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CENTUM CS FCS オンラインシステム変更
On-line System Upgrade on CENTUM CS FCS

CENTUM CS FCS（＊2）において，オンラインシステム変更機能を開発した。本機能は，二重化構成のハード

ウェア上で動作し，約２秒間の制御機能停止時間でシステムソフトウェアを変更できる機能である。すでに実

現されている，オンラインでのアプリケーションデータ変更機能と併せて，DCS（＊3）の保守性，有効性を向上

させる機能である。特に連続制御系へ本機能を適用した場合，ユーザにとって保守コスト低減効果は大きい。

本稿では，その特長，構成，動作について述べる。
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1. は  じ  め  に

CENTUM CSの制御機能であるFCSは，ハードウェア
の２重化，オンラインでのアプリケーションデータ変更
機能などの特長により高度な信頼性，有効性，保守性を
既に実現しており，多くのフィールドでの実績がそれを
証明している。
しかし，近年プラントの規模が大きくなるにつれ，そ
の保守作業に伴うコストが増大しているが，保守作業は
プラントの品質，安全性を確保する上で非常に重要な要
素であるため，簡単に保守コストを削減できないのが実
状である。
オンラインシステム変更機能は，このような背景のも
とに開発された機能である。プラントとDCSの密接な関
係を考慮すると，保守作業のためにDCSを停止すること
は，プラント全体の停止につながることは明らかで，停
止を伴わない保守作業が可能になれば，ユーザが抱える
保守コスト増大の問題に対する解決策となる。

2. 特　　長

（1）適用分野
ユーザのメリットが大きいと考えられる連続制御系
への適用を主眼点とする。

（2）オンラインでのシステム変更
制御対象（プラント）への影響を最小としながらシス
テム変更が可能。
本機能によると，約２秒間の制御入出力更新停止時
間でシステムソフトウェアを変更できる。

（3）変更対象
本機能の変更対象はシステムソフトウェアである。
そこには，FCSのほとんどの機能が含まれており，
あらゆるケースでの変更要求に対応でき，既に実現
されているアプリケーションデータのオンライン変
更機能と組み合わせることにより柔軟なシステム変
更が可能となる。

（4）信頼性
システム変更の実施に関連する種々の条件を自動的
にチェックすることにより，より安全なシステム変
更機能を提供する。

（5）フェールセーフ
オンラインシステム変更の実施中あるいは実施後
に，元の状態に戻すための手段がある。

We have developed the on-line system upgrade function on CENTUM CS FCS.  This function can
perform on-line system software upgrade on dual-redundant hardware. While upgrading the system

software, the control function stops for only two seconds. With the on-line maintenance function that
can change the application data while controlling, this function improves the serviceability and avail-
ability of DCS. When this function is applied for continuous process control application, it can decrease

the cost of maintenance. This paper describes the features, architecture and action of this function.
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3. ハードウェア構成

図１にハードウェア構成を示す。
オンラインシステム変更機能を動作させるためには，
図１に示すようにFCSが２重化ハードウェア構成となっ
ていることが必要である。
２重化構成のFCSには，CPカードと制御入出力カード
がそれぞれ２枚ずつ実装される。CPカードには，CPU，
RAM，ROMが実装されており，１枚だけでも制御機能を
実行するために十分なハードウェアを備えている。更
に，相手側のCPUへ事象通知を行ったり，相手側のRAM
をリード／ライトできるといった２重化のための仕組み
も備えている。
２重化での運転状態になると，実際の制御入出力はど
ちらか一方の制御入出力カードからのみ出力されてお
り，制御入出力を行っている側を「制御側」もう一方を「待
機側」と呼ぶ。何らかの理由により，制御側が停止した場
合は，即座に待機側により制御動作を継続することがで
きる。即ち，２重化運転状態のFCSは，片側の停止に対
しては，制御動作に影響を与えることなく継続できる機
能を備えている。
オンラインシステム変更機能は，２重化を実現するた
めの仕組みや２重化構成とした場合の動作を最大限利用
することにより実現されている。
尚，FCSの２重化については，参考文献（1）に詳しく解
説されているので参照されたい。

4. ソフトウェア構成

図２にオンラインシステム変更機能に関連するソフト
ウェアの構成を示す。
（1）ブート機能

FCSの立ち上げ（ブート）処理を行うプログラムで両
側CPカードのROMに同一のプログラムが格納さ
れ，このプログラムはそれぞれ独立に動作可能であ
る。ブート機能は，CPカードが動作を始めると最初
に動作し，システムソフトウェアやアプリケーショ
ンデータのローディング，システムソフトウェアの
起動処理，２重化実行処理などを担当する。

（2）システムソフトウェア
システムソフトウェアは，両側CPカードのRAM上
に同一のプログラムがローディングされ，ブート機
能からの起動によりそれぞれ独立に動作する。但
し，２重化運転状態においては，それぞれのシステ
ムプログラムは互いに連携をとりながら実行してい
る。システムソフトウェアには，オペレーティング
システム，２重化実行処理，通信バス処理，制御入
出力処理など，FCSのほとんどの機能が含まれてい
る。オンラインシステム変更機能の目的は，このシ
ステムソフトウェア部分をオンライン状態で変更す
ることである。
尚，２重化制御に関するシステムソフトウェアの動
作については，参考文献（1）を参照されたい。

（3）アプリケーションデータ
制御機能のためのデータベースである。演算のため

図１　ハードウェア構成
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のパラメータや制御入出力値などが含まれ，システ
ムソフトウェアにより常時更新されている。実際に
制御入出力が行われるのは制御側においてのみであ
るが，２重化制御の仕組みにより待機側のアプリ
ケーションデータも常に制御側と同じ内容が保持さ
れており，連続性を失うことなく待機側が制御を継
続できるようになっている。
システム変更時にも，本データに時間的な連続性を
保たせることが必要である。

（4）システムソフトウェア変更コマンド
ユーザは本コマンドを使用してシステムソフトウェ
ア変更を実施することができる。本コマンドをユー
ザが起動すると，インタラクティブにオンラインシ
ステム変更を進めることができる。オンラインシス
テム変更の動作については次章で述べる。

5. 動　　作

5.1 オンラインシステム変更コマンドの動作

ユーザは対象FCSのオンラインシステム変更を実施し
ようとする場合，EWSにて動作するシステムソフトウェ
ア変更コマンドを起動する。本コマンドは，まず対象
FCSに対してオンラインシステム変更を実施できるかど
うかの判断を行う。本コマンドが対象FCSに対して実施

する検査項目を表１に示す。すべての検査項目に問題が
なければ，5.2にのべる手順にそってオンラインシステム
変更が実施される。この間ユーザは，次の手順へ移行す
るか否かの判断を求められ，制御対象の状態を確認しな
がら安全に作業を進めることができる。何らかの要因に
より作業が継続できなくなった場合は，変更手順の進行
具合に応じた中断処置が実施される。

5.2 FCSの動作

図３は，オンラインシステム変更を実施する場合の手
順をFCSの動作を中心に示している。
（1）初期状態

オンラインシステム変更の実施にあたって，対象の
FCSは両側のプロセッサがオンライン状態で動作中
で，アプリケーションデータが更新中であることが
必要である。

（2）待機側を停止
オンラインシステム変更コマンドがVネット通信バ
ス経由で，待機側のプロセッサを停止させる。この
時，待機側のアプリケーションデータの更新も停止
する。但し，制御側のプロセッサは正常に動作して
いるので，制御対象には全く影響を与えずに制御機
能が継続されている。

（3）待機側へ新システムソフトウェアをロード
システムソフトウェア変更コマンドは，オンラインシ
ステム変更の開始であることを対象FCSの待機側ブー
ト機能へ通知し，待機側ブート機能の起動を行う。そ
の後，システムソフトウェア変更コマンドと起動され
た待機側ブート機能とが連携して，待機側のRAMへ
新しいシステムソフトウェアのローディングを行う。
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�図２　ソフトウェア構成

検査項目� 検査内容�

ハードウェア構成�

ブート機能�

システムソフトウェア�

動作状態�

メモリサイズ�

2重化構成のハードウェアが実装されていること�

オンラインシステム変更機能を有している版であること�

オンラインシステム変更機能を有している版であること�

両側のプロセッサがオンライン動作中であること�

新しいシステムソフトウェアをローディングするのに十分な空きがあること�

�

�

表１　オンラインシステム変更実施時の検査項目
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表２　オンラインシステム変更後のスタート動作における特殊事項

項　　目� 内容説明�

ワインドアップ運転（*1）�

MANフォールバック動作（*2）�

ワインドアップ運転を行わない�

MANフォールバック動作を行わない�

�

�
（*1） ワインドアップ運転�
 初期化スタート直後，制御パラメータを調整するために制御入出力を行わない運転モード�
（*2） MANフォールバック動作�
 異常の検知により制御状態を強制的に手動モードにすること�

（4）アプリケーションデータ等値化
システムソフトウェア変更コマンドは，システムソ
フトウェアのローディングが終了すると，待機側
ブート機能を再度起動する。起動された待機側ブー
ト機能は，既に更新が停止している待機側のアプリ
ケーションデータを最新の状態に戻すために，制御
側のシステムプログラムと連携しながら，現在も更
新が行われている制御側のアプリケーションデータ
を待機側へコピーする。制御側は制御動作を継続中
なので，コピー後もアプリケーションデータの変更
が行われるが，その変更分もハードウェアの仕組み
により待機側へ等値化される。

（5）待機側が制御側としてスタート
待機側のブート機能は，アプリケーションデータの
更新が終了すると，制御側のシステムソフトウェア
に対して，停止の通知を行う。停止の通知を受けた
制御側のシステムソフトウェアは，自らを停止状態
とする。待機側のブート機能は制御側の停止を確認
後，新たに制御側となって既に更新されているシス
テムソフトウェアの起動を行う。ここで元制御側が
停止してから元待機側が制御側となって制御動作を

開始するまでの約２秒間，制御入出力動作がホール
ド状態となるため，アプリケーションデータの更新
が一旦停止し，その時点での値が保持されたまま約
２秒後に更新が再開される。新たにスタートした制
御側は，ブート機能により伝達されているオンライ
ンシステム変更後のスタートであるという情報によ
り，制御の継続性を妨げる動作を実行しないように
する。表２にオンラインシステム変更後のスタート
動作における特殊事項の一覧を示す。

（6）元制御側をスタート
システムソフトウェア変更コマンドは，元制御側を
新しい待機側としてスタートさせる。起動された
ブート機能により制御側から新しいシステムソフト
ウェアをコピーし，新たに待機側として動作する。
以上でオンラインシステム変更は完了する。

6. む　す　び

CENTUM CS FCSのオンラインシステム変更機能につ
いて，その特長，構成，動作を述べた。本機能が加わっ
たことにより，CENTUMシステムの保守性，可用性が更
に向上し，ユーザの保守コスト低減に寄与するものと確
信している。
尚，本機能の使用にあたっては，慎重を期する意味で，
当社サービスエンジニアと十分な打ち合わせを行い，対象
プラントの挙動を事前に把握した上で実施する。
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図３　オンラインシステム変更の動作
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