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Exaopc OPCインタフェースパッケージ
Exaopc OPC Interface Package

MES領域アプリケーションのプラットフォームソフトウェアとして，OPC（OLE for Process Control）Foun-

dationの策定したOPCインタフェース準拠の汎用OPCサーバ「Exaopc」を開発した。OPCインタフェースは，種々

のPCU（Process Control System）に対するデータ参照インタフェースの標準化を目的としているが，プロセス

データの仕様や，データのアクセス手段は，各PCSシステムごとに様々に異なるため，これを実現するOPCサー

バはPCSシステム別に大きな工数をかけて開発する必要があった。Exaopcでは，あらゆるPCSに容易に接続可

能とすることを意図して，OPCインタフェース部を含む共通処理を行うサーバ本体と，PCSシステム別に固有

の処理を行うデータの入出力部を独立させたI/Oインタフェースカセット方式を採用した。さらに，過去の収集

データの修復用として有用な，瞬時データの自動保管機能を備え，より信頼性の高いOPCサーバを実現した。
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The wide-use OPC(OLE for Process Control) server named "Exaopc" has been newly developed,

which follows the specifications drawn up by OPC Foundation. It is oriented to the platform software

for the applications in MES domain. Although the OPC interface is intended to establish a standard

interface protocol for accessing data in various types PCS (Process Control Systems), developing a

OPC sever to realize the interface requires a lot of time because the process data specifications of each

PCS and the accessing procedure to it are much different depending on the system.  Exaopc has been

implemented by two layered structures composed of the server common part and the PCS-dependent

"I/O interface cassette", so that it can connect to various types of PCS.  Moreover, it has also realized

the automatic data storage function which is convenient for recovering the data acquired in the past.

Then it accomplished a highly reliable OPC server.

1. は  じ  め  に

プロセス産業の世界では，工場現場の計器から制御室

のデータベースに至るまで，様々なデータソースが存在

する。OPC Foundationは，これらの様々なプロセスデー

タにアクセスするための統一インタフェースの策定を目

指し，1996年に設立された。以来，次の様な主たる３つ

の分科会で仕様策定が進み，①については既に仕様が承

認され，これに追従したインタフェースを提供するOPC

サーバや，クライアントアプリケーションが各社で数多

く製品化されている。

①Data Access （瞬時データのリード／ライト）

②Alarms and Events （アラーム／イベントの通知）

③Historical Data Access （時系列データのリード／ライト）

当社でも，OPC Foundation設立当初から，これらの仕

様策定に積極的に参加してきた。DCSベンダーとしての

立場から，CENTUM CS1000/3000では，上記①～③の仕

様に準拠したOPCサーバをいち早く製品化した。これま

での経験を踏まえ，今回より汎用的なOPCサーバである

Exaopcを開発した。なお以下の記述では，①の仕様範囲

を「DA」，同じく②を「A&E」，③を「HDA」と略す。

2. 特　　長

Exaopcの主な特長は，次の通りである。

（A）３つのOPC仕様のサポート

前述の①～③のOPC仕様をすべて満たすOPCサーバ

を，他社に先駆けて製品化した。

（B）カセット方式による広範囲なシステムとの接続性

ソフトウェア構成を，クライアントとのインタ

フェースを実装するサーバ共通部と，PCSシステム

に依存する処理を行うI/Oインタフェースカセット部

との２層構造とした。この構造により，CENTUM

CS，CS1000/3000システムはもとより，従来の当社
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DCSシステムであるCENTUM-XL，μXL，さらには

他社のDCSシステムおよびPLCとの接続が，I/Oイン

タフェースカセットのみの開発で可能となる。

（C）HDAサーバによる瞬時データの自動バックアップ

DAサーバおよびA＆Eサーバは，何れも瞬時のデー

タを扱い，過去のデータを参照するインタフェース

は持たない。一方，HDAサーバは，過去のデータを

参照するインタフェースを持つが，クライアントが

必要とするデータを予め登録しておかなければなら

ない。

従って，DAおよびA＆Eのクライアントが，過去の

データを修復の目的で参照したい場合，容易には取

得することができない。Exaopcでは，こらの不便さ

を補うため，DAおよびA&Eで取得するデータを自

動的にHDAサーバが保管する機能を実現した。これ

により，必要なときにHDAサーバにアクセスすれ

ば，いつでもDAおよびA&Eの過去のデータを取り

出すことができる。

（D）大規模アプリケーション向けOPCサーバ

Exaopcを使用するクライアントアプリケーション

は，PIMS（Plant Information Management System）

等のMES（Manufacturing Execution System）領域の

アプリケーションであり，一般に大容量のデータ参

照を要求する。Exaopcは，こうした大規模アプリ

ケーションの要求を満たすため，表１のようなアプ

リケーション容量を実装している。

当社製プロセスデータインタフェースパッケージと

して，既にUNIX上で動作するExapapiがある。

Exapapi は，当社製DCSシステムへの共通インタ

フェースとして定評があるが，ユーザインタフェー

スは当社独自のものであり，クライアントインタ

フェースが統一されたOPCインタフェースとはアプ

リケーションの接続可能性の点で大きく異なる。

ExapapiとExaopcの特長の比較を図１に示す。また

Exaopcのアプリケーション容量を表１に示す。

（E）OPC拡張インタフェース

この他Exaopcでは，従来のアプリケーションの要求を

考慮し，OPC仕様に対する拡張インタフェースとし

て，セキュリティ管理，メッセージ出力，ヒストリカ

ルイベント取得等のインタフェースを付加した。

3. カセット方式

Exaopcは，あらゆるDCSやPLCと接続してゆき，クラ

イアントには統一したインタフェースを提供することを

最大の特長としている。この機能は，DCSやPLCのデー

タアクセスするベンダー毎のインタフェース偏差を

Exaopcのカセットにて，吸収することにより実現してい

る。Exaopcは，図２に示すように汎用的なOPCサーバと

各種I/Oインタフェースカセットから構成される。

3.1 カセット動作

I/Oインタフェースカセットは，ライブラリ（DLL）とし

て作成する。汎用的なOPCサーバは，実行プログラム（以

降，共通exeと呼ぶ）として作成する。I/Oインタフェー

スカセットと共通exeは，「一対の組み合わせ」で利用す

る。共通exeは，任意のカセットと組み合わせることによ

り，対象とするDCSやPLCと通信する１つのOPCサーバ

として機能する。クライアントは，組み合わせにより生

成されたOPCサーバと接続することにより，カセットを

 項　目 容　量�

最大クライアント数 100クライアント�

最大グループオブジェクト数 1,000/サーバ�

最大登録アイテムID数 10,000/グループ�

最大キャッシュ更新アイテムID数 100,000�

キャッシュ更新周期 １秒～3600秒�

最大データアクセス量/秒 I/Oカセットに依存 *1�

最大I/Oカセット数 ８カセット/PC�

*1： CS1000/3000の場合，2000データ/秒�

表 1　Exaopcのアプリケーション容量

図 1　Exaopc と Exapapi との比較
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図 2　Exaopc のカセット方式
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通してDCSやPLCとの通信が可能となる。生成された

OPCサーバとクライアント間のインタフェースは，OPC

Foundationで仕様策定されたOPCインタフェースであ

る。DCSやPLC毎に異なる機能や通信手順仕様は，全て

各カセット内に吸収している。

3.2 複数系統

共通exeとカセットを組み合わたOPCサーバは，１台の

PC上に最大８個まで共存する事が可能である。クライア

ントは，各OPCサーバが持つ識別子により接続先を判断

する。識別子は，Exaopcのインストールの際カセットの

種別と個数から決定される。

１台のPC上に様々なカセットと組み合わされた複数の

OPCサーバ共存を可能とした事により，プロセスデータ

を統括管理するサーバを安価に構築することができる。

従来，このようなサーバ構築には，大がかりなシステム

設計を必要としてきたが，Exaopcではカセットの組み合

わせ選択だけの作業となる。

3.3 カセット開発

I /Oインタフェースカセットと共通exe間のインタ

フェースは，明快な仕様としており，新しいカセットの

開発を容易にしている。I/Oインタフェースカセット開発

者は，この仕様に合わせたライブラリを開発するだけ

で，共通exeと組み合わせたOPCサーバを作り出す事が

できる。以下に，このインタフェースで定義された関数

の機能一覧を表２に示す。

この仕組みにより，短期間で，かつ最小工数での各種

DCS, PLC用OPCサーバ開発を可能としている。この仕様

は，外部への開示を行い，更にI/Oインタフェースカセッ

トのテンプレートを用意することで，内外の開発拠点に

おけるスピーディなカセット開発，そして当社発の積極

的なソリューション提供を後押ししている。

3.4 ラインナップ

リリース予定のI/Oインタフェースカセットおよび接続

形式の一覧を表３に示す。

4. バックアップ機能

Exaopcの大きな付加価値としてデータのバックアップ

機能がある。バックアップ機能は，クライアントが定周

期収集しているデータを自動的にヒストリカルファイル

に保管する機能である。この機能は，クライアントが異

常終了したような場合でも，Exaopcにてデータ収集を継

続し，ヒストリカルファイルに保管し続ける。Exaopcで

は，このようにして保管されたデータをアクセスするイ

ンタフェースも提供している。クライアントは，再起動

後に未収集のデータ取得を実現でき，信頼性向上が可能

となる。（図３）

4.1 バックアップの仕組み

バックアップ機能は，Exaopcが提供する HDAサーバ

が，その中心的な役割を担う。HDAは，DAサーバおよ

び，A&Eサーバが，DCSやPLCから取得するデータや

メッセージをバイパスし保管する機能と保管したデータ

やメッセージをクライアントからアクセスさせるインタ

フェース機能を持つ。後者は，HDAとしての求められる

機能であり特筆するものはない。一方の前者機能は，ク

ライアントに様々な付加価値を与えるExaopc独自の仕様

である。

 分類 機能概要�

全般 初期化機能�

 エラー文字列取得機能�

 シャットダウン機能�

データI/O プロセスデータ読み込み機能�

 プロセスデータ書き込み機能�

データ属性 エンジニアリングデータ読み込み機能�
 プロパティID一覧取得機能�

 プロパティ/アイテムID変換機能�

ブラウズ ブラウズ初期化機能�
 階層チェック機能�

 階層一覧取得機能�

 階層/アイテムID変換機能�

 アクセスパス取得機能�

表 2　I/Oカセットインタフェース機能一覧

表 3　Exaopc のI/Oカセットラインナップ
 対象カセット 接続形式 通信形態�

CENTUM CS 1000 VHFカード*直結 VHF通信�

CENTUM CS 3000 VHFカード*直結 VHF通信�

CENTUM CS VHFカード*直結 VHF通信�

CENTUM-XL G/W経由（ECGW3） Ethernet�

μXL G/W経由（MOPS） Ethernet�

他社PLC 各社仕様による Ethernet�

他社DCS 各社仕様による Ethernet�

* VHF制御バスインタフェースカード�

図 3　Exaopcのバックアップ機能
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この機能は，クライアントによるDAに対する定周期

データ収集要求通知が，DAからHDAに通知され，通知

を受けたHDAが，DAからクライアントと同様に定周期

収集しデータをファイル保管する仕組みで実現してい

る。

この機能でDAは，クライアントとHDAから同じデー

タ収集要求を受けるが，DA内部にデータをキャッシュ化

しておき，DCSやPLCから二度読みするような動作を行

わない。A&Eから横取りするメッセージについては，ク

ライアントの有無に関わらず，常時収集しファイル保管

する。（図４）

4.2 締切機能

HDAがDAより収集し保管するデータは，ヒストリカ

ルトレンドデータとして利用できるが，このデータから

締切データを自動生成する機能も実現している。締切

データの生成方法には，定周期締切とアクセス時締切の

２手法を用意した。前者は，毎時，日，月の定刻にトレ

ンドデータより，自動的に締切データを生成する機能で

ある。後者は，クライアントがHDAにアクセスする際に

指定する任意の時間帯に含まれるトレンドデータから締

切データ（１時間，１日または１ヶ月の単位で収集データ

に対して合計，平均などの演算を行って生成されるデー

タ）を算出する機能である。クライアントは，用途に応じ

ていずれかの手法を選択する。一般に，帳票にて利用す

るケースでは定周期締切が便利であり，データ解析にお

いてはアクセス時締切を選択するケースが一般的であ

る。これら締切機能において，生成されるデータは表４

のとおりである。

4.3 定義ファイルによる収集保管

バックアップ機能は，クライアントからのDAに対する

定周期データ収集要求に基づいて動作する以外に定義

ファイルに記述した内容に基いたデータ収集および保管

処理も可能である。ユーザは，この機能を用いること

で，プログラムレスでのヒストリカルトレンドや締切

データ生成が可能である。

月報のように月末に日締切データを１ヶ月分読み込み

印字する機能では，定周期収集したデータより日締切

データを作成し保管するような一連の処理が必要とな

る。HDAでは，このような月報に必要とするデータ名

（タグ.アイテム）を定義ファイルに記述するだけで自動的

にデータ収集・締切処理を行い，ファイルに保管する。

この機能を用いたケースでは，月報印字するためのデー

タ処理が一切不要となる。

5. お  わ  り  に

本稿では，OPC Foundation 策定のOPCインタフェー

ス仕様に準拠したOPCサーバExaopcについて，他のOPC

サーバにない特長に焦点を絞り解説した。

カセット方式では，様々なPCSに接続可能なOPCサー

バを短期間で開発することを狙いとしたソフトウェア構

造を実現し，バックアップ機能では，収集データを自動

的に保管することで，信頼性の高いクライアントアプリ

ケーション構築のための有用な機能を提供した。

Exaopcでは，今後もOPC Foundationの策定仕様に追

従して行き，また２章の特長（E）に示したような拡張イ

ンタフェースについては仕様提案も行う予定である。同

時に，I/Oインタフェースカセットのラインナップを強化

して行く予定である。Exaopcは今後も，より幅広いアプ

リケーションに対して，プロセスデータ参照のプラット

フォームとしての役割を果たして行く。

参  考  文  献
（1）OPC Foundation, OPC Data Access Custom Interface Specifi-

cation Version 2.0, 1998，186p.

（2）OPC Foundation , OPC Alarms and Events Version 1.0, 1998，

107p.

（3）OPC Foundation, OPC History Data Access  Specification Ver-

sion 1.0 （Draft）, 1998，175p.

（4）日本OPC協議会技術部会, OPC技術概要書 Version 1.0, 1997，

74p.

＊ CENTUM, μXL, Exapapiは横河電機（株）の登録商標，Exaopc

は商標です。

＊ EthernetはXerox社の登録商標です。

表 4　Exaopc HDAサーバの締切処理

図 4　DAサーバとHDAサーバ間のインタフェース

 共通データ アクセス時締切のみ生成�

瞬時値（正時の値） 標準偏差�

平均値 開始時瞬時値�

合計値 終了時瞬時値�

最大値 開始・終了時値差�

最小値 最大・最小の差�

最大値発生時刻�

最小値発生時刻�


