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近年，プラント操業効率の向上の為，フィールドに分散する全てのコントローラを単一の操作画面から操作

監視したいという要望が増加している。本要望に対応する為には，各種制御プロトコルと統合生産制御システ

ム CENTUM VP プロトコルの相互変換機能，監視対象の増加を考慮した大規模システム対応，更に，エンジニ

アリング及びメンテナンス性に関する考慮が必要である。これらの要望を踏まえ，本稿では，STARDOM 自律型

コントローラ（FCN/FCJ）および他社製コントローラを外部コントローラとして CENTUM VP へ接続し，オペレ

ータにとって違和感の無い操作監視環境を実現する為の統合ゲートウェイステーション（UGS : Unified Gateway 

Station）を紹介する。

Recently, the demand for an integrated operation and monitoring of distributed controllers 
across the field is increasing to improve the efficiency of plant operation. To meet this demand, 
conversion between the CENTUM VP protocol and other control protocols, capability to handle 
a huge system, and maintainability are required. This paper introduces the Unified Gateway 
Station (UGS), which can seamlessly connect third-party controllers to CENTUM VP and 
achieve a single operation environment for operators.

1. はじめに

近年，プラント操業効率の向上の為，フィールドに分
散する全てのコントローラを単一の操作画面から操作監
視したいという要望が増加している (1)。統合ゲートウェ
イステーション（UGS : Unified Gateway Station）の目的
は，外部コントローラ（STARDOM 自律型コントローラ
FCN /FCJ，他社製コントローラ）を統合生産制御システ
ム CENTUM VP へ接続し，それらの外部コントローラに
対して，CENTUM VP の操作監視画面である HIS (Human 
Interface Station) から操作監視を実現することである。

本目的を実現する為，UGS においては，各種制御プロ
トコルと CENTUM VP プロトコルを相互に変換し，HIS/
FCS (Field Control Station) から UGS 経由で，外部コント
ローラからのデータ読込み及び外部コントローラへのデ
ータ書込み機能を提供する。

更に，操作監視において必須となるアラームに関して
も変換機能を有する為，より緊密なインテグレーション

が実現できる。
また，外部のコントローラを CENTUM VP へ接続する

際には，外部コントローラ独自のエンジニアリング結果
を UGS へのエンジニアリングデータとして変換・反映す
る機能を提供する為，発生するエンジニアリング工数の
増加を抑えることが可能である。

2. 統合操作監視環境実現の背景

 � 課題（統合操作監視環境の必要性）
UGS が適応対象とした，アップストリームにおける海

上プラットフォームや海底井戸元（Subsea well）におい
ては，システムの性質上，多様なコントローラが存在し，
且つベンダーが異なる為，コントローラ毎に操作監視操
作画面が存在する。

このような環境においては，異なる操作画面を用いる
必要がある為，プロセスデータ監視（データ操作監視・
アラーム監視），及びシステム監視等の操作監視業務が非
効率である。

この課題を解決し，操作監視業務を改善する為には，
オペレータが個々のコントローラの差異を意識すること
無く操作監視可能な単一の操作監視画面，つまり統合操
作監視環境を実現することが必要となる。
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 � 既存の実現手段
既存の実現手 段としては，FCS サブシステム通信，

CENTUM VP システム統 合 OPC ステーション（SIOS : 
System Integration OPC Station）の利用が検討対象となる。

FCS サブシステム通信は，高信頼ではあるが，接続可
能なコントローラ数等の容量に限界がある。

また，SIOS に関しては，アラームが未サポートであ
り，且つ，外部コントローラ接続には OPC (OLE Process 
Control) サーバが必須である為，エンジニアリングの観
点からも不十分であった。

 � UGS による課題解決
そこで，先述の課題を解決する為，以下の特徴を持つ

UGS を開発し，HIS による統合操作監視環境の実現を目
指した。

 ● シームレスなプロセス操作監視機能（データ，アラー
ム）及びシステム監視の実現

 ● 大規模システム対応
 ● エンジニアリング効率の向上

これらの特徴を持つ UGS により，各通信プロトコルの
差異を吸収し，オペレータが違和感無くプラント全体の
操作監視を実現することが可能となる。

3. UGS 概要

UGS の 位 置 付 け と し て は， 外 部 コ ン ト ロ ー ラ と
CETNUM VP の間に存在し，プロセスデータやアラーム
の変換を実行するゲートウェイステーションである。

図 1 に UGS の位置付けと内部構成を示す。

図 1 UGS 位置付けと内部構成

透過的に外部コントローラへのデータアクセスを実現
する為，UGS では，I/O ドライバ及びファンクションブ
ロックにより各ステーションからのデータアクセスを実
現している。

 � I/O ドライバ
I/O ドライバは，外部コントローラとの接続・データ

収集・アラーム収集機能を提供する。定周期でデータを
外部コントローラから収集し，ファンクションブロック
のデータアイテムを更新する。また，データアイテムが
上位ステーションから書き換えられた場合は，直ちに外
部コントローラのデータを更新する。

I/O ドライバがサポートする制御プロトコルの一覧を
次に示す。

 ● FCN/FCJ 通信プロトコル
 ● OPC-DA (2.0a 以降 )
 ● EtherNet/IP
 ● MODBUS RTU ( シリアル )，MODBUS TCP ( イーサネ
ット )

FCN/FCJ 通信プロトコル，EtherNet/IP，及び MODBUS
に関しては，通信冗長化に対応している。また，OPC-DA
に関しては，OPC サーバベンダが提供するライブラリに
より，通信冗長化を実現することが可能である。

 � ファンクションブロック
ファンクションブロックは，I/O ドライバにより収集

されたデータの論理的な集合であり，アラーム生成（或
いは転送）機能を提供する。各ステーションからは FCS
へのアクセスと同様にタグ名での参照が可能である。

UGS がサポートするファンクションブロックの一覧を
示す。

 ● FCN/FCJ フェースプレートブロック： FCN/FCJ にお
けるファンクションブロックである NPAS POU (New 
Process Automation System Program Organization 
Unit) へアクセスする為のブロック

 ● データアイテムフェースプレートブロック： 外部コン
トローラが保持するデータ単位でアクセスする為のブ
ロック

 ● カスタムフェースプレートブロック： データアイテム
の構成をカスタマイズ可能なブロック

 ● アナンシエータフェースプレートブロック： 外部コン
トローラが保持するデータの任意ビットのオン／オフ
に基づきアナンシエータアラームを発報するブロック

 ● コントローラモニタブロック : 外部コントローラとの
接続状態を提供するブロック

各ファンクションブロックは，データの論理的な集
合を実現し，且つ，オペマークやアラーム機能等の外部
コントローラがサポートしていない機能を補完する為，
FCS 上の既存ファンクションブロックと同様な操作監視
が可能となる。
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4. シームレスな操作監視機能の実現

多くの既存システムでは，図 2 に示すように，個々の
コントローラ用に HMI 画面が存在し，オペレータは異な
る監視画面を用い操作監視業務を実施している。

そこで，UGS を導入することにより，CENTUM VP の
操作監視ウィンドウや統合型アラーム管理ソフトウェア

（CAMS for HIS）のメッセージモニタにより，システム全
体を操作監視することが可能となる。

図 2 UGS による統合操作監視環境の実現

4.1 プロセスデータ操作監視
個々のファンクションブロックは，FCS に存在するフ

ァンクションブロックと同様に，名前（タグ名）を持ち，
各ステーションはタグ名にて UGS が保持するファンクシ
ョンブロックへアクセスが可能となる。

また，UGS から発報される各種プロセスアラームも当
該ファンクションブロックのタグ名により関連付けられ
ている。

I/O ドライバにて外部コントローラの詳細（プロトコ
ル）を吸収し，更にファンクションブロックにて既存手
段と同様のアクセス手段を提供することにより，UGS は
シームレスな統合操作監視環境の実現を可能とした。

4.2 アラーム監視
アラーム監視に関しても，データ操作監視と同様に，

ファンクションブロックから発報されるアラームを監視
することにより，外部コントローラへの監視を実現して
いる。

図 3 に示すとおり，UGS にて提供するファンクション
ブロックは，外部コントローラ（FCN/FCJ）が発報した
アラームを変換する機能，或いは UGS 自らアラーム（プ
ロセスアラーム，アナンシエータ）を検知・発報する機
能を提供する。

特に，データアイテムフェースプレートとアナンシエー
タフェースプレートにより，アラーム機能を保有しない外
部コントローラに対してのアラーム監視が可能となる。

全てのアラーム機能は，確認機能（Ack），アラームオ

フ（AOF），アラーム優先度，ブリンキング詳細（セルフ
アック・ロック・ノンロック）設定が可能である。

図 3 アラーム監視

4.3 システム監視
UGS では，統合操作監視環境の一部として，UGS 本体

の監視，外部コントローラの通信状態を監視することも
可能である。

 � UGS システムアラーム
他ステーションと同様に，UGS に異常が発生した場合

や異常から復帰した際には，システムアラームを発報し，
迅速にオペレータへ UGS の異常発生，及び正常復帰を通
知する。

 � FCN/FCJ システムアラーム変換
FCN/FCJ から発報されるシステムアラームを，UGS シ

ステムアラームとして発報することが可能である。本機
能により，より詳細な FCN/FCJ の監視が可能となる。

 � コントローラ・UGS 間 通信監視
コントローラ・UGS 間での通信状態の監視の為，UGS

はネットワーク切断・復帰時のシステムアラーム，及び
ファンクションブロックの一つである，コントローラモ
ニタブロックのデータアイテムにて通信状態を提供する。

5. 大規模システム対応

多数の外部コントローラを CENTUM VP へ接続する為，
UGS は，以下の容量・パフォーマンスを実現している。

 � 容量
大規模システムに対応する為，単体の UGS にて，最大

10 万タグ（200 万データアイテム）まで定義可能であり，
且つ，最大 256 台まで外部コントローラが接続可能である。

 � パフォーマンス
データ収集・設定に関しては，外部コントローラに対

して毎秒 6,400 データの収集，毎秒 640 データの設定が
可能である。
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UGS により，単一の操作監視画面による，
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また，各ステーションからのデータ参照・設定に関し
ては，毎秒 6,400 データの参照，毎秒 640 データの設定
が可能である。

6. エンジニアリング・メンテナンスの効率化

UGS では，サポートする外部コントローラに関するエ
ンジニアリング情報を取り込み（以下，インポート），一
括して管理することにより，効率的なエンジニアリング
環境を実現している。

6.1 UGS ビルダ
UGS のエンジニアリングにおいては，CENTUM のエン

ジニアリング機能（System View）から起動する UGS ビル
ダにより実施する。図 4 に示す UGS ビルダでは，GUI や
インポート機能によるエンジニアリング機能を提供する。

図 4 UGS ビルダ

UGS にて定義したエンジニアリング情報は，CENTUM 
VP の他のエンジニアリング情報と同様にプロジェクトの
一部として管理される。

6.2 インポート機能によるエンジニアリング効率改善
次に示すインポート機能では，設定済み情報を UGS へ

取り込み，外部コントローラへの接続情報やファンクシ
ョンブロック定義を自動で実行する。本機能により，冗
長なエンジニアリングを削減出来る。

 ● Smart Import : FCN/FCJ 向けエンジニアリングツール
（Logic Designer）にて生成される設定情報を利用した
インポート機能（FCN/FCJ）

 ● OPC Browse Command : OPC サーバからブラウズした
情報を利用したインポート機能（OPC-DA）

 ● CSV Import : 汎用フォーマットを用いたインポート機能

インポート機能を用いたエンジニアリング手順を以下
に示す。
1) インポート機能を実行（その際，自動的にタグを生成）

2) ダウンロードを実行（HIS， UGS へ設定情報をダウン
ロード）

インポート機能を用いたエンジニアリングでは，２ス
テップにて，タグの定義が自動的に完了し，HIS からの
外部コントローラへのアクセスが可能となる。

6.3 オンラインメンテナンス
アップストリームの要件として重要なのは，井戸元の

追加・削除が頻繁に実施される場合がある為，部分的な
変更がオンラインで実施可能であることである。

UGS では，以下の項目のオンラインメンテナンスでの
変更に対応している。

 ● 外部コントローラの追加・変更・削除
 ● タグの追加・変更・削除
 ● 差分インポート（Smart Import，OPC Browse 
Command，CSV Import）

また，外部コントローラ側の編集・機器交換時の
CENTUM 側への影響を抑える為，コントローラモニタブ
ロックにより，外部コントローラとの通信を接続 / 切断
することが可能である。

7. おわりに

本論文では，統合操作監視環境の実現の為，データ，
アラームを含めた外部コントローラとの密なインテグレ
ーションを実現する為の機能の提供を目的とした UGS に
ついて紹介した。

UGS に よ り， 高 信 頼 な 生 産 制 御 シ ス テ ム で あ る
CENTUM VP へ SCADA が持つ拡張性を導入することとな
る為，高信頼性を維持し，且つ HIS を単一の操作画面（統
合操作監視環境）とした，ユーザにとって最適なソリュ
ーション（最適なコントローラの組み合わせ）を提案す
ることが可能となる。

今後は，UGS 本体の冗長化による信頼性の向上，他社
DCS をも含めた対応通信プロトコルの拡充，外部コント
ローラ通信の広域・狭帯域対応，統合機器管理ソフトウ
ェアパッケージ PRM との連携を目指す。
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