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CENTUM CS3000 R3におけるフィールドネットワークの統合

Integration of Field Network in CENTUM CS3000 R3

当社DCSであるCENTUM CS3000 R3において，今後進化していくフィールドネットワークの大容量化をに

らみ，既存のI/Oをも統合したアーキテクチャとして「２階層I/Oシステム」を開発した。このアーキテクチャは

コントローラに直結し，高速且つ大容量の入出力が可能なI/Oノードと，リモートバス経由でコントローラに接

続し，フィールド内に分散して配置できるI/Oノードの2種類で構成するものである。この２種類のノードをア

プリケーションに応じて柔軟に使い分けることで，フィールドネットワークの統合を図りながら，十分な入出

力の更新速度を実現すると共に，配線コストの低減を実現することができる。
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Yokogawa Electric Co. has implemented in CENTUM CS3000 R3 a new I/O architecture, two-layer

I/O architecture, which integrates field networks into DCS with general analog input/output and digi-

tal input/output.

This new architecture consists of two types of node. One is directly connected to the controller CPU

and capable of  communicating or updating a large amount of data in high speed. The other is con-

nected to the controller CPU via communication bus, which can be placed near the field devices. These

two types of nodes give flexibility of the plant configuration to achieve enough updating period and

reduce wiring cost.

1. は  じ  め  に

FOUNDATIONTMフィールドバスをはじめとする各種フィー

ルドネットワークに対応する機器の増加には，近来，目

覚ましいものがある。分散制御システム（Distributed

Control System 以下 DCS）においては，従来の所謂4～

20 mA信号に加えて，これらのフィールドネットワーク

を用いて機器を有機的に結合していくことにより，より

柔軟且つ効率的な生産制御システムを構築することが求

められている。（1）

CENTUM CS3000 R3において，新しく台頭してきた

フィールドネットワークへの対応と，既存I/O機器との有

機的な統合を可能としたI/Oアーキテクチャを開発した。

本稿では，フィールドネットワークをDCSに統合する

場合に求められる要件について述べた上で，CENTUM

CS3000 R3での実現形態の紹介をする。

2. DCSのI/Oシステムに求められる要件

DCSのI/Oシステムは，通常，制御機能を実行する

Field Control Station（以下 FCS）に実装される。（2）

CENTUM CS3000 R3における，FCSの位置付け，及び，

I/Oシステムの概略を図１に示す。

フィールドネットワークと既存I/Oとを統合するにあた

り，FCSのI/Oシステムに求められる要件としては，以下

のものがある。

・制御機能に影響を及ぼすことなく，フィールドネット

ワークを適切に統合すること。

・既存I/Oを含めて適切な周期でデータを更新するこ

と。

・初期導入コスト（特に配線コスト）を抑えられる構造に

なっていること。

本章ではこれらのそれぞれについて詳細に述べる。

2.1 フィールドネットワークとDCSの統合

一般に通信によって情報を取得する場合，何らかの通

信制御手順（プロトコル）を踏む必要があり，これは

フィールドネットワークにおいても同様である。この

フィールドネットワークをDCSと統合する場合，この複

雑な通信手順の実行が，通常の入出力や制御処理に大き

な影響を及ぼさないように配慮をする必要がある。

また，最近の高速なフィールドネットワーク（Profibus-

DPなど）において，その機能を有効に活用するために
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は，短時間に大量のデータを取得する必要がある。従っ

て，通信を実行するモジュールと制御を実行するモ

ジュールとを分離するような場合，その間のデータ交換

には十分な帯域を確保しておく必要がある。

2.2 データの更新周期

フィールドネットワークによる入出力及び通常のアナ

ログ入出力/接点入出力のいずれの場合においても，その

適用するアプリケーションに応じた周期で，入出力デー

タが更新される必要がある。即ち，高速な制御が要求さ

れる入出力については，高速なデータの更新が求められ

るが，監視系のように高速で更新する必要はないが大量

の入力点が必要なものについては，制御を実行する上で

入出力が負荷にならない程度の周期で更新は十分であ

る。

一つの制御対象において，この２種類の入出力更新周

期が存在することが通常であり，DCSのコントローラに

おいては，この２種類の入出力更新周期を，互いに他に

影響することなく混在させることが求められる。

また，もちろん，フィールドネットワークを統合した

場合においても，その結果，その他の入出力データの更

新周期が影響を受けることは極力避けなくてはならな

い。

2.3 フィールド配線コストの低減

プラント制御システムの導入にあたり，フィールドと

の配線コストが少なからぬ割合を占めていることはよく

知られている。従って，DCSのI/Oシステムを検討する

にあたり，フィールド配線コストの低減は必ず考慮すべ

き項目である。

DCSのI/Oシステムにおいては，多種多様なフィールド

ネットワークに加えて，従来からのアナログ入出力/接点

入出力が混在する場合において，プラントの配置や特性

に応じた柔軟なフィールド配線形態をとることができる

ことが求められる。

3. CENTUM CS3000 R3での実現形態

CENTUM CS3000 R3においては，図２に示すように

コントローラとI/Oモジュールを直結する形式と，リモー

トに設置する形式とを一つのコントローラに統合する

アーキテクチャを採用し，前章で述べた要件の実現をし

ている。

本章では，その具体的な形態について述べる。

3.1 ２階層のI/Oシステム

CENTUM CS3000 R3においては，前述の要件を満た

すために，「２階層I/Oシステム」を開発した。具体的構成

は以下の通りである。

・I/Oモジュールを実装するノードの高速なバックボー

ドバスを拡張してコントローラに接続することで，
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図１　CS3000 R3におけるI/Oシステム
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I/Oモジュールを高速なバスでコントローラに直結し

た。このノードを「直結ノード」と称する。この内部バ

スは，128 Mbpsの通信速度で交信可能であり，直結

ノードに実装されたI/Oモジュールに対しては，コン

トローラCPUからは自プロセッサに直結しているのと

同等の速度でアクセス可能である。

・この直結ノードにリモートI/Oバス通信モジュールを

実装し，遠隔に設置するI/Oノードからのデータを取

得できるようにした。この遠隔に設置するノードを「リ

モートノード」と称する。このリモートI/Oバスには

10 MbpsのEthernetを採用しており，構造的には，汎

用機器による延長を可能にしている。即ち，無線通

信，公衆通信網などを使用したノードの広域分散の対

応も可能である。

・リモートノードとの通信においては，リモートノード

にも通信モジュールが実装されることを考慮し，高速

に少量の通信を行うものと，低速ではあるが大量の通

信を行うものが共存できるよう，通信手順を実装して

いる。

さらに，フィールドネットワークの統合を進めるため

に，以下のようなアーキテクチャも併せて採用してい

る。

・フィールドネットワークのプロトコルの実行は通信モ

ジュール内で行い，コントローラCPUの負荷とならな

いようにしている。

・フィールドネットワークに関する設定情報（どのデータ

を取得するかなど）を，Fill-in form形式で定義できるよ

うにし，エンジニアリングを簡単にしている。

3.2 特長及び効果

このアーキテクチャの特長を，従来システムに比較し

て説明する。

従来からリモートバスを使用することによって，

フィールド配線コストを低減することは実現されていた

が，高速且つ大容量のフィールドネットワークを接続し

ようとすると，そのリモートバスの通信帯域により，そ

のフィールドネットワークの機能を十分に活かすことが

できなかった。

また，逆に，制御CPUに直結するノードのみである

と，必然的にフィールド配線が長くなってしまい，配線

コストの増加を招いていた。

本アーキテクチャにおいては，リモートバス方式と，

直結方式を併用し，アプリケーションに適合した方式を

柔軟に採用することができるため，上記のような問題の

両方を解決することができた。
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具体的には，以下のような利点が得られた。

・高速な制御が必要な制御対象に対しては，そのI/Oモ

ジュールを直結ノードに実装することで，高速な入出

力更新周期が得られる。

・高速な更新周期が必須ではない制御対象に対しては，

そのI/Oモジュールを実装したノードをリモートノー

ドとしてフィールドに分散して配置することで，結果

としてフィールド配線コストを低減することができ

る。

・高速なフィールド通信モジュール（Ethernet通信，

Profibus-DP通信など）については，直結ノードに実装

することにより，制御CPUと通信モジュールとの間の

帯域を十分大きくとることができ，高速なフィールド

ネットワークの恩恵を十分に享受することができる。

・FOUNDATIONTMフィールドバス通信など，高速ではないが

大量のデータ更新が必要とされる通信モジュールにつ

いては，リモートノード及び直結ノードのいずれにも

設置可能であり，フィールド配線コストの低減に寄与

する。

4. 結　　　論

本稿のアーキテクチャを採用することで，当初掲げ

た，以下の全ての要件を満たすI/Oシステムを提供するこ

とができた。

・制御機能に影響を及ぼすことなく，フィールドネット

ワークを適切に統合すること。

・既存I/Oを含めて適切な周期でデータを更新すること。

・初期導入コスト（特に配線コスト）を抑えられる構造に

なっていること。

本アーキテクチャは，コントローラCPUとフィールド

ネットワークモジュールの間に十分な帯域を確保するな

ど柔軟な構成を採用しているため，これから新たに開発/

進化するであろう多種多様なフィールドネットワークへ

の対応にも，何ら問題ないと考える。

5. お  わ  り  に

フィールドネットワークは今後ますます発展し，

フィールドにおけるその重要性はさらに増していくもの

と考えられる。本稿で提案し，実現したI/Oシステムの

アーキテクチャではその様々な要求に対して着実に対応

していくことが可能であると考える。

今後は，フィールドネットワークの動向を見定めつ

つ，新たなフィールドネットワークモジュールの開発及

び，そのDCSへの取り込みを進めていくことで，ユーザ

ニーズに寄与していきたい。
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