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フィールドバスエンジニアリング
Fieldbus Engineering

フィールドバス技術の登場は，プロセス制御の分野に様々な技術革新をもたらしている。特にエンジニアリ

ングの革新はユーザにとって大きな関心事である。制御機能のフィールド分散により，従来，分散型制御シス

テム（DCS）の中だけで行われてきた制御ループの設計が，フィールドバス機器を含めた全体の中で行われるよ

うになる。また，フィールドバスのエンジニアリングは単に制御ループの設計に留まらず，フィールドバス機

器の開発から保守に至るまで異なる場所あるいは異なる背景をもつ作業者によって行われる。

本稿では，フィールドバスのエンジニアリングの新しい方法論を確立していく中でフィールドバスのエンジ

ニアリング体系について論じ，その体系に沿って開発されたフィールドバスエンジニアリングツールの新規性

と有用性について説明する。そして，CENTUM CS1000/3000におけるフィールドバスエンジニアリングの実際

を紹介する。
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Emerging fieldbus technology will revolutionize most control technologies in the process industries.

Especially, engineering revolution is a big concern for users. Traditionally, control-loop design has

been done inside a distributed control system (DCS). Now, however, it comes to be done in the whole

control system including fieldbus devices because control functions are distributed to field devices.

Moreover, engineering a fieldbus system will not only be to design control-loop, but also to develop or

to maintain fieldbus devices at different places or by an operator with a different background.

In this paper, a system of engineering a fieldbus is discussed to establish a new methodology of

engineering a fieldbus, and newness and utilities of the fieldbus engineering tool developed along this

engineering system are explained. And an actuality of engineering a fieldbus in CENTUM CS1000/

3000 is introduced.

1. は  じ  め  に

「フィールドバスって何ですか？」「フィールドバスと

はね，…」1994年にフィールドバス協会が発足し，1998年

にFOUNDATIONTM Fieldbus（以下FF）の仕様が確定した（1）。

続々とフィールドバス対応機種が発表され，フィールド

テストが繰り返し行われている。筆者らもいち早く

「CENTUM CSとの融合」を合言葉にシステムとしての製

品化に成功した（2）。さて，フィールドバス技術の登場は

プロセス制御の分野に様々な新しい制御技術の革新をも

たらしている。その一つとしてプラントの計装が挙げら

れる。従来分散型制御システム（DCS）の世界の中だけで

制御ループの設計を行ってきたが，制御機能のフィール

ド分散により次に示す世界にまで影響が及んでいる（3）。

・フィールドバス機器に実装する制御機能の設計（ファン

クションブロックの設計）

・フィールドバス機器内のファンクションブロックを用

いた制御ループの設計と異なる機器間の通信の設計

・フィールドバスシステムのスタートアップ，操業，保守

フィールドバスのエンジニアリングは単に制御ループ

の設計に留まらず，フィールドバス機器の開発から保守

に至るまでの広範囲な作業に関わり，かつこれらの作業

は異なる場所あるいは異なる背景をもつ作業者によって

行われる。異なる場所あるいは作業者に渡ってエンジニ

アリング作業を行うために，それぞれが情報をやり取り

しながら独立かつ協力して行えるような新しいエンジニ

アリング技術／体系の確立が望まれる。

本稿では，まずフィールドバスのエンジニアリングに

ついて論じ，そのエンジニアリングを実現するための中

核となるフィールドバスエンジニアリングツールについ

て説明する。そしてフィールドバスエンジニアリング

ツールを用いてCENTUM CS1000/3000におけるフィール
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ドバスシステムを実現するエンジニアリ

ングの実際について例を挙げて紹介す

る。

2. フィールドバスエンジニアリング

2.1 今までのDCSエンジニアリングとど

う違うの？

４～20 mAのアナログ通信からディジ

タル双方向マルチドロップ通信に変わる

ことによる配線工事の変化も広義の意味

においては大きく異なる点ではあるが，

制御機能がフィールド機器に搭載され，

それらがフィールドに配置（制御機能の

フィールド分散）されて自律して制御が行

われることによるエンジニアリングの変

化が大きい。制御機能のフィールド分散

によりエンジニアリングが大きく異なる

点は，

・機器選択と制御ループ設計の相互依存

・通信／スケジュールの設計

・設計データの機器への設定

である。

従来独立に行われていたフィールド機器の選択と制御

ループの設計が相互に依存関係をもつようになる。使用

する機器の能力／資源から望まれる制御を実現するため

の制御ループを設計する，望まれる制御を実現するよう

な制御ループが実現できる機器を選択する，また，望ま

れる制御性能を満足する機器を選択するなどの試行錯誤

が必要になってくる。さらに，従来にない作業として，

フィールドバス通信の設計や通信スケジュールおよびブ

ロック実行スケジュールの設計，そしてこれら設計デー

タのフィールドバス機器への通信を介しての設定があ

る。

2.2 エンジニアリングを体系立てて考える

フィールドバスのエンジニアリングをシステム工学的

に眺める。図 1にフィールドバスエンジニアリングの全

体の活動を示す（4）。

　フィールドバスのエンジニアリングは図１に示すよ

うに３つの場面（サイト）に分かれて作業が行われる。

1. 機器製造者サイト：

機器の機能や通信のためのパラメータを決定する。

2. システム構築者サイト：

要求仕様に合った機能を有する機器を選択して制御機

能を実現するために制御ループとパラメータ値を決定

する。

3. 使用者サイト：

フィールドバスシステムのスタートアップ，プラント

構成の変更に対する調整や保守作業を行う。

機器製造者，システム構築者そして使用者はしばしば

独立して作業を行うので，個々の作業が並行して行えな

ければならない。例えば，

・必要とする機器がまだシステム構築者の手元になくて

も，機器の構成や制御ループの構成を決定できなけれ

ばならない。

・システム設計がまだ終了していなくても，使用者は機

器をフィールドに配置し，パラメータ値を調整して操

作の確認ができなければならない。

ところで，実機器がシステム構築者の手元にない状態

で作業を行うことを「オフラインエンジニアリング」と呼

び，フィールドバスエンジニアリングの中心に位置付け

る。システム構築者が行う作業は「設計」であり，元来設

計は自由に行えるべきである。設計に自由度をもたせる

ために「オフライン」で自由に機器の構成や制御ループの

構成を定義できることに大きな意味があり，システム工

学的見地からも最も重要な方法論である。

オフラインエンジニアリングを実現するために以下の

二種類の情報の受け渡しが必要になる。

1. 各種機器の能力と資源に関する情報（機器製造者からシ

ステム構築者へ）

2. 各機器に対応する具体的なパラメータの値（システム構築

者から使用者へあるいは使用者からシステム構築者へ）

サイト間でこれら二種類の情報をやり取りするために

外部インタフェースを規定する。この外部インタ

フェースを遵守することにより，各サイトにおける並行

作業が実現される。外部インタフェースとして最も適し

た技術は，情報をやり取りする道具としての「ファイル」

図１　フィールドバスエンジニアリングの活動
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である。ファイルに記述されたデータは，外部記

憶装置（例えばフロッピディスクなど）を用いて容

易に他のサイトや機械（PCなど）に移植可能であ

る。ファイルを介してのエンジニアリングの体系

化はFFの仕様に反映され，Common File Format

の中で規定されている（5）。Common File Format

では，上記１が「リソースファイル」として，上記

２が「バリューファイル」として定義されている。

ファイルインタフェースは各サイト間を有機的

に結びつける「掛け橋」の役割を果たし，これによ

りフィールドバスのエンジニアリングを体系立て

て考えることができるようになる。

2.3 フィールドバスのエンジニアリングは難し

いの？

確かにフィールドバスのエンジニアリングは従

来に比べて作業量は増え，その範囲は広くなるの

で大変になる。ではどうするのか？如何に単純な

入力作業だけでエンジニアリングできるような

「ツール」を提供するのかにかかっている。そこ

で，ツールに求められる機能とは何かについて考

えてみる。システム構築者および使用者は以下に挙げる

膨大な作業を行わなければならない。

・リソースファイル，DDOD＊2ファイルの参照

・使用する機器の定義（機器タグ名，ノードアドレスの入力）

・機器タグ名の設定

・ノードアドレスの設定

・制御ループ構成の定義

・通信パラメータ値の決定と設定

・通信とブロックの実行スケジュールの決定と設定

・ブロックパラメータ値の決定と設定

・リンクオブジェクト＊3パラメータ値の決定と設定

・パラメータ値の調整

以上からツールに求められる機能は，まず，

1. オフラインで設計データを容易に入力できる機能（機器の

定義，制御ループ構成の定義，各種パラメータの決定）

である。システム構築者にとって，機器の手配や工事に

先行してエンジニアリングを開始できることは必須の条

件である。そして，

2. リソースファイルおよびDDODファイルを読み込む機能

3. 機器との通信を行って決定したパラメータ値を各機器

に設定する機能

である。さらに重要な機能として「DCSとの融合」がある
（6）。DCSを用いて制御を実現しているプラントが現実で

あり，すべてがフィールドバスに取って代わるわけでは

ない。フィールバスのプラントへの適用は部分的あるい

は段階的に行われ，フィールドバスとDCSとを組み合わ

せて制御を実現することが考えられる。このために，

1. フィールドバス側のエンジニアリング情報をDCS側に

提供する機能

2. DCSが有する制御機能とフィールドバス機器が有する制

御機能を組み合わせて制御ループを構成できる仕組み

が必要である。

3. フィールドバスエンジニアリングツール

筆者らが開発したフィールドバスエンジニアリング

ツール＊4は以下の機能を実現している。図２に機能構成

を示す。

1. FFに対応するフィールドバス機器に設定するデータの

作成（ビルダ機能）

2. フィールドバス機器へのデータのダウンロード（ネット

ワークスタートアップ機能）

3. フィールドバス機器からのブロックパラメータ＊5値の

アップロード（メンテナンス機能）

4. リンクマスタ機器としてのホストインタフェース機器

に対する設定データの作成とデータのダウンロード

5. Common File Formatに準拠したファイルインタ

フェース（リソースファイルの読み込み，インポート／

エクスポート）

6. ホストアプリケーションに対するフィールドバスエン

ジニアリング情報の作成（ホストファイルセットジェネ

レータ）

ツールに求められる機能として前章で挙げた基本的な

機能はすべて実現している（上記１，２，５）。また，

図２　機能構成
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DCSとの融合にて述べたフィールドバス側のエンジニア

リング情報を提供する機能も実現している（上記６）。

CENTUM CSおよびCENTUM CS1000/3000では

フィールドバスとDCSを接続するためにホストインタ

フェース機器と呼ぶIOモジュール（ACF11）が用意されて

いる（リンクマスタ機能を有するフィールドバス機器とし

て振舞う。図４参照）。フィールドバスエンジニアリング

ツールはこのホストインタフェース機器に対するエンジ

ニアリングを可能としている（上記４）。さらに「接続端

子」という新しい概念を考案したことにより，DCSが有す

る制御機能とフィールドバス機器が有する制御機能を結

合して制御ループを構成することが可能となった。

「接続端子」はFBAP構成作成機能＊6（図３の左中，FBエ

ディタ）にて，擬似ブロックとして他のファンクションブ

ロックと同様に結線できる。「接続端子」は外界とのイン

タフェースの役目をもち，上位アプリケーション（DCSな

ど）あるいは他のセグメントに接続しているフィールバス

機器のブロックと結合することを想定している。フィー

ルドバス側では接続端子は単なる端子に過ぎず，制御に

は関係しない。しかしながら，この接続端子情報をホス

トファイルの一つとしてDCS側に提供することで（上記

６），フィールドバスから端子として見える情報とDCS内

の制御機能を接続してカスケード接続や高度制御を実現

できるようになる。

次にフィールドバスエンジニアリングツールが有する

その他の特長について述べる。

（1）一発ジェネレーション

通信系のパラメータおよびスケジュール系のパラ

メータ値はFBAP構成に基づき自動生成することによ

り，フィールドバスの難しい通信仕様を十分に理解

していなくても最適な値を決定することができる。

（2）スケジューラによる制御実行可能性シミュレーション

スケジューラとは，通信とファンクションブロック

の実行スケジュールを作成する機能である。スケ

ジュール結果は，グラフィカルなガントチャート形

式で表示される（図３の右下）。表示されたガント

チャート上でグラフィカルに手動でスケジュール結

果を修正することができる。

制御周期内にすべての制御ループが実行されるか否

かを視覚的に把握することができ，またスケジュー

ルパラメータ値の変更やFBAP構成の変更，あるい

は手動により直接スケジュールを修正して繰り返し

スケジュールを実行することができるので，満足す

る解を容易に導き出すことができる。

（3）機器の交換作業

全く同じ機器と交換する場合は，一旦アップロードを

行ってデータの等値化を行い（上記３），タグとアドレ

スが設定された新しい機器に対して機器一括のダウン

ロードを実行することで交換作業が完了する。

同じ種類の機器ではあっても例えばレビジョンや製

造者が異なる場合には能力や資源情報が異なるた

め，対応する新しいリソースファイルを用いて再エ

ンジニアリングする必要がある。まず，プロジェク

ト全体をバリューファイルに出力し（プロジェクトの

エクスポート），交換する機器に対応するリソース

ファイルに入れ換える。次に，出力したプロジェク

ト全体のバリューファイルを読み込み（プロジェクト

のインポート）プロジェクトを再構築する。最後に，

交換する機器に対してダウンロードを実行すること

でシステムを変更することなく新しい機器でシステ

ムが稼動できる。

4. フィールドバスエンジニアリングの実際

CS1000/3000におけるフィールドバスエンジニアリグ

の実際を紹介する。図４にフィールドバスに対応した

CS1000/3000のシステム構成を示す。CS1000/3000のエン

ジニアリング機能およびフィールドバスエンジニアリン

グツールはVLネット／Vネットに接続するPC上で稼動す

る。H1フィールドバスはIOネストに装着されたACF11へ

接続される。

DCSのエンジニアリングとフィールドバスのエンジニ

アリングは並行して行われる。以下に示す。

（1）フィールドバスのエンジニアリング

まず事前準備として，使用予定の機器に対するリ

ソースファイルの読み込みを行っておく。

機器エディタ（図３の右上）にて使用する機器を登録

する。このとき機器タグ名を入力する。FBエディタ

にて制御ループ構成を作成する。そしてジェネレー

ションを実行する。機器の登録→制御ループの作成

→ジェネレーションの「１-２-３アクション」である。

図３　ビルダ機能画面
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（2）DCSのエンジニアリング

システムビュー（図５の左上）にて従来のIO定義と同

様にACF11を登録する。プロパティにてフィールド

バス情報が格納されているディレクトリ位置を指定

する。ここから展開されるIOM定義ビルダ（図５の

右下）にてHISで監視するためにブロックタグ名，パ

ラメータ名，方向，データタイプを定義する。そし

てACF11へのIOMロードを行う。このときフィール

ドバス情報が自動的に取込み／展開されACF11に設

定される。

図４　CS1000/3000システム構成

図６　HISによる操作監視図５　ACF11の定義

（3） フィールドバス機器へのダウンロード

フィールドバスエンジニアリングツールのダウ

ンロード機能により，フィールドバス機器に対

してデータを設定する。

（4） HISによる操作監視

HISの画面に表示されるフェースプレートブ

ロックによりフィールドバス機器の状態が監視

できる。図６にその様子を示す。

フィールドバスエンジニアリングツールによる

「１-２-３アクション」とエンジニアリング機能による

ACF11の定義で，フィールドバスのエンジニアリン

グが完了する。

5. さらなる設計支援を目指して！

自由に設計できることがオフラインエンジニアリ

ングを指向する一つの目的であるが，さらにその自

由度を高めるために機器を決定する前に制御ループ

が作成できる機能が望まれる。そのために筆者らは

「ユニバーサルブロック」という概念を提案し，使用

する機器が決定された後に適当な機器にブロックを割り

当てるといった機能の開発を検討している。これにより

機器の選択と制御ループの設計が並行して行え，かつそ

の手順に順序関係が不要となる。これは，プラントエン

ジニアリングの観点からも重要な課題である。また，各

機器がその能力を最大限に生かせるような最適なパラ

メータ値を自動決定できるアルゴリズムの開発やガイダ

ンス機能の開発，そして，修正した内容だけを，あるい

は前回の設計結果との差分のみを部分的にダウンロード

できるような部分ダウンロード機能の開発も検討してい

る。
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6. お  わ  り  に

フィールドバスのエンジニアリングについてシステム

工学の見地からその体系を論じ，エンジニアリング体系

に沿って開発したフィールドバスエンジニアリングツー

ルについて実際のエンジニアリングを例に紹介した。

ファイルインタフェースの提案はエンジニアリングの体

系化に役立っただけでなく，ツールの開発においても役

立った。また，ファイルインタフェースを守ることによ

り，各種メーカの特長を生かしたツールを組み合わせて

使用することができるようになる。ここに，機器のイン

タオペラビリティの実現だけでなく，ツールのインタオ

ペラビリティをも実現可能である。

フィールドバス技術はまだ歩き始めたばかりである。

真のインタオペラビリティを目指して実績を積み，地道

に活動していくことがフィールドバスの普及と発展に寄

与すると考える。
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*2  Device Description Object Dictionary：機器製造者が提供する

ブロックの使い方に関する機器固有の情報が記述されたバイナ

リファイル。DDSを用いてアクセスする。

*3 FBAP（Function Block Application Processes）を構成するオブ

ジェクトの一つ。ブロック間の接続情報を保持する。

*4 １セグメント（１本のH1フィールドバス）に対するエンジニアリ

ングであり，ブリッジを介した複数セグメントのエンジニアリ

ングは将来機能としている。

*5 機器が有する各種ブロックの調整パラメータなど。

*6 使用するフィールドバス機器内に実装されているファンクショ

ンブロックを結線して制御ループを記述する機能。FBAP

（Function Block Application Processes）とは，ファンクション

ブロックを組み合わせて構成する制御機能の総称を言う。
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