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1　まえがき

最近の IoT（Internet of Things）および AIの急速な
進歩によって、工場の生産現場の制御システムは、お客
さまの多様なニーズに迅速かつ最適に応えるため、SCM
（Supply Chain Management）、MES（Manufacturing 
Execution System）に IoTおよび AI 技術を取り入れた
形態に移行している。高付加価値かつ高品質の製品を短納
期、高効率、低コスト、省エネルギー、省資源で生産する
ことが必要である。この生産現場を制御するアプリケー
ションソフトウェア（制御ソフトウェア）はさらに高度化
し、そのエンジニアリング業務は、より一層複雑化してい
る。
一方で、それらを企画・設計・製作・試験する上で国内

では、高度成長期に新設プラントの建設に携わった経験豊
富な高レベルの国内のエンジニアが高齢化により多くが引
退し、代わりに採用されたエンジニアは経験が浅い。国外
では、離職率が高く、エンジニアの多数は若年層で経験が
浅い。よって、最近のエンジニアリング支援ツールは、経
験の浅いエンジニアでも容易に、高度かつ高品質な制御ソ
フトウェアが高効率、短納期で設計できることが必要であ
る。
本稿では、このような要件を満足するエンジニアリング

環境としてエンドユーザーおよびエンジニアリング会社
に注目されているエンジニアリング支援ツール ｢HEART
（High Effi cient Advanced engineeRing Tool）｣ のコン
セプト、特徴、機能および以前より HEARTをご使用い
ただいている雪印メグミルク株式会社における活用例につ
いて述べる。

2　コンセプト

HEARTは、顧客の要求に合わせて、進化するエンジニ
アリング支援ツールである。製品コンセプトを次に示す。
⒜　エンジニアリングの容易化の実現
⒝　エンジニアリングの高効率化の実現
⒞　ソフトウェアの高品質化の実現

3　特　徴

HEARTは次に示す特徴により、エンジニアが容易にエ
ンジニアリングおよびメンテナンスができる環境を提供し
ている。
⑴　顧客表現によるエンジニアリング（仕様表現）
HEARTは、従来のコントローラプログラムローダで使
用されていたラダーダイヤグラムやファンクションブロッ
クダイヤグラム、さらにはメーカー独自の表現形式や定義
体ではなく、計装フローや方案フローなどの制御機能仕様
書に記述された内容を使ってエンジニアリングを行うこと
ができる。これにより、制御ソフトウェアが分かりやすく
表現でき、プログラムローダになじみのないエンジニアで
も使いやすくなっている（図1）。
⑵　  制御機能仕様書から制御ソフトウェアの自動作成（自

動設計）
HEARTは Excel

〈注 1〉

や Visio
〈注 2〉

を使って作成された制御機能
仕様書を制御ソフトウェアに自動で変換できるので、従来
6フェーズで行っていたエンジニアリングを 3フェーズに

監視制御システムの設計工期短縮と品質向上を実現する
エンジニアリング支援ツール「HEART」

北村　純郎  KITAMURA, Sumio 加藤　邦昭  KATO, Kuniaki 吉野　　稔  YOSHINO, Minoru

“HEART” Engineering Support Tool for Shortening Design Periods and Improving the Quality of 
Monitoring and Control Systems

昨今、経験を積んだレベルの高いエンジニアが高齢化により引退することに加えて、国外においては離職率が高いため
に経験が浅いエンジニアの起用が必要となり、エンジニアリングそのものの容易化が求められている。エンジニアリング
支援ツール「HEART」は、制御機能仕様書から制御ソフトウェアを自動作成し、エンジニアリングの各フェーズを圧縮し、
大幅なリードタイムの短縮と品質向上に貢献する。さらに、記述に必要な各種シンボルなどを備え、使い慣れた汎用OA 
ソフトウェアを用いて分かりやすい仕様書表現が容易に実現できる。

In recent years, many high-level experienced engineers in Japan have reached their retirement age, while those overseas have 
often succumbed to high turnover rates.  As a result, it has been necessary to recruit inexperienced engineers and simplify engineer-
ing.  “HEART” is an engineering support tool that automatically creates control software using control function specifi cations.  It 
streamlines each phase of engineering to signifi cantly reduce lead time and improve quality.  Furthermore, it provides various sym-
bols necessary for documentation and can help create easy-to-understand specifi cations using familiar general-purpose OA software.

〈注 1〉  Excel： Microsoft corporationの商標または登録商標

〈注 2〉  Visio： Microsoft corporationの商標または登録商標
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圧縮することができる（図2）。これにより、エンジニア
リング全体のリードタイムを短縮し、高効率で高品質なエ
ンジニアリングが可能になる。
⑶　  汎用ソフトウェア（OAソフトウェア）主体のエンジ

ニアリング
HEARTは、汎用の統合 OAソフトウェアである、
Microsoft 社の Excelや Visioを用いてエンジニアリン
グを行うことができる。HEARTが持つ編集機能に加え、
Excelや Visio 自体が持つ優れた編集機能も使用できるた
め、独自の専用エンジニアリング支援ツールなどと比べ、
効率的なエンジニアリングを行うことができる。また、使
い慣れた汎用ソフトウェアの採用により導入時のエンジニ
アへの作業負荷も軽減できる。さらに制御機能仕様書の記
述に必要な各種シンボルを備え、ドラッグ &ドロップな
どの簡単な操作により容易なエンジニアリング環境を提供
する。
⑷　  対象コントローラに依存しないエンジニアリング
HEART は 新 旧 の PLC（Programmable Logic 

Controller） か ら 分 散 型 制 御 シ ス テ ム（DCS：
Distributed Control System）コントローラまでサポー
トしている。これにより、一つの制御機能仕様書を各種コ
ントローラ用に自動変換するので、既設設備を更新すると
きのマイグレーションにも大いに役に立つ（図3）。
⑸　  高品質な制御ソフトウェア（制御機能仕様書 =制御
ソフトウェア）
制御機能仕様書から制御ソフトウェアに自動で変換でき
るので、従来のような制御機能仕様書から制御ソフトウェ
アへの展開時の人による誤りを防ぐことができる。また、
試験時に制御ソフトウェアだけを修正し制御機能仕様書の
修正を忘れることなどがなくなり、制御機能仕様書と制御
ソフトウェアが一致した状態が維持できる（図2）。
⑹　設計・試験支援機能
エンジニアにとって負担となっていた異常時にシーケン
スの一時停止、強制終了、指定ステップへのジャンプ、異
常時の出力状態（全出力OFF、全出力ON、無処理、出
力個々の状態指定）処理などの作業が、Excelの表を用い
て容易に作成できる。

図 1　顧客表現による仕様記述例
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ステーション内に信号のラベルやコメントを一元管理す
るリストを持っている。設計時に、Excelや Visio 上の制
御機能仕様書にそのリストからドラッグ &ドロップで各
種信号を配置できる。手入力に比べて容易で効率よく作業
ができる上、同じ信号であっても使用箇所ごとに異なるラ
ベルやコメントを入力してしまうミスを抑えることができ
る。
数十枚、数百枚の制御機能仕様書となった場合に、人手
で信号の使用先と作成元を表記するのは、膨大な時間と労
力が必要である。しかし、制御ソフトウェアで使用される
機能のように HEARTでは、信号間の参照関係を制御機
能仕様書上で自動的に生成できる。紙で印刷した際には、
該当の信号の使用先または作成元のページとページ内の位
置の表記により確認することができる。さらに PC 上では、
同一信号を使用しているページの該当箇所間を自動で切替
表示を行うことで、設計・試験または納入後のトラブル時
の迅速な調査が可能になる。
⑺　オンラインモニタ・設備運転条件の監視
コントローラ上で動作している制御ソフトウェアの実行
状態を制御機能仕様書上でモニタし、色替わりや数値表示
により、各状態の確認ができる点を特徴としている。従来
は、制御ソフトウェアを該当コントローラ専用の支援ツー
ル上でモニタし、制御機能仕様書は別途見比べながらデ
バッグを行っていたが、制御機能仕様書自体でモニタを行
うため、見比べる必要がなく即時に確認できる。
また、操業中に何らかのトラブルが発生した際、オペ

レータステーション上にHEARTの該当シートを呼び出
し、モニタすることで、不具合箇所の特定を容易に行うこ
とができる。
⑻　国際標準規格（IEC）・オープン言語の採用
HEARTシステムで自動変換した制御ソフトウェアは

国際標準規格（IEC 61131-3）の言語を使っているので、
オープン性が確保できている。

4　機　能

4 . 1 　既存機能
HEART には、用途に合わせ Visio 上で動作する

「HEART-BELIEVE」、Excel 上で動作する「HEART-

ESPER」、「HEART-SELECT」の三つのツールを用意し
ている。
各ツールともに、汎用の OAソフトウェア上で動作し、

作成したファイルは Excelや Visioのファイル形式である
ため、制御機能仕様書としての補足を目的とした吹き出し
コメントや写真・イラストなどの画像、グラフなどの貼り
付けができ、分かりやすい制御機能仕様書の作成が可能で
ある。
⑴　計装ループ
HEART-BELIEVEを用い、PID 調節計、指示警報、

積算計などの計装ループのエンジニアリングを行うことが
できる（図4）。

⑵　IBD（Interlock Block Diagram）
HEART-BELIEVEを用い、IBD（インターロックブ

ロックダイヤグラム）のエンジニアリングを行うことがで
きる（図5）。
⑶　SFC（Sequential Function Chart）
HEART-ESPERを用い、SFCのステップの流れとス

テップごとの出力、ステップを進めるための移行条件ロ
ジックが作成できる。
HEART-ESPERは SFCとして単独でシーケンスを作

成することができる。さらに、HEART-SELECTと連携
し、ステップの流れは SFCで表現し、各ステップでの出
力は後述のタイムチャート表現で記述することもできる
（図6）。

図 4　計装ループ作成例

図 5　IBD作成例

図 6　SFC作成例
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⑷　タイムチャート
HEART-SELECTを用い、タイムチャート、ステップ

ごとの出力の指定と、出力ごとのインターロック条件設定
や、シーケンスに対する一時停止、強制終了、指定ステッ
プへのジャンプを表で簡単に指定できる（図7）。さらに
一時停止や終了時の各出力の状態も、全て OFFにする
か、全てONにするか、全てその時点の状態に保持するか、
出力ごとに指定するかについてもインターロック表を使っ
て簡単に設定できる。

4 . 2 　新機能
プラントの運転方案の制御フローにおける制御機能仕様
書表現について、各種分野の顧客やエンジニアからの要
求が増えてきたことを受け、このたびHEART-BELIEVE
における運転方案フロー仕様表現を開発した（図8）。従
来の仕様表現と合わせて、より目的に合った表現によるエ
ンジニアリングが実現できる。

5　活用例

5 . 1 　雪印メグミルクの製造現場におけるHEARTの活用
雪印メグミルクでは、方案フロー仕様表現を採用したの
で、活用例を次に述べる。2003 年よりHEARTシリーズ
を採用しており、雪印メグミルクの計装制御の仕様に併せ、
継続的に機能強化を図ってきた。今般、雪印メグミルク磯
分内工場の新バター棟建設に際して、さらなる機能強化の
一環として、新機能である運転方案フロー仕様を採用した

ので、活用例として紹介する。

5 . 2 　運転方案の制御フロー
⑴　プラント、設備の概要
雪印メグミルク磯分内工場は、1960 年に操業を開始し
たバターおよび生クリーム製造の主力工場である。このた
び、既存製造棟の老朽化や増改築による設備運用上の制約
も大きいことから、将来にわたる生産機能を維持・強化す
るため、設備全般を刷新し、新規製造ラインによる省人化、
設備の自動化による生産の効率化を図る計画を推進してい
る。
⑵　システム構成
DCSは「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）」を

採用し、システム構成は次のとおりである。
⒜　データベースステーション「XDS-3000」　2台
⒝　オペレータステーション「XOS-3000」　4台
⒞　タブレット端末　4台
⒟　メイン制御のコントローラ「XCS-3000」　3台
⒠　入出力処理 PLC「Micrex-Jupiter」　14台
⒡　エンジニアリングステーション「XES-3000」　2
台

⑶　活用の狙い
労働人口の減少や働き方改革の推進などの社会的背景の

変化から、計装制御エンジニアリングに掛けるリソースは、
より効率的なものが求められている。また、工場従業員の
若年齢化、非正規社員の構成比率の増加など、必要な人員
を確保できたとしても技術伝承が難しくなってきている。
このような労働環境の変化に対応するため、製造ノウハウ
に関わる製造工程制御のエンジニアリングを雪印メグミル
クの社員が行うことで、コア技術を反映するとともに継承
していく体制を構築している。一方、雪印メグミルクの全
工場に共通するような工程制御（洗浄など）などのエンジ
ニアリングは、水平展開を考慮しかつ高効率で実現する必
要があることから、富士電機が担当している。また、両社
が協同して制御機能仕様書の作成から試験、生産立ち会い
までを行っているため、新ライン稼働後の維持・メンテナ
ンス・改造がどちらの会社でも実施が可能である。そのた
め、ユーザーである雪印メグミルクは、エンジニアリング
を自社で行ったり、富士電機に委託したり、両者で分担し
たりと自社の状況に応じた体制が選択できる。
⑷　本ツール活用のメリット（従来比較・利点）
雪印メグミルクでは、工程制御に関わる制御機能仕様書

をフロー形式で運用している。以前は、制御機能仕様書を
作成した後、専用のコントローラ支援ツールを用いて、人
手でラダー回路に置き換えていたため、エンジニアリング
期間の長期化、展開ミスによるソフトウェアの品質低下、
デバッグ時のバグ解消の煩雑性などが課題となっていた。
本ツールの活用により、運転方案と同等のフロー表現を実
現した。また、制御機能仕様書から自動で制御ソフトウェ
アが作成されるため、納期短縮、デバッグ効率の向上、人
的ミスの低減が図られた。さらに、従来からの使い慣れた

図 7　タイムチャート作成例

図 8　運転方案フロー作成例
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表現で容易に制御ソフトウェアを作成できることから、社
内の情報共有も円滑に行うことができ、技術者教育にも活
用できる。
⑸　今　後
今回、新機能の活用により運転方案としての表現と制御
ソフトウェア展開が強化され、エンジニアリング効率を大
幅に向上できた。今後もより視覚的で操作性の良さを追求
するとともに全体の構造設計に効果のある機能など、さら
なる進化が期待できる。また、富士電機が乳業メーカー特
有の制御スキルを蓄積していくことで、両社のエンジニア
リング部門が持続的に成長していけるものと考える。

6　あとがき

監視制御システムの設計工期短縮と品質向上を実現する
エンジニアリング支援ツール「HEART」について述べた。
今後も時代の要請およびユーザーの要求に迅速に対応しな
がら、経験の浅いエンジニアでも容易に、高度かつ高品質
な制御ソフトウェアが高効率、短納期で設計できるエンジ
ニアリング支援ツールの進化を常に行い、最適な価値を提
供していく所存である。
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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