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リアルタイム・プラント・ネットワーク・システムVnet/IP
Vnet/IP Real-time Plant Network System

Vnet/IPは，1 Gbpsのイーサネットをベースとしたプロセス・オートメーション用のリアルタイム・プラン

ト・ネットワーク・システムである。UDPプロトコル上に，プロセスオートメーションに最適化したトランス

ポートプロトコルを実装し，実時間性，高信頼性，オープン性を同時に実現している。今後，CENTUMの基幹

ネットワークとして使用すると共に，IECの国際標準として提案している。
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The Vnet/IP is a real-time plant network system for process automation based on the 1-Gbps Ethernet

communications system. The Vnet/IP system implements transport protocols optimized for process

automation on top of the UDP protocol, simultaneously realizing real-time operability and a high degree

of reliability and usability. This system will be used as the core network for CENTUM distributed

control systems and has been put forward to the International Electrotechnical Commission (IEC) for

approval as a new international standard.

1. は じ め に

グローバル競争が激化し経営環境がめまぐるしく変化

する現代社会において，産業界にとって生産の徹底的な

効率化と市場動向に即応できる仕組みの構築は，生き残

りのための必須の課題となっている。これを解決するた

めには，①市場情報にリアルタイムに反応できる情報結

合，②変化に適応して効率的な生産ができる瞬発力，③

品質・コスト・納期を確実に守れる信頼性，さらに④変

化に応じて柔軟に成長できる成長性の4つを実現する生

産システムが必要となる。そのための最も重要な構成要

素の一つがDCSシステムであり，さらにそのネットワー

クを進化させてゆくことが重要となる。

一方，一般の情報通信技術に目を向けてみると，イン

ターネットやイーサネットなどが爆発的に普及し，低コ

ストで高速な通信を享受できるようになった。また，こ

れにより，広域に広がった様々な情報に容易にアクセス

できるユビキタス社会が到来している。通信のレイヤー

別に最近の動向を見てみると，上位レイヤーではWeb

サービス，XML，標準ファンクションブロックなど論理

的な情報共有のオープン化が，下位レイヤーではHTTP，

TCP，UDP，IPv4/v6，高速イーサネットなど情報伝達

のオープン化が進んでいる。一方，フィールド通信の分

野ではデジタル化，インテリジェント化などによりオー

プン化の範囲が広がってきている。

プラントにおけるネットワークには，安定操業の要求

から実時間性や高信頼性を実現するために，各社独自の

ネットワークシステムが用いられてきた。近年，高速化

やオープン化の要求からイーサネットをベースにしたプ

ラント・ネットワークが登場してきているが，本来の安

定操業の要求を犠牲にしている面は否めない。しかしな

がら，世の中に広く普及したイーサネットは，物量を背

景にした圧倒的な低コストとインターネット技術の進歩

による技術革新の速度と将来性の面から，もはや他の通

信システムが太刀打ちできないものとなっており，生産

システムにおいても安心して使用できる真の工業用イー

サネットの登場が待ち望まれていた。

この様な状況の中，イーサネットの実時間性実現の障

害となっていたコリジョン問題がスイッチングハブの登

場により解決され，また，100 Mbpsのイーサネットの普

及を契機に，本当の意味で生産現場で使用可能なイーサ

ネットを開発しようとする動きがにわかに起こってきて

いる。

当社では，実時間性・高信頼性とオープン性を両立さ

せたイーサネットベースのプラントネットワークシステ

ムVnet/IPを開発した。今回開発したVnet/IPは，プロ

セス・オートメーション用のリアルタイム・イーサネッ

トのIEC国際標準として審議が進められている。
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2. 工業用イーサネットの動向

イーサネットは，本来，大量のデータを伝達時間をあ

まり気にしないで転送すること目的としており，実時間

性の観点から，そのまま生産システムに使用することは

できない。また，生産システムで要求される冗長化など

の高信頼性の方式なども規格化されておらず，生産シス

テムにおける安定操業の要求を満足することはできない。

このため，各国のオートメーション・サプライヤーは

コンソーシアムを設立し，デファクト・スタンダードの

獲得を目指す一方，IECやISOなど国際標準化団体によ

るデジュール・スタンダード制定の動きも始まっている。

工業用の計測と制御に関する標準化を行うIECのTC65

（図 1）における工業用イーサネットの標準化活動は，
フィールドバスの国際標準化以来の重要な動きとして世

界の注目を集めており，2007年の国際標準発行を目指し

て作業が進められている。

3. Vnet/IPの特長

IECのRTE（Real-time Ethernet）標準化活動では10余

りのテクノロジーが提案されているが，その多くはモー

ション制御などいわゆるFA向けの通信システムであり，

連続プロセス制御の通信システムの要件を充たしている

PA用のRTEは殆どない。

Vnet/IP は，中規模から超大規模までの連続および

バッチプロセスの制御への適用を意図してDCS用に開発

されたネットワークで，プラント内に分散した大量の情

報を100 ms程度の実時間性でフレキシブルに交換するた

めに最適化されている。超大規模システムで安定動作で

きる能力は，中小規模のプラントにおいても必要であり，

また生産性向上のためのトラフィック増加に対しても余

裕を持って対応することを可能としている。

Vnet/IPは，1 Gbpsのイーサネットをベースとしたプ

ラント・ネットワークであり，CENTUM CS3000 R3.05

から導入された。従来からのVnetとシームレスに接続す

ることが可能であり，既存のDCSシステムを新しい生産

システムに進化させ，さらに発展させる基盤といえる。

4. Vnet/IPのアーキテクチャ

近年まで制御系のネットワークと情報系のネットワー

クは，それぞれの目的のために，独立して並列に敷設す

る対応がとられていた。この方法はコスト的な問題があ

るだけでなく，各種制御装置や広範囲に敷設されたイン

テリジェントなフィールド機器などの保全データやエン

ジニアリング・データを，制御データと連携させて有機

的に活用するための障害ともなっていた。

この2つの通信系統を一つのネットワークの上に統合

するためには，それぞれの要件を配慮して互いに干渉し

ないようにする必要がある。特に直接制御には関らない

非クリティカルな通信が，制御に直接関係するクリティ

カルな通信に悪影響を及ぼさないことが必須条件である。

①トラフィック制御により実時間性に影響を与えないよ

うにすること，②冗長化技術や耐環境性の確保により信

頼性に影響を与えないようにすること，③サイバー・ア

タックなどの脅威を排除することによりセキュリティを

確保すること，が求められる。

（1）プロトコル・プロファイル

Vnet/IPのプロトコル・スタックのプロファイルは，

イーサネット，UDP/IPという標準規格の上に高信頼

性と実時間性を実現する新たなトランスポート層を

持ち，上位層には従来からのCENTUMの資産を活か

せるCENTUMプロセス・データアクセス・プロトコ

ルと，OPCやSOAPといった世界標準のプロトコル

とが共存して実装できる構造となっている（図2）。
（2）実時間性

実時間性の実現のために，送信スケジューリング技

術，優先制御技術および高速応答の技術を採用して

いる。

送信スケジューリングは，複数の送信局が同時に大

量のパケットを送信した時に，スイッチングハブや

受信局において，伝送遅延やパケット消失による再

図2　Vnet/IPプロトコルプロファイル

図1　IECでのRTE標準化組織
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試行遅延などが発生することを防止するための技術

である。1 Gbpsのコリジョンレスのスイッチングハ

ブを使用しても，複数のポートから大量のパケット

が同時に受信された場合には，内部のバッファが満

杯になり，パケット消失や遅延が発生する可能性が

ある。Vnet/IPでは，100 msのマクロサイクルを1

msの時間スロットに分割し，それぞれを送信局毎に

割り当てると共に，データの特性に応じた通信の種

類毎に独立した時間スロットに割り付けている。

また，IPプロトコルのToS（Type of Service）フィー

ルドを用いて，パケットに4レベル優先順位を付与

し，通信局内にそれぞれに対応した送受信バッファ

を設け，優先度に応じた追い越し処理を実現してい

る。この優先度割付は，スイッチングハブなどの

ネットワーク機器でも活用することが可能である。

さらに，トランジェントな通信エラーに対して迅速

にエラー回復を行うために，即時応答のプロトコル

とメモリコピーを最低限に抑えたUDP/IPスタック

を採用し，TCPやUDPでは実現できない高信頼で高

速なデータ伝送を実現している。また，大量データ

の伝送や広域接続の用には，応答遅延がスループッ

トに影響を与えないよう，複数のパケット毎に必要

に応じて送達確認を行う方式を採用している。

（3）高信頼性

Vnet/IPではフォルト・トレランス，フォルト・ア

ボイダンス，メンテナビリティからのアプローチに

より，高い信頼性を実現している。

ネットワークは独立した二重化構成となっており，

片方の系統に故障や異常が発生した場合，自動的に

瞬時に経路切替を行うことにより実時間性を維持し

ている。また，ネットワーク内の全ての局間の経路

は診断パケットの送受信により常時監視されており，

通常使用されない経路の異常も即時に検出される。

さらにペア＆スペアの冗長化コントローラのCPU制

御権切り替え時も自動的に宛先の変更を行い，通信

を継続することができる。

（4）オープン性

Vnet/IPでは，TCPをベースにしたFTPやHTTP

などの標準プロトコルを利用したエンジニアリン

グ・データや保全情報などの実時間性と信頼性を必

要とする制御通信と混在させて扱うことが可能であ

ると共に，イーサネットに接続できる様々な機器を

接続して，マルチベンダのネットワークを構成する

ことができる。制御通信の実時間性と信頼性を維持

してオープン通信との混在を実現するために，帯域

制御，通信処理の分割及びサイバー・セキュリティ

対策への配慮がなされている。

各通信局の内部は，ネットワーク接続のための冗長

化された物理層とMAC層を，制御用の通信スタッ

クとオープン通信用のデータリンク・サービス機能

が共有する構成となっており，別のCPUに実装され

るオープン通信のプロトコル処理が，制御通信の処

理機能に悪影響を与えないように分離されている。

また，オープン通信用のデータリンク・サービス機

能には，帯域制御機能が実装されており，オープン

通信の過大なトラフィックが制御通信に影響を与え

ないようになっている。

さらに，制御通信のトランスポート・プロトコルに

は，公開暗号鍵を利用したセキュリティ機能が実装

されており，改竄・成りすましといったサイバー・

アタックに対する防御がなされている。

5. Vnet/IPのシステム構成

（1）ハードウエア

今回開発したハードウエアは，PC に実装される

Vnet/IPインタフェース・カード（VI701），Vnet/IP

対応のコンパクト・コントローラ（AFV10）及びVnet

との接続を実現するVnetルータ（AVR10）の3機種

であり，それぞれに共通に実装されるVnet/IP制御

用ASICにより，小型化と高信頼化を実現している

（図3）。
VI701は，現状Vnetに接続可能なCENTUMのPC

ベースの各種機器に実装されるPCIバス・カードで

あり，CENTUMのHMIであるHISの他，PCをベー

スとした既存のCENTUM機器全てをVnet/IPに接

続することができる。

AFV10は，Vnet/IP対応のコンパクト・コントロー

ラで，通信インタフェースを除き，既存のVnet 版

FCS（AFF10）と同一の機能を有する。冗長化された

CPUモジュールのそれぞれに二重化された通信ポー

トが実装されており，CPU・通信それぞれの冗長化

の分離により，高い信頼性を実現している。その他

に，Vnet/IPの時刻同期機能を使用したSOE機能が

標準で実装される。Vnetルータは，Vnet/IPとVnet

コンパクト・コントローラ（AFV10） インタフェース・カード（VI701）

Vnetルータ（AVR10）

図3　Vnet/IPのハードウエア
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を接続するネットワーク機器で，3ユニット・ハイト

のコンパクトな構造になっている。

各機器の通信インタフェースには，専用のASICと

プロトコル処理用のMPU（SH-3）が実装されており，

ASICには，二重化された1 GbpsのMAC機能，優

先送受信バッファ制御機能，時刻同期支援機能，

オープン通信用データリンク機能，ホスト・バス・

インタフェース機能が実装されている。

（2）通信ファームウエア

通信ファームウエアは，組み込み型リアルタイムOS

であるμITRONの上に実装され，組込み用の高速

UDP/IPプロトコルスタックを採用している。ホス

ト・インタフェースは，Vnet と全く同一の仕様と

なっており，Vnetをベースにした既存のソフトウエ

アを変更なしに組み合わせて，機器に実装すること

ができる。

（3）ソフトウエア，エンジニアリング

ソフトウエアに対して完全にコンパチブルになって

いるため，エンジニアリング・データを含めた全て

のソフトウエアがそのまま流用・実行可能である。

また，Vnetルータにより接続されたVnet/IPとVnet

との間では，全く違和感なくデータを交換すること

が可能であり，操作性も従来と全く変わらない。

さらに，オープン通信との共存を実現したことによ

り，情報ネットワークやPLCとの接続が容易になり，

より有機的な連携が可能となっている。

ネットワーク・エンジニアリング，メンテナンスの

面では，強力なアラーム・システムと全ての経路を

監視できる専用のユーティリティが用意されており，

SNMPを利用した汎用のネットワーク管理ソフトに

よるネットワーク管理も可能となっている。

6. CENTUMへの適用

Vnet/IPを用いたCENTUM

のシステム構成例を，図4に示
す。

CENTUMでは，64台の通信

局を接続できるドメインを最

大16ドメインまで接続するこ

とができ，最大で1024台まで

の通信局を接続することが可

能である。この他にPCやPLC

など一般のイーサネット機器

を1ドメイン当たり通常124台

まで接続することが可能であ

る。ドメイン内の通信局は汎用

のスイッチングハブ（L2SW）に

よりツリー状に接続され，それ

ぞれのドメインは汎用ルータ（L3SW）により接続される。

また，Vnetルータにより既存のVnetと接続が可能で，汎

用のルータにより情報系ネットワークに接続することも

できる。

ネットワークは二重化されており，L2SWやL3SWな

どのネットワーク機器は汎用の市販機器をそれぞれの系

統に一組ずつ使用して構成される。通信局やネットワー

ク機器間は，100BaseTまたは1000BaseTのツイストペ

ア線で接続し，光ファイバーによる10 Gbps以上での接

続も可能である。無線ルータやリモートルータによる冗

長化構成での広域接続も可能となっている。

7. お わ り に

今後，フィールド機器のインテリジェント化や無線

ネットワーク化がさらに進み，プラント保全の考え方な

ども大きく変わってゆくことが予想される。また，セキュ

リティ技術の進歩により，現場から直接インターネット

上のリソースにアクセスできるような時代が訪れるであ

ろう。Vnet/IPが，このような時代の変化に追従して進化

する生産システムの核となることを確信している。
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図4　システム構成図
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