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CENTUM VP R6.01 では，エンジニアリング環境の革新を図るためオートメーションデザインスイート（AD ス

イート）をリリースした。AD スイートは，お客様の計装システムの初期構築時および増改造時のエンジニアリ

ング作業の効率改善とリスク低減，またプラントライフサイクルに渡って計装システムの設計情報を最新に維持

することで，計装システム設計の見える化を実現するソフトウェアである。

本稿では，AD スイートが目指す姿および CENTUM VP R6.01 で実現した機能と仕組みについて述べる。

Automation Design Suite (AD Suite) was released as part of CENTUM VP R6.01 to 
innovate the engineering environment. AD Suite is software that improves the efficiency of 
engineering and reduces risks during the introduction, expansion or modification of customers’ 
instrumentation systems, and visualizes the design of the instrumentation system while keeping 
its information up to date throughout the plant lifecycle.

This paper describes the structure and final objective of AD Suite and its functions and 
mechanisms implemented in CENTUM VP R6.01.

1. はじめに

CENTUM VP R6 では，図 1 に示すように，スマートオ
ペレーション，スマートコントロール，スマートエンジ
ニアリング，およびサスティナブルシステムをキーコン
セプトとして，ユーザの様々な課題を解決しようとして
いる。

図 1 CENTUM VP R6 のコンセプト

エンジニアリング分野においては，プラントの初期構
築時や増改造時に時間と手間がかかる，保守や増改造を

繰り返していく中で情報を正しく更新していくことが難
しい，などの課題があった。これらの課題を解決するた
めに，CENTUM VP R6.01 においてはスマートエンジニ
アリング，すなわちエンジニアリングの革新 (1) を狙って
AD スイートをリリースした。

AD スイートは，最終ゴールとして「プラントライフサ
イクル全域にわたりお客様の計装システムまるごとに対
して，業界一の高品質・低コスト・短納期での構築・維持・
成長を提供し，最適な生産活動にタイムリーに貢献する」
プラットフォームを目指して作られている。AD スイート
が目指しているゴールを図 2 に示す。

図 2 AD スイートの最終ゴール

図 2 の Lifecycle 軸において，従来のエンジニアリング
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実装の乖離やサイトワークでの作業効率，操業時の変更
エンジニアリングに課題があった。これに対して AD ス
イートでは，基本設計段階からサイトコミッショニング
までの構築時，更に操業時の保守や改善，増改造に役に
立つ情報と仕組みを提供する。

図 2 の Solution 軸において，従来のエンジニアリング
機能は，CENTUM VP に必要なデータのみを対象として
いた。これに対して AD スイートでは，CENTUM VP の
みならず，安全計装システムやフィールド機器，ネット
ワーク機器なども含めた計装システム構成要素全体の統
合型エンジニアリング環境を提供する。

図 2 の Value 軸において，従来のエンジニアリング機
能では，実際のエンジニアリング作業に即した効率的な
データ入力や変更，またエンジニアリング結果の情報活
用に対して課題があった。これに対して AD スイートで
は，作業効率向上や作業ミスの削減に役立つ自動化／定
型化の仕組みや，常に最新の情報を維持し適切にユーザ
に提供できる仕組みを提供する。

2. エンジニアリング環境の革新

CENTUM VP R6.01 でリリースされた AD スイートで
は，図 2 の Solution 軸においては CENTUM VP にフォー
カスしている。一方，Lifecycle 軸および Value 軸におけ
る課題を解決するための機能を AD スイートは提供して
いる。本章では，それらの機能について具体的に説明する。 

2.1 モジュールエンジニアリング
AD スイートによる新しいエンジニアリング方法の一番

の特徴が，モジュールエンジニアリングである。モジュ
ールとは，ハードウェアから分離して作成可能な機能ア
プリケーションであり，設計情報，制御ロジック，チュ
ーニングパラメータ，アラーム属性，添付ファイルが含
まれている。モジュールエンジニアリングでは，モジュ
ール単位でエンジニアリングを行い，モジュール構成要
素を一括りにして管理することができる。

従 来 の エ ン ジ ニ ア リ ン グ 機 能 で は， 設 計 情 報 が
CENTUM VP エンジニアリングの対象外であった。その
ため，設計情報とそれに基づく実装（具体的な制御ロジ
ックなど）が変更と共に乖離してしまい，設計情報を参
照できなくなってしまうという課題があった。

これに対して AD スイートでは，設計情報と実装の両
方を一元的に定義することで，変更発生時にも設計情報
と実装を合わせて更新し，乖離を防ぐことができる。ま
たモジュールエンジニアリングでは設計をしっかり行う
ことで，エンジニアリング終盤で発生する変更による後
戻りを劇的に削減し，プロジェクトの工期遅延やコスト
増大などのリスクを低減する効果が期待できる。一方で
設計作業がユーザの負担とならないように，当社が持つ
エンジニアリングノウハウに基づいた検査済みの再利用

可能なインダストリライブラリも提供されている。
モジュールには，図 3 に示すように複数の類似した機

能アプリケーションのひな形となるクラスモジュールと，
ひな形をコピーして作成するアプリケーションモジュー
ルがある。最初にクラスモジュールを設計・制作・検査
しておき，そこからアプリケーションモジュールを複数
作成することで，作成効率を大幅に向上することができ
る。クラスモジュールとして定義する各種パラメータは，
クラスモジュールでの値を固定とするのか，個別のアプ
リケーションモジュールでの編集を許すのかを指定する
ことができ，クラスモジュールの設計上カスタマイズす
べきでないパラメータには，ロックをかけておくことが
できる。また，クラスモジュールとアプリケーションモ
ジュールの間にはリンク関係が維持されているため，ク
ラスモジュールに対する変更に対して，クラスモジュー
ルをコピーして作成したアプリケーションモジュールに，
一括で反映させることができる。

図 3 クラスからのアプリケーション作成

モジュールに含まれるアラーム属性では，新たにアラ
ームプロファイルという概念を導入した。アラームプロ
ファイルは複数の属性定義に対する値のプリセットであ
る。事前にアラームプロファイル群を定義しておくこと
で，アラーム属性定義では適切なプロファイルを選択す
るだけで各アラーム属性値を設定することができる。ク
ラスモジュールとアプリケーションモジュールの関係と
同様に，アラームプロファイルとアラーム属性定義の間
のリンク関係が維持されているため，アラームプロファ
イルで属性値を変更した場合，リンクされているアラー
ムの属性に，変更した値を一括して反映することができ
る。

これらモジュールで定義された情報は，ドキュメント
生成機能を用いて Microsoft Word ファイルに一括して出
力することができる。ドキュメントの体裁，表紙，ヘッ
ダ／フッタなどを定義したテンプレートとドキュメント
の目次構成をあらかじめ定義しておき，任意のタイミン
グでドキュメント生成を実行することで，設計情報およ
び各種パラメータ値を出力することができる。モジュー
ル内の定義に変更があった場合にも，変更後に再度ドキ

クラスモジュール
アプリケーションモジュール

Param A 編集可 値 100 

Param B 編集不可 値 200 

Param A 値 100 

Param B 値 200 

Param A 値 200 

Param B 値 200 

Param A 値 300 

Param B 値 200 

Param A 値 400 

Param B 値 200 
クラスモジュールで編集不可のParam Bの
値を変更した場合、変更値をアプリケー
ションモジュールに一括反映できる

クラスモジュールで編集不可としたパラメータは、ア
プリケーションモジュールでカスタマイズできない
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ュメント生成を行うことで，AD スイートが持つ最新状態
でドキュメントを作成することができる。

2.2 入出力リストハンドリング
モジュールエンジニアリングと合わせて新たに導入さ

れるもう一つの主要な特徴は，計装の入力端および出力
端に関する情報である入出力リストを AD スイートで直
接ハンドリングできるようになる点にある。

従来のエンジニアリングでは，計装からの入力情報
として入出力リストをエンジニアリング会社やエンドユ
ーザなどから紙や Microsoft Excel ファイルで受け取り，
CENTUM VP エンジニアリング機能に入力していた。そ
のため，エンジニアリング機能への手入力作業や入力ミ
スを回避・修正するための確認作業，および度重なる入
出力リストの改訂に伴うエンジニアリング機能側への反
映作業など，人手による膨大な管理作業が発生していた。

これに対して AD スイートでは，受領した入出力リス
トをそのままインポートして管理できるようになる。こ
の機能により，従来のエンジニアリングで発生していた
人手による作業をゼロにすることが可能となる。

AD スイートにおける入出力リストハンドリングは，単
にリストを取り込めるだけでなく，前述のアプリケーシ
ョンモジュールとの参照関係を定義できる。入出リスト
をハンドリングする入出力エディタとアプリケーション
モジュールの関係を図 4 に示す。

図 4 モジュールルールによる参照定義

例えばアプリケーションモジュール内に定義される機
能ブロックのタグコメントやレンジ，工業単位，機能制
約レベルなどの設定項目に対して，直接アプリケーショ
ンモジュールに値を設定する代わりに，入出力リストへ
の参照（モジュールルールと呼ぶ）を定義することがで
きる。これにより，入出力リスト上の値をアプリケーシ
ョンモジュールに自動的に反映することができる。例え
ば改訂版の入出力リストを受領し，入出力リストをイン
ポートした後，入出力リストの変更点を一括してアプリ
ケーションモジュールに反映することができるようにな
り，変更点毎に個別にアプリケーションを修正する必要
がなくなる。一括変更を AD スイートが受け持つことに
より，人手による変更のみでなく，変更前後の比較によ

る確認作業も不要となる。

2.3 論理と物理の分離
論理とはクラスモジュールやアプリケーションモジュ

ールといった機能アプリケーションを意味し，物理とは
コントローラや入出力モジュールなどのハードウェアの
構成を意味している。AD スイートでは，論理と物理を分
離して設計を進めることができる。

従来のエンジニアリング機能では，最初にコントロー
ラと入出力モジュールといった物理構成定義を行い，そ
の後に制御ドローイングやシーケンス制御などの論理定
義を作成する必要があった。その結果，物理構成が決定
するまで機能アプリケーションの定義が開始できないと
いう課題があった。

これに対して AD スイートでは，物理構成が未決定な
基本設計段階から機能アプリケーションの設計・実装・
検査ができるようになる。一方，物理側もコントローラ
や入出力モジュールの配置を決める前に，詳細な入出力
パラメータの設定ができる。

入出力シグナルが，どのコントローラ・入出力モジュ
ール・チャネルに接続されるかの最終的な配線情報が確
定した段階で，その入出力シグナルを使用するアプリケ
ーションをどのコントローラで動作させるのかを最終段
階で決定することができる。

2.4 一括編集
データを一括して編集する機能として次の３つの機能

を提供する。
 ● データグリッド型入力
 ● 比較と反映
 ● グリッドルール

2.4.1 データグリッド型入力
従来のエンジニアリング機能では，フィルインザフ

ォーム型の編集機能を使って個別に手入力することを基
本としていたため，一括入力などが行えず，エンジニア
リング効率改善のボトルネックとなっていた。例えば，
100 ヶ所のレンジを変更するためには 100 回編集機能を
起動し，それぞれ修正する必要があった。

これに対して AD スイートでは，エディタでデータグ
リッド型入力を採用することで一括入力を容易に行える
ようになり，上記レンジの変更も１回の編集で一括修正
できる。これらの機能は，作業効率を改善し，ミスを減
らし，不要な後戻り作業を減らす当社のエンジニアリン
グ部署のノウハウを製品化にしたものである。

エディタはデータグリッド型の入力方式を採用するこ
とにより，一括入力や一括削除，一括コピー＆ペースト
によるデータ編集や，Microsoft Excel ファイルのエクス
ポート・インポートをサポートする。また，フィルタ，

入出力エディタ
アプリケーションモジュール

入出力タグ Param A ・・・

%%TIM2001IN　100 ・・・

%%TIM1001IN　200 

%%PIM2001IN　300 

%%PIM1001IN　400 

：

Param A 参照値 100 

Rule = IO.%%TIM2001IN.[ParamA]

Param A 参照値 200 

Rule = IO.%%TIM1001IN.[ParamA]

Param A 参照値 300 

Rule = IO.%%PIM2001IN.[ParamA]

Param A 参照値 400 

Rule = IO.%%PIM1001IN.[ParamA]改訂版入出力リストでParam Aの値に変更
があった場合、変更値をアプリケーショ
ンモジュールに一括反映できる

アプリケーションモジュールでモジュールルールを定
義することで、入出力リスト上の値を参照できる
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ソート，ウィンドウ枠の固定，カラム順の並び替えなど
強力な検索・編集機能を提供することで，巨大なデータ
群の中から対象となるデータの絞り込みを行って簡単に
編集できる。

2.4.2 比較と反映
比較と反映の機能としては，インポートしたデータと

AD スイート上のデータの差分表示，および検出された差
分を選択して AD スイートへ反映する機能を用意してい
る。例えば，入出力リストを受領して AD スイートにイ
ンポートした際，AD スイートが持つデータと比較して，
どこが変更点なのかの差分を検出して表示することがで
きる。また，前述のフィルタ機能を使って差分行のみを
表示することも可能である。その差分の中から AD スイ
ートに反映すべき対象を選択して，一括して変更するこ
とができる。

2.4.3 グリッドルール
グリッドルールは，定義したスクリプトによるデータ

一括変換およびデータ一括チェックの機能である。定義
例を図 5 に示す。対象カラムのデータが，“Condition” の
欄に書かれている条件ルールに一致する場合に，“Action”
欄に書かれているアクションルールが実行される。この
機能により，条件に合致するデータに対してのみ，アク
ションに規定された文字列操作を一括して実行すること
や，条件に合致するかどうかの一括チェックができる。
このグリッドルールは外部ファイルとしてエクスポート・
インポートすることができるので，プロジェクトを跨い
だノウハウの共有が可能である。

2.5 変更管理
AD スイートがプラントライフサイクルに渡って計装

設計情報の最新状態を維持していくためには，変更管理
が重要な役割を果たす。AD スイートでは変更に対する
全ての履歴がサーバ内に保持されるが，それに加えて
変更に関連する情報群をまとめた Modification Package

（ModPack）と呼ばれる帳票を定義することができる。
ModPack には，変更要求・変更内容・変更対象・変更方
法の定義，および現在の変更ステータス，変更作業者の
指定，変更実績とのリンクといった情報を持つことがで
きる。

ModPack には，変更対象をリンク登録することができ
る。実際の変更作業時には，ModPack に登録された変更
対象を選択することで，変更対象のエディタを直接起動
し編集することができる。これにより，作業者は膨大な
エンジニアリング対象全体の中から必要な変更対象を探
す手間が不要となる。また，実際に修正を完了した変更
対象の履歴へのリンクも ModPack に登録される。後日，
履歴へのリンクから実際の変更内容を直接確認でき，当
該 ModPack に関してどの対象をどのように変更したの
かをトレースすることができる。

ModPack は，変更作業を担当する作業者を指定する
ことができる機能を持つ。作業指示者は変更の影響範囲
を見極めて変更対象を登録する。同時に実際の変更作業
を行う作業者を指定する。指定された作業者のアカウン
トで AD スイートを利用すると，自分に割り当てられた
ModPack のみが画面上に表示され，ModPack に登録さ
れた変更対象をクリックすることにより，容易に変更作
業を開始できる。
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図 5 グリッドルール定義例



AD スイートによるエンジニアリング環境の革新

横河技報 Vol.58 No.2 (2015)

2.6 依存関係解析
依存関係解析とは，タグ名・素子名・ステーション名

などを解析キーとして，解析キーと関連がある制御ロジ
ック，入出力，グラフィックを検索する機能である。従
来のエンジニアリング機能にも検索機能はあったが，ユ
ーザが検索を繰り返すことで関係性を頭の中にイメージ
し，影響範囲を見極める必要があった。

AD スイートでは，検索結果を次の解析キーとして再帰
的に階層構造で依存関係を表示していくことができるの
で，図 6 の例に示すようにアプリケーションの依存関係
を視覚的・直感的に把握できる。また検索対象も従来に
比べて大幅に拡張されている。これにより，計装システ
ムへの変更の影響範囲を実際の変更作業前に漏れなくチ
ェックすることができるので，変更漏れや不要な変更を
防ぐことが期待できる。また構築済みアプリケーション
を理解するためのアプリケーション分析にも力を発揮す
る。

3. おわりに

AD スイートは，計装システム全体の設計をスコープと
した統合設計情報管理プラットフォームである。そして
AD スイートは，計装システムの変更に強く，変更時の手
作業を極力減らす機能を提供し，初期構築時や増改造時
のリスクを大幅に低減する。またプラントライフサイク
ルに渡り，設計と実装が乖離しない仕組みや変更を管理
する機能により，AD スイートは常に最新の設計情報を維
持する。

本稿では，AD スイートの代表的な機能と仕組みを紹介
することで，エンジニアリング環境の革新の方向性を示
した。引き続き AD スイートの最終ゴールとして示した
Lifecycle 軸，Solution 軸，Value 軸の３軸を更に拡大し
ていくことで，顧客の最適な生産活動にタイムリーに貢
献していく計画である。
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図 6 依存関係解析例
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