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CENTUM CS 3000 のバッチ制御パッケージ "CS Batch 3000"
Batch Control Package "CS Batch 3000" for CENTUM CS 3000

CENTUM CS 3000のバッチ制御ソフトウェアパッケージとして処方管理・プロセス管理パッケージを開発

した。本パッケージは，複数の装置を用いて同時に複数の品種を製造するバッチプロセスの管理と制御を担う。

また，本パッケージではバッチ国際標準IEC/61512-1に準拠して，標準化を図っている。本稿では，これらパッ

ケージの概要について述べる。
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We have developed new software packages, "Recipe Management" and "Process Management" for

CENTUM CS 3000. These packages center on the product and batch control of the production process,

coordinating the use of plant equipment, formula data and procedural logic to produce products. These

packages are conforming to IEC/61512-1 which is an international standard of batch control. This

paper describes the outline of these packages.

1. は  じ  め  に

製造業においてTCO（Total Cost of Ownership）の削減

が近年のテーマになっているが，バッチプロセスにおい

ても例外ではない。一般にバッチプロセスは連続プロセ

スほど体系化，標準化が進んでいない。近年，市場ニー

ズの変化や要求に迅速に対応できる生産形態であるバッ

チプロセスが注目されているが，一方で，多種多様なプ

ロセスが存在して効率よいシステムを実現するために解

決しなければいけない課題も多い。また，オープンな環

境への適応も求められている。当社が長年にわたり数多

くのバッチプロセス制御システムを構築したノウハウと

国際標準であるIEC/61512-1を採用して，バッチ制御パッ

ケージ"CS Batch 3000"を開発した。

バッチ制御システムを議論，研究している国際機関は

ISA/SP88，NAMUR，IEC TC65などがあり，WBF

（World Batch Forum），EBF（European Batch Forum），

JBF（Japan Batch Forum）は情報交換を行ないバッチ標

準化活動を行なっている。本パッケージは，ISA/S88.01

「用語とモデル」を規格化したIEC/61512-1に準拠してい

る。この規格は日本においてもまもなくJIS化されようと

している。

2. 特　　長

処方管理・プロセス管理パッケージは以下の特長を持

つ。

（1）バッチ運転における使いやすさの追求

（2）エンジニアリング効率の向上

（3）高信頼性の追求

（4）バッチ標準の指向

操作監視機能，処方作成などのエンジニアリング機能

はプラットフォームに汎用PC（IBM PC/AT互換機），

Windows NTを採用して操作性，コストパフォーマンス

を高めている。バッチ制御，ユニット制御に関しては，

最新の技術を導入したオリジナルのハードウェアを採用

してシステムの信頼性を上げている。
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3. ソフトウェア構成

ISA/S88.01は，バッチプロセスを７つのアクティビ

ティで構成している。CS Batch3000は，この制御アク

ティビティモデルに対して図１で示す機能から構成され

る。

一般にバッチプロセス制御は，装置を中心にして制御

する面と生産する製品（バッチ）を中心として制御する面

を持っている。単一製品の場合は，バッチを管理する必

要性は少ないが，多種の製品を生産する場合には，その

製品単位での管理や装置間に渡るバッチの流れの制御が

必要になる。

処方管理は，基本処方の作成／編集を行なう機能を持

ち，プロセス管理は，基本処方から運転に必要な実行処

方を作り出し，その処方に基づいてバッチの実行を管理

する機能を有する。ユニット管理は，プロセスの機器や

計器を反応缶といった装置（ユニット）単位の制御を実現

する。シーケンスの実行やバッチ実行は高信頼性を要求

されるので制御ステーション（FCS）で実現しており，万

一PCがダウンしてもシーケンス制御の実行が完結でき

る。

4. 処方管理機能

　処方管理は，処方のグループ分けを行ない基本処方

の作成，編集，保存，プロセス管理へ基本処方をロード

する機能から構成される。本機能は，セキュリティや役

割の分離を図るために，システム生成機能とは別のソフ

トウェアになっている。

処方は，目的とする製品をどのような装置群，手順，

方法，パラメータで作るかを規定したものである。ISA/

S88.01では，その時々で行なう事柄や必要な資源によ

り，処方を図２で示すような４つ階層に分けている。CS

Batch 3000の処方管理では，基本処方の管理を行なう。

１つの処方は，以下に示す部分から構成される。

（1）処方ヘッダ（Header）

　 処方名やコメント，バージョン，作成者などの処方

を管理する上での基本情報。

（2）プロシジャ（Procedure）

製品を作るための手順をSFC（Sequential Function

Chart）を使ってグラフィカルに記述。

（3）フォーミュラ（Formula）

製品を作るための設定値などのパラメータ。

（4）設備要件（Equipment Requirements）

製品を作る上で必要となる装置などの条件。

4.1 プロシジャの構成

処方プロシジャは，１個以上のユニットプロシジャか

ら構成され，各ユニットプロシジャは，１個以上の単位

シーケンスから構成される。

（1）処方プロシジャ

処方におけるユニットプロシジャ間の関係をグラ

フィカルに表現したものである。（現在開発中）

（2）ユニットプロシジャ

あるひとつのユニット内で完了するシーケンスの手

順を示す。単位シーケンスと呼ばれるシーケンスの

実行順序をSFCによってグラフィカルに記述する。

処方管理・プロセス管理の特長は，処方ごとにプロシ

ジャを記述することにより，単位シーケンスの組み替え

が自由に行なえる点である。

処方管理では，処方プロシジャとユニット処方プロシ

ジャを作成する。単位シーケンスとフェーズは，ユニッ

ト管理機能によって作成する。このようにシーケンスを

階層的に記述することによりシーケンスの組み替え，再

図２　処方の構成

図３　プロシジャの構成

図１　CS Batch 3000の機能構成
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利用，平行エンジニアリングが容易になり，効率が飛躍

的に向上する。

プロシジャの構成例を図３に示す。

4.2 処方編集機能

処方を複数の階層からなるツリー状に構成すること

で，対象となる処方（オブジェクト）を効率的に扱うこと

ができる処方ビューを用意した。処方ビューから基本処

方のヘッダ，プロシジャ，フォーミュラ，設備要件を作

成／編集する。処方管理機能の処方編集例を図４に示

す。

5. プロセス管理機能

プロセス管理機能は，バッチ運転に伴うバッチの実行

制御を行なうもので，処方状態の監視やバッチIDによる

バッチ単位の管理，バッチの実績収集，バッチ関連メッ

セージの収集などを行なう。

プロセス管理では，ある製品のひとつのバッチを生産

するために必要なパラメータや情報を持った実行処方を

扱う。

5.1 ヒューマンインタフェース

HISの操作監視ウィンドウでは，設備／計器／機器の

階層構造を統一的に体系化しているが，これと同様に実

行処方（バッチ）をグループ単位に階層的に管理して，設

備運転と製品運転を相互に使い分けることができる。

バッチを監視するウィンドウも処方グループにより階層

的にナビゲータウィンドウに表示される。ナビゲータ

ウィンドウは選択したバッチを直接呼び出せるほかに処

方の状態によってアイコン色が変化する。

ダイナミックに変化するバッチIDをウィンドウ間で受

け渡して該当バッチのアラームウィンドウやグラフィッ

クウィンドウを表示する機能（バッチIDオブジェクト）を

提供している。この機能は，装置側からの監視だけでな

く製品（バッチ）側からの監視を可能にする。

操作監視ウィンドウの例を図５に示す。

5.2 バッチレポート機能

バッチレポート機能は，バッチ実行中に記録したデー

タやメッセージをバッチ単位に収集して印字する。マイ

クロソフト社のExcelを使用してユーザが自由にレポート

を作成することができる。

プロセス管理では，バッチ実行中に収集すべきデータ

として，プロセスデータ，設定値データ，品質データ，

手入力データのほかにバッチIDをキーとしたアラームイ

ベントメッセージや操作記録がユーザ名と共に出力され

る。

6. ユニット管理機能

ユニット管理は，プロセスの機器，計器を蒸留塔や反

応釜等の装置（ユニット）単位に体系化することにより，

図４　処方編集例
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図５　プロセス管理の操作監視ウィンドウ例

装置単位の操作や制御を実現する機能である。装置を中

心に統括することにより，装置を核としてエンジニアリ

ングや操作監視，制御が融合できるメリットがある。

ユニット管理機能は以下の特長を持つ。

（1）反応缶といった装置を中心にエンジニアリング，操

作監視が行なえる。

（2）シーケンスを階層的にSFCで記述できる。

（3）工程に従った制御とは別に，緊急停止などの割り込

みシーケンスや監視シーケンス（モニタリング）を

SFCで記述できる。

（4）SFCを使った工程送りが自由に行なえる。

（5）ユニットプロシジャをFCSで実行するために高い信

頼性を持つ。

操作監視ウィンドウ例を図６に示す。

ユニット管理は，プロセス管理と組み合わせてバッチ

プロセスに適用できるのはもちろんのこと，連続プロセ

スにも適用できる。本機能は，CS 3000の基本制御機能に

組み込まれており，容易にシステムを構築することがで

きる。

ユニット管理・プロセス管理についてもFCSシミュ

レータを使用したバーチャルテスト機能を提供してい

る。ラップトップPCが１台あれば処方作成から単位シー

ケンスのデバッグまでが可能になる。

7. オープンデータインタフェース

オープン性と標準化されたインタフェースによって他

システムと容易に接続可能で，将来の拡張を見据えてビ

ジネスコンセプトであるETSが柔軟に構築できる。

スケジュール管理は，当社の製品であるスケジューリ

ングパッケージ"ExanalpII"が行ない，"CS Batch 3000"で

はスケジュール管理とのインタフェースを提供する。ま

た，生産情報管理に対してもOLE/DCOM技術を使った

インタフェースを利用してCS Batch 3000と容易に接続で

きる。前述のバッチレポート機能では，このインタ

フェースを利用して実現している。現在，SP88で議論が

進められている規格化された処方についても製品化を検

討している。

8. お  わ  り  に

本稿では，処方管理・プロセス管理パッケージを中心

としたバッチ制御パッケージについて解説した。

本機能は，ユーザによる拡張性や自由度を図りながら

高信頼性を維持して，バッチプロセスの効率的な立ち上

げ／運転を図る。

標準化の活動は多大なエネルギーを必要とするが，

SP88での活動を見ると決してボランティアだけではな

く，各社ともビジネスの一環として活動している。標準

規格への参画が企業の競争力を高める。今後もバッチ制

御システムの標準化に更なる貢献をして，ユーザととも

に機能の永続的な発展を図っていきたいと考える。
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図６　ユニット管理の操作監視ウィンドウ例


