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情報制御統合ネットワーク 制御機能と情報サービス機能を統合するニーズにこたえる情報制御統合ネットワークの構成を示す｡

交通,鉄鋼,電力などの罷業分野では,システム

の大規模化とともに制御機能のほかに情報サービス

機能も取り込み,システムの舟麦化に対応する動き

が-11iまってきている｡

これにこたえるため,オーブン性の高い国際標準

CSMA/CD(Carrier SellSe Multiple Access with

CollisiollDetectioll)LANに代表される支線LAN

を相互接続･統合する100Mビット/sの情報制御統

介LANを開発した｡

このLANは,口々二製作所の制御川基幹LANであ

るトランクネットワークをベースに機能拡張したも

ので,支線LAN問の相カニ接続機能とネットワーク管

二哩機能に加1え,FDDI(FiberDistributedDataIlュter-

face)などの標準基幹LANでは実二呪困難な支線

LAN間の系統分離,ノード間長距肖酎ヒ,ノード内ハ

ードウェアモジュールの完全二重化とオンライン交

換機能を実現している｡

情報制御統合LANに代表されるトランクネット

ワークの適糊システムとして,交通分野での鉄通運

什管二哩システム,鉄鋼プラント制御システム,発電

プラントシステムなどがある｡

*臼二1土製作所人みか二l二場 **R立製作所r=∵研究所 ***‖､†製作所システム開発研究所
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n はじめに

交通,鉄鋼,電力などの産業分野では,システムの大

規模化とともに制卸機能だけでなく情糀サービス機能も

取り込むことによって,システムの高度化に対応する要

求が■ナナiまってきている｡これにff三い,システムの核とな

る構内ネットワークにもさまざまな要求が生じている｡

-･九
倍別分野での構内ネットワークではCSMA/

CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision

Detectinn)が杓l祭標準仕様LANとして普及しており,

これらを接続･統合する矧祭標準基幹LANとしてFDDI

(FiberDistributedDataInterface)も急速に一洋及してきて

いる｡

これらの軌きを･受けて,制御分野でも上述したような

オープン性の高い標準LANを採用し始めている｡

Fト立製作所は,従来,産業f[計算機制御システムの基

幹LANとしてトランクネットワークを提供してきた｡∠卜

Ⅰ‖l,_卜述した汚貨からトランクネットワークの機能拡張

として,標准LANや制御刷LANなどを効率的に接続･

紘†ナし,かつFDDIなどでは実収イ(‾吋能な支線LAN間の

系統分離やノード問距離の良批離化などの機能を付加し

た1()nMビット/sの情報制御純介LANを開発した｡ここ

では,情幸1抑J御統†ナ機能をl卜L､としたトランクネットワ

ークの概安とその応刷システム例について述べる｡

日 トランクネットワークの概要

2.1 システムアーキテクチャ

制御用LANにf.ま,標準LANとは異なる信頼性,碓某性

が二要求される｡また,分散システムを中央で一指管理逆

常できる使い勝手のよいネットワーク管理機能も安求さ

れる｡

トランクネットワークは,これらの要求にこたえる時

分割タイムスロット多重方式のループ型光ネットワーク

である｡ノードを構成するハードウェアは,待機能単位

のモジュール構成としている｡このため,ユーザーの要

求に応じて機能モジュールを組み合わせることで柔軟に

対応できる｡

例えば,伝送速度(32Mビット/sと10nMビット/s),光

ファイバの種類(マルチモードとシングルモード),通イ話

サービス機能,各モジュールの二重化などの選択を布妨

に行えるように考慮している｡この構造を生かして,過

去,制御f汀計算機やディジタルコントローラを統合し,

パケット･機能コード過信やサイクリック過信を某現す

る32Mビット/sの制御川基幹LAN･データ･音声･幽

像･電話などの情報を多重化させる100Mビット/s

の制御糊恭幹LAN,および今回開発した情対立制御続でナ

LANと多様な展開を凶ってきた｡

表lトランクネットワークの基本仕様 トランクネットワークは支線LAN接続機能と豊富なRAS,およびネッ

トワーク管理機能を持つ｡

No. 項 目 仕 様

l 伝 送 路
光ファイバ(シングルモード)

●波長l.3トLm ●伝送損失0.6dB/km以下

2 伝 送 路 構 成 ループ状2系統(伝送路二重化)

3 発光･受光素子 長波長LD/P】N

4 伝 送 速 度
伝送路速度……】22.88Mポー(8B川B符号化方式)

情報伝送速度‥･…98.304Mビット/s

5 ノ ー ド 間 距 離 最大20km

6 ノ
ード 接木売台 数 最大128台

7 多 重 化 方 式 ハイブリッド型STDM(時分割タイムスロット多重)

8 支線 L A N 接続
川CSMA/CDLAN ノード当たり最大Zチャネル
(2)〃∑NETWORK-10 ノード当たり最大2チャネル

9 シ ス テ ム R A S

川伝送路,光伝送制御弧基本制御部,電源の二重化および自動バックアップ機能

(2)伝送路障害時の自動ルーフし■交替機能と自動ルーブバック機能

(3)ハードウェア(プリント基板,電源)のオンライン拡張･保守機能

10 ネット ワーク管理

(】)伝送路構成状態,ノードおよび外部接続アダプタの構成状態の管理機能

(21ノードと接続アダプタに対する構成定義情報の設定機能

(3)障害情報の収集機能

(4)支線LAN〕犬態管理
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注:略語説明

LD(LaserDiode;半導

体レーザ)

PIN(円N Photodiode;

PIN型ホトタイオード)

RAS(信頼性･可用性･

保守性)

CSMA/CD(CarrierSense

Multiple Access with

Co=s旧n Detection)
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図l 支線LANの系統分離 トランクネットワーク上に構成

する支線LAN群で,お互いのLANが干渉し合わないように完全分離

することができる｡

2.2 システム仕様

今l旦I開ヲ芭したトランクネットワークの其本仕様を表1

にホす｡

このネットワークの主な特長は,次に述べるとおりで

ある｡

(1)支線LANの系統分離

トランクネットワークで1≠JJ二接続する‾支線LAN群を

グループ分けし,お互いのグループ問で十渉し合わない

ようにするため,これらをトランクネットワーク内で一ノ己

令分離することができる｡この什組みを図1にホす｡こ

れにより,伝送負ぶfによるスループットの影響,陀苫時

の地文紡札AN群への影響などをIIJl避でき,信頼性の拓い

システムの構築がur能となる｡

中央指令室

駅

(2)広域･丘緋鯉化

システムの大規模化に対応するため,光送受信モジュ

ールは半導体レーザとⅠ〕IN型ホトダイオードを使川しノ

ード閃距離最大20kmを可能とした｡

(3)一別三根性

共通制御部,電源の∴垂化構成により,自軌バックア

ップ機能を実現した｡さらに,幹線系の伝送路･ノード

の構成状態管理,ノード状態監視,支線LANの伝送負

荷状態管f軋 断割吉報管理などの各種保刊宙報の収集

小央のネットワーク管理装置からの一元管理を吋能

とした｡

田 トランクネットワーク適用のシステム事例

トランクネットワークを什トーた代表的なシステム事例

を提賀【11のものも含めて次に述べる｡

3.1交通システム

鉄道分野では,運行管理システムの新しいニーズとし

て駅運行部門の合理化,駅の情報拠点化,サービス件】rり

卜,列小運行管理の柔軟惟向上などがある｡これらの背

景から,東口本旅客鉄道株式全社は従来の運行管坤シス

テムから信号分野をも含めた鉄道CIM(コンピュータ紋

付/l三産管.哩システム)として,ワークステーションベース

の広域人規模分散制御システムを構築中である｡このシ

ステムの構成を図2に示す｡制御装置は各駅に分散鮎損

され,進路制御,構1勺入れ換え制御,旅客案内装置への

情報の提供などの役割を持つ｡

待駅の装甚は,おのおの制御系のCSMA/CD LANと

中央指令室
ネットワーク
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注:略語説明

RCS(Real-th¶e ControI

Server)

WS(WorkStat10∩)

図2 運行管王里システム

構成例 鉄道分野での

トランクネットワークを用

いたシステム構成例を示す｡
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各種指令制御卓

国璽璽｡SMA′｡｡+AN
CSMA/CD LAN

CSMA/CD LAN

統括計算機

ノJ∑NETWORK-10

トランクネットワーク

国璽
現場端末

制御用計算機

‖ゝ NETWORK-10

情報系のCSMA/CD LANとに分離して接続され,各線

抹ごとに構築されるトランクネットワークで接続･統介

される｡

Ilト央指令室の練【大別■卜央管埋系もトランクネットワー

クを過して接続され,芥制御装置からの運行監ヰ刺青辛削二

より,小央のワークステーション_卜で連子f･状況が完全に

把握できるようにしている｡

このシステムの柑丘として,各線lヰごとに駅描JのJム城

ネットワークを構築したことと,標準支線LANを制御系

と情報系に完全分離させ,システムとしての信頼件の向

_1二を凶ったことがあげられる｡
3.2 鉄鋼システム

鉄鋼プラントシステムでは,/[ 巾などの情報処坤

機能と,ライン肘J御などの制御機能の間の辞f接な連携を

‾吋能とする情報制御システムの構築が求められている｡

すなわち,従火の〃∑NETWORK-･10やトランクネッ

トワークなどの制御川LANで構築していた制御システ

ムに,別のシステムとして存爪していた情糀処叩システ

ムを統fナすることである｡

このニーズにこたえるため,制御刷LANである〃∑

NETWORK-1()と情幸は系標準LANであるCSMA/CD

LANをおのおの独‾中二して一つの基幹LANで接続･統合

する必安があり,図3にホすようなトランクネットワー

開発管理
システム WS応用開発環境

国璽
り三

NETWORK-10

/_J二NETWORK-10

コントロ【ラ

CSMA/CD LAN

図3 鉄鋼プラントシステ

ム構成例 鉄鋼分野での

トランクネットワークを用

いたシステム構成例を示す｡

クを川いたシステムを提案している｡

3.3 電力プラントシステム

称‾にプラント制御システムでは,各制御朋計算機問の

データの交授に点し-んb芥性が安求される｡そこで,トラ

ンクネットワークの持つ高速件を/トミかし,プラントデー

タをネットワークトで高速に周回させ,通信ソフトウェ

アの介小三なしにプロセス間の高速データ転送,およびプ

ラント全体の監視を吋能とする方法が提案されている｡

このプバ去は,棚状のトランクネットワークのサイクリ

ック墟信機能をさらに高機能化したものが必要であり,

メモリ各競の増大,高速応答性を向卜させたシステム展

l洞を推進巾である｡

巴 おわりに

情報分野と制御分野を統合するトランクネットワーク

の耽安とその応椚システム例について述べた｡

システムの人規模化,仙女化,オープン化は,今後ま

すます進んでいくと‾｢想され,システムの小核となるネ

ットワークの付加価値への期待は人きい｡

乍後は,_I一_記応川システムでの機能拡充と,特にリア

ルタイム件とデータ春立を追求したサイクリック通信機

能の拡允を上¥1っていく考えである｡
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