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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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図１　光計装システムの納入実績例



グローバルスタンダードに対応した光計装システム

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
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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
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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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