
  横河技報 Vol.54 No.2 (2011)1 75

CENTUMの昔と今
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1. はじめに

YOKOGAWA は “ 計 測 と 制 御 と 情 報 ” を テ ー マ に し
て，より豊かな人間社会の実現に貢献することを企業理
念のひとつにしている。この企業理念を制御の切り口か
ら実現するために 1975 年に世界初の DCS (Distributed 
Control Systems) CENTUM を発売開始した。YOKOGAWA
の企業理念は不変であるが，CENTUM は発売開始以来
36 年を経て，技術の進歩，環境の変化，時代の要請の変
革の中で進化を繰り返しその機能を発展させてきた。そ
して本年 2011 年 9 月より最新の CENTUM VP R5 の出
荷を開始している。

筆者は 1981 年より CENTUM の開発に従事してきた。こ
の間に素肌で感じてきた DCS の進化を振り返ってみたい。

2. 基本アーキテクチャ

1975 年当時，プロセスの制御は空気式のワンループ
コントローラが主流だった。数多くの表示器付きのコン
トローラ，レコーダ，警報ランプなどを大きな計装盤に
組み込み，いわゆるボードオペレーションが行われてい
た。

YOKOGAWA は当時の先端技術であったマイクロプロ
セッサに早くから着目し，これを制御システムに応用し
た。そして制御システムを３つの基本構成要素，ヒュ
ーマンマシンインターフェイス（HMI：キーボート付き
CRT），制御コントローラ，制御バスに機能分割し，分
散型制御システム（DCS）と名付けた。計装盤の機能は
HMI 上に再現され，ボードオペレーションが CRT オペレ
ーションへ進化した。それまでリレーで組んでいたロジ
ックもコントローラで実現できるようになり，その柔軟
性が格段に進歩した。同時にセンサ，バルブとの信号は
電気式の 4-20 mA で統一した。

75 年から 90 年前半にかけては，年々性能が向上する
マイクロプロセッサ，記憶素子を活用し，コントローラ
の高速化，容量アップおよび HMI の高速化を実現した。

そして日本国内においては，プラントの近代化の流れ

の中で 80 年代後半から 90 年前半にかけてプロセスオー
トメーションにおける DCS の普及が飛躍的に進んだ。

3. DCS 機能の拡張

３つの構成要素からなる DCS のアーキテクチャは現在
でも基本的に変わっていないが，その機能は大幅に拡張
されてきた。それらのいくつかを紹介する。

 � データ通信機能
90 年代前半までに性能を向上させ普及した DCS であ

ったが，DCS が持つプロセスデータの活用が難しいと
いう問題（情報の孤島）があった。生産管理システムに
DCS のデータを吸い上げたり，DCS に対して指示を落と
したりする機能を実現するために，DCS 各社は独自の通
信媒体（RS232C, GP-IB など）と独自の通信プロトコル
を定義しその要求に応えた。しかし，標準的な通信手段
が存在しなかった。

90 年代になると LAN (Local Area Network) という概
念で Ethernet がデファクト化した。1996 年には，異な
る製造元の各種制御機器間でリアルタイムにデータ通信
を行うための業界規格として OPC Foundation が通信イ
ンターフェイスを標準化した。

OPC の出現により，DCS のデータがリアリタイムで利
用できる環境が整うと，多変数予測制御などのいわゆる
高度制御，プロセスデータをそのまま，または演算処理
を施した上で長期間保管するヒストリアン機能など数々
の機能が急激に発展した。

また，経営管理システム（ERP），生産管理システム
（MES），そしてプロセス制御システムの階層ごとに果た
すべき機能の概念が ISA-95 機能階層モデルとして一般化
し，経営・ビジネスレベルから DCS のプロセスレベルま
で垂直統合が実現された。

 � オペレータ支援機能
多くのプラントにおいて，効率的な運転は熟練したオ

ペレータにより実現されている現実がある。このような
オペレータの運転ノウハウが，その退職により失われな
いようにする機能が必要であった。YOKOGAWA は早く
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からこの問題に取り組み，熟練オペレータのオペレーシ
ョン方策を SOP ( 標準オペレーション手順 ) として記憶
し，一般オペレータ運転の際にガイダンスする運転効率
向上支援パッケージ Exapilot を提供している。

 � 機器管理機能
センサ，バルブも DCS と同じように進化している。イ

ンテリジェントを持ったこれらの機器が実現する機器の
予知診断，プロセス診断することが可能になった。DCS
ではこれらの情報を FOUNDATIONTM Fieldbus, HART 経由で
吸い上げ，オペレータに通知するために統合機器管理ソ
フトウェアパッケージ PRM を提供している。

4. オープン技術，標準インターフェイス

DCS は 90 年代まで各社が独自に機能開発を競い発展し
た。90 年代後半になり，Internet が一般化し，Microsoft 
Windowsと共にIT技術の進歩の急加速が明らかになると，
DCS も汎用技術を利用することで IT 親和性，最新機能の
導入を実現してきた。YOKOGAWA も 1998 年発売を開
始した CENTUM CS 3000 より Windows OS および PC ハ
ードウェアを HMI に標準採用している。このことにより，
HMI における画面の表現力（精細度，色の数，豊富な文
字フォント）向上，LAN 通信の高速化，補助記憶デバイ
スの容量アップなどが容易に実現され DCS の便利さの向
上に大きく寄与している。加えて，Microsoft Office ツー
ルなどを利用し，DCS データの解析などを通じて，操業
改善のための取り組みがやりやすい環境を提供している。

プロセスデータの通信では OPC が標準化されたよ
うに，他の分野でも標準化の採用が進んでいる。セン
サ，バルブと DCS 間が従来の 4-20 mA アナログ信号か
ら FOUNDATION Fieldbus, HART のようなディジタル通信
になり，デバイスコンフィギュレーションも FDT (Field 
Device Tool) /DTM (Device Type Manager) ま た は DD 
(Device Description) などで標準化された。無線センサネ
ットワークにおいては，YOKOGAWA はセキュアで長距
離にも強い ISA100 を採用している。バッチの ISA-88，
アラームの ISA-18 などの標準概念にも準拠している。

5. 今後の展開

DCS の進化に終わりはない。今後も常に進化していく
であろう。今後の DCS の進化の方向を考えてみる。

 � セキュリティ
情報の孤島からスタートした DCS もよりたくさんの機

能を実現するために Windows，LAN などのオープン技術
を採用し，外部との情報接続性を向上させ多くの有効な
機能をユーザに提供してきた。

ところが，インターネットが世界中の末端まで普及した
現在，プロセス制御の分野でもサイバー攻撃が大きな脅
威になってきた。 昨今ではマルウェア Stuxnet による特
定国の原子力関連施設に対する攻撃，国内でも日本を代表

する総合機械メーカで，原子力，防衛産業の中心的な企
業に対するサイバー攻撃が思い起こされる。また 2011 年 
11 月 に は Stuxnet に 似 た 新 た な Duqu も 発 見 さ れ た。
Stuxnet も Duqu も産業制御システムを標的にしている。

言うまでもなく，社会の重要インフラである発電所，
製油所などの制御システムがサイバー攻撃を受けるとそ
の影響は計り知れない。また，このように意図的な目的
をもって行われていると思われるサイバー攻撃の他にも，
一般的なコンピュータウィルスが，USB を介してプロセ
ス制御現場の PC に感染し，通信を阻害するなどの看過
できないインシデントも多く発生し始めた。

メーカとユーザが一体となったサイバセキュリティ対策
が急務である。YOKOGAWA は，この新たな問題にも正面
から取り組んでいる。DCS 自身のセキュリティの継続的な
機能強化，およびユーザシステムのセキュリティ強化のた
めのコンサルタント，システム再構築などのお手伝いを通
じて，制御システムの防御の強化を図っていく。

 � DCS の守備範囲の拡大
DCS の隠れた特徴のひとつは 24 時間オペレータに情

報を提供していることである。2000 年以降，PC 上で各
種ソリューションが YOKOGAWA からだけでなく，各社
から提供されるようになってきた。例えばその一つに振
動解析などがある。振動解析で発見された回転機異常の
予兆は，DCS の HMI を介してオペレータに伝えられるべ
きである。CENTUM および PRM ではすでにこのような
機能を提供している。今後は広くプラントフロアを見渡
し，YOKOGAWA 以外のシステムからの情報も CENTUM
を介してオペレータに伝える役目を強化していく。

6. まとめ

80 年代後半から 90 年前半にかけて導入された DCS が，
20 年の時を経て，リプレースまたはマイグレーションの
時期になっている。この間に DCS および周辺機能は大き
く進化をしてきた。ユーザ各位におかれては，マイグレ
ーションに際し，DCS の単なる置き換えでなく，進化し
た新しい，そしてユーザにメリットのある新機能の採用
を是非検討していただきたい。

前 号 の 横 河 技 報（Vol.54, No.1, 2011） に お い て，
YOKOGAWA の新たな挑戦である「お客様の生涯の操業
改善パートナーとしてのサービス VigilantPlant Services」
を特集した。DCS をはじめとする YOKOGAWA の制御シ
ステムは，お客様の理想の操業実現の基礎として，およ
び操業改善パートナーとしてのソリューション実現プラ
ットフォームとして，今後も進化を続けていくことをす
べてのユーザに約束したい。
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