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産薬用情報制御計算機｢HIDICRS90シリーズ+の登場
｢H旧IC RS90シリーズ+は25年以上にわたる実績を持つHIDICシリーズの最上位機種であり,制御と情報の統合を容易にし,協調自律分散シ

ステムのコンポーネントとなる｡

製造と販売,発送などの情報を統合化し,ユーザ

ーニーズを即座に反映することができる拡張性に優

れた柔軟な生産システムが必要とされている｡この

ためのシステムアーキテクチャとして,協調自律分

散アーキテクチャを提案し,製品展開を図っている｡

そのコンポーネントとして,RISC(縮小命令セット

コンピュータ)プロセッサをベースとし,このクラス

最高の性能を持った産業用情報制御計算機｢HIDIC

RS90シリーズ+を完成した｡

RS90シリーズでは,制御用に必須(す)のリアルタ

イム性,高信頼性を持たせるとともに,オープン性,

拡張性を強化して,使いやすくした｡また,固定優

先度制御,高分解能タイマ,マルチコンピュータ,

冷却系の強化をはじめ,さまざまなくふうを織り込

んでいる｡

このシリーズは,産業用計算機として25年以上に

わたって実績を持つHIDICシリーズの最新,最上位

機種である｡これまでのノウハウの蓄積をベースに

改善を施しており,今後もこの分野で種々の機能強

化,レパートリーの拡大を図っていく考えである｡

*日立製作所大みか工場
**

日立プロセスコンピュータエンジニアリング株式会社
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山 はじめに

従来,産業用計算機システムに求められてきたものは,

｢早くて確実+ということが主であった｡産業用計算機シ

ステムでは,制御対象であるプラントとのデータのやり

とりを行うために,応答性が良く信頼性が高いことが重

要であったからである｡

近年,これらの要求を当然満たしたうえで,さらに付

加価値のあるシステムを構築する必要性が生じてきた｡

第一に,プラントは常に変化し成長していくものである

ため,拡張性に優れ,柔軟にシステム構成を変更できる

ようなシステムが必要である｡第二に,製造プロセスに

対しても製造時の情報を蓄積し,蓄積された情報を販

売･発送などに活用し,ユーザーニーズを即座に反映す

ることができる,柔軟な生産システムを作ることが必要

となってきた｡これらの要求を満たすために産業用計算

機システムには,従来,制御に要求されていたリアルタ

イム性,高信頼性とともに,制御と情報を統合するため

に必要なオープン性,拡張性が必須の要件となっている｡

以上の要求を実現した産業用情報制御計算機として,

RISCプロセッサをベースとした,このクラス最高の性能

を持つ｢HIDIC RS90シリーズ+を開発した｡ここでは,

その構成と特長について述べる｡

8 HIDIC RS90シリーズの位置づけと構成

2.1位置づけ

計算機システムでサポートする業務範囲の拡大に伴

い,業務ごとに別々の計算機で処理する形態を採用する

ことが多くなってきた｡このため,業務に通した各種サ

ーバを準備し,使用できるようにする必要がある｡情報

制御システムを構築するためのコンポーネントとして

は,これまで種々のサーバ群を開発してきた｡この展開

の関係を図1に示す｡HIDIC V90/5シリーズ1)を中心に,

用途に応じて,無停止が要求される業務にはオンライン

での拡張･保守が可能なFTサーバ,高速計算業務には

計算サーバなどの製品系列を拡充してきている｡RS90シ

リーズは,産業用情報制御計算機としてV90/5シリーズ

を高速化し,接続性,拡張性をさらに進めたシリーズで

ある｡

2.2 ハードウェア構成

HIDIC RS90シリーズのハードウェアレパートリーを

図2に示す｡デスクサイドタイプのRS90/400モデル10を

はじめとして,キユーピクルタイプのRS90/800モデル
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図l 各種のサーバ展開

業務に適した各種サーバを準備し,使用できるようにしている｡

10,20,30で構成する｡これらはいずれも高速RISCプロ

セッサをベースとして,高速なメモリバスやシステムバ

スをサポートし,高性能を実現している｡

2.3 ソフトウェア構成

RS90シリーズのソフトウェア構成を図3に示す｡

HIDIC RS90シリーズのOSであるRENIX-Rは,

UNIX貰1)をベースとして,リアルタイム機能,RAS機能

を追加したカーネルに,TCP/IP,NFSなどの業界標準機

能を加えた基本システムを基盤としている｡この上にⅩ

WindowSystem紺,日立Motif約などのオープンなマ

ンマシン開発環境,リアルタイムプログラム開発のため

の使い勝手の良い環境,マルチコンピュータやディスク

ミラーリングを実現する高信頼化機能,システムの拡張

性を広げる協調自律分散削)システム2)サポートのベース

となる統合通信プラットフォームなどを載せている｡さ

らに,分散システム管理をはじめとして種々のミドルソ

フトウェアを載せ,アプリケーションソフトを作りやす

くしている｡なお,データベースには分散型リレーショ

ナルデータベースとして評価の高いORACLEを採用した｡

※1)UNIXは,X/OpenCompanyLimitedがライセンスし

ている米国ならびに他の国における登録商標である｡

※2)ⅩWindowSystemは,米国マサチューセッツ工科大学

が開発したソフトウエアである｡

※3)Motifは,OpenSoftwareFoundation,Inc.の商標で

ある｡

※4)自律分散は,日立製作所の製品名称である｡
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図2 HID‡C RS90シリーズのハードウェアレパートリー

RISCプロセッサを使用したRS90シリーズは,デスクサイドタイ

プlモデル,キュービクルタイ7b3モデルを用意している｡

田 H旧IC RS90シリーズの特長

RS90シリーズは,ハードウェアとしてRISCプロセッ

サを用い高性能を実現するとともに,各種国際標準,業

界標準を採用した｡その上に,産業用計算機として必要

なリアルタイム性,高信頼性,拡張性を持たせ,さらに

使い勝手の向上を図っている｡これらの特長について以

下に述べる｡

3.1イベントに即座に対応できるリアルタイム性

制御システムでは,イベントが発牛したときに即座に

処理を行う必要があるために,システムの高速応答性が

必要である｡このため,RS90シリーズでは,UNIXにリ

アルタイム機能を付加することにより,高い応答性を実
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図3 ソフトウエア構成

RS90シリーズのOSはRENIX-Rと呼び,基本システムの上に言語,

統合通信プラットフォーム,高信頼化機能,およびリアルタイム開

発環境などを載せている｡

現した｡リアルタイム機能としては,固定優先度制御,

高分解能タイマおよびネットワーク共有メモリ方式を採

用した｡

固定優先度制御とは,高速応答が要求される処理の実

行優先度をあらかじめ高く設定できるスケジューリング

方式であり,これまでもサポートしている｡これにより,

高速応答性を実現している｡

タイマについては,その分解能を1msとし,ミリ秒単

位の時間経過に伴うタスク起動を可能にしている｡

ネットワーク共有メモリ方式は,ネットワーク上に周期的

にデータを糊凶させることにより,データがネットワーク

上に送け■されるのとほぼ同時に複数のCPUが同じデー

タを参照することができ,高速応答性に寄与している｡

3.2 システム運転時間を長くする高信頼化

高信頼化技術としては,冷却系強化による部占占の長寿

命化とともに,冷却フアン故障時などに保守員を自動的

に呼び出すメンテナンスコールのサポートを行い,シス

テムの高信頼化に役立てている｡

また,高信頼化のために裡数の計算機をネットワーク

で結合し,データ共有は通信による配信で行う疎結合マ

ルチコンピュータシステムを実現している｡マルチコン

ピュータシステムの例を図4に示す｡マルチコンピュー

タシステムでは,複数の計算機の相互監視を正しく行う

必要があり,監視パスの二重化によって監視パス障害と

CPU障害の切り分け,障害発生時の確実な業務引き継ぎ

を可能とした｡なお,これまで計算機ごとに必要であっ

たコンソールの代わりに,センタコンソールによって計

算機の集小監視を行うことも可能とした｡

産業用計算機では,これらの高信頼化の仕掛けにより,

システムの連続運転ができるかぎり長く継続できるよう
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図4 マルチコンピュータシステムによる高信頼化

RS90のマルチコンピュータサポートとしては,CPU監視パスの二

重化などきめの細かいサポートを行っている｡計算機の集中監視用

のセンタコンソールも用意した｡
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にしている｡万が一システム停止のようなトラブルが発

生した場合でも,その頃閃の追求が迅速に行えることが

必要である｡このためRS90シリーズでは,システム停_1_L

時のメモリ状態の自動保存機能や,OS内の主要ポイント

での動作履歴の保存,さらにはエラーメッセージのログ

保存など,さまざまな仕掛けを導入している｡

3.3 機器の増設を容易にする拡張性

RS90シリーズは協調自律分散システムのコンポーネ

ントとして,ワークステーションやパーソナルコンピュ

ータなどとともに使用される｡協調自律分散アーキテク

チャは,制御用のネットワークだけでなくオープンなネ

ットワークも含めたシステムをカバーできるアーキテク

チャであり,RS90シリーズなどの計算機とともに,拡張

性に優れたシステムを構成することができる｡RS90シリ

ーズのネットワーク接続としては,イーサネット芽5),

FDDI(FiberDistributedDataInterface),多別線制御

機構をベースに,TCP/IPやOSI(Open SystemsInter-

connection)環境を提供している｡また,高速メモリ転写

機能などが利用できる制御用LANのト∑NETWORK-

10,TRUNKNETWORK-32も用意しており,ユーザー

は幅広いネットワークメニューの中から各システムに適

したものを選択することができる｡既存の制御用LANの

接続のために,計算機側からはオープンインタフェース

でアクセスできるLAN接続機構も開発した｡

3.4 ビジュアルなツールによる使いやすさの向上

リアルタイムプログラム開発環境は,高機能とともに

使いやすさが求められておr),RENIX-Rではプログラ

ム登録や参照などを,従来のコマンド入力による会話型

操作に加え,画面上のアイコンをクリックするだけで操

作できるようなツールをサポートした｡これによって初

心者でも簡単に操作でき,リアルタイムプログラムの開

発効率向上が図れる｡このツールの特長を以下に示す｡

(1)画面上の操作は,OSF/Motif※6)のスタイルガイドに
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図5 ビジュアルプログラミング操作例

RS90では,リアルタイムプログラム開発に便利なビジュアル開

発環境を提供している｡アイコンのクリックにより,初心者でも簡

単に操作できる｡

準拠しており,操作性が良い｡

(2)一つの端末で別々のRS90上で動作するプログラム

の開発を1司時に行うことが可能とな-),分散システムに

適した開発環境となっている｡

リアルタイムプログラム開発時の画面例を図5に示

す｡この例では,リアルタイムプログラムであるタスク

の登録状況をスプレッドシートに描画し,さらにメニュ

ーを選択し,タスクが呼び出しているサブルーチンや,

タスクが参照しているリアルタイム用の共通データ領域

を一目でわかるようにしている｡

D おわりに

ここでは,制御と情報の統合を容易にする産業用情報

制御計算機｢HIDIC RS90シリーズ+の位置づけ,構成,

特長について述べた｡RS90シリーズは,協調自律分散シ

ステムアーキテクチャの中で使えるコンポーネントの一

つとして活用できる形になっている｡今後も,協調自律

分散システムのコンポーネントとしてレパートリーの増

強,機能強化を図っていく考えである｡

※5)イーサネットは,富士ゼロックス株式会社の登録商標 ※6)OSF/Motifは,OpenSoftwareFoundation,Inc.の商

である｡ 標である｡

参考文献

1)林,外:情報制御システムの核｢HIDIC V90/5シリー 2)林,外:産業f削青報制御システムの成長を支える協調自

ズ+,日立評論,73,8,787～794(平3-8) 律分散システム,L】立評論,77,7,459-464(i†互7-7)

18




