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CENTUM CS 3000 の操作監視機能
Human Interface Software on CENTUM CS 3000

大規模システム向けCENTUM CS 3000 の操作監視機能を受け持つソフトウェアパッケージとしてHIS（Human

Interface Software）を開発した。HIS機能は，Windows NT（*3） 上に構築され，従来のDCS（Distributed Control

System）のHMI（Human Machine Interface）機能とウィンドウオペレーションの使いやすさを併せ持った機能

を持っている。ウィンドウの階層化、データバインドグラフィック、メッセージサマリの復元機能などの新機

能により、快適な操作監視環境をユーザに提供する。また、ハードウェアの方では、CS 3000専用の操作監視マ

シンであるコンソールの開発を行った。
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We have developed a Human Interface Software (HIS) as a software package for Yokogawa's large

scale DCS CENTUM CS 3000. HIS function is constructed on Windows NT(*3) and has many functions

that combine the feature of HIS previous CS's MMI functions and usability of Windows NT(*3). We

provide the comfortable environment of HMI by new functions, window hierarchy, data bind graphic,

restoration of message summary, and so on. And we have also developed the console HIS as the exclu-

sive hardware of CS 3000.

*1 IA事業本部システム事業部アプリケーションシステムセン

ター開発１部

*2 IA事業本部システム事業部システム開発センター開発２部

*3 Windows, Windows NT, ActiveX, Visual Basic, Visual C++

は、マイクロソフト社の登録商標です。

*4 CENTUMは横河電機株式会社の商標です。

1. は  じ  め  に

プロセス制御システムを取り巻く環境は，PCの性能

アップとWindows（*3） の進歩によるオープン化の波により

大きく様変わりしている。そのため，DCSの操作監視機

能（HMI:Human Machine Interface）は，従来の高い信頼

性と独特の操作性に加え，オープン性が強く求められる

ようになったのは周知の事実である。HMIは，長い開発

の歴史の中で，プラットフォームを横河独自のOS，リア

ルタイムOS，UNIX，そしてWindows NT（*3） とその時代

に最適なものへと変化を続けている。しかしHMIは，プ

ラットフォームの変化によらず機能を踏襲しつつ，更に

新しい機能を開発することで確実に進歩を続けている。

CS 3000のHMIを担当するHIS機能は，DCSベンダーとし

て長年積み上げたノウハウの蓄積による高い信頼性と，

オープン性の両立を目指して開発されたシステムであ

る。

CS 3000 HISは，中小規模向けのNTをベースとして開

発されたCS1000 HISとシングルアーキテクチャーであ

り，操作性と機能の統一を実現している。また，コン

ソールタイプのHISを用意し，従来の堅牢性にたいする

強い要望にも答えている。

2. ハードウェア，ソフトウェア構成

HISのプラットフォームにはつぎの３つが用意され，

ユーザは，自システムに最適なHMIを選択する事ができ

る。

（1）汎用PC

システム構築時に入手可能な最速のマシンを使用す

る事により，安価で最高のパフォーマンスが期待で

きる。高いパフォーマンスは，応答性の向上に貢献

する。

（2）横河製工業用PC（PHIS）

信頼性を重視するユーザには，横河ブランドの工業

用PCを提供する。PHISはReliability Availability

Serviceability（RAS）機能を強化し，工業用に適した

信頼性を有する。

故障時の部品供給も５年間を保証する。

（3）横河製コンソール（LIH21C）

従来のICS，EOPSと同じく横河製のハードウェアに

よるコンソール型HMIである。 従来のDCS特有の操

作性と機能を有し，PHISと同様に完全に工業用に適

した信頼性を有する。
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故障時の部品供給も部品廃止後５年間を保証する。

OSには，Windows NTを採用し，豊富なWindowsアプ

リケーションとの共存を実現する。制御バスにはCSと同

じくVネットを採用し，既存のCSシステムと同一バス上

に直接接続することが可能である。Vネットは制御デー

タ専用バスと位置付けられ，情報系データのEthernetと

切り離し，システムの安全性を保障している。プリン

タ，補助記憶装置等の周辺機器は，Windows NT でサ

ポートされているものが利用可能であり，動作確認済み

の最新の機器をCS 3000に接続することができる。

3. 操作監視機能

CS 3000 HISはWindows NTをベースに開発された操

作監視機能であり，マウスを中心としたオペレーション

である。オプションとして操作監視専用のオペレーショ

ンキーボードが用意され，さらに効率的に操作監視を行

うことが出来る。HISでは操作監視ウィンドウはもちろ

ん，汎用ソフトもCRT上に共存することが可能である。

ここでは，CS 3000 HMIとして開発された機能のうちの

いくつかを紹介する。

3.1 ウィンドウ構成

操作監視ウィンドウの同時表示はパフォーマンスを考

慮し最大５枚までとしている。また，ウィンドウの組み

合わせを記憶し，そのセットを後で呼び出せる機能を付

加している。ウィンドウ構成には，ユーザの用途に応じ

て２つのモードが用意されている。

（1）ウィンドウモード（図１）

グラフィック，トレンドなどの画面がWindowsの

ウィンドウとして表示されるモードである。マウス

と汎用キーボード中心の操作を想定している。デス

クトップ型HISでの使用が中心になると思われる。

オプションのオペレータキーボードと組み合わせて

使用することもできる。

（2）フルスクリーンモード（図２）

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

た画面モードである。ウィンドウモードでは新しく

呼び出したウィンドウが次々と重なって表示される

のに対し，全画面モードでのウィンドウ呼び出しは

画面展開（前のウィンドウが次のウィンドウに置き換

わる）になる。デスクトップ型，コンソール型どちら

でも動作可能であるが，特にコンソール型では，８

ループ同時操作キーの使用が可能となる。

3.2 グラフィックウィンドウの階層化

エンジニアは複数のグラフィックウィンドウを階層的

に配置し，ウィンドウ階層を構成することもできる。こ

の階層は，全てのウィンドウ構成を熟知していないオペ

レータに対して，スムーズなウィンドウ展開操作をサ

ポートする。また，この階層をアラームの伝播にも利用

することができる。下位層のグラフィック内で発生して

いるアラーム状態を上位層に伝播することで，上位層の

グラフィックはオーバビュー的なアラーム監視が可能で

ある。HIS上ではナビゲータウィンドウ（図３）により，

ウィンドウの階層構成をアラーム状態と共に表現してい

る。

3.3 グラフィックデータバインド機能

プロセス制御システムは，同一の機器構成を複数持つ

ことが多い。この機器を監視するグラフィックウィンド

ウは，機能がまったく同じでありながらタグ名が異なる

だけで複数のウィンドウを作成する必要があった。この

問題を解決するためにデータバインド機能（図４）を用意

図１　ウィンドウモード 図２　フルスクリーンモード
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した。グラフィックのモディファイ条件等の記述に汎用

名を使い，その汎用名に割り当てられる名前の汎用名

セットをグラフィックオブジェクト内に複数持つことが

出来るようにした。グラフィックの呼び出し時に，セッ

ト名を指定することで，１つのグラフィックオブジェク

トから複数の対象を操作監視できるようにした。汎用名

はタグ名に限らずコメントやモディファイ条件式等にも

記述でき，バッチプラントでその効果を最も発揮する。

3.4 メッセージサマリデータの復元

HMIマシンをリセットスタートした時に，それまで保

存されていたメッセージ情報はリセットされてしまい，

システムにどのようなアラームが残っているのかが分か

らない。CS 3000では，リセットスタート時にメッセージ

情報を復元する機能を用意した。HISは，立ち上がり時

に他のHISが保管してあるメッセージ情報を読み取り，

自分のデータとして取り込む。この機能により，複数の

HISを順番にリセットスタートすることでメッセージ情

報を失うことなく，全てのHISをリスタートすることが

できる。

3.5 長期トレンドデータ保管

トレンドデータ，ヒストリカルメッセージはハード

ディスクの限られた資源を有効に利用し，表示のパ

フォーマンスを高めるために，データの保管量を決め，

定期的に古いデータを削除するようになっている。長期

データ保管機能を使用すると，外付けディスクなどの大

容量領域にデータを長期に渡って保管することができ

る。保管された長期トレンドデータはトレンドウィンド

ウから通常のトレンドデータと同じようにウィンドウ上

に表示することができる。

4. オープン化

上位アプリケーション層は，運転支援，高度制御，生

産管理を行うためにDCSの情報を取りこんでいる。CS

3000では業界標準であるOPC（OLE for Process Control）

に準拠したインターフェイスを用意している。また，操

作性の統合化としてグラフィックコンテナ機能により上

位層のアプリケーションを取り込むことができ，シーム

レスな運転環境を提供している。またActive Xコント

ロールとして提供された汎用アプリケーションを，グラ

フィックウインドウに貼り付け操作監視機能のなかに取

り込むグラフィックコンテナ機能もリリースしている。

5. ユーザプログラム

ユーザは，Visual Basic（*3） もしくはVisual C++（*3） を使

うことで独自にプログラムを作成し，HIS上で動作させる

ことができる。ユーザプログラムは，グラフィックの押

しボタン，スケジューラ，ファンクションキーなどから

起動することができる。Active Xコントロールとして作

成すれば，グラフィックコンテナ機能で取り込むことに

より，ユーザ作成の画面を操作監視ウィンドウのプリミ

ティブとして取り込むことが可能になる。OPCを使うこ

とでプロセスデータにアクセスすることも可能である。

6. コンソール型HIS

今回，CS 3000の専用マシンとして，コンソール型HIS

を開発した（図５）。コンソール型HISは，横河製専用

ハードウェアによる工業用レベルの信頼性を実現してい

る。また，PCアーキテクチャ採用によるハードウェア構

成の柔軟性と，従来からコンソールに要求されてきた

DCS独自の機能の両方を実現している。以下にその特長

を示す。

図３　ナビゲータウィンドウ

図４　グラフィックデータバインド機能
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6.1 コンソール独自の機能

CS 3000コンソールは，汎用PCおよびPHISで実現した

オープン性を兼ね備えた操作監視機能に加え，CENTUM

CS，CENTUM XLで実現していたコンソールとして必要

とされる機能を合わせたものである。コンソールは現場

に置かれることを想定し，フルスクリーンモードの運転

を想定して設計されている。

（1）８ループ同時INC/DECキー

DCS従来の特長的な操作である８ループの同時INC/

DEC操作を専用オペレーションキーボードにより実

現している。

（2）オペレーションキーボード

DCS独自の操作監視ウィンドウ呼び出しボタン，64

ファンクションキー，８ループINC/DECキーを持つ

専用キーボード。コンソールでは標準で装備され

る。オプションの英数字キーは従来のABCキー配列

から，汎用的なQWERTYキー配列を採用した。

（3）外部端子

接点入出力端子を各２点持ち，接点による操作監視機

能と外部とのインタフェースを用意している。また，

コンソールのREADY状態を接点出力により外部から

監視できる。

（4）スピーカー端子

DCSの警報音と音声メッセージ出力を，サウンド

カード経由で外部スピーカーへ出力することも可能

である。

図５　コンソール型HIS（LIH21C）

（5）タッチキーオペレーション

標準ではマウスオペレーションだが，オプションの

タッチパネル機能でマウスと同等なタッチ操作が行

える。

6.2 コンソールの保守

コンソールには，信頼性の向上のため，以下の保守機

能を実装している。

（1）RAS機能

温度，ファンの状態を定周期で監視し異常があれ

ば，アラームを発報し，状態表示画面にもアラーム

状態を反映する。また，不揮発性メモリに，電源ON

からの稼動時間，トータルの稼働時間を記録し，メ

ンテナンスに役立てる。

（2）DISKの二重化

市販のRAID DISKを接続することにより，DISKの

二重化が可能。

（3）DISKの自己診断機能

最近のEIDEインタフェースのハードディスクドライ

ブでは，故障を事前に予測するためのSMART機能

（Self-monitoring, analysis and reporting technology）

が実装されている。 SMART機能は，障害の要因と

なる約30点（スピンドルモータ起動時間・回転数等，

詳細はベンダー依存）のパラメータをドライブが定期

的に収集し，内部に持つ保証障害閾値と比較を行

う。アプリケーションは定期的にドライブにコマン

ドを投げることで異常発生を検出することができ

る。SMART機能はドライブが致命的な状態に陥る

前に異常を通知し，バックアップ等のしかるべき作

業を行えるよう閾値が設定されている。この機能を

利用してハードディスクの故障を事前に通知する機

能を提供する。

7. お  わ  り  に

CS 3000 HIS機能の概要と特長，また専用ハードウェ

アであるコンソールについて説明した。CS 3000 HMI

は，CS1000で実現された操作監視機能をベースに，より

信頼性とオープン性を高めた製品である。DCS HMIとし

て求められる機能と，Windows NTをベースとした汎用

性とのバランスを考えたソフトウェアであり，汎用の

SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）ソ

フトとは一線を画するものである。

今後，HISはHMI機能の充実，信頼性を高めると共

に，上位層へのDCSデータサーバとしてのエンジンの強

化も進めて行く。
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