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CENTUM CS3000 R3におけるフィールドバス統合エンジニアリング

Fieldbus Integration Engineering in CENTUM CS3000 R3

FOUNDATIONTMフィールドバスで代表されるフィールドネットワークの実用化に伴い，DCS（Distributed Control

System）によるプラント計装にもフィールドバスの波が徐々に押し寄せてきている。一方，依然として高信頼

性，長期間稼動を必要とされるミッションクリティカルなプラント計装では，入出力I/Oには，4～20 mA信号

を主体としたDCSによる制御も不可欠である。このように，これからのDCSは，従来からの入出力機器と，多

様なフィールドネットワーク機器を顧客視点の立場に立って，柔軟に提供，提案していくことが重要になる。

このような多様な入出力機器から構成するDCSのシステム生成を，統一したエンジニアリング機能で実現した。

今回開発したCENTUM CS3000 R3では，制御対象のI/O種別によらずにアプリケーションを容易に構築するこ

とができるエンジニアリング環境を提供する。さらに，制御の分散化にも対応した統一オペレーション環境な

ど，フィールド機器による制御を意識させないシステムとなっている。
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A fieldbus wave has surged forward gradually to the plant instrumentation by DCS (Distributed

Control System) along with the practical use of the field network typified by FOUNDATIONTM Filedbus. On

the other hand, control by DCS mainly composed of conventional 4-20 mA signals is also indispensable

to input-output in a mission-critical plant instrumentation, where high reliability and operation for a

long term are still needed. Therefore, for future DCS, it grows in importance to offer and propose

flexibly the traditional input-output device and various field network devices from the customer's stand-

point. The system generation of DCS composed of such various input-output devices became a reality

by the unified engineering functions.

  Thus, in the CENTUM CS3000 R3 developed this time, the engineering environment to construct

the application easily can be offered without depending on the I/O type of the controlled system. In

addition, this system provides a system not to make users aware of control by the field device like the

unified operation environment corresponding to the distributed control.

1. は  じ  め  に

フィールドバス機器（以下，機器と略すことがある）の

実用化が進んできた。それに伴い，分散制御システム

（Distributed Control System，以下DCSと略す）と，

フィールドバス機器を統合したエンジニアリング／操作

監視が求められている。

また，従来コントロールは，二重化で守られている

CPUと，制御バスで実行されていたが，それらがフィー

ルドネットワークに分散していっても十分な信頼性を確

保する必要がある。

本稿では，統合生産制御システムCENTUM CS3000 R3

におけるFOUNDATIONTMフィールドバスネットワークのさら

なる統合化の実現を，以下の点から説明する。

・統合エンジニアリング

・統合操作監視

・信頼性の確保

2. フィールドバス統合エンジニアリング機能

図１に示すのは， FCS（Field Control Station）内の機

能ブロック（以下FCS機能ブロックと略す）と，フィール

ド機器内のファンクションブロック（以下フィールドバス

ブロックと略す）が，１枚の制御ドローイングシート上で

エンジニアリングされている様子である。図から判るよ

うに，CENTUM CS3000 R3においては，FCSのエンジ

ニアリングとまったく同様の方法で，フィールド機器の

エンジニアリングを可能とした。
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2.1 統合化エンジニアリングの特長

以下に統合化エンジニアリングにて進化した点を述べ

る。

（1）フィールド機器確定前の先行エンジニアリング

機器が確定していなくとも，或は購入した機器がま

だ到着する前の状態でも設計／エンジニアリング作

業を進めたい，という要望がある。この問題の解決

として，制御ドローイングビルダ（CENTUMが持

つ，制御ドローイングシートを記述するツール）に

て，全ての制御ループを論理的に作成可能とした。

機器／セグメントが決まっていなくとも，制御ルー

プを書くことが可能であるし，また，ループ内の機

能ブロックをFCS側に持つか，機器側に持つかが決

まっていなくとも，制御ループを書くことができ

る。制御ループを完成させた上で，具体的な機器の

割り付け，セグメント構成の決定などを行うことが

できる。その割り付けの方法についても，工夫を行っ

た。

・機器を割り付けてから，機器の一覧画面と制御ド

ローイングビルダとで，ドラッグ＆ドロップによ

り簡単に制御ドローイングシートと機器を対応付

けられる。

・あるいは，タグ名が一致するものを自動的に割り

当てる方法も提供している。

（2）FCS機能ブロックとフィールドバスブロックの融

合，および従来のI/Oとフィールド機器の混在

フィールド通信の導入と言っても一気に全ての機器

に導入されるわけではなく，徐々に置き換えていく

といったことも多いと思われる。

今回の統合エンジニアリングでは，制御ドローイン

グビルダ上でFCS機能ブロックとフィールドバスブ

ロックの結合を単純に描けばよい。内部的にはI/O

の端子を経由するものの，その端子を意識する必要

はない。そのため，従来のI/Oを機器に置き換えて

いくようなケースでも簡単なエンジニアリングで可

能である。

このような方法により，DCS上で従来I/Oとフィー

ルド機器を混在させたり，徐々にフィールド機器に

切り替えたりすることが容易にできる。

（3）差分検出機構による，オンラインダウンロードの高

速化

制御ループを変更してフィールド機器へダウンロー

ドする際，差分情報のみ，ダウンロードする機構を

作成した．このことにより，ダウンロードであるた

め，ダウンロード高速化が実現でき，制御への影響

を最小限に留めながら，エンジニアリング作業をス

ピーディに行うことができるようになった。

（4）大規模システムへの適用

フィールドバスを大規模システムに適用するために

は，以下の要件を満たす必要がある。

・大量の制御ループを制御ドローイングビルダで作

成できること。

・高速な機器登録機能。自動登録機能があること。

・制御ドローイングシートと，機器側との対応付け

を高速に行えること。

・保守フェーズに入った時，大量のセグメントを一

気にアップロードする機能があること。

制御ドローイングビルダは，従来のDCSエンジニ

アリングでも使用されており，十分に大規模対応

ができている。さらに，複数制御ドローイング

シートに対する一括ジェネレーション機能があ

り，フィールドバスブロックに関してもサポート

している。また，制御ドローイングビルダで論理

ループを書き，後から機器登録を行うような場

合，タグ名により複数ドローイングシートを一気

に対応付けができる。

高速な機器登録機能については，今回独自データ

ベースを使用することにより実現している。

3. フィールド機器との統合操作監視機能

これまでDCSシステムの範囲外と位置付けていた

フィールドバス機器，およびフィールドバスブロックの

統合オペレーションを，CENTUM CS3000 R3では可能

にしている。すなわち，CS3000の操作監視機能がもとも

と標準的に持っているチューニングウィンドウ，制御ド

ローイングウィンドウ，アラーム管理およびメッセージ

管理の諸機能を，フィールド機器およびフィールドバス

ブロックにも適用した。その内容を以下に説明する。

図１ FCS内の機能ブロックとフィールドバス機器内
のファンクションブロックの結合
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3.1 フィールドバスブロックの操作監視

本システムの操作監視機能では，オペレータはFCS機

能ブロックとの機能差を感じることなく，フィールドバ

スブロックのデータをHIS（Human Interface Station）か

ら操作監視することができる。

以下に，各ウィンドウ毎の具体的な機能について説明

する。

（1）チューニングウィンドウ（図２）

フィールドバスブロックのチューニングに必要な全

てのデータアイテムが表示され，このウィンドウか

ら変更することができる。

（2）制御ドローイングウィンドウ（図３）

制御ドローイングビルダでは，FCS機能ブロックと

フィールドバスブロックを同等にエンジニアリングで

きる。そのループ図に従って，実際のループの状態がグ

ラフィカルに表示される。オペレータは各ブロック間の

関係と現在の状態を直感的に把握することができる。

図３に，二次ループをフィールドバスで，一次ルー

プにFCSのPIDブロックを使用する場合の制御ドロー

イングウィンドウの例を示すが，オペレータは機能

ブロックの所在を意識することなく操作できる。

（3）その他のウィンドウ

グラフィックウィンドウ，トレンドウィンドウなど

におけるフィールドバスブロックの扱いは，FCSの

他の機能ブロックと同じである。

3.2 フィールドバス機器のアラーム

CENTUM CS3000 R3では，フィールドバス機器の異

常をシステムアラーム，プロセスアラームとして扱って

いる。これにより，これまでDCSシステムの範囲外とし

て扱われていたフィールドバス機器をCS3000システムの

一部として積極的に取り込んでいる。

（1）システムアラーム

以下をシステムアラームとすることで，フィールド

バス機器の異常発生/正常復帰を速やかにオペレータ

に通知する。

・フィールドバス機器のFail/Recover

・フィールドバス機器の自己診断異常発生/復帰

（2）プロセスアラーム

フィールドバスブロックが検出したプロセスの異常

発生/正常復帰アラームをFCSの機能ブロックと同等

に取り扱う。これにより，フィールドバスブロック

とFCS機能ブロックのプロセスアラームの一元管理

を可能にしている。

具体的には以下の通り。

・プロセスアラームウィンドウにてフィールドバス

ブロックのプロセスアラームメッセージを表示す

る。

・プロセスアラームの状態（ブリンキング，ACK/

NACK）をFCSの機能ブロックと同等に表示す

る。

・プロセスアラームのACK操作をプロセスアラーム

ウィンドウ等から操作することができる。

4. 信頼性の確保

4.1 フィールドバス通信モジュール（ALF111）の２重化

CENTUM CS3000 R3で開発したフィールドバス通信

モジュール（ALF111）は，１枚の通信モジュールでフィー

ルドバスを４セグメントまでサポートし，コストパ

フォーマンスを向上させている。その反面，通信モ

ジュールの故障・保守による影響が，複数のセグメント

の制御性の喪失につながるため，二重化を可能としてい

る。（図４）

図２　チューニングウィンドウ 図３　制御ドローイングウィンドウ
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4.2 ALF111二重化の制御権

ALF111の二重化では，通信モジュールの制御権を異常

の発生したALF111から正常なALF111に切り替えること

で実現している。ここで，制御権とは上位FCSとの通信

インタフェースとして，以下の通信を実行する権利であ

る。

・定周期通信（Publisher/Subscriber通信）

ALF111とフィールド機器間の制御入出力用のデータ

を送受信する。

・非周期通信（Client/Server通信）

FFフィールドバスブロック用のデータ参照と設定をす

る。また，統合機器管理（PRM），フィールドバスビル

ダからのオンデマンドな通信をする。

・アラート受信

フィールド機器が異常を検出した際にフィールド機器

から送信されるアラーム/イベントメッセージを受信

し，上位FCSに通知する。

従来のフィールドバス通信モジュールACF11は，

２重化が実現できていなかった。しかし，ALF111ではこ

れを実現し，本システムの大きな特長となっている。

4.3 ALF111の制御権の切り替えとLAS

通常は，二重化しているALF111のどちらかがLAS（Link

Active Scheduler）*2になっている。LASは，FOUNDATIONTM

フィールドバスの仕様に従って切り替わる。FOUNDATIONTM

フィールドバス仕様では，フィールドバスに接続される複

数のリンクマスタ機器*3のうち，先に通信の停止を検出した

リンクマスタがLASになる。

但し，ALF111の制御権の切り替わりと，LASの切り替

わりは独立になっている。これによって，制御権を持つ

図４　ALF111の二重化構成

IOM IOM IOM IOM IOM IOM
SB401

or
EB501

SB401
or

EB501
PSU PSU

Fieldbus

フィールド機器�

隣り合う２枚のALF111で�
二重化可能�

ALF111 ALF111 直結ノード or リモートノード�

制御ネスト拡張バス or Ethernet

ALF111の異常発生から制御権の切り替わり完了までに遅

延が発生したとしても，フィールドバス機器間の入出力

データ通信の流れを妨げることなく，制御を継続させる

ことができる。

5. お  わ  り  に

今後ますますフィールドバスが採用されるであろうこ

とは，制御システムの進化の必然であると思われる。こ

こで問題は，エンジニアリングの作業量が従来に比べ増

える方向であることである。その解決策は，如何に，優

れたエンジニアリングツールを提供するかにある。

本稿で述べた統合エンジニアリング，統合操作監視

は，十分にこの問題の解決を提供していると考えてい

る。

フィールド通信の重要性は，益々高まっており，今後

も様々なエンジニアリングツールを提供していきたい。
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*2：LAS（リンクアクティブスケジューラ）; フィールドバス通信のマ

スターとして通信の流れをコントロールする機能。

*3：リンクマスタ; LASになる機能を持ち，その機能が有効となるよ

うコンフィギュレーションされている機器。
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