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情報制御システムのソリューションパッケージ

中野　正人（なかの　まさと） 後藤　将直（ごとう　まさなお） 古川　浩司（ふるかわ　こうじ）

中野　正人
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後藤　将直
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に従事。現在，富士電機システム
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古川　浩司

ごみ処理制御システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士
電機システムズ株式会社産業プラ

ント本部第二統括部計測システム

技術部主任。

　まえがき

　長期間低迷していた経済情勢も，2005年度決算では過
去最高収益となる企業が増加し，景気が回復していること

が分かる。このような経済情勢の中，生産現場では情報を

全社的に共有し，製造計画や生産計画に反映することで，

プラントをより効率的に運用したいという要求が強くなっ

ている。また，保守やエンジニアリングにかける費用の削
減要求もますます大きくなってきており，オープン技術と

先進のソフトウェアにより，フィールドレベルからMES
（Manufacturing Execution System：生産実行システム）

まで垂直統合され，FA（Factory Automation：工場自動
化）分野まで適用可能な水平統合ソリューションビジネス

の展開に適した，用途に応じた使い分けが可能な自由度の

高い DCS（Distributed Control System）が求められてい

る。

　情報制御システム「MICREX-NX」は，プラントのシ

ステム構築から保守，運用，更新に至るライフサイクルの

各フェーズにおいて，コストを低減しプラントの最適経営
を実現するソリューションを提供することにより，フィー

ルド機器からプラント制御，生産管理，経営管理までを

シームレスに統合し，柔軟性の高いシステムを提供してい

る。

　本稿では，ユーザーニーズに立脚した次世代の DCSで
あるMICREX-NXのソリューションパッケージの機能拡
充を行った中から，代表的なものを紹介する。

　また，プラントの安定稼動および設備保全作業の効率化
のための適用を紹介する。

　設備管理

2.1　プラントにおける設備管理

　多くの設備機器，フィールド機器を管理しているプラン

トでは，現場機器の日常点検・保守業務に多くの時間を

費やしている。ここで記録される日々の点検データは莫大
（ばくだい）な量となり，データ整理にも多くの時間を要

している。また，定期点検時に予想外の異常を発見し，部
品の取寄せに時間がかかり操業計画に影響が出ることがあ

る。

　ここでは，MICREX-NXの統合設備管理システムを紹
介する。

2.2　統合設備管理システム

　MICREX-NXの統合設備管理システムは，設備資産管
理パッケージとフィールド機器管理パッケージ（PDM：

Process Device Manager）で構成される。これらのパッ

ケージは，長期運用されるプラント監視制御システムの保
守コスト削減と，ダウンタイム短縮を計画するうえで有効
である。また，MICREX-NXに標準装備されている冗長
化機能，ハードウェア活線交換機能などの保守機能を容易
に拡張することができる。

　なお，本システムは，既存のシステム構成を変更するこ

となく，容易に追加導入することができる。

（1）　設備資産管理パッケージ

　本パッケージは，MICREX-NXの構成装置や機器が保
有する自己診断情報，予防保全情報，定期点検情報などの

保守情報を，これまでのハードウェアやプロセスのアラー

ム情報と同様に，システムデータの一部として一元的に管
理する。これらの保守情報は，統一されたフェースプレー

ト画面で，オペレータおよびメンテナンス要員に，リアル

タイムで正確に通知される。メンテナンスサイクル（設備
監視，機器診断，保守要求，保守作業）の状態も，この

フェースプレート画面上に，図 1のとおり統一された分か

りやすいアイコンで表示される。

　このパッケージは，オペレータステーション（OS），エ

ンジニアリングステーション（ES），または保守専用のメ

ンテナンスステーション（MS）上で利用でき，以下のよ

うな特長がある。

　（a）　画面の自動生成
　 　設備管理画面は，システム構成定義に従って自動生成
されるため，追加のエンジニアリングは不要である。

　（b）　監視操作の統一
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　 　設備管理画面は，プロセス監視画面と同様の階層化画
面，フェースプレート画面を使って監視操作ができるた

め，特別な操作方法を習得することなくすぐに使い始め

られる。

　（c）　パッケージの統合
　 　フィールド機器管理パッケージと統合して使用できる。

（2）　フィールド機器管理パッケージ

　本パッケージは，プロフィバス（Profibus），「HART」
などに対応したフィールド機器（センサ，バルブコント

ローラなど）の調整，校正，診断のための機器管理ツール

である。パラメータなどの設定は，図 2に示すとおりグラ

フィカルな画面から行える。上述の設備資産管理パッケー

ジに組み込むことにより，リモートからの機器管理が可能
となる。

　また，フィールド機器固有の機能，動作仕様などを定義
する標準記述言語 EDDL（電子式デバイス記述言語，IEC 
61804-2）に対応しており，この標準規格に対応した各種
フィールド機器を容易に接続し利用できる。

　以上のとおり，プラントでは統合設備管理システムを採
用することで，機器の状態を統合された画面でビジュアル

に確認することができるため的確な点検対応，異常内容の

把握が可能となる。

　また，統一されたパッケージを使用しフィールド機器か

ら監視・制御系の各コンポーネントまですべての機器を統
合的に管理し，詳細情報に基づいた故障監視，診断情報の

表示，保守要求メッセージの生成，および保守履歴の管理
をペーパーレスで行い，予防保全のための定期点検や機械
の定期整備などの保守業務を大幅に改善できるものである。

　今後はモバイル連携を強化し，警報および保守情報の携
帯端末への通知，ITV（Industrial Television）カメラと

の連携を行い最適なソリューションを図りたい。

　Webクライアント

　近年の IT（Information Technology）とパソコンの発
展により，インターネットからプラント設備の稼動状態の

監視，異常状態の早期把握と解析および処置が可能となっ

た。

　以下にWebクライアントの特長を記す。

（1）　インターネット，イントラネット経由の監視制御
　（a）　シンクライアントとしてのWebクライアント構築   
　（b）　完全なプラントオーバービュー

　（c）　遠隔監視とアセットマネジメント

（2）　先進のセキュリティ

　（a）　ユーザー固有パスワード

　 　（Webに関しても同様の標準ユーザー管理で画面ごと

に設定可能）

　（b）　高度なファイアウォール技術
　（c）　個別アプリケーションコンセプト

（3）　優れたパフォーマンスとWeb変換
　（a）　Webに対するプラント画面の圧縮
　（b）　ランタイム通信ベースの例外レポート

　（c）　プラント画面をWebに直接変換

点検通知用フェースプレート画面
点検要求中アイコン

図1　設備管理画面

図2　フィールド機器管理画面例

Webクライアント

インターネットエクスプローラ

LANインターネット

LANイントラネット
ターミナルバス

プラントバス

クライアント内にWebサーバ Webクライアント

モデム

図3　OS Webクライアント構成
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　OS Webクライアントの構成を図 3に示す。

　現在，プラントの状態を遠隔から監視し，情報を共有化
する事例が増えている。

　このパッケージを適用することで，監視操作する端末を

選ぶことなく，かつ高速表示が可能となる。 

　運転支援

　日本の情報化社会を担い，さまざまな状況を熟知した世
代が定年を迎える 2007年問題がクローズアップされてい

る。

　本章では，設備の安定稼動，異常ケースへのノウハウを

容易に継承することができるパッケージを紹介する。

4.1　オペレータ支援
　オペレータ支援機能は，OSクライアント上で動作する

ソリューションパッケージである。このパッケージの適用
により，オペレータ自身がプラント運用時の操作履歴を利
用しながら，フローチャート形式の運転フローを記述し，

そのまま実行することができる。これにより，手動操作に

よるプラント運転の自動運転化を促進できる。オペレータ

支援の構成を図 4に示す。

　このソリューションパッケージには次の特長があるため，

容易にプラントに適用できる。

（1）　直感的で容易な運転フローの作成
　AS（Automation System）への操作設定や，オペレー

タへの通知メッセージの表示を行う「処理部品」と，工程
の移行や処理の分岐などを制御する「制御部品」とを自由
に組み合わせるだけで，運転フローの作成が行えるため，

運転フローの作成に特別なプログラミングの知識は必要な

い。

　さらに，オペレータ自身が行った操作履歴を OSサーバ

から読み出し，プラント階層（設備），日付・時刻，ユー

ザー名などによる絞込みを行うだけの操作で，操作履歴か

ら運転フローへの自動展開が行える。これにより，プログ

ラミングレスでの運転フローの作成ができる。

（2）　運転フローの実行確認
　「実行モード」として，ASに対して指定出力を行い，

実運転を行う「運転モード」のほかに，作成した運転フ

ローの動作確認を行うための「試運転モード」を用意する。

　試運転モードでは，ASに対する出力は一切行わず，処
理部品の動作はメッセージの表示となる。

　オペレータは，試運転モードで，作成した運転フローの

動作を確認したのち，プラントに適用できる。運転フロー

の作成ミスによる不具合を回避できるため，安心してプラ

ントに適用することができる。

（3）　操作履歴一括管理
　運転フローの実行により，ASに対して行った各種操
作設定は，操作履歴として OSサーバに送信されるので，

HCI（Human Communication Interface）画面から行った

手動操作と一括で管理できる。

（4）　適用事例
　プラントでは，設備の自動立上げ・立下げは一般化して

いるが，これまでの作業手順を整備し再構築を行い，非定
常的業務を自動化することが可能となる。

　まさに団塊世代のノウハウを自動化することに適したソ

リューションパッケージである。

4.2　シミュレータ

　MICREX-NXには，個々のプロセス制御レベルから

フィールドまでの全体シミュレーションの構築が可能であ

る。その機能の概要を説明する。シミュレーションの構成
を図 5に示す。
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編集
自動展開

運転履歴

操作設定

OSクライアント

OSサーバ

AS
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ターミナルバス

プラントバス
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運転履歴ウィンドウ

オペレータ支援

AS

図4　オペレータ支援の構成
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図5　シミュレーション構成
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（1）　PLC-SIM
　パソコン，プログラム上の CFC（Continuous Function 
Chart）および SFC（Sequential  Function Chart）アプ

リケーション，ソフトウェア関数の試験用シミュレーショ

ン機能である。

（2）　SIMBA
　ユニットレベルでの工場受入れテスト（FAT）用
の多数の機能を含むフィールドバスシミュレーション。

PROFIBUS DPおよび PROFIBUS PAのシミュレーショ

ンが可能である。

（3）　SIMIT
　動的なプラントシミュレーションで，例えば総合的なプ

ラントテストが可能である。

　以上のシミュレーションパッケージを使用し，プラント

設備の異常対応訓練，新人オペレータの操作習熟などが可
能である。また，ITVの映像連携をすることで，バーチャ

ルリアリティな対応が可能となる。

　あとがき

　MICREX-NXにおけるプラントへのソリューション

パッケージの一例を紹介した。

　富士電機では，MICREX-NXを市場に投入するにあた

り，さまざまなソリューションをいかに提供するかが使命
であり，情報制御システムへの大きな武器になると考える。

　今後ともさらなるソリューションパッケージの機能拡充
を行い，顧客要求に貢献できるシステムの提供を図る所存
である。
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