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まえがき

最近の電動力応用プラントは，顧客ニーズを反映した高

機能化，高付加価値化，高品質化などの要求仕様の増大と，

世の中の価格破壊の影響による低価格化という相反する命

題を抱えながら，高級化し複雑になっている。このため，

フィールド機器とのインタフェースを行うプロセス入出力

（PIO）の情報やオペレータとのインタフェースをつかさ

どる HCI（Human Communication Interface）の情報は

ますます増大しており，プラントを制御するプログラマブ

ルコントローラ（PLC）のソフトウェア量も膨大になって

いる。この結果，プラントの企画，設計，製作過程などに

おける情報を効率よく，かつ合理的に連携して，品質と生

産性の向上およびコストダウンを図ることが重要であり，

これらトータルのエンジニアリング支援環境を整備するこ

とが課題となっている。

富士電機では，この課題に対処するため，エンジニアリ

ング情報の共有化と可視化をベースとしたグループエンジ

ニアリングを可能とする，エンジニアリング支援システム

を開発し運用している。以下に，本システムの特長である

各種の支援機能の概要について述べる。

エンジニアリング支援システムの構成

従来のエンジニアリング環境は，業務を担当する部門ご

とに固有のシステムが独立して存在しており，これらは局
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図１　エンジニアリング支援システムの構成と支援機能のサポート範囲
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所的に最適化されて進化してきたが，全体として統合化が

されてこなかった結果，情報が分断されるという「情報の

孤島」現象を引き起こしていた。このためプラントの仕様

変更や追加に柔軟に対応できないなどの問題があり，プラ

ント全体のエンジニアリングを考えた場合，業務の効率化

が進まない状況に陥っていた。

これらの問題を解決するため，改めて各部門の固有シス

テムのデータを整理・統合し，エンジニアリング環境の全

体的な最適化を図り，合理的な支援システムを構築した。

図１は，エンジニアリング環境のシステム構成と支援機

能のサポート範囲を表したものである。各支援機能から発

生するエンジニアリングデータは，ビジネスルール（各業

務間のデータ連携の規則）に基づき，データベース（DB）

サーバ上に一元的かつ有機的に結合し管理されている。こ

れらのデータは不慮の事故に備えて，定期的にデータの自

動バックアップを行い，必要に応じてDBを復元できるよ

うにしている。

また，DBサーバでは，プロジェクト（1プラント）単

位にユーザーのアクセス権限の管理やエンジニアリング処

理単位の排他制御を行っているため，複数のユーザーが同

一プラントの業務を並行して行えるコンカレントエンジニ

アリングが可能となっている。

機器リスト作成支援機能

プラントで使用するセンサ，アクチュエータなどのフィー

ルド機器の仕様は，電動機リスト，センサリスト，バルブ

リスト，操作器具リスト，位置検出器リストなどのリスト

で定義される。各リストは，それぞれの機器を識別する

ITEM記号と，形式，用途名などの属性および PLCとの

接続情報から構成されている。これらは，顧客との機器仕

様の決定に使用されるほかに，他の支援機能と連携し，源

流情報として重要な位置づけとなっている。

機器リスト作成支援機能の特長は次のとおりである。

変更履歴管理

従来の機器リストは，ドキュメント出力において，前回

提出時との変更を明確に示した資料や，計画当初と製作完

了時の機器の仕様の相違を示す資料が簡単に作成できない

という問題を抱えていた。

機器リスト作成支援機能では，変更や追加の経過を自動

的にロギングし，変更履歴を表示・印字する機能を備えて

いる。図２の印刷例に示すように，履歴ドキュメントとし

て，変更箇所を網掛けして明示したリスト，各機器の ITEM

単位に変更履歴をトレースバックしたリスト，および変更

前と変更後を対比したリストを出力することができる。

外部ファイルインタフェース（2）

（1）
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図２　電動機リストの印刷例
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プラントのエンジニアリングにおいて，顧客，機械メー

カーなどとの情報のやり取りは，互いの業務の効率化を目

的として，従来の紙ベースのものから，データファイルに

よるものへと変わってきている。

このため，機器リスト作成支援機能では，エンジニアリ

ング DB とファイル間でデータを入出力するための外部

ファイルインタフェース機能を用意している。ファイル形

式としては，一般的なスプレッドシートに読み込める

CSV（Comma Separated Value）形式や任意のフィール

ドセパレータを指定する形式をサポートしている。

ラベル生成機能

フィールドの各種入出力信号は，設備によっても異なる

が数千～数万点にも及び，これらにプラント全体で区別で

きるユニークな識別記号（ラベル）を付け，効率的に管理

することが要求される。

ラベルとその名称など（以下，ラベル情報という）は，

各機器リストの ITEMや用途名などを基に自動生成され

る。生成されたラベル情報は，ラベルのユニーク性が検証

機能により保証され，図３の画面例に示すように，機器リ

ストとリンクして管理されるため，機器の追加・変更など

に柔軟に対応できる。

信号割付支援機能

４.１ PIO信号割付支援機能

自動生成されたラベル情報を利用して，フィールドから

の入出力信号と PLC 間を合理的にインタフェースして，

効率的にアドレス割付を支援するのが，この機能の役割で

ある。

PIO割付支援機能の特長は次のとおりである。

PIO 点数見積り

ラベル生成機能により生成されたラベル情報をもとに，

PLC，機器リストおよび PIO収納盤単位ごとに，各種入出

力信号の点数を集計することができる。これによりPLCに

取り込むべき入出力点数を正確に把握できる。

PIO カード割付・信号割付

図４は，PIO 点数見積りの結果と PIO カード割付の画

面例を示したものである。PIO カード形式情報は，PLC

に実装可能なカード形式とそこから発生するアドレス情報

をリンクしてDB化されている。これにより，カード形式

一覧から必要なカードを選択し配置することで，それに対

応したアドレスが自動生成され，そのアドレスに機器リス

トから生成されたラベル情報をリンクすることで，PIO信

号割付作業は完了する。

PIO カード集計

割り付けられたカード情報から，PLCや PIO 収納盤単

位にカード形式ごとの枚数を集計することができ，その

データをもとにカード手配をミスなく行うことができる。

４.２ ネットワーク信号割付支援機能

この機能は，ネットワークに接続された PIO の共有化

や，HCI による運転・監視のためのデータを効率的に割

り付ける作業を支援し，図５の画面例に示すとおり伝送領

域を定義するマップリストとネットワーク信号を定義する

インタフェースリストから構成される。

インタフェースリストは，マップリストから生成される

アドレスに，送信側のラベル情報を定義することで，自動

的に受信側の情報を共有し，かつそのラベルのユニーク性

を検証機能により保証することで，ネットワーク信号の効

率的な管理を実現している。

（3）

（2）

（1）

（3）
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図３　バルブリストの画面例

A5869-15-833

図４　PIO点数見積りとPIOカード割付の画面例

N99-2408-4

図５　マップリストとインタフェースリストの画面例

N99-2408-3
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４.３ 布線計画支援機能

制御ケーブルと電源ケーブルの布線計画は，フィールド

機器と制御装置をノイズなどの影響を受けずに確実にイン

タフェースし，プラント全体の信頼性を確保するうえで重

要であり，現地の据付け配線工事に直接影響するため，そ

の情報を精度よく管理することが要求される。

この機能は，盤間のケーブルの接続を指示するケーブル

リストと，盤内の端子台とケーブル内の芯（しん）線（コ

ア）の接続を指示する結線リストから構成される。

以下に布線計画支援機能の特長を記す。

機器の芯数計算と集計

フィールド機器の接続に必要な芯数は，機器リストに定

義された機器の属性から，制御ケーブルと電源ケーブルに

分類され，各 ITEM単位に自動計算される。さらに，制

御ケーブルの芯数は，PIO収納盤や中継盤単位に集計する

ことができる。

これらの芯数情報と，DB化されたケーブル形式一覧を

利用して，ケーブルリスト作成を精度よく行うことができ

る。

ケーブル内のコア管理

結線リストは，図６の画面例に示すとおり，ケーブルリ

ストから該当する盤のケーブルを抽出したケーブル一覧と

そのケーブル内の未使用のコア一覧の情報を利用して，効

率的に作成される。

また，ケーブルリストにおいて，ケーブルの総芯数と使

用芯数は対比して表示され，ケーブルの使用状況を把握す

ることができる。

リファレンス

ドキュメントの品質を高めるうえで，以下のリファレン

ス情報の作成機能を用意している。

ケーブルリストでの結線リストのページと端子台の

リファレンス

結線リストでのケーブル内のコアのリファレンス

結線リストでの盤間のページのリファレンス

図７は結線リストの印刷例を示したもので，リファレン

（c）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）
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図６　結線リストの画面例

N99-2408-5

図７　結線リストの印刷例
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ス情報により，ケーブルおよびコアの接続が容易に分かり，

現地施工管理に有用なドキュメントとなっている。

HCI エンジニアリング支援機能

多次元化した情報の集約とその操作および監視のために，

プラントと運転操作員の間には高度なヒューマンインタ

フェース機能（HCI）が必要である。

この要求に対応するために富士電機は，対象となるシス

テムの規模，処理内容，要求レスポンスに応じた最適な

HCI コンポーネントを用意しており，エンジニアリング支

援機能を用いて，プラントに適したシステムを確実にかつ

効率よく構築できるようになっている。

図８はHCIエンジニアリング支援機能の概要を示したも

のであり，画面情報作成支援機能とターゲットマシン支援

ツールを連携させて，要求機能の確認から設計への情報の

移行をスムーズに行うことができる支援機能となっている。

５.１ 画面情報作成支援機能

この支援機能は，仕様確認時に定義する情報から設計に

必要な情報を一元的に生成・運用できる機能である。

HCIエンジニアリングにおける仕様の確認には，主とし

て画面プランと，画面を構成する各項目の機能を説明する

画面項目一覧表を用いる。図９に画面項目一覧表の画面例

を示す。

画面項目一覧表では，画面項目ごとに多種多様な機能が

定義されており，HCI 画面情報に必要な信号群で構成さ

れているユーザータグをこの定義情報から生成する。

図 にユーザータグ一覧表の画面例を示す。

ユーザータグは，情報の種類ごとに整理されエンジニア

リングDBへ格納され，HCI ソフトウェア設計の各設計段

階で任意に抽出されて設計データとして利用される。

また，エンジニアリング DB で管理されるデータは，

ターゲットマシンに対応してデータの加工が可能なので，

ターゲットマシンに影響されずに画面情報作成を支援でき

る機能となっている。

５.２ ターゲットマシン支援ツール

５.２.１ 専用HCI 支援ツール

ソフトウェア設計支援ツール（FPROCES）の機能パッ

ケージとして，HCI の画面や帳票などの定義・作成用に

「FPROCES M」が用意されており，ユーザータグで構成

されるDBと連携して，効率よくHCIソフトウェアの設計

ができるようになっている。

FPROCES Mの機能を以下に記す。

画面作成（対話作画）

動作画定義

ユーザータグ登録

コンパイル，ロード

ドキュメント作成

デバッグ機能

５.２.２ パソコンHCI 支援ツール

オープン化指向の顧客ニーズに対応して，パーソナルコ

ンピュータ（パソコン）用 SCADA（Supervisory Control

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

１０

532（28）

図９　画面項目一覧表の画面例
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図８　HCI エンジニアリング支援機能の概要

図１０　ユーザータグ一覧表の画面例
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And Data Acquisition）ソフトウェアをHCIのシステム構

築支援ツールおよび運用ツールとしたパソコンHCI システ

ムを提供している。

パソコン用 SCADAソフトウェアの機能は，汎用性を

ベースにして，専用 HCI 支援ツールと同等の機能となっ

ている。

このパソコン HCI のエンジニアリングにおいてもエン

ジニアリング DBのデータを活用することで，パソコン

HCI 支援ツールの汎用性に対応した効率的なエンジニア

リングを実現している。

PLCソフトウェア設計支援

６.１ 編集設計支援機能

高機能化・大容量化している PLCのソフトウェアの生

産性および品質を向上するためには，その再利用が最も有

効な手段の一つであり，富士電機では従来から再利用可能

なソフトウェアを標準ライブラリ（部品）として作成・蓄

積してきた。

一方，プラントで部品を再利用するのに必要な情報は数

千～数万点と非常に多く，これの作成に多大な時間を費や

していた。また，これらは手作業で入力していたため，ソ

フトウェアの品質向上の大きな妨げになっていた。

このシステムではこれらの問題を解決するため，機器リ

ストから生成されるラベル情報とソフトウェア部品を DB

上でリンクさせ，設計者が簡単な指示を与えるだけで，部

品とラベル情報を結合・編集し，所望する複数のアプリ

ケーションソフトウェアを素早く作成する編集設計機能を

実装している。

図 に編集設計機能の仕組みを示す。

６.２ 操作・ I/L リストを利用したソフトウェアの自動生成

プラントで使用しているアクチュエータは動作方法がそ

れぞれ違い，たとえ同種のプラントであってもエンドユー

ザーにより操業条件が異なっているため，そのインタロッ

ク（I/L）を定型的な部品とすることは困難である。

このため，設計者は前述の編集設計機能によるアプリケー

ションソフトウェアの自動生成の後に，そのつど，これら

I/Lソフトウェアを追加しなければならず，ソフトウェアの

生産性および品質のさらなる向上のためには，この作業の

自動化が必要となっている。

一方，運転方案のドキュメントの一つとして，従来から

操作・I/L リストを利用しており，これには，アクチュエー

タや自動シーケンスに対するオペレータのスイッチ操作と

機械の干渉防止や安全のための I/L が表形式で表されてい

る。

このリストを定型化し，ラベル情報およびソフトウェア

部品をDB上でリンクさせ，設計者が手作業で行っていた

I/L ソフトウェア作成を自動化することにより，ソフト

ウェアを一括生成することができる。

現在，開発中である操作・ I/L リストを利用したソフト

ウェアの自動生成について図 に示す。１２

１１
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機器リスト 

バルブリスト 

ITEM 機器名称 用　　途 
動作説明 

（a）コイル 無励磁 （b）コイル 

E04-SV-01 E041 コイルカー昇降 上昇 停止 下降 

標準ライブラリソフトウェア（部品） 

ラベル情報 編集設計支援 
部品とラベル情報の結合, 
ページ編集など 
 

自動生成 
プログラマブルコントローラ（PLC） 

アプリケーションソフトウェア 

E041MAN.M 
コイルカー昇降 
上昇手動指令 

E041MAN.O 
コイルカー昇降 
上昇出力 

E041RC.M 
コイルカー昇降 
下降出力 

図１１　編集設計機能の仕組み
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図１２　操作・ I/L リストを利用したソフトウェアの自動生成
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試験支援機能

ソフトウェアの品質を向上させるためには，プラントの

制御対象を工場内で忠実に模擬して，検証作業を行う必要

がある。

富士電機では，試験業務を効率化するために，エンジニ

アリングDBから自動生成された試験用データを用いて，

あらかじめ用意された現場機器のモデルをブロックのよう

に組み合わせていくことで，プラントの制御対象を容易に

工場内でシミュレーションすることができる試験支援機能

を用意している。

この機能の特長は次のとおりである。

試験用ファイル自動生成機能

エンジニアリングDB上の源流情報のなかから，ラベル

情報，PIO信号情報，ネットワーク信号情報を抽出し，試

験を行うのに必要なファイルを自動生成する。

プラントシミュレーション機能

電動機駆動装置，センサ，バルブなどのフィールド機器

を模擬したソフトウェア部品を，試験担当者がプラントの

構成に則して組み合わせることで，フィールドの制御対象

を容易に構築することができる。

また，アプリケーション用プロセッサとシミュレーショ

ン用プロセッサを個別に用意することで，アプリケーショ

ンプログラムにまったく影響を与えずに，検証作業をする

ことができる。図 の電動機駆動装置モデルでは，駆動装

置の状態を画面上で集中して確認できるように工夫してい

る。

トレンド機能（シーケンシャルトリガ機能）

従来のトレンドは，トリガとしてある一時点における条

件しか指定することができず，複雑な動作には対応が困難

であった。

この対策として，トレンド機能では，複数の条件を時系

列（シーケンシャル）に指定できるシーケンシャルトリガ

機能を備えている。この結果，「Aが成立後，Bまたは C

が成立し，その後 Dが成立」したらトリガ条件成立とい

うように，対象を絞り込むことで確認の効率を上げること

ができる。図 にシーケンシャルトリガ設定画面とトレン

ド結果の例を示す。

プラント状態記録・再生機能

任意の時点におけるプラントの状態を収集して保存し，

必要なときにいつでもその状態を再現することができる。

その結果，さまざまな運転パターン（ラインスピード，

運転モードなど）での試験データを採取するために，制御

対象を初期状態に設定し直す場合など，容易に繰り返して

確認作業を行うことができる。

あとがき

電動力応用プラントにおけるエンジニアリング環境と各

種の支援機能について述べた。

このほかに，見積業務支援や機器手配支援の機能および

イントラネットを用いた各種技術資料やプラント品納入情

報の共有化システムについても運用中であるが，今回は誌

面の都合で割愛した。

電動力応用プラントは，今後とも高機能化と多様化の方

向で進化していくと思われ，エンジニアリング業務の合理

化がますます重要な課題となっていく。

今後は，さらなるエンジニアリング業務の効率化をめざ

した機能拡充と，顧客や機械メーカーとのデータ連携を可

能とする CALS（Continuous Acquisition and Lifecycle

Support）やエクストラネットなどの検討，およびプッシュ

技術を用いたイントラネットの活用を進めていきたいと考

えている。

参考文献

通商産業省機械情報産業局：高度産業情報化プログラム，

産業構造審議会情報産業部会産業情報化小委員会報告原案

（1994）

統合エンジニアリング支援システム特集，富士時報，Vol.

69，No.4（1996）

（2）

（1）

（4）

１４

（3）

１３

（2）

（1）

534（30）

図１３　電動機駆動装置モデルの画面例

図１４　シーケンシャルトリガ設定とトレンド結果の画面例
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