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CENTUM VP における新操作監視ステーション‘HIS’
New Human Interface Station ‘HIS’ for CENTUM VP

新統合生産制御システム CENTUM VPの操作監視機能を受け持つHMIソフトウエアとして，Microsoft社の

最新OSであるWindows Vistaに対応した新操作監視ステーションHIS （Human Interface Station）を開発した。

HISは，運転効率を高め，その継続的な運転効率向上に貢献するべく，統一的で直感的なオペレーション環境を

提供する。このオペレーション環境が目指すのは，必要な情報を必要な時に必要な人が利用できることであり，ま

た，使用者と同時に成長していくことである。本稿では，HISのコンセプトと機能を紹介する。
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We have developed a new Human Interface Station (HIS) as Human Machine Interface (HMI) software

for CENTUM VP, a New Integrated Production Control System. The HIS runs on Windows Vista, the

latest operating system of Microsoft Corporation. The HIS offers a unified and intuitive operation

environment to improve operation efficiency and maintain the improvement. This operation environment

is designed to facilitate access to necessary information when the users need it, and also improve

operability as the users operate. This paper outlines the concept and functions of the HIS.

1. は じ め に

CENTUM VP は，当社が提唱するVigilantPlantコンセ

プト（1）に基づく操業効率向上ソリューション（Operational

Excellence）を実現する次世代の統合生産制御システムで

ある。統合生産制御システムの開発の歴史の中で，HMI

（Human Machine Interface）で実現する機能は，プラット

フォームの変化によらずCENTUMらしさを踏襲しつつ機

能拡張を図ってきた。今回開発したHIS（Human Interface

Station）は，運転効率を高め，その継続的な運転効率向上

に貢献するべく，統一的で直感的なオペレーション環境を

提供するものである。この環境は，必要な情報を必要な時

に必要な人が利用できることを目指し，プラントに散在す

るデータを分かり易く示すと同時に，プラントオペレータ

のメンタルモデルを表現し，人間工学に基づくLook &

Feel（見た目や操作感）を提供することにより，誤操作と運

転ロスを徹底排除するものである。また，この環境は使用

者の操作履歴などのノウハウを蓄積することで，使用者と

同時に成長することを目指している。

2. CENTUM VP HISのハードウエア，ソフトウエア

2.1 ハードウエア

HISのハードウエアには，汎用PC，工業用PC（日本国

内のみ），コンソールの3タイプがある（図1）。

・汎用PC：コストパフォーマンスに優れたデスクトップ

型PC

・工業用 PC：RAS（Re l i a b i l i t y，Ava i l a b i l i t y，

Serviceability）機能を持ち，信頼性に優れたデスクトッ

プ型PC

・コンソール：8ループキー操作可能なオペレーション

キーボード（OPKB）を持つコンソール

2.2 ソフトウエアアーキテクチャ

HISは主要DCS（Distributed Control System）ベンダー

として，初めての対応となるMicrosoft社の最新OSであ

るWindows Vistaに加えて，Windows XP，Server 2003

に対応している。HIS は，プラントの操作監視に必要な

全ての機能を1 台のコンピュータに持つオールインワン

構成を採っている。リアルタイム性を確保してプラント

図1　デスクトップPC構成例
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データの更新を確実に行うと同時に，操作に対する画面

呼び出しの高速な応答性を実現している。また，複数台の

HISを配置することにより，HMIの冗長性が容易に確保

できることもオールインワン構成の利点である。また，1

台のHISに最大4台の複数モニタを接続でき，複数モニタ

を縦方向または横方向に配置することが可能である。

3. GUI （Graphical User Interface） 設計

3.1 GUIデザインコンセプト

HISの開発に際し，当社製品のデザインを一手に担うデ

ザイン企画センターと共同で，GUIデザインコンセプト

をまとめた。そのキーワードは，「シンプルかつ直観的」で

ある。

（1）シンプルかつ直観的

プラントオペレーションにおける本質はプラントの

操業であり，生産制御システムを使いこなすことで

はない。そのために，オペレーション環境における

GUI は，限りなく「シンプルかつ直感的」であるべ

きである。それを構成するのは「見易さ」，「分かり易

さ」，「美しさ」である。

（2）見易さとは，以下の知覚的要素である。

　・情報量 （最適密度，グルーピング）

　・検索性 （強調，アイコンなどのシンボル化）

　・可読性 （文字の大きさ，ピッチ）

（3）分かり易さとは，以下の認知的要素である。

　・メンタルモデル （GUIに対して「こう動くだろう」と

思い描くモデル）

　・適切なフィードバック （使用者が意図したことが即座

に反映されているか情報を示す）

　・明快なナビゲーション （今どこにいて，何ができ，ど

こへ移動でき，戻れるのか）

　・一貫性 （システム内で同一の意味を貫く）

これらの要素を踏まえた上で，シンプルなレイアウト，

バランスのとれた色彩を持つ画面をデザインすることが

「美しさ」へとつながるものとなる。

3.2 GUI設計方針

HISのGUI設計に当たり，道具，配置，遷移の三つの

視点で整理を行った。

・道具の視点，つまりHISが持つ操作監視ウィンドウに

ついては，操作監視の中心となるグラフィック，トレ

ンドを刷新し，CENTUMとして実績のある各種操作

監視ウィンドウも継承して採用する設計とした。

・配置の視点，つまり操作ウィンドウのレイアウトにつ

いては，HISのオペレーション環境における中核とな

る考えであり，操作監視に必要な情報をバランスよく

配置することにより，操作性と視認性の両立を実現す

る設計とした。

・遷移の視点，つまり，ある操作監視ウィンドウから別

の操作監視ウィンドウへの展開については，基本的に

従来のCENTUMの考えを継承する設計とした。これ

により，既存のお客様も含めてHISのオペレーション

環境を違和感なく受け入れていただけるものとなって

いる。

3.3 画面構成

HIS の画面は，システムメッセージバナー，ブラウザ

バー，コンテナウィンドウから構成される（図 2）。製品の

特性，情報の重要度，人間の挙動摂理といった観点から整

理を行った。デスクトップについては，クリアで広い画面

背景をグラデーションと共に表示することで，透明で健全

なオペレーション環境を提供する姿勢を打ち出している。

3.4 コンテナウィンドウ

操作監視ウィンドウを表示するメインステージであり，

「今，一番見たいもの」を配置する場所である。コンテナ

ウィンドウを常時画面全体に表示するフルスクリーン

モードと，Windowsデスクトップ上にコンテナウィンド

ウを複数配置するウィンドウモードの2種類を提供する

（図3）。

フルスクリーンモードにおけるコンテナウィンドウは，

フレームを使用して複数のビューをまとめて表示し，タ

ブで切り替えることが可能である。フレームはある目的

に必要な情報をまとめる役割を持ち，ビューはグラ

フィック機能やトレンド機能といったHISの操作監視機

能である。

ウィンドウモードにおいては，一つのコンテナウィン

ドウに付き一つのビューを配置し，デスクトップに複数

のコンテナウィンドウを表示する。従来のマルチウィン

ドウオペレーションを継承するモードである。

コンテナウィンドウは，CENTUM VPの基本ソフトウ

エアアーキテクチャであるビューコラボレーション（2）に基

づいており，マイクロソフト社のアプリケーション開発

図2　HISの構成
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／実行環境である.NET Framework 3.0 を採用している。

特にユーザーインタフエースサブシステムである WPF

（Windows Presentation Foundation）の利用により，より

豊かな表現力を持つGUIを実現した。

3.5 配色

配色については，固有の意味を持つ特殊色の役割の考

慮と，カラーユニバーサルデザインに基づくシステム標

準16色の定義を行った。

（1）固有の意味を持つ特殊色の役割

個々の色には自然の摂理や人類の英知に基づいた意

味がある。特に，HISでは，赤は異常，黄は注意，緑

は安全/正常として一貫した意味を持たせている。

（2）システム標準16色の定義

カラーユニバーサルデザインとは，より多くの人が

同一レベルで情報を認知してもらうためのカラーマ

ネジメントである。

プラントオペレーションでは，アラーム状態やトレ

ンドペンなど情報伝達を色の差異に依存する場合が

数多くある。HISでは使用者の色覚に由来する情報認

知率の個人差を縮め，より高次元の安全操業を目指

し，以下の点を考慮しシステム標準16色を定義した。

　・色弱の色世界のシミュレーションを使用して16色を

調色し，より多くの人が同じ情報を同じように理解

し共有できる。

　・純白と純黒をそれぞれグレー系色へ調色することで背

景色に依存しない安定した色の選択肢を提供できる。

　・赤・黄・緑をそれぞれ他の色との中間色に調色するこ

とで，情報を理解する際の不要な混乱を防ぐ。

HISでは，システム標準16色をトレンド機能のペン色

として採用している。

4. 操作監視機能

4.1システムメッセージバナー

システムメッセージバナーは，デスクトップの上部領

域を常に占有し，使用者に対してプラントの稼動状態の

健全性を示すものである。アラーム情報を中心に，使用頻

度，重要度の高い機能を配置している。計装室のアナンシ

エータ盤がプラント状態を知らせるように，システム

メッセージバナーも，異常時には点滅表示と共にアラー

ム発生を分かり易く使用者に通知する。左右対称のデザ

インは，システムの信頼と価値を表現している。

4.2 ブラウザバー

使い慣れた道具が使い慣れた場所に収納してある「道

具箱」が基本的な考えである。そこにある「引き出し」が

プラントオペレーションの起点であり，作業に合わせた

お気に入りのカスタマイズや画面の表示履歴など，使用

者のノウハウを蓄積する役割も持つ。カスタマイズ可能

なデザインは，最先端技術をお客様に合わせて最適化で

きる柔軟性を示し，表示枠の角を丸めることで可動感を

もたらしている。

4.3 グラフィック機能

グラフィック機能は，ユーザーが定義したプロセス

データや図形を表示する機能である。グラフィック機能

開発（2）に当たり，柔軟で拡張性に優れた共通グラフィック

システムを作成し，その上にHIS独自の機能を作り込む

アプローチを採用した。これにより，CENTUM VPシ

リーズとして今後開発される各機能の共通グラフィック

機能として発展可能となっている。一方で，グラフィック

機能については既存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に変換することができる。

4.4 トレンド機能

トレンド機能は，収集したプラントデータを時系列で

表示する機能である（図4）。あるデータの対象時刻に素早

く到達できること，関連のあるデータがグルーピングさ

れていること，データを比較できること，そして，データ

図3　フルスクリーンモード（左）とウィンドウモード（右）
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の傾向を容易に掴む機能である。トレンド表示領域や表

示ペンにカラーユニバーサルデザインに基づく配色を採

用すると同時に，柔軟な設定変更を可能としている。

ブラウザバーから比較参照したいデータをドラグ&ド

ロップすることにより，ペン割付け変更が可能である。同

時に，異なる収集周期のデータを，同一画面で混在表示可

能である。また，特定の時刻を示すインデックスラインを

複数本表示することにより，データの傾向を容易に掴む

ことを可能としている。

4.5 カスタムフェースプレート機能

コントローラが持つタグの操作監視画面として，HISは

システム標準のフェースプレート（計器図）を提供してい

る。一方で，お客様の要求により，その表示をカスタマイ

ズし，表示しているタグデータ以外のデータも同時に表

示したいというニーズがある。特定のタグ，あるいは特定

の計器型のフェースプレートを作成可能にするのがカス

タムフェースプレート機能である。エンジニアリング時

にカスタムフェースプレートを定義しておくことで，オ

ペレーション時に独自のフェースプレートを呼び出すこ

とが可能になる。

4.6 アラーム&イベント機能

CENTUM CS 3000 R3 HISでオプション機能としてい

た CAMS for HIS （Consolidated Alarm Management

Software for HIS： 統合型アラーム管理ソフトウエア）（4）

を，標準機能として採用した。CAMS for HISは，アラー

ム管理のガイドとして制定されたEEMUA （Engineering

Equipment And Materials Users Association） No.191に

準拠しており，様々なアラームやイベントの一元管理を

実現するものである。

CAMS for HISは，アラームやイベントをリアルタイム

に収集し，例えば監視目的や対処までの許容時間，アラー

ム重要度などのアラームの取捨選択に用いる識別子，お

よび，例えばアラームの発生原因や対処ガイダンスなど

の付加価値情報を付け加えて使用者に通知する。使用者

はこれらの情報をキーにして，CAMS for HISが持つフィ

ルタ機能やソート機能を使い，プラントで発生される多

種多様なアラームやイベントの中から自分にとって必要

な情報だけを最適なタイミングで受信することが可能に

なる。結果として，より安全で高効率なプラントオペレー

ションを可能とするものである。

5. CENTUM CS 3000 R3 HISの継承

CENTUM CS 3000 R3 HISが持つ各種操作監視機能（3）

は，CENTUM VP HISのコンテナウィンドウで全て動作

する。アラームを階層管理するオーバビュー機能など，長

年積み上げたノウハウの蓄積による高い信頼性を持つ機

能を継承している。既にCENTUM CS 3000 R3をお使い

のお客様にも，CENTUM VP へのスムーズな移行を可能

としている。

6. お わ り に

HISは，統一的で直感的なオペレーション環境を提供す

ることで，運転効率を高め，継続的な運転効率向上に貢献

する。そのために，必要な情報が必要な人に必要な時に利

用できること，使用者と同時に成長することを目指して

いる。また，HISは，その開発基盤となるコンテナウィン

ドウを作成した。

今回のHISの開発においては情報量に勝る英語圏のシ

ンガポールにも開発拠点を置き，より最先端の技術の取

り込みを図った。

今後の操作監視機能は，この基盤をベースとして進化

することになる。HISは，CENTUM VPの操作監視機能

を受け持つHMIソフトウエアとして，さらなる発展を図

る所存である。
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