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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
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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
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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
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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）
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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
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「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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