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まえがき

近年，プログラマブルコントローラ（PLC）は，その高

機能化・大容量化に伴って，従来の PLCでは不可能で

あった PA分野の制御に適用できるようになり，出荷・梱

包（こんぽう）・搬送といった FA分野のみならず，原料

受入れから製品製造までのプラント全体を制御の対象とす

るようになってきている。また，最近の IT（Information

Technology）の急速な進歩によって，プラント制御にお

いても，情報・管理システムと融合した高機能な制御シス

テムが要求されている。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，生産の最適化，効率化の実

現と相まって，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いう）は高度化・複雑化・肥大化して

いる。

しかしながら，プラントや機器の動きを記述した制御機

能仕様書（以下，仕様書という）を作成した後に，人が

PLCのプログラムを考え，人がプログラムローダにイン

プットするという従来のエンジニアリング方法は，特に変

わっていない。これらのプログラムを人が作成する過程で，

時間を浪費し，バグが入り込むこととなる。また，作成さ

れるプログラムは，現在ラダー図表現が主流で，元の仕様

書とは似ても似つかぬものとなり，第三者にはほとんど解

読不可能なものとなってしまう。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。

今回紹介するエンジニアリング革命ツール「HEART-

ESPER（High Efficient Advanced engineeRing Tool-Ex-

cel Sfc ProducER），HEART-SELECT（Sfc rELational

ExCel Timechart），HEART-BELIEVE（BEautifuL In-

strumEnt flow Visual Editor）」（以下，HEARTシリーズ

という）は，Excel
〈注1〉

や Visio
〈注2〉

のオフィスオートメーション

ソフトウェア（以下，OAソフトウェアという）で作成し

た仕様書を自動的にプログラムに変換し，なおかつその仕

様書上でモニタしながら試験，変更が行えるものであり，

エンジニアリング業務に革命を起こすものである。

本稿では，まず，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変遷を交えて説明し，次にエンジニア

リング革命ツール「HEARTシリーズ」の特徴と適用によ

る効果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変遷と課題

２.１ エンジニアリング支援ツールの変遷

図１にエンジニアリング支援ツールの変遷を示す。

仕様書作成ツールの変遷

制御仕様を企画・立案する「制御仕様設計」はエンジニ

アリング業務の中で最も重要であり，この業務フェーズで

仕様書を作成する。この仕様書には，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，

実績収集の方法などを記述しなければならない。仕様書を

作成しない場合，第三者への仕様の伝達がうまくいかず，

仕様の漏れ，誤解などが発生し，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。これは，専用ワープロ機から，MS-

DOS
〈注 3〉

上でのワープロソフトウェアに移行し，最近では

Windows
〈注4〉

上で動作する統合 OAソフトウェアに進化した。

これにより，文章のみならず，表や画像もはり付け可能と

なって，ビジュアルで表現豊かな仕様書を簡単に作成でき

るようになった。

プログラミング支援ツールの変遷

PLCや DCS（Distributed Control System）の誕生当時

は，人間がマシンに合わせる形で設計・製作を行っていた。

その後，専用ローダによるニーモニック入力へ移行し，次

にラダー図やライン図などのシンボル入力へと進化した。
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〈注１〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Visio ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注３〉MS-DOS ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注４〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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1990 年代に入ってからは，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，IEC 61131-3（670ページの「解説」

参照）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。

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，前述のように変遷して

きた。しかしながら「オープン化」の面，「仕様書と制御

ソフトウェアの整合性」の面で次のような大きな課題を抱

えている。

２.２.１ 仕様書と制御ソフトウェアの二元管理

仕様書から制御ソフトウェアへの展開は，人間が行わ

なければならない。

仕様の追加・変更が発生すれば，まず仕様書を変更し，

その後制御ソフトウェアを追加・変更しなければならな

い。

制御ソフトウェアの試験において修正があった場合，

当然仕様書にもフォローしなければならない。

前記 ～ は，人間が行う作業であり，多くの時間を

要し，ここにミスが入り込んで，仕様書と制御ソフト

ウェアにくい違いが発生することが多い。

２.２.２ オープン化・統一化の遅れ

汎用パソコン＋Windowsの動作環境で動作するもの

が主流となったが，支援ツール自体は専用ソフトウェア

が大多数である。

一般的に，仕様書作成ツール（OAソフトウェア）と

プログラミング支援ツール（専用ソフトウェア）は別も

のである。さらにプログラミング支援ツールの中でも

PLC 用と DCS 用は別ものであり，ユーザーはそれぞれ

の導入および習得が必要である。

各社支援ツールで作成したファイルは独自形式であり，

定義データの互換性に乏しい。

HEARTシリーズの特徴と主な機能

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

ルに対するご要望に応えるべく，エンジニアリング革命

ツールを開発した。以下に，HEARTシリーズの特徴と主

な機能を記述する。

３.１ 効率のよいエンジニアリング

容易な仕様書作成機能（1）
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図１　エンジニアリング支援ツールの変遷
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IBD（Interlock Block Diagram），計装フロー表現の仕

様書は，Visioベースの HEART-BELIEVEで作成する。

画面上で論理演算，四則演算，内部計器，その他をシンボ

ルメニューから選択してはり付け，結線するだけで簡単に

作成できる。

SFC（ Sequential Function Chart）， FB（ Function

Block）図表現の仕様書は，ExcelベースのHEART-

ESPERで作成する。SFCのステップ，トランジション，

アクションや，FB図の論理演算，比較，四則演算，タイ

マなどのシンボルはボタンを押すだけで描画することがで

きる。タイムチャートやインタロック表で表された仕様書

も，Excelベースの HEART-SELECTで作成するが，表

形式で定義するだけでよい。

いずれのツールも Excel，Visioの持つ，画像はり付け

や吹出しコメントはり付け機能を利用でき，表現力を強化

できる。また，HEARTシリーズの編集機能と，Excel，

Visioの本来持つ高編集機能などを併せて使用すれば，さ

らに効率よく作成・編集することができる。

制御ソフトウェア自動生成

仕様書として作成した，SFC，タイムチャート，FB 図，

条件テーブル，計装フロー図，ロジック図，IBDに，コ

ントローラに必要な情報を付加してコンバートすることで，

制御ソフトウェアを自動生成することができる。これをコ

ントローラにダウンロードすることで，仕様書どおりの動

作で実行させることができる。図２に HEART-ESPER，

HEART-SELECT で作成したシーケンス，図 ３に

HEART-BELIEVEで作成したロジック図の一例を示す。

仕様書上でのモニタリング

HEARTシリーズは，作成した SFC，FB 図，タイム

チャート，条件テーブル，計装フロー，IBDなどの仕様

書上で，データ設定，モニタリング（信号のオン・オフ状

態の色替え，数値の 10 進，16 進，工業値表示など）を行

うことができる。これにより，シーケンスの実行状態と仕

様書とを対比して試験を行う必要がなくなる。SFCのス

テップに関しては，コントローラの実行ステップ状態に

よって，「未実行」「実行中」「実行済」の 3 色の色替えと

実行ステップを追いかけて表示範囲を自動スクロールする

「追従モニタ」の機能がある。

３.２ 究極のオープン化

対象コントローラに依存しないツール（1）

（3）

（2）
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工程移行監視 移行条件監視 

出力状態監視 

図２　「HEART-ESPER」「HEART-SELECT」で作成した
シーケンスの一例

図３　「HEART-BELIEVE」で作成したロジック図の一例
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HEARTシリーズは，作成した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，PLCでも，DCSコントローラでも同じツール

で仕様書を作成することができる。

動作環境と作成ファイルのオープン化

動作環境として近年は，「パソコン＋Windows」のオー

プン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，各社独自なものが一般的である。

HEARTシリーズは，このアプリケーション層をユーザー

がオフィスで広く利用している OAソフトウェア（Excel，

Visio）を用いて，編集方法から個々のファイルに至るま

で，互換性とオープン化を実現している。

制御プログラム言語のオープン化

制御プログラム言語のオープン化として，PLCの言語

を規定した国際規格 IEC 61131-3と国内では JIS B 3503

がある。HEARTシリーズは，これに準拠した SFC，FB

図を採用し，制御プログラム言語の面でもオープン化を実

現している。

３.３ ノウハウの標準組込み

SFC 常時インタロック監視と異常処理機能

従来，SFCの各ステップにおける異常監視は，各ス

テップにおいて，分岐またはジャンプ処理で対応していた

が，その数が多くなると，繁雑で見づらいシーケンスと

なってしまう。このような場合は，HEART-SELECTの

インタロック定義シートを使用して，異常信号を登録し，

監視ステップ指定と異常発生時の処理内容（指定ステップ

へジャンプ，シーケンス一時停止など）を表形式で設定す

ることで，整然とした表現とすることができる。

機器動作アンサーの監視機能

機器の動作アンサーバックをステップのトランジション

に組み込むことはよく実施されている。通常，多くの機器

に対し動作のたびに定義が必要なので，作業工数がかかる

うえ，ミスを招きやすい。HEARTシリーズにおいては，

HEART-SELECTの出力定義シートに登録した出力ごと

に，バルブ，ポンプなどの機器種別を指定するだけで，自

動的に開・閉，運転・停止のアンサーバックチェックをか

けながらステップ移行させることができる。

３.４ その他の便利な機能

SFCとタイムチャートの連携

SFCは，ステップの流れは分かりやすいが，各ステッ

プでの出力が分かりづらく，一括出力処理を実施したい場

合では不自由がある。一方，表形式のタイムチャートは，

各ステップでの出力状態が分かりやすく，一括出力処理に

適しているが，ステップの流れ，移行条件などを表現でき

ない。

この問題に対し，HEARTシリーズは，SFC（HEART-

ESPER），タイムチャート（HEART-SELECT）を連携さ

せて動作させることによって，それぞれの持つ利点を生か

し，解決している。

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

ス機能により，信号の発生元，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。

ドキュメント印刷機能

HEARTシリーズで作成した仕様書は，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。また当然，Excel，Visioの

標準機能で印刷してもよい。

HEARTシリーズ適用による効果

４.１ 業務フローの改革

工数削減，工期短縮の実現

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，単体デバッグ，総合試験，試験結果フォローと六

つのフェーズで行ってきた。これに対し，HEARTシリー

ズでは，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え，工数の削減，工期短縮が実現可能

である。図４に従来方式と HEARTシリーズのエンジニ

アリング方式の比較を示す。

コンカレントエンジニアリング業務対応可能

HEARTシリーズのファイルは，Excel，Visioのファイ

ル形式であるため，同一フェーズまたは違うフェーズの作

業であっても複数の人間に分割して同時に作業することが

可能である。しかもファイルを個別にしても，タグ，コメ

ントなどのデータベースは一元化されているので，重複し

て入力する必要はない。

仕様書の標準化と作成効率向上

仕様書を作成するうえで必要なシンボルがあらかじめ用

意されているので，容易に仕様書を書くことができ，同時

に仕様書の標準化も進めることが可能である。

機種に依存しないエンジニアリング環境

仕様書をベースにしているため，コントローラの機種が

決まっていなくても設計が開始できる。対象コントローラ

が PLCでも DCSでも制御ソフトウェアの共通化が可能で

ある。

４.２ 制御ソフトウェアの高品質化

制御ソフトウェアの仕様書どおりの動作を保証

仕様書から制御ソフトウェアが自動生成されるので，プ

ログラムミス，インプットミス，回路漏れなどの人為的な

ミスがなくなり，記述した仕様書どおりに制御ソフトウェ

アが動作する。

各種機能をパッケージ化

一時停止，再開，ジャンプ，機器のアンサー監視などの

パッケージ化された機能により，アプリケーションでそれ

らを作成する必要がなく，バグの作り込みを抑制できる。
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４.３ プラント運転支援，異常解析への活用

プラント運転時にオペレータステーションでオンライン

モニタすれば，工程の進捗（しんちょく）監視や状態監視

ができ，オペレータへの運転支援として活用できる。また，

プラントや機器の異常時は，どの異常発生か，どこの条件

不成立かをモニタで確認できる。

４.４ トータルコストの削減

初期導入コストの低減

広く普及している OAソフトウェアベースの支援ツー

ルのため，特別な動作環境を必要とせず，気軽に初期導入

できる。

制御ソフトウェアの改造が容易

一般的に制御ソフトウェアは，初期に作成した人間以外

は分かりにくく，第三者が改造する場合には，手間がかか

る。HEARTシリーズの場合は，「仕様書＝制御ソフト

ウェア」なので，誰にでも分かりやすく容易に改造を行う

ことができる。

（2）

（1）
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図５　エンジニアリング革命ツールの発展と今後の展開
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エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

今後の展開

図５に HEARTシリーズの機能構成と今後の展開を示

す。

種々の制御仕様記述表現からの制御ソフトウェアの自

動生成

今回開発した，SFC，タイムチャート，IBD，計装フ

ロー図などの表現形式のほかに，各分野でよく使われてい

る制御仕様記述表現がある。今後は，それらもサポート範

囲に含めるべく開発を継続していく。

ナレッジデータベース化

従来のパッケージ化は，制御ソフトウェアの部品化が主

流であったが，HEARTシリーズの場合は，仕様書と制御

ソフトウェアのデータベースが同時に構築できる。制御単

位のパッケージ化を図り，検索機能も充実させて，人間の

ノウハウを蓄積したデータベースが定常的に活用できるよ

うにしていく予定である。

既設資産のコンバート

既設システムの場合，仕様書がなく制御ソフトウェアの

み存在する場合がある。現在，既設 DCSコントローラの

制御ソフトウェア資産を HEARTシリーズにコンバート

する仕組みを開発中である。

画面エンジニアリングへの適用

プラントフロー画面は，プラントのタンクや配管を図形

化しプロセス値や機器を監視・操作する画面である。これ

は，P ＆ I（Piping and Instrumentation flow diagram）

を簡略化して画面化することが多い。最近は，この P ＆ I

を Visioなどの OAソフトウェアで作画する場合が多いの

で，Visioで描かれた P ＆ Iからプラントフロー画面の自

動生成も開発予定である。

あとがき

以上，エンジニアリング革命ツール「HEARTシリーズ」

について述べてきた。今後，ますます複雑化，高度化する

制御ソフトウェアを効率よく，高品質に仕上げるにはエン

ジニアリング業務そのものを変革していかなければならな

い。HEARTシリーズは，この改革を促進するものと考え

ている。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効率化と，高品質

化に一層貢献していく所存である。
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