト，内部計器

リスト，工程名称一覧，帳票フォーマットなど）を活用し，

HMIやコントローラがそのデータを参照して動く構造を

作り出している。さらに Excelシート上でモニタができ，

動作確認が可能である。これにより，仕様書の各データを

（10）

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）
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図２　SFC連携 Excel タイムチャート
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図３　従来システムと高効率エンジニアリングツールの工数比較
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そのまま利用でき，高効率のエンジニアリングを実現して

いる。仕様書と各ソフトウェアの関連を図４に示す。

３.６ 帳票機能

この機能は，バッチ終了後，バッチ報の印字を行うもの

である。フォーマットは Excelにて自由に作成でき，ロッ

トナンバーと使用量，各工程の開始・終了時刻と仕込み量

などの設定値や実績データの印字およびサーバへの自動退

避を行っている。また，本システムでは，オペレータが各

データを確認後，印字操作によってバッチ報が印字できる

仕組みとしている。

３.７ 製造管理サーバ機能

パソコンサーバを採用し，主に次に述べる機能を実現し

ている。

操業スケジュールおよび操業実績の一元管理

本サーバは，オペレータ入力による各種マスターデータ，

操業データおよびコントローラからの実績データを管理し

ている。本システムのデータベースとしては，SQL Server

7.0を使用している。

上位伝送機能

この機能は，本社ホストシステムからの送信要求に対し

実績データをテキストファイルへ編集し，本社サーバへ

FTP〔TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet

Protocol）によるファイル転送〕にて送信している。

総合生産管理システムの納入事例

納入事例として，2000年 3 月に完成した最新鋭のビール

工場「サッポロビール新九州工場」（図５）のシステムを

紹介する。

醸造設備の原料仕込みから酵母・発酵・貯酒・ 過まで

の全ラインを対象にした大規模なシステムである。

従来のコンソールタイプの DCSでの膨大な中央監視制

御室ではなく，21世紀の工場にふさわしい，マルチベンダー

製品使用によるオフィス感覚の最新鋭の制御室（図６）と

なっている。

システム構成

富士電機のオープン統合化制御システムである FOCUS

をベースに構成されている（図７）。

原料・仕込み・酵母工程，発酵・貯酒工程， 過工程の

各工程グループごとに制御 LANを設け，監視・操作パソ

コンが設置されている。各パソコン間は情報 LANによっ

て接続されている。各現場操作室，事務所に設置する監

視・操作パソコンおよび中央監視室に設置するデータサー

バもこの情報 LANに接続されている。

パッケージング工程やユーティリティ設備など他工程と

の伝送は，Ethernet
〈注２〉

で接続されている。また，データサー

バから，帳票データなどの運転実績を本社ホストシステム

に伝送している。

コントローラと現場の I/O 機器間は，フィールドネッ

トワークを使用し，省配線，フレキシビリティを実現して

いる。

現場機器はスマートタイプ発信器を採用しているため，

監視・操作パソコンから，発信器の状態表示，各種パラメー

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標

（1）

（2）

（1）
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図４　仕様書と各ソフトウェアの関連

図６　パソコン使用によるオフィス感覚の最新鋭制御室

図５　サッポロビール（株）新九州工場の全景
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タ設定が可能である。

データサーバは，各パソコンからの各種データ（トレン

ド，帳票，アラーム，レシピデータ）を管理する。

銘柄管理（FLEX-BATCH）パッケージにより，レシピ

データの作成，管理およびプラントの監視・制御，実績管

理など，銘柄を製造するために必要な機能を実現している。

週間スケジュール設定機能，自動スタート機能，実績確認

機能も提供している。

納入機器

主なハードウェアは次のとおりである。

™監視・操作パソコン（FMV）：17台

™データサーバ（GRANPOWER5000）：1セット

™コントローラ（ACS-2000）：20台

™各種 I/O機器：入出力点数　約 20,000 点

™発信器（FCX）：約 500 台

あとがき

食品分野は製品の多様化，生産拠点の再編による設備投

資が活発であり，自動化，IT 化の推進が加速されてきて

いる。

製造設備の計測・制御から発展し，製造部門と管理部門

を融合し全体最適化を図る SCM実現のための総合管理シ

ステムは今後，需要拡大・発展が見込まれる。

最後に本システムの完成にあたり，ご指導・ご協力いた

だいたサッポロビール（株）の関係各位に感謝する次第であ

る。
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まえがき

21世紀は環境の世紀である。企業は「持続可能な発展」

を継続するために，環境の維持・改善を進めることが緊急

課題になっている。1996年に制定された ISO14001（環境

ISO）は社会を構成するあらゆる階層の組織で環境保全活

動を推進し，身近な日常活動の中で環境改善を進めること

を促すもので，多くの企業が認証を取得し，実際に企業活

動に生かそうとしている。

ところが，実際に管理活動を効率的かつ継続的に行おう

とすると，さまざまな組織の意志統一，情報の一元化が必

要となり，また環境特有の専門的知見が必要となる。

これらの活動を支援するのが，環境情報管理システムで

あり，それを構築することにより，環境情報（ノウハウ）

の共有化が図れ，担当者が代わってもスムーズに継続的環

境管理活動が可能となる。

富士電機では，環境情報管理システムを「Eco_MEIS

TER」（エコマイスター）として体系化し，ユーザーに提

供すべく取り組んでいる。

本稿では，富士電機の環境情報管理システム（以下，

Eco_MEISTERと略す）の概要と薬品業界への導入事例

を述べる。

Eco_MEISTERの体系

ISO14001が要求する環境マネジメント活動を維持・発

展させるためには，定量的な環境データの計測・把握を基

本とした環境改善活動やエネルギー，廃棄物などの管理，

法規制への迅速な対応を効率的に支援する仕組みが必要と

なる。近年，これらの活動の成果を社会に開示することが

求められ，環境報告書という形で公表する企業が増えてい

る。さらに，その成果を将来のリスク管理に取り入れたり，

製品設計に反映するなど積極的に環境競争力を高めようと

する企業も現れている。富士電機は毎年発行する環境報告

書やホームページの中で，その取組みを公表し，より開示

性の高い活動にすべく環境保全活動を推進している。図１

に環境改善活動支援システムの位置づけ，図２に Eco_

MEISTERの商品体系を示す。

企業の環境保護活動を支援する情報管理システム
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システムの概要

Eco_MEISTERは現場の情報を効率よく収集・管理す

る環境モニタリングシステム，各種のデータを一元的に管

理し，ネットワークで運用する環境データベースシステム

を中核とする環境文書管理システム，化学物質総合管理シ

ステムなどの支援システムで構成される。以下に各システ

ムの概要を述べる。

３.１ 環境モニタリングシステム（EcoHIESSENCE）

環境モニタリングシステムは電力モニタリングシステム，

ガス・水道などのユーティリティのモニタリングシステム，

排出ごみの計量システムから構成されている。

電力モニタリングシステムは，各フィーダ単位に電力が

計測され，きめ細かなエネルギー管理が可能となる。既設

ケーブルに工事なしで簡単に接続できる分割 CT（Cur-

rent Transformer）とケーブルレスで通信可能な無線ネッ

トワークで構成される。

ユーティリティモニタリングシステムは，電力モニタリ

ングシステムと同様，無線ネットワークを使い，小型・軽

量の渦式流量計，圧力センサなどのセンサで流量や圧力な

どのプロセスデータ（環境データ）を計測する。

排出ごみの計量システムとしては，「廃棄物部署別計量

管理システム」をシステム化しており，紙ごみ，プラス

チックなどを排出部署別，種類別に管理ができ，ごみの総

量削減に効果がある。

３.２ 環境文書管理システム（EcoFILING）

ISO14001の活動状況をタイムリーに把握するのに有効

な情報ネットワーク利用の電子文書管理システムである。

実行文書の作成支援，審査・承認作業，配布作業が一元化

されており，毎月，四半期，年単位のチェック，審査が可

能である。また，環境マニュアル，教育計画，マネジメン

トプログラムなどの図面も管理している。図３に環境文書

管理システムの概要を示す。

３.３ 化学物質総合管理システム（EcoCHEMICAL）

PRTR法（532ページの「解説」参照）で義務づけされ

ている有害化学物質の管理と提出書類の作成が可能なシス

テムである。

化学物質は PRTR 法対応 1,300 種，総合化学物質対応

5,000 種とそれに対応する物性情報，法規制情報など数多

くのレシピを有しており，化学物質を継続的に管理し，か

つ削減する目的を持った総合化学物質管理システムである。

また，PRTR法以外の二十数種の法規制に対応しているこ

とや，簡易な排出移動率の設定方式を採用し使いやすいシ

ステムであることが特徴である。

３.４ 環境会計システム

環境庁（現環境省）が公表した「環境会計システムの確

立に向けて（2000年報告）」に基づき，社内イントラネッ

トを利用した環境保全コストの全体把握システムである。

原則として事業所エリア内，上・下流，管理活動，研究開

発，社会活力，環境損傷の各コストに分類し集計を行うが，

損傷コスト，人件費などの正確な把握が今後の課題であり，

年次システムの改善が進められている。

３.５ 情報開示・環境教育システム

近年，企業や行政のアカウンタビリティ（説明責任）が

求められ，Web 配信を利用した情報開示システムは有効

な手段の一つである。富士電機では，ホームページによる

情報開示を目的としたシステムを構築している。

また，環境教育システムはビジュアルな動画画面と説明

図を組み合わせたユニークなプレゼンテーションシステム

で，環境教育に適切なシステムである。

製薬メーカーへの納入事例

４.１ システムの概要

2001年度に環境 ISOの取得を目標としている佐藤製薬

（株）八王子工場向けに，今まで部署ごとにおのおの単独で

管理されていた「環境データ」「エネルギーデータ」など

を一括管理する環境情報管理システムを納入した。

工場内に，新たに 100 Baseのスター型光ファイバネッ

トワークシステムを構築し，離れた建屋間の各部署のデー

タを高速収集し，情報サーバに保存する。また，環境文書

管理用サーバを構築し，各部門端末や情報サーバと連携さ

せることにより，環境 ISOの事務管理（ワークフロー）を

行う構成となっている。図４にシステム構成を示す。

環境 ISOは，取得後も継続的な改善が必要となる。具体

的には，電力，水，廃棄物などの量の削減を，部門ごとの

管理によりスパイラルアップしていく必要がある。本環境

情報管理システムでは，環境文書管理システムと環境モニ

タリングを二つの柱として，このスパイラルアップを強力

にサポートしている。
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図３　環境文書管理システムの概要
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４.２ パートナーシップ宣言

一般に環境 ISOの取得によるメリットとは，次のよう

なことが考えられる。

企業イメージアップ

環境経営による企業風土改革

エネルギー資源の削減によるコストメリット

従業員の意識改革

法対応によるリスク管理強化

社会貢献

環境 ISOの取得を強力にサポートするために，佐藤製薬

（株）八王子工場と富士電機は，次のようなパートナーシッ

プ宣言を行った。

佐藤製薬（株）と富士電機との共同ワークによる環境

ISOの取得

環境 ISOの取得済み他社工場の見学と研修

富士電機東京システム製作所における実機研修

環境 ISOの更新審査（富士電機東京システム製作所）

への勉強参加

貸出し機（デモンストレーション機）による自由研究

本パートナーシップ宣言に沿って，認証取得に向けた各

種のサポートおよび定期的コンサルティングを実施した。

図５にコンサルティングのワークフローを示す。

４.３ 環境文書管理システム（EcoFILING）の導入

ISO14001を取得し，これを運用していく際に，環境文

書の取扱いが問題となる。例えば，各部門では毎月あるい

は四半期ごとに環境活動を行ってきた実績データを文書と

してまとめ報告する必要がある。また，環境事務局では少

なくとも年に数回，環境マニュアル・基準書などの改版し

た文書を関連部門に大量に配布する必要がある。環境文書

管理システムでは，これらの文書の登録，審査，承認，改
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（4）
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（2）
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版，配布などがおのおののWeb 端末から行え，紙の文書

による回覧・配布を必要としない。また，電力消費実績な

どの実行（実績）文書の作成，承認などの進ちょく状況を

各部門単位で把握できる機能も併せて持っている。図６に

文書管理の遷移フローを示す。

４.４ 環境モニタリングシステム

４.４.１ 無線ネットワークを利用した環境データ収集

環境 ISO 取得への第一段階として，電力データを重点

的に収集した。これらの環境データは，工場敷地内に多数

点在しているため，データ収集が容易なフレキシブル無線

ネットワーク〔SS（Spread Spectrum）無線〕を利用し

たエコモニタリングシステム（EcoPASSION）を適用し

た。以下に特長を記す。

省配線・省施工・省スペース

無線システムのため，各局間のネットワーク構築にケー

ブル布設工事が不要である。また，電力量計測の際，測定

対象のフィーダケーブルに分流形電流センサをはさみ込む

だけで計測が可能となるので，工事費を低減できる。さら

に信号変換機能と無線機能を一体化したコンパクト設計の

ため専用収納盤などが不要となり，導入コストを抑えるこ

とができる。図７に既設盤内設置施工例を示す。

低ランニングコスト

使用者免許が不要な小出力の無線を利用したシステムで

あるため，通信費が不要である。

通信の高信頼性・システムの容易な拡張性

EcoPASSIONは局間距離が約 500mの送信能力を持っ

ている。また，ネットワーク構成を自動的に検出し，デー

タ送信の際にルートの一部が障害物などで不通になること

があっても，データの送信ルートを自動で決定し，別ルー

トで送信することができるため，信頼性の高いネットワー

クを構築することができる。さらに，中継局を用いること

で通信範囲の拡張が可能である。

４.４.２ 環境モニタリングを担う情報サーバ

各現場から収集された環境データは，情報サーバに蓄積，

一元管理され，環境保全活動をサポートする。

情報サーバには以下の機能がある。

実績管理機能

収集された環境データを，サーバ内のデータベースに格

納・保存する。

電力量・給排水帳票作成機能

データベースに格納されたデータを基にデータ種別ごと，

建屋ごとに日報・月報・年報を前年度，当年度の平均また

は合計データと合わせ編集し帳票を作成する。

電力量・給排水データ表示機能

工場敷地をデザインした画面に，環境データを建屋ごと

にリアルタイムで表示する。

あとがき

富士電機が取り組む「企業の環境保全活動を支援する情

報管理システム」について紹介した。

「環境の世紀」である21世紀にあたり，富士電機は環

境・情報・サービス分野はもとより，ISO 認証取得企業と

しての実績を基に，企業が抱える環境保全活動に関するさ

まざまな課題のソリューションを提供し，豊かでゆとりあ

る社会の実現に向け努力する所存である。

最後に，本システムをご採用いただき，事例紹介をご快

諾くださった佐藤製薬（株）八王子工場の関係各位に感謝申

し上げる次第である。
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在，東京システム製作所第三シス

テム技術部担当課長。

富士時報 Vol.74 No.9 2001

まえがき

鉄鋼業は経営環境が悪化しているにもかかわらず，制御

装置の重要性と安定操業の確保のために，国内外で制御設

備の老朽化更新が継続的に行われている。しかし昨今のデ

フレスパイラルに見られるように，国内では設備投資の縮

小化および分割化がなされ，予算の規模は縮小化の一途を

たどっている。

製鋼設備は，複数の設備の制御装置が異なるメーカーで

構成されているので，その情報の集中化が必要である。ま

た省力化・合理化の加速による，オペレータおよびメンテ

ナンス要員の削減が進んでいる。

これらの条件を考えると，この更新におけるポイントは

次のようになる。

建設・運用のコストミニマム化

段階的な更新の実現

他メーカーとのデータリンク

管理データの電子化

保守性の向上・遠隔化

本稿では，旧形態の計器盤式制御システムの更新から，

十数年前の分散制御システム（DCS）の更新までを，一括

更新および部分・段階的更新の例を踏まえて説明する。

製鋼プラントの制御システムから見た特徴

製鋼プラントは高炉から受けた溶銑を，溶銑予備処理設

備から転炉設備，真空脱ガス設備，炉外精錬設備，および

連続鋳造設備を経て鋼塊とし，下工程へと渡す処理機能を

持っている。

２.１ 溶銑予備処理設備

複数の吹込みステーションと粉体輸送設備で成り立ち，

計測・制御システムは十数ループのアナログ制御と数百点

から数千点のディジタル入出力により構成される。必要と

される DCSは中規模となる。この設備は設備の建設当初

からほとんどが，DCSで建設されている。第二世代MIC

REX-ＰⅡ以降の DCS 数十セットが稼動している。

２.２ 転炉設備

２ないし３基の転炉と共通設備で成り立っている。転炉

では主に溶銑の脱炭を行い，その製鋼プロセスは複雑な化

学反応を伴っている。運転条件は複雑で，操業はバッチ式

であり，表１のような工程で操業される。設備は，上吹設

備，底吹設備，OG排ガス処理設備，OG排熱ボイラ設備，

サブランス装置，副原料・合金投入設備などの複数の設備

で構成されている。この転炉では，数十ループのアナログ

制御と１万点以上のディジタル入出力による大規模 DCS

が要求され，そしてランスの駆動制御系には高速のプログ

ラマブルコントローラ（PLC）が要求される。また上位の

プロセスコンピュータと密接に連携し，各設備で複雑な制

（5）

（4）

（3）

（2）
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表１　操業工程�

操業工程� 設備名称�

待　機�

副原料投入設備�
�
溶銑・スクラップ�
ひょう量設備�

前装投入準備�

主原料（溶銑・�
スクラップ）装�
入�

プロセス�
コンピュータ�

スタティックモデル計算�

底吹設備� 底吹ガスの流量切換�

吹　錬�

出　鋼（製品の�
最終調整および�
払出し）�

ランス昇降設備�
上吹設備�
底吹設備�

吹錬パターンによるランス高さ・�
酸素流量および底吹流量の制御�

OG排ガス処理設備�不活性ガスゾーンの形成制御�

NCP0（最適炉圧�
制御）設備�

転炉ガス回収�

OG排熱ボイラ設備�アキュームレータの最適運用制御�

副原料投入設備�
スラグ造さい材の投入�
冷却材の投入�
スロッピング防止材の投入�

サブランス設備�
溶鋼温度，溶鋼中のフリー酸素濃�
度および炭素含有量の測定�

プロセス�
コンピュータ�

ダイナミック制御�
吹止制御�

合金投入設備� 合金の投入�

主原料の指定量のひょう量�

機　能�
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御がされている。転炉は1960年代から建設されている設備

であり，計器盤＋ PLCの装置から最新式DCSに更新済み

の制御装置まで，装置の状況は多種多様である。世代別の

稼動 DCSは，第一世代の MICREX-Pは数セットで，第

二世代のMICREX-PⅡ（1991年ごろまで）から第五世代

のMICREX-AXまでの数十セットである。また転炉設備

は，複数の設備からなるため，未更新設備ではメーカーが

統一されていないのが現状である。

２.３ 真空脱ガス設備・炉外精錬設備

簡単な上吹・底吹設備，合金投入設備などで成り立ち，

その制御装置は，十数ループのアナログ制御と数百点の

ディジタル入出力により構成される。この設備は数十年前

から設置されているが，システムは計器盤＋PLCでの設

備が大半である。しかし10年ほど前から建設されているも

のは，小規模DCSが採用されている。

２.４ 連続鋳造設備

複数のストランドと共通設備により構成されている。制

御装置は，数十ループのアナログ制御と数百点以上のディ

ジタル入出力により構成され，中規模 DCSが適する。現

在稼動DCSは，MICREX-P，PⅡ，PⅢ，IXなど数十セッ

トある。

制御システムの更新・拡張および機能の向上

３.１ 設備投資の形態

次のような投資の形態がある。

設備更新の予算が DCSの導入に程遠く，現状の修理

部品が枯渇したアナログ計器の更新に限定する設備投

資

システムの一部を第一期工事で更新し，第二期工事お

よびそれ以降で，全体を DCSに仕上げる設備投資

第一期工事で PLCを更新するか，DCSの HMI（Human

Machine Interface）を更新するかの判断ポイントは，そ

の対象機種のメンテナンス用部品の枯渇状況による。

システムのすべてを一度で更新する設備投資

この設備投資は転炉設備全体になれば多額のものとなる

が，真空脱ガス設備などであれば，小規模 DCSの適用で

可能なので，設備投資はそれほど大きくはならない。一括

更新の場合，設備の全体のたたずまいが明確に決定でき，

システムのより高度な自動化を含めて，システムは構築し

やすい。

３.２ 更新・拡張の形態

更新・拡張形態は次のように各種いろいろなものがある。

アナログ計器限定の更新，小規模DCS（パソコン＋ PLC）

での更新，および最新の第五世代MICREX-AXを採用し

た更新・拡張とがある。

３.２.１ アナログ計器に限定した更新

デスク・計器盤に設置している調節計をディジタル調節

計コンパクトコントローラＭ（型式：PDA）に更新し，

その他のアナログ信号もそれに取り込む。このコンパクト

コントローラＭは，オープン化・ネットワーク化に対応し

ているので，上位とのデータリンクの基礎ができる（図１

参照）。最大４ループの制御ができ，またトレンド表示機

能もあり一種の超小型DCSといえる。入出力は，AI ８点，

AO8 点，DI 10点，および DO 10点である。転炉・OG排

ガス処理設備などでこの更新方法を実施してはいるが，将

来の拡張性に欠け，あくまで応急の対策と考えるべきであ

る。

３.２.２ 小規模DCS（FOCUSおよび FOREST）での更新

PLC（MICREX-F，SX）に PID 制御モジュールを搭載

し，十数ループの制御を行う。また既設に PLCが設置さ

れていれば P，PEリンクで接続し，PLCの情報をパソコ

ンに集中化できる。アナログ制御ループが少なく，電気制

御が主体になる真空脱ガス設備・炉外精練設備，および単

独監視・制御される転炉の水処理装置などにこの方法は適

している。しかし転炉装置においては，将来の発展性を考

えると，HMIに MICREX-AXの AOS-PC2000を適用さ

せることが得策である。

３.２.３ 第三世代MICREX-PⅢでの増設

MICREX-AXには制御 LANが DPCSの機種があり，

MICREX-PⅢと混在でき，更新前に設備の増設ができる。

このMICREX-AXは将来活用できるので，むだのない設

備投資が可能となる。

３.２.４ MICREX-PⅡのMICREX-AXでの更新・拡張

転炉では装置全体の一括更新が今まで主流であった。し

かし今後は，経済事情により，段階的な更新・拡張に移行

すると考えられる。MICREX-PⅡはゲートウェイを使っ

て，MICREX-AXへの更新が段階的にできる（図１参照）。

またソフトウェアのコンバートにより，HMIのソフトウェ

ア財産はMICREX-AXに容易に継承できる。

またMICREX-PⅡは，既設ロッカーの I/O 端子部分が

コネクタ方式になっているので，ロッカー（不要なMPU

などの機器は撤去）ごと流用でき，外線ケーブルもほとん

どそのままの状態で流用できる。これにより工事費用を大

きく削減できる。この方式は製鋼分野を含め他分野でも実

施済みである。

保守部門の詰所に保守用 HMIを設置するために，デー

タウェイ（DPCS）やビデオ信号を光ケーブルで延長して

いたが，MICREX-AXの場合は，容易に Ethernet
〈注〉

でパソ

コンと接続できるので，市販ソフトウェアの導入により，

インターネットで遠隔監視ができるようになった。高価な

DCSの HMIを設置しないので，建設費用が減少する。

３.３ 他設備との伝送

他メーカーの設備との伝送は，情報の集中には欠かせな

いものである。伝送の方法は，FL-net，ME-NET，Ether

netなど各種存在するが，その特徴を考えて適用する。
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３.３.１ FL-net

他社 PLCとの接続は，新設の場合においては国内で標

準化されている FL-netが最適であり，今後の主流となる。

2000年から転炉設備で適用したものがすでに稼動中である。

３.３.２ ME-NET

既設の他メーカーの設備と LANで接続する最強の手段

は，汎用 PLCの標準 LANである ME-NET〔伝送速度

1.25 Ｍビット/秒（bps），ブロードキャスト伝送，最大64

局〕を使用することである（図１参照）。この ME-NET

は汎用 PLCであれば追加でき，ソフトウェア定義は容易

なので，自社 LANを使用している意識で取り扱える。製

鋼設備では，数セットの実施例がある。

３.３.３ Ethernet

他社の DCSとの Ethernetを使った制御 LANの接続は，

接続の経験のない PLCが対象になれば，伝送手順の取決

めおよび接続試験などが必要になり，前出のME-NETな

どと比較すると適応しにくい面がある。しかし情報 LAN

においては，そのオープン性により，電話回線を使用した

遠隔からの設備診断，操業解析など用途は格段に広がって

いく。

機能向上

パソコンの情報処理機能を利用したシステムを以下に紹

介する。このシステムに使用するパソコンは，付帯装置な

ので，FAタイプではなく標準品を使用している。

４.１ パソコントレンドシステム

高速（数百 ms）で多量のデータトレンドは DCSには

不向きである。PEリンクでコントローラに接続されたパ

ソコンを設置し，パソコントレンドシステムを実現させる。

データは，市販ソフトウェアで加工するために定形フォー

マットで取出しができる。このシステムは十数年にわたり，

改良を重ね数世代の DCSで運用されてきている。

４.２ パソコン警報管理システム

このシステムは，MICREX-PⅢシステムにおいて，操

作履歴およびアラーム印字の紙詰まりを端に開発されたも

のである。プリントアウトさせる代わりにパソコンに記憶

させるものであり，ペーパーレス化と多量の履歴保存可能

になり，保守部門に貢献している。当然最新機種において

は，Ethernet 経由にて本機能は実現される。

あとがき

製鋼における計測・制御は，計器盤・リレー盤による計

測・制御装置からメーカー独自の DCSを経て，オープン

なパソコンを主体にした DCSと発展してきた。これから

も更新を容易にする連続性のある計測・制御システムを考

え，またランニングコストまでを含めたトータルコストの

最小化を常に意識し，ニーズに添った的確なソリューショ

ンを供給していく所存である。
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まえがき

2001年 3 月に開港した韓国の仁川（インチョン）国際空

港は，現在の金浦空港で賄っている国際線を今後の需要拡

大も見越して，全面的に移行するために建設された。また，

年間 2,700 万人の旅客と170万トンの貨物を処理できるター

ミナルを備え，年間17万回の離着陸が可能な 4,000メート

ル級滑走路を 2 本持つ仁川国際空港は近年最大級の空港で

あり，世界的にも注目を集めている。将来構想として，滑

走路の増設と給油タンクの増設があり，2020年まで増改築

工事が計画されている。

本稿では高信頼性を追求した航空機燃料の給油設備用計

装制御システムについて，その概要を紹介する。

高信頼性を追求した航空機燃料の給油設備用計装制御
システム

529（41）

碇谷　　武（いかりや　たけし） 神谷　泰行（かみや　やすゆき）

図２　仁川国際空港給油設備の概要（DCS画面）

図１　仁川国際空港の全景



高信頼性を追求した航空機燃料の給油設備用計装制御システム

給油設備の概要

仁川国際空港の給油設備は空港敷地の北東部端に位置し

ている。給油燃料は対岸の燃料備蓄・送油用タンクからパ

イプラインを使い，圧送ポンプにて敷地内の給油タンクに

受け入れられる。受け入れた燃料は払出ポンプによりエプ

ロン地区（旅客ターミナルの航空機駐機場）の埋設配管に

送り出される。エプロンにはハイドラントバルブ（給油

ホースの接続口）が設けられ，サービサ（給油ホース，計

量器，フィルタセパレータなどを搭載した車両）を経由し

て航空機に給油される。このような払出方法（ハイドラン

トシステム）は同時に複数の航空機に対して安全で短時間

に燃料を供給することができ，大規模空港に有効な給油シ

ステムである。空港の全景を図１に，給油設備の概要を図

２に示す。

制御システム

燃料の受入れから払出しまで，その動きを監視制御する

計装制御システムは，燃料管理用コンピュータ GRAN

POWER 7000と統合化制御システムである MICREX-IX

（オープン化）および FOCUS-Ｐで構築した。また構成機

器は二重化して，高信頼性を実現した。さらに，バックアッ

プ用DCS（Distributed Control System）のコントロール

ステーションとオペレータステーションを設けた。システ

ム構成を図３に示す。

３.１ オペレータステーション

受入設備監視用にオペレータステーションを 2 台，払出

設備監視用に 2 台，払出バックアップ用に 1 台を設置し，

FOCUSシステムと専用キーボードを提供した。受入用と

払出用の４台は同一機能を持たせ相互のバックアップを可

能としている。

３.２ 管理用コンピュータ

本コンピュータは UNIX
〈注１〉

マシンを採用し，二重化構造

としてホットスタンバイ方式のデュプレックスシステムで

高信頼化を図っている。本給油施設はジェット燃料を扱う

ため，品質管理および安全管理はきわめて重要である。機

能概要としては燃料の受入れ，静置，払出しなどのタンク

状態管理機能を核に，タンク在庫量管理，レポート出力音

声ガイダンス出力などを行っている。このタンク状態やタ

ンク切換などのガイダンスは Ethernet
〈注２〉

回線を経由して

DCSに表示されオペレータにガイダンスを提供している。

本管理用コンピュータでの主な機能は次のとおりである。

共通機能

レポート管理，音声ガイダンス制御

タンク管理機能

タンク状態，タンク待ち行列，タンクレベル

（2）

（1）
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図３　仁川国際空港給油設備計装システムの構成

〈注１〉UNIX：X/Open Co., 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

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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在庫管理機能

在庫量計算，1 時間ごとのタンク漏えい監視，受入可能

量計算，払出可能量計算

３.３ 制御 LAN

制御システムとコンピュータを Ethernetで同一回線上

に結ぶことで，プロセスデータや管理情報の交換を容易に

し，かつ迅速に行うことができた。また，Ethernet 二重

化切換器を使用して回線自体の二重化も行い高信頼性を実

現した。Ethernet 二重化切換器の出力はどちらの回線に

もデータを流し，入力は常に先に受信された方をデータと

して選択するような機構になっている。

３.４ 制御装置機能の概要

制御装置は設備系統ごとに分け，受入系統，払出系統，

バックアップ系統の３系統とした。これらは次の機能を分

担している。

３.４.１ 受入系統

給油施設内の受入圧力監視とタンク受入弁を中心とする

弁開閉制御，タンク切換制御およびパイプライン側，メー

タプルービングシステムの監視制御とデータ送受信機能を

有している。

３.４.２ 払出系統

タンクから払出ポンプヤードまでの圧力監視と制御，ま

たポンプ吐出流量制御と台数制御を行っている。主な機能

を以下に述べる。

ポンプ払出ヘッダ圧力制御

エプロンの圧力を一定に保つ制御で，施設の圧力設定値

を運転モードにより自動的に選択し，プログラム制御と

PID 制御および流量の PID 制御の組合せにより払出ポン

プの回転数制御をすることで実現している。また，ポンプ

起動台数ごとに設定値の切換を行っている。

ミニマムフロー弁制御

ポンプを低流量で長時間運転した場合，液体温度の上昇

が起こり，ポンプの障害を誘発する恐れがある。よってポ

ンプ保護のためにミニマムフロー弁を調節し，循環ライン

を使ってポンプの入口に戻すような制御を行っている。

また，ミニマムフロー弁はポンプ吐出圧力が高圧になら

ないように開度調節する，圧逃がし制御も行っている。

ポンプ台数制御

総吐出流量のデマンドにより，払出ポンプの起動・停止

を制御し，上記 ， 項の制御と組み合わせて行われる。

また，タンク払出弁を中心とする弁開閉制御，タンク切換

制御およびラインパックシステム，モータバルブシステム

とのデータ送受信機能も行っている。

３.４.３ バックアップ系統

メイン制御システムの保守時などメインの制御システム

が使用できない場合のバックアップ用としての機能を受け

持つ。

本空港は24時間空港であるため，一般プラントのように

プラントを停止した定期点検が行えず，いつでも払出しを

可能としなければならない。よって，メイン制御装置の点

検時は本バックアップ装置で操業を行う。また，バック

アップ制御システムの制御装置も二重化している。これに

より四重化ともいえるシステム構成を実現し，ジェット燃

料の安定供給を図っている（図３参照）。

３.５ 光フィールド計装システム（FFI）

背　景

航空機燃料は揮発性のため，その計測機器は防爆構造で

あることが求められる。また，空港敷地は非常に広く，障

害物が少ない所であるから，落雷もよくある（新東京国際

空港，関西国際空港の実績による）。さらに無線機による

ノイズなど，計装信号への外乱要素がいろいろと考えられ

る。FFI（Fiber-optic Field Instrumentation system）の

現場機器は基本的に本質安全防爆であり，光ディジタル信

号で計測値を伝送するので，信号線の周囲の磁界・電界の

影響をまったく受けない。当然，無線機などの影響で計測

値が突然変化することもない。このように FFIは航空機

燃料供給設備の計装システムとして非常に適したものであ

る。以上の理由により，本設備でも FFIを採用した。

バックアップ方式とその特徴

FFIは上位機種と１対１で信号の送受信を行うため，メ

イン・バックアップ切換スイッチの信号でメイン DCSが

FFI 機器と伝送を行うか，バックアップ DCSが伝送を行

うかを決定している（図４参照）。

切換は光信号セレクション方式のため，接点が介在せず，

このスイッチ信号のみですべての信号の切換を行える。こ

れにより FFI 信号も二重化し，さらに高信頼性の制御シ

ステムの実現につながった。

（2）

（1）

（2）（1）
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あとがき

以上，仁川国際空港の給油設備用計装制御システムに関

して，システムの高信頼性・冗長性に重点を置き，概要を

紹介した。

仁川国際空港は2001年の 3 月29日以来，順調に稼動して

いる。今後予定の拡張工事が2020年まで続き，ますますの

発展が期待される。富士電機も本設備で得た信頼を裏切ら

ぬよう今後とも高品質な製品を提供できるよう努力したい。

最後に，本システムを構築するにあたり，多大なご指

導・ご協力をいただいた，仁川国際空港給油施設（株），韓

進建設（株），LG 産電（株），千代田化工建設（株）の関係各

位に厚くお礼を申し上げる。
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解　説 PRTR法

排出量・移動量の概念図

排出量�
（大気）�

原材料，資材など�

取扱量�
廃棄物�

移動量�

排出量�
（土壌）�

排出量（水域）�

製造品�

搬出量�
工場�

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律」を略して，化学物質管理

促進法または PRTR法という。

PRTRとは，Pollutant Release and Transfer Regis-

terの略語である。この法律は，有害性のある多種多

様な化学物質が，どのような発生源から，どれくらい

環境中に排出されたか，あるいは廃棄物に含まれて事

業所の外に運び出されたかというデータを把握し，集

計し公表することを義務づけている。2002年 4 月以降，

21人以上の雇用を有し，規定の化学物質を扱う事業者

は都道府県に対し報告義務が生じる。
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テム製作所第三システム技術部担

当課長。

通堂　祥司
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まえがき

近年，写真フィルム分野では写真性能の高品質，高感度

の要求が厳しくなる一方，市場の変化から大幅なコストダ

ウンを求められている。さらに地球温暖化防止に対応して，

製造工程での大幅な省エネルギーも求められている。この

ような要望にこたえるために，システム制御技術の高度化

による精密な制御が要求されるようになってきた。

写真フィルムの製造工程，主に乾燥工程において，高精

度に温湿度を制御し，かつ省エネルギーによる大幅なコス

トダウンを達成する空調プロセス用最適制御システムの開

発に取り組んできたので，ここに高品質・省エネルギーを

追求した MES（Manufacturing Execution System）ソ

リューションとして紹介する。

写真フィルム生産プロセスの概要

写真フィルムはポリエステルもしくは酢酸綿の支持体

（ベース）上に，ハロゲン化銀微結晶を均一に分散した写

真用乳剤を塗布したものであり，下記の工程で製造される。

図１にカラーフィルム製造工程の例を示す。

ベース製造工程

ポリエステルもしくは酢酸綿を溶解し，製膜して下引き

加工する工程

乳剤製造工程

™乳剤仕込（ⅠR）：硝酸銀から必要な粒子径と形状の

ハロゲン化銀に結晶化する工程

™乳剤熟成（ⅡR）：仕込で生成されたハロゲン化銀に

増感用の添加剤を加えて感度を上昇させる工程

™乳剤調整：カプラや硬膜剤などの各種添加剤を加えて

最終塗布液に調整する工程

塗布乾燥工程

乳剤製造工程で作られた感光液をベースに塗布して，所

定の温度と湿度で乾燥させ，巻き取る工程

切断・包装工程

ロール状の塗布済みベースを所定のサイズに断裁し包装

する工程

塗布乾燥工程の高品質化と省エネルギー化

３.１ 塗布乾燥工程の概要と温湿度制御

フィルム塗布乾燥工程・空調設備全体の概要を図２に示

す。

乳剤製造工程で作られた感光液はコータ（塗布器）で

ベースに塗布され，冷風で冷却して液中のゼラチンを固

化させる。その後，ベースは複数の乾燥プロセスを通過

して，感光液中の水分を蒸発させる。

各乾燥プロセスは製品の種類ごとに異なる温湿度条件

が設定されており，ベースは所定の品質が保たれるよう

な乾燥速度に制御されながら乾燥が行われる。

乾燥速度に若干でもずれが発生すると品質に重大な影

響を与えるために，各プロセスに設定されている温湿度

を厳密に制御する必要がある。

各プロセスの温湿度は，除湿機からの低湿度空気と空

調機からの戻り空気を混合後に，各プロセスごとに設置

されている温水・冷水を用いる熱交換器および蒸気を噴

霧する加湿器で構成される空調制御システムで制御され

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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カプラ�

硝酸銀，ゼラチンなど� 増感材�

乳剤仕込み�

乳剤製造工程�

切断・包装工程�

ベース製造工程�

塗布・乾燥工程�

塗布�

（塗布済み�
　元巻き）�

断裁� 内装�

製品出荷�

外装�運搬�

巻取り�

乳剤熟成�

図１　カラーフィルムの製造工程の例
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る。

特に品種切換において異なった温湿度に変更されると

きもしくは非生産時から塗布時への移行において，負荷

変動や外乱があったときでも速やかに設定値に到達する

高速応答性が必要とされる。また，同時に塗布時は温湿

度制御の安定性が要求される。

こうした高速応答性や安定性が求められる一方，写真

フィルム生産プロセスにおいて乾燥工程で使用するエネ

ルギーが主要部分を占めるので，省エネルギーも達成す

ることが制御システムに要求される。

３.２ 空調機温湿度制御の最適化

空調機温湿度制御の最適化を図３に示す。

空調機の冷水コイルは対象空気の冷却と除湿（コイル表

面温度などの条件によるが）を行う。よって冷水弁開度操

作は温度と湿度（露点）の両方に影響し，温度と湿度（露

点）の一方のみを制御しようとしても除湿と冷却の両方を

伴ってしまう。一方，温水コイル弁操作は温度にのみ影響

し，同様に蒸気弁操作は，ほぼ湿度（露点）のみに影響す

る。したがって空調機の温湿度制御は，温度と露点の 2 入

力の制御目標に対して影響の異なる冷水，温水，蒸気の３

出力で制御することが必要となる。さらに，空調機ごとに

品種の異なった条件と非塗布中と塗布中の負荷変動に対応

するため，弁サイズの異なる温水コイル弁と蒸気弁それぞ

れ 2 台を設けている空調機もある。

従来技術による制御としては主に以下の 2 種の方法が使

用されるが，スプリット制御（V型）の組合せでは温湿度

の制御精度が十分でなかった。一方，冷水弁開度を固定し，

設定値温湿度以下に十分に冷却し，再度温水弁で温度を制

御し蒸気弁で湿度（露点）を制御する方法では冷水，温水，

蒸気の三つの弁が同時に開き，エネルギーロスが発生して

いた。

今回開発した最適化システムでは，温度と露点の両方に

影響を及ぼすクーラをコンピュータ内部の特性モデルを使

用して冷却か除湿かを選択し，冷水コイルでの冷却量を最

適化した。これによりエネルギーロスを最小に保ちながら

干渉補正を行い，高精度の温湿度制御性を実現した。制御

システムには次節の除湿機温湿度制御を含め，分散制御シ

ステム（DCS：Distributed Control System）とコンピュー

タ「GRANPOWER」を用い構築した。

３.３ 除湿機温湿度制御の最適化

除湿機温湿度制御の最適化を図４に示す。

除湿機は乾燥工程に空調機冷水コイルでは除湿できない

低湿度空気の製造装置として使用している。設備コスト低

減のために複数の空調機に対して共通に１台使用している

（6）

（5）
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図３　空調機温湿度制御の最適化
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図２　フィルム塗布乾燥工程・空調設備全体の概要
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が，写真フィルム生産プロセスでは最もエネルギー使用量

が多い装置である。

液体吸収方式（湿式）では塩化リチウム液，固体吸着方

式（乾式）ではシリカゲルなどを使用し，低温では被除湿

空気から水分を吸収し，高温では水分を放出することを利

用している。湿式除湿機では水分を吸収して薄まった塩化

リチウム液を蒸気弁で加熱して一定濃度（再生）とし，乾

式除湿機では水分を吸着したロータを加熱し再生する。

湿式除湿機では冷水弁操作により水溶液の温度を制御し，

必要な湿度として，複数の空調機に送風する。よって冷水

弁開度操作は温度と湿度（露点）の両方に影響してしまい，

さらに複数空調機に影響してしまう。遅れ時間が非常に大

きいプロセスであり，従来技術による除湿機の温度条件を

変更する方法では，除湿機出口の温湿度の両方が変動して，

行き先空調機の温湿度を所定の制御精度に保つうえで影響

が出てくる懸念があった。一方，温湿度固定で制御すれば，

空調機の低湿度条件に保つことができなかったり，逆に過

剰に除湿して，空調機で再加湿するエネルギーロスが発生

してしまっていた。

今回開発した最適化システムでは，行き先の複数空調機

に影響を及ぼす除湿機の影響を予測し，制約条件を判断す

る機能を有している。除湿機での湿度を複数の行き先空調

機で要求される温湿度に最適化することにより，エネル

ギーロスを最小に保ちながら高精度の温湿度制御性を実現

した。

３.４ 最適制御導入による高品質化と省エネルギー化

最適制御導入結果を図５に示す。空調機のクーラの省エ

ネルギー動作（空調機の冷水弁開度が減少）にもかかわら

ず，空調機の温湿度制御精度は従来の PID 制御と比較し

て同等以上の制御結果が得られた。

同様に除湿機の省エネルギー運転時における空調機での

温湿度制御は，除湿機での温度・湿度上昇（結果として冷

水と蒸気使用量の減少）にもかかわらず，空調機の温湿度

制御精度は従来の PID 制御と比較して同等の制御結果が

得られた。

最適システム導入の省エネルギー効果事例として，該当

工場における冷水熱量の変化を対前年との比較で示した。

前年比較で 27 ％の大幅な減少となり，システムの効果が

実証された。

システム構成

最適制御システムの最適制御論理部は GRANPOWER

にて実行し，従来の古典制御にあたる部分は DCSにて構

成している。

万一，コンピュータに不具合が発生した場合でも，DCS

単独の運転ができるよう考慮している。

システム構成例を図６に示す。

４.１ コンピュータシステム

４.１.１ ハードウェア

コンピュータは GRANPOWER7000シリーズモデル 200R

を使用した。主記憶は 256Mバイト，補助記憶は 8 Gバイ

トである。

４.１.２ 機　能

DCSが収集しているデータを制御回線 DPCS-F 経由で

収集し，収集したデータを読み込み，最適制御ロジックを

実行し，実行結果（操作値）を DCSにデータ伝送する。

４.１.３ 基本ソフトウェア

最適制御ロジックを実行する基本ソフトウェア構成を図

７に示す。
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オペレーティングシステム

UXP/DS：UNIX
〈注１〉

SVR 4.2MPに準拠したオペレーティ

ングシステム

ミドルウェア

LVCF：二重化ディスク制御

DF-ROSE：リアルタイム処理環境

PFILE：プロセスデータファイル管理および入出力ソフ

トウェア

DCP：DPCS-Fアクセスソフトウェア

PDS：DCSデータ収集，工業値変換処理パッケージ

EYSNET：パソコンとのインタフェースパッケージ

FSINET：パソコンとの PFILEインタフェースパッケー

ジ

アプリケーション

応用ソフトウェア：本システム向けソフトウェア

制御定数（設定値，パラメータ）については，テーブル

化することにより，最適制御チューニングを容易にした。

プロセスファイル管理（PFILE）採用により，高速演算

を可能にしている。

また，最適制御演算結果による最適制御と DCSによる

古典制御を切り換えられるようにしている。切換時の制御

変動をなくすように，制御系の設定値（SV），操作値

（MV）を互いに追従するように工夫している。

４.２ DCS

製造システムとして，DCSには EIC（電気，計装，コ

ンピュータ）統合化情報・制御システム「MICREX-IX」

を採用し，銘柄管理システムにはフレキシブル銘柄管理シ

ステム「FLEX-BATCH」を採用しコンピュータ（GRAN

POWER）に搭載した。

EIC 統合化情報・制御システムMICREX-IXは，「統合

とオープン」「進化と継承」をコンセプトに開発された

DCSである。

４.２.１ 統合とオープン

情報統合・情報連携をキーワードとし，EIC 統合とトー

タルオートメーション（PA，FA，OA統合）を基本コン

セプトとする。特に EIC 制御機能を無駄なく効率的に実

現する EIC 統合は核となる考え方である。また制御用と

情報用の LANを使い分け，情報 LANには Ethernet
〈注２〉

を用

い，オープンシステムを実現している。

４.２.２ 進化と継承

常にその時代の最先端技術を取り込んで機能・性能の向

上を図るとともに，過去からの経験や豊富な資産を有効に

活用できなくてはならない。例えば，オペレータステー

ションは操作方法の統一を図り，画面の互換性を維持しな

がら，CRTの高解像度化，多色表示化，ウィンドウ表示，

ITV 画像重畳機能などの高機能化を実現してきた。コン

トロールステーションなどはハードウェアの互換性を維持

しながら，高速化や筐体（きょうたい）のコンパクト化を

図ってきた。

４.２.３ フレキシブル銘柄管理システム「FLEX-BATCH」

フィルムプラントは多品種変量生産工程であり，品種に

より必要な製造工程や設定値も異なり，品種ごとに条件を

コントローラに設定する必要がある。この仕組みを銘柄管

理機能という。

FLEX-BATCHでは，銘柄管理機能をWindowsNT
〈注３〉

上

で動作させ，Ethernet 経由でコントローラとデータの送

受信を行えるようパッケージ化している。

FLEX-BATCHの特徴は次のとおりである。

国際規格 IEC61512-1（ISAS-88.01）に準拠

難しいバッチシーケンスが簡単に作成可能

階層化シーケンス構造で，処方データの作成・変更が

容易

シーケンスの一時停止，歩進，ジャンプ，中継機能が

標準装備

オンラインメンテナンスが可能

使いやすいバッチ報・バッチトレンド（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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〈注１〉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

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標

〈注３〉WindowsNT：米国Microsoft Corp.の登録商標
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高品質・省エネルギーを追求したフィルムプラント向けMES…

あとがき

写真フィルム生産プロセスにおける最適制御化による高

品質・省エネルギーシステムの導入事例を紹介した。今後

ともフィルムの生産プロセスでは工場別の特質を踏まえな

がら，さらなる高品質・省エネルギー技術開発に取り組ん

でいく予定である。また，省エネルギー，制御精度向上と

設備投資削減やコスト削減は相反する命題ではなく，プロ

セスの徹底的見直しと必要な制御システム開発を行えば達

成できる命題と考えている。

さらに今後は経営情報システムと直結した製造システム

の構築が要求されている。

したがって，これからの写真フィルムシステムとして，

経営情報システムと直結したMES

アドバンスト機能が容易に実現できるコンピュータ制

御システム

の構築に向け，ユーザーとメーカーが協力し，よりよいシ

ステムを開発・提供していく所存である。

参考文献

木戸一博ほか．感光材料塗布乾燥プロセスにおける空調シ

ステムの温度動的モデル．化学工学論文集．vol.22，no.1，

1996．

木戸一博ほか．感光材料塗布乾燥プロセスにおける空調シ

ステムの温度制御．化学工学論文集．vol.23，no.6，1997．

御厨隆．バッチプロセスコントローラ．計測制御．1997-6，

p.32-40．
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（1）

（2）

（1）
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エネルギー分野など計測制御シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，東京システム製作所第

三システム技術部次長。
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火力発電所などエネルギー分野の
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業務に従事。現在，東京システム

製作所第三システム技術部課長補

佐。
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まえがき

エネルギープラントは，現代の社会活動に深くかかわっ

ている。このため本分野の制御システムには高信頼性が強

く要求される。一方で，電力の規制緩和に代表されるよう

に，建設面・運用面でのコスト削減が要求されてきている。

さらには，情報技術の発展によりシステムのオープン化も

要求されてきている。

富士電機は，目覚ましい発展を続けているコンピュータ

技術および通信技術を取り入れた，オープン統合化分散監

視制御システム「MICREX-AX」を提供している。これ

に，従来のエネルギープラントにて培われた高信頼化の思

想を融合し，高信頼でコストパフォーマンスのよいシステ

ムを実現している。

システムの構成

図１にMICREX-AXによるエネルギープラント向け監

視制御システムを示す。また，図２にMICREX-AXにお

ける二重化システム構成を示す。システムの構成要素は，

大きく下記の三つに分けることができる。

オペレータとのインタフェースとなる部分（ヒューマ

ンマシンインタフェース：以下，HMIと記す）

プロセスの制御を行う部分（コントローラ）

HMIとコントローラを結合する部分（制御 LAN）

以下，HMI，コントローラ，および制御 LANにおける

高信頼化の考え方について紹介する。さらに，支援機能の

充実により保守機能を強化し，プラント全体の高信頼化の

例を紹介する。富士電機の制御システムの信頼性に対する

ランクと設計方針を表１に示す。

（3）

（2）

（1）
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高信頼性を追求したエネルギープラント向け監視制御システム

HMI の高信頼化

オペレータとのインタフェースは，オペレータステー

ション（以下，AOSと記す）とデータベースステーショ

ン（以下，ADSと記す）が行う。AOSの画面表示には，

プラントの運転状況が一目で分かるグラフィック画面，グ

ループ画面，システム状態画面，ヒストリカルメッセージ

画面などがある。ADSは，システム全体に共通するデー

タを一元的に管理している。例えば，システム時計，トレ

ンドデータ，アラーム発生・復旧記録などがこれにあたる。

AOSおよび ADSには，世界標準のパソコンを採用し，

汎用パソコン，FAパソコン，および富士電機が開発した

パソコンボードを顧客の要求に合わせて選択できる。OS

（Operating System）にはWindowsNT
〈注１〉

を採用し，オープ

ンな環境を提供している。

オープンな環境でかつ高信頼性を確保するために，AOS

および ADSは，以下の方式を採っている。

AOSは，完全に同一な機能のシステムを複数台設置す

ることとしている。これにより，仮に１台の AOSが停止

しても残りの AOSにてオペレーションの継続が可能とな

り，高信頼化を実現している。

ADSは，データの一元管理の性質上，１システムに１

台となっている。このため，ADSを待機冗長方式の二重

化とし高信頼化を実現している。これにより，稼動系の

ADSが停止しても，待機系がバックアップとして作動し，

オぺレーションには，まったく影響を及ぼさないようにし

ている。

コントロールステーションの高信頼化

プロセスの制御は，コントロールステーション（以下，

ACSと記す）にて行われ，プラントの信頼性に対し，大

きく影響を与える部分であり，信頼性については，特に注

意をしなければならないものである。

ACSは，富士電機が DCS（Distributed Control Sys-

tem）を製作してから継続して提供しているMICREXシ

リーズの中で，最新式のコントローラであり，フィールド

での実績を十分に上げているコントローラの資産を十分に

継承した高信頼のコントローラである。ACSは，MPUの

二重化に代表されるようにハードウェア面での高信頼化に

加え，システム構成面でも高信頼化を図っている。以下に

個々の方式について述べる。

MPUの二重化

二重化用のMPUは，シングルと同一なハードウェアを

採用し，簡単な回路構成で冗長化の共通部を減らすことで

高信頼化を実現している。データは，稼動・待機のMPU

間で等値化しており，稼動系異常時にも瞬時に待機系に切

り換わり，プラントの運転にはまったく影響が出ないよう

にしている（図３参照）。

I/Oの二重化

従来まで富士電機の標準の I/Oの二重化範囲は，AI，

AO，PI，POまでであった。ACSでは，DI，DOも含め

完全二重化が可能となった。これによりシステムの信頼性

（2）

（1）
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〈注１〉WindowsNT：米国Microsoft Corp.の登録商標

表１　富士電機の制御システムの信頼性に対するランクと�

　　　設計方針�

A

B

社会に重大な影響
を与える事故（火
災，爆発，漏えい，
飛散，破裂）を防
止する装置�

自動制御不能時は，
安全のため手動運
転を許容せず，直
ちに対象機器を停
止させる必要のあ
る装置。そして，
対象機器の停止に
より，直ちにユ
ニットトリップに
波及する装置�

機能喪失が許容でき
ない重要装置であり，
2 out of 3 方式な
どの多重化による誤
動作・誤不動作防止
の設計を行う。�

単一故障によるユ
ニットトリップを防
止するため，すべて
多重化構成とする。�

ランク� ランクの定義� 考え方� システム設計方針�

回路構成：ハードワ
イヤードによる多
重化構成。また，
MPUを使用する
場合は，2 out of 
3 方式などの多重
化構成�
センサ：原則として
多重化�
電源：無停電化�

MPU：二重化�
PIO：二重化�
センサ：多重化�
電源：二重化�

C

自動制御不能時は，
安全のため手動運
転を許容せず，直
ちに対象機器を停
止させる必要のあ
る装置。そして，
対象機器の停止に
より，ユニットの
出力が低下する装
置�

単一故障によるユ
ニット出力の低下を
防止するため，多重
化構成とする。ただ
し，上記に比較し出
力への影響が小さい
のでPIOは一重化と
する。�

MPU：二重化�
PIO：一重化�
センサ：多重化�
電源：二重化�

D

E

自動制御不能時は
手動運転を行うが，
出力変化および長
時間の運転継続が
困難な装置�

単一故障で多数の操
作端が手動となる部
位のみ二重化構成と
する。�

MPU：二重化�
PIO：一重化�
センサ：重要なもの
のみ二重化�
電源：二重化�

自動制御不能時は，
手動運転により運
転継続が可能な装
置�

手動対応が容易であ
るので多重化しない。�

すべて一重化とする。�
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がさらに向上した（図４参照）。

I/Oの二重化にあたっては，I/Oモジュール数が増加す

るため，キャビネット面数の増加や価格上昇を伴う。また，

I/Oモジュールの単一故障では，対象ループが限定される

ことから，I/Oの二重化範囲は，故障時の運用障害などを

考慮し重要ループに限定することが多い。

電源の二重化

一般産業での，コントローラへの電源は 1 系統が一般的

である。これに対し，エネルギープラントでは，電源系統

そのものの高信頼化を図るため， 2 系統受電となることが

しばしばある。具体的には，商用電源と UPS（Uninter-

ruptible Power Supply）〔または CVCF（Constant Volt-

age Constant Frequency）〕電源の 2 系統または商用電源

と DC110V 電源の場合がある。ACSは，上記どちらの方

式でも受電可能であり，電源系統の高信頼化を図っている

（図２参照）。

センサの二重化

エネルギープラントは，ある系の状態が他の系に影響を

及ぼす干渉系であることが多い。このようなプラントに対

しては，制御の安定のため，あるセンサの信号を複数の系

統に使用し制御システムを構築している。このため，一つ

の信号の異常で複数の操作端が手動となり運転に大きな影

響を与える場合がある。これを防止するため，センサの二

重化を図り，片系の異常でも他系のセンサにて運転可能と

なるようにしている（図５参照）。

制御 LANの高信頼化

従来の富士電機の制御システムでは，メーカー独自の制

御 LANを採用し信頼性を確保していた。MICREX-AX

では，制御 LANとして Ethernet
〈注２〉

ベースの FL-net 準拠

LANを採用している。

FL-netは，トークンパッシング方式によるサイクリッ

ク伝送機能があり，Ethernetベースでありながら，ネッ

トワーク内各ノードの通信制御（衝突防止）をして一定時

間内の伝送を保証している。富士電機の FL-net 準拠

LANは，プログラマブルコントローラ（PLC）のような

FL-net 認定品と MICREX-AX構成機器が混在できるマ

ルチベンダーシステムを構築できることに加え，回線の切

換による二重化にも対応しており，オープンで信頼性の高

い制御 LANである（図６参照）。

支援機能の充実によるプラントの高信頼化

最近の傾向として，運転の省力化のため少人数でのプラ

ントの運転が余儀なくされてきている。富士電機では，少

人数でも安全に操業できるよう，オペレータの監視を補助

するインテリジェントアラームをはじめとする運転支援シ

ステムを提供している。これにより，プラントの異常兆候

（4）

（3）
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を早期に発見し，予防処置を的確に処置することが可能に

なり，プラント全体としての信頼性を高めている（図７参

照）。

あとがき

以上，MICREX-AXを用いたエネルギープラントの監

視制御システムの高信頼化について述べてきた。富士電機

は，これからもユーザーの多様なニーズにこたえ，優れた

性能と高い品質のシステムの開発・提供に努力していく所

存である。

参考文献

若杉繁実．火力発電所のボイラ制御システム．富士時報．

vol.70，no.7，1997，p.359-363．
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受賞者：伊東　淳一〔（株）富士電機総合研究所〕

論文名：「負荷中性点を用いた単相高力率コンバー

タによる永久磁石同期電動機駆動」（産業応用部門大

会）

近年，電気機器から電源系統に発生する高調波電流

が問題になっている。インバータではリアクトルの追

加によって高調波電流を低減できるが，体積・質量が

増加する。そこで，本論文では外付けのリアクトルを

用いることなく，高調波電流を「家電・汎用品高調波

抑制ガイドライン，クラスＡ」まで低減可能な電力変

換回路を提案し，永久磁石同期電動機についても適用

可能であることを実験により示した。

図１に示す提案回路は電動機の中性点を利用し，電

動機の漏れインダクタンスを入力リアクトルとして利

用する。入力電流は電動機にとって零相電流となり，

インバータのゼロベクトルと電源側レグを用いて入力

電流を正弦波状に制御する。また，電動機の制御は正

相分電流によって行われる。提案回路を用いて永久磁

石電動機を駆動することで 150 ％以上のトルク発生

と，10 ％から 100 ％までの速度制御性を実験により

確認し，簡易的な電動機駆動が十分行えることを示し

た。さらに，750W定格負荷時の入力電流ひずみ率は

1.8 ％であり，PWM整流器としても有用であること

を実験により確認した。

この結果，開発した回路は同種の従来形回路よりス

イッチング素子数を二つ少なくすることができる。本

方式は小型化に大きく寄与することから，電動機と一

体形インバータに有用である。

＋－

（1） 受賞者：松本　康〔（株）富士電機総合研究所〕

論文名：「鉄道車両用１インバータ・複数台誘導機

駆動ベクトル制御方式」（産業応用部門大会）

鉄道車両駆動の分野では小型・低コストの観点から，

１台のインバータで複数台の誘導機を駆動する方式が

主流となっている。同時に，車輪ー線路間の空転・滑

走現象を抑え，乗客に乗り心地の良さを提供するとと

もに雨天時のダイヤを確保するため，高速応答かつ高

精度なモータドライブ技術が必要とされている。そこ

で，本論文では１インバータ・複数台誘導機駆動シス

テムに適用できる高速・高精度な電動機制御方式につ

いて提案し，その詳細について安定性解析やシミュ

レーション解析などの理論検討，およびミニチュア試

験装置での実験結果を交えて説明した。

図２に提案する制御方式を示す。この制御方式は一

次磁束を基準としたベクトル制御方式を採用しており，

車輪径差や軸重差により電動機の回転速度や負荷状態

にばらつきがある場合でも優れた制御性能を実現する

ことができる。

本制御方式の採用により，現状の空転・滑走制御の

性能向上はもとより，クリープ制御に代表される新た

な空転・滑走制御手法の複数台誘導機駆動鉄道車両シ

ステムへの適用が期待できる。

（2）
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図２　提案する制御方式

電気学会では創立100周年記念事業による学術振

興基金の運用（表彰）規程に基づいて，2000年に開

催された全国大会，部門大会，支部大会および研究会

において講演した若手会員の優秀論文発表者と優秀技

術報告を対象に表彰した。富士電機グループでは優秀

論文発表者として産業応用部門大会において2名，産

業応用部門研究会において1名が受賞した。以下に受

賞者3名の発表論文の概要を紹介する。
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受賞者：三野　和明〔（株）富士電機総合研究所〕

論文名：「ワールドワイド対応整流回路のシミュ

レーション解析結果と実験結果」（産業応用部門研究

会）

現在，世界各地ではさまざまな系統電圧が存在する。

電力変換装置はそれぞれの電源電圧に対して使用する

半導体素子の耐圧が異なるため，個別に設計・製作し

なければならない。そこで，本論文では 600V 耐圧の

半導体素子を適用できる AC 200V 系/AC 400 V 系共

用のワールドワイド対応三相高力率整流回路を提案し，

シミュレーションおよび実験結果を交えて提案回路の

実用性を紹介した。

提案した主回路は図３に示すような構成である。主

回路は低速ダイオード D1 ～ D6とスイッチング素子

S1 ～ S6からなる双方向スイッチ回路と電解コンデン

サからの逆電流を防止する高速ダイオード D7 ～ D12

で構成され，すべて 600V 耐圧の半導体素子を適用し

ている。ここで，各相のスイッチング素子を制御する

ことで，入力電流を高力率に保ちながら交流電圧を直

流電圧に変換する。

図４に効率特性，図５に力率特性を示す。11 kW定

格負荷時の効率は AC200V 入力時 94.7 ％，AC400V

（3） 入力時 97.4 ％となり，力率は 0.99 以上，入力電流の

ひずみ率は 2 ％以下と良好な性能を示した。また，直

列コンデンサ電圧の個別制御を採用することでコンデ

ンサ C1と C2にそれぞれ並列に不平衡な負荷を接続し

ても C1と C2の電圧をバランスさせることができ，三

相のうち一相が欠相しても他の２線間で単相動作に切

り換えることで動作が可能であることを実験により確

認した。

本方式は高い入力電圧でも低い耐圧の半導体素子を

適用できるので，ワールドワイド対応の電源や入力電

圧変動が大きい地域に設置する電源として期待できる。
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製造業の IT 化動向とプロセス計装システムの IT 化について展

望した。素材産業分野ではサプライチェーン全体にわたる計画系の

IT 化と実行系であるMES，監視制御システムの IT 化が同時推進

されることが期待されている。また国内の多くの監視制御システム

は更新の時期を迎えており，顧客製品競争力強化のためにもオープ

ン化情報制御システムによる実行系のリニューアルが期待されてい

る。関連する高度監視・制御，フィールドバス，エンジニアリング

ツール，プラントメンテナンス，環境情報システムについても展望

した。

生まれ変わる計測・情報・制御システム（その動向と展望）

土屋　泰則 井上　芳範

富士時報 Vol.74 No.9 p.491-497（2001）

富士電機は「進化と継承」をコンセプトとしてオープン統合化分

散監視制御システム「MICREX-AX」を開発した。「継承」とは，

すでに多くの顧客に使用していただいている DCS 財産の継続と信

頼性・高速応答性の維持であり，「進化」とはオープン化，多様な

顧客要求へのソリューション提供である。開発コンセプト「進化と

継承」の「継承」については別稿に譲り，本稿では「機能分散・フ

ラット化と IT 統合化 PAS」「情報と制御の融合・オープン化」を

キーワードとして「進化」について紹介する。

進化するオープン統合化分散制御システム

森　　孝一

富士時報 Vol.74 No.9 p.498-501（2001）

オープン統合化分散監視制御システム「MICREX-AX」は，「進

化と継承」を開発コンセプトとしており，オープン化で進化しつつ，

ユーザーのレガシーの継承を実現する制御システムである。ユーザー

にとって，レガシーを有効的に継承しておくことは大きな課題であ

り，AXシステムは要求にこたえるシステムとなっている。本稿で

は，レガシーを効果的に保守運用しながら，更新する方法について，

更新事例を紹介しながら，「資産継承」について説明する。

顧客レガシー（設備財産）を継承する分散制御システム

笹谷　俊幸

富士時報 Vol.74 No.9 p.502-506（2001）

次世代のプラント計装制御・情報通信システムの共通インフラス

トラクチャーとしてフィールドバスが期待されている。富士電機は，

光ファイバ式フィールド計装システム「FFI」の経験をベースに国

際標準化活動に多くの貢献をし，国際規格に基づく光フィールドバ

スシステム「FFX」を発売した。本稿では，光計装システム（FFI，

FFX）の具体的な適用例について紹介する。

グローバルスタンダードに対応した光計装システム

小林　益之

富士時報 Vol.74 No.9 p.507-510（2001）

高効率エンジニアリング支援ツール「HEARTシリーズ」を開発

した。HEARTシリーズは，オフィスオートメーションソフトウェ

アの Excel，Visioを用いており，仕様書作成ツールとしての機能

と，DCSと PLCのプログラミング支援ツールとしての機能を兼ね

備えている。SFC，タイムチャート，条件テーブル，計装フロー図

などの制御仕様書から DCSおよび PLCのアプリケーション制御ソ

フトウェアを自動生成する。また，コントローラと接続して，仕様

書上でモニタリングを行うことができる。

生産性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール

吉野　　稔 北村　純郎 藤澤　昭博

富士時報 Vol.74 No.9 p.511-516（2001）

食品分野は，生産システムとして，生産設備の効率化・安定化，

安全な食品製造に対する HACCP（危害分析・重要管理点）対応，

さらに，情報システムとして，調達・生産・物流・販売の全体最適

化を図る SCMの構築が要求されてきている。本稿では総合生産管

理システムの概要および事例として，サッポロビール（株）ビール醸

造プラント向けのシステムを紹介する。従来は専用機の分散制御シ

ステムでしか実現できなかった大規模，高機能の処理をパソコンに

て実現した日本最大級のパソコンシステムである。

マルチベンダー製品で構築する食品プラント向け総合生産
管理システム

菅沼　利昭 吉野　　稔 藤原　英昭

富士時報 Vol.74 No.9 p.517-521（2001）

企業では環境の維持・改善を進めることが緊急課題になっている。

富士電機は，環境マネジメントシステムを「Eco_MEISTER」とし

て商品メニューの体系化を図ったので，その概要と各パッケージの

内容を説明する。また，製薬メーカーへの納入事例として，システ

ムの概要，環境文書管理システムの導入，環境モニタリングシステ

ムなどを紹介する。

企業の環境保護活動を支援する情報管理システム

松本　祥一 中川　雅史 渡辺　大介

富士時報 Vol.74 No.9 p.522-525（2001）

鉄鋼業は国内外で制御設備の老朽化更新が継続的に行われている。

しかし昨今のデフレスパイラルに見られるように，国内では設備投

資の縮小化および分割化がなされ，予算の規模は縮小化の一途をた

どっている。本稿では，製鋼プラントの制御システムの特徴，設備

投資の形態，各種制御システムの更新形態（計器盤のシステムから

旧DCSまで），他設備との各種伝送方法，パソコンによる現行機種

の DCS機能向上などを具体的な実施例をもって説明する。

更新・拡張が容易な製鋼プラント向け分散制御システム

吉岡　秀樹

富士時報 Vol.74 No.9 p.526-528（2001）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

Fuji Electric developed the advanced open process automation sys-

tem MICREX-AX  based on the concept of evolution  and inheri-

tance.   The inheritance  means inheriting the property of distributed

control systems already used by customers and maintaining reliability

and high-speed response.  The evolution  means developing open

systems and offering solutions to various customer requirements.

This paper describes the evolution  under the key words of distribu-

tion and flattening of functions and information-technology-integrated

process automation systems  and fusion and opening of information

and control.

Evolving Advanced Open Process Automation 
System

Koichi Mori

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.498-501  (2001)

This paper reviews the trend of information technology (IT) appli-

cation to the manufacturing industry and the IT application to process

instrument systems.  In the material industry, the concurrent advance

of IT applications to the planning system for the whole supply chain

and the execution systems, i.e. the manufacturing execution system

and monitor/control system, is desired.  Many of domestic process

automation systems are reaching the stage of renewal, and to increase

competitive power, the renewal of execution systems using open infor-

mation control systems is hoped for.  Related advanced supervision and

control systems, fieldbuses, engineering tools, plant maintenance,

environmental information systems are also reviewed.

Innovative Information and Control Systems for 
Industry (Trends and Prospects)

Yasunori Tsuchiya Yoshinori Inoue

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.491-497  (2001)

The fieldbus is expected to be a common infrastructure of next-

generation instrument and communication systems for plants.  On the

basis of experiences on the fiber-optic field instrument system FFI,

Fuji Electric made a large contribution to the international standardiza-

tion activity and put on the market the optical fieldbus system FFX

in accordance with the international standard.  This paper describes

actual examples of the optical fieldbus systems FFI and FFX.

Optical Fieldbus Systems in Accordance with the 
International Standard

Masuyuki Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.507-510  (2001)

The advanced open process automation system MICREX-AX

was developed with the concept of evolution and inheritance.   It

maintains users  own property while evolving toward open systems.  It

is a big problem for users to effectively inherit their property, and the

system AX can meet this requirement.  This paper describes the

inheritance of property,  quoting examples of methods to renew a sys-

tem while the system is effectively operated and maintained.

Distributed Control Systems Inheriting Customer 
Property

Toshiyuki Sasaya

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.502-506  (2001)

The food industry has come to require efficient, stable production

equipment for production systems, measures for hazard analysis criti-

cal control point (HACCP) for safe food production, and supply chain

management (SCM) to totally optimize procurement, production, dis-

tribution and sales.  This paper describes the system for the beer plant

of Sapporo Breweries, Ltd. as an example and outline of a total produc-

tion management system.  This is a top-class personal computer sys-

tem in Japan which can execute such large-scale, advanced processing

that was so far executed only with the distributed control system of an

exclusive machine.

Total Production Management System for a Beer 
Plant Built with Multi-Vendor Products

Toshiaki Suganuma Minoru Yoshino Hideaki Fujiwara

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.517-521  (2001)

Fuji Electric has developed the high-efficiency engineering tool

HEART series.   The HEART series uses the office automation soft-

ware Excel and Visio and has both functions of a drawing up tool for

specifications and a programming support tool for distributed control

systems (DCSs) and programmable logic controllers (PLCs).  Using

this tool, application control software for DCSs and PLCs is automati-

cally drawn up from control specifications such as a sequential function

chart, a time chart, a condition table, and an instrumentation flow dia-

gram.  Also monitoring on the specification is possible with a controller

connected.

Engineering Support Tool to Improve Productivity 
and Quality

Minoru Yoshino Sumio Kitamura Akihiro Fujisawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.511-516  (2001)

The steel industry in and outside the country is continuously

replacing obsolete control equipment.  However, because of deflation-

ary spiral these days, the equipment investment in Japan is reduced or

divided, and the budget scale steadily decreases.  This paper describes

the features of the control system of steel works, the form of equip-

ment investment, the form of replacement for various control systems

of instrument panels to old distributed control systems (DCSs), various

methods of transmission to and from other equipment, and improve-

ment in the DCS function of existing systems using personal comput-

ers, quoting actual examples.

Replaceable Distributed Control System for Steel 
Works

Hideki Yoshioka

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.526-528  (2001)

It is an urgent subject for enterprises to maintain  or improve envi-

ronment.  Fuji Electric developed environmental management systems

Eco_MEISTER based on ISO14001 and systematized the product

menu.  This paper describes an outline of the systems and the contents

of each package.  Also citing the system supplied to a pharmaceutical

company as an example, it describes an outline of the system, the

introduction of the environmental document management system, and

the environment monitoring system.

Environmental Management Systems Based on 
ISO14001

Shoichi Matsumoto Masafumi Nakagawa Daisuke Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.522-525  (2001)



年々増え続ける航空需要と2002年のワールドカップに向けて，

2001年 3 月29日に仁川国際空港が韓国に開港した。本空港のように

大規模な空港の給油施設では，多数の航空機に対して安全かつ確実

に燃料を供給するために，制御システムにも高機能・高信頼性が求

められる。また，本空港は24時間運用可能な空港であり，計装シス

テムにも24時間365日運転可能なことが要求された。本稿では，本

空港の概要，給油設備用計装制御システムの構成とその機能の概要

について紹介する。

高信頼性を追求した航空機燃料の給油設備用計装制御
システム

碇谷　　武 神谷　泰行

富士時報 Vol.74 No.9 p.529-532（2001）

写真フィルム分野では写真性能の高品質，高感度および低価格の

要求が厳しくなる一方，地球温暖化防止およびコスト面からも製造

工程での大幅な省エネルギーが求められている。本稿では，このよ

うな環境のもと，写真フィルムの製造工程，主に乾燥工程において，

モデル予測による最適制御を採用した空調プロセスの温湿度制御シ

ステムを構築した。高品質・省エネルギーを実現するMES（Man-

ufacturing Execution System）ソリューションとして紹介する。

高品質・省エネルギーを追求したフィルムプラント向け
MESソリューション

佐藤　中正 御厨　　隆 通堂　祥司

富士時報 Vol.74 No.9 p.533-537（2001）

エネルギープラントは，現代社会活動に深くかかわっているため，

制御システムには高信頼性が強く要求されるものである。一方で，

建設面・運用面でのコスト削減が要求され，情報技術の発展により

システムのオープン化も要求されてきている。富士電機は，最近の

コンピュータ技術および通信技術を取り入れた，オープン統合化分

散監視制御システム「MICREX-AX」に，従来のエネルギープラ

ントにて培われた高信頼化の思想を融合し，高信頼でコストパ

フォーマンスのよいシステムを実現している。

高信頼性を追求したエネルギープラント向け監視制御
システム

若杉　繁実 小澤　秀二

富士時報 Vol.74 No.9 p.538-541（2001）



In the photographic film industry, higher quality photo characteris-

tics, higher sensitivity, and lower prices have been required more

severely, while sharp energy reduction in the production process is

required from aspects of global warming prevention and cost.  Under

these circumstances, we have structured a temperature and humidity

control system for the air conditioning process that uses optimum con-

trol by means of the model reference system in the photographic film

production process, particularly in the drying process.  This paper

describes the MES (manufacturing execution system) solution to real-

ize high quality and energy reduction.

MES Solution for High Quality and Energy Reduction 
in Film Plants

Nakamasa Satou Takashi Mikuriya Shouji Tuudou

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.533-537  (2001)

Incheon International Airport, Korea, was opened on March 29,

2001, to meet the flight demand increasing every year and the 2002

W orld cup.  In the refueling facility of such a large airport, the control

system is also required to have advanced function and high reliability to

refuel many airplanes safely and surely.  Since this airport can operate

24 hours, the instrument system is also required to be able to operate

24 hours throughout the year.  This paper describes an outline of this

airport, the configuration of the refueling instrument and control sys-

tem, and an outline of the functions.

High-Reliability Airport Refueling Instrument System

Takeshi Ikariya Yasuyuki Kamiya

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.529-532  (2001)

Since energy plants have close connections with current social

activities, high reliability is strongly required of their control systems.

On the other hand, cost reduction in construction and operation is

required; moreover, with the progress in information technology, there

is a demand for open systems.  Fuji Electric has realized a high-reliabil-

ity, high-cost-performance system by combining the ideas of high relia-

bility cultivated during the past construction of energy plants with the

advanced open process automation system MICREX-AX  that incor-

porates the latest computer and communication technologies.

High-Reliability Monitoring and Control System for 
Energy Plants

Shigemi Wakasugi Shuji Ozawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.9 p.538-541  (2001)
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（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：電機システムカンパニー 東京システム製作所 第三システム技術部 電話（042）585-6030

　　　　オープンな素材であるパソコンを使用し

お客様のフィールドでの制御システムから，上位

の企業情報システムまで，Ethernetベースのネッ

トワークによるシームレスな結合が可能です。�

　　　　すでに多くのお客様にご使用いただいてい

る，DCSの信頼性・高速応答性を維持。アプリケー

ション資産を継承しつつ，新しいシステムへの移行

を容易に実現できます。�

進化
�

継承
�

卓越したアーキテクチャ，�
容易な操作性，�
次世代をみすえた先見性。�
MICREX-AXです。�

オープン統合化分散監視制御システム�
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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ソリューションを目指して進化・継承する
計測・情報・制御システム特集
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