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FAST/TOOLSは広域の監視制御アプリケーションに対するソリ
ューションをご提供します。これらのアプリケーションでは次の
ような要件があります。
●  マルチプロセスサイト環境
●  サードパーティシステムとの統合
●  メディアに依らない広域通信 
●  間欠通信に対する堅牢性
●  不正アクセスへのセキュリティ
●  災害復旧と高可用性アーキテクチャ
●  アラーム＆イベント管理とトレンド、レポーティング

これらの要件は例えば次のようなところで多くみられます。
●  石油・LNGの生産、輸送
●  電力・ガス・水道などのライフライン事業
●  エネルギー管理
●  製造業の重要アプリケーション

さらに、新設・既設のサイトにおけるハイブリッドなソリューショ
ンを実現するため、さまざまなタイプのシステムを統合するフレ
キシビリティを提供します。

YOKOGAWAのSCADAソリューションである

FAST/TOOLSは、グローバルな製造業や電力・

ガス・水道などの広域ライフライン事業で多く

活用されています。高い可用性と効率をキープ

して、最小限の維持コストで最大限の投資効果

を得るための生産プロセス管理を実現します。

多くのクリティカルなアプリケーションにおけ

るFAST/TOOLSの成功は信頼性の高いオープン

アーキテクチャ設計、4重化まで可能な冗長化

構成とオンラインコンフィグレーションのサポ

ートに基づいており、これらの機能が生産プロ

セスの効率と品質の向上に貢献しています。

FAST/TOOLSは小規模からスタートでき、アプリ

ケーションニーズの変化に合わせて容易に拡張で

きるシステムを提供します。

これにより投資回収前に陳腐化してしまうという

リスクを回避します。さらに、YOKOGAWAはハード

ウェアにもOSにも依存しないベンダーとして、標

準OS、標準ネットワークプロトコル、標準ユーザ

インターフェイス、そして標準ソフトウェア開発

ツールをサポートすることをお約束します。

は じ め に

FAST/TOOLSは40年以上にわたり、お客様の要求する業界ニーズを
パッケージ機能として実現し続けています。

FAST/TOOLSは強力で柔軟な最先端の分散型操業情報、
統合監視制御システムです。
これらのアプリケーションに必要な最新のIT技術を
組み込んだパッケージであり、さまざまなコンピュータシステム
で動作するマルチプラットフォームを実現しています。
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所有コストを削減するWebベースのユーザインターフェイス（HMI）

FAST/TOOLS HMIは完全にWebベースなので、操作が簡単で、プロセス画面を介してブラウザで直観的に
ナビゲーションすることができます。HMIは最新のWebテクノロジーのメリットを提供できるようにデザインされています。

主なメリット：
●  最小仕様の汎用的なハードウェアを使用できます。
●  ソフトウェアのインストールと管理を一元化できます。
●  遠隔地に設置されたディスプレイや分散型のサーバ／クライアントアーキテクチャによる負荷分散が可能です。

FAST/TOOLS HMIエディタによりWebベースのオペレータ環境で個別に表示や非表示を設定できるダイナミックな
レイヤーや表示グループを持ったプロセス画面を作成することができます。
これによりマルチレベルのプロセス監視やKPIモニタリングを1画面で行うことができます。

高生産性を実現する環境

効率的なエンジニアリングとオペレーション

FAST/TOOLSエンジニアリングモジュールはシステム全体の直観的なコンフィグレーション環境を提供します。
マルチユーザ環境によりプロジェクトメンバが遠隔地にいてもどこからでも迅速にアプリケーションを構築することができます。

さらにFAST/TOOLSは新しいOS環境やバージョンへのアップグレード時にも、既存のアプリケーションへの投資を無駄にしないようにデザイ
ンされています。具体的には、FAST/TOOLSのクライアントは簡単に導入できるWebベースのため、ソフトウェアは完全にプラットフォームか
ら独立しています。これによりさまざまなケースで全体的な所有コストを大幅に削減することができ、プラントやプロセスへの影響を最小限
に抑えることに貢献します。

また、システムユーザに着目したレコーディング・プレイバック機能を使うことによってオペレータが実際に何を監視して作業しているのかを
見ることができ、これを活用することでシステムの効率をさらに向上させることができます。この機能はシステム最適化のための情報と「日常
作業」の実態を提供しますので、オペレータの作業改善につなげることができます。

シンボルを個別に更新する必要が無いオブジェクト指向型のリッチアニメーショングラフィックで生産性を最大化します。
親シンボルで変更を行えば、システム全体の子シンボルすべてに反映されます。

主な利点：
●  エレメントやシェイプのダイレクトアニメーションは、それぞれのプロパティで変更とアクティベートができます。
●  シェイプやシンボルは直観的に操作することができます。
●  ツールボックス、プロパティ、アクション、パラメータなどのエンジニアリングシートは操作しやすいように配置したり、
    サイズを変えたりすることができます。
●  すべてのディスプレイオブジェクトの動的あるいは静的な情報は構造化されて表現されており、容易にトレースしたり、
    ツリー構造を使ってナビゲーションすることができます。

FAST/TOOLSアプリケーションデータベースは全体的なシステムパフォーマンスに対するインパクトを最小に抑えながら、制限なくI/Oを拡張
することができます。
グラフィック、アイテム（タグ）定義、レポート、I/Oドライバの完全なオンライン編集（変更／追加／削除）をサポートしており、最大の可用性
を保証します。さらにシステムは一般的に使用されるメディアへのヒストリデータの自動アーカイブとデータクリーンアップ技術をサポートして
おり、迅速な復旧と最大パフォーマンスを確保します。

プラント機器は定義したプロパティと特性を持たせたオブジェクトとして、FAST/TOOLS内に体系化することができます。定義されたオブジェ
クトはそれぞれのオブジェクトにユニークなタグ番号を割り当ててプラント全体に容易に拡げることができ、コントロールシンボルは一度作
成すれば必要に応じてシステム全体で何度でも再利用することができます。
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FAST/TOOLSは、Windows、UnixおよびLinuxベースのオペレ
ーティングシステムをサポートしており、プラットフォームに依
存しない独立したSCADAシステムです。
さまざまなオペレーティングシステムで、多くのFAST/TOOLS
システムが長年にわたって利用されてきました。最新のオペレ
ーティングシステムのバージョンに継続的に対応しています。

可用性が求められるシステムにはFAST/TOOLSの冗長化や
ディザスタリカバリ構成（２重化、３重化、４重化）を適用す
ることができます。
また、ハードウェアや通信手段に依存していないため、通信や
アプリケーションの冗長化にも対応することができます。

OSへの非依存性可用性と信頼性オープンで拡張性のあるアーキテクチャ
FAST/TOOLSはWebサービス技術とSOA（サービス指向アーキテクチャ）コンセプトを取り入れたオープンな
イベント駆動型のシステムアーキテクチャをベースにしています。
フレキシブルなサーバ／クライアントアーキテクチャと、必要に応じて容易に拡張できるモジュール化した
ソフトウェアアプローチにより、優れたスケーラビリティと高いパフォーマンスを実現しています。

システムインテグレーション能力

FAST/TOOLSはフィールド機器からのデータ収集用に高い通信パフォーマンスと信頼性を備えた専
用のドライバプロトコルを数多く用意しています。同一のSCADAサーバ上にあるさまざまなメーカの
DCS／PLC／RTUシステムに対してダイレクトに通信できるプラグインを提供することができます。
また、光ファイバー、シリアルライン、無線、サテライト、xDSL、GPRS、3G、公衆交換電話網を介した
多くの実績のある通信インターフェイスがあります。さらに、OPC、XML、ODBC、SOAP、HTMLなどの
業界標準規格を最大限活用してサードパーティ製品やデータベースとの接続を可能にしています。

光ファイバーリング

Process network

エンジニアリング ＆
記録／再生

プロセス監視制御
WebベースHMIステーション

協調型デシジョンサポート
ソリューション (CDSS)

パフォーマンスベース
オペレーション

統合機器管理
パッケージ

(PRM)

安全計装システム
 (ProSafe-RS)

統合生産制御システム
 (CENTUM VP) IAコントローラ

(FA-M3)

自律型コントローラ
(STARDOM-FCN)

自律型コントローラ
(STARDOM-FCN) リモートターミナルユニット     

　(STARDOM-RTU)

公衆交換電話網                      
　xDSLなど

GSM、GPRS
サテライト、RFなど
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フレキシブルなアーキテクチャ
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ダウンタイムによる損失を回避するアラーム&イベント管理

FAST/TOOLSは優先度、時間、タグに基づく豊富なソート／フィルタリングオプションやアラームの迂回、遅延、繰り返しなど
の調整可能な確認／リセットオプションを備えた先進のアラーム管理環境を提供します。
アラームやイベントの表示や管理はオペレータワークステーションからだけでなく、スマートフォン、PDA、タブレットなどから
も行うことができます。

EEMUA 191指針で定義されている受容可能な人間工学標準の範囲で、特定のアプリケーションにマッチした十分な柔軟性を
可能にしたことにより、複雑なプロセス設備の効率的なアラームシステムを実現しました。

最適なアラームシステム実現のために、以下のような多くの機能を提供します。

●  アラーム確認（手動／自動、確認シーケンス）
●  アラームフィルタリング（優先度ベース、時間ベース、アラームステータスベース、など）
●  アラーム抑制、遅延アラーム、繰り返しアラーム
●  時間や変更された優先度をベースにしたアラーム迂回
●  統計データのトレンド（最小、最大、平均）
●  複数トーンのサウンドアラーム
●  スマートフォン、タブレットへのアラーム表示
●  ファーストアップ／ファーストアウト機能を備えたアラームコレクショングループ
●  EメールやSMSサービスによるアラーム通知
●  CSVやXMLフォーマットでのアラームビューやデータベースのエクスポート
●  アラームから関連するプロセス機器／ユニットの画面へジャンプ
●  トレンドウィンドウの時間軸でアラームにリンク

生産効率管理レポート

FAST/TOOLSのレポート機能はデータを意味のある情報に変換するための広範な統計機能を提供する非常に強力なものです。

レポートは標準的に用意されたテンプレートを利用するか、フルカスタムで作成することができます。レポートは標準的なブラウ
ザで簡単に表示したり共有したりできるHTMLとして生成することができます。FAST/TOOLSレポートは手動作成あるいは時間ベ
ースでのスケジュールやプロセス値の変化、またはアラームリミットスレショルドのようなイベントに基づき自動作成することが
できます。

オペレーションのレコーディングとプレイバック機能

FAST/TOOLSはエンジニアリング環境だけでなくユーザのすべてのアクションを同時にキャプチャして保存することが可能です。
これらのユーザ指向のレコーディング機能をオフライン分析に利用して次のようなことが可能です。

●  保守部門とレコーディングを共有することで容易に詳細で正確な情報の提供が可能となり、問題解決を加速します。
●  レコーディングを活用してオペレータを訓練し、人的ミスに起因するダウンタイムを削減することができます。

ニーズをとらえた包括的な機能群

オンライン最適化のための有用な情報を提供するリアルタイムトレンド

FAST/TOOLSのトレンドモジュールは、リアルタイム／ヒストリカルプロセス情報に対する卓越したトレンド表示機能を提供します。
洗練されたユーザインターフェースにより、トレンドウィンドウを開いて数秒で新しいトレンドペンを追加したり、
2次元－3次元表示を切り替えたり、X・Y軸のスケーリングを行うことができます。

次のような多くの強力な機能を活用することができます。

●  リアルタイムトレンドとヒストリカルトレンド
●  時間ベースプロットとX-Yプロット
●  個々のトレンドペンに対する時間オフセット
●  トレンドデータの統計値（最小、最大、平均）
●  トレンドデータのヘルスステータス表示
●  時間軸と値軸の入れ替え（縦型トレンド）
●  2次元 & 3次元トレンド描画
●  フルズーム機能とアニメーション
●  値軸や時間軸などのさまざまな軸に対する強力なフルスライダー
●  自由な凡例定義（位置、説明内容、透過度）
●  ヒストリグループの自動選択
●  タイムラインによるトレンドとアラームのリンク
●  ウィンドウ装飾とレイアウトの完全な柔軟性
●  Officeアプリケーションに容易にインポートできるCSV形式での
   トレンドデータのエクスポート
●  豊富なチューニングパラメータのセット
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“Controlling Your World...”

イントラネット／インターネット展開

FAST/TOOLSはエンジニア向けにもオペレータ向けにもWebベースのユーザインターフェイスを提供します。これはアプリケーション
やプロセス情報のユーザへの迅速な展開とセントラルサーバでの容易な保守を可能にします。このいわゆる“作業ゼロ導入”はクライ
アントアプリケーションをあらゆるWebブラウザから実行でき、しかもユーザは常にそのアプリケーションの最新バージョンを手に入
れることができることを意味しています。クライアント側でライセンスやソフトウェアをインストールする必要はなく、アプリケーショ
ンファイルをコピーしたり、通信仕様を設定したりする必要もありません。

これには次のような利点があります。

●  インターネット接続が利用できるところであればどこからでも情報にアクセスできます。
●  情報はリアルタイムです。
●  情報をクライアント側の機器のローカルに保存する場合よりも高いセキュリティレベルを確保できます。
●  新しい機能のアップグレードが自動的に展開されます。
●  クライアント機器にソフトウェアやライセンスキーをインストールする必要がありません。

通常、リモートアクセスが必要な生産設備に対してイントラネットからインターネットに移行する場合、リス
クに対する堅牢性評価と対策が必要になりますが、FAST/TOOLSのWebベーステクノロジーは最新のITセキ
ュリティ技術を容易に適用できるようにデザインされています。

最新技術を活用したセキュリティ

組織としてのセキュリティポリシーをサポートするために、FAST/TOOLSとそのアプリケーションはフェイル
に対するプロテクションと不正な使用やアクセス防止のサポートを強化しています。

標準的なOSでのログインアカウントポリシーやIDカードのようなハードウェアセキュリティソリューション、
あるいは虹彩や指紋のような生体認証ソリューションに加えて、FAST/TOOLSは自分自身のセキュリティメ
カニズムを持っています。それはIT部門によって管理される標準で実績のあるセキュリティテクニックを活
用し、次のようにISA-99に準拠しています。

●  ネットワーク指向コンピューティング
●   VPNトンネリングトークンおよびユーザ名／パスワード（レベル 2 セキュリティ）
●  組み込み型のエンドポイントスキャンとポリシーコントロールは、どのアプリケーションやデータに
    アクセス権を与えるかを決定するため、各ユーザの役割、機器仕様、ネットワーク状態を記録

基本的にユーザ固有のタイプ別の権限は、ランタイム、開発、エンジニアリングのセキュリティ技術として定
義され、ユーザプロファイルで指定されます。

アプリケーションへのセキュアなアクセス

基幹業務システムとの統合

FAST/TOOLSはYOKOGAWAのビジネス統合プラント情報管理ソリューションによってオープン標準であるISA-95を
サポートする既存の業務システムと容易に統合できます。
これらのソリューションはSAP NetWeaverを使う生産管理情報のインターフェイスとしてSAPに認証されています。
ISA-95はYOKOGAWAが開発に参画してきたB2MML、XMLスキーマを含むオープン標準ベースのインターフェイスです。

スペシャリストによるリモート支援

レポーティング・プレイバック機能を活用すること
で、別の場所にいるプロセスの専門家が現場のオペ
レータに対して、さまざまな条件下でのパフォーマ
ンスの最適化や安定に必要なアクションを指示する
ことができます。

グローバルサービスとサポート

YOKOGAWAは特定のニーズにも対応できる多くのプロフェッショナルサービスを
グローバルにご提供します。高い評価を頂いているYOKOGAWAのコンサルタント
はFAST/TOOLSシステムを短期間に効率よく開発、実装し、成功を確実なものに
するための方法を提示するサービスを行います。YOKOGAWAはプロセス制御業界
はもとより、その他の多くのアプリケーション分野においても長年にわたりユー
ザ様の支援を行ってまいりました。YOKOGAWAは専門サービススタッフの継続的
な教育にも投資を行っております。
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