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はじめに
CENTUM VPは、プラントの運転制御を行う「統合生産制御システム」です。石油精製、
化学、鉄鋼、食品、電力など、幅広い分野に利用できます。
本書（システム概説（全般編））はCENTUM VPのシステム全般を平易に解説した資料
です。本書で概要を理解していただいた後に、システム概説（HMI編）、システム概説
（FCS編）、一般仕様書（General Specifications）などの詳細資料へと読み進んでくださ
い。

■ 関連ドキュメント
TI 33J01A11-01JA CENTUM VP システム概説（HMI 編）
TI 33J01A12-01JA CENTUM VP システム概説（FCS 編）
TI 32S01B10-01 安全計装システム ProSafe-RS システム概説

■ 本書をお読みいただきたい方
CENTUM VP の導入検討および導入実施を担当される計装、電気、およびコンピュータ関係
のエンジニア

■ 図の表記について
本書に記載の図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあ
ります。

■ 商標
・ CENTUM、ProSafe、Vnet/IP、VigilantPlant、Exaopc、Exaquantum、Exapilot、

Exaplog および PRM は、横河電機株式会社の登録商標です。
・ その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、TM、® マークは表示しておりません。

2015.03.26-00All Rights Reserved. Copyright © 2015, Yokogawa Electric Corporation
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1. CENTUM VP 概要
横河電機が、1975年に世界で初めて発売したDCS（CENTUM）は、製造業におけるさま
ざまなニーズに応え、進化を遂げてきました。CENTUMは、最新の技術を取り込みなが
ら、信頼性、堅牢性を継続的に進化させてきました。CENTUMシリーズ9代目となる次
世代のCENTUM VPは、お客様の理想的な操業を実現するための生産制御システムとし
て開発されました。また、高信頼性、長期安定性や従来のシステムとの互換性といった
CENTUMの特長はそのまま継承しています。

1.1 CENTUMの歴史
歴代の CENTUM は、新技術の導入と継続的な信頼性技術の開発により進化を遂げてきま
した。CENTUM の進化に伴い、その稼働率も向上を続け、現在の驚異的な稼働率を実現
するに至っています。また、CENTUM を安心して使い続けていただくために、CENTUM は、
常に従来のシステムとの機能連続性の維持と既存ハードウェア、ソフトウェアの活用に
注力してきました。CENTUM シリーズは、高信頼性と長期安定供給をベースに、機能連
続性を守り、最新技術を導入することにより進化を続けます。

 
F010101.ai

図 CENTUMの歴史
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1.2 CENTUMシリーズの導入実績
CENTUM シリーズは全世界で 25000 以上のプロジェクトに導入されています。石油精製、
石油化学、化学、鉄鋼、非鉄金属、セメント、紙パ、食品、薬品、電力、ガス、上下水
道など幅広い分野のプラントに導入されています。

2014 年 12 月現在
 

 
 
  

F010201.ai

図 CENTUMシリーズ導入実績
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1.3 CENTUM VPのコンセプト

● CENTUM VP は、お客様の理想的な操業を実現します。
お客様にとっての理想のプラント、操業を実現するのが、「VigilantPlant ～ 理想の工場」
です。

VigilantPlant とは、
・ プラント操業に携わる人々に必要な情報が行き渡っていて、
･ 外部環境が変化しても俊敏にビジネス対応ができ、

・ 生産活動が滞ることなく回りつづけ、設備も人も、将来に向けて着実に進化を続け
ていくことができる、

明日のための意思決定を行うことのできる操業の全体最適を実現しているプラントです。

VigilantPlant の核となる生産制御システムが CENTUM VP です。CENTUM VP は、お客様と
ともに工場の操業に関する課題を解決し、お客様とともに成長していくシステムです。

■ プラントを隅々まで見渡す（See Clearly）
プラント全体の情報を安定、正確、リアルタイムに把握し、プラントの状況が見えるデー
タとして提供します。これにより、プラントの盲点を排除します。

■ 得られた情報により将来を予見する（Know in Advance）
収集した情報を充分に解析し、お客様に将来起こることを予測し、役に立つ情報として
提供します。これにより、お客様のプラントを予期しない問題から守ります。

■ 俊敏な操業でビジネスの成長を支える（Act with Agility）
計画外のプラント停止、品質のバラツキを最小限に抑え、ボトルネックのない最適な操
業を実現します。これにより、現場の業務品質を継続的に向上します。

F010301.ai
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1.4 CENTUM VPの特長

■ 安全で統一されたオペレーション環境
歴代の CENTUM で磨き上げられた画面や操作性に加え、最新の人間工学に基づくユニバー
サルデザインによる直感的でわかりやすい HMI（Human-Machine Interface）で、生産制
御システム、安全制御システム、機器管理の統合オペレーション環境を提供します。

■ 継続的改善
ベストプラクティス（最適な運転パターン）の自動化とノウハウの蓄積により継続的な
改善が可能です。

■ 柔軟な設計が可能なエンジニアリング環境
統合エンジニアリング環境オートメーションデザインスイート（AD スイート）は、
CENTUM VP R6 よりリリースされた新エンジニアリング環境です。
AD スイートでは、制御アプリケーションの設計を、入出力モジュールの割り付け情報の
設定や、制御ステーション の設定などとは独立して設計を進めることができるため、制
御アプリケーションの設計後に入出力の設計を変更することにも柔軟に対応できます。

■ 高信頼コントローラ
故障しにくい、故障しても正常に動作する、故障からいち早く回復する高信頼コントロー
ラにより、プラントの長期安定稼働が可能です。
さらに、N-IO（*1）に対応させたコントローラを、CENTUM VP R6 よりリリースしました。
*1： DI/DO/AI/AO 信号を同一 I/O モジュールで取扱い可能な I/O で、各点の I/O の信号種類はソフトウェア

で変更可能です。詳細については、システム概説（FCS 編）（TI 33J01A12-01JA）をご参照ください。

■ 操業に影響を与えないメンテナンス
アプリケーションの作成ミスを事前に防ぐテスト機能により、エンジニアリング工程に
てアプリケーションの完成度が上がるため、増改造時のトラブルを最小限に抑えます。
また、オンラインメンテナンス機能により、コントローラを止めることなく、増設、改
造が可能です。

■ プラント設備の長期安定保護
お客様の資産を最大限に活用し、最新のシステムへ進化します。また、段階的マイグレー
ションにより、費用と対応人員の平準化が可能です。

■ シングルソースソリューション
横河電機は、生産制御システムだけでなく、フィールド機器から、安全計装、SCADA、
高度制御、運転支援、PIMS、機器管理に至るまで、すべて横河製品で構成されるトータ
ルなソリューションを一括して提供可能です。

2016.06.30-00
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1.5 CENTUM VPの先進性
CENTUM VP を中心とする生産制御システム製品を開発・販売するにあたり、当社は次の
ような先進的な取り組みを行っています。

■ 制御バス
当社の制御バスとしては、二重化構成の Vnet/IP があります。Vnet/IP は、高信頼性、高
速応答を備え、ギガビット Ethernet 技術を取り入れた、超高速制御バスです。Vnet/IP は、
国際標準 IEC61784-2 にて、プロセス産業用の通信規格として承認されています。

■ 他システムとの融合
CENTUM VP の HMI は、生産制御システム、安全計装システムの操作監視機能だけでなく、
PLC などのサブシステムも統合的に操作監視できる機能があります。各種サブシステムを
統合し、シームレスな統合監視システムを実現するため、UGS/GSGW/SIOS などのサブシ
ステムを統合するための専用ゲートウェイステーションをラインナップしています。

■ フィールドデジタルの活用
CENTUM VP は、Foundation fieldbus、HART、ISA100.11a フィールド無線、PROFIBUS-DP
など多様なフィールドバスをサポートします。現場に配置されたインテリジェントな機
器と CENTUM VP システムとをデジタル通信で接続し、情報技術を活用することで計装お
よびプラント操業の変革につなげます。これにより、プラント機器・設備の最大活用と
保全コストの適正化の両立を実現し、プラントの稼働率向上と運用コスト削減による更
なる生産性向上を目指します。

■ インターオペラビリティテスト（相互運用性テスト）
Foundation fieldbus の新しい機器は、多くのベンダから次々とマーケットに投入されてい
ます。横河電機は、アメリカ、オランダ、シンガポール、日本の 4 拠点で新しい機器と
CENTUM VP のインターオペラビリティテストを実施しています。また、OPC 関連製品や
プリンタなどの周辺機器についても、定期的にテストを実施することにより、CENTUM 
VP と他社機器の円滑な接続をサポートします。

2015.03.26-00
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2. システム構成
CENTUM VPは、システムの規模に応じて、小規模から大規模までフレキシブルな構成を
取ることができます。またCENTUM VPは、CENTUM VPの構成機器に加え、既存CENTUM
システム、安全計装システム（ProSafe-RS）、PLCなどのサブシステムまで、幅広く統合
監視できます。

■ システム構成機器

● ヒューマンインタフェースステーション（HIS）
HIS は、プラントを操作監視する CENTUM VP システムのヒューマン・マシン・インタフェー
ス（HMI）用のステーションです。ハードウェアとしては、コンピュータ（*1）を使用します。
HIS は、コンピュータに、操作監視機能のソフトウェアパッケージを搭載したものです。

*1：  いわゆるパソコンだけでなく、ワークステーションやサーバー機をも含みます。

● エンジニアリングステーション（ENG）
ENG は、AD スイートのエンジニアリング機能のソフトウェアパッケージを搭載したコン
ピュータです。AD スイートについては、3 章を参照してください。
AD スイートは、オートメーションデザインサーバ（AD サーバ）とオートメーションデ
ザインオーガナイザ（AD オーガナイザ）、VP ビルダで構成されます。
ENG では、AD スイートのうち、AD オーガナイザ、および VP ビルダを使用できます。
AD サーバ、AD オーガナイザ、および VP ビルダについては、3 章を参照してください。

● フィールドコントロールステーション（FCS）
FCS は、プラントの制御を担当する高信頼性コントローラです。各種機能ブロックによる
制御演算機能と、プロセス入出力やソフトウェア入出力などによる入出力機能を有しま
す。FCS のハードウェアには、キャビネット付のタイプとラック取付形のタイプがありま
す。FCS は、制御部であるフィールドコントロールユニット（FCU）と、入出力モジュー
ルを格納するノードから成ります。ノードを複数接続することにより、I/O 点数に応じた
スケーラブルなシステムを構成できます。

● 汎用サブシステムゲートウェイ（GSGW）
GSGW は、サブシステムを操作監視するためのステーションです。コンピュータをプラッ
トフォームとして用い、OPC Foundation が規定した汎用の OPC DA（*1）インタフェー
スを使用してサブシステムと通信します。サブシステムのデータは、GSGW の機能ブロッ
クに割り付けられ、FCS と同様に HIS から操作監視できます。

*1：  Open Product Connectivity, Data Access

● システム統合OPCステーション（SIOS）
SIOS は、他社の PCS（Process Control System）を CENTUM VP のシステムに統合する際
に使用するステーションです。OPC を使用して他社の PCS のデータを CENTUM VP に取
り込んだり、他社 PCS で発生したアラームやイベントを CENTUM VP 側で受信したりす
る機能を提供します。

2015.03.26-00
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● 統合ゲートウェイステーション（UGS/UGS2）
UGS/UGS2 は、STARDOM のコントローラ（FCN/FCJ）や他社の PLC など、サブシステム
のコントローラを CENTUM VP システムに統合するステーションです。サブシステムのコ
ントローラと OPC DA、OPC A&E(*1)、Modbus、Ethernet/IP、IEC 61850 IED などさまざ
まな通信プロトコルによって接続でき、CENTUM VP の FCS と同様に操作監視できます。
また、2 台のコンピュータを用いた冗長化も構成できます。

*1： Open Product Connectivity, Alarms and Events

● アドバンストプロセスコントロールステーション（APCS）
APCS は、CENTUM VP の制御バス上に接続したサーバで、プラント効率改善のための高
度制御、高度演算を実現するステーションです。

● バス変換機（BCV）
BCV は、CENTUM VP システムの V ネットと、他の CENTUM VP システム、あるいは既設
の旧 CENTUM システム（CENTUM CS 3000、CENTUM CS 1000、CENTUM CS、CENTUM-
XL、CENTUM V およびμ XL）の制御バスとの通信を仲介します。

● Vネットルータ
V ネットルータは、Vnet/IP ドメインと V ネットドメインとを接続し、制御通信を中継し
ます。V ネットルータで接続された Vnet/IP ドメインと V ネットドメインとの間で、双方
向のデータのやり取りができます。一方のドメインから他方のドメインのコントローラ
の操作監視が可能になります。

● ワイドエリアコミュニケーションルータ（WACルータ）
WAC ルータは、二つの Vnet/IP ドメイン間を広域ネットワークで接続するための中継機
器です。
これにより、遠隔地の Vnet/IP ドメイン間での操作監視を実現します。
広域ネットワークには、衛星通信も使用することができます。

●  レイヤ2スイッチ（L2SW）
L2SW は、Vnet/IP のネットワークに接続した機器間の通信を中継します。L2SW で接続さ
れた Vnet/IP のシステム領域を Vnet/IP ドメインと呼びます。Vnet/IP ドメイン内では、通
信速度 1 Gbps に対応した Vnet/IP ネットワーク専用の L2SW を使用します。

● レイヤ3スイッチ（L3SW）
L3SW は、複数の Vnet/IP ドメイン間の通信を中継します。Vnet/IP のドメイン間接続では、
通信速度 1 Gbps に対応した Vnet/IP ネットワーク専用の L3SW を使用します。

● 制御バス（Vnet/IP）
HIS と FCS、BCV などのステーション間を結ぶ、リアルタイム制御バスです。二重化構成
で高い信頼性と高速応答性を備えています。

● フィールドバス
CENTUM VP は、Foundation fieldbus、HART、ISA100.11a フィールド無線、PROFIBUS-DP
など多様なフィールドバスに接続できます。

2016.09.14-00
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● STARDOM
ネットワークベース生産ソリューション STARDOM は、小規模な特定用途向けの制御シ
ステムです。CENTUM VP からオペレーション統合ができます。

・ 自律型コントローラ（FCN/FCJ）
 国際標準規格 IEC61131-3 に準拠したプログラミング言語が使用できるコントローラ

です。
・ 生産システム構築ソフトウエア（ASTMAC VDS）
 HMI 表示に Web ブラウザ（Internet Explorer）を使用した SCADA ソフトウェアです。

● 安全計装システム（ProSafe-RS）
ProSafe-RS は、国際規格である機能安全規格（IEC 61508）で定義された安全度水準 SIL3
に適合した安全計装システムです。CENTUM VP と統合しての運用が可能です。

･ セーフティコントロールステーション（SCS）
 プラントの安全状態を監視し、安全制御を担当する横河製コントローラです。
･ セーフティエンジニアリングステーション（SENG）
 SCS のエンジニアリングと保守を担当するステーションです。

■ システム構成（全体構成）
CENTUM VP は、既設 CENTUM システム、安全計装システム（ProSafe-RS）、PLC などの
サブシステムと接続できます。

HIS

制御バス
（Vnet/IP）

ラック取付形
FCS

情報バス
（Ethernet）

キャビネット付FCS

SCS

SIOSGSGW

L3SW

WAC
ルータ

広域ネットワーク

WAC
ルータ

F020001ai

HIS 

SENG

ENG

安全計装システム
ProSafe-RS

UGS/ 
UGS2

STARDOMなど

他
CENTUM VP

システム
（Vnet/IP）

他
CENTUM VP

システム
(Vnet/IP)

Vネット
ルータ 他CENTUM

システム

BCV 旧
CENTUM
システム

(Vネット)

他社PCS
サブシステム

図 システム全体構成図

CENTUM VP のシステム仕様を以下に示します。
・ 監視タグ数：  10 万タグ
・ 接続ステーション数： 256 ステーション

CENTUM VP は、大規模システム向けにシステム仕様を拡張できます。
・ 監視タグ数： 100 万タグ
 （VP6H4000 操作監視タグ拡張パッケージ使用時。GS 33J05K10-01JA 参照。）

ステーション数の拡張については、当社営業までご相談ください。

2016.09.14-00
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■ ソリューション製品
横河電機では、CENTUM VP を核とする生産制御システムに関連してさまざまなソリュー
ションを提供するシステム製品を用意しています。
CENTUM VP に統合・連携できる当社のソリューション製品には、次のようなものがあり
ます。

● OPCインタフェースパッケージ（Exaopc）
Exaopc は、OPC Foundation が仕様策定する OPC 標準インタフェースに準拠したインタ
フェースを提供します。また、OPC 標準インタフェースに加え横河独自の機能を付加し、
より高性能なインタフェースを提供します。
OPC イ ン タ フ ェ ー ス に よ り、PIMS （Plant Information Management System） や MES 

（Manufacturing Execution System）などの上位系コンピュータとのデータ交換を簡単に行
うことができるようになります。

● プラント情報管理システム（Exaquantum）
Exaquantum は、製造業を知り尽くした横河電機だから実現できたプラント情報管理シス
テムです。グラフィック機能、Excel との連携機能などにより、日報・月報の帳票、デー
タ解析のレポート、リアルタイムでの生産状況の確認など、プラント操業に関わるすべ
ての人に、必要な情報を最適な形にして提供します。

● 運転効率向上支援パッケージ（Exapilot）
Exapilot は、運転スキルの高い熟練運転員の運転ノウハウを、ノウハウを持った熟練運転
員自身がシステム化（操作監視の自動化）することにより、運転品質を高レベルで均質
化し、これによって運転効率を向上させます。また Exapilot は、運転ノウハウを誰にで
も見やすい形で視覚的に表示できるため、作成したアプリケーションを SOP（Standard 
Operation Procedure）としても十分活用できます。

● イベント解析パッケージ （Exaplog）
Exaplog は、プラントのプロセス改善に関わるマネージャ、エンジニア、上級オペレータ
などに、プラントの操業記録である DCS のヒストリカルファイルを視覚的に解析する手
段を提供します。トレンドグラフによる定量化や、円グラフ、表による分類手法により、
無駄アラームの削減、効率の悪いシーケンスなどの問題を的確にとらえ、生産プロセス
の改善活動を支援します。

● 統合機器管理 （PRM）
PRM は、プラントの資産である設備を、メンテナンス、オペレーションの視点から総合
的に管理し、メンテナンスコストを削減します。フィールドネットワークを通じて、プ
ラント設備の状況をリモート監視し、状態の確認はもちろん、診断機能により故障の予
兆を捉えます。受身の予防メンテナンスから、前向きな予知メンテナンスへ、保守・保
全に関する変革を支援します。

2015.11.27-00
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3. エンジニアリング機能（ENG）
CENTUM VPのエンジニアリング機能は、ADスイートにて提供されます。
ADスイートは、CENTUM VP R5 までのエンジニアリングの方法であるVPビルダに加え、
新たなエンジニアリング方法を提供します。
本章では、CENTUM VPのADスイートの機能について、GSの説明を補足した内容として記
述します。

■ エンジニアリング機能概要
エンジニアリング基本機能は、AD オーガナイザ、および VP ビルダを使用するためのラ
イセンスです。エンジニアリング機能は、モジュールベースエンジニアリングなど AD ス
イートの各種オプション機能や、グラフィックビュー作成機能やテスト機能など VP ビル
ダ用のエンジニアリング機能のライセンスをエンジニアリング基本機能に加えた機能で
す。

3.1 ADスイート概要
ADスイートは、プラント計装や安全計装、保守管理など制御システム全体の構築と保守
を目的としたエンジニアリング環境です。
AD スイートでは、CENTUM VP のすべてのエンジニアリングデータをオートメーション
デザインサーバ（AD サーバ）のデータベース上で一元管理するため、システムの増改造
やメンテナンスの際に常に最新の設計情報を取得でき、設計情報と実際のシステムの内
容の不一致による無駄な工数の発生を抑えられます。

■ ADスイート基本機能概要
AD スイートの基本機能として、次の機能が使用できます。

● モジュールレスエンジニアリング
ハードウェア構成を決定してからハードウェアごとにエンジニアリングを行っていくや
り方がモジュールレスエンジニアリングです。CENTUM VP R5 以前から行われている従来
と同じ VP ビルダを使ったエンジニアリング手法です。

● 履歴管理
AD オーガナイザや VP ビルダでの変更履歴が AD サーバに保管され、AD オーガナイザで
変更履歴を確認できる機能です。

2015.11.27-00
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■ ADスイートオプション機能概要
AD スイートでは、次のオプション機能を使用できます。

● モジュールベースエンジニアリング
モジュールとは、お客様の情報や過去のノウハウを集約した設計パターンを独立したソ
フトウェアコンポーネントにしたもので、制御ロジック、アラーム属性、設計情報など
の構成要素を含みます。モジュールベースエンジニアリングとは、AD スイート上で、制
御ロジックや設計情報などをモジュール化して、モジュールを組み合わせることで、制
御アプリケーションなどを設計するエンジニアリング手法です。一度構築したモジュー
ルを再利用することにより、エンジニアリング作業の効率化とエンジニアリング品質の
均一化、およびプロジェクト期間の短縮を実現することができます。
また、ドキュメント生成機能では、各モジュールの設計情報および各種エンジニアリン
グデータを、1 つのドキュメントにまとめてドキュメントファイルとして自動生成できま
す。

● チューニングパラメータ管理
モジュールベースエンジニアリングを支援する機能です。
制御アプリケーション作成時に設計した機能ブロックのチューニングパラメータの値と、
現在の FCS のチューニングパラメータの値を比較して FCS へ設定できる機能です。
さらに FCS に設定されているチューニングパラメータの現在値を個別に選択し、AD サー
バ内のアプリケーションモジュールの設定値に反映させることもできます。

● 一括編集
モジュールベースエンジニアリングを支援する機能です。
制御アプリケーション作成時に設計した複数のモジュールの制御ロジックやアラーム属
性の設定項目を各種エディタを個別に開くことなく一括して編集する機能です。また、
定義されているタグ名や機能ブロック詳細定義項目など、モジュールの設定項目に対し
て、一括編集やデータの整合性チェックを自動化できる支援機能も提供します。

● 変更管理
モジュールベースエンジニアリングだけでなくモジュールレスエンジニアリングでも使
用できる支援機能で、エンジニアリング作業中に発生した変更を管理するための機能で
す。アプリケーションの変更漏れのような作業ミスを防ぐことや、変更の計画、実行、
およびテストの記録を残すことが可能になります。

● 依存関係解析
モジュールベースエンジニアリングだけでなくモジュールレスエンジニアリングでも使
用できる支援機能で、エンジニアリング作業中に発生した変更要求に対し、変更による
影響範囲を分析する機能です。制御ロジック、入出力、およびグラフィックのタグが、
どのタグと接続されているか、さらにそのタグがどのタグと接続されているかを多段的
に解析できる機能を提供します。

2015.11.27-00
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3.2 ADスイートのソフトウェア構成
ADスイートは、ADサーバとADオーガナイザ、およびVPビルダで構成されます。

■ ADスイートのソフトウェア構成

● ADサーバ
AD サーバは、エンジニアリングサーバ機能を使用することにより、CENTUM VP のプロジェ
クトや、変更履歴などすべてのエンジニアリングデータをデータベース上で一元管理す
る機能です。
AD サーバには、以下の機能があります。

・ オ ー ト メ ー シ ョ ン デ ザ イ ン マ ス タ デ ー タ ベ ー ス（Automation Design Master 
Database：ADMDB）

 CENTUM VP のすべてのエンジニアリングデータが保存されるデータベースです。
・ オートメーションデザインサーバ管理ツール（Automation Design Server 管理ツール：

ADS 管理ツール）
 AD サーバの管理を行うためのソフトウェアです。

● ADオーガナイザ
AD スイートでのエンジニアリングは、AD オーガナイザから行います。AD オーガナイザ
は、モジュールベースエンジニアリングで中心となるエンジニアリング用ソフトウェア
です。AD オーガナイザは、エンジニアリング基本機能に含まれています。

 
F030201.ai

図 ADオーガナイザ
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● VPビルダ
VP ビルダは、システムビューや処方ビューと、それらから起動されるビルダ群の総称で、
モジュールレスエンジニアリングで中心となるエンジニアリング用ソフトウェア群です。
モジュールベースエンジニアリングでも、FCS 以外のステーションのエンジニアリングは
このソフトウェア群で行います。VP ビルダは、エンジニアリング基本機能に含まれてい
ます。

 
F030202.ai

図 システムビュー

AD スイートの構成図を次図に示します。

オートメーション
デザインマスタ
データベース

ADオーガナイザ

VPビルダ 

オートメーション
デザインサーバ
管理ツール

ADスイート

エンジニアリング基本機能 
エンジニアリングサーバ機能

F030203.ai

（オートメーションデザインサーバ）

（ADS管理ツール）

（ADMDB）

図 ADスイートのソフトウェア構成
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■  ADスイートで使用するプロジェクト
CENTUM VP では、FCS や HIS のエンジニアリングデータを、プロジェクトという単位で
管理します。
AD スイートでのエンジニアリングデータは、次のプロジェクトに保存されます。

● オートメーションデザインプロジェクト
オートメーションデザインプロジェクト（AD プロジェクト）には、AD オーガナイザ
で編集したエンジニアリングデータが保存されます。AD プロジェクトは AD サーバの
ADMDB に作られます。ADMDB には、複数の AD プロジェクトを作成できます。

●  VPプロジェクト
VP プロジェクトには、VP ビルダで編集されたエンジニアリングデータが保存されます。
VP プロジェクトは、エンジニアリング機能が搭載されたコンピュータ、またはファイル
サーバに作られます。VP プロジェクトは、AD プロジェクトに登録されて、使用されま
す（*1）。
*1： 1 つの AD プロジェクトに複数の VP プロジェクトを登録することができます。

AD オーガナイザ、VP ビルダ、AD プロジェクト、および VP プロジェクトのデータの流
れを次の図に示します。

ADオーガナイザ VPビルダ 

ADプロジェクト
登録先

  エンジニアリング
データの表示と保存

F030204.ai

VPプロジェクト 
変更履歴の保存

  エンジニアリング
データの表示と保存

図 エンジニアリングデータの流れ
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3.3 ADスイートのエンジニアリング環境
ENG 、ADサーバ、およびHIS について、同じコンピュータ上に搭載することや、別々の
コンピュータに搭載することができます。

■  エンジニアリング機能／操作監視機能同居構成
AD サーバとエンジニアリング基本機能（AD オーガナイザ、および VP ビルダ）、および
操作監視機能を同一のコンピュータ上に搭載する場合のシステム構成例を下図に示しま
す。

ADサーバとエンジニアリング
基本機能を搭載したHIS

制御バス

F030301.ai

FCS

図 エンジニアリング機能と操作監視機能を同居する場合のシステム構成例

■  エンジニアリング機能独立構成
AD サーバとエンジニアリング基本機能（AD オーガナイザ、および VP ビルダ）、および
操作監視機能を独立してコンピュータ上に搭載する場合のシステム構成例を下図に示し
ます。

エンジニアリング機能を
搭載したコンピュータ

HIS

制御バス

F030302.ai

Ethernet

HIS
・・・・・

FCS FCS

・・・・・・・・・・・

ADサーバを搭載したコンピュータ

図 エンジニアリング機能をADサーバ、および操作監視機能と独立させる場合のシステム構成例
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■  複数のVP プロジェクトをまとめて管理する場合のシステム構成例
1 台の AD サーバを搭載したコンピュータで、複数の VP プロジェクトを管理する場合の
システム構成例について、下図に示します。

エンジニアリング
基本機能を
搭載したHIS

HIS

制御バス

F030303.ai

Ethernet

HIS
・・・・・

FCS FCS

・・・・・・・・・・・

ADサーバを搭載したコンピュータ

HIS

制御バス

HIS
・・・・・

FCS FCS

・・・・・・・・・・・

エンジニアリング
基本機能を
搭載したHIS

VPプロジェクト -A VPプロジェクト -B

図 複数のVP プロジェクトをまとめて管理する場合のシステム構成例

この場合、VP プロジェクト -A のエンジニアリングは、VP プロジェクト -A に所属するエ
ンジニアリング機能（AD オーガナイザ、および VP ビルダ）を搭載した HIS で行います。
VP プロジェクト -A に所属するエンジニアリング機能を搭載した HIS で、VP プロジェク
ト -B のエンジニアリングはできません。逆も同様です。また、プロジェクト結合されて
いる複数の VP プロジェクトを 1 台の AD サーバを搭載したコンピュータで管理すること
もできます。
なお、1 つの AD サーバに接続する CENTUM VP システムの IT セキュリティモデルは同一
である必要があります。
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3.4 ADスイートの基本機能
AD スイートの基本機能はCENTUM VP のすべてのシステムで使用できます。
基本機能は、次の機能を持ちます。

・ モジュールレスエンジニアリング
・ 履歴管理
・ AD サーバと AD プロジェクトの管理

基本機能でのエンジニアリングデータの流れを次の図で示します。

ADオーガナイザ VPビルダ 

ダウンロード

F030401.ai

履歴管理

ADプロジェクト

VPプロジェクト

ステーション

エンジニアリング
データの表示と保存

変更履歴データの読み込み

変更履歴の保存
ADS管理ツール

ADサーバとADプロジェクトの管理

変更履歴の表示

エンジニアリング機能

モジュールレス
エンジニアリングの
データの編集

図 ADスイートの基本機能のエンジニアリングデータの流れ

● モジュールレスエンジニアリング
モジュールレスエンジニアリングは、モジュールを使わないエンジニアリング手法です。
FCS や入出力モジュールなどのハードウェア構成を決定してから、ハードウェアごとにエ
ンジニアリングを行っていくエンジニアリングとなります。モジュールレスエンジニア
リングの対象 FCS は、モジュールベースエンジニアリングパッケージの対象外の FCS や、
モジュールベースエンジニアリングパッケージを使用しない ENG で定義した FCS です。
なお、モジュールベースエンジニアリングパッケージの対象の FCS でも、モジュールレ
スエンジニアリングを選択してエンジニアリングすることができます。
この場合、FCS のエンジニアリングをモジュールベースエンジニアリングで行うか、モ
ジュールレスエンジニアリングで行うかの選択は、FCS の新規作成時に行います。FCS の
作成後にエンジニアリングの方法を変更することはできません。

● 履歴管理
履歴管理では、VP プロジェクトの変更履歴を保存します。VP プロジェクトのファイルが
更新されるたびに自動的に AD サーバの履歴管理に変更履歴を保存します。履歴管理に保
存された変更履歴は AD オーガナイザで表示できます。
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● ADサーバとADプロジェクトの管理
ADS 管理ツールで AD サーバと AD プロジェクトを管理します。

AD サーバを管理するためには、次の機能があります。
・ AD サーバのオプション設定
・ ADMDB のバックアップとリストア

AD プロジェクトを管理するためには、次の機能があります。
・ AD プロジェクトの作成と削除
・ AD プロジェクトのプロパティの変更
・ AD プロジェクトに対するアクセスコントロール
・ AD プロジェクトデータベースのエクスポートとインポート
・ AD プロジェクトのデータ変更の禁止と解除

3.5 ADスイートのオプション機能
ADスイートでは、各種オプションパッケージを付与することにより、モジュールベース
エンジニアリング、チューニングパラメータ管理、一括編集、変更管理、依存関係解析
の機能を使用できます。

■  モジュールベースエンジニアリング
モジュールベースエンジニアリングでは、入出力モジュールの割り付け情報の設定や、
FCS の設定などとは独立して設計を進めることができるため、制御アプリケーションの設
計後に入出力の設計を変更することにも柔軟に対応できます。
モジュールベースエンジニアリングを使用するには、モジュールベースエンジニアリン
グパッケージが必要です。

● モジュールの構成要素
モジュールとは、設計パターンを独立したソフトウェアコンポーネントにしたものです。
モジュールベースエンジニアリングでは、制御ロジック、アラーム属性、設計情報など
を 1 つのモジュールとして扱います。モジュールベースエンジニアリングの対象となる
モジュールには、以下の構成要素があります。

表 モジュールの構成要素

モジュールの構成要素 概要
設計情報（機能仕様など） モジュールの構成要素として、機能仕様などの設計情報を定義できます。

設計情報は、モジュールの内容を説明するテキスト、画像、表から構成されます。
制御ロジック 制御ロジックは、制御ドローイング、機能ブロック詳細定義から構成されます。
チューニングパラメータ 制御ロジックエディタで定義した機能ブロックに対するチューニングパラメー

タを定義できます。
チューニングパラメータをモジュールに含めるには、チューニングパラメータ
管理パッケージが必要となります。

アラーム属性 モジュールの構成要素として、機能ブロックのアラーム属性および CAMS for 
HIS で扱われるアラーム属性を定義できます。

添付ファイル モジュールの構成要素として、任意の電子ファイルを添付することができます。

2015.03.26-00
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● モジュールの種類
モジュールはその用途により、クラスモジュール、およびアプリケーションモジュール
の 2 種類に分けられます。

・ クラスモジュール
 クラスモジュールは、モジュールのひな形です。クラスモジュールをもとにして、実

際の制御アプリケーションとして動作するアプリケーションモジュールを作成でき
ます。

 クラスモジュールと、そのクラスをもとに作成されたアプリケーションモジュール
は関連を維持し、クラスモジュールの変更をアプリケーションモジュールに反映す
ることができます。

 1 つのクラスモジュールから複数のアプリケーションモジュールを作成できます。

・ アプリケーションモジュール
 実際の制御アプリケーションとして動作するモジュールです。
 必要に応じてクラスモジュールを作成し、クラスモジュールから、またはクラスモ

ジュールなしで直接アプリケーションモジュールを作成します。

● モジュールベースエンジニアリングのエンジニアリング用ソフトウェア
モジュールベースエンジニアリングでは、AD オーガナイザと VP ビルダの 2 つのソフト
ウェアを使用してエンジニアリングを行います。
AD オーガナイザでは、FCS の入出力と制御ロジックに関するエンジニアリングを行いま
す。
次のエンジニアリングについては、モジュールレスエンジニアリングとなるため、VP ビ
ルダを使って行います。

・ システム構成や VP プロジェクト共通部分
・ 入出力や制御ロジック以外の FCS の共通部分
・ HIS、UGS、SIOS、GSGW など

2015.03.26-00
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● モジュールベースエンジニアリングのエンジニアリングデータの流れ
VP ビルダで編集されたエンジニアリングデータは、VP プロジェクトに保存されます。
AD オーガナイザで行う入出力と制御ロジックのエンジニアリングデータは、AD プロジェ
クトに保存されます。このことにより、入出力と制御ロジックは、システム構成と独立
してエンジニアリングできます。
システム構成と独立してエンジニアリングされた入出力と制御ロジックのエンジニアリ
ングデータは、最終的には FCS に割り付けられて、一括変換により VP プロジェクトのエ
ンジニアリングデータに変換され、VP プロジェクトに保存されます。
モジュールベースエンジニアリングのエンジニアリングデータの流れを次の図で示しま
す。

ADオーガナイザ VPビルダ 

ダウンロード

F030501.ai

履歴管理

ADプロジェクト

VPプロジェクト

ステーション

エンジニアリング
データの表示と保存変更履歴データの読み込み

変更履歴の保存

変更履歴の表示
システム構成と
ステーションに関する
エンジニアリング
データの編集

一括変換

エンジニアリング
データの表示と保存

入出力と制御ロジック
のエンジニアリング
データの編集

図 モジュールベースエンジニアリングのエンジニアリングデータの流れ

● モジュールベースエンジニアリングの履歴管理
AD オーガナイザで編集されたエンジニアリングデータは、AD サーバの履歴管理に変更
履歴が保存されます。VP プロジェクトのエンジニアリングデータも、次のすべての変更
履歴が AD サーバの履歴管理に保存されます。

・ VP ビルダで編集されたエンジニアリングデータ
・ AD オーガナイザで編集されて一括変換されたエンジニアリングデータ

履歴管理に保存された変更履歴は AD オーガナイザで表示できます。

● ドキュメント生成
ドキュメント生成では、エンジニアリングの成果をまとめるドキュメントを作成できま
す。
ドキュメント生成は、モジュールベースエンジニアリングを行う場合に使用できます。
本機能により、実際のシステムと仕様書などのドキュメントの内容にずれがないかを確
認できます。
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■  チューニングパラメータ管理
制御アプリケーション作成時に設計した機能ブロックのチューニングパラメータの値（以
降、設計値と呼びます）と実際にフィールドコントロールステーション（以降、FCS と呼
びます）で使用しているチューニングパラメータの値（以降、現在値と呼びます）を管
理する機能です。両者のパラメータの値を比較し、設計したチューニングパラメータの
値を FCS に設定することができます。
チューニングパラメータとは、HIS から設定、および参照可能な機能ブロックのデータア
イテムや、アラーム設定値です。

本機能の対象となるチューニングパラメータには、次の 2 種類があります。
・ クラスモジュールやアプリケーションモジュールのチューニングパラメータ（クラ

スモジュールやアプリケーションモジュールで定義されている機能ブロックのデー
タアイテムのうち、設定可能なデータアイテム）

・ アラーム関連のチューニングパラメータ（アラーム設定値）

チューニングパラメータ管理では、次のことができます。
・ チューニングパラメータの設計値の定義
・ 定義したチューニングパラメータを一括して FCS に設定
・ チューニングパラメータの設計値と現在値の比較と設定

チューニングパラメータ管理を使用するには、モジュールベースエンジニアリングパッ
ケージとチューニングパラメータ管理パッケージ（モジュールベースエンジニアリング
用）が必要です。また、チューニングパラメータの設計値と現在値の比較と反映を行う
場合は、操作監視基本機能パッケージも必要です。

● チューニングパラメータの設計値の定義
クラスモジュールやアプリケーションモジュールのチューニングパラメータの設計値を
定義できます。

● 定義したチューニングパラメータを一括してFCS に設定
定義したチューニングパラメータの設計値を、一括して FCS に設定できます。
アプリケーションモジュールのチューニングパラメータや、アラーム関連のチューニン
グパラメータが対象となります。

● チューニングパラメータの設計値と現在値の比較と設定
FCS からチューニングパラメータの現在値を取得し、アプリケーションモジュールの
チューニングパラメータの設計値と比較することができます。またアプリケーションモ
ジュールのチューニングパラメータの設計値を個別に選択し、FCS に設定することもでき
ます。アプリケーションモジュールのチューニングパラメータや、アラーム関連のチュー
ニングパラメータが対象となります。
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■  一括編集
一括編集は、制御アプリケーション作成時に設計した複数の機能ブロックやアラーム属
性などの設定項目をアプリケーションモジュール単位で各種エディタを個別に開くこと
なく一括して編集するための機能です。

本機能にて、以下の機能を実現できます。
・ マスエディタによる一括編集
・ グリッドルールによる設定項目の一括編集と整合性のチェック

一括編集を使用するには、モジュールベースエンジニアリングパッケージと一括編集パッ
ケージ（モジュールベースエンジニアリング用）が必要です。

● マスエディタによる一括編集
マスエディタは、制御アプリケーション作成時に設計した複数のアプリケーションモ
ジュールの制御ロジックやアラーム属性の設定項目について、アプリケーションモジュー
ル単位で制御ロジックエディタやアラーム属性エディタをそれぞれ個別に開くことなく
一括して編集できる表形式のエディタです。マスエディタでは、ソートやフィルタ機能
も使用でき、効率的な設定項目の編集が可能です。

● グリッドルールによるパラメータの一括編集と整合性のチェック
グリッドルールは、定義されているタグ名や機能ブロック詳細定義項目など、アプリケー
ションモジュールの設定項目に対して、パラメータ値の一括編集や、設定した条件を満
たすかどうかの整合性チェックを、簡単なプログラミングにより自動で実行できる支援
機能です。

■  変更管理
変更管理では、ModPack（Modification Package）を編集していくことで、エンジニアリ
ングデータの変更の工程を管理します。
ModPack とは、ある変更に関連した情報群を 1 つにまとめた帳票です。1 つの ModPack
には、変更を識別するための ID（*1）、変更の状態を表すステータス、変更担当者、変更
箇所、テスト方法など様々な情報が含まれています。

*1： この ID は、変更履歴が記録される際に、変更履歴とともに記録されるため、この ID を使用して変更履
歴から変更の内容を参照することが出来ます。

変更管理では、次の手順で変更を管理します。
1. 変更要求を ModPack に登録する
2. 変更の影響範囲を分析し、変更箇所を ModPack に入力する
3. ModPack に変更の担当者を割り当てる
4. エンジニアリングデータを変更して、変更履歴を ModPack に登録する
5. 変更内容をテストし、テスト結果を ModPack に記録する
6. 変更内容を最終確認して、結果を ModPack に記録する

変更管理を使用するには、変更管理パッケージが必要です。
変更管理は、モジュールベースエンジニアリングを行う場合だけでなく、モジュールレ
スエンジニアリングを行う場合にも使用可能です。
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■  依存関係解析
エンジニアリング作業中に発生した変更要求に対し、変更による影響範囲を分析する機
能です。制御ロジック、入出力、およびグラフィックのタグが、どのタグと接続されて
いるかを解析できる機能を提供します。
依存関係解析では、制御ロジック、入出力、およびグラフィックのタグ名などをキー（以
降、解析キーと呼びます）として、次の 3 種類の依存関係を解析できます。

・ 制御ロジック依存関係
・ 論理物理関係
・ グラフィック依存関係

依存関係解析は、モジュールベースエンジニアリングを行う場合だけでなく、モジュー
ルレスエンジニアリングを行う場合にも使用可能です。
依存関係解析を使用するには、依存関係解析パッケージが必要です。

● 依存関係解析の表示の概念について
依存関係解析の表示の概念について、制御ロジック依存関係の場合を例に示します。
制御ロジック依存関係の解析では、解析キーの接続先のタグ名などが一覧表示されます。
また表示された接続先を新たな解析キーとして、その接続先の一覧を階層的に表示する
こともできます。
以下の図は、タグ TIC02 を解析キーとして接続されている第 1 階層のタグ（FIC01、
GR01、TR01、ST01）、および第 1 階層のタグ FIC01、ST01 を新たな解析キーとしてそれ
ぞれ接続されている第 2 階層のタグ（%Z02、%Z05、および %OG01）が表示される依存
関係解析の概念図です。

%Z02

%Z05
%OG01

FIC01 ST01
TIC02

GR01 TR01

TIC02

%OG01

%Z05

%Z02

FIC01

TR01

ST01

GR01

TIC02の第2階層の依存関係

TIC02の第1階層の依存関係

：AとBのパラメータが接続されていることを示します。A B

F030502.ai

図 依存関係の表示概念図（制御ロジック依存関係）
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● 制御ロジック依存関係の解析
制御ロジック依存関係の解析では、以下解析キーの接続先のタグ名などが一覧表示され
ます。また表示された接続先を新たな解析キーとして、その接続先の一覧を階層的に表
示することもできます。必要に応じて、階層表示された依存関係の各要素を折りたたん
だり、展開したりすることもできます。

解析キー（制御ロジック依存関係）
 ・ タグ名
 ・ タグ名 . データアイテム名
 ・ ユーザ定義ラベル名

依存関係は、次の図のように解析キーを上位にして、上位から下位へ階層的に表示され
ます。

＜素子名＞（解析キー）

F030503.ai

＜タグ名＞（解析キー）
＜タグ名＞.＜データアイテム名＞（解析キーに関連する項目）
＜素子名＞.＜データアイテム名＞（解析キーに関連する項目）

＜タグ名＞.＜データアイテム名＞（解析キーに関連する項目）

＜タグ名＞.＜データアイテム名＞（解析キー）
＜タグ名＞.＜データアイテム名＞（解析キーに関連する項目）
＜素子名＞.＜データアイテム名＞（解析キーに関連する項目）

● 論理物理関係の解析
論理物理関係の解析機能用のビューでは、入出力の論理的な属性と、物理的な割り付け
を表示できます。

解析キー（論理物理関係）
 ・ アプリケーションモジュール名
 ・ タグ名
 ・ P&ID タグ名
 ・ ステーション名
 ・ 入出力モジュール名

論理物理関係ビューの表示項目を次に示します。

表 論理物理関係ビューの表示項目

分類 表示項目 説明

論理

フラグ表示 原因フラグ、影響フラグを表示します。
P&ID タグ P&ID タグ名を表示します。
入出力タグ名 入出力のタグ名、またはユーザ定義ラベル名を表示します。
モジュール 入出力が接続されているアプリケーションモジュール名を表示します。

物理

フラグ表示 原因フラグ、影響フラグを表示します。
VP プロジェクト VP プロジェクト名を表示します。
ステーション ステーション名を表示します。

トレイン FIO の入出力モジュールの入出力である場合は、「IOM」を表示します。
N-IO の入出力モジュールの入出力である場合は、「IOM2」を表示します。

ノード ノード番号を表示します。
入出力モジュール 入出力モジュールの形名を表示します。
ユニット ユニット番号を表示します。入出力が FIO の場合は空欄になります。
端子 端子番号を表示します。
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● グラフィック依存関係の解析
グラフィック依存関係の解析用のビューでは、以下の解析キーを含むグラフィックのオ
ブジェクトを制御ロジック依存関係の場合と同様に階層的に表示できます。

解析キー（グラフィック依存関係）
 ・ VP プロジェクト名
 ・ ステーション名
 ・ ウィンドウ名
 ・ トレンドファイル名
 ・ タグ名
 ・ グラフィックオブジェクト名

解析キーを含むグラフィックのオブジェクトは、次のように階層的に表示されます。

＜グラフィックビュー名＞

F030504.ai

＜VPプロジェクト名＞
＜ステーション名＞

＜リンクパーツ名＞

＜グラフィックオブジェクト名＞
＜制御ロジック項目＞

＜制御ロジック項目＞
＜グラフィックオブジェクト名＞
＜リンクパーツ名＞

＜トレンドビュー名＞
＜トレンド収集ペン割り付けファイル名＞

＜制御ロジック項目＞

2015.03.26-00
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4. 操作監視機能（HIS）
CENTUMシリーズの操作性を継承しながらも、人間工学や知識工学に基づいたHMIによ
り、効率的な操作監視機能を提供します。画面操作に必要な情報とプラント監視に必要
な情報をバランスよく配置することにより、操作性と視認性の両立を実現しています。
また、色覚に優しいカラーユニバーサルデザインを採用しました。

F040001.ai

図 HIS画面例

■ HISの特徴
HIS は最大 4 モニタまで標準対応します。オペレータの担当範囲の広がりにともなう、情
報量の増加に対して、表示する情報量を増加させ、複数のモニタを活かした作業効率を
向上させることにより、迅速で的確な対応が可能です。

■ リモート操作監視機能
遠隔地からも、プラントを操作監視できます。中央操作室から離れた事務所のコンピュー
タなどから、HIS と同じ運転画面で操作監視できます。

■ 統合型アラーム管理（CAMS for HIS）
最新のアラーム管理手法（*1）に準拠した、アラーム統合管理機能を提供します。必要
なアラームを必要な人だけに、最適なタイミングで通知するため、プラントの安定稼働、
運転品質向上に寄与します。

*1： EEMUA（Engineering Equipment And Materials Users Association）#191 に準拠しています。

2016.06.30-00
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■  セキュリティ
プラントを操作監視する上で、誤操作によるトラブル防止やシステムの安全を確保する
ため、オペレータの認証、操作監視範囲の制限、操作の制限など、用途に応じた柔軟で
きめ細かなセキュリティを提供します。さらに、Windows のセキュリティ技術を利用して、
サイバーテロなどのセキュリティ脅威に対して、より強固な防御対策を実現します。HIS
だけではなく、他の横河システム製品に共通に搭載される「IT セキュリティ設定ツール」
により、統合生産制御システム全体としての要塞化を実現します。

2015.03.26-00
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5. 制御機能（FCS）
初代CENTUMから40年にわたり、信頼性技術の継続的な開発の結果、CENTUM VP FCS
は、業界最高水準の99.99999%（セブンナイン）以上の稼働率を実現しています。
高い信頼性のFCSは、プラントの長期安定稼働を実現することでTCO（Total Cost of 
Ownership）削減に大きく貢献します。また、豊富な制御機能により、連続プロセスや
バッチプロセスはもとより、幅広い制御に適応する最適な制御システムを、簡単かつ効
率的に実現します。

■ 制御機能を支える高信頼性
制御機能の高信頼性は、長年培われた高信頼性設計思想により開発された、ハードウェ
アおよびソフトウェアにより実現しています。

● 完全二重化とPair&Spare方式
プロセス制御の重要な役割を担う FCS は、プロセッサモジュールや電源、制御バスだけ
でなく、入出力モジュールや内部バスなど細部に至るまでの完全二重化構成が可能です。
この完全二重化構成により、ハードウェア異常による制御の停止を回避します。さらに、
プロセッサモジュール内部の MPU も二重化構成となっており、常に演算結果を照合しま
す。この横河独自の Pair&Spare 方式（ 二重化 × 2）により、データインテグリティ（デー
タの安全性）の確保と、エラー発生時の無瞬断切り替えを実現します。完全二重化と
CENTUM CS から実績のある、Pair&Spare 方式により、長期安定稼働に寄与します。

● 高信頼プロセス入出力モジュール
新開発の入出力モジュールは、同一モジュールで各点の AI/AO/DI/DO 信号種類をソフト
ウェアで変更できます。さらに入出力アダプタ（信号変換）で幅広い信号種類に対応で
きます。プロセス信号の種類に応じたラインナップに加え、絶縁のタイプや設置形態など、
用途に応じて様々な計装を実現します。CENTUM VP のプロセス入出力モジュールは、独
自開発の通信プロトコルによる最適なレスポンスや、高い耐環境性（温度、腐食性ガス）
など、高い信頼性を実現します。

● テスト機能
エンジニアリングを行うコンピュータ単体で制御機能（アプリケーション）と操作監視
機能（運転画面、メッセージ）をテストできます。変更したアプリケーションの動作を
事前に確認してから稼働中のシステムに反映できるため、アプリケーションの作成ミス
を事前に防止できます。また、実機（FCS）なしでテストが可能なため、エンジニアリン
グのリードタイムを大幅に短縮します。

● オンラインメンテナンス
稼動中の FCS を停止することなく、アプリケーションを変更できます。変更部分以外の
アプリケーションに影響を与えることなく、制御ロジックやパラメータ値などを変更で
きます。オンラインメンテナンスにより稼働中のプラントの増改造にも安全かつ柔軟に
対応できます。
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■ 豊富な機能ブロック
連続制御、操作、演算、シーケンス制御、モニタリングなどの豊富な機能ブロックにより、
多種多様な制御に柔軟に対応します。

● 連続制御ブロック
プロセスの監視・制御を目的に、プロセス量を用いて演算処理を実行します。PID 調節、
入力指示、手動操作、信号選択、信号設定、セルフチューニング機能などの豊富な機能
ブロックがあります。

● シーケンス制御ブロック
機器インターロックシーケンス、プロセス監視シーケンスなど、ループ機器レベルの汎
用シーケンス制御を行うシーケンスブロックには、ディシジョンテーブル形式のシーケ
ンステーブルと論理演算素子を使って記述するロジックチャートがあります。さらに、
スイッチ計器、タイマ、カウンタ、コード入出力などを用意しています。

● 演算ブロック
連続制御機能、シーケンス制御機能を補助する機能ブロックです。アナログ信号や接点
信号に対する汎用的な演算機能を実行します。

● フェースプレートブロック
複数の機能ブロックを、まとめて 1 つのタグとして認識するためのヒューマンマシンイ
ンタフェースです。アナログ形、シーケンス形、ハイブリッド形のフェースプレートブロッ
クを用意しています。

● ユニット計器／単位シーケンス
プラントを制御するための機器や計器を装置（ユニット）単位にまとめ、その単位で操
作と制御ができます。ユニット計器には、3 位置スイッチ形、5 押しボタン形、アナログ
形があります。単位シーケンスは、装置（ユニット）における個々の工程の操作、制御
を実現します。単位シーケンスには、SEBOL 形と SFC 形があり、アプリケーションに応
じて使い分けることができます。

● バルブパターンモニタ
バルブパターンモニタは、移送系などのプラントにおけるバルブの開閉状態を監視する
機能ブロックです。64/128/256/512 データ用のパルブパターンモニタを揃えています。

● オフサイトブロック
オフサイトブロックは、製油所のオフサイトなどにおける調合や出荷の制御を目的とす
る機能ブロックです。オフサイトブロックには、流速調節およびブレンドマスタ調節の 2
種類があります。
バルブパターンモニタおよびオフサイトブロックは、オプションパッケージとして提供
されます。

● フィールド無線用パケットロス補償型PID
フィールド無線用パケットロス補償型 PID は、無線フィールド機器とのデータ授受にお
けるパケット欠損を補償する機能を持った PID ブロックです。

バルブパターンモニタ、オフサイトブロックおよびフィールド無線用パケットロス補償
型 PID は、オプションパッケージとして提供されます。
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■ 高速大容量コントローラ
CENTUM VP R6 の高速大容量のコントローラ（AFV30 □ /AFV40 □ /A2FV50 □）には次の
ような特長があります。

● 高パフォーマンス
従来どおりのブロックの実行容量・処理能力、I/O へのアクセス速度を備え、フィール
ド・デジタルで飛躍的に増大する機器情報や設備の診断情報を円滑に処理できます。また、
光ファイバーケーブルを使って、最大 50 Km 離れた場所のコントローラと通信すること
ができます。

● 高密度実装キャビネット
サードパーティ製キャビネットに対応する新開発の FCS（A2FV50 □）は、フィールドに
I/O を設置し、システムを分散させてマーシャリングを削除したい場合に適しています。
これにより設置スペースの削減が可能になります。FCS（AFV30 □ /AFV40 □）の高密度
実装キャビネットは、従来どおり横河製キャビネットだけでなく、サードパーティ製の
キャビネットにも対応した状態監視機能を備えます。プラントの特徴や計装の事情に合
わせた選択ができます。

● 定周期実行形SEBOL
従来は CPU の空き時間に実行していた SEBOL を、基本スキャンの処理の中で実行させ
ることができるようになりました。これにより、以前はシーケンステーブルやロジック
チャートで実行していたシーケンス制御を、言語系のアプリケーションで記述すること
が可能となります。

● システム機能ブロック
FCS 内部の動作情報（負荷情報やアプリケーションの実行情報）を外部に通知するための
インタフェースとして、「システム機能ブロック」を用意しました。CPU 負荷情報、通信
負荷情報、I/O 負荷情報、および SEBOL 関連の動作情報を HIS から確認することができます。
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6. 安全計装システムとの連携
CENTUM VPは、安全計装システム（ProSafe-RS）とのオペレーション統合により、
ProSafe-RSとのシームレスな連携を実現します。

■ 安全計装システムとの統合化
国際規格である機能安全規格（IEC 61508）は、生産制御システムと安全計装システムが
それぞれの機能を分離する指針を定めています。しかし、オペレーション環境においては、
通常操業で使用している生産制御システムの操作環境を安全計装システムでも使用する
ことが望まれています。ProSafe-RS は、CENTUM VP のアーキテクチャをベース技術に採
用し、CENTUM VP とのオペレーション統合環境を実現します。

■ 安全計装システム　ProSafe-RS
安全計装システムは、プラントでの事故を未然に防ぐため（緊急遮断装置）、また、事故
が発生した場合は、被害の拡大を防ぐため（防消火施設）のシステムです。安全計装シ
ステムによる安全性の向上により、人身保護、設備保護、および環境保護に寄与します。

● 国際規格に適合した認証を取得
ProSafe-RS は、国際規格である機能安全規格（IEC 61508）で定義された安全度水準 SIL3
に適合した安全計装システムで、ドイツの第三者認証機関 TÜV による認証を取得してい
ます。

● 安全性と高稼働率の両立
ProSafe-RS は、プラントのシャットダウンを確実に実行する確度の高さ（安全性）と、自
身の故障によってプラントを停止させる確率（誤トリップ率）の低さ（高稼働率）の両
立を実現しています。

● プラントの安全性向上
機能安全規格（IEC 61508）では、産業の安全に関して、リスク低減の定量的目標値を決
め、具体的手段によってそれを実現する指針を定めており、安全関連系をライフサイク
ル（安全ライフサイクル）で管理することが規定されています。この規格が背景として
いる安全の考え方は、従来の安全＝「絶対安全：危険でない状態」に代わって、安全＝

「許容安全：許容できないリスクがない状態」とする考え方に基づいています。この許容
安全を実現するためには、1 つの安全手段を講じても完全無欠のものはありえないので、
そこに残るリスクに対して、その外側で別の安全手段を講じ、それでも残ったリスクが
なお許容できる水準でなければ、さらに外側に安全手段を講じるといった「階層的防護」
の考えが必要になります。ProSafe-RS は、この「階層的防護」という考え方を導入して、
プラントはもとより地域との緊急対応策までを考慮して、許容安全を実現しています。

● 安心のセキュリティ
ProSafe-RS は、2014 年 1 月に国際認証推進組織 ISCI（*1）の ISASecure EDSA 認証（*2）
を取得しました。これは、制御機器のセキュリティ保証に関する認証制度であり、当社
は国内でこの認証を取得した初めての制御機器ベンダーになります。サイバーセキュリ
ティ対策が施されている ProSafeR-RS は、重要なインフラである石油や石油化学、天然ガ
ス、電力などのお客様に安心してお使いいただけます。
*1： ISA Security Compliance Institute
*2： Embedded Device Security Assurance
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7. プラントライフサイクル支援
CENTUM VPは、プラントライフサイクルに応じた適切なソリューション提供します。他
社機器の接続を円滑に、システムの統合を容易に、アップグレードを迅速に実現するこ
とにより、TCO削減に貢献します。

■ システム統合
CENTUM VP は、複数の CENTUM VP システムを接続し、統合監視できます。また、既設
CENTUM との接続も可能です。各種ゲートウェイステーションを用いることにより、他
社システムとの連携もスムーズに行えます。複数のプラントの統合監視により、より効
率的な操業環境を構築できます。

■ CENTUM CS 3000およびCENTUM VP（R5以前）からのアップグレード
CENTUM CS 3000 および CENTUM VP（R5 以前）の FCS は、CENTUM VP の FCS として使
用できます。エンジニアリングデータも互換性を維持しているため再利用できます。HIS 
は、1 台ずつ更新可能なため、操業への影響を最小限にアップグレードが可能です。

■ RIO（*1）システムアップグレード
CENTUM CS、CENTUM CS 1000/CS 3000 および CENTUM VP の RIO を使用している FCS は、
最新の RIO アップグレード用 FCS（A2FV70 □）に更新することができます。既設フィー
ルド配線をそのまま活用するため、非常に短い期間でアップグレードが可能です。

*1： RIO は Remote I/O の略語です。

■ サスティナブルプラン
ライフサイクルサポートプログラム「サスティナブルプラン」は、プラントライフタイ
ムにわたり、生産に必要なシステムの機能を、安全にかつ安心して、常に最適な状態で
ご使用いただくための保守契約です。システムの導入から更新に至るまでのライフサイ
クルの各フェーズにおいて必要な作業を設計し、年間を通じて各種サービスを提供しま
す。
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