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まえがき

近年の電動力応用システムは，高度化・多様化が要求さ

れ，システムを具現化するための情報量（エンジニアリン

グデータ）も増大してきている。富士電機では，これらの

エンジニアリングデータを一元的に管理して効率的に運用

し，プログラマブルコントローラ（PLC）とヒューマンコ

ミュニケーションインタフェース（HCI）のアプリケーショ

ンプログラムの製作を支援する統合エンジニアリング支援

システムにより，エンジニアリングの省力化とリードタイ

ムの短縮を図り，より高品質・高機能なシステムをユーザー

へ提供することを狙ってきた。

本稿では，エンジニアリングの種々の場面におけるより

効果的な支援を目的として，統合エンジニアリング支援シ

ステムの機能を追加・発展させた新しいシステムの概要に

ついて述べる。

エンジニアリング機能の構成

図１にエンジニアリング支援システムの構成と，本稿で

紹介する新機能の範囲を示す。

統合エンジニアリング支援システムは，エンジニアリン

グデータベースを中心にして，各種エンジニアリングの支

援機能で構築されており，データベースにはエンジニアリ

ングの過程で収集した多種多様なデータが蓄積されている。

本稿で紹介する機能は，図１に示すエンジニアリング支
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図１　エンジニアリング支援システムの構成
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援システムの運転方案作成機能と PLC・HCI ソフトウェ

ア設計機能を主に支援し，個々のエンジニアリングの局面

でエンジニアリングデータベースの情報と効果的に連携し

て，業務の合理化と品質向上を実現している。

ソフトウェアの再利用への取組み

３.１ 従来の問題点

３.１.１ PLCソフトウェアの再利用

PLC ソフトウェアの生産性および品質を向上させる手

段として，実績のあるソフトウェアを標準ライブラリ（ソ

フトウェア部品）として蓄積し，これを再利用することが

最も有効である。

このソフトウェア部品は，個々のシステムに使用するた

めに，サブルーチンやモジュールの形で提供されるが，最

適な変数名（ラベル）および変数名に対する説明（コメン

ト）をソフトウェア部品に張り付けるという作業がある。

従来，この作業は，設計者の手で行っており，これが生産

性や品質向上の妨げになっている。

３.１.２ 操作 I/L リストとインタロック回路の作成

アクチュエータの使用方法や自動運転の方法を定義する

ドキュメントの一つとして，操作スイッチの組合せとイン

タロック（I/L）を表した，「操作 I/L リスト」がある。

個々のアクチュエータや自動運転の操作方法は設備により

異なり，かつ，それらのインタロックも機械構成などに大

きく左右される。そのため，それぞれの操作やインタロッ

クは，その都度，多大な時間をかけ，顧客をまじえて検

証・確認され，その結果として，操作 I/L リストが作成さ

れる。同様に，この操作 I/L リストから作成されるインタ

ロック回路も多種多様となるため，あらかじめ定型的な部

品を用意しておくことができない。

３.２ 編集設計機能

３.２.１ 編集設計の構造

前述の問題を解決するため，本エンジニアリング支援シ

ステムでは，下記の作業を支援する編集設計機能を実装し

ている。

ソフトウェア部品からアプリケーションソフトウェア

を自動生成する機能

各種機器の仕様を定義した機器リストから操作 I/L リ

ストを自動生成する機能

操作 I/L リストからインタロック回路を自動生成する

機能

図２に編集設計機能の仕組みを示す。

３.２.２ ソフトウェアの自動生成

図３にソフトウェアの自動生成の仕組みを示す。設計者

は，選択したソフトウェア部品に対して，該当する機器リ

ストの ITEMを指定する。このことにより，機器リスト

データベース（DB）からラベル・コメント情報を自動的

に抽出し，ソフトウェア部品の変数として張り付け，回路

を自動生成するとともに，他回路との結線を行う。

３.２.３ 操作 I/L リストの自動生成

操作 I/L リストの自動生成の手順を図４に示す。

操作 I/L リストのフレームの自動生成

機器リストから，機器の種類に対応した操作 I/L リスト

のフレームが自動生成される。

ITEMの入力とコメントの自動生成

機器リストの ITEMを操作 I/L リストに入力する。こ

れにより，機器リストDBから自動生成されたコメントが，

操作 I/L リストの必要箇所に自動的に張り付く。

操作方法とインタロックの入力

操作方法とインタロックの組合せを○， で入力する。

ここで○， で表現しきれない複雑なインタロックは，ロ

（3）

（2）
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図２　編集設計機能の仕組み
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ジック図で指定する。

図５に操作 I/L リスト作成画面を示す。

３.２.４ インタロック回路の自動生成

各制御項目のインタロック回路は，PLCのプラグラム

言語の一つである条件テーブル形式に自動生成される。

インタロック回路の自動生成について図６に示す。

条件テーブル回路の出力部の生成

インタロック回路（条件テーブル）の出力部は，操作

I/L リストの機器情報からラベルとコメントを抽出し，自

動生成される。

条件テーブル回路のインタロック部の生成

条件テーブルのインタロック部は，操作 I/L リストの

○， やロジック図を同じ形式の回路に自動変換した後，

インタロック情報からラベルとコメントを抽出し，自動生

成される。

図７にインタロック回路生成の編集画面を示す。

汎用ツールを活用したエンジニアリング

近年，パソコンの普及は，目を見張るものがあり，電動

力応用システムのエンジニアリングにおいて不可欠なもの

となっている。また，Excel
〈注1〉

や VISIO
〈注2〉

などの汎用ツールを

〈注１〉Excel：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉VISIO：米国Microsoft Corp. の登録商標

（2）

（1）
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使用して，エンジニアリングドキュメントを作成すること

が日常的となっている。これらを用いて作成した電気品の

仕様書や運転方案などの電子ファイルは，PLCのプログ

ラム自動生成や，監視 HCI 画面へ展開するためのリソー

スとして利用されている。ここでは，Excel を用いたプロ

グラミング支援ツールと，Excel と PLC 間のデータ連携

機能を紹介する。

４.１ Excel によるプログラム支援ツールの実現

４.１.１ 従来との比較

従来，自動運転の運転方案などは，図８に示すように，

例えば SFC（Sequential Function Chart）などの表現形

式でドキュメント化され，適用する PLCのプログラミン

グ支援ツールに対し，同じような表現形式のプログラムを

入力してきた。しかし，この方法には以下の問題があった。

入力作業が二度手間

運転方案とプログラムが不一致

運転方案に試験結果を反映させる作業が必要

これらを改善する一つの手法として，Excel を用いて

SFC，タイムチャート，制御ブロック図や条件テーブルな

どを記述し，これからプログラムを自動生成するプログラ

ミング支援ツールを開発した。従来と比較したプログラミ

ング手順の違いについて図８に，また Excel での SFC の

表現例を図９に示す。

４.１.２ 特　長

Excel を用いたプログラミング支援ツールは，汎用ソフ

トウェア連携機能により，既存プログラミング支援ツール

と，変数のラベル・コメント情報や，クロスリファレンス

情報などを共有して，密接な関係を持っていることを大き

な特長としている。また，Excel を用いて実現しているが

故の特長を以下に記す。

ほとんどのパソコン上で動作するので，顧客とのデー

タ交換が容易

自由なコメント記載が可能（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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Windows
〈注３〉

のスタイルに従った，GUI（Graphical User

Interface）画面の作成が容易

ユーザー要求にあわせて改良を加えることが容易

容易に扱える編集・印刷機能を実現

運転方案書の完成図書作成作業が不要

４.２ データ連携機能

従来，プラントの生産管理や工程管理，監視制御などの

機能は，専用HCI や，SCADA（Supervisory Control And

〈注３〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

Data Acquisition）を採用し，これらによって提供される

専用通信プロトコルや，関数を利用して PLC内部のデー

タをアクセスしていた。

これに対して最近では，DDE（Dynamic Data Exchange）

や，OPC〔OLE（Object Linking and Embedding）for

Process Control〕などのオープンなインタフェースを利

用して，簡単にPLC内部のデータのアクセスが可能となっ

ている。これにより運転方案として VISIO で作成したプ

ラントのイメージ図は，色替表示や，データ表示部分を追

加するだけで監視画面へ容易に流用可能となる。これらの

データ連携機能と，汎用ツールの機能構造図を図 に示す。１０

（6）

（5）

（4）

（3）
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図９　SFCを Excel で記述した例
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ソフトウェアコンバータ

５.１ ニーズ

電動力応用システムにおける設備投資は，既存の設備の

延命化と，その活用による高機能・省力・省保守化を目的

とした老朽電気品の更新投資に集中してきており，その更

新のほとんどに PLCの更新が含まれる。

PLC更新では，既存設備の機能を忠実に踏襲すること

が必須（ひっす）とされ，そのうえに新たな機能を付加す

ることが多い。既存設備の機能を忠実に再現するためのエ

ンジニアリングのリードタイム短縮と品質の確保が，この

ような更新における重要課題である。

富士電機では，これらの課題に対応して，PLC更新に

おいて，プログラミング言語を異にするソフトウェアのコ

ンバータを開発したので紹介する。

５.２ プログラミング言語の変遷

富士電機の PLCのプログラミング言語は，表１に示す

ように，問題向き言語（E-POL：MICREX-E Problem

Oriented Language）から関数型言語（FCL：Function

Control Language）へ変遷し，現在のMICREX-AXに至っ

ている。

問題向き言語 E-POL と関数型言語 FCL の特徴は以下

のとおりである。

問題向き言語E-POL

アセンブラ言語と等価の書式で表現され，命令コードと

オペランドで構成される。演算過程が内部レジスタに保持

され，その値を次の命令に引き継ぎながら処理が実行され

る。

関数型言語FCL

関数型構造を持つ言語であり，関数名と複数個の引数で

構成される。一つの関数呼出し式は必ず一つの値を持ち，

処理が完結する。

図 にE-POLと FCLの構成を示す。

５.３ ソフトウェアの変換の難しさと解決策

ソフトウェアコンバータは，前述の問題向き言語 E-

POLを関数型言語FCLへ自動コンバートする機能である。

この機能を開発するうえで，主に考慮した点を以下に述

べる。

プログラム制御方法の違い

分岐などのプログラム制御において，E-POL はジャン

プを用いてこれを実現しているのに対して，FCL は

IF/THEN/ELSE などのプログラム構造文を用いて実現し

ている。これらの処理は命令単位の互換がないので。プロ

グラム制御の構造を解析して変換を行った。

処理アルゴリズムの解析

E-POL では複数の命令の組合せで一つの処理が完結す

るのに対して，FCL は一つの関数呼出し式で処理が完結

する。したがって複数の E-POL 命令の組合せを，一つの

FCL の関数呼出し式に置き換えるための変換アルゴリズ

ムを導出した。

アドレス情報のコンバート

E-POL と FCL では，対象とする PLCのアドレス構造

が異なるので，プログラムが持つアドレス情報に互換がな

い。この E-POL のアドレス情報を FCL へ有効に引き継

ぐために，E-POL のアドレス情報を加工してFCLのアド

レス情報へ変換した。

５.４ ソフトウェアコンバータの機能概要

図 にソフトウェアコンバータの運用フローを示す。

ソフトウェアコンバータの機能は，E-POL ソースプロ
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（論理演算の例） 

AND

E-POL

FCL

命令語 オペランド 処理 

（関数　引数1　　      　　  引数2）処理 
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,
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,
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,
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,

(BA : ビット演算レジスタ) 
 

（W   （&     P1      P2）    P3）  [P1 AND P2→P3] 
 

図１１　E-POLと FCLの構成

表１　プログラミング言語とPLCの変遷 

プログラミング言語 PLC

E-POL
MICREX-P（第一世代）［1975年～］ 
MICREX-P（第二世代）［1981年～］ 

FCL
MICREX-P（第三世代）［1988年～］ 
MICREX-IX（第四世代）［1992年～］ 
MICREX-AX　　　　　［1998年～］ 

EPOL 
ソース 

メモリ 
マップ 

（補助情報） 

メモリ 
マップ 
定義情報 

システム 
変換規約 

ユーザー 
変換規約 

ソフトウェア 
コンバータ PG，FM 

一覧 

FCL 
テキスト 

アドレス，コメントの入力 
（テキストエディタで編集） 補助情報 

補助情報 
　アドレス自動割付け 

ユーティ 
リティ 
　補助情報 
　の入力 

変換 
　FCLテキ 
　ストを読 
　み込む　 ラダー図 

 
ファンク 
ション 
ブロック図 

プログラミング支援ツール： 
FPROCES-C

図１２　ソフトウェアコンバータ運用フロー



産業プラント用エンジニアリング支援システム

グラムを FCLプログラムのテキストファイルへコンバー

トする機能である。このテキストファイルをプログラミン

グ支援ツールである FPROCES-C に取り込むことで，変

換された FCLプログラムをラダー図，ファンクションブ

ロック図で視覚的に確認できる。

ソフトウェアコンバータでは，設計者の支援を円滑に行

えるように以下の機能を用意している。

部分変換と一括変換

変換するプログラムの範囲と手順に対応して，プログラ

ムモジュール単位に一括で変換するか，または，部分的に

変換するかが選択可能である。部分変換は部分変換画面で

変換する部分と変換先の位置を選択して変換する。図 に

ソフトウェアコンバータの画面構成を示す。

ユーザー変換規約

ソフトウェアコンバータの基本となる変換ルールは，シ

ステム変換規約としてシステムが運用・管理する。設計者

が変換ルールをカスタマイズする場合には，ユーザー変換

規約を定義することができる。このユーザー変換規約はシ

ステム変換規約より優先して処理される。

メモリマップおよびプログラムモジュール（PG），ファ

ンクションモジュール（FM）一覧

以下の一覧表作成の機能がある。これらの一覧表は，

CSV（Comma Separated Value）ファイルで保存・加工

する。

メモリマップ一覧表（図 ）

① E-POL プログラムで使用しているメモリの一覧
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図１３　ソフトウェアコンバータの画面構成

図１５　PG・ FM一覧表作成例図１４　メモリマップ作成例

メイン画面

部分変換画面

変換画面



産業プラント用エンジニアリング支援システム

表示

② インデックス修飾により相対アドレスで処理され

るメモリの絶対アドレス表示

③　使用先のクロスリファレンスの表示

④ FCL のアドレス情報として引き継がれるラベル

の表示

PG，FM一覧（図 ）

①　E-POLプログラムのモジュール一覧表示

②　各モジュールの容量，空き領域の容量の表示

変換時の変換エラーリスト表示

ソフトウェアコンバータが変換処理中の種々の変換エラー

の履歴表示を行う。自動変換ができない回路がある場合に

その内容を設計者に通知する。

５.５ 課　題

ソフトウェアコンバータに用意しているシステム変換規

約は全 E-POL 命令語の 95 ％をカバーしている。ほとん

どのプログラムの変換は問題ないが，使用頻度が低く，F

CLに互換できない特殊なマクロ処理を行っているE-POL

命令語は変換できない場合がある。今後必要に応じて機能

拡張やユーザー変換規約での対応の蓄積などを行い，ソフ

トウェアコンバータの変換確度を高めていく所存である。

あとがき

電動力応用システムは，今後も種々のテクノロジーとコ

ンポーネントの発展に伴い加速度的に高機能化，複雑化し

ていくなか，より一層のエンジニアリング効率と品質の向

上が求められる。

富士電機では，顧客ならびにプラントメーカーや機械メー

カーとのデータ連携と共有化を推進しながら，さらなるエ

ンジニアリング業務の効率化と高品質をめざし，高度なエ

ンジニアリング支援環境を実現していく所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3089848 山口　　誠移相巻線付整流器用変圧器

3089853 酒井　利明半導体感圧素子

3089870 後藤　友彰シリコン基体の加工方法

3089873
丸山　宏志
望月　幸広
斉藤　　実

出力回路

3089879 大久保堅司単相変圧器

3089897 吉崎　　務紙幣払出装置

3089911 上野　勝典半導体装置

3089919 佐藤　和彦蒸気タービン

3089935 林　　巨己
戸井　雅則正弦波交流信号の周波数検出方法

3090029 川田　紀右定着ローラおよびその製造方法

3090064
井口　　靖
川田　紀右
山田　羊治

定着ローラおよびその製造方法

3090078
平田　伸生
泉　　晶雄
佐藤　隆郷

測距装置

3090088 諏訪　延行クリーンルームのファンフィルタユ
ニット

3091050

平野　　博
牛山　正之
石井　幸伯
渡辺　典久

ディスク状基板用支持具

3092265 森　　久直
大森　　明自動販売機の省エネルギー制御装置

3092284 井上　歳春アーク炉電極の電流制御装置

3092307 加藤　和之半導体圧力センサ

3092340 菊地　　聡
藍原　隆司

PDM変換装置



＊ 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。




