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CENTUM CS 1000制御機能
Control Function of CENTUM CS 1000

中小規模向け生産制御システムCENTUM CS 1000制御ステーションに搭載する基本制御機能を新たに開発し

た。CENTUM CSで定評のある制御機能をコンパクトに実装し，さらに，PLCをはじめとする他のフィールド

制御機器との融合を進めたことで，中小規模向けとして高機能かつエンジニアリングの容易な制御機能を実現

した。また，実際の制御ステーションと同じ動作をPC上で実行する制御機能シミュレータを開発し，ターゲッ

トレスで制御アプリケーションの検査を行う「バーチャルテスト機能」を実現した。
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The basic control function installed in CENTUM CS 1000 Field Control Station has been newly devel-

oped. It achieved high functionality and easy engineering by implementing acknowledged control func-

tion of CENTUM CS and expanding communication function with various field control equipments.

  Moreover, the control function simulator which executes the same function on PC as an actual

control station has been developed. It enables the "Virtual Test Function", with which the control appli-

cation can be inspected without control station hardware.

1. は  じ  め  に

企業における各種設備のTCO（Total Cost of Ownership）
の削減が重要であることは論を待たないが，分散制御シ
ステム（DCS）もその例外ではない。DCSのTCO を考慮す
る上で，ハードウェアの保守にかかる費用はもちろん，
その上で動作する制御アプリケーションの作成および保
守にかかる費用も無視することはできない。さらに，
フィールドには多種多様な制御機器が配置されており，
それらと協調して制御を行うことは以前にもまして重要
となっている。本稿では，CENTUM CS 1000の制御機能
について
1）システム構築時および改造時のエンジニアリングを容
易にすること

2）各種フィールド機器との結合をシームレスに行うこと
を中心としてその機能を紹介する。

2. 機  能  構  成

CENTUM CS 1000の制御機能は， CENTUM CSで定評

のある高機能で自由度の高い制御機能を，中小規模向け
に実現したものである。その構成を図１に示す。この機
能は， 制御ステーション（FCS）に実装される。基本的な
制御機能は，PID制御機能，セレクタ機能などの制御の
最小単位を実現した「機能ブロック」を組み合わせること
で実現される。また，これらの機能ブロックを装置（ユ
ニット）に対応した単位にまとめることによって装置単位
の操作・監視を実現する「ユニット管理機能」を持ってい
る。
入出力に関しては，通常のセンサ・アクチュエータと
の入出力を行うプロセス入出力機能に加え，RS-232C等の
汎用的な通信による入出力を実現した「通信入出力機能」
を実装している。また，これらの制御機能をそのままPC
上で実行できる「FCSシミュレーション機能」をエンジニ
アリングツールとして提供している。FCSシミュレータ
上で動作を確認できた制御アプリケーションは，そのま
ま何の変更を加えることなく，実際のFCS上で動作させ
ることができる。

3. 基本制御機能

CENTUM CS 1000の制御機能について，高信頼性の実
現，エンジニアリングの効率化を進めるための仕組みお
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よび各種フィールド機器との接続の仕組みについてその
要点を述べる。なお，エンジニアリング効率を飛躍的に
向上させるツールとしての「FCSシミュレーション機能」
については次の章で説明する。

3.1 高信頼制御機能

CS 1000制御機能では，CENTUM CS FCSで実現され，
フィールドで長い実績のあるオペレーティングシステム
（OS）による同期実行方式（1）  を採用している。そのため，
何らかの異常により制御側CPUが動作を継続できなく
なっても，シームレスに待機側CPUへと制御を切り替え
ることができ，シーケンス制御主体のバッチプラント等
で，制御権切り替え時の継続性が大幅に向上した。

3.2 エンジニアリングの効率化

CS 1000制御機能では，エンジニアリングの効率化を図
るためにいくつかの仕組みを採用しているが，そのうち
のアプリケーション別のひな形の採用について紹介す
る。制御アプリケーションの構築は，多種多様な機能ブ
ロックを組み合わせて行う。ところが，これらの機能ブ
ロックはその種類によって使用する内部的な資源や，
CPU負荷が異なるため，その組み合わせを無制限に実行
できるようにすると，内部的な資源やCPU負荷の見積り
に高度なノウハウが必要となる。そのため，あらかじめ
想定されるアプリケーションの種別（連続制御主体かシー
ケンス制御主体か，監視が主体か制御が主体か，など）ご
とに，機能ブロックの種別ごとの数をあらかじめ調整
し，内部資源やCPU負荷が適正となるような「アプリケー
ション別ひな形」を提供している。

3.3 フィールド通信

フィールドに配置される制御機器は多種多様にわた
り，そのデータの種類，通信I/Fも多岐にわたっている。
制御アプリケーションがこれらのデータの種別や，通信

I/Fに依存すると，システムの構築および改造が非常に困
難になるおそれがある。CS 1000制御機能では，この問題
点を，1）通信実行部と制御アプリケーションの分離，2）
C言語による通信プログラムの記述，の方法で解決し
た。

（1）通信実行部と制御アプリケーションの分離
CS 1000制御機能では，通信経由で得られたデータ
を，「通信入出力領域」と呼ばれる共通領域に一旦格
納し，機能ブロック等の制御アプリケーションで
は，通常のプロセス入出力と同様にこの通信入出力
領域にアクセスすることで，他のフィールド制御機
器とのデータ交換を可能にしている。この通信入出
力領域へのアクセスは領域内の相対番号またはユー
ザ定義ラベルを用いて行うことができる。また，格
納されているデータの型（整数データ，浮動小数点
データなどの区別）は，自動的に判別され，制御アプ
リケーションを構築する上では，特に意識する必要
がない。このことで，通信実行部と制御アプリ
ケーションが機能的に分離され，通信プロトコル
の変更などの際に制御アプリケーションを改造する
必要がなくなる。

（2）C言語による通信プログラムの記述
CS 1000制御ステーションには各種汎用通信I/Fを用
いて他のフィールド制御機器を接続できる。また，
接続する機器ごとに異なる通信プロトコルが要求さ
れるが，標準的なものに対しては，製品として通信
パッケージを提供し，特殊なものについては，C言
語を用いてプロトコルを記述する仕組みを用意して
いる。通信入出力のデータの流れを図2に示す。

4. シミュレーション機能

DCSエンジニアリング工数の削減やエンジニアリング
環境の整備にかかるコストの軽減は，ユーザにとってメ
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リットが大きい。制御アプリケーションの検査まで含め
たDCSエンジニアリングをPCのみで可能にするために，
Windows NT*2上で動作する制御シミュレーション機能を
開発した。

4.1 位置づけ

制御シミュレーション機能を実現するFCSシミュレー
タと他の機能の関連を図３に示す。

4.2 FCSシミュレータ

FCSシミュレータはWindows NT上の１プロセスとして
動作する。実機FCSと同様に，エンジニアリング機能に
より生成された制御アプリケーション定義を読み込み，
実機FCSと全く同じ制御動作を実行する。FCSシミュ
レータとの通信は「VLネット折り返し通信機能」を介して
行う。これは，制御バス（VLネット）と全く同じ通信プロ
トコルをPC内のプロセス間の通信として使用できるよう
にしたものである。これを使用することで，ユーザが操
作監視機能（HIS機能）やテスト機能などを使用する場合，
通信対象が実機FCSなのかFCSシミュレータなのかを意
識せずに同じ操作を行うことができる。

4.3 他ステーション通信模擬機能

複数のFCSがデータ交換を行う制御アプリケーション
をエンジニアリングする場合，各FCSのアプリケーショ
ンを他のFCSから切り離すことができれば，コンカレン
トエンジニアリングが可能になり，エンジニアリングの

効率向上に大きく寄与する。そのため，
他のFCSとの間のデータ交換通信を模擬
する「他ステーション通信模擬機能」を開
発した。
他ステーション通信模擬機能は，Win-
dows NT上の１プロセスとして動作す
る。FCSシミュレータから送信される他
のFCSへの通信をすべて受け取り，それ
がデータ設定通信であればどのような値
が設定されたかを保存する。それがデー
タ参照通信であればあらかじめ与えられ
たデータを返す。ユーザは，テスト機能
で用意されるGUIを用いて，設定された
データの内容を確認できる。また，参照
通信に対しては返信すべきデータを設定
することができる。
１つのFCSシミュレータと他ステー
ション通信模擬機能を起動することで，
CPU負荷を上げることなく，複数のFCS
が関連する制御アプリケーションの検査
が可能となる。

4.4 FCSシミュレータのしくみ

図４に，FCSシミュレータの内部の動きを示す。
FCSシミュレータは，Windows NT上の１プロセスとし
て実現される。FCS機能を実装する各FCSタスクは，FCS
シミュレータ内の１スレッドとして動作する。各タスク
は，それぞれ１つのDLL（Dynamic Link Library）としてモ
ジュール化され，シミュレータ起動時にスレッドとして
起動される。
各タスクスレッドは，実機FCSの場合と同様に，FCS
シミュレータ内部にDLLとして実現されたFCSカーネル
模擬関数を呼び出しながら，タスクとしての機能を実行
する。FCSカーネル模擬関数は，実機FCSにおけるカー
ネルと同等の機能を持ち，タスク間の情報のやりとり
や，VLネット通信のような外部との情報のやりとりを行
うために呼び出される。FCSカーネル模擬関数のインタ
フェースは実機FCSとFCSシミュレータとで全く同じで
ある。従って，各タスクのソースコードは実機とシミュ
レータとで共通化でき，このため，両者の機能的な等価
性が保証される。
各タスクスレッドのスケジューリングは，FCSカーネ
ル模擬関数を呼び出してタスクに戻る直前で行われる。
図４で黒丸で示された部分は，スケジューリングを行う
処理（以下ディスパッチポイントと呼ぶ）である。ディス
パッチポイントが実行されると，タスクの切り替えを行
うべきかどうかが調べられる。切り替えを行うべきと判
断した場合は，次に動作すべきタスクスレッドに実行権

図３　FCSシミュレータの位置づけ
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利を切り換える。
タスクスレッドの切り替えは，Win32APIのスレッド
SUSPEND/RESUME機能を使って行う。SUSPENDと
は，タスクスレッドを一時停止状態にすることを意味
し，RESUMEとは，SUSPENDされているスレッドの一
時停止状態を解除することを意味する。ディスパッチポ
イントでは，切り替え先のタスクスレッドをRESUMEし
て自分自身をSUSPENDすることによって，タスクの切
り替えを行う。
また，割り込み処理も，独立した１つのスレッドとし
て実装されている。割り込みのトリガーはWind ow
Messageを使用した。割り込みスレッドは，Window
Messageの受信を待ち続け，受信すると，その時点で動
作中のタスクをSUSPENDした後，Messageに応じた割り
込み処理を行う。割り込みスレッドが割り込み処理を完
了すると，ディスパッチポイントが実行され，次に動作
すべきタスクがRESUMEされる。そして割り込みスレッ
ドは，再びWindow Message待ちに入る。

図４　FCSシミュレータの仕組み
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5. お  わ  り  に

本稿では，CENTUM CS 1000の制御機能のうち，エン
ジニアリングの効率化およびフィールド制御機器との融
合に着目して紹介した。制御機能は，その信頼性が問わ
れることはもちろんであるが，HMI（Human-Machine
Interface），エンジニアリング機能に求められているオー
プンI/F，プラットフォームフリーなどの要求が制御機能
に対しても求められていくことになると考えられる。
特に，今回開発したCS 1000制御FCSシミュレーション
機能は，PC上で直接制御を行う「ソフトFCS」や，PCの通
信I/Fを利用した「ゲートウェイ機能」などを開発する上で
の主要なコア技術となると考えられる。また，フィール
ド通信機能を強化したFCS制御機能は，「高信頼ゲート
ウェイ」などへの発展が期待できる。
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