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まえがき

富士電機では，日本道路公団（JH）向けの遠方監視制

御装置として，「SAS-550」を HDLC（High-level Data

Link Control）手順の採用に合わせて，1991年から納入し

てきた。その後，1993年から進められた遠方監視制御装置

のインテリジェント化（以下，総称して IG 子局と略す）

においても同機種にて対応してきた。

これに対し，最新の技術開発を取り込み，コンパクト化，

接続装置の拡張性などを実現する装置の必要性が増してき

た。また，JHにて縮小型 IG子局の仕様が提示され，それ

を満足する新型遠方監視制御装置の開発が望まれた。

本稿では，今回上記ニーズに応えるべく開発した新機種

「ASA-2000」（IG 子局），「ASA-350」（縮小型 IG子局），

およびコンパクト型コントローラ「MICREX-SX」に HD

LC伝送機能を付加した簡易伝送装置を用いたシステムの

紹介を行うとともに，入出力部ユニット「IPU2」を用い

た今後の製品展開を併せて紹介する。

図１に JH 向け遠方監視制御システムの全体と IG 子局

の位置づけを示す。

新型遠方監視制御装置の開発

２.１ ASA-2000（IG子局）の概要

ASA-2000は，実装効率の改善およびソフトウェア容量

の拡大を主目的に開発を行った。

ASA-2000の入出力部構成は，SAS-550で適用してい

た I/Oシェルフ＋ ITMユニットの構成から，IPUユニット

のみの構成に変更した。これにより，ロッカー外形を表１

に示す寸法に改良し，実装効率では実績比で 20 ％ほど向

上させた。今後は後に紹介する IPU2を採用し，さらなる

実装効率向上を図る予定である。

ASA-2000のソフトウェア構成は，実績のある SAS-550

のソフトウェア「FaisesV2」から「Fproces」にコンバー

トすることにより，短期間で開発を完了させかつ信頼性の

高いものとした。また，処理容量の見直しを効率よく行う

ため，先行開発済みの他分野向け ASA-2000をベースと

して，メモリエリアの拡大と高レベル定周期プログラム数

の拡大を行った。IG 子局の機能（表２）にはマクロ制

御・連動判定などの各処理があるが，それらの容量を拡大

し既設納入レベルのどの仕様にも対応可能とした。マクロ

制御・連動判定などの処理数は，各管理事務所単位で最大

処理数が変更になることが多く，SAS-550では，それら

の処理数の変更により逐次ソフトウェアを変更して対応し

ていた。今回の見直しにより，各管理事務所単位での変更

を減少させることも視野に入れ開発を行った。

ASA-2000の納入実績は次のとおりである。

™JH 高松管内四国横断自動車道（6 局）

™JH 彦根管内名神・北陸自動車道（15局）
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表１　ASA-2000 ロッカー外形�

項目�
型式�

幅（W）�

奥行（D）�

高さ（H）�

ASA-2000 SAS-550

600�

小500，中650，大800�

低1,950，高2,350

（単位：mm）�

700�

小500，大900�

低1,950，高2,350
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™JH 鹿児島管内東九州自動車道（5 局）

図２に ASA-2000の外観を示す。

２.２ ASA-350（縮小型 IG子局）の開発

ASA-350は縮小型 IG 子局と呼ばれる装置に対応して

おり，これは IG 子局の持つ機能を限定・固定化したパッ

ケージ型の子局である。

ASA-350では，盤内に VDF（入出力インタフェース用

端子台）を装備するため，ASA-2000と比較し一段と実装

効率の向上が必要であった。そこで，電源ユニットおよび

回線インタフェースユニットの小型化開発を行った。

ASA-2000の電源ユニット，回線インタフェースユニッ

トはおのおの４ピッチを占有している。これに対し，

ASA-350では，電源ユニットを MPUボード上の空きス

ロットにマウントするタイプとすることでコンパクト化を

実現した。また，回線インタフェースユニットも縮小型

IG 子局は１回線仕様であるため，１回線専用の回線イン

タフェースユニットを開発し，IPU2 横の空きスペースに

実装することが可能になりコンパクト化を実現した。また，

I/Oについても最新の IPU2を採用することにより実装効

率が ASA-2000 比 75 ％の向上を実現した。これらの小型
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表２　IG 子局の機能一覧�

機　能� 内　容�

状態変化時伝送機能�
監視情報が状態変化したときに状態変化信号のみを施設制御室に伝送する機能で，状態変化検知の�
高速化と中央処理装置の負荷軽減を図る。�

定周期伝送機能�
計測情報を定周期で施設制御室へ伝送する機能で，伝送効率の向上と統計処理などの中央処理装置の�
負荷軽減を図る。�

要求時伝送機能� 施設制御室からの要求時のみ情報伝送する機能で，伝送効率の向上と中央処理機能の負荷軽減を図る。�

マクロ制御機能�
1回の制御指令で一連の順序・連動制御をあらかじめ定められたパターンに従って子局側で実行する�
機能で，制御時間の短縮やイベント制御などを実現する。�

応動判定機能�
制御指令に対する応動の良否を判定しその結果を施設制御室へ通知する機能で，応答性の改善と中央�
処理装置の負荷軽減を図る。�

自動連動の判定処理機能�
現場連動の自動応動の良否を判定し，その結果の不一致アラームなどを施設制御室へ通知する機能で，�
応答性の向上と中央処理装置の負荷軽減を図る。�

状態変化遅延処理機能�
複数の状態変化が同時に発生したときに一定時間遅延し，種別コードを変えて伝送する機能で，処理�
装置の負荷軽減を図る。�

集約表示処理機能�
同種複数の主機監視入力に対して AND/OR の論理処理を行い，複数の監視入力を一つの事象情報と�
して伝送する機能で，中央処理装置の負荷軽減を図る。�

積算処理機能�
指定したデータを記憶積算し，施設制御室からの要求によりデータを伝送する機能で，中央側処理の�
負荷軽減を図り，異常時などのデータの欠測を防止する。�

情報保存機能�
特定の伝送履歴を保存しておき，施設制御室からの要求によりデータを伝送する機能で，伝送路が�
異常になった場合などのデータの欠測を防止する。�

子局内パラメータ機能� 子局内で記憶しているパラメータを子局メンテナンス機能を用いて変更・設定する。�

発生時刻付加機能�

時刻同期機能�

子局の時計を中央からの校正信号により同期させ，これにより発生時刻を付加して施設制御室へ伝送�
する機能で，統計処理，故障解析などの中央処理装置の負荷軽減を図る。�

ASA-2000

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

ASA-350

○�

○�

○�

ー�

○�

○�

○�

ー�

○�

○�

○�

○�

ASA-2000�
MPU 本体�

回線インタ�
フェース�
ユニット�

電源ユニット�

図２　ASA-2000の外観

ASA-350�
MPU 本体�

電源部�

IPU2部�

回線インタ�
フェース�
ユニット部�

図３　ASA-350の外観



日本道路公団向け新型遠方監視制御装置の開発および製品の充実化

化により，VDFを搭載可能なスペースの確保に成功した。

ASA-350の納入実績は次のとおりである。

™JH 室蘭管内北海道縦貫自動車道（1 局）

™JH 北上管内東北横断自動道（3 局：予定）

図３に ASA-350の外観を示す。

新型簡易伝送装置の採用ラインアップの充実

従来，低圧受電する単独設備の管理場所などには，IG

子局を設置する必要性がないため，簡易的な伝送装置が適

用されてきた。簡易であることから，その伝送仕様は特に

規定されず，メーカー独自の仕様が適用されていた。しか

し，HDLC 伝送仕様の標準化に伴い，統一伝送仕様によ

る維持管理の合理化が必要とされてきている。SAS-550

では，HDLC 伝送にて直結できる簡易伝送装置がなく，

これらの実現には，対向の簡易伝送装置によりシステムを

構成してきた。

ASA-2000の開発にあたっては，富士電機標準のコンパ

クト型コントローラMICREX-SXに HDLC伝送機能を付

加した新型簡易伝送装置の採用と開発を併せて行った。

簡易 HDLC伝送機能では，MICREX-SXの入出力部の

拡張性を考慮し，データ伝送容量の変更が容易に行えるソ

フトウェア構成を実現している。これにより IG 子局との

HDLC 伝送によるモデム接続が可能となり，コストダウ

ンをはじめ，実装効率・信頼性の向上が実現できた。

新型簡易伝送装置の納入実績は次のとおりである。

™JH 彦根管内名神自動車道（3 局）

図４に HDLC型簡易伝送装置の外観を示す。

今後の製品展開

４.１ ASA-2000の IPU2化

今後は，ASA-2000の入出力部を IPU2 化することで，

その適用範囲を拡大していく方針である。

IPU2は MPU～ I/Oユニット伝送に TCP/IP（Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol）を使用して

おり，今後管理信号の細分化に伴い増大する現場配線を光

回線やルータ回線接続にて LAN化させていくことが可能

な入出力ユニットである。図５に IG 子局の構成イメージ

を示す。

４.２ システムの適用例

以降に JH 向け遠方監視制御システムでの ASA-2000

IPU2 化のシステム適用例を示す。

４.２.１ インターチェンジ周辺部での適用例

JHでは，今までインターチェンジなどの高圧受電場所

に IG 子局，近隣の単独設備の管理には簡易伝送装置を設

置しシステム構築を行ってきた。隣接するさまざまな場所

の管理には，その設備規模や管理信号数，通信距離などの

各種条件の考慮によりシステム構成が検討されており，

種々の小規模装置が設置されている。表３にシステム構成

比較を示す。

しかし，維持管理の合理化が必要となってきている現在，

今後は統一仕様の選定が必要となる。本装置の適用では，

インターチェンジの IG 子局 ASA-2000から光回線などの

通信回線経由で管理場所の I/O 盤に設置した IPU2とイン

タフェースすることで対応が可能となり，遠方監視制御シ

ステムの一元化ができる。

また，本線照明設備では，代表的なインターチェンジに

IG 子局を設置しそこから I/Oを介して簡易伝送装置にて

各本線照明制御盤とインタフェースを行っていた。今後は，

代表のインターチェンジに IG 子局 ASA-2000を設置し，

各本線照明制御盤に IPU2を設置することにより対応が可

能となる。図６に今後のインターチェンジ部での適用例を

示す。

４.２.２ 長大トンネル部での適用例

長大トンネル部では，今まで主電気室に IG 子局，副電

気室に IG 孫局，その他集じん機室などに簡易伝送装置を

おのおの設置していた。主電気室と副電気室にはおのおの

の給電負荷があり，関連する動作にて 1トンネル内を制御

する設備が構築されている。

この場合，インテリジェント機能を動作させるためには，
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防災設備などの主機設備側より IG 子局と IG 孫局両方に

対し同じ火災信号を入力しなければならない制約があった。

これに対し，本装置を採用することにより，主電気室に

IG 子局 ASA-2000を設置し，他電気室の I/O 盤に IPU2

を設置することで遠方監視制御システムの構築が可能とな

り，主機側から同じ信号を出す必要性がなく，配線・シス

テムを含めトンネルシステム全体がシンプルな構成となる。

図７に今後のトンネル部での適用例を示す。ただし，本シ

ステムの適用にあたっては現場に合わせて検討する必要が

ある。

あとがき

本稿では，2000 年度から 2001 年度にかけての開発実績

を中心に紹介した。日本道路公団では，光通信網による大

規模な通信システムが構築されているが，その利用方式は

従来のメタル回線網時代からの踏襲であるポイントツーポ

イント伝送となっている。今後は必要な情報を必要なとき

に取り出せるよう IP 網化が検討されている。富士電機で

は遠方監視制御装置の入出力部から IP 化する基盤を構築

した。今後はシステム全体の IP 化を考慮し，技術開発を

推進していく所存である。
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表３　システム構成比較�

方　式� ①直送� ③リモート PIO（光ケーブル）� ④リモート PIO（メタルケーブル）�

システム�
　　構成�

適 　 用 　 実 　 績 �
近距離で管理数量が非常に少ない�
場合に適用実績大�

機器相違�
I/O ＋ リレー�

リレー盤�

配 　 線 　 相 　 違 �
信号点数分のケーブル布設が必要�
配線が多い�

拡　　　張　　　性�
信号追加時にリレー，I/Oおよび�
ケーブルも合わせて必要�

信 頼 性 �

リレー ＋ I/Oという簡易的な構�
成のためハードウェア的な信頼�
性は高い。�

IG 子 局�

IG 子 局�

システム�

耐ノイズでは一番信頼性が低い。�

長距離または管理数量が�
多い場合に適用実績大�

パラレルインタフェース� HDLC-ABM

通信ボード ＋ モデム�

簡易伝送子局盤�

通信回線（4ワイヤ）�

簡易伝送装置の I/O拡張�

モデムなどの通信機器が�
入るため，①と比べると�
信頼性が少し落ちる。�

耐ノイズでは③より少し�
落ちる。�

回　　線�

管理場所�

通信ボード�
モデム�

C�
P�
U
�

I�
／�
O
�

隣接　　�
管理場所�

通　　信�

②簡易伝送�

メディアコンバータ�

PIO 盤（メディアコンバータ内蔵）�

光ケーブル�

PIO 盤の I/O拡張�

メディアコンバータなどの通信機�
器が入るため，①と比べると信頼�
性が少し落ちる。�

耐ノイズでは一番信頼性が高い。�

ルータ ＋ モデム�

PIO 盤（ルータ ＋ モデム内蔵）�

通信回線（4ワイヤ）�

PIO 盤の I/O拡張�

ルータ ＋ モデムなどの通信機器が�
入るため，①と比べると信頼性が�
少し落ちる。�

耐ノイズでは③より少し落ちる。�
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図６　今後の展開（インターチェンジ適用例）
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