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Windows NT上のヒューマンインタフェースソフトウェア
Human Interface Software on Windows NT

中小規模向けシステムCENTUM CS 1000 の操作監視機能を受け持つソフトウェアパッケージとしてHIS

（Human Interface Software）を開発した。HIS機能は，Windows NT*3上に構築され，従来のDCS（Distributed

Control System）のMMI（Man-Machine Interface）機能とウィンドウオペレーションの使いやすさを併せ持っ

た機能を持っている。本稿では，HISのウィンドウ操作，ウィンドウ階層化機能，外部へのデータのやり取りの

概要・特長を紹介する。さらに，設計上の留意点として，基本的なプロセス・スレッド構成，高速表示機能の

ための各種方策，国際化などの取り組み方法を紹介する。
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We have developed a Human Interface Software (HIS) as a software package for Yokogawa's mid-

range DCS CENTUM CS 1000. HIS function is constructed on Windows NT and has many functions

which combine the feature of previous DCS's MMI functions and usability of Windows NT. This paper

describes the general feature of HIS functions such as window configuration, hierarchy of windows and

open data interfaces. Moreover, this paper describes the basic process/thread model, several methods

of high speed drawing, the method of internationalization.

1. は  じ  め  に

プラント制御システムにおいて，操作監視機能はプラ
ントの状態を把握したり，操作を行うための重要な役割
を果たしている。従来は，操作性，堅牢性などを強く求
められ，専用のマンマシンインタフェースとして，専用
機の上に構築されていた。しかし，次のような理由か
ら，よりオープンな環境が求められてきている。
・オペレータの仕事の範疇が単なる操作監視から情報系
をも含めた部分へ広がっており，ネットワーク機能や
汎用アプリケーションが充実しているWindows*3との
共存の必要性が増している。

・ PC（Personal Computer）の性能，Windowsの機能の進
歩には目覚しいものがあり，エンドユーザもこうした
最新技術を利用したいという要求が増している。
HISは，こうした背景から，よりオープンなプラット
フォーム上に，操作監視の機能をより使いやすい形で融
合させている。

2. ハードウェア，ソフトウェア環境

HIS機能は汎用のPC/AT互換機上で動作する。動作環境

は，CPUとしてPentium 166 MHz以上，メモリ容量として
64 MB以上である。汎用のPCが使用可能なため，最新マ
シンのコストパフォーマンスを利用することができる。
プリンタなどの周辺機器は，Windows NT＊3  でサポー
トしているものが利用可能であり，従来に比べると選択
肢が増え，世界各地域に合わせた機器が使用できる。ま
た，信頼性を要求するユーザのためには，温度監視，
ファン監視などのRAS（Rel iab i l i ty ,  Access ib i l i ty ,
Serviceability）機能を持った横河製PCも選択可能である。
OSとしては，マイクロソフト社Windows NT 4.0を採用
している。HISは，NT上の１つのソフトウェアパッケー
ジとして動作する。また，帳票などの機能はマイクロソ
フト社Excel*3をベースに動作する。
CS 1000の制御バスとしては，VLネットを採用してい
る。このため，VLネット用のPCI規格の通信カードと専
用ドライバが用意されている。このVLネット上には，独
自の制御バス通信プロトコルの他，TCP/IPも利用可能
で，VLネットだけを利用して，操作監視ステーション間
の汎用の通信を行うことも可能である。また，オプショ
ンとして専用のオペレーションキーボードを用意し，操
作監視を効率的に行えるようにしている。

3. ウィンドウ操作

3.1 ウィンドウ構成

HISのウィンドウ構成は，利用者の用途に応じて，ウィ
ンドウモード，フルスクリーンモードがある。ウィンド
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ウモード（図１参照）では，ほとんどのウィンドウは，標
準的なオーバラップ型で表示され，一般的な操作感覚
（look & feel）のウィンドウ操作環境を提供する。また，
フルスクリーンモード（図２参照）では，主たるウィンド
ウをスクリーン全体を被うように表示し，従来のDCS操
作監視機能とほぼ同等の見栄えを提供できるよう配慮し
た。どちらのモードでも，画面最上部には，システム
メッセージウィンドウを表示する。ここには，各種ウィ
ンドウを呼び出すためのボタンや，最新のいくつかのプ
ロセスアラームメッセージなどが表示される。アラーム
の発生を見失わないために，このウィンドウはWindows
NTエクスプローラのタスクバーと同じアプリケーション
バーとして表示することにより，通常のウィンドウ操作
では隠れないような工夫を施した。

3.2 ウィンドウの種類

HIS機能で表示するウィンドウは，プロセスの操作監視
に用いられるオペレーション系ウィンドウ，制御状態を
詳細に表示する状態表示系ウィンドウ，制御状態や操作
記録をレポート形式で表示するレポート系ウィンドウ，
システムのメンテナンスに用いられるメンテナンス系
ウィンドウおよびその他のダイアログから構成される。

3.3 ウィンドウ階層

HISでは，操作監視ウィンドウ群をウィンドウの階層構造
という考え方で統一的に体系化しており，操作監視のため
のウィンドウ群は，基本的にウィンドウ階層に組み込まれ
ている。図３にウィンドウ階層の例を示す。ウィンドウ階
層を用いることによりトップダウン的なウィンドウ展開や
アラームの監視といった機能を有効に利用することができ
る。具体的には，下位のグラフィックに組み込まれた監視
対象タグのアラーム状態を最上位グラフィックに集約して
監視することができる。図４にアラームが階層的に監視さ
れている様子を示す。これにより通常の運転では，最上位
のウィンドウまたは，システムメッセージウィンドウによ

り，プラント全体の運転状況を一目で把握することができ
る。また，操作監視ウィンドウの階層の状態を見やすく表
示する専用のナビゲータウィンドウを用意している。ナビ
ゲータウィンドウは，選択したウィンドウを直接呼び出す
機能の他，各ウィンドウのアラーム状態をアイコンにより
表示することで，全ウィンドウのアラーム状態の鳥瞰図的
な視野をも提供する。図５にナビゲータウィンドウの様子
を示す。

3.4 汎用アプリケーションとの共存

HISでは，操作監視系のウィンドウと共に汎用のWin-
dowsアプリケーションを呼び出し，実行することができ
る。例えば，プラント機器の管理にマルチメディアによ
るガイダンスを表示したり，Excel等の汎用ソフトウェア
により操業データ等を管理することができる。この際，
操作監視ウィンドウ群と，汎用アプリケーション群をグ
ループとしてとらえ，システムメッセージウィンドウま
たは，専用キーボードに用意されたサーキュレートボタ

図１　ウィンドウモード 図２　フルスクリーンモード

図３　ウィンドウ階層

Windows NT汎用アプリケーション�システムメッセージウィンドウ� システムメッセージウィンドウ�

主ウィンドウ� 補助ウィンドウ�
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ンにより交互に切り替えることで，緊急時に操作監視系
のウィンドウを見失うことがないようにしている。

3.5 ダイナミックウィンドウセット

現在表示中のウィンドウ群の状態を動的に保存し，次
回ワンタッチで，保存されたウィンドウ群の状態を復元
する機能（ダイナミックウィンドウセット）を提供してい
る。この機能は，オペレータが事前のエンジニアリング
無しにウィンドウセットを定義できることが特長となっ
ている。図６にダイナミックウィンドウセットの動作の
様子を示す。

4. オープンデータインタフェース

HISが有する以下に示すプロセスデータを幅広いアプリ
ケーションからアクセスできるようオープンデータイン
タフェースを提供する。図７にオープンデータインタ
フェース使用時のシステム構成を示す。
・タグ情報など
・プロセスデータ（瞬時値）
・締め切りデータ（平均値，合計値，最大値，最小値など）
・ヒストリカルトレンドデータ
・ヒストリカルアラームイベントメッセージ
・バッチデータ
・アラームイベント通知
インタフェースとしては，次の２つを用意している。
・DDE（Dynamic Data Exchange）
・OPC（OLE＊3 for Process Control）
OPCとは，マイクロソフト社の提唱するOLE/DCOM＊3

技術をプロセスデータのハンドリングに利用するための
インタフェース仕様であり，現在，世界的に標準化が進
められている。HISの環境では，ユーザがVisual Basicな
どを用いて，OPCインタフェース経由でプロセスデータ
にアクセスすることが可能である。

5. 設計上の留意点

5.1 プロセス／スレッド構成

すべての操作監視ウィンドウは１秒でプロセスデータ
を更新できるよう設計した。一般にWindows NTではプロ
セスのスイッチングに要するパフォーマンス上のロスが
UNIXに比べ高い（よりCPU時間を消費する）。このため，
主要なサーバ機能をダイナミックリンクライブラリ
（DLL）として実現してプロセス間通信を極力減らすよう
な構成とした（図８参照）。また，フィールドコントロー
ラに対しての通信回数もVLネットの負荷を上げることに
なるため，個々のウィンドウプロセス内では通信をでき
るだけまとめる方向で部品化設計を行った。

図４　アラーム階層

図５　ナビゲータウィンドウ

図６　ダイナミックウィンドウセットの動作 図７　オープンデータインタフェース
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また，操作監視ソフトウェアは，一般にイベント駆動
型で作成されるが，Windowsでは，ウィンドウメッセー
ジとカーネルオブジェクトの同期待ちという２系統のイ
ベント種が存在し，こちらを同時に待つことができな
い。このため，マルチスレッド機能を利用し，一方のイ
ベント種を他方へ変換させ，メインスレッドでは，１種
のイベントだけを待てるように工夫している。

5.2 ブリンク（点滅）表示

プラントの異常などをオペレータに通知するのに，音
を利用するのはもちろんのことであるが，更にHISでは
ボタンなどをブリンクさせることで視認性を確保してい
る。Windowsでは，標準でブリンク機能がサポートされ
ないため，HISでは，システムメッセージウィンドウが
パレットアニメーション機能を利用してハードウェアパ
レットを定周期で書き換える。その他の操作監視ウィン
ドウ群はハードウェアパレットを透過的に参照する論理
パレットを用いることにより，頻繁な再描画処理を廃し
たCPU負荷の発生しない高パフォーマンスのブリンク機
能を実現している。図９にブリンク実現の方式を示す。

5.3 ウィンドウサイズ

ハードウェアとして汎用のPCを利用すると使われる

ディスプレイやグラフィックカードは千差万別であり，
表示されるウィンドウは複数の解像度に対応できる必要
がある。このため，すべてのウィンドウにおいてフォン
トの変更や，スケーリングを考慮している。また，単に
スケーリングの機能を提供するのではなく，大サイズ，
中サイズの定形ウィンドウサイズを用意してオペレータ
の負担を軽減している。

5.4 グラフィック描画

グラフィックウィンドウでは，専用のグラフィックエ
ンジンを開発している。今回，グラフィックオブジェク
トファイルのフォーマットの一部として，拡張WMF
（Windowsメタファイル）を採用することで，実行時の高
速描画を実現している。また，従来からの機能に加え，
外部からのビットマップ，写真の取り込みの機能などを
強化し，グラフィック作成時の手間を低減している。　
図10にグラフィックウィンドウの例を示す。

5.5 国際化

CS 1000では，国際市場を重視している。設置される地
域により，表示されるメッセージ，時刻表示形式など，
さまざまな点でローカライゼーションが求められる。そ
のため，HIS内で使われているメッセージは全てリソー
スDLLとして外部ファイル化している。これにより，現
地ではこのファイルの現地語化を行いさえすれば良いよ
うな仕組みを提供している。

6. ま　と　め

HIS機能の概要と特長について説明した。HISは単なる
Windows NT上で動作する操作監視機能というだけでな
く，汎用アプリケーションとの協調やオープンデータイ
ンタフェースなど，これからの横河のDCS HMIのコアと
なる技術を搭載したソフトウェアである。今後，バッチ
パッケージやActiveX＊3  コンテナ化など機能の充実と更な
るオープン化を進めてゆきたい。

図８　プラントデータ通信スレッド構成例

図９　ブリンクの実現方式

図10　グラフィックウィンドウ


