
システム製品の新展開

横河技報 Vol.54 No.2 (2011)

システム製品の新展開
New Progress of Control System

小澤 英之 *1

Hideyuki Ozawa

横河電機は，制御事業のビジョン “VigilantPlant ＝理想の工場 ” のもと，このビジョン実現に向けた中核であ

る統合生産制御システム CENTUM VP を始めとして，安全計装システム ProSafe-RS, ネットワークベース生産シ

ステム STARDOM といったシステム製品の継続的な機能強化に取り組んでいる。本稿では，最新の制御システム

の進化とその応用について紹介する。

VigilantPlant is Yokogawa’s concept for achieving safe, reliable, and profitable plant operations. 
With the key platform of the CENTUM VP integrated production control system, ProSafe-RS 
safety instrumented system and STARDOM network-based control system, Yokogawa provides 
customers with solutions that help them achieve operational excellence in their plants, aiming to 
become the leading company in the IA business. This paper introduces the evolution of the latest 
control systems and their applications.

1. はじめに

横 河 電 機 が 考 え る お 客 様 に と っ て の 理 想 の 工 場
（VigilantPlant）は，プラント操業に関わる全てのお客様
に必要な情報が行き渡り，外部環境の変化にも俊敏にビ
ジネス対応ができ，生産活動が滞ることなく回りつづけ，
設備も人も将来に向けて着実に進化を続けていくことが
できる，操業の全体最適を実現するプラントである。

当社は，“VigilantPlant” ビジョンのもと，理想の操業
を実現する各種のソリューションを提供しているが，本
稿では，これらの中核となる制御システム製品の持続的
進化の状況を，制御プラットフォームの進化，システム
統合力の進化，ソリューションの進化に焦点をあてて紹
介する。

2. 制御プラットフォームの進化

制御プラットフォームの基軸を構成するコントローラ
には，大きく２つの方向性がある。石油・石油化学に代
表される大規模なシステムを高い信頼性を保ち操業でき
る高パフォーマンス・大容量かつ超高信頼なコントロー
ラと，小型な機器に組み込まれて分散配置され，環境が
厳しい設置条件にも耐えうる自律性の高いコントローラ
である。

前者の高パフォーマンス・大容量かつ超高信頼なコン
トローラとしては，当社は 1975 年より CENTUM シリー
ズを発売し，持続的に進化させている。最近 10 年余りは，
“ フィールド・デジタル技術 ” の発展に伴ってフィールド
の情報化が飛躍的に進んだ。CENTUM VP のフィールド・
コントロール・ステーション（FCS）は，フィールドか
ら得られる多量の情報を効率的に活用できる，より高い
パフォーマンスをもったコントローラへとさらに進化を
遂げている。

後者の小型・分散でかつ耐環境性に優れたコントロ
ーラとしては，当社はネットワークベース生産システム
STARDOM において自律型コントローラ FCN/FCJ をライ
ンアップしており，高温・低温，高地，さらに限られた
動作電力しか与えられない，といった厳しい環境条件の
下で動作できるコントローラとして好評を得ている。

2.1 高パフォーマンス・大容量・超高信頼
当 社 は， 国 際 標 準 で あ る FOUNDATION フ ィ ー ル ド バ

スに対応した新製品を 1998 年に投入したことを機に，
“ フィールド・デジタル ” に本格的に取り組んでおり，
FOUNDATION フィールドバスの規格制定を牽引しつつ，省
配線，フィールド機器のインテリジェント化，機器管理，
診断を実現することでプラントの高度化を実現してきた。

フィールド・デジタル技術の発展に伴い，制御システ
ムには，フィールドからの多量のデータをストレスなく
扱える強力なデータ処理能力が要求されている。この要
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請に応えるべく，CENTUM VP では，FCS の基本性能を
飛躍的に向上させた。図 1 に示す新しい FCS は，処理パ
フォーマンスが当社従来製品比３倍，アプリケーション
容量が同比２倍，コントロール・ネットワーク・スルー
プットが同比５倍と業界最高クラス（2011 年７月現在，
当社調べ）の性能を実現している。

FCS の処理能力を大幅に向上した新しいアーキテクチ
ャーについては，本特集号の論文を参照されたい。

図 1 FCS 外観

処理パフォーマンスの向上によって１つのコントロー
ラに処理を集約すると，危険分散が図れないという点で，
システムの安定性に対して疑問を感じる向きもあるかも
しれない。しかしながら，FCS は，業界最高水準の高信
頼設計により 99.99999% という世界トップレベルの稼
働率を実現しており，大規模なシステム構成においても
長期安定稼動とコスト削減に大きく貢献することができ
る。また，処理パフォーマンスが飛躍的に高まったことで，
コントローラの処理に余裕が生まれ，システムの稼動上
のリスクを低減することができる。このことで，エンジ
ニアリングから操業，メンテナンスに至るコスト削減に
幅広く寄与することができる。

また，制御バスのラインアップに，高速制御バス
Vnet/IP を追加した。これは，FCS とヒューマン・イン
ターフェース・ステーション（HIS）などをつなぐ制御バ
スを高速化して，フィールド・デジタルの進展で増加す
る情報をはじめ，生産管理システムや他の制御システム
との連携・統合により増大する情報を実時間で確実に送
受信できるようにするためである。Vnet/IP は，伝送速
度 1 Gbps のイーサネットをベースとし，実時間性，高
信頼性，オープン性（国際標準 IEC61784-2 として承認）
を併せ持つもので，海外向けのシステムでは 80% で採用
されている。

2.2 小型・分散・耐環境
近年の世界的なエネルギー需要の高まりに伴い，石油

会社各社は供給量確保のため，天然ガス・石油の開発・
生産技術の向上に力を入れ，生産量の増大に努めている。

ガス田・油田の開発を積極的に進めることで，高温・
低温，高地など設置環境が厳しい場所や，電力，通信イ
ンフラが未整備であるといった立地条件の悪い現場にま
で採掘エリアが拡大している。このことで，天然ガスや
石油の井戸元の制御・監視を行う制御システムにも，従
来以上の耐環境性や省電力性が要求されるようになって
いる。

また，ガス田・油田の生産設備が広域に分散すること
に伴い，生産設備の巡回点検など保守管理費用が各社の
大きな負担になっている。そのため，生産設備を構成す
る各種計装機器の個別情報やメンテナンス履歴などの保
全情報を一元管理して保全効率を向上させたいというニ
ーズも高まっている。

当社はこれらのニーズに対応するため，ネットワーク
ベース生産システム STARDOM において，広域に分散し
ている設備の制御・監視に適した自律型コントローラの
低消費電力タイプ FCN-RTU をラインアップしている。

FCN-RTU は，標準的な天然ガス井戸元制御に必要な入
出力機能と通信ポートを標準搭載した低消費電力タイプ
の CPU モジュールをもつ。この CPU モジュールにより，
電力インフラが未整備の現場でも太陽電池などの限られ
た電力供給のみで生産設備の制御・監視を行うことが可
能となった。また，耐環境性・耐久性の高い部品を採用
したことで，コントローラの設置環境がマイナス 40 ℃
からプラス 70 ℃まで，高度が 3000 メートルまで広がり，
酷暑・酷寒，高地にある生産設備の制御・監視を行うこ
とが可能となった。

FCN-RTU の技術的特長，適用事例などについては，本
特集号の論文を参照されたい。

2.3 制御システムのセキュリティ対策
産業用の制御システムへのサイバー攻撃が，国際的に

拡がりつつある。制御システムのセキュリティは，技術
的には一般の IT セキュリティと同一ではあるが，その意
味合いは大きく異なっていることに留意する必要がある。
ひとたび制御システムのセキュリティが維持できなくな
ると，人命に危険を与えたり，環境破壊に直接的につな
がったり，という可能性をはらんでいるからである。そ
れは，電力システムなどの社会インフラを守るために，
米国では当局が強く関わっていることからも明白である。

また，制御システムは，一般に長期安定稼動が求めら
れるため，必要とされるセキュリティのレベルを一旦達
成すれば満足ということではなく，一定以上のレベルに
維持し続ける対策を講じることが非常に重要である。よ
って，セキュリティ対策が陳腐化してしまわないよう，
システムのライフサイクルにわたって持続的な取り組み
が必要となる。

制御システムのセキュリティ対策に関する最新情報に
ついては，本特集号の論文を参照されたい。
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3. システム統合力の進化

3.1 サブシステム統合
統合ゲートウェイステーション（UGS: Unified Gateway 

Station）により，図 2 に示すように PLC などを含むサブ
システムも CENTUM VP の HIS で操作監視することが可
能となった。操作画面の見た目や操作方法が統一され，
運転員はシステムごとの運転方法を習得する必要がなく
なる。

図 2 UGS によるサブシステム統合

アプリケーション例としては，石油・ガスの井戸元な
ど広域に分散された多数の小規模設備（ユーティリティ
等）や生産設備を制御する自律型コントローラ FCN/FCJ
を接続することで，遠隔地の設備と中央の大規模設備を
統合して CENTUM VP で集中監視する制御システムを構
築することができる。

UGS は，FCN/FCJ や PLC といったサブシステムのデー
タだけでなくアラームも扱うことができ，より高度なシ
ステム統合を実現できる。また，オンラインメンテナン
スや冗長化などにも対応することができる。

UGS の機能の詳細については，本特集号の論文を参照
されたい。

3.2 ISA18.2 に基づいたアラーム管理
フィールド・デジタルによるフィールド機器のインテ

リジェント化，DCS，安全計装システム，機器管理シス
テムなど，多様なシステムがアラームを発報するように
なった。また，システムの情報統合が進むことで，取り
扱うアラーム数も増大する。さらに，運転員が迅速かつ
的確な対応が取れるように，予備アラームや診断アラー

ムなど，より高度なアラームが追加される。
このようにアラームの数や種類が飛躍的に増大するこ

とで，アラーム管理の重要性がますます高まっている。
ISA18.2 (ANSI/ISA–18.2–2009) は，ANSI/ISA に よ

り 2009 年６月に発行されたプロセス産業向けの最新
の ア ラ ー ム 管 理 の 規 約 で，EEMUA (The Engineering 
Equipment And Materials Users Association) Publication 
No. 191 Alarm Systems といった従来のガイドラインを
カバーするものである。

ISA18.2 で定義されているアラーム管理のライフサイ
クルは，図 3 に示すように「アラームシステム設計」，「操
業」，「アラーム解析」の各プロセスを繰り返し実施する
ことによって，プラントの操業監視環境を改善・最適化
する循環プロセスである。また，アラームシステムの「変
更管理」を適切に実施することで，ヒューマンエラーを
低減することも目指している。

CENTUM VP では，HIS のアラーム機能を拡 張する
CAMS for HIS をラインアップしているが，「操業」のみ
ならず「変更管理」の機能も強化している。また，当社は，
アラーム合理化のソリューションサービスによる安全性
改善も提供しており (1)，今後も，ISA18.2 ベースでの包
括的なソリューション提供を展開してゆく。

図 3 アラーム管理ライフサイクル

4. ソリューションの進化

4.1 安全システムの省スペース化
石油や天然ガス，石油化学，鉄鋼などのエネルギー・

素材産業では，事故の防止や緊急時の安全なシャットダ
ウン，地球環境保全，企業の社会的責任などの観点から，
プラント操業時の安全を確保するために安全計装システ
ムの導入の必要性が高まっている。
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安全計装システム ProSafe-RS は，プラント操業時の異
常事態を検出し，シャットダウンなどの緊急動作を実行
することで，事故などを防ぐ重要な役割を担うシステム
である。国際安全規格 IEC61508 に適合し，安全度水準
SIL3 を実現する機器として，第三者機関による認証を取
得している。

ProSafe-RS は，CENTUM VP と組み合わせて使用する
ことにより，それまで機能や役割が違うため個別にシス
テムを構築していたプロセス制御システムと安全計装シ
ステムを統合できるという特長を持つ。

安全計装のシステムを構築するお客様からは，高い安
全度水準，高速応答，高稼働率などとともに，機器を設
置する際のスペースの有効活用が求められている。そこ
で，高機能と省スペース化を両立させた温度入力モジュ
ールと専用の小型ターミナルボードを新たにラインアッ
プした。

温度入力モジュールは，温度センサ（熱電対および測
温抵抗体）に冗長性を持たせるなどの意味で多点のセン
サを配置したいというニーズに応えるものであるが，セ
ンサから出力される電圧信号を直接入力できるため，こ
れまで必要であった信号変換器が不要となり，システム
の省スペース化を実現することができる。

SIL3 対応温度入力モジュールの詳細については，本特
集号の論文を参照されたい。

4.2 風力発電システムへの応用
自然エネルギーは，太陽光，風力，潮力，地熱，など

多岐に渡るが，世界的に見ると，風力の累積発電能力は，
太陽光のそれに比べて圧倒的に大きい。中国や米国にお
ける風力の発電能力は，日本の原発による発電能力に匹
敵する規模となっている。再生可能エネルギーへの急激
なニーズの高まりにより，風力発電システムはますます
大型化し，発電能力がより強化される傾向にある。また，
陸上に加え，より風速が強いといわれる洋上での風力発
電への展開にも期待が高まっている。

ネットワークベース生産システム STARDOM は，オー
プン性と高い信頼性から，各種のアプリケーションに特
化した組込システム用途で使用されているが，風力発電
システムにおいても，広域に分散した風車の監視用途の
みならず，風車のメインコントローラとしての活用が進
んでいる。

特に，安定発電や風車自体の保護の目的で，回転軸の
高精度測定の機能を強化することで，最新の風力発電シ
ステムのニーズに対応し好評をいただいている。詳細に
ついては，本特集号の論文を参照されたい。

5. おわりに

制御プラットフォームの進化として，CENTUM VP, 
STARDOM という２つの方向性を紹介した。CENTUM VP
では，ISA100.11a といったフィールド無線の利用拡大も
視野に入れたフィールド・デジタル時代の高パフォーマ
ンス・コントローラを用意した。STARDOM では，エネル
ギー需要の拡大に伴い，小型・分散の特長を活かした各
種の設備アプリケーションへの展開がますます進むであろ
う。システム全体のインテグレーションにおいては，DCS
のみの均一的なシステムではなく，多様なサブシステムも
含めて統合，管理してゆくことが重要になってゆく。

また，このようなコントローラやシステムの高度化に
伴って，システムを時間軸方向で維持，改善する “ ライ
フサイクルの最適化 ” の視点での対応要請も高まること
は間違いない。少し前まではまったく想像しえなかった
ほど制御システムのセキュリティの課題は根深くなって
いるし，安全性を確保しつつ最適な操業を実現するため
には，アラームも適切に管理して行かねばなるまい。こ
れらの課題への対応は，システムのライフサイクルの視
点で長期的に維持，改善が行われなければならない。

当社は，システム製品としてお客様のシステムの基
盤を用意する一方で，維持・改善に向けたサービスを
“VigilantPlant Services” として提供している (2)。これら
の２つの取り組みにより，今後も VigilantPlant ビジョン
の実現に向けて邁進してゆく。
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