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CENTUM CS 3000 制御機能
Control Function of CENTUM CS 3000

大規模生産制御システムCENTUM CS 3000の制御ステーションに搭載する制御機能を新たに開発した。

CENTUM CSで定評のある制御機能を継承し，さらに，フィールド通信のオープン化に対応した機能拡張を行っ

ている。また，CENTUM CS 1000で開発したWindows NT上でのFCSシミュレータを用いた「バーチャルテス

ト機能」を拡張し，大規模システムにおけるエンジニアリング効率が飛躍的に向上している。
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The basic control function installed in CENTUM CS 3000 Field Control Station has been newly devel-

oped. It has achieved high functionality and easy engineering by implementing acknowledged control

function of CENTUM CS and expanding communication function with various field control equipments.

Moreover, "Virtual Test Function", which uses FCS simulator on Windows NT and was developed in

CS 1000, is expanded to highly improve the efficiency of debugging a large scale application.

1. は  じ  め  に

分散制御システム（Distributed Control System以下

D C S ）にもオープン化の潮流が押し寄せており，

CENTUM CS 3000の操作監視機能およびシステム生成機

能においてはWindows NTおよびOPC（OLE for Process

Control）等に対応することでその要求にこたえている。

制御機能もその例外ではなく，各種フィールド通信への

対応によるオープン化が求められている。

また，プラントのライフサイクルコストの低減のため

にエンジニアリングの効率化や容易な保守が求められて

おり，これらは制御機能の構造に大きく影響する。

本稿では，CS 3000の制御機能を，オープン化およびエ

ンジニアリングの効率化のために新たに開発した機能を

中心として紹介する。

2. 機  能  構  成

CENTUM CS 3000の制御機能は， CENTUM CSで定

評のある高機能で自由度の高い制御機能を継承してい

る。

基本的な制御機能は，「機能ブロック」と呼ぶPID制御/

セレクタなどの制御の最小単位を実装したものを組み合

わせることで実現する。また，これらの機能ブロックを

制御装置（ユニット）に対応した単位にまとめることに

よって装置単位の操作・監視を実現する「ユニット管理機

能」を持っている。さらに，バッチプロセスに対応するた

めの「プロセス管理機能」を搭載している。

これらの機能の構成を図１に示す。この機能は，制御

ステーション（以下，FCS）に実装される。

入出力に関しては，通常のセンサ・アクチュエータと

図１　CS 3000制御機能構成
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の入出力を行うプロセス入出力機能に加え，RS-232Cお

よびEthernet等の汎用的な通信による入出力を実現した

「通信入出力機能」を実装している。

また，CENTUM CSでサポートしたFOUNDATION

Fieldbusへの対応も行っている。

さらに，これらの制御機能をそのままPC上で実行でき

るWindows NT上のFCSシミュレータを用いた「バーチャ

ルテスト機能」をエンジニアリングツールとして提供して

いる。バーチャルテスト機能で動作を確認できた制御ア

プリケーションは，そのまま何の変更を加えることな

く，実際のFCS上で動作させることができる。

3. ハードウェア

制御ステーションのハードウェアには２種類を用意し

ている。

一つは標準型FCS（以下，LFCS）で，CENTUM CSの

FCSで使用しているハードウェアである。このハード

ウェアはRemote I/O（RIO）インタフェースを持ってお

り，分散して配置したRIOノードからの大量のI/O点を制

御するのに適している。

もう一つは高分散型FCS（以下，SFCS）で，CENTUM

CS 1000で開発したハードウェアである。このハードウェ

アはCPUからI/O Module（IOM）を直接制御する方式を採

用したものである。少ないI/O点数ごとに制御機能を分散

することができ，システム停止時のプラントへの影響範

囲を小さくできる。そのため，プラントのメンテナンス

性および危険分散を図ることが可能である。また，RS-

232C，Ethernetなどのインタフェースをもつ通信カード

を実装するための汎用通信ネストの接続が可能であり，

通信に重点を置いたオープンプラットフォームとしても

位置付けている。

4. 基本制御機能

本章では，CENTUM CS 3000の制御機能について，

CENTUM CSの制御機能から拡張した以下の部分を中心

にその概要を紹介する。

  1）オープン化への対応

  2）高実装密度I/Oの開発

  3）アプリケーション別ひな形の提供

4.1 オープン化への対応

フィールドに配置される制御機器は多種多様にわた

り，そのデータの種類，通信インタフェースも多岐にわ

たっている。制御アプリケーションがこれらのデータの

種別や，通信I/Fに依存すると，システムの構築および改

造が非常に困難になるおそれがある。

CS 3000制御機能では，この問題点を，1）通信実行部と

制御アプリケーションの分離，2）ユーザ言語による通信

プログラムの記述，の方法で解決した。

（1）通信実行部と制御アプリケーションの分離

CS 3000制御機能では，通信経由で得られたデータ

を，「通信入出力領域」と呼ばれる共通領域に一旦格

納し，機能ブロック等の制御アプリケーションで

は，通常のプロセス入出力と同様にこの通信入出力

領域にアクセスすることで，他のフィールド制御機

器とのデータ交換を可能にしている。この通信入出

力領域へのアクセスは領域内の相対番号またはユー

ザ定義ラベルを用いて行うことができる。また，格

納されているデータの型（整数データ，浮動小数点

データなどの区別）は，自動的に判別され，制御アプ

リケーションを構築する上では特に意識する必要が

ない。このことで，通信実行部と制御アプリケー

ションが機能的に分離され，通信プロトコルの変更

などの際に制御アプリケーションを改造する必要が

なくなる。

（2）ユーザC言語による通信プログラムの記述

CS 3000の高分散制御ステーションは，通信機能に重

点を置いたステーションとして各種汎用通信I/F

（RS-232-C，Ethernetなど）を用いた他のフィールド

制御機器との接続をサポートしている。

また，接続する機器ごとに異なる通信プロトコルが

要求されるが，標準的なものに対しては，製品とし

て通信パッケージを提供し，特殊なものについて

は，ユーザC言語を用いてプロトコルを記述する仕

組みを用意している。

通信入出力のデータの流れを図２に示す。

4.2 高実装密度I/Oの開発

CENTUM CS FCSで使用しているI/Oモジュール

（IOM）に加えて，LFCSおよびSFCSでは多点制御入出力

用アナログマルチプレクサAMC80を開発し，高実装密度

および低コストのI/Oを実現した。

AMC80では１台の入出力ユニットに２枚までIOMを実

装することが可能である。２枚のIOMを二重化すること

で， ８入力/８出力の二重化入出力が可能であり，ま

た，この２枚を異なる入出力点に接続することで16入力/

16出力を１台のI/Oユニットで実装することを可能として

いる。

AMC80を用いることで，高密度の実装を低コストで行

うことができる。また，さらに二重化することでマルチ

プレクサの故障により複数点に異常が及ばないよう，十

分な信頼性を確保している。

4.3 アプリケーション別ひな形の提供

制御アプリケーションの構築は，多種多様な機能ブ

ロックを組み合わせて行う。ところが，これらの機能ブ
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ロックはその種類によって使用する内部的な資源が異な

るため，その組み合わせを無制限に実行できるようにす

ると，内部的な資源の配分の見積もりに高度なノウハウ

が必要となる。そのため，あらかじめ想定されるアプリ

ケーションの種別（連続制御主体かシーケンス制御主体

か，監視が主体か制御が主体か，など）ごとに，機能ブ

ロックの種別ごとの数をあらかじめ調整し，内部資源が

適正となるような「アプリケーション別ひな形」を提供し

ている。

5. バーチャルテスト機能

CS 3000では，CS 1000で開発したWindows NTベース

のFCSシミュレータを使用した「バーチャルテスト機能」

によりエンジニアリング効率を向上させている。さら

に，複数のFCSシミュレータを同時に起動することを可

能にし，CS 3000が対象とする大規模プラント，バッチシ

ステムなどのエンジニアリングのほとんどをターゲット

システム（FCSハードウェア）なしに行うことができる。

これらの機能によりエンジニアリング効率を飛躍的に

向上している。

5.1 FCSシミュレータ

FCSシミュレータはWindows NT上の１プロセスとし

て動作する。実機FCSと同様に，エンジニアリング機能

により生成された制御アプリケーション定義を読み込

み，実機FCSと全く同じ制御動作を実行する。

FCSシミュレータとの通信は「Vnet折り返し通信機能」

を介して行う。これは，制御バス（Vnet）と全く同じ通信

プロトコルをPC内のプロセス間の通信として使用できる

ようにしたものである。これを使用することで，ユーザ

が操作監視機能（HIS機能）やテスト機能などを使用する

場合，通信対象が実機FCSであるかFCSシミュレータで

あるかを意識せずに同じ操作を行うことができる。

5.2 複数FCSシミュレーション

CENTUM CS 3000が対象とするような大規模システム

やバッチシステムにおいては，複数のFCSが協調して制

御機能を実行するようなアプリケーションが少なからず

存在する。これに対応して，CS 3000では複数のFCSシ

ミュレータを同時に立ち上げ，そのFCSシミュレータ間

で通信を行うことを可能にしている。

このことにより，複数のFCSが関連するアプリケー

ションのデバッグを１台のPC上で行うことを可能にして

いる。

5.3 他ステーション通信模擬機能

CS 3000では，FCSシミュレータにおいて，他のFCSと

の間のデータ交換通信を模擬する「他ステーション通信模

図２　通信入出力の仕組み
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擬機能」を実装している。

前章で述べたとおり，複数のFCSがデータ交換を行う

制御アプリケーションをエンジニアリングする場合，複

数のFCSを起動することで協調したアプリケーションの

デバッグを行うことが可能である。ところが，デバッグ

の初期段階では，関連する他のFCSのデバッグが完了し

ていないなど，各FCSのアプリケーションを他のFCSか

ら切り離す方が，より容易にデバッグができる場合が多

い。「他ステーション通信模擬機能」を用いると，このよ

うな場合に，デバッグ対象のFCSからの他のFCSへの

データ参照およびデータ設定を一括して模擬できるの

で，デバッグ効率を向上することができる。

また，１つのFCSシミュレータと他ステーション通信

模擬機能を起動することで，CPU負荷を上げることな

く，複数のFCSが関連する制御アプリケーションの検査

をすることが可能となる。

6. お  わ  り  に

本稿では，CENTUM CS 3000の制御機能の概要につい

て紹介した。

DCSの制御機能は，その信頼性が問われることはもち

ろんであるが，オープンI/F，プラットフォームフリーな

ども求められてくると考えられる。CS 3000では，その要

求に対して，汎用通信I/Fのサポート，Windows NT上の

FCSシミュレータなどの機能でこたえている。

今後は，このコア技術を基礎として，フィールドI/Fの

拡張等を進めていきたい。また，Windows NT上のFCS

シミュレータは，FCSのハードウェアを用いることなく

その高度な制御機能を用いることを可能にするものであ

り，アドバンスト制御などのプラットフォームとしても

期待できる。

Windows NTはMicrosoft（株）の登録商標です。

CENTUMは横河電機（株）の商標です。


