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プラント工期短縮を実現するSFIコンセプトに基づく新しいアプローチ
A New Approach Based on SFI Concept for Shortening the Plant Construction Period

小灘 聰一郎 *1	 鳥越 研児 *2	
Soichiro Konada Kenji Torigoe

プラント建設工事には２つの大きな制約が存在する。ひとつは，お客様の環境仕様を伴った生産制御システム

の I/O 部のハードウェア設計と制御監視機能の実装が，相互に依存関係を持ちながら同期して仕様を決定しなけ

ればならないという制約である。もうひとつは，プラントに設置され DCS の I/O インタフェースと接続されたフ

ィールド機器の調整とフィールドケーブルの配線確認を実施するために，DCS の制御監視機能を使用する必要が

あるという点である。

本稿では，これらの制約を同時に解消し，プラント工期の短縮とプロジェクトコストの削減を達成する新しい

プロジェクト遂行アプローチ（System Free Instrumentation: SFI モデル）と，それを実現する CENTUM VP R6

の新製品群を紹介する。

Conventionally, plant construction work involves two major constraints. One is that designing 
the I/O part of a production control system incorporating users’ specifications and implementing 
its control and monitoring functions are dependent on each other and thus these specifications 
must be determined at the same time. The other is that tuning field devices, which are installed 
in plant sites and connected to the I/O interface of the DCS, and can be checked for wiring 
integrity only after the DCS is installed.

This paper introduces a new project execution method based on a system-free instrumentation 
concept (SFI concept), which resolves these two constraints and reduces the period and cost 
required for plant construction. New products for CENTUM VP R6 for implementing the SFI 
concept are also described.

1. プラント建設工事における制約

多くのプラントでは，生産物を製造するために，蒸留
塔やボイラーなどの設備間に流体を移動させ，原料を加
工するためのエネルギーを蒸気などの媒体を介して供給
している。そうしたプラントを，制御システムは，生産
物を製造するために設備間を移動する流体の流量，圧力，
温度などを監視し，バルブやモータなどを駆動すること
で制御している。

プラントの建設工事の中で，設計，建屋・設備工事， 
配管，機器の据付，配線などの建設系の作業を建設プロ
ジェクト，DCS の監視制御機能の仕様設計，実装，立会

検査から工場出荷までの作業を DCS プロジェクトとここ
では呼ぶ。また，ここでは DCS と表記しているが，安全
計装システム i （SIS: Safety Instrumented System）も含め
ている。建設プロジェクトと DCS プロジェクトは同期し
ながら並行して遂行されるが，最終的には合流する。一
般的に両プロジェクトはそれぞれ独自の工程で遂行され
るものだが，相互に依存関係があるため，それ故にクリ
ティカルチェーンを生み出す２つの大きな制約がプラン
ト建設工事に存在する。

1.1  DCS の I/O 仕様確定遅れによる制約 A
センサー，操作端のフィールド機器信号を DCS は入出

力（以下，I/O と呼ぶ）とするが，I/O の種類や点数の変
更は，建設プロジェクトの調達や手配のスケジュールに
多大な影響を与える。一方で，従来の I/O キャビネット
を計装室に集中設置する形態では，I/O キャビネット設
置台数，信号点数，I/O 配置，ケーブル配線，電源容量
設計などの I/O に関連するハードウェア仕様と DCS 制御
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監視機能の通信手段の検討，及び両者のすり合わせが必
要になる。そのため，両者が同期して決定されることが
クリティカルポイントになる（図 1）。

1.2 機器や配線の調整確認作業での制約 B
機器との配線やフィールドディジタル機器の調整には，

DCS の監視制御機能を利用しなければならない。そのた
め，DCS を現場に設置し，機器と結線し，稼働させなけ
れば，機器調整作業が可能な状態にならない。また，建
設プロジェクトと DCS プロジェクトが合流した後の機器
調整の遅れは，プロジェクト全体の遅れに容易に直結す
る（図 1）。

2. 既存の DCS 構成では解消できない制約

上述の制約 A への対策として，従来は I/O 部に予備点
数を多く確保することでリスクを回避していたが，設置
時の占有体積（Footprint）や電源容量の増大を引き起こ
し，ひいてはプロジェクト全体のコスト増につながって
いた。

同様に制約 B への対策として，従来は DCS の据付直後
に多人数を投入して並行して作業を行うことで工期の短
縮に努めるしかなく，制約そのものを解消することはで
きていなかった。

3. プロジェクト遂行の変革

プロジェクト遂行の変革と新製品の機能により，これ
らの制約を解消することを目指している。3.1 章以降で
詳しく述べる。

3.1 機器と I/O 部の自由な配線による制約 A の解消
DCS が I/O を確定する方法ではなく，現場に設置・配

線された結果を基準として，DCS 設計と I/O をその基準
に合わせることで，制約 A を解消することができる。要
するに，現場に設置した機器や装置からの信号線を，近

傍に設置された DCS の I/O に，自由に配線することがで
きるようにすればよい。これを実現するためのブレーク
スルーは４つある。
(1)  DCS の I/O を，機器や装置のフィールドに近いところ

に分散設置できる。
(2)  アナログ入力 / 出力，デジタル入力 / 出力（AI/AO/

DI/DO）などの信号種を意識せずに，DCS の I/O に任
意の順番で接続できる。

(3)  ２線式，４線式の AI においても，端子接続位置を考
慮せずに接続できる。

(4)  DCS が稼働する時に，任意に DCS の I/O に接続され
た機器を DCS に容易に接続できる。

3.2 自由な機器調整タイミングによる制約 B の解消
従来は，DCS 据付直後に DCS を使用して機器の調整を

行っていた。しかし，DCS の据付前（DCS レス）でも，
3.1 章で示したように，自由に配線されたフィールド機
器の調整を可能にすることで制約 B を解消することがで
きる。そのためのブレークスルーは４つある。
(1)  一般の商用 I/O セット（COTS: Commercial Off-The-

Shelf）のように，パネルなどにコンポーネントとして
格納し，単体で現場搬入，設置できる新しい I/O をラ
インアップして提供できる。

(2)  フィールドの近傍にある I/O 装置を経由して，機器の
定義状態を作れる。例えば，ある一つの端子の先には
FV101 という機器名を持つバルブが存在することを
把握し，機器情報の定義ができる。

(3)  フィールドディジタル機器を調整するために，I/O 装
置を経由して機器ベンダが提供する EDDLii /DTMiii を
駆使することができる。

(4)  DCS が動作開始した時に，I/O に配線した接続情報と
調整した結果のパラメータなどを，機器のメンテナン
ス情報として継承できる。
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図 1 プラント建設工事の制約 A と B



プラント工期短縮を実現する SFI コンセプトに基づく新しいアプローチ

横河技報 Vol.58 No.2 (2015)

4. N-IO と FieldMate が実現する新しい SFI モデル

SFI（System Free Instrumentation） とは，3.1 章，3.2
章で示した８つのブレークスルーを組み込み，制約 A，B
を同時に解決する当社の新しいアプローチであり，新し
い製品群を組み合わせたプロジェクト遂行モデルである。

4.1 SFI の実現を可能にした新しいアプローチ
SFI モデルは，図 2 の（1）～（6）に示す６つのアプ

ローチで達成する。
(1)  任意の I/O チャネルに配線可能な I/O のラインアップ。

AI（2 線式 /4 線式）/AO/DI/DO の信号を任意の順序
で配線し，後で信号種やロジックへの割付を確定でき
る I/O（以下，N-IO と呼ぶ）を提供する。

(2)  N-IO を組み込んだ，現場に分散設置可能な共通パネ
ルを標準品（COTS）として手配可能とする。

(3)  I/O のチャネル（端子），信号種とその先にあるフィ
ールド機器を結び付ける情報を，DCS がない状態で定
義し，現場で使える状態にする。このために，当社の
機器調整ソフトウェアである FieldMate とそのオプシ
ョン機能である FieldMate Validator が実装された PC

を N-IO に接続し，I/O のコンフィギュレーションと
機器調整を同時に実行する (1)。

(4)  機器調整には，機器ベンダが提供する EDDL/DTM を
利用する。FieldMate を使って，N-IO 経由で EDDL/
DTM のフル機能を利用することで，機器調整が可能
になる。

(5)  DCS の制御監視機能の設計から実装，立会まで I/O チ
ャネルを意識せずにシステム構築できる。そのために，
CENTUM VP R6 では I/O チャネルを論理名で定義可
能とし，物理的な I/O の接続位置を決定する前に，ア
プリケーションを設計，エンジニアリングできるよう
にした。さらに，（3）で得られた物理的な I/O の接続
位置の情報を自動でアプリケーションに取り込むこと
が可能である。

(6)  （4）で調整したフィールド機器の調整結果は，そのま
ま機器のライフサイクルメンテナンスの初期状態，初
期パラメータとして引き継いで活用できる。このため
に，FieldMate は保持している機器毎の情報を，DCS
納入時に稼働する統合機器管理ソフトウェアパッケー
ジであるPRM （Plant Resource Manager） へ転送して，
データを同期させる。
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図 2 SFI モデルを実現する６つのアプローチ
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5. SFI モデルを可能にする新製品群

本章では，SFI モデルを実現する製品群を紹介する。

5.1 CENTUM VP/ProSafe-RS
CENTUM VP/ProSafe-RS で採用した I/O 部の N-IO は，

ソフトウェアの設定変更で様々な信号種に対応できる。
パルスなどの信号種（CENTUM VP のみ）に対しては，
N-IO の中にオプションアダプタを追加して対応可能であ
る。従来の CENTUM の I/O に比べ広範囲の耐環境性能
を持ち，N-IO のみを現場パネルに組み込むことが可能で 
ある。

ま た，CENTUM VP/ProSafe-RS で 採 用 さ れ る AD ス
イート (2) が提供する制御監視機能の論理設計機能にお
いて，I/O は仮想のチャネル割付けとして扱うことがで
きる。さらに，仮想チャネル割付けの情報と I/O の端子
位置を合わせた情報を I/O リストとして保持している。
FieldMate Validator による I/O の割付け結果をデータ同
期交換で取り入れて更新した I/O リストと，制御監視機
能の論理設計を組み合わせることで，システムの実装を

完結させることができる。

5.2 FieldMate/ FieldMate Validator/ Plant Resource 
Manager （PRM)

FieldMate は現場で用いるフィールドディジタル機器
の設定調整ツールであり，DTM を用いた機器調整や機器
パラメータの保存ができる。

FieldMate のオプション機能である FieldMate Validator
は，CENTUM VP や ProSafe-RS の I/O 部 で あ る N-IO に
接続し，N-IO を単体で動作させ，N-IO の設定や機器との
接続確認を実施する。FieldMate は FieldMate Validator
の機能を活用し，N-IO 経由で使用して，機器の調整を実
施することが可能である。FieldMate を使って調整した
結果を PRM に転送して保存することにより，メンテナ
ンスの初期データとして活用できる。

FieldMate と FieldMate Validator がインストールされ
た PC は，N-IO の USB ポートに接続され，N-IO および
N-IO 経由で HART 通信機能付きフィールド機器にアクセ
スする。図 3 に FieldMate Validator が接続されたシステ
ムの構成例を示す。
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6. SFI モデルがもたらすプロジェクト工程の革新

SFI モデルは先に述べた２つの制約 A, B を同時に解消
することを目的にしているが，この制約を解消すること
は，プロジェクトにおける工程の遂行手順の考え方を根
本的に変える。以下にプロジェクト遂行の全体および各
フェーズにおける利点を述べる。

6.1 プロジェクト全体の工期短縮
図 4 に示すように，SFI モデルを適用するプロジェク

トでは，N-IO が組み込まれた現場パネルや機器の調達，
設置，配線，調整を，DCS プロジェクトとは無関係にフ
ィールド単位で独立に計画し，並行して実施することが
可能になる。現場パネルは標準化されているので，手配
は簡単で短納期である。さらに，DCS の監視制御機能の
実装も，I/O のハードウェアに関する実装量が少なくな
り，出荷までの期間を短くすることができる。最終的に
は DCS プロジェクトと建設系プロジェクトは，従来のプ
ロジェクトに比べて早期に現場で合流できる。この時点
で，すでに N-IO と機器は接続されているために，DCS
の据付後はすぐに機能確認に入ることができ，プロジェ
クト全体の工期の短縮が可能となる。

6.2 配線工事の簡素化
任意の端子への配線を可能とすることで，配線作業が

簡素化される。さらに，フィールドでの信号点の変更，
追加についても，N-IO は COTS のように短納期，単体で
手配できるので，プロジェクトの遅延リスクが軽減され
る。

6.3 I/O の手配方法の変革
N-IO は，信号を指定せず盤数（点数）と特殊な信号を

変換するオプションモジュール（アダプタ）の枚数を指
定すれば手配できる。プロジェクトの I/O の手配が簡単
になり，短納期で入手でき，変更費用も削減される。

6.4 仮想 I/O の割付による DCS の実装期間の短縮
DCS の監視制御機能の実装においても，論理的な I/O

を用いることにより，物理的な I/O 情報を意識せずに機
能の実装に集中し，期間短縮を実現することができる。

6.5 インテリジェントな機器を活かすための調整期間確保
フィールド機器のインテリジェンスが高まると，機能

が高い分，情報量やパラメータが増え，簡単に調整でき
ない。そのため，調整に専門家が必要になり，遠隔から
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図 4 SFI モデルを適用したプロジェクト
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専門家のアドバイスを受けることや，動作を繰り返して
テストすることなどで，時間と情報交換が必要になる。
制約 B の解消は，この調整作業のリスクを低減し，高い
インテリジェンスを持つ機器の調整のための時間を確保
することができる。

7. SFI モデルのさらなる革新

プラント建設工事の２つの大きな制約を解消すること
で，プロジェクト工期を短縮し，プロジェクトのリスク
を効果的に低減できることを SFI モデルとして示した。
さらに，そのモデルを CENTUM VP で新製品として実現
したことを報告した。SFI モデルを実プラントに適用す
る場合，プロジェクト工期を短縮することやプロジェク
トコストを大幅に削減できることが期待される。

今後，プラント建設工事の複雑性はさらに増していく
が，SFI モデルの適応範囲を拡大し，進化させていくこ
とでプラント建設工事の変化に対応し，顧客メリットを
追求していく所存である。
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i  安全計装システムは，プロセスが通常のコントロールの範囲を超
えて危険な状態に達した場合に，安全な方向へと導くように動作
するシステムである。

ii  EDDL (Electronic Device Description Language）は，デバイスパ
ラメータの定義，アクセス方法をテキストベースで記述したもの
である。

iii  DTM (Device Type Manager）は，機器固有のグラフィカルイン
タフェース（GUI）を定義したアプリケーションである。
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