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まえがき

最近の IT（Information Technology）の急速な進歩に

よって，工場の生産現場においても，情報・管理システム

と融合した高機能な制御システムが構築できるようになっ

てきた。また，制御システムは，顧客の多様化したニーズ

に迅速かつ最適にこたえるべく，SCM（Supply Chain

Management），MES（Manufacturing Execution System）

と連携した制御形態に移行している。製品には，高付加価

値，高品質，低コストと省エネルギー，省資源，リサイク

ルなどの地球環境対応の両方が要求され，それを生産する

制御アプリケーションソフトウェア（以下，制御ソフト

ウェアと略す）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・試験するエンジニ

アには，業務の高効率化と高品質な制御ソフトウェアの生

産が常に使命として課せられている。この使命にこたえる

べく，これまで種々の支援ツールが開発されてきた。しか

しながら，支援ツールの機能は次第に改善が図られている

ものの依然として制御仕様書を作成しているオフィスオー

トメーションソフトウェア（以下，OAソフトウェアと略

す）と制御ソフトウェアは別ものであり，仕様書とソフト

ウェアの二元管理の問題が解決されていない。このことが

制御ソフトウェアのエンジニアリング業務の生産性と品質

を低下させる要因となっている。

本稿では，現在のエンジニアリング業務に関する課題を

支援ツールの発展を交えて説明し，前述の課題を解決する

ものとしてユーザーに注目されているエンジニアリング支

援ツール「HEART（High Efficient Advanced engineeR-

ing Tool）シリーズ」の特長と活用法ならびに今後の展開

について述べる。

エンジニアリング支援ツールの発展と課題

２.１ エンジニアリング支援ツールの発展

図１にエンジニアリング支援ツールの発展を示す。

仕様書作成ツールの発展

制御ソフトウェアのエンジニアリング業務の中で，制御

仕様を企画・立案する「制御仕様設計」が重要であること

はいうまでもない。この制御仕様設計において，製品を作

るためのプラントの動き，機器の動作，オペレーション，

表示，警報，実績収集などを制御仕様書に記述しなければ

ならない。この作業を怠ると，第三者への仕様の伝達がう

まくいかず，仕様の漏れ，変質などが発生し，品質低下を

招くことになる。この仕様書作成業務を支援してきたのが

「仕様書作成ツール」である。手書きだったころに比べて，

ワープロの登場により変更が容易で，きれいな仕様書が作

成可能となった。また，1990年代中ごろからの統合 OA

ソフトウェアにより，文章だけでなく，表形式や絵情報も

同時に盛り込むことができ，表現豊かでビジュアルな制御

仕様書が効率よく作れるようになった。

プログラミング支援ツールの発展

DCS（Distributed Control System）のプログラミング

支援ツールは，誕生当時のコーディングシートによる機械

語形式の入力から，専用ローダによるニーモニック入力へ

移行し，その後MS-DOS
〈注１〉

上で動作する支援ソフトウェア

による，ラダー図や FB（Function Block）図などのシン

ボル入力へと進化した。1990年代に入ってからは，UNIX
〈注２〉

系ワークステーション利用のツールが登場し，1990 年代

中ごろには，Windows
〈注３〉

上で動作する支援ツールが登場し

て IEC61131-3 準拠のプログラミング言語と制御仕様記述

表現をサポートするようになった。

一方，プログラマブルコントローラ（PLC）のプログラ

ミング支援ツールも，誕生当時のオペレーティングコン

ソールによる機械語形式の入力から，専用ローダによるニー

モニック入力へ移行し，その後ラダー図やライン図などの

シンボル入力へと進化した。1990年代に入ってからは，
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ならびに他の国における登録商標

〈注３〉Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標
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MS-DOS 上で動作するパソコンローダが登場し，1990年

代中ごろからは，Windows 上で動作するツールが，DCS

支援ツールと同様に IEC61131-3 準拠のプログラミング言

語と制御仕様記述表現をサポートしている。

２.２ エンジニアリング支援ツールの課題

エンジニアリング支援ツールは，前述のように発展して

きた。しかしながら，「仕様書作成ツール」「DCSプログ

ラミング支援ツール」「PLCプログラミング支援ツール」

が別々に発展を遂げたため，エンジニアはそれぞれのツー

ルの導入・習得・メンテナンスを強いられてきた。

特にプログラミング支援ツールに至っては，IEC61131-3

準拠のプログラミング言語と制御仕様記述表現が導入され

たとはいえ，次のような課題をかかえており，これらの早

期解決をユーザーは望んでいる。

各支援ツールで定義した制御プログラムの格納データ

形式がメーカー独自なもので互換性に乏しく，各社の支

援ツールで個別にインプットしなければならない。

仕様書作成ツールと各社のプログラミング支援ツール

が別ものなので，仕様書作成ツールを習得しても，各社

のプログラミング支援ツールをそれぞれ購入し，習得し

なければならない。

制御仕様書から制御ソフトウェアが自動生成できない

ので，制御仕様書を書いた後に，それを見てプログラミ

ング支援ツールに人がインプットし直さなければならな

い。

制御仕様書と制御ソフトウェアが二元管理となるので，

制御仕様に変更が出た場合，制御仕様書とプログラムの

両方を変更しなければならない。

HEARTシリーズの特長と主な機能

富士電機は，前述の課題に対してユーザーの立場になっ

て解決策を提案し，ユーザーのエンジニアリング支援ツー

ルに対する要望にこたえるべく，高効率エンジニアリング

ツール HEARTシリーズを開発した。また，HEARTシ

リーズには，長年にわたる富士電機の各分野，各プラント

における制御エンジニアリング実績から得たノウハウをパッ

ケージ化して組み込んでいる。以下に，HEARTシリーズ

の特長と主な機能を記述する。

動作環境と作成ファイルのオープン化

近年は，「パソコン +Windows」のオープンな環境で動

作するものが多くなったが，その一つ上のアプリケーショ

ン階層は，各社独自なものが大多数である。HEARTシリー
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図１　エンジニアリング支援ツールの発展
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ズは，このアプリケーション階層を Excel
〈注４〉

，Visio
〈注５〉

を用い

て，操作方法，定義データ，作成ファイル形式などにも互

換性とオープン化を実現している。また，オフィスで広く

利用している OAソフトウェアを用いたことにより，ユー

ザーが導入するときの金銭的・精神的負担を最小限にする

ものである。

制御プログラミング言語のオープン化

HEARTシリーズは，制御プログラミング言語を規定し

た国際規格 IEC61131-3，JIS 規格 JIS B 3503に準拠した

SFC（Sequential Function Chart），FB図を採用し，制御

プログラミング言語面でのオープン化も実現している。

図２の右上（移行条件監視）に HEART-ESPER（FB

図シート）を示す。

対象コントローラに依存しないツール

プログラミング言語がオープン化した現在でも，現実に

は対象コントローラごとに専用のツールが必要な場合が一

般的で，作成した制御ソフトウェアがそのまま利用できな

いという煩わしさがある。HEARTシリーズは，作成した

制御仕様書を機種や機械語が違うコントローラでも動作す

るコンバート方式を採用しているので，DCSコントロー

ラでも，PLCでも同じツールで制御ソフトウェアを作成

することができる。

容易な制御仕様書作成機能

「HEART-ESPER」（Excelの SFC，FB 図）の仕様書

作成は，記述したいシンボル（SFCのステップ，トラン

ジション，アクション，FB図の BOOL代数，比較，四則

演算，タイマ，その他のシンボル）のボタンを押すだけで，

付属のひな型ファイルに張り付けができるので，いたって

簡単である。また，シンボルは所定のブロック単位で張り

付けを行うので，レイアウトの微調整などの煩わしさから

も開放される。コピー，挿入，削除などについても，専用

の編集機能を持ち，シンボルのずれなどが生じることはな

く整然とした表現を維持することができる。

「HEART-SELECT」（Excelのタイムチャート），「条

件テーブル」（Excelの操作インタロックリスト）は付属

の表形式のひな型ファイルを使用して作成することができ，

インタロックその他の各種機能も，定義だけで済むので容

易に表現することができる。

「HEART-BELIEVE」（Visioの計装フロー図）の仕様

書作成は，シンボルメニューから該当シンボル（PID，四

則演算，論理演算，その他）を選択して張り付け，結線す

ればよい。機能を視覚的にとらえやすく作成も簡単である。

いずれのツールも，Excel，Visioの本来持つ高編集機能

などを併用すれば，さらに効率よく作成・編集することが

できる。また，画像やコメントの張り付けもできるので，

作成者の自由表現を妨げない。

制御ソフトウェアの自動生成

HEARTシリーズは，制御仕様書として，SFC，タイム

チャート，FB 図，条件テーブルなどを Excelで，また，

計装フロー図，IBD（Interlock Block Diagram）などを

Visioで作成し，制御ソフトウェアを自動生成させて，コ

ントローラで動作させるものである。

制御仕様書から制御ソフトウェアへの展開の際は，HE

ARTシリーズの各ツールで作成した制御仕様書上に，コ

ントローラで必要な情報を付加するだけでよい。それをコ

ンバートし，コントローラへダウンロードすることにより，

仕様書どおりの動作で実行される。コンバート，ダウン

ロード，コントローラとの照合や，セーブは，Excel，

Visio 上で操作できるので容易である。また，ファイルの
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〈注４〉Excel：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注５〉Visio：米国Microsoft Corp.の登録商標
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図２　「HEART-ESPER」「HEART-SELECT」で作成したソフトウェアシーケンスの一例
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セーブ，コンバート，ダウンロード結果，エラー情報，そ

の他が履歴として残るので，後でそれまでの操作を確認で

きる。

制御仕様書上でのモニタリング

HEARTシリーズは，Excel，Visioで作成した制御仕様

書上でコントローラのモニタリングができる。SFCのス

テップに関しては，「未実行」「実行中」「実行済」をコン

トローラの実行ステップ状態によって，３色の色替えが行

える。実行中ステップを表示範囲に自動スクロールして，

常に見える状態とする機能も備えている。また，SFC 以

外についても仕様書上で，信号のオン・オフ状態の色替え

や数値の10進，16進，工業値表示切換が行える。

図２の左側（工程移行監視）に HEART-ESPER（SFC

シート），図３に HEART-BELIEVE（計装フロー監視）

の一例を示す。

Excel 表形式での一括出力定義

SFCは，アクション命令によって各ステップにおける

出力を表現するが，そのシーケンスで扱う出力信号のそれ

ぞれのステップでの状態が，一見して分からない点，また

多くの出力を一括で扱う処理表現が不得手である点などの

難点がある。HEARTシリーズでは，Excelのタイムチャー

トにより，SFC 管理の各ステップに対応させて一括出力

指定や出力状態の全体監視を表形式で容易に指定すること

ができる。また，各出力信号には，出力インタロック信号

を指定することができ，条件に応じて出力を禁止すること

ができる。また，出力インタロック信号に登録された信号

自体にも，オンで有効，オフで有効，該当出力を切り離し

（無処理状態）の機能指定ができるため，他設備と共通な

機器を登録した場合にも対応できる。

通常，SFCのシーケンス終了においては，通常動作で

最終ステップの出力状態で終了する場合と，強制終了など

で直前ステップの出力状態のままで終了する場合とで，出

力状態が異なってしまうのが問題になることがある。こう

いったときには，終了時の出力指定の機能を使用し，各信

号ごとの状態を定義することで，容易にその問題を解決す

ることができる。

図２の右下（出力状態監視）に HEART-SELECT（出

力定義シート）の一例を示す。

SFC 常時インタロック監視と異常処理機能

通常，SFCの各ステップにおける異常監視は，異常判

断をトランジションで記述して，各ステップから所要のス

テップへ分岐またはジャンプさせるが，分岐またはジャン

プの数が増えてしまい，複雑で見にくいシーケンスとなっ

てしまう。HEARTシリーズの場合，インタロック定義

シートにより，異常信号を登録し，各異常信号ごとに監視

ステップ指定および異常時の処理内容を表形式で設定でき

るのでシンプルに見やすくまとめることができる。異常処

理には，「指定ステップへジャンプ」「シーケンスを一時停

止し，出力を一括オフ」「シーケンスを一時停止し，出力

を一括ホールド」「シーケンスを一時停止し，出力の個別

指定」など多彩なメニューを用意している。また複数の異

常が同時に発生した場合の優先順位設定や，異常トリガの

記憶機能なども備えているため，異常要因解析に対する

サービス性も向上している。

図４に HEART-SELECT（インタロック定義シート）

の一例を示す。

機器のアンサー監視機能

Excelのタイムチャートに登録したバルブ，ポンプなど

の出力については，機器種別が指定できる。これらの出力

については，アンサーチェックを実施し，指定により SFC

のトランジションにチェック結果を組み込むこともできる。

また，バルブ開とポンプ運転を同一ステップ内で行う場合

において，「バルブ開指令を先に出し，開アンサー確認後，

ポンプに運転指令を出す」といった一般的なインタロック

はあらかじめ組み込まれている。

クロスリファレンス機能

HEARTシリーズで作成した情報は，クロスリファレン

スをとることができ，信号の作成元，使用先を容易に確認

できる。これにより，同一メモリの二重書きなどを防止で

き，不具合の早期発見に有効な手段を提供する。さらに，

各コントローラ専用の支援ツール（FPROCES-C，D300

winなど）とクロスリファレンスを共有することが可能で，

エンジニアリング情報の一元管理ができる。

ドキュメント印刷機能

HEARTシリーズで作成したファイルのドキュメント印

刷は，Excel，Visioの印刷機能を用いて行うこともできる
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図３　「HEART-BELIEVE」で作成した計装フロー図の一例

図４　「HEART-SELECT」で作成した異常インタロック定義

の一例



生産性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール

が，HEARTシリーズの印刷機能を使用すれば，一括印刷

はもとよりページのタイトル，作成日・作成者，審査日・

審査者，承認日・承認者や図番，変更履歴などのサービス

情報とともに図面枠付きで印刷できる。

従来のエンジニアリング方式との比較および

導入効果

従来は，機能仕様設計，ソフトウェア設計，ソフトウェ

ア製作，デバッグ，総合試験，試験結果フォローと六つの

フェーズでエンジニアリングを行ってきた。これに対し

HEARTシリーズは機能仕様設計，機能製作データ入力，

総合試験の三つのフェーズで行うことができる（図５参照）。

これにより，トータルエンジニアリング工数を大幅に削減

でき，フェーズ間で生じるケアレスミスも，最小限に抑え

ることができる。例えば，仕様変更や修正が後半のフェー

ズで発生した場合を考えると，従来のエンジニアリング方

法では，ソフトウェアの修正，再試験，制御仕様書のフォ

ローなどが発生し，それに要する作業，工数が多くなる。

HEARTシリーズの場合，ソフトウェア変更または修正作

業が，そのまま制御仕様書に反映されることになるので，

後半のフェーズで変更が生じても影響が少ない。

また，HEARTシリーズの１シーケンスは Excelまたは

Visioの１ファイルであるので，該当ファイルだけを，ユー

ザーまたは社内部門と電子メールを利用してリアルタイム

に確認することができ，打合せ回数も少なくすることがで

きる。さらに，シーケンス単位で分割し，複数人数での複

数フェーズの同時作業（コンカレント業務）を可能とする

大きなメリットもある。

HEARTシリーズは，仕様書＝ソフトウェア（制御仕様

書にコントローラに必要な情報を付加したものが制御ソフ

トウェア，つまり制御仕様書と制御ソフトウェアは同一

ファイル）である。したがって，制御仕様書のとおりにソ

フトウェアができているかといった確認は不要なため，試

験の場面での作業量を大幅に削減できる。さらに，従来は

社内試験，現地試験が終了時点で各試験中に発生した変

更・修正を，制御仕様書にフォローする作業が必要であっ

たが，その必要はない。

HEARTシリーズ適用による効果を以下にまとめる。

制御ソフトウェアの高品質化

① 制御仕様書どおりの動作が保証された制御ソフト

ウェア

② プログラム漏れ，プログラムミス，インプットミス

の排除

③　パッケージ化された各種機能

エンジニアリング効率の大幅アップ

①　使いなれた OAソフトウェアによる高い編集機能

②　ソフトウェア設計・製作不要

③　デバッグ・図面フォローレス

④ 対象コントローラに依存しないエンジニアリング環

境

⑤　コンカレントエンジニアリング業務対応可能

今後の展開

図６に HEARTシリーズの機能構成と今後の展開を示

す。

他の表現形式の仕様書のサポート化（1）

（2）

（1）
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図５　従来とHEARTシリーズのエンジニアリング方式の比較



生産性と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール

シーケンス関係の制御仕様書として，SFC 表現形式の

HEART-ESPER，タイムチャート表現形式の HEART-

SELECTは完成した。また，計装ループ関係の計装フ

ロー図として HEART-BELIEVE，インタロック関係の制

御仕様書として，表形式の条件テーブルや FB図形式のビ

ジュアル IBDを開発推進中である。今後，各分野に適し

た他の表現形式の仕様書もサポートしていく予定である。

対応コントローラの種類拡大

現在は，富士電機の DCS コントローラ ACS-2000，

ACS-250，ICS-2000/A，ICS-2500S/Aおよび PLCの

MICREX-SXシリーズを対象としているが，今後，他社

の PLCも対象とする予定である。また，パッケージ販売

や OEM提供，共同開発なども視野に入れている。

なお，HEARTシリーズで記述された制御仕様書は，コ

ンバートするとテキスト形式の情報になり，中間ファイル

として存在する。中間ファイルの内容は公開する計画であ

り，この情報により，対象コントローラに対して，言語に

変換する「コンパイル方式」，テーブルデータとして変換

する「インタプリタ方式」のいずれも可能である。

画面エンジニアリングへの適用

HMI（Human Machine Interface）画面でメインとなる

のが，プラントをシンボル化したプラントフロー画面であ

る。プラントフローは，エンジニアリング時に，P& ID

（Piping and Instrumentation Flow Diagram）としてドキュ

メント化されることが多いが，最近では Visioなどが多く

使われている。プラントフロー画面は，通常この P& ID

を画面化するが，現在では専用の HMI 支援ツールや汎用

SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）に

人がインプットしなければならない。また，SCADAには

沢山の種類があり，各社の SCADA画面の間に互換性は

なく，一度作成した画面を別の SCADAに移植するのは

困難である。

そこでそれらの課題を解決すべく，Visioなどの OAソ

フトウェアを用いたプラント画面設計が注目されている。

HEARTシリーズも Visioで描かれたプラントフローをそ

のまま監視・操作画面化する機能を開発予定である。

あとがき

HEARTシリーズは，「専用ソフトウェアを用いた支援

ツール」が従来のツールの考え方であったが，これを打破

し，「制御仕様書を作成している OAソフトウェアをその

まま支援ツールにする」「制御仕様書をそのまま制御ソフ

トウェアにする」という，まったく新しい発想でのエンジ

ニアリング支援ツールである。HEARTシリーズの開発に

あたっては，ユーザー各位の積極的なご意見，熱烈なご要

望をいただけたことが，実現の大きな原動力となった。今

後もユーザーの立場に立った開発を進めながら，制御ソフ

トウェアのエンジニアリングのさらなる効率化と，高品質

化に貢献していきたいと考えている。
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