
制御ステーションハードウェアの特徴

7 横河技報　Vol.42 No.1 (1998)

制御ステーションハードウェアの特徴
Features of Field Control Station

中小規模向けDCSシステムCENTUM CS 1000の制御ステーション（FCS）を開発した。本FCSは，大規模シス

テム向けのCENTUM CSに対して中小規模向けシステムとして位置づけられており，CENTUM CSと同一アー

キテクチャの採用，グローバル商品の実現を基本コンセプトとして開発した。 CPUカード，電源カード，VL

ネットカップラユニット，ネストを新規開発し，I/OモジュールはCENTUM CSと共通化を図っている。

CENTUM CSと同一アーキテクチャを実現するために 共通のI/Oモジュール，オブジェクト互換性のあるプ

ロセッサ，Vネットと論理レベルで互換性のあるVLネットを採用した。グローバル商品の実現のために小形，低

コスト，高信頼性，保守の容易性を実現し出荷時から各種国際規格に対応した。CPUカード，電源カード， VL

ネットカップラユニットは冗長化が可能であり，それぞれ必要に応じてシングル，冗長化の組み合わせが選択

できる。
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1. は  じ  め  に

中小規模向けDCSシステムCENTUM CS1000の開発に
あたり，“CENTUM CSと同一アーキテクチャ”，“グロー
バル商品”の２点を基本コンセプトとして開発を進めた。
FCSとしては，上記２点に加え，小形化，高信頼性，容
易な保守を目標とした。

2. FCSの機能，特徴

2.1 FCSの機能

FCSは，VLネットにより，HIS（Human Interface
Station）や他のFCS，ゲートウェイ等の他ステーションと
接続され，HISからシステムのダウンロード，各種設定
情報の受け渡し，HISへのアラームの通知などを行い，
各種I/Oモジュールを介して，各種アナログ入出力信号，
接点入出力信号，汎用通信信号（RS232等）と接続され

We have developed field control station (FCS) of CENTUM CS 1000 for a small and medium sized

scale DCS system.  Comparing to CENTUM CS for a large sized scale DCS system, this FCS is placed

as the small and medium sized scale DCS system.  The CPU card, the power supply card, VL net

coupler unit, and the nest are newly developed in this FCS , and the I/O modules are the same as those

of CENTUM CS.  To realize the same architecture as CENTUM CS, we have used the same I/O mod-

ule, object compatible processor,  VL net which is compatible at the logic level with V net.  And to

actualize global product, we made it small,  low-cost, high-reliability, and easy-to-maintenance.  It also

applied to various International Standards from the first shipment.  It is possible to duplicate of the CPU

card, the power supply card, and the VL net coupler. Customer can select combination of the single and

duplication of them if necessary.

る。また，各種I/Oモジュールから取り込んだ信号を，入
力処理，制御演算，論理演算，出力処理してI/Oモジュー
ルから出力する機能を持っている。

2.2 FCSの特徴

（1）CENTUM CSと同一アーキテクチャ
FCSでは大規模システムであるCENTUM CSのアー
キテクチャを基本にしたアーキテクチャを採用し
た。この結果，中小規模向プラントから大規模プラ
ントまで同じアーキテクチャで規模に応じたシステ
ムを構築できるようになった。また，CENTUM CS
が同時に使用される場合でも，部品の共通化，機能
の一貫性によりシステム構築，運転及び保守が容易
に行えるように工夫している。
CENTUM CSと同一アーキテクチャの実現のため
に，CPUはCENTUM CSとオブジェクト互換性のあ
るプロセッサを採用，制御バスとしてはVネットと
論理レベルで互換性のあるVLネットの採用，そして
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CENTUM CSと同一I/Oモジュールを採用した。こ
のようにCENTUM CSのソフト資産とハードウェア
資産を活用したシステム構成にした。

（2）グローバル商品
世界に通用する商品として小形，低コスト，高信頼
性，保守の容易性を実現し，出荷時から安全規格や
ヨーロッパで必要なEMC（E l e c t r om a g n e t i c
compatibility）関連規格（CEマーク対応）に適合させる
ことを目標に開発を進めた。
以下に適合規格を示す。
EMC関連規格
　EN55011 Group1 Class A適合
　EN50082-2適合
安全規格
　EN61010-1適合
　CSA-C22.2 No.1010.1認定
また，将来の規格動向を考慮して，以下のEMC関連
規格にも適合するよう設計及び評価してある。
　電源高調波干渉：EN61000-3-2 Class A
　サージイミュニティ：EN61000-4-5
電圧DIP（Dip）瞬停及び電圧変動：EN61000-4-11

（3）小形化
小形化実現のために，制御バスレベルで分散化する
構成とし，CENTUM CSのRIO（Remote  I/O
communication）バスは省略した。したがって同一ネ
ストにCPUカード，電源カード，通信部（VLネットイ
ンタフェース），I/Oモジュールを実装し，CPUカー
ドはI/Oモジュールをアクセスできるようにした。

（4）高信頼性
CENTUMで実績のある部品の採用に加え，各ユニッ
トの冗長化により高信頼化を図っている。
CPUカード，電源カード，VLネット通信部，I/Oバ
スが冗長化可能な設計になっており，I/Oバス以外
は必要に応じて各ユニットの冗長化構成を選択して
システムを構築できる。CPUカードは，同期実行
ホットスタンバイ方式で二重化されており，システ
ム動作中は，待機側プロセッサカードも制御側と同
期して，制御演算を常時行っているため，二重化切
り替え時にも，制御の連続性を維持できる。電源
カードの冗長化は，＋5 V出力を電源カード内のダイ
オードを経由してバックボード上で突き合わせるこ
とにより実現している。VLネット通信部，I/Oバス
の冗長化は，２系統に冗長化されており交互使用で
故障検出を行い，故障検出の際には，故障側を切り
離しメッセージを通知し，メッセージの内容によっ
て保守を行う。全ユニットを冗長化構成とした場
合，システムの共通部は，給電部の分電盤とCPU
カードの二重化切り替え回路の一部のみとなってお
り非常に高い信頼性を確保している。

（5）容易な保守
FCSは，基本的にファンを必要としない。このため
寿命部品であるファンの交換や，ファン用フィル
ターの定期的な清掃，交換も不要になる。また，
バックボード以外はすべて前面から交換可能な構造
になっており，メンテナンス時容易に交換すること
ができる。冗長化されている部分に関しては全て電

図1　FCSの構成図
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源を切らずに制御を続行したまま交換可能である。
（6）FCSの実装

CENTUM CSの19"ラック取り付け形ユニットと同様
な実装ができるように，大きさ，取り付け寸法を考
慮している。

（7）地球環境への配慮
先に述べた小形化による省スペース，低消費電力，
使用材料の選定，容易な分解性等を設計段階から考
慮し地球環境問題にも配慮した。CO2の排出量に関
しては，原材料から製造及び使用を経て廃棄に至る
までのライフサイクルにおける換算CO2排出量を計
算し，同規模の従来製品と比較すると35%削減でき
ると見積っている。

3. FCSの構成

FCSの構成図を図１に示す。FCSは，主にCPUカー
ド，電源カード，VLネット通信部カップラユニット，ネ
スト，I/Oモジュールネスト及びI/Oモジュールにより構
成される。各カードの組み合わせにより，各種電源入力
電圧，冗長化の組み合わせが可能になっている。電源の
入力電圧は100-120 V AC，220-240 V AC，24 V DCの３種
類に対応している。FCS内部の電源は＋5 V DCに統一さ
れており，内部構造を単純化してある。構成カードの低
消費電力設計および，シンプルな構成により全体の発熱
を抑えることにより，ファンレスを実現した。内部バ
スは，CPUカード間を接続してデータ転送を行うEN-

Bus，VLネットカップラユニットとCPUを接続する専用
バス，５個のそれぞれのI/OモジュールネストとCPUを
接続するためのI/Oモジュールバス，汎用通信モジュール
ネスト（AMN51）にのみ接続できるBN-Busがある。この
BN-Busのサポートにより，CENTUM CSでは専用の，電
源，RIOバス通信ユニットを実装したネストが必要だっ
た高速汎用通信がCS1000では簡単な通信用ネストにより
実現できている。以下に各モジュールの詳細を述べる。

3.1 CPUカード

CPUカードの内部ブロック図を図２に示し，その特徴
を説明する。CPUカードは，基本システム用CP701と拡
張形のCP703の２種類を用意した。メモリ容量がそれぞ
れ，8Mbyte，16Mbyteとなっており，使用するシステム
ソフトの種類により選択可能になっている。また，この
メインメモリはECC（Error Correction Code）符号化され
高信頼を実現している。CPUカードのメインMPUとし
て，新規にR4300を採用した。このR4300は内部が
75 MHz，外部が25 MHzで動作しており，命令キャッ
シュを16 kbyte，データキャッシュを8 kbyte内蔵し，ア
ドレス空間が32ビットモードで4Gバイト空間，データサ
イズはワード（32ビット）ハーフワード（16ビット）バイト
（8ビット）をサポートする。このキャッシュを内蔵した
R4300とメインメモリに16 Mbit DRAMを採用したことに
より，低コストにて高速動作を実現している。電源電圧
が3.3 VのMPUとDRAMを採用することにより消費電力を
低減させ発熱量の減少を実現した。また，電源電圧
が3.3 VのセルフリフレッシュDRAMを採用したことによ
り従来より容量が小さなバッテリーユニットを使用で
き，小形化を実現した。
ブートプログラム格納用としてFLASHメモリを採用し
た。FLASHメモリはプリント板に直接実装した状態で，
ブートプログラムの書き込みが可能であり，製造段階で
のROM取り付けやプログラム変更に伴う交換作業が不要
になった。
I/Oモジュールのアクセスはワンチップマイコン（H8S）
が行い，その結果によりI/Oモジュールのデータや状態を
共有RAMに作り上げる。それをMPUが必要に応じて参照
する。これによって，MPUの負荷を軽減している。ま
た，このワンチップマイコンはメンテナンスポートをサ
ポートしている。このメンテナンス機能は，開発時及び
出荷，保守の検査等に使用され各段階での効率向上を実
現している。保守時にはこのワンチップマイコンを経由
してFLASHメモリへの書き込み制御を実行させることも
できる。
CPUの二重化方式は同期実行ホットスタンバイ方式と称
し，その動作は基本的にはCENTUM CSと同じである。そ
れを支えるエラー検出及び保護手段に関しては次のような

図2　CPUカード内部ブロック図
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機能を新規に採用している。MPU内部誤動作に起因する不
正アクセスによるCPUカードの二重化ダウンを避けるた
め，相手CPUカードからの誤ったアドレスへの書き込みに
対して，ライトプロテクト領域を設定できる機能を採用
し，プログラムやデータベース領域の保護を実現してい
る。さらに，MMU（Memory Management Unit）及びライト
プロテクトによるデータ保全，アドレス，データのパリ
ティ符号化，ECCメモリ，２線式信号によるセルフチェッ
キングチェッカー等の採用を行っている。

3.2 電源カード

電源カードは，CPU等の共通部分と，５個のI/Oモ
ジュールネストまでの電源を供給するように設計してあ
る。出力の仕様を＋5 V単一出力にすることにより，回路
および構造を単純化し，省スペースを図ったので，力率
改善器を内蔵することを可能とした。この力率改善器に
より，前述の電源高調波干渉の規格に適合させてある。
＋5 V出力は，ダイオード経由で出力され，冗長化のため
に外部で突き合わせ可能にしてある。
入力電圧監視信号（ACRDY）と，出力電圧監視信号

（DCRDY）を備えたことと＋5V出力の保持時間を保証す
ることにより，短い停電が発生しても，停電前後の制御
が継続して実行できるようにした。特に停電発生直後の
出力電圧保持時間は，CPUカードでのソフトウェアの停
電時の待避処理に直接関係するので仕様で明確化してい
る。供給電源については，グローバルな商品として必要
な100-120 V AC，220-240 V AC，24 V DC入力を実現する
ために，３種類の電源を開発した。

3.3 制御用バス

制御用バスとして，VLネットを新たに採用した。VL
ネットは，コスト低減，計装の簡易化のためにケーブル
及びコネクタを10 Base 2（50Ω同軸ケーブル，BNC同軸
コネクタ）に置き換えている。論理的にはVネット互換の
トークンパッシング方式で，
伝送速度：10 Mbps
最大ステーション数：24ステーション

（HIS 8台，FCS 16台まで）
伝送距離：185m/セグメント

（光リピータの使用で総伝送距離20 km）
としている。VLネットのカップラ部分の分岐ユニット
は，Vネットの分岐ユニットと電気的，形状的に互換に
設計してある。したがって，今後本FCSをCENTUM CS
のラインアップとして展開する場合も，VLネットの分岐
ユニットをVネットの分岐ユニットに変更するだけで，V
ネットに接続することができる。

3.4 ネスト

FCSネストは，CPU，電源以外には，VLネットカップ
ラ，CPUの主記憶保持のためのバッテリーユニット，
バックボード，分電盤，RDY信号出力ユニットにより構
成されている。ネストは，２個のI/Oモジュールネスト実
装タイプが標準で，オプションにより５個のI/Oモジュー
ルネスト実装タイプが選択できる。

3.5 I/Oモジュール

I/Oモジュールネスト，I/Oモジュールは，CENTUM CS
で開発したものがすべて使用できるように設計した。ま
た，専用の通信用ネストを新規に設計したことにより
CENTUM CSで開発した高速通信カード（ACM21，
ACM22）も実装できる。さらに価格低減を図るために機能
を専用化したI/OモジュールAAM10，AAM50を新規開発し
た。以下にAAM10，AAM50の主な開発ポイントを示す。
（1）新規開発のゲートアレイに機能を集約し，AAM11/

51で使用しているマイクロプロセッサ，AD変換IC，
クロック等を削除した。

（2）機能を限定したことによる回路部品点数減により，
プリント板の２層化を行った。

（3）海外生産を考慮した部品を選択し採用した。

4. 保守・信頼性

短期間の開発で，高信頼性を実現するため，CENTUM
シリーズで実績のある部品，回路を極力使用しており，
ディレーティングに対しても十分な検討及び評価を行っ
た。I / O モジュールネスト及びI / O モジュールを
CENTUM CSと共通化したことにより，出荷時から，
CENTUM CSと同等の信頼性が確保できた。また，保守
に関しても，スペアパーツや修理環境の共通化により保
守環境の構築，維持のコスト低減を実現している。

5. お  わ  り  に

CENTUM CS 1000のFCSは可能な限り実績のある部品
や技術を活用し，短時間で高い完成度を実現した。製品
としてはCENTUM CSのローエンドモデルで，μXLの市
場を包含するグローバルな市場に対応するという命題に
対しての重要な解である。これで，CENTUMシリーズの
ハードウェアは，小規模から大規模まで同一アーキテク
チャによるシリーズ化が実現したことになる。今後も，
市場の要求により，低価格化，他機種との接続，新たな
規格への対応が必要になる。これらの要求に対応して製
品としての魅力を維持することが重要である。

参  考  文  献

（1）松田年彦，佐野秀雄，十河定俊，狭間流．“制御ステーションのフォー

ルトトレラント設計”．横河技報，Vol．37，No. 4, pp. 155～158（1993）


