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CENTUM CS 3000 システムアーキテクチャ
CENTUM CS 3000 System Architecture

1997年，当社は新しいビジネスコンセプトとしてETS（Enterprise Technology Solutions）を打ち出した。ETS

では，企業経営の視点に立って，制御の現場から企業情報管理までをお客様の期待と要求にこたえる最適なソ

リューションを提供することを目指している。ETSを実現するための制御領域におけるプラットフォームとし

て大規模向けプロセス制御システムCS 3000を開発した。ヒューマンインタフェースは，OSとしてデファクト

スタンダードとなったWindows NTを採用し，オープンなDCSを指向している。制御機能は，実績のあるハー

ドウエア，ソフトウェアを採用し高信頼性を確保している。

　本稿では，CS 3000の特長，機能，アーキテクチャについて示す。

3

小　西　　信　彰*1

KONISHI Nobuaki

Since 1997, Yokogawa has proposed a new business concept ETS (Enterprise Technology Solutions).

From the viewpoint of management level, Yokogawa Enterprise Technology Solutions concept aims to

provide the best-suited solutions that our customers hope. As a core product in the control domain, we

have developed CS 3000 that is a process control system for the large-sized scale plant. The human

interface function aims to be open, and the operating system is Windows NT that becomes the de facto

standard OS. The control function is comprised of the accomplished hardware and software used as

CENTUM CS FCS and offers a highly reliability.

This paper describes the characteristics, the functions and the architecture of CS 3000.

1. は  じ  め  に

製造業を取り巻く経済情勢の変化が激しい。その中で

プラント運転においては，より一層の省人化，生産効率

向上，設備稼働率の向上が求められている。さらにプラ

ントを安全に運転するという立場から，制御システムの

信頼性，運転安全性の向上も忘れることはできない。

また，プロセス制御システムはただプラントを運転す

るだけのためのものではなく，経営情報システム，生産

管理情報システムと密接にリンクしていることが強く求

められるようになってきている。

一方，近年IT（Information Technology）分野において

も環境の変化が著しい。いつのまにかオフィスの机の上

はPC（Personal Computer）に占領されてしまった。

大きく変わった環境の中で，今日定着してきているの

が，オープン化，デファクト化の流れである。

当社は1997年，中小規模向けDCS（Distributed Control

System）としてCENTUM CS 1000を開発した。CS 1000

はヒューマンインタフェースのOSとしてIT分野でデファ

クトスタンダードとなったWindows NTを採用したオー

プン指向のDCSである。

今回CS 1000をさらに発展させ，大規模プラント対応が

可能なプロセス制御システムCENTUM CS 3000を開発し

た。CS 3000はデファクト機能採用および元来CENTUM

が持っていた制御機能をさらに高めることにより，以下

のような新たな付加価値をお客様に提供する。

図１　CENTUM CS 3000外観
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（1）マルチウィンドウ環境等最新のテクノロジによる運

転効率の向上

（2）上位情報系システムとの密な結合

（3）自動化，制御性のさらなる改善

2. 位  置  付  け

図１にCENTUM CS 3000の外観を示す。

CS 3000の最大の特長は，操作監視系装置のOSにWin-

dows NTを採用し，ヒューマンインタフェースとして汎

用PCも利用可能とし，オープンなDCSを指向しているこ

とである。

CS 3000は数多くの新機能および新しいソリューション

を提供するが，既存のCENTUMと独立したシステムとで

はなく，CENTUM CSシステムに追加されたコンポーネ

ントであると位置付ける。

図２にシステム構成図を示す。CS 3000コンポーネント

のみで制御システムを構築することはもちろん可能であ

るし，既存のCSシステムにCS 3000コンポーネントを追

加して使用することも可能である。

3. CENTUMの歴史

1975年に当社が世界初のDCSとして発売したCENTUM

も今年で23歳になった。この間に数度のモデルチェンジ

を重ねてきた。

初代，CENTUMは，当時将来を有望視され始めたマイ

クロプロセッサ技術をいち早く取り込み，制御システム

をヒューマンインタフェース機器と制御コントローラに

分割し，それぞれを制御バスで接続するという基本アー

キテクチャを確立し，CRTとキーボードでプロセスを操

作監視するという文化をプロセス制御の世界に導入し

た。この基本アーキテクチャは，「分散型制御システム：

DCS」として現在に引き継がれてきている。

マイクロプロセッサが16ビット，32ビットと進化する

間に横河電機は，83年にCENTUM V，88年にCENTUM

XLシステムを発売開始した。

この時代のCENTUMは，DCSはクローズであるという

声を認識していたものの，制御コントローラのリアルタ

イム性向上，アプリケーション容量UPをするため，また

ヒューマンインタフェースの画面コールアップ時間の短

縮を図るために，独自の工夫をし，独自のリアルタイム

OS，ソフトウェアを設計しパフォーマンスを追及してい

た。CENTUM XLのヒューマンインタフェースである

EOPSは１ステーション４CRT構成であったが，メイン

部および各CRT毎に32ビットのCPUを採用して最高のパ

フォーマンスを実現した。

その後，OSおよびソフトウェアは統一していこうとい

う動きが出てきてUNIXに注目が集まった。

CENTUM XLではシステム生成を担当するエンジニア

リングワークステーションENGSでUNIXを採用した。さ

らに，93年発売開始のCENTUM CSにおいては当時の常

図２　CENTUM CS 3000システム構成図
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識を覆し，ヒューマンインタフェースICSもUNIX化し，

制御ステーションを除き操作監視系のOSをすべてUNIX

で統一した。クローズだと言われたDCSでもUNIXの採

用によりEthernet，LANが張ってあればデータのやり取

りができるようになった。

ここ数年，ITの分野でUNIXに代わってコンピュータ

の世界を大きく変えたのが，Microsoft・Windowsであ

る。WindowsはIBM PC/AT互換PCによりUNIXよりさ

らにオープン化を進めた。

CS 3000は，このようなIT環境変化の中で誕生した。

4. 製品の特長

CS 3000の製品の特長は，以下の通りである。

●高機能

従来CENTUMで実現してきた高機能で自由度の高い制

御機能に加え，以下の機能を提供する。

・上位のMES＊2 （Manufacturing Execution System），

ERP＊3 （Enterprise Resource Planning）情報系システ

ムにプロセスデータを提供す業界標準インタフェース

OPC（OLE for Process Control）

・センサ，アクチュエータ等に対するフィールドネット

ワークとしてFOUNDATION Fieldbus

・PLC（Programmable Logic Controller）との容易な接続

・エンジニアリングデータのオープン化（作成，管理にお

いて外部ツールの利用が可能）

●操作性

ヒューマンインタフェースでWindows NTを採用し，

以下の使いやすさを提供する。

・Windows操作を基本にした汎用の操作性を提供し，

ユーザに違和感を与えない。

・低価格の標準品ハードウェアの導入が可能。

・市販ソフトウェア,ビジネスアプリケーションソフト

ウェアとのデータ交換が容易。

●エンジニアリング生産性

CS 3000エンジニアリングでは，CS 1000で実現したエ

ンジニアリングの簡単さを踏襲し，さらに分割エンジニ

アリング等，大規模システムにふさわしい機能をもっ

て，従来以上のエンジニアリング効率を提供する。

プラントのライフサイクルの中では，プロセスの変更

に合わせDCSの増改造をする機会が少なくない。CS 3000

では，分割エンジニアリング機能により増改造のエンジ

ニアリング作業を効率よく行えるようにした。 またこの

際，運転中のプラントへ影響なく増改造エンジニアリン

グができるようになった。

5. システム構成

5.1 システム仕様

CENTUM CSと同じ規模をサポートする。

最大ドメイン数 16

ステーション数 64台／ドメイン

最大ステーション数 256台

タグ数 100,000タグ

5.2 オペレータステーション

CS 3000ではオペレータステーションを総称してHIS

（Human Interface Station）と称する。OSは，Windows

NTである。HISの上では，操作監視機能のほかにシステ

ム生成機能も動作する。さらにMS Excel等の汎用ソフト

も動作可能である。

表１に示すとおり，HISには３種類のプラットフォー

ムがある。CS 3000のオペレータステーションは，お客様

のニーズに従い適材適所なマシンを選択できる。

5.3 制御ステーション

CS 3000では制御ステーションを総称してFCS（Field

Control Station）と称する。FCSは，プラントを24時間365

日間連続制御するためのシステムの要である。操作監視

系のOSはWindows NTを採用してオープン化を指向する

が，制御FCSは独自システムとして今日に至っている。

これは，制御ステーションに24時間連続運転に代表され

る高い信頼性が要求されているからである。

CS 3000では，表２に示すとおり２種類のFCSを用意し

た。それぞれCS，CS 1000 FCSとして実績のあるハード

ウェア，プログラムを使用して高い信頼性を確保してい

る。

表１　３種類のHIS

汎用PC お客様においてCS3000を導入する際に、その時
点で最もコストパフォーマンスの良いPCを選択
することができる。CPU能力の向上は、操作監視
画面の呼び出し時間短縮に寄与する。�

横河製PC（PHIS）�汎用PCでは信頼性の面で不安があるお客様には、
横河製工業用PCを奨めている。汎用PCと同じく
デスクトップ型である。�

コンソール� デスクトップ型でなく、コンソール型のHISである。
従来のCENTUMと同じくタッチ主体のオペレーショ
ンが可能である。�

標準型FCS�
（LFCS）�

CENTUM CS FCSと同容量の大容量FCS。CS FCS
として実績のあるハードウェアを使用している。CS 
FCSと同一の制御プログラム。�

高分散型FCS�
（SFCS）�

CS1000 PFCSと同容量の小容量FCS。�
CS1000 PFCSと同一ハードウェアである。�
PFCSと同一の制御プログラム。�

表２　２種類のFCS
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5.4 制  御  バ  ス

FCSと同じく制御の要となる制御バスには，CENTUM

CSから実績のある10Mbps・トークンパッシング方式のV

netを採用した。V netは標準で２重化されている。

5.5 情報ネットワーク

CENTUM CSでは，情報ネットワークとして横河独自

のE netを使用していた。CS 3000ではオープン化の流れ

の中で汎用のEthernetを採用した。お客様のIntranetと

直接接続することが可能である。

5.6 制御バス通信機器

CS 3000は，CENTUM CSと同じく大規模構成をサポー

トする。大規模構成を実現するために以下の制御バス通

信機器がある。

・ACG：

Ethernetで上位計算機とTCP/IPで接続するための機

器。V netを広域対応するためにも使用可能である。

・BCV-V，BCV-H，BCV-L：

CS 3000 の V netとそれぞれV net，HF Bus，HL Bus

と接続するためのゲートウェー機器。BCV-Vは，複数

のCS 3000ドメインを接続して大規模なシステム構成と

するため，BCV-H，-LはCS 3000からXL，μXLなど既

存システムを接続するために使用する。

5.7 フィールドネットワーク

センサ，アクチュエータ等のフィールド機器の世界

で，フィールドネットワークを統一化する動きが最近，

活発になっている。規格化されたプロセスオートメー

ション分野におけるフィールドネットワークには，

FOUNDATION Fieldbus（米国，日本中心），PROFIBUS

（欧州中心）などがある。CS 3000ではまずFOUNDA-

TION Fieldbusをサポートした。順次PROFIBUSにも対

応予定である。

6. 機  能  構  成

6.1 操作監視機能

CS 3000は，中小規模向けCS 1000で開発した最新の

ヒューマンインタフェース機能を継承し，さらに

CENTUM CSと同じく大規模システムに要求される機能

を実現した。特に，CS 3000はOSとしてただWindows

NTを使用しているだけでなく，Windowsの普及により

急激に一般的になったWindowsの持つ操作性を100％活

かした設計としている。CS 3000操作監視機能では，Win-

dowsと同居してオペレーションできるウィンドウモード

か，CENTUM CSまでの操作監視画面に慣れている運転

員の方に違和感なく操作していただくことを想定したフ

ルスクリーンモードかを選択することができる。

さらに以下のような新機能も実現した。

・長期データ保管機能

・グラフィック機能アップ

‐グラフィックコンテナ機能

‐プロセスデータ汎用名記述機能

‐グラデーション

6.2 制  御  機  能

ハードウェア，制御プログラムが既存と同一であるこ

とはすでに示したが，CS 3000制御機能では，データベー

スの生成方式を変更し（固定語長データベースの採用），

オンラインメンテを高速化した。機能はCS FCSの基本機

能，豊富なサブシステム通信等を引き継いでいる。

新機能としてFOUNDATION Fieldbusをサポートし

た。

高分散型FCSではEthernetカードを開発し，Ethernet経

由でPLCのデータ（デジタル，アナログ，メッセージ等）を

CENTUMのタグデータとして扱うことを可能とした。

6.3 システム生成機能

システム生成機能ではCENTUM史上最強のエンジニア

リング環境を提供する。

・バーチャルテスト機能：

横河独自のFCSテスト機能である。実FCSなしでPC１

台でシステム生成からデバッグまで可能である。

・分割エンジニアリング：

増改造時のエンジニアリング負荷を軽減する。また大

規模システムで別々に生成したプロジェクトも容易に

統合が可能である。

・高速オンラインメンテナンス：

固定語長データベースの採用により高速なオンライン

メンテナンスを実現。

・インポート／エクスポート機能：

NT汎用ソフトウェア（MS-Excelなど）と簡単にエンジ

ニアリングデータをやり取りすることが可能である。

・グラフィックデバッグ機能：

FCS，HISがなくてもグラフィックの動作チェックが

可能である。

・ビルダ項目削減：

デフォルト設定によりビルダ設定の項目数削減。通常
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設定しないでも良い項目は高度設定として隠蔽する。

6.4 通  信  機  能

・OPC機能：

UNIXで上位通信がEthernet，TCP/IPで統一されたと

言っても，アプリケーション層のインタフェースは統

一されていないため，計算機とDCSの通信はベンダ依

存のものであった。CS 3000では，上位計算機に対する

プロセスデータ通信インタフェースとして，プロセス

制御業界で標準となりつつあるOPCを採用した。CS

3000のOPCサーバは，CENTUMの持つほとんどの

データを上位コンピュータに提供する。横河電機の制

御システムは，今後このOPCテクノロジーをベースに

MES領域のパッケージを充実していく。

・ActiveXコントロール：

Windowsでは，オブジェクト指向の考え方に基づき，

マシン非依存環境でウィンドウを共有することができ

る。これがActiveXコントロールである。ActiveXコン

トロールで作成されたウィンドウは，OSがNTである

上位計算機でもHISでも動作することが可能，すなわ

ち同一のウィンドウを共有することが可能である。CS

3000 HISでは，グラフィックウィンドウにActiveXコ

ントロールを貼り付ける機能を用意した。ActiveXを

用いることにより，従来のコンピュータウィンドウ相

当の機能を実現することができる。

・フィールドバス：

FOUNDATION Fieldbus機能の特長である「シームレ

スエンハンスメント」を継承し，制御機能の融合，操作

監視機能の統一，エンジニアリング機能の統合を実現

するとともに，機能拡張によって操作性，機能性を向

上させている。従来のアナログ入出力との混在計装に

おいても，フィールドバスを特別に意識することなく

システム構築が行なえる。また，機器管理機能により

保全工数の削減すなわちTCO（Total Cost of Ownership）

削減に寄与する。

・汎用PLC通信：

高分散FCSでは新規開発したEthernetカードとFCS

ユーザC言語との組み合わせにより，各社PLCのデー

タを高分散FCSに取り込むことが可能である。

6.5 バッチ機能

バッチプロセスは適用業種が多岐にわたり，製品の種

類やプロセスが複雑であることもあり標準化／規格化が

遅れていた。ISA/SP88（Instrument Society of America）

では，バッチ制御の標準化に取り組み，1995年にS88.01

「モデルと用語」が発行されて1997年にIEC規格となっ

た。CENTUM CS 3000のバッチ制御ソフトウェアッケー

ジとして，この規格に準拠した"CS Batch3000"を開発し

た。本パッケージと合わせて，豊富なアプリケーション

ノウハウを盛り込んだ「バッチテンプレート」も用意して

いる。これによりシステムの効率的な立ち上げ，コスト

低減を図ることができる。

6.6 CS Plus機能

CS Plusとは，既存のCENTUM CSシステムで，その

構成を大きく変更することなく，CS 3000で開発した最新

機能を利用するための構成である。

CS Plus構成は，CENTUM CS と HIS機能からなる。

CS Plusでは，上位情報システムでCSのプロセスデータ

をOPC機能を通じて利用することが可能になる。

6.7 ドキュメント

マニュアルは，CS 1000と同じく電子化されている。

7. オープン化

CS 3000は，プロセス制御の分野でETSを実現するため

のプラットフォームである。このプラットフォーム上に

以下のような機能を逐次開発していく予定である。

・既存CENTUMシステムリプレース対応：

トータルライフサイクルコストが増加するまえに既存

FCSのI/Oを残し，コントローラ部をCS 3000FCSに切

りかえる。既存FCSによる制御はそのままに，上位情

報系との通信融合，CS 3000の持つ新しい操作監視機能

利用が可能になる。

・安全計装システムProSafe接続：

欧州で常識になりつつある安全計装システムである当

社製ProSafeとCENTUMをシームレスに接続する。

・プラント情報管理パッケージ（QUANTUM：仮称）：

制御システムと操業管理，生産管理とのギャップを埋

めるための情報管理パッケージ。プロセスデータベー

スアクセスはO P C ベースである。上位情報系と

CENTUMのより一層の融合が可能になる。

8. お  わ  り  に

当社は歴代CENTUMを，システムの信頼性，長期運用

性，運転上の安全性を第１に考えたDCSとして提供して

きた。また，数多くのエンジニアリング経験，サービス

実績をも持つと自負している。

今後，プロセス制御システムの分野において，OPC，

フィールドネットワーク等をはじめとするオープン化が
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確実に促進されると予想している。ネットワークがオー

プン化されるに従い，マルチベンダの環境が促進され

る。

以上のようにプロセス制御システムをめぐる環境が変

化しても，横河電機は今までに培った制御技術，高信頼

性技術と豊富なフィールド経験を基に，ハードウェアベ

ンダ，ソフトウェアベンダ，システムインテグレータと

してお客様にとって最適な制御システムの構築をお手伝

いしてきたいと考える。

参  考  文  献
1） 中原正俊“CENTUM CS 1000システムアーキテクチャ”. 横河技

報, Vol. 42, no. 1, pp. 11～14（1998）
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＊2 ERP（Enterprise Resource Planning）とは，企業全体の基幹業務

を実現するためのパッケージソフトウェアの総称である。製造

業の場合，財務会計，購買，生産計画，販売，在庫などのデー

タを扱い，企業の戦略的経営を支援する。

＊3 MES（Manufacturing Execution System）とは，企業における情

報管理システムの頂点にあるERPと，MESの下位に位置する生

産制御システム（DCSを含む）の間にあって，操業管理，生産管

理を担当するソフトウェア群である。生産制御システムからの

データを統計処理・分析したり，ERPからの生産計画を生産管

理，設備管理，稼働管理などに変換したりする。


