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CENTUM CS 3000エンジニアリング機能
Engineering Function on CENTUM CS 3000

大中規模向けの分散型制御システム（Distributed Control System:以下DCS）であるCENTUM CS 3000のエン

ジニアリング機能を開発した。中小規模向けDCS CENTUM CS 1000のエンジニアリング機能の特徴である，

わかりやすい環境（エンジニアの再教育なしにDCSの機能を簡単に使いこなせる）とデフォルト値方式（あらかじ

め設定されているデータを積極的に利用し，変更するデータはメニューから選択する方式）を踏襲した。更に大

中規模システムの構築を容易に行えるようにプロジェクトの統合など，中小規模にない特有な機能を搭載した。
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The engineering function of CENTUM CS 3000 which is Distributed Control System (hereafter called

DCS) for a medium and large-sized scale has been developed.

It follows the comprehensible environment (the function of DCS can be easily mastered without

reeducating engineers) and the default value method (the method for using the data set beforehand

positively and selecting the changed data from the menu) which are the features of the engineering

function of DCS CENTUM CS 1000 for a small and medium-sized scale.

In addition, to facilitate the construction of the system for a medium and large-sized, the peculiar

function which was not included in a small and medium-sized scale, such as integration of projects etc.,

is installed.

図１　エンジニアリング機能の構成

1. は  じ  め  に

制御対象の複雑・高度化，プラント運転形態の集中・

省人化などに伴いDCSとしてのエンジニアリングすべき

内容が多岐に渡ってきている。その反面，システム構築

に費やす期間をできるだけ短くし，かつ高品質の生成物

が出力できるような環境が要求されている。また，大中

規模プラントでは高度な技術を持ったエンジニアに対

し，生産性を向上させる仕組みも必要である。

このような状況の中で，データの作成・デバッグ・修正

のサイクルが早くできる仕組みと大中規模プラントの特徴

に合った仕組みをエンジニアリング機能に持たせた。

●汎用Personal Computer上で動作

汎用PCとWindows NTを使用することにより，”いつ

でも”・”どこでも”作業が行え，高級マシン／専用マシ

ンを持つ必要がなくなった。さらに実機を必要としな

いデバッグ機能を搭載し，１台のPCで開発とデバッグ

が行える。

●汎用アプリケーションとデータ交換が可能

MS-EXCELやMS-WORDなどの汎用アプリケーションを

使用して作成した表やテキストを共通フォーマットで交

換できることにより，初期データの作成を素早く行うこ

とができる。また，データの可搬性が高くなる。

●デフォルト値を修正する方式

デフォルト値方式は，システムがあらかじめ最適なデー

タを用意しており，必要なデータだけを修正する方法で

ある。この方式によって，すべてのデータがどのような

意味かを知らなくとも作業を行うことができる。また，
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データのエントリ量を減らすことができるので，データ

ベース生成の時間を短縮することができる。

●基本設定と高度設定による項目分類

設定／修正するデータの量を最小限に抑え，基本的な

データの設定のみをできるようにしている。しかし，

より複雑な設定や特殊な設定が必要な場合，高度設定

という機能によって，更に詳細なデータを修正するこ

とができる。

●大中規模プラント対応

複数のプラントが分散している場合や，複数のエンジ

ニアによって分散して開発している場合など，分散し

て作成されたデータを，統合して操作監視できる機能

を持つ。

また，エンジニアリングの生産性をあげるためのツー

ルが容易に作成できる仕組みも用意した。

上記の特長を踏まえて本稿では要点を説明する。図１

に構成及び他の機能との関係を示す。

2. エンジニアリング機能の構成

エンジニアリング機能はデータベースを作成するシス

テム生成機能とユーティリティ群に分かれる。

2.1 システム生成機能

システム生成機能は，エンジニアリング対象全体をプ

ロジェクトとして管理・表示するシステムビューと，

データベースを生成するビルダ群に分けられる。（図２を

参照）

●システムビュー

システムビューは，エンジニアリング機能のメイン

ウィンドウで主に下記の機能を持つ。

・プロジェクトデータの管理・表示

・各ビルダの起動

図２　システムビューとビルダ

図３　Windowsデータ交換（CSVの例）
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・ユーティリティの起動

エンジニアは修正すべきデータが含まれているファイ

ルをデータリスト部から選択（マウスによるダブルク

リック）することにより，適切なビルダを起動すること

ができる。

●ビルダ

制御機能及び操作監視機能のデータを修正するための

機能で，システムビューから起動される。一般のWin-

dows NTアプリケーションとルックアンドフィールを

合わせることにより，Windowsユーザが違和感なく操

作できるようにした。

2.2 ユーティリティ

ユーティリティはエンジニアリングをサポートするた

めの機能である。

●Windowsデータ交換機能

日頃から使い慣れたWindowsアプリケーションを使用

してデータを作成し，そのデータを共通ファイル

フォーマットを介してビルダに読み込んだり，ビルダ

で作成したデータをWindowsアプリケーションに読み

込みさらに複雑な加工を行うことが容易にできる。

（図３を参照）

●デバッグ機能

デバッグ機能には，制御機能をデバッグするテスト機

能とグラフィックをデバッグする機能がある。

制御機能をデバッグする機能は，実FCS（Field Control

Station:以下FCS）を使用するターゲットテスト機能と

実FCSを必要とせずPC内で動作するFCSシミュレータ

を使用するバーチャルテスト機能に分けられる。テス

ト機能についての詳細は本書の別稿を参照願いたい。

グラフィックデバッグ機能は，グラフィックウィンド

ウ内で使用しているタグを制御機能ビルダで定義するこ

となく，モディファイ条件に代表されるグラフィックの

動作をテストできる機能である。

グラフィックデバッグ機能を起動すると，グラフィッ

クイメージウインドウとデバッグ用ダイアログが表示さ

れる。このデバッグ用ダイアログにタグ名や設定する

データを指定することでグラフィックイメージウィンド

ウを使ってデバッグを進めることができる。（図4を参照）

大量のグラフィックウィンドウのエンジニアリングを

必要とするシステムでは，複数のエンジニアが独立して

グラフィックの作成とデバッグを行うことができる。

3. プロジェクトの分散と統合

複数のエンジニアが独立してエンジニアリングした

り，工場内に分散しているプラント（プロジェクト）を統

合して操作監視できる機能を持つ。

図５を用いて説明する。２つのプロジェクト１と２

は，相互に独立しているが，プロジェクト１の操作監視

機能（Human Interface Station:以下HIS）からプロジェク

ト２の制御機能FCSを操作監視できる。また逆にプロ

ジェクト２のHISからプロジェクト１のFCSも操作監視

できる。（図中実線は操作監視，破線はエンジニアリング

ができることを表す。）

上記の環境はシステムビューによるサブプロジェクト

及びステーションショートカットの機能により実現され

図４　グラフィックウィンドウのデバッグ
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ている。（図６参照）

●サブプロジェクト

他PCのプロジェクトを，自PCのプロジェクト配下に

接続する機能。自PC側のプロジェクトをメインプロ

ジェクトと呼ぶ。

●ステーションショートカット

サブプロジェクトのFCSをメインプロジェクトのス

テーションとして登録する機能。

4. その他の機能

以上の機能以外に下記の特長がある。

・コンカレントエンジニアリング環境

・セルフドキュメント機能

・オートメーション機能

コンカレントエンジニアリング環境は，複数のエンジ

ニアがそれぞれ別のPCで同時にエンジニアリングを行う

ことができる機能である。また，セルフドキュメント

機能は， エンジニアリングデータを完成図書として印刷

し，客先提出用資料とする機能である。

オートメーション機能に関しては，システムビュー及

び，ビルダにObject Linking and Embedding（OLE）オー

トメーションを実装し，外部のツールからビルダを操作

できる仕組みである。

5. お  わ  り  に

本稿では，CENTUM CS 3000エンジニアリング機能の

特長を中心に概説した。

CENTUM CS 1000と合わせエンジニアリング機能とし

て，設計思想や操作性など初のシングルアーキテクチャを

実現した。小規模から大規模まで，それぞれの特徴を押さ

えながらさらに洗練された機能として発展させたい。

（注）Windows, Windows NT, MS-WORD, MS-EXCEL，オートメー

ション機能は，マクロソフト（株）の登録商標です。

図５　プロジェクトの形態

図６　システムビュー上のプロジェクトの統合


