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近年，フィールド機器の高機能化およびフィールドネットワークの進化により，フィールドコントロールステ

ーション（FCS）では，多量のプロセスデータに加え，フィールド機器の機器情報，設備の診断情報などの多彩

な情報（フィールド機器データ）を活用することが求められている。統合生産制御システム CENTUM VP で新規

開発された FCS (FFCS-V) では，FCS の制御演算能力を３倍にするとともに，多量のフィールド機器データを収集

することを可能とした。

In recent years, the advanced functionality embedded in field instruments and the evolution of 
the field network require the field control station (FCS) to process a wide variety of information 
(field instrument data) such as instrument information of field instruments and diagnostic 
information of facilities, in addition to a large amount of process data. FFCS-V, a newly 
developed FCS for the CENTUM VP integrated production control system, has three times 
faster computing performance than the previous model and can gather a large amount of field 
instrument data.

1. はじめに

図 1 に示すように，分散制御システム（DCS）のコン
トローラでは，大きなアプリケーションをできるだけ一
つのコントローラで実現することにより，エンジニアリ
ングが容易になり，コントローラの設置面積も小さくで
きるなどのコストダウン効果が期待できるため，より多
くのプロセスデータをより高速に扱うことが求められて
いる。また，フィールド機器の発達にともない，制御に
直接使用されるプロセスデータ以外に，フィールド機器
の機器情報，設備の診断情報など多彩な情報（ここでは
フィールド機器データと呼ぶ）を収集し，上位の機器管
理ソフトウェアで管理することで，より安定なプラント
操業に役立てる要求が強くなってきている (1)。

統合生産制御システム CENTUM VP のコントローラで
あるフィールドコントロールステーション（FCS）では，
これらの大容量化するプロセスデータやフィールド機器
データを高速に取り扱う必要があるため，FCS の処理能

力向上が強く求められている。
本稿では，新規開発を行った FCS (FFCS-V) における処

理能力の改善のうち，プロセスデータおよびフィールド
機器データの処理能力の大幅な向上のために考案された
新しいアーキテクチャーについて紹介する。

図 1 FCS が扱うデータの流れ
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2. プロセスデータ処理能力の向上

CENTUM シリーズでは，I/O のアクセス方式を継続的
に進化させてきた。本項では，過去の I/O アクセス方式
の特徴と，今回 FFCS-V で採用した新しい I/O アクセス
方式について説明する。

2.1 非同期並行アクセス方式
CENTUM CS で採用したアクセス方式であり，図 2 に

示すように，FCS には CPU モジュールとは別に I/O 通信
モジュールを実装しており，I/O 通信モジュールは，独
自の定周期でプロセスデータの入出力を行い，CPU モジ
ュールから見えるメモリにプロセスデータをマッピング
している。CPU モジュール内のメインプロセッサは，メ
モリ上にマッピングされた I/O データにアクセスするこ
とで，制御演算に利用する I/O データを更新できるので，
I/O アクセスにかかるメインプロセッサの負荷を低く抑
えることができるというメリットがある。しかし，I/O
通信プロセッサの I/O アクセス周期が，メインプロセッ
サの制御スキャンと非同期であるため，センサーデバイ
スで検知されたプロセスデータ値が， メインプロセッサ
で制御演算に利用できるまでにかかる時間（この時間を
リアクションタイムと呼ぶ）が大きくなる傾向がある。

図 2 非同期並行アクセス方式

2.2 直接アクセス方式
CENTUM CS3000 で採用されたアクセス方式で，図 3

に示すように，CPU モジュール内のメインプロセッサが，
I/O モジュール（IOM）に直接通信し，IOM からの返信
によりプロセスデータを取得することで，I/O アクセス
を行う。

メインプロセッサが IOM のデータを直接取得できるた
め，非同期並行アクセス方式に比べ，リアクションタイ
ムを小さくでき，制御性が良くなるメリットがある。し
かし，メインプロセッサは，IOM との通信で返信を待つ
必要があるため，メインプロセッサの負荷が高くなると
いう問題がある。特に，IOM が光ファイバーなどを経由

して広域に分散する場合，IOM とメインプロセッサ間の
I/O アクセス通信時間はより長くなるため，I/O アクセス
のためのメインプロセッサ負荷が無視できないほど高く
なってしまう。

図 3 直接アクセス方式

2.3 同期並行アクセス方式（新方式）
非同期並行アクセス方式と，直接アクセス方式の両方

の長所を併せ持つ新しい I/O アクセス方式であり，図 4
に示すように，メインプロセッサの負荷を低く抑えるこ
とができるというメリットがあると同時に，リアクショ
ンタイムも小さく，制御性が良いというメリットも併せ
持っている。

メインプロセッサの制御スキャンと I/O アクセスのタ
イミングを同期させるために，I/O 通信プロセッサとメ
インプロセッサの両方を CPU モジュールの内部に実装す
る構成としている。

図 4 同期並行アクセス方式

図 5 に同期並行アクセス方式のデータの流れをタイム
チャートで示す。

同期並行アクセス方式では，I/O 通信プロセッサはメ
インプロセッサの制御スキャン開始のタイミングに合わ
せて，プロセスデータの収集を完了させる。これを実現
するため，I/O 通信プロセッサに定周期割り込みイベン
トの通知と，入力するプロセスデータ量から考えられる
I/O 処理時間を通知する仕組みを構築した。
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図 5 I/O 通信プロセッサの入力方式（同期方式）

メインプロセッサは定周期割り込みイベントで時刻を
更新しており，制御スキャンの開始はこの定周期割り込
みにより決定される。したがって，I/O 通信プロセッサ
では，次の制御スキャンが開始される定周期割り込みイ
ベントから逆算して，I/O 処理時間の分だけ前倒しした
タイミングで，プロセスデータの入力処理を開始する。
これにより，メインプロセッサが制御スキャンを開始す
るタイミングに合わせて，プロセスデータの収集を完了
することができる。

3. フィールド機器データ処理能力向上

CENTUM VP FFCS-V では，同期並行アクセス方式を用
いることで，プロセスデータを扱う能力と共に，フィー
ルド機器データを扱う能力の向上も同時に実現している。
本項では，フィールド機器データ処理能力を向上させた
メカニズムについて説明する。

3.1 現状の問題点
「はじめに」で説明したように，FCS はフィールド機器

からの様々なデータを多量に扱うことが求められている。
CENTUM CS3000 で採用していた直接アクセス方式（従
来方式）では，図 6 に示すように，メインプロセッサで
フィールド機器データのアクセスを実行し，上位の機器
管理ソフトウェアに渡していた。メインプロセッサでは，
プロセスデータを使用した制御演算と，機器管理ソフト
ウェアから要求されるフィールド機器データに関連する
処理の両方を行う必要がある。このため，フィールド機
器データのデータ量を増やすことは，制御演算処理を圧
迫することにつながり，フィールド機器データの大容量
化の要求に対しては，アーキテクチャー上の限界がある。

図 6 フィールド機器データの流れ（従来方式）

3.2 I/O 通信プロセッサによる問題の解決策
フィールド機器データは，制御演算には使用しないた

め，メインプロセッサが機器管理ソフトウェアと IOM 間
の通信を行なう必要はない。また，２項で述べた制御演
算処理の能力を向上させる観点からもメインプロセッサ
の負荷を上げずにフィールド機器データを処理する方が
望ましい。このため，図 8 に示すように，従来メインプ
ロセッサが行っていた機器管理ソフトウェアと IOM との
通信を含むフィールド機器データ送受信処理のすべてを
I/O 通信プロセッサが行う構造とした。

この結果，図 7 に示すようにメインプロセッサで実行
する制御演算処理と I/O 通信プロセッサで実行するフィ
ールド機器データ通信処理が並列に実行でき，より多く
のフィールド機器データを効率的に取得することが可能
となった。

また，本方式を採用することにより，IOM への通信フ
レームの作成を I/O 通信プロセッサが実施することにな
った。この際に，従来のメインプロセッサで実施してい
た場合と同等の信頼性を確保するために，ハードウェア
とソフトウェアの多重照合による仕組みを採用した。
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図 8 フィールド機器データの流れ（新方式）

4. おわりに

本稿では，多量なプロセスデータやフィールド機器デ
ータを CENTUM VP FCS で扱うためのアーキテクチャー
について紹介した。

FFCS-V では，CPU モジュール内に I/O 通信プロセッサ

を内蔵した同期並行アクセス方式を採用することにより，
プロセスデータの処理能力向上およびフィールド機器デ
ータの処理能力向上の二つの要求を同時に満たすことが
可能となった。

また，本アーキテクチャーは，制御演算を行うメイン
プロセッサに一切負荷をかけずにフィールド機器データ
の処理を行えるため，今後増加すると考えられるフィー
ルド機器データに関連する機能改善を実現しやすい構造
となっている。たとえば，機器管理ソフトウェアで実施
している機能の一部を FCS 内の I/O 通信プロセッサ上で
実施することにより，フィールド機器データ処理の応答
性の改善につながるなど，将来的な機能拡張や高速化の
実現が期待できる。
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図 7 フィールド機器データ通信処理の効率化
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