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企業の生産活動におけるあらゆる局面において，最新の技術を採用したソリューションを提供するという新

しいコンセプトである"Enterprise Technology Solutions"（以下ではETSと記す）を横河電機は提案した。本稿で

紹介するCENTUM CS 1000は，中小規模プラント向けの最新の生産制御システムであり，インダストリアルオー

トメーションの中で，コントロール領域のコア製品として位置づけられる。本稿では，CENTUM CS 1000のコ

ンセプト，システムアーキテクチャについて述べる。

1. は  じ  め  に

1975年に産声を上げた分散型制御システム（Distributed
Control System：以下DCS）は，コンピュータ技術の急速
な発展とともにその姿を大きく変化させてきた。ハード
ウェア要素技術の面では，マイクロプロセッサ，記憶装
置，通信の変化が質・量共に著しい。また，ソフトウェ
ア技術の面でも，特にユーザインタフェースは大きく変
貌を遂げた。
この変化に呼応する形で，DCSは以下のような機能を
取り込んできた。
・大規模な制御対象に対応できる機能
・高度制御機能
・情報管理，運転管理の機能
・エンジニアリング効率を高める機能
これらの機能は，一人の運転員が対象とするプロセス
の拡大（ワンマン化），プラントの統合，生産効率，稼働
率の向上など，プラントに現れた変化と密接に結びつい
ている。このような機能追加などがある中で，DCSでは
制御機能，ヒューマンマシンインタフェース，通信を機
能ブロックという制御単位に部品化し，これらを組み合
わせてより高度な機能を構築する手法が取られてきた。

We propose a new business concept "Enterprise Technology Solutions" (ETS). Solution which adopts

leading-edge technology in all phases in the production activity of corporate is offered. CENTUM CS

1000 introduced in this paper is a new production control system for the small and medium-sized scale

plant and is located as a core product in the control area in this new concept ETS. This paper describes

the concept and system architecture of CENTUM CS 1000.

2. 開発の背景

このような技術の急変と同様に，社会情勢や環境の変
化も激しい。経済体制の変化は，製造業の生産拠点の多
国籍化を促進し，原材料のみならず資材の調達のグロー
バル化も進んでいる。また，ISO14001の動きなどでも明
らかなように，企業は地球環境を損なうことなく経済活
動を進めなければならない，という考え方も一般化しつ
つある。特に，DCSを使う側からの視点で見てみると，
次に示すような変化が明確に現れており，この変化に適
切に対応することが望まれている。
（1）機能・価格バランスの変化

パーソナルコンピュータ（以下PC）の急速な普及，
ハードウェアの低価格化により，コンピュータシス
テムに対するユーザの認識が変化し，対投資効果が
厳しく評価されるようになった。結果として，
SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）ソ
フトウェアとシーケンサ（以下PLC）を組み合わせた
PC＋PLCシステムや，汎用I/OとPCとを組み合わせ
たソフトPLCといったシステムが出現している。
DCSは，単に「絶対にシステムダウンしない」（その対
価としての価格）というだけではなく，適材適所に対
応できる柔軟性を持つことが求められている。

（2）システムインテグレーションへの対応
企業の情報システムの構築は，従来の自社開発形か
ら，ERP（Enterprise Resource Planning）のような統
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合業務パッケージを導入することによって，開発コ
ストの低減，期間の短縮，データの一元管理などを
目指すようになった。特に，ビジネス領域とコント
ロール領域のギャップを埋める位置づけにあるMES
（Manufacturing Execution System）は，制御情報をオ
ンラインで情報システムに提供することを特長とし
ており，ISA S88，ISA S95（Instrument Society of
America Standard practices committee）といったデー
タ交換の標準規格が重要性を帯びてくる。また，
データ交換の具体的な実装方法として，OPC（OLE
for Process Control）などの標準化の動きも，このよ
うな背景のもとで大きな意味を持ってくる。

（3）グローバルな市場への対応
産業の発展形態が異なるため，成熟している欧米
と，発展途上にあるアジア圏ではシステムに求めら
れる要求が異なっている。例えば，中国，東南アジ
アでは，人件費が比較的安価であることを反映して
省人化よりも対コスト性能に重きが置かれる。ま
た，欧州では，ECへの統合を反映して，EMC
（ElectroMagnetic Compatibility）に関する基準に適合
していることを示すCEマークに代表される標準規格
への対応が求められる。ここでもまた，適材適所が
求められる。

3. 製品コンセプト

以上のような背景を踏まえ，中小規模のプラントを製
品のターゲットとして，CENTUM CS 1000では４つのコ
ンセプトを立てた。
●高機能
オープン性，信頼性，システム拡張性の高いシステム
を目指す。20年以上のDCSのノウハウを蓄積した制御
機能，プロセス値・アラームメッセージなどのプロセ
スデータを情報系システムに提供する汎用的なインタ
フェース，二重化機構，PLC等との容易な接続の実
現，等がこれに対応する。

●エンジニアリング生産性
プラントのライフサイクルコストを低減するために，
エンジニアリングの生産性を高める。このために，
データの可搬性，再利用性，デバッグのしやすさ，機
能の分かりやすさ，使いやすさ，応答性，等多くの機
能を実現する。

●操作性
操作監視機能の新しい操作性を提案する。ウィンドウ操
作を基本にした汎用的なGraphical User Interface（以下
GUI）の上で操作監視機能を実現することによってオペ
レータの再教育を不要とし，更に，プラントのオペレー
タに特有とされる視認性，操作性を損なわない仕組みを
用意し，オペレータの真の使いやすさを提供する。

●コストパフォーマンス
中小規模プラントの市場に，優れた制御機能とエンジ
ニアリング機能，高い信頼性とフレキシビリティに富
んだ拡張性のあるシステムを低価格で提供する。この
ために，汎用的なハードウェアを採用し，また，シス
テムの二重化，オペレータキーボードなど従来DCSに
は必須と考えられていた機能をオプション化すること
により，より安価なシステムを提案可能にする。

以上のコンセプトを実現するために，操作監視機能・
システム生成機能が動作するプラットフォームに汎用PC
（IBM PC/AT互換機），Windows NTを採用した。ハード
ウェアとしてのPCは，メーカも多彩で，機能，価格的に
もあらゆるレベルのものを容易に入手することができ
る。Windows NTはマルチタスクの本格的なオペレーティ
ングシステムとして充分な実績を持っている。また，
Windows NT上で動作できる各種のソフトウェアやインタ
フェースもCENTUM CS 1000のコンセプトを実現する上
で非常に魅力的である。また，制御機能・通信機能はシ
ステムの信頼性のかなめであることから，過去のノウハ
ウを踏まえた上で，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た。

4. システム構成

CENTUM CS 1000の最小システム構成はヒューマンイ
ンタフェースステーション（以下HIS），フィールドコント
ロールステーション（以下FCS），制御バスとしてのVL
ネットからなる。
・システム仕様
監視タグ数 8,000タグ
最大ステーション数 24ステーション
制御バス総延長 20 km（光リピータ使用）

図１　CENTUM CS 1000の外観
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図１にCENTUM CS 1000の外観，図２にシステムの構
成例を示す。

4.1 HIS

HISは操作監視機能，エンジニアリング機能が動作する
プラットフォームである。Windows NT4.0を搭載した汎
用PC，または，耐環境性や保守性に優れた横河製PC
（PHIS）を使用する。OSにWindows NTを採用したことに
より，ハードウェア及び周辺装置の選択の幅が広がり，
使用条件・運用条件に合わせたシステムが提案可能とな
る。オプションで，防塵・防滴構造のオペレータキー
ボードをつけることができる。

4.2 FCS

CENTUM CSのFCSの技術を継承した新開発の制御ス
テーションを採用する。CPUは同期実行ホットスタンバ
イ方式の二重化を実現し，高い信頼性を持つ。入出力ユ
ニットはシグナルコンディショナ不要の高実装密度でス
ペースファクタを向上させると同時に，CPUと直結する
ことにより，高パフォーマンスを実現する。また，以下
のように必要とされる規模，機能，信頼性に応じて最適
な組み合わせを選ぶことができる構成になっている。

・入出力モジュールを実装するネストは２台と５台の２
種類を選択

・二重化はCPU，電源，I/O，制御バス
の各コンポーネント毎にオプション選
択可能

・制御機能によって基本形と拡張型を用
意,さらに，通信インタフェース経由で
主要メーカのPLCやデータ収集機器を
接続し，FCSの制御機能との統合制御
を可能

4.3 VLネット

CENTUM CSのVネットに10Base2を使
用した，10 Mbps・トークンパッシング方
式のVLネットを採用する。これに伴い，
二重化対応のPCIインタフェースネット
ワークアダプタカードを開発した。VL
ネットは制御用の専用プロトコルだけで
はなく，TCP/IPのような汎用プロトコル
も使用できる汎用的なネットワークであ
る。さらに，システム規模によっては，
VLネットを制御バス，Ethernetを情報バ
スといった負荷分散を考慮した構成も可
能である。

4.4 操作監視機能

DCSの顔である操作監視機能は，Windowsの操作性と
違和感のない，マウス主体のウィンドウオペレーション
を実現するとともに，以下のような，新しい操作性を提
案している。
・汎用アプリケーションソフトウェアとの同居を指向し
たウィンドウモードと，従来型のシングルウィンドウ
を指向したフルスクリーンモードの使い分けが可能

・ユーザが作成したグラフィックウィンドウを階層で管
理することによって，トップダウン的なウィンドウ展
開や，アラームの階層管理が可能

・現在呼び出されているウィンドウの組み合わせをオペ
レータがその場で記憶させ，次回の操作時もワンタッ
チで同じ組み合わせを呼び出せる，ダイナミックウィ
ンドウセット機能

・汎用アプリケーションと同居してもオペレータの適切
な判断を促す仕組み（全てのウィンドウの上位に表示す
るシステムメッセージウィンドウ，汎用アプリケー
ションの表示を瞬時に切り替えるサーキュレート機
能），操作監視機能を安定して動作させる仕組み
また，汎用PCというプラットフォームを充分に生かし
て，ディスク容量が許す限りデータ保存ができる長期
データ保存機能や，次項に述べるオープンデータインタ
フェース機能，Microsoft Excelを使用した帳票機能，グ
ラフィックウィンドウで使用できる豊富なプリミティブ
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図２　システムの構成例
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など，多彩な機能を用意した。

4.5 オープンデータインタフェース機能

オープンデータインタフェース機能は，ユーザ毎のカ
スタマイズに応じたアプリケーションを組む場合や，他
のコンピュータシステムとのデータ交換をする場合，等
のために用意したプロセスデータアクセス用の汎用的な
インタフェースである。従来の技術であるDDE（Dynamic
Data Exchange）インタフェースや，OLE（Object Linking
& Embedding）技術をベースにしたOPC（OLE for Process
Control）インタフェースなどを提供する。これらのイン
タフェースは，HIS自身，もしくはEthernetを介したリ
モートのPC上でネットワークの存在を意識することなく
使用することが出来る。したがって，リモート操作監
視，データ収集などをたやすく実現することができる。

4.6 制御機能

DCSのかなめである制御機能は，定評のあるCENTUM
CSの機能をほぼそのまま取り込んだ。
・直感的にエンジニアリングできる実量データ処理
・プロセスデータの有効性を示すデータステータス
・シーケンステーブル，SFC（Sequential  Function
Chart），Logic Chart等，豊富なシーケンス記述方式

・複数の機能ブロックをまとめて操作監視できるフェー
スプレートブロック機能

・蒸留塔，反応釜等の装置単位の操作監視を可能にする
ユニット計器

・プログラミングレスでシーケンサと接続可能なサブシ
ステム統合機能

・Foundation Fieldbusへの対応

4.7 バッチ機能

一般に，バッチプラントは，複雑なシーケンスや銘柄
切り替えなど，エンジニアリングに手間がかかるととも
に，複雑な操作系を要求されることが多い。CENTUM
CS 1000ではISA S88に完全準拠した処方管理，プロセス
管理を統合したパッケージを用意する事によって，バッ
チプロセスの効率的な立ち上げ，運転を約束する。
一方，より単純な銘柄管理向けには，FCSデータ設
定・収集パッケージを用意し，小規模システムでも対応
可能とした。また，FDA（米食品医薬品局）のセキュリ
ティに関する基準を満たすための仕組みなども提供す
る。

4.8 システム生成機能

DCSはエンジニアリング工程を経て始めてユーザのプ
ラントでの使用に供することができる。このエンジニア
リングの工数削減は，ユーザ及びエンジニアリング担当
会社にとって非常に有益である。「ビルダ」と呼ばれるシ
ステム生成機能の使い勝手の善し悪しが，工数削減に大
きく影響することは論を待たない。CENTUM CS 1000で
は以下のような機能を組み込むことで，この目標を実現
している。
・エンジニアリング対象を俯瞰し，対応するビルダをワ
ンアクションで呼び出すことができるシステムビュー

・外部ファイル（例えばCSV形式のファイル）のデータ交
換が可能な各ビルダ

・PC単体でFCSのロジックの動作テストができるバー
チャルテスト機能

・グラフィックのウィンドウイメージを見ながらモディ
ファイ条件のテストができるデバッグ機能

・ターゲット（FCS, HIS）へのデータベースのダウンロー
ドにかかる時間を最小限にする仕組み

・エンジニアリング項目をエントリレベルと「高度設定」
に分けることにより，より分かりやすく見せる仕組み

・複数のエンジニアが各自のPCで，分担して作業を行え
るコンカレントエンジニアリング機能

4.9 ドキュメント

マニュアルは全て電子ドキュメントで配布する。ファ
イルの形式は，インターネット上の電子文書の標準形式
の地位を築きつつあるPDF（Portable Document Format）
を採用した。この結果，オンデマンドでのドキュメント
の参照や，再利用などが可能になる。

5. お  わ  り  に

CENTUM CS 1000の開発は，我々にとって初めての本
格的なPC用ソフトウェアの大規模開発を伴い，今までに
はない取り組みが必要であった。このような場が与えら
れたことに感謝するとともに，今後，CENTUM CS 1000
をより競争力のある製品に育てて行くことを目指して行
きたい。

注：文中の製品名は各社の商標もしくは，登録商標です。


