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新統合生産制御システムCENTUM VPの開発コンセプト
—VigilantPlantが実現するOperational Excellence—

Development Concept of the CENTUM VP New Integrated Production Control System
—Operational Excellence by VigilantPlant—

顧客の経営効率・企業価値を最大化するためには，「現場の今」を経営判断に活かすリアルタイム経営が求め

られる。このリアルタイム経営の核は，操業の全体最適が実現している「理想工場」である。2005年，当社はこ

の「理想工場」に基づいたコンセプト「VigilantPlant」を発表した。VigilantPlantの目的は，顧客のプラントに

対する操業効率向上ソリューション（Operational Excellence）を提供し，顧客の成長性と生産性を永続的に向上

させ，顧客の企業価値を最大化することである。

今回開発したCENTUM VPは，このVigilantPlantの目的を実現する次世代の統合生産制御システムである。

その機能は，従来の分散型制御システム（DCS）が中心としていたプロセス制御のみならず，設備管理，安全管理，

操業管理などの広い範囲をカバーしている。

本稿では，CENTUM VPのコンセプトおよびシステムアーキテクチャについて述べる。
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Real-time management by evaluating the current on-site activities is crucial to maximize the customer’s

management efficiency and corporate value. The ideal form of real-time management is the ideal plant

where all plant operations are perfectly optimized. In 2005, we launched the VigilantPlant concept to

achieve this ideal plant. The mission of VigilantPlant is to maximize the customer’s corporate value by

continuously increasing the growth potential and productivity of each customer by supplying a solution

(Operational Excellence) which increases operation efficiency. Our newly developed CENTUM VP is an

integrated next-generation production control system to attain the purpose of VigilantPlant. The functions

of CENTUM VP cover a wide range such as plant resource management, safety control, and operation

control, not only the process control of conventional DCSs.

This paper describes the concept and system architecture of CENTUM VP.

1. は じ め に

製造業の発展は，これまで高品質で安定した生産技術

によって支えられてきた。しかしながら，昨今の経済環境

の急変に伴い，厳しいグローバル競争の中で市場の要請

に応じた製品をタイムリーに出荷することが求められて

いる。これは，生産現場に更なる生産効率の向上を求める

ことにつながっている。また，いわゆるHSE（Health，

Safety， Environment）と呼ばれる健康，安全，環境への

配慮も，企業の社会的責任として求められるようになっ

てきた。

当社が提唱するVigilantPlantコンセプト（1）は，この変

化する環境の中，操業効率向上ソリューション

（Operational Excellence）を提供することで，顧客の成長

図1　VigilantPlantが実現するOperational Excellence
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性と生産性を永続的に向上させ，顧客の企業価値を最大

化することを目的としている。このOperational Excel-

lence は，図1に示すように，生産管理ソリューション

（Production Excellence），設備管理ソリューション（Asset

Excellence）， 安全管理ソリューション（Safety Excellence）

の 3つの側面から，それぞれに該当する製品・ソリュー

ション・サービスを提供することで実現され，さらに，こ

れらのソリューションを顧客のプラントのライフサイク

ルを通じて改善，成長させていくことが重要であると考

える（Lifecycle Excellence）。

今回開発したCENTUM VPは，この4つのExcellence

を通じて顧客のOperational Excellenceを実現する次世代

の統合生産制御システムである。これまでの生産制御シ

ステムは，プラントの安定のためのプロセス制御を行う

ことにとどまってきた。従って，プラント全体の最適な運

転を行うためには，設備管理，生産管理，安全管理などそ

れぞれの目的毎に異なったシステムに個別にアクセスす

る必要があった（図2）。CENTUM VPはその適用範囲を，

設備管理，生産管理，安全管理などのプロセス制御を取り

巻く領域に拡げ，ユーザーから見て単一のシステムとす

ることで，安定・安全な制御を実現すると共に，設備の状

況に応じた運転や，経営判断を迅速に反映した運転を可

能とし，顧客のOperational Excellenceを実現するシステ

ムである（図3）。

2. CENTUM VPの開発コンセプト

本章では，CENTUM VPのコンセプトを，生産管理ソ

リューション（Production Excellence），設備管理ソリュー

ション（Asset Excellence），安全管理ソリューション

（Safety Excellence）およびライフサイクルソリューション

（Lifecycle Excellence）の4つのExcellenceの観点から紹

介する。

（1）生産管理ソリューション（Production Excellence）

生産管理ソリューション（Production Excellence）と

は，生産効率の維持と継続的な向上を実現するもの

である。制御機能の向上として，信頼性の高いハード

ウエアで，APC（Advanced Process Control），オン

ライン分析，プロセス診断などの付加価値の高いア

プリケーションの実行を実現する。また，操作監視機

能としては，必要な情報が目的に応じて適切なタイ

ミングで場所を選ばず提供し，素早い意思決定を助

けるようにする。さらに，経営システムや生産システ

ムと直結し，ビジネスデータを元にした操業を可能

にし，より進んだ操業効率の向上を実現する。

（2）設備管理ソリューション（Asset Excellence）

設備管理ソリューション（Asset Excellence）とは，設

備の稼働率と利用価値の向上を実現するものである（2）。

そのために，Open O&M Initiative（3）が提唱するCon-

dition Based Operation，即ち，設備の状況に応じた生

産計画の立案および操業の実施や，設備の状況に応じ

た保守（Condition Based Maintenance）による不要な作

業の削減を，フィールドデジタル機能を活用し，HMI

（Human Machine Interface）レベルでの運転と設備管

理の融合で実現していく。

（3）安全管理ソリューション（Safety Excellence）

安全管理ソリューション（Safety Excellence）とは，安

全性維持コストの削減を実現するものである。その

ために，コントローラの機能の向上や誤操作防止を

考慮したHMIなどに加え，Partial Stroke Testなど

機器を停止することなく安全作動を確認できる仕組

みを実現していく。

（4）ライフサイクルソリューション（Lifecycle Excellence）

ライフサイクルソリューション（Lifecycle Excellence）

とは，ライフサイクルでのプラントの維持コストの削

減を実現するものである。そのために，プラントの建

設・運転・更新などのプラントのライフサイクルに応

じたエンジニアリング機能を提供していく。

図2 　旧来のDCSの役割

図3　CENTUM VPが変えるDCSの役割
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3. CENTUM VP構成機器と機能概要

前章では，CENTUM VPのコンセプトを4つのExcel-

lenceの切り口で，実現すべき機能の観点で紹介した。こ

れらの機能は，CENTUM VPを構成するコンポーネント

全体で実現していく所存である。

本章においては，各Excellenceで求められている機能

を，CENTUM VPのコンポーネント毎の切り口でどのよ

うに実現していくかを述べる。

（1）システム構成例

CENTUM VPは以下のコンポーネントで構成される。

 ・ HMI機能（HIS）

 ・ 制御機能（FCS，SCS）

 ・ エンジニアリング機能

 ・ 設備管理機能（PRM）

 ・ 運転支援ソリューション

 ・ 上位連携機能

システム構成の例を，図4に示す。

（2）HMI機能

CENTUM VPのHMI機能（HIS）は，運転効率を飛躍

的に高め，継続的な運転効率向上に貢献することを

目指している。

その実現としては，必要な情報が必要な人に必要な

時に利用できることを目指し，プラントに散在する

データをユーザーの目的に適合した形で判り易く示

すと共に，使用者のメンタルモデルなどの最新の人

間工学により，誤操作と運転ロスを徹底排除する機

能を提供している。それにより，プラントに関わる全

ての人が，自分の役割に応じた情報を，自分の使用す

る場所から同じインタフェースでアクセスできるよ

うになり，人々の間での作業の協調を容易にする。

また，HISはMicrosoft の最新OSであるWindows

Vistaに対応し，最新の統一されたLook & Feelを実

現している。しかも，グラフィック機能については既

存CENTUM CS 3000 HISとの完全互換を実現して

おり，グラフィック画面を一切修正することなく

CENTUM VPに移行することができる。

今後は，4つのExcellenceの提供するデータを使用者

に適切に表示することで，運転のみならず，保守，生

産管理，安全管理など様々な場面で使用できるHMI

としていく。

（3）制御機能

CENTUM VPの制御機能（FCS，SCS）は，実績のある

CENTUM CS 3000の超高信頼・高機能かつ柔軟な制

御機能をそのまま継承している。従って，既存システ

ムからの移行も，制御アプリケーションを一切修正す

ることなく実施することができる。また，タービン制

御を可能とする高速制御I/Oモジュールをラインナッ

プすることで，従来は個別の専用システムで行ってい

たタービンや周辺機能の制御を，CENTUM VPで一

括して行えるようにした。

今後は，これまでにも増してフィールドバスなどの

フィールドデジタル機能の対応を進め，コントローラ

レベルでのフィールドデータ統合を実現すると共に，

さらにコントローラを高速化することにより，高信頼

性ハードウエアを生かしたAPCなどのソリューショ
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図 4　CENTUM VPを用いたプロセス制御システム構成例
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ンを実行できるプラットフォームとしていく。

（4）エンジニアリング機能

CENTUM VPのエンジニアリング機能は，継続的な

生産性向上を低いコストで実現することを目指して

いる。バーチャルテスト機能，分割エンジニアリング

などCENTUM CS 3000で実現した強力なエンジニア

リング機能を継承すると共に，HM I 機能のグラ

フィックビルダにおいては，Microsoft Office 2007と

同様の最新鋭の使い易いユーザーインタフェースを

提供する。また，各コンポーネントのエンジニアリン

グ自体を簡便にするのみならず，複数のコンポーネ

ントにまたがる機能についてもシームレスなエンジ

ニアリング環境を実現している。

今後は，プラントのライフサイクルを通しての維持

コストの削減に寄与すべく，建設，運転，更新などの

それぞれのライフサイクル毎に相応しいエンジニア

リング機能を提供していく。

（5）設備管理機能

CENTUM VPの設備管理機能（PRM）は，設備稼働率

の維持と継続的な向上を実現することを目指してい

る。即ち，機器台帳と呼ぶ基本データベースを中心

に，機器の状態を管理し情報の蓄積を行うと共に，機

器に対する診断や調整などの作業の中心（ポータル）を

提供している。

今後は，さらに強力な診断エンジンを提供すること

で，広い範囲での機器診断や多岐に亘る診断アプリ

ケーションを実行可能としていく。また，フィールド

デジタル機能や情報技術（IT）の活用，HMI機能や上

位連携機能の活用により，CBM（Condition Based

Maintenance），CBO（Condition Based Operation）な

ど生産効率の向上に寄与する機能を実現をしていく。

（6）運転支援ソリューション

CENTUM VPの運転支援ソリューションは，一歩進

んだ操業効率維持，継続的向上を実現することを目指

している。具体的には，PIMS（Plant Information Man-

agement System）による情報管理，およびそれを活用

した運転支援機能や運転解析機能などを提供する。

今後は，運転支援ソリューションの基盤としての

PIMS機能を強化し，プロセスデータのみならず設備

データをもリアルタイムに統一的に扱う仕組みや，

プロセスおよび設備のアラームを統一管理し，その

解析・改善を可能とする仕組みを提供していく。

（7）上位連携機能

CENTUM VPの上位連携機能は，経営に直結した生

産を実現するための仕組みを提供する。具体的には，

ERPやMESなどの経営システムとの接続や，各種ベ

ンダの提供するソフトウエアとの接続をOPCなどの

インタフェースを用いて実現する。

今後は，ERPやMESなどの経営システムや生産シス

テムと直結し，ビジネスデータを元にした操業を実現

するために，対応する上位インタフェースのライン

ナップを増やすと共に，最小限のエンジニアリングで

セキュアな接続を実現する機能を維持していく。

（8）CENTUM CS 3000からの連続性

CENTUM VPシステムはCENTUM CS 3000の後継

システムとして，100%の機能互換およびシステムの

継続性を実現している。

具体的には，制御アプリケーションや HMI グラ

フィック画面などは全く手を加えることなく，

CENTUM VP システムに移行可能である。また，

CENTUM CS 3000システムとCENTUM VPシステ

ムの同一制御バス上での共存も可能である。

4. お わ り に

CENTUM VPは，従来のDCSの枠を越えた新たな統合

生産制御システムとして生まれた。そこでは，CENTUM

CS 3000の仕様を継承しつつ，かねてより培ってきた信頼

性，長期運用性，運転上の安全性などの設計思想を踏襲

し，顧客のOperational Excellence に向かってAsset

Excellence，Production Excellence，Safety Excellence，

Lifecycle Excellenceの 4つのExcellenceを実現させるた

めの革新を図っている。

本稿では，その4つのExcellenceを元にCENTUM VP

のコンセプトを説明すると共に，将来的に実現される機

能を含めて，その成長の方向性を示した。

今後も，CENTUM VPの機能の拡張を行い，顧客の永

続的な成長性および生産性の向上を実現していく所存で

ある。
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