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CENTUM VP グラフィックシステム―統合HMIを目指して―
CENTUM VP Graphic System —Towards Integrated HMI—

近年のIT技術の進歩やPCの普及により，分散制御システム（DCS：Distributed Control System）の世界にも

より表現力の豊かなグラフィック画面が要求されてきている。当社の新生産制御システムCENTUM VPはDCS

の新運転スタイルの提案に基づき，グラフィックシステムを全面的に刷新した。

従来，当社の各製品は製品固有のグラフィックシステムを持っていたが，多くの共通化できる機能があった。

CENTUM VP グラフィックシステムでは，その共通機能を共通モジュール群として統合し，操作性・視認性の

共通化を図るとともに，柔軟性・拡張性を高めた。
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A more expressive rich graphic screen has been demanded in DCS ((Distributed Control System)

field according to a marked advance of the information technology and popularization of PC in recent

years. Our new CENTUM VP Graphic system was fully reformed on the basis of the new concept of new

operation style of CENTUM VP.

Each of our former products has its own graphic system. But many features of those graphic systems

can be shared among all products. CENTUM VP Graphic system integrate those common features and

provide them as common modules in order to provide the same look & feel and operation. Also it is

designed with very high flexibility and extensibility so that it will be reused by future products.

1. は じ め に

新たなプラント操業を実現するため，次世代生産制御

システムはプラントの「見える化」を提供する必要があ

る。当社の目指す「見える化」とは，場所や時間に囚われ

ることなく，確実にプラントデータを取得し，オペレータ

の要望に合わせて視覚化することである。このコンセプ

トを実現するためには，ハードウエアやアプリケーショ

ンに影響されない統合HMI（Human Machine Interface）

が必要である。

CENTUM VPグラフィックシステムは，当社の分散制

御システム（DCS： Distributed Control System）のHMIに

おける紛れもないキーコンポーネントである。CENTUM

VP グラフィックシステムでは最新の技術を採用し，柔軟

性・拡張性，高パフォーマンス，高信頼性を実現している。

2. CENTUM VPソフトウエアアーキテクチャ

グラフィックシステムの説明の前に，CENTUM VP全

体のソフトウエアアーキテクチャを説明する。

横河の提唱するCENTUM VP ソフトウエアアーキテク

チャは，プラントに散在する情報や機能を統合するため

のメカニズムである。このアーキテクチャは，3つの機能

群と一つのインフラストラクチャ層から構成されている

（図1）。CENTUM VPでは，この「機能群」のことを「コ

ラボレーション」と呼んでいる。

「ビュー コラボレーション」と呼ばれる機能群は，HMI

をサポートするモジュールの集まりである。「ファンク

ションコラボレーション」は，ワークフローやKPI（Key

Performance Indicators）演算などのビジネスロジック層

のモジュール群から成る。また，「情報コラボレーション」

図1　CENTUM VP統合HMIアーキテクチャ
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は，様々な情報ソースにアクセスするための統一した手

段を提供するための機能群である。これらの3つの「コラ

ボレーション」は，セキュリティや通信手段，名前空間な

どの管理を行う「インフラストラクチャ層」の上に位置し

ている。

利用形態では2つのカテゴリに分類される。複数の製品

間で共通に使われるプラットフォームと，製品毎に異な

る実装を必要とする製品固有部分である。各コラボレー

ション内のモジュールは，共通モジュールと製品の中で

のみ使われる製品固有モジュールとに大別される。

インフラストラクチャと各コラボレーション内の共通

モジュールをまとめて「CENTUM VPプラットフォー

ム」と呼び，今後の製品はこの「プラットフォーム」上に

製品固有のモジュールを提供することで開発されること

になる。

「CENTUM VPグラフィックシステム」はこのビュー

コラボレーションの共通モジュールで，製品に依存しな

いプラットフォームとして開発されている。

3. CENTUM VPグラフィックシステムの開発背景

当社の統合生産制御システムCENTUM CS 3000 R3や

Network-based Control System （NCS） STARDOM，プ

ラント情報管理システム パッケージExaquantumは，全

て独自のグラフィックシステムを持っている。これらは

製品毎に独自の機能があるものの，多くの共通化できる

機能を持っている。

このことから，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，その上に製品独自の機能を作り込

むことで，次に示すような利点があると考えた。

・共通のLook&Feel（見た目や操作感）を提供できる。

・製品間の画面のやり取りが可能になる。

・お客様にタイムリーに製品を提供できるようになる。

今回の開発においては，特にHIS （Human Interface

Station）として使用されることを想定し，互換性，信頼性，

パフォーマンスに妥協することなく，オペレータ，エンジ

ニア，管理者の生産性が向上できるように考慮した。

4. CENTUM  VP  グラ
フィックシステムの
アーキテクチャと設計
上の留意点

本章では，CENTUM VPの

ビューコラボレーションの共通

モジュールであるCENTUM

VP グラフィックシステムの

アーキテクチャに関して説明す

る。CENTUM VPグラフィッ

クシステムは，以下の基本原則

に基づき設計されている。

・拡張性（疎結合）：Loose Coupling

・柔軟性（挿入可能）：Pluggable Architecture

・100%互換性（CS 3000 R3との100%互換性を維持する）

CENTUM VPグラフィックシステムの基本アーキテク

チャは，一般的に“Abstract Data Repository”モデルと

呼ばれるCENTUM CS 3000グラフィックシステムの基

本アーキテクチャに改善を加えた形とした（図 2）。

“Abstract Data Repository”は共通リポジトリ（データ格

納場所）へのデータ供給者と消費者から構成される。供給

者と消費者は互いに独立しており，共通リポジトリは抽

象的なインタフェースを使ってアクセスされる。

CENTUM VPグラフィックシステムにおいては，グラ

フィックファイルは共通リポジトリ，グラフィックビル

ダはデータの供給者，エンジンはデータの消費者として

位置付けられる。

従来の当社製品では，図3に示すようにグラフィックコ

ンポーネント，データ収集，機能呼び出し，汎用名などの

機能は，グラフィックビルダやグラフィックエンジンに

埋め込まれる形で実装されていた。

しかし，このアーキテクチャは拡張性に欠けるため，機

能追加・改善が容易ではなかった。そこで， CENTUM VP

グラフィックシステムでは，図 4 に示すように，グラ

フィックコンポーネントやその他のコンポーネントはグ

図2　Abstract Data RepositoryとCENTUM VP

グラフィックシステムへの適用例

図3　従来のグラフィックシステムアーキテクチャ
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ラフィックビルダやグラフィックエンジンとは独立した

モジュールとして実装されている。そのため，新たなグラ

フィックコンポーネントを導入する際に，既存のグラ

フィックビルダやグラフィックエンジン，共通モジュー

ルを修正する必要はない。

（1）グラフィックコンポーネント

線や矩形などの基本的なものから，プロセスデータ

表示からレーダチャートのような複雑なものまであ

り，操作監視ウィンドウのグラフィックビューのコ

ンテンツを提供する。

（2）グラフィックビルダ

グラフィックコンポーネントを使用して，HISの操

作監視ウィンドウのグラフィックビューを作成する。

作成した結果はグラフィックファイルとして保存さ

れる。

（3）グラフィックエンジン

操作監視のグラフィックビューの描画を担当するモ

ジュールで，グラフィックファイルを読み込み，その

中のグラフィックコンポーネントをメ

モリ上に展開する。展開されたグラ

フィックコンポーネントがグラフィッ

クビューに表示される。

グラフィックファイルの中には，グラ

フィックコンポーネントの他に，ユー

ザーには見えない内部的な共通コン

ポーネントがある。これらのコンポー

ネントがグラフィックビューの振舞い

を決定する。以下に，共通コンポーネン

トの機能を説明する。

（4）データリンクコンポーネント

CENTUM VPのフィールドコントロー

ルステーション（FCS）上のプロセス値な

どを収集し，グラフィックコンポーネントのデータ表

示や色を変化させる機能（モディファイ機能）を担当す

る（図5）。このコンポーネントがグラフィックエンジ

ンやグラフィックビルダから独立していることによ

り，サードパーティー製のコンポーネントに対して

も，モディファイ機能をサポートすることができる。

（5）ファンクションリンクコンポーネント

このコンポーネントは，押しボタンなどのグラ

フィックコンポーネントと，そこから呼び出される

機能の関係を保持する役割を担っている（図6）。実際

に呼び出される機能は，「ファンクションプロバイ

ダ」と呼ばれる製品固有のモジュールの中で実装さ

れている。

このコンポーネントの導入により，ICommand イン

タフェースというWindowsの標準インタフェースを

通して，Windowsから提供される標準のボタンなど

からも，CENTUM VPの機能を容易に呼び出すこと

ができる。

（6）汎用名コンポーネント

グラフィックコンポーネントにリンクされたタグ名

やアイテム名などに別名を指定できる機能を提供す

図6　ファンクションリンクコンポーネント

図4　CENTUM VPグラフィックシステムアーキテクチャ

図5　データリンクコンポーネント
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る。汎用名コンポーネントが別名を管理するため，グ

ラフィックコンポーネントは別名を管理する必要は

ない。そのため，将来，容易に新しいグラフィックコ

ンポーネントを追加することができる。

CENTUM VPでは，グラフィックシステムに実装する

ための技術としてMicrosoft WPF （Windows Presentation

Foundation）を選択した。また，CENTUM VPグラフィッ

クシステムは，グラフィックファイルフォーマットとし

てMicrosoft XAML （Extensible Application Markup

Language）を使用している。

5. パフォーマンス向上のための設計上の留意点

CENTUM VPグラフィックシステムは拡張性と柔軟性

を考慮して疎結合のアーキテクチャを選択したため，パ

フォーマンスに懸念があった。特にDCSとして800点の

データを含んだグラフィック画面を1秒以内に表示し，毎

秒更新することが要求されている。この厳しいパフォー

マンス要件を実現するため，以下の最適化を実施した。

・Pre-tokenized XAML（BAML：Binary Application

Markup Language）を使用

・ファイルには必要最低限の情報のみ保存

・更新されたデータのみが通知されるサブスクリプショ

ン（変更通知）方式を採用

・データ収集とモディファイ条件の評価をバックグラン

ドスレッドで実行することで，ユーザーとの対話に使

われるUIスレッドの負荷を低減

さらに，WPF機能もパフォーマンス改善に一役買って

いる。

6. CENTUM VP HISグラフィックシステム

「CENTUM VP HIS グラフィックシステム」は，

「CENTUM VPグラフィックシステム」を基に開発され

た製品である（図7）。

つまり，「CENTUM VP HISグラフィックシステム」の

製品化にあたり，図 4に示されたCENTUM VP グラ

フィックシステムの各モジュールに加え，DCS固有機能

が追加されている（図7）。

例えば，「CENTUM VP HISグラフィックビルダ」は

CENTUM VP エンジニアリング環境に統合するためのイ

ンタフェースとして，セルフドキュメントやHISへのダ

ウンロードなどの機能が含まれている。これらはDCS固

有の独立したモジュールとして開発され，「CENTUM VP

グラフィックシステム」上に組み込むことで，製品として

の「CENTUM VP HISグラフィックビルダ」が構成され

ている。

同様にして，「CENTUM VP HISグラフィックエンジ

ン」は，計器図やトレンド，メッセージなどのDCS固有

コンポーネントとシームレスに統合し，また，同期ブリン

クやコンテキストメニューなど，DCSとして必要な機能

を製品固有モジュールとして追加している。

図8に，CENTUM VP HIS 画面の一例を示す。

7. お わ り に

本稿では，当社が目指すプラント操業の革新のための

プラントの「見える化」に必要な統合HMIの実現に向け

ての取り組みを示した。

将来，CENTUM VPグラフィックシステムをベースに

した製品群が次々に市場に投入されていくことになると

確信している。これらの製品は，オペレータの生産性向上

に大いに寄与できると考えている。

また，サードベンダーが独自のグラフィックコンポー

ネントを開発し，我々のグラフィックシステムと統合す

ることで，お客様が新たな恩恵を受けることができると

信じている。
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