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CS3000オペレータ訓練システム

CS3000 Operator's Training System

近年のプラントシステムは大規模で高度に自動制御化してきたため，プラントオペレータの訓練用として実

プラントのシミュレータシステムのニーズが高まっている。

そこでCENTUM CS3000拡張テスト機能を利用して，容易にプラントオペレータの運転訓練システムの構築

が可能なソフトウェアパッケージを開発した。

このパッケージで提供される機能を利用し，CS3000拡張テスト機能とプラントモデルを接続することで汎用

PC上に容易に，しかも実機（実オペレータステーション）と同じオペレーションが可能なオペレータ訓練システ

ムの構築が可能となる。
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The recent plant systems have become much larger in its scale and much improved in its automatic

control functions.  Therefore, such an improvement leads big demand of simulator systems of a real

plant for the training of plant operators.

To meet the demand, we have developed a software package for the plant operators' training that can

construct easily the training systems with CENTUM CS3000 Multi PC Test Functions. With connect-

ing these functions with process models of a real plant, it is possible to construct easily the simulator

systems for operators' training on general-purpose PCs, and also the systems can provide operation

training as the same as operations on the real machine (real operator stations).

1. は  じ  め  に

近年のプラントシステムは大規模で高度に自動制御化

してきている。そのためプラントオペレータはプラント

システムに対する高度な技術や知識が必要になったと同

時に，万一のあらゆる事態に対応する操作をも習得して

おくことが必要になった。

しかし実プラントシステム上でこれらの知識や操作

を，プラントに影響を与えずに習得するためには，長期

間の経験や年月が必要である。またこれらの操作には危

険を伴う場合もある。

このため実機感覚でプラントシステムのシミュレー

ションによる運転訓練の必要性が高まってきた。訓練シ

ステム上では，プラントの定常状態や実機上では実施で

きない異常状態をも簡単に模擬することが可能であり，

それを利用することで短期間にプラントオペレータのス

キルの向上を図ることができる。

オペレータ訓練用インタフェースとCS3000拡張テスト

機能を使用することで，CS3000が制御している実プラン

トのオペレータ訓練システムを，汎用PC上に簡単に構築

することができる。

本書では，CS3000で動作している実プラントを利用し

て構築したオペレータ訓練システムの特長を紹介する。

2. オペレータ訓練システムの構成

CS3000オペレータ訓練システムでは，特別なハード

ウェアを必要とせず，汎用PCのみでシステムを構築する

ことが可能である。

汎用PCの動作環境の概要は下記のとおりである。（実

際には訓練システムの規模により変わるので注意するこ

と。）

・OS：Windows NT4.0

・ CPU：Pentium 300 MHz以上

・Memory：128 MB 以上

・Disk 2 GB 以上の空き

・ 100 Mbps Ethernet

図１に示すCS3000実プラントのシステム構成と対比し

たオペレータ訓練システムの構成を図２に示す。
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実 プ ラ ントで使用する

CS3000HISには，コンソール

形/工業用PC形/汎用PC形の３

種類あるが，いずれの場合で

も訓練システムでは汎用PCを

利用することができる。

（1）制御用バス機能

オペレータステーション

（HIS）と制御ステーション

（FCS）の間の通信は，プ

ロセス現場ではCS3000の

専用制御バスであるV-Net

を通して行われるが，訓

練システムでは，同じPC

内に存在するオペレータ

ステーション（バーチャル

HIS）と制御ステーション

（FCSシミュレータ）間は仮

想V-Net通信で，PC間の

バーチャルHISとFCSシ

ミュレータの通信はデ

ファクトスタンダードで

あるEthernetを使用して

行われる。このEthernet

上でV-Net通信をエミュ

レートすることで実プラ

ントの通信データと同じ

データの通信を可能にし

ている。

（2）制御ステーション（FCS）

機能

訓練システムでは制御ス

テーションの代わりに，

制御ステーションの動作

を模擬するF C S シミュ

レータを使用する。FCS

シミュレータは，１台のPC上に複数動作させること

で，１台のPCで複数の制御ステーションを模擬する

こともできる。

（3）オペレータステーション機能

実プラントで使用するオペレータステーション

（HIS）と全く同じ機能を持つオペレータステーショ

ン（バーチャルHIS）を，訓練システムのオペレータ

ステーション機能で使用する。バーチャルHISは（2）

のFCSシミュレータと同じPC上でも異なるＰＣ上で

もどちらでも動作させることができる。

（4）エンジニアリングステーション機能

実プラント構築時及びメンテナンス時に使用するビ

ルダ機能を，訓練システムのビルダ機能としてその

まま使用することができる。そのため，実プラント

で動作しているグラフィックパネルなどのアプリ

ケーションをオペレータ訓練システムでもほとんど

そのまま使用できる。

（5）プラントモデル及び訓練管理機能

オペレータ訓練システムの構築には，プラントの温

度，圧力等物理量の動特性を模擬するプラントモデ

ルが不可欠である。単純なループバックを定義する
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図１　実プラントのシステム構成例

図２　オペレータ訓練システムの構成例
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（注）�
・  バーチャルHIS機能/FCSシミュレータ機能は
CS3000拡張テスト機能が提供している機能
である。�

・  プラントモデル/訓練管理機能は別途必要で
ある。�
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ことでプラントモデルとすることも可能であるが，

現在では物性や物理的な因果関係を，忠実に再現で

きるダイナミックシミュレータが多く実用化されて

いる。また訓練開始/終了の指定や訓練状況を再現す

る機能をもった訓練管理機能も必要である。

小規模システムの場合には，図３のように１台の汎用

PC上に上記全ての機能を搭載させることで，簡単なオペ

レータ訓練システムを構築することも可能である。
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図３　小規模システム構成例

図４　オペレータ訓練用インタフェースの機能
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3. オペレータ訓練用インタフェースの機能

訓練管理機能あるいはプロセスシミュレータからFCS

シミュレータへの要求は，オペレータ訓練用インタ

フェースを通して行われる。FCSシミュレータに対する

複雑な制御は，このインタフェースの中で行われるた

め，訓練管理機能あるいはプロセスシミュレータからは

簡単に実行要求できるようになっている。

オペレータ訓練用インタフェースとして，オペレータ

訓練システムに必要な以下の機能を提供している。

（1）データ交換機能

FCSシミュレータ上の機能ブロックが制御演算に使

用するプロセス入出力データ（FCSシミュレータの内

部データベース上に存在）と，プラントモデル内で計

算された模擬プロセスデータのデータ交換を行う

（マーシャリング機能）。これらの模擬プロセスデー

タは高速・大量にデータ交換を行うことが可能であ

る。（図４①）

（2）実行制御機能

訓練管理機能から訓練の進行に合わせて，PID演

算，内部タイマーの積算などFCSシミュレータ上で

動作する全ての機能ブロックの制御処理を，一括し

て一時停止と一時停止解除をする。（図４②）
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（3）スナップショットセーブ・ロード機能

訓練管理機能から訓練の任意の時点で，FCSシミュ

レータ上で動作する全ての機能ブロックの制御状態

を保存するスナップショットセーブ機能がある。

（図４③）また保存した制御状態を復元するスナップ

ショットロード機能がある。（図４④）この機能を組

み合わせることで，予め用意されていた色々な状態

から訓練を開始したり，訓練中のある状態を繰り返

し実行することができる。

（4）タイムスケール変更機能

FCSシミュレータ上で動作する全ての機能ブロック

の制御状態を早く動作させたり，逆に遅く動作させ

ることで，訓練の実行速度を変更することができ

る。これにより変化の少ない期間を短縮して訓練時

間を早くしたり，変化の激しい期間をゆっくりと動

作させることが可能となる。

（5）操作メッセージ通知機能

オペレータの操作を操作メッセージとして訓練管理

機能側へ通知することができる。これを解析するこ

とでオペレータ操作を再現したり，訓練の評価を行

うことができる。（図４⑤）

（6）その他の機能

運転訓練環境に必要な情報（制御ステーションデータ

ベースのジェネレーション日付など）を取得すること

ができる。

4. プラントモデル（ダイナミックシミュレータ）

簡単で小規模なプロセスであれば手作りすることも可

能であるが，複雑または大規模なプロセス向けにダイナ

ミックシミュレータVisual Modelerが商品化されている

（（株）オメガシミュレーション）。本器は，以下のような

特長を持っている。

・モジュール化された部品をグラフィック上で結合する

ことでプラントモデルを効率よく開発可能である。

・多くの優れたユニットモデルや物性値，物性計算法が

ライブラリとして提供されている。

・リアルタイム性に優れている。

5. 適　用　例

以上説明してきた各構成要素を用いた訓練システムの

例として（株）オメガシミュレーション製Plantutor及び

OmegaLandがある。

図５にOmegaLandをCS3000システムと接続して訓練

システムを構築した場合の構成例をあげる。

図５で，Main－PC（プロセスモデル）に，ダイナミック

シミュレータであるVisual Modelerと，訓練システム全

体の実行を管理する実行制御モジュールが動作する。

図６に，OmegaLandの実行制御モジュールの画面イ

メージをあげる。この画面より実行制御要求を行う。

6. お  わ  り  に

オペレータ訓練システムの要求は，今後ますます高ま

ると予想される。

ここで紹介したように，CS3000を利用したオペレータ

訓練システムでは，実プラントで使用される制御機能や

操作監視機能そのものを使用するため，臨場感あふれる

訓練システムとなる。さらに，オペレータ訓練システム

には，現場で使用するのに先だって，新しい制御方式や

運転法案などを試すことができるため，プラント改修作

業の効率化を図ることに利用することもできる。
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図５　Omega Landのシステム構成例

図６　OmegaLandの実行制御機能画面
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