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石油・ガスの採掘現場向けの新型コントローラとして FCN-RTU (Field Control Node-Remote Terminal Unit) を

開発した。FCN-RTU は当社のネットワークベース生産システム STARDOM のコアテクノロジーをベースとして，

大幅な低消費電力化と耐環境性の向上を実現した製品である。これにより，高温・低温・高地での使用，太陽

電池などの限られた電力での動作，既存の STARDOM の自律型コントローラと同等の高信頼性を実現し，石油・

ガスの採掘市場でのニーズに対応した。本稿では，FCN-RTU の製品概要および環境仕様（-40 ～ 70 ℃ , 高度

3000 m 対応），低消費電力化，高信頼性などの技術的特長，適用事例について述べる。

We have developed the FCN-RTU low-power autonomous controller for oil and gas wellheads. 
FCN-RTU is based on the core technology of the FCN (field control node)/FCJ (field control 
junction) autonomous controller, and offers low power consumption and improved environmental 
resistance. With these functions, FCN-RTU can operate with solar power and under harsh 
conditions while retaining the same high reliability as STARDOM FCN/FCJ, thus satisfying 
the needs for oil and gas wellheads. This paper outlines FCN-RTU and describes its technical 
features such as operating specifications (-40 °C to 70 °C, altitude of 3000 m), low power 
consumption, and high reliability, and its applications.

1. はじめに

近年，新興国の旺盛なエネルギー需要の高まりにより，
石油，ガスともに生産量が増加し続けており，新設の油
田やガス田などの開発，老朽化した設備機器のリプレー
スへの投資が活発になっている。これらの石油やガスの
採掘エリアは，非常に広範囲に散在し，高温・低温，高
所などの設置環境が厳しい地域や，電力・通信インフラ
が整備されていない地域に存在している。このような採
掘エリアにおいて，制御コントローラに対して，以下の
ような機能・性能が求められる。

① 動作範囲の拡大
高温・低温，高地での動作

② 低消費電力化
太陽電池などの限られた電力での駆動

③ 高信頼性
 油田やガス田の採掘エリアに設置されたコントロー
ラのメンテナンスフリー化

④ 保守管理の容易化
 広範囲に分散した設備の遠隔監視・予防保全，情報
のデジタル化による情報の一括管理と可視化

ネットワークベース生産システム STARDOM はオープ
ン性とエンジニアリング性，高信頼性と長期運用性を備
えたシステムである。これまで，新エネルギー市場に適
したソリューションを提供してきているが，今回，石油・
ガスの採掘市場へのソリューションを強化することを目
的に，STARDOM のラインアップとして低消費電力・高
信頼型コントローラ FCN-RTU を開発した。FCN-RTU は，
STARDOM の特長である ECC (Error-Correcting Code) 機
能を搭載した高信頼性と，フィールドデジタル通信への
対応，新たに CPU や通信機能のパワーセーブ機能を搭載
した他社製品にはない特長を持つ製品である。

本稿では，FCN-RTU の製品概要と，ハードウェア，ソ
フトウェア両面での技術的特長，適用事例について述べる。
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2. FCN-RTU

2.1 構成と概要
FCN-RTU は，STARDOM の自律型コントローラ FCN 

(Field Control Node) (1) のコアテクノロジーをベースに，
石油・ガス採掘設備の制御，操作，監視に必要な機能を
コンパクトにまとめた構造のコントローラである。FCN-
RTU の外観を図 1 に示す。

図 1 FCN-RTU 外観

図 1 のように FCN-RTU は，CPU モジュール，電源モ
ジュール，ベースモジュールから構成され，CPU モジュ
ール，電源モジュールはベースモジュールに実装される。
ベースモジュールは，３スロット分の拡張 I/O モジュー
ルを実装するスペースを持つ。

CPU モジュールは，制御演算を実行する MPU を持ち，
加えてアナログ入出力機能とデジタル入出力機能，パル
ス入力機能も内蔵しており，I/O 拡張なしで一般的な石
油・ガス採掘現場で必要とされる機能をカバーすること
ができる。

拡張 I/O スロットに実装可能な I/O モジュールは，既
存製品である FCN の I/O モジュールと共用になってお
り，CPU モジュール内蔵の I/O 機能を補うために，豊富
な I/O モジュール群が使用可能である。

以上のように，FCN-RTU は他社製品と比較し，必要最
小限の構成での運用が可能であり，また将来の I/O 機能
の拡張性をも兼ね備えた機器である。

2.2 特長
一般的に石油・ガス採掘現場に設置されるコントロー

ラは，太陽光発電と蓄電池による電源設備で使用される
ことを想定しているため，コントローラ全体の消費電力
を 3 W 以下にすること，-40 ℃～ +70 ℃の広温度範囲
や高度 3000 m で使用可能であることが要求される。さ
らに，設備の安定操業のための高信頼化や，保守性向上
のためのフィールドデジタル通信に対応することが求め

られる。
これらの要求に対して，FCN-RTU は以下のような特長

を持つ。

 � 低消費電力
 • FCN-RTU は，電源，ベース，CPU モジュールの組合

せで，制御用 MPU の演算機能と内蔵 I/O 機能，通信
インタフェースのすべての機能を動作させた状態で，
2.9 W での動作が可能である。これは，当社既存製品
の FCN と比較し，最大で 75% の消費電力の削減であ
る。

 • 現場の電源設備は太陽電池と蓄電池からの不安定な給
電であるため，広入力範囲（10 VDC ～ 30 VDC）の
電源に対応して，低消費電力での駆動を実現している。

 � 耐環境性能
 • -40 ℃～ +70 ℃の広温度範囲での動作を可能にする

ため，部品選定の段階で低温から高温での使用を考慮
した設計を行った。

 • 高度 3000 m での動作を可能にするため，FCN-RTU
内部の発熱量を低減させることで，高地のような，空
気密度が低く，放熱効果の悪い環境下での動作を可能
にした。

 • 電源モジュールは全温度範囲に渡り効率 80% 以上の
高効率化を実現した。このため，内部の自己温度上昇
が抑えられ，高温環境下においても出力ディレーティ
ングなしに動作することができる。

 � 高信頼性
 • FCN-RTU は，安定した長期運用を実現するために，

CPU モジュールに内蔵メモリのエラー検出機能，ハー
ドウェアの診断機能を搭載している。

 � フィールドデジタル通信対応
 • 石油・ガス採掘現場向けコントローラとして世界初の，

FOUNDATIONTM フィールドバス H1 のホスト認証を取得
した。フィールド機器と接続してフィールドデジタル
通信が可能であり，フィールド機器が発信する，プロ
セス値や機器保全データを得ることが可能である。

3. CPU モジュール

3.1 CPU モジュールの構成と技術的特長
CPU モジュールは，図 2 のように制御用 MPU とメモ

リコントローラ，Ethernet コントローラ，メモリなどか
ら構成される。

メモリは，メインメモリ（SDRAM）とシステムソフト
保持用メモリ（FLASH），バッテリーバックアップ付きデ
ータ保持用メモリ（SRAM）を持つ。また，上位機器と
の通信用には，Ethernet とシリアル通信を搭載し，両機
能を選択可能としている。

② 電源モジュール ③ ベースモジュール
① CPU モジュール
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図 2 CPU モジュールのハードウェア構成

3.1.1 低消費電力化技術
ハードウェアによる低消費電力化は，制御用 MPU に

最新のプロセスの低消費電力型の部品を採用したことと，
メモリコントローラに，内蔵のアナログ入出力とデジタ
ル入出力機能の制御用の I/O 用 MPU を実装し，I/O 機能
を搭載することによる部品点数削減の両面から実現した。

ソフトウェアによる低消費電力化は，制御用 MPU の
パワーセーブ機能を活用し，アイドル時に低消費電力モ
ードに遷移させること，またシリアル通信をはじめとし
た周辺機器を未使用時に電源オフにする等の対策を行う
ことで実現した。

通常多くの電力を必要とする Ethernet 通信にはハード
ウェア，ソフトウェア両面から低消費電力化を実現した。
ハードウェアとしては，機能 ON/OFF スイッチを設けた。
このスイッチにより，Ethernet コントローラへの電源供
給を OFF にすることで，消費電力を低減することが可能
である。

ソ フ ト ウ ェ ア と し て は， 制 御 ア プ リ ケ ー シ ョ ン
IEC61131-3 のファンクションブロックに Ethernet 機
能 ON/OFF スイッチと同様な，Ethernet のパワーセー
ブ操作を行う I/F を設け，制御アプリケーションから
Ethernet 通信のパワーセーブ操作をコントロール可能と
している。ユーザは，Ethernet 未使用時に機能をオフす
ることが可能となり，不要な電力を削減することが可能
となった。
3.1.2 高信頼性技術

CPU モジュール内蔵の SDRAM と SRAM には，制御
プログラムや制御リテインデータと，制御動作に重要な
機能が格納される。これらのメモリは，メモリコントロ
ーラを経由して MPU に接続する構成とした。MPU にメ
モリアクセス時の遅延時間を設け，メモリコントローラ
にメモリ I/F 機能に加えてメモリ ECC 回路を内蔵した。
ECC 機能は，石油・ガス採掘現場で用いられる低消費型
コントローラとしては，他に例を見ない世界初の機能で

ある。
MPU からメモリへのライト時に，ECC 回路がライトデ

ータからチェックビットを出力し，データとチェックビ
ットをメモリにライトする。また，リード時には，メモ
リコントローラがメモリからリードデータとチェックビ
ットを受け取り，ECC 回路でチェックを実行する。メモ
リの１ビット誤り発生時にはメモリコントローラがデー
タの誤り訂正を行って修正したデータを MPU に出力し，
２ビット誤り発生時には誤り検出を行い MPU に通知す
る。本機能によって，広域に設置された機器の安定した
長期運用を可能とし，他社のシステムと比較し，高い信
頼性を確保した製品を実現した。

CPU モ ジ ュ ー ル に は CPU 自 己 診 断， 内 蔵 I/O 診
断，WDT (Watch Dog Timer) , 温 度 監 視 な ど の RAS 
(Reliability Availability Serviceability) 機能を実装した。
これによって，コントローラ起動時や動作時の状態監視
を行うことで，信頼性を高めている。

また，電力・通信インフラの不安定な環境で使用され
る FCN-RTU の CPU モジュールには，収集したデータを
CPU モジュール上のファイルシステムに長期間保存する
機能が求められる。このため，これらの重要なデータを
停電等による電源障害から保護する必要がある。データ
の信頼性を向上するために，フラッシュメモリ上に，不
意の電源断に対応可能なファイルシステムを実装してい
る。これにより，停電等の電源異常に対し，ファイルシ
ステムのデータが破壊されること防止している。

3.2 ソフトウェア構成
FCN-RTU の CPU モジュールは，FCN のそれと完全な

機能互換を維持したアーキテクチャ構成をとっている。
ソフトウェア構成を図 3 に示す。

図 3 ソフトウェア構成

① エンジニアリング環境
FCN の CPU モジュールと共通のエンジニアリング環境
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を提供し，FCN で構築したアプリケーション資産をその
まま利用することができる。STARDOM コントローラで
は，以下の２つのアプリケーション実行環境を提供して
いる。これらのアプリケーションは，CPU アーキテクチ
ャに依存しない中間言語の形式で FCN-RTU の CPU モジ
ュールのアプリケーションレイヤにダウンロードされる。

 • 制御アプリケーション
国際標準規格 IEC61131-3 に準拠している。

 • Java アプリケーション
制御ロジックでは実現できない WEB アプリケーショ
ン等のアプリケーションを構築可能である。当社の
InfoWell, InfoEnergy といったアプリケーションポー
トフォリオ（APPF）も本実行環境で動作している。

② アプリケーション実行環境
エンジニアリング環境からダウンロードされた各種ア

プリケーションは，ミドルウェア層にある実行エンジン
上で動作する。実行エンジンでは，CPU アーキテクチャ
非依存の中間コードを JIT (Just-In-Time) コンパイラを使
用して自 CPU に最適なコードにコンパイルを行い，実行
する。これにより，エンジニアリングツールをアーキテ
クチャ非依存とし，FCN の CPU モジュールと共通化する
とともに高速な実行環境を実現している。
③ プラットフォーム

ハードウェアに依存した機能は，OS およびドライバ層
で吸収を行い，ミドルウェア層に対し，FCN と FCN-RTU
の CPU モジュールで共通の I/F を提供している。FCN-
RTU の CPU モジュールでは，この層で低消費電力への対
応と信頼性を向上させる機能を実装している。

4. FCN-RTU の適用事例

FCN-RTU を使用した石油・ガス採掘設備の遠隔制御・
監視の事例を図 4 に示す。

石油・ガスの採掘所では，広範囲なエリアに 1000 ヶ
所の規模で井戸が分散しており，平地，山間部の高地，
緯度の高い極寒地など，さまざまな場所に存在する。こ
れらの採掘所では主に，太陽光発電と蓄電池による電源
設備で，コントローラや流量計，制御バルブなどの機器
を動作させている。

各採掘所の井戸に設置された FCN-RTU はそれ自体に
制御プログラムが実装されており，上位システム無しに
単体で制御を実行することができ，数箇所の井戸の制御
を１台の FCN-RTU で自律的に実行している。あわせて，
FCN-RTU は設備制御の他，ガス流量の温圧補正演算も実
行することができる。各 FCN-RTU は，公衆回線を経由し
て接続され，遠隔の，例えば中央監視室と接続される。

上位システムでは，SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) ソフトウェアとして当社が開発した
FAST/TOOLS によってプロセスの制御・監視が行われる。
FAST/TOOLS は，100 万点以上の I/O ポイントに対応し

ており，広域に分散された機器の制御・監視に適した製
品である。

FCN-RTU は，拡張 I/O スロットに，FOUNDATION フィ
ールドバス通信モジュールを用いることで，現場のプロ
セス値を完全にデジタル化し，現場機器の持つ診断機能
をデジタル伝送することができるようになる。これまで，
保守時には，ユーザは長時間をかけて現場に向い，且つ
移動に危険を伴うという問題と，ユーザは現場でしか情
報を得られず保守部品等の事前把握ができないという問
題があった。FCN-RTU は，現場の複数台の機器情報を一
括管理することができ，保守時にユーザが事前に情報収
集をして現場に向うことが可能となるため，保守の効率
化が図られ，ユーザの安全面での問題も改善することが
できる。

図 4 石油・ガス採掘設備の事例

5. おわりに

今回開発した FCN-RTU は，海外市場で拡大するエネル
ギー採掘エリアのニーズに応える自律型コントローラであ
り，特に他社製品にない，高信頼・フィールドデジタル通
信に対応したものである。これらの特長を活かすことで，
安定的なエネルギー資源採掘の実現を目指し，新興国で
増加しているエネルギー需要に貢献していく所存である。
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FCN-RTU 機能
 I/O
  ・アナログ入出力（12 点 /2 点）
  ・パルス入力（2点）
  ・デジタル入出力（16 点 /8 点）
  ・バッテリモニタ（1点）
 通信
  ・100/10Mbps Ethernet
  ・RS-232
  ・RS-422/RS-485

 拡張 I/O
  ・アナログ入出力モジュール
  ・デジタル入出力モジュール
  ・通信モジュール
     （FOUNDATIONTMフィールド
       バス通信）

フィールド機器

無線ネットワーク
( 例：GPRS *1 )

イントラネット
Ethernet
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