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　まえがき

　2005年 6月の経済産業省設備投資調査（2005年 3月 31
日現在）によると，2005年度の設備投資計画の対前年度
伸び率は，エネルギー関連の代表格である非製造業の電気
で 12.7%の増加となっており，景気は確実に回復傾向に

ある。

　また，エネルギーの分野（火力発電所，地熱発電所な

ど）においては，電力自由化範囲の拡大，原油価格の高騰，

地球温暖化ガスの削減を義務づける京都議定書の発効な

ど，目まぐるしい動きがみられ，エネルギー分野の制御シ

ステムについても，これらの動きに連動し，高いコストパ

フォーマンス，高信頼性，グローバル化やオープン化がよ

り進んでいる。

　このような環境の中，富士電機は，2004年 9月に情報
制御システム「MICREX-NX」をリリースした。

　本稿では，エネルギー分野における情報制御システムの

ニーズを述べるとともに，MICREX-NXを使用した実際
の適用例として，三井造船株式会社（以降，三井造船と略
す）経由某 IPP事業会社向けのボイラ制御システムとア

イスランド向けの地熱発電所制御システムの概要を紹介す

る。

　 エネルギー分野における情報制御システムの 
動向

2.1　エネルギー分野を取り巻く環境

（1）　電力小売自由化の拡大
　2005年度から，電力小売自由化については，特定規模
電気事業者（PPS）の範囲が高圧需要全体に拡大し，電力
会社の供給区域をまたいで送電する際の振替供給料金も廃
止された。これにより市場競争は一段と激化している。

（2）　温暖化ガス排出権
　地球温暖化ガスの削減を義務づける京都議定書の発効に

伴い，温暖化ガス排出権の売買が加速している。省エネル

ギー化が進んだ国内より，海外で省エネルギーに取り組み，

排出権を取得する方が格段に効率的なため，今後は地熱発
電所や天然ガス焚（だ）き火力発電所などの海外建設にさ

らに拍車がかかるものと思われる。

（3）　脱化石燃料化のさらなる推進
　原油価格は，中国・インドの需要拡大，イラク紛争の

影響などにより，2006年 4月の米国原油先物相場（WTI）
において 72ドルを超えるなど高騰が続いている。した

がって，今後は，さらなる脱化石燃料化（新エネルギー

化）が進むと思われる。

2.2　エネルギー分野の情報制御システムへのニーズ

（1）　信頼性とコストパフォーマンスの高いシステム

　電力小売自由化などにより競争が激化している現在，情
報制御システムは，従来以上に高信頼でコストパフォーマ

ンスの高さが求められている。

　（a） 　従来の専用 DCS（Distributed Control System）の

コントローラに替えて，汎用かつ高機能・高信頼性プ

ログラマブルコントローラ（PLC）をコンポーネント

として使用し，システム製品としての機能，性能，信
頼性をトータル的に確保する。

　（b） 　オープンな技術を採用することで，量産効果による

コストの低減や長期的に使用可能となる技術・ノウハ

ウの蓄積・再利用などによりトータルコストの削減を

行う。

（2）　TCO（Total Cost of Ownership）の削減
　初期投資を抑えることはもとより，保全・保守コスト，

設備更新コストなど，TCOを下げる。

（3）　ソフトウェア再利用化の促進
　富士電機は，ボイラ制御装置で多くの納入実績を持ち，

自動化・省力化，最適運転，運転・保守支援，設備診断な

どのノウハウを蓄積してきた。情報制御システムは，これ

らのノウハウを容易に再利用でき，ユーザーに提供できな

ければならない。

（4）　グローバル化
　日本政府が 2006年の夏にも日本企業が発展途上国の温
暖化ガス削減事業に協力して獲得する温暖化ガス排出権を
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買い取る計画を打ち出したことにより，日本企業は，海外
での温暖化ガス削減事業を加速している。また，設備投資
は，高い経済成長率を続けるブラジル，ロシア，インド，

中国（BRICs）と東南アジア地区で拡大している。

　これにより，エネルギー分野における情報制御システム

は，英文仕様のほか，海外での部品調達と保守サービスの

拠点を持つグローバルなシステムが求められている。

　情報制御システムMICREX-NXの適用例

3.1　MICREX-NXの特長
　本節では，MICREX-NXをエネルギー分野における情
報制御システムとして使用した場合の利点を紹介する。

（1）　高信頼性システム

　MICREX-NXは，各伝送ライン，オペレータステー

ション（OS）サーバ，コントローラ（AS：オートメー

ションシステム）をたすきがけで冗長化でき，高い信頼
性とアベイラビリティを持った制御システムを構築できる。

また，二重化された ASは，イベント同期方式を採用して

おり，短時間の制御演算停止も許されないプラントへの適
応も可能である。

（2）　ソフトウェアのライブラリ化
　富士電機が蓄積してきたエネルギー分野における制御ノ

ウハウ（プログラム）を，コピーアンドペーストの要領で

容易にライブラリ化し，再利用できる。

　以下にライブラリ化しているソフトウェアの主な例を示
す。

　™  ユニットマスタ制御，ボイラマスタ制御
　™  ACC（ボイラ燃焼制御）

　™  給水制御，炉圧制御，主蒸気温度制御
　™  ボイラローカル制御，タービンローカル制御
　™  バーナ本数制御
（3）　グローバル化への対応
　MICREX-NXまたはシーメンス社製 PCS7を海外向け

先に応じて選択できる。また，納入後の保守サービスにつ

いては，富士電機の海外拠点のほかに世界各地に点在する

シーメンス社のアフターサービス網を活用できる。

（4）　顧客資産の有効活用
　既設富士電機製の制御装置更新にあたり，顧客のハード

ウェア，ソフトウェアを継承しながら順次MICREX-NX
に置き換え，顧客の資産を有効に活用し，最新の制御シス

テムに置き換えることができる。

（5）　そのほか

　高速で DI（Digital Input）データを読み込み，時刻管
理が可能なタイムスタンプ機能は，発電所の高速故障記録
計として活用可能であり，事故発生時の第一故障要因解析
に役立てることができる。また，安全計装システムは，発
電所MFT回路（燃料遮断回路）などの保護回路に今後適
用されていく。

3.2　某 IPP事業会社向け納入例

（1）　設備の概要
　本プラントは，建築廃材チップを燃料にした日本最大級
のバイオマス発電所である。プラントは三井造船が建設し，

某 IPP事業会社が運営を行う。

　建築廃材チップは，首都圏の廃棄物処理業者が設立した

バイオマス原料仕入れと販売を行う燃料供給体から購入し，

RPF（廃プラスチック，紙固形燃料）を使用し，循環流
動床ボイラ・蒸気タービンにより発電する。出力 5万 kW
で東京電力株式会社に全量を売電する。年間に 345日の運
転を計画している。

　また，RPS（Renewables Portfolio Standard）法に基づ

いた新エネルギーの入口から出口までが整った大規模事業
モデルとして期待されている。図 1は，出荷前の情報制御
システムの一部である。

（2）　システムの構成
　本システムでは，情報制御システムMICREX-NXを採
用している。図 2にシステム構成を示す。運転操作は基

図1　某 IPP事業会社向けMICREX-NXロッカ
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図2　某 IPP事業会社向けMICREX-NXシステム構成
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本的にすべて卓上の HCI（Human Communication Inter-
face）により行う。コントローラについては，制御部，電
源部を二重化することにより，高信頼化を図っている。

　主要構成機器の機能概要は次のとおりである。

　（a） 　オートメーションシステム（AS）1セット（二重
化）

　 　ABC（自動ボイラ制御）と補機制御を 1ステーショ

ンで実現している。

　（b）　オペレータステーションクライアント（OS）3台
　 　オペレータが設備の監視，操作を行うための HCIで，

以下の運転監視操作を行う。

　™  ループ監視・操作
　™  補機のモード選択と起動・停止操作
　™  プラント画面による設備監視
　（c） 　OSサーバ 1台（二重化）

　 　プロセスデータ，警報・運転履歴などのプラントデー

タの一元管理を行う。

　（d） 　エンジニアリングステーション（ES） 1台
　 　コントローラの制御プログラム，グラフィック画面，

帳票の作成・変更を行う。

　（e）　ボイラ補助制御盤 1セット

　 　DCSが異常の場合でも，設備を安全に停止させるた

めのMFTリレー回路を収納している。

　（f）　タービン制御盤 1セット

　（g）　発電機制御盤 1セット

　（h）　66 kV監視制御盤 1セット

　（ i）　現場制御盤 n セット

（3）　システムの特長
　図 3に基本制御概要を示す。本プラントは，燃料に性状
が変化する建築廃材を使用しており，より高効率な発電を

実現するために下記制御を実施している。

　（a） 　ユニットマスター制御
　 　発電電力制御を設け，この制御出力によりボイラの燃
焼カロリー量を調整する。

　（b）　ボイラマスター制御
　 　燃料の性状が変化しても，ボイラの必要カロリー量
を保つため，主蒸気流量制御を設け，これをボイラマス

ター制御とする。

　 　また，主蒸気圧力調整は，タービン前圧制御にて行わ

れ，発電機出力は，ボイラのユニットマスターの設定値
により決まる。発電所自体で使用する所内負荷を除く全
発電量は，東京電力株式会社に売電される。

3.3　アイスランド地熱発電所向け納入例

（1）　設備の概要
　地熱発電は，地下に掘削した蒸気井から噴出する熱水蒸
気を気水分離して生成した蒸気によりタービン・発電機を

用いて電気を生産する。地球温暖化の原因となる CO2を
ほとんど排出せず，地球環境に優しいエネルギーである。

アイスランドは地熱を天然エネルギー源として利用して

いる世界有数の国であり，アイスランド国内の電力エネル

ギーの約 15%を地熱発電が占める。今回，顧客既設設備
のスバルトセンギ地熱発電所から約 20 km離れたレイキャ

ネスに地熱発電所が新設される。富士電機はこれに伴う

タービン・発電機および電気計装品を受注し納入した。図

4は，運転操作を行うスバルトセンギ地熱発電所の全景で

255（59）

復水器

ボイラ
マスター制御

ユニット
マスター制御

SV

SV
PV PV PV

MV

MV

MV

主蒸気流量

空気流量
制御

一定

前圧制御

発電量設定

入口圧力

電力系統

52G

遮断器

ボイラ

燃料
バンカ

蒸気タービン
発電機

FIC

SV

PV

MV
FIC

PIC

G

WIC

FT PT

SV

燃料流量

FT

P

図3　某 IPP事業会社向け制御システムの基本制御概要

図4　アイスランドの地熱発電所（スバルトセンギ発電所） レイキャネス
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図5　アイスランド地熱発電所向けシステム構成
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（2）　システムの構成
　レイキャネスに納入した情報制御システムは 2セットで，

下記は 1セット分の主要構成機器である。図 5にシステム

構成を示す。

　（a） 　PCS7 OSシングルサーバ× 1ステーション

　（b） 　PCS7 ASコントロールステーション×1ステーショ

ン

　™  CPU：二重化
　™  I/O：シングル

　™  I/Oバス（PROFIBUS）：二重化
（3）　システムの特長
　（a） 　既設シーメンス社製システムからの運転操作が可能
　 　既設スバルトセンギ地熱発電所の監視制御システム

は，P-CIM
〈注 1〉

と呼ばれる SCADA（Supervisory Control 
and Data Acquisition）とシーメンス社製 S7コントロー

ラから構成されており，今回新設されるレイキャネス地
熱発電所の情報制御システムの運転監視も，20 km離れ

たこのスバルトセンギ発電所から行う。このため，レ

イキャネスの情報制御システムにはシーメンス社 PCS7
を採用した。また，スバルトセンギ発電所との接続は，

シーメンス社製 S7を介して Ethernet
〈注 2〉

で取り合い，ス

バルトセンギ発電所から，レイキャネス発電所の情報制
御システムの運転監視が容易に行えるシステムとした。

　（b） 　高速故障記録の採用

　 　タービントリップ時の要因解析のために，主要な信号
については 10ms精度のタイムスタンプが可能な入力モ

ジュールを採用した。

　（c） 　時刻の同期化
　 　既設スバルトセンギ発電所のタイムサーバから時刻を

受信し，レイキャネス発電所のシステム時刻を同期化し

た。

　あとがき

　エネルギー分野における最近の情報制御システムの傾
向と，MICREX-NXを適用した納入事例の概要について

述べた。これからもユーザーの多様なニーズに的確に応
え，付加価値の高いエネルギー分野の情報制御システムを

開発・提供していく所存である。
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