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プラント情報システム PI
Plant Information System : PI

プラント情報システムPIは，世界のProcess Information Management System（PIMS）市場でトップシェア

の実績を持つソフトウェアである。PIは，プロセスデータをディスク･トップへ提供するクライアント／サー

バー構成のアーキテクチャを特徴としている。PIデータアーカイブは長期に亘るプラントデータをオンライン

で収集し，数多くの他システムとオブジェクトデータの交換が出来る幅広い支援ツールが提供されている。製

油所情報管理システムや製紙プロセス情報システムなどのプラント統合システムとしてのアプリケーション分

野において活きたプロセス知識情報を企業レベルで活用することや，パッケージの適用や管理が簡単に出来る

様考慮されている。本稿では，PIの機能と応用事例を紹介する。
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The Plant Information Management System (PIMS) "PI" has a top share of PIMS package software

market in the world.  The "PI" system features an open client/server architecture that delivers process

data to the desktop.  The "PI" system data archives store all the plant data in on-line for years.  And, "PI"

system is applied to gain process knowledge in enterprise level, in plant wide application area such a

refinery information management system and a mill-wide information management system, and has

features of remarkably easy to use, implement and manage.   This paper describes "PI" functional

features and application examples in followings.

1. は  じ  め  に

Manufacturing Execution System（MES）領域を取巻く

環境は，ハードウェアの飛躍的な性能向上，Windowsの

普及，オープン化の波により急激に変化している。MES

の中核をなすPIMSにおいても，従来はDistributed Con-

trol System（DCS：分散形制御システム）で対応できない

データ処理や高度制御を行うことが目的であったが，最

近ではオープン環境の中で，より自由度の高いデータ処

理（非定型業務）をエンドユーザ自身が行える環境を提供

することが求められている。

PIは数年単位にわたる長期ヒストリカルデータベース

とWindows環境をフルに生かすクライアント機能を持つ

PIMSであり，定型的なデータ処理からEnd User Com-

puting（EUC）環境の中でユーザの非定型的な業務までサ

ポートしている。

2. プラント情報システム PI

PIシステムは米国OSI Software社が開発し，日本国内

ではシステムプラザ（株）が販売を行っているプラント情

報システム構築ツールである。全世界で2000セットの導

入実績があり，導入ユーザは石油・化学をはじめ，電

力・ガス・上下水道・金属・紙パ・食品・薬品とプロセ

ス産業全般で幅広く利用されている。

PIの基本思想はオープン化にある。即ち，DCSメー

カーに依存しない，ハードウェアに依存しない，特定の

ソフトウェアに依存しないシステムを目指している。

3. PIサーバの機能

3.1 DCSインタフェース

DCSインタフェースは，DCS，Programmable Logic

Controller（PLC）などからデータを収集しPIのヒストリ

データベースに格納する機能である。国内のDCSシステ

ムにおいては横河電機（株）のCENTUMシリーズやμXL

をはじめとして，各社のDCS製品と接続可能である。各

種のパソコン計装システムとのインタフェースもサポー

トしている。また，最新の標準化技術であるOPC:OLE

（Object Linking and Embedding）for Control，DDE:

Dynamic Link Libraryといった汎用的な通信インタ

フェースも完備している。（図１参照）
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3.2 ヒストリデータベース

PIのヒストリデータベースは，個々の計測点について

傾向が変化した点のみデータベースに格納する圧縮の仕

組みを持っており，実際の運転データを忠実にかつ長期

間（事実上無制限）格納することができる。データベース

上では圧縮されて格納されているが利用時には任意時刻

や任意期間でデータの検索が自由に行える。また条件指

定検索や積算値などの期間演算処理を行うこともでき

る。PIでは数値以外に任意の文字列が扱えるため，DCS

で発生したアラームや操作変更などのメッセージや，運

転モード，また任意のメモを時刻付きでPIに格納するこ

ともできる。

3.3 外部システムインタフェース

モデル予測制御，プロセスシミュレータ，プロセス解

析ツールなど，多くの著名なプロセス系パッケージがPI

とのインタフェースを提供している。また，ネットワー

クを経由してPIのデータにアクセスするためのインタ

フェースPI-API（API：Application Interface）やPIのデー

タをOpen Data Base Connectivity （ODBC）として扱う

外部インタフェース（PI-ODBC）も完備している。（図１参

照）

3.4 バッチ機能

PIでは連続プロセスデータだけでなくバッチデータ

（バッチ開始・終了時刻，銘柄名，原料・製品名，ロット

番号，工程名称，仕込量など）を扱うこともできる。

4. クライアント機能

OA化，ネットワーク化の進展により，ユーザ１人１人

がネットワーク化されたパソコンを持つ時代になった。

プラント情報システムは非定型業務として個々人の潜在

ノウハウの顕在化，創造性を高める狙いもあり，不特定

多数の利用者が簡単に使えることが必要である。PIの代

表的なクライアント機能を以下に示す。

4.1 PI-DataLink

ヒストリデータをスプレッドシート（Excelなど）に取り

込む機能である。現在値や履歴データの他，平均値や積

算値，標準偏差などの計算結果も任意の時刻を指定して

取り込める。シートに取り込んだヒストリデータを元

に，Excel上で日報やバッチ報等の帳票や，グラフを作成

したり，豊富な関数を利用して統計解析などを行うこと

ができる。

4.2 PI-ProcessBook

PI-ProcessBookはプロセスの運転監視・解析用の画面

を作成・表示するGraphical User Interface （GUI）機能で

ある。マウス操作で簡単にフロー図などの運転監視・解

析用画面の作成が行え，プログラムレスで数値の表示や

図１　PIシステム構成
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トレンドグラフなどを作成できる。作成した画面で現在

の運転状況を確認できる他，表示時刻を自由に過去に戻

せるので，過去の運転状況をProcessBook上で再現し解

析することもできる。

PI-ProcessBookは，プロセス制御分野でMicrosoft社のロ

ゴ認定を最初に獲得したソフトウェアであり，Microsoft社

の新技術が数多く盛り込まれている。以下にその一例を示

すが，これら新技術により他のWindowsアプリケーション

と有機的にリンクすることが可能となる。

［ODBC］

数値表示･トレンドグラフといった部品が扱えるデータ

は，ODBC（Open Data Base Connectivity）にも対応して

いるため，Oracleなどの外部データベースのデータを扱

うことができる。PIで格納している運転データと外部

データベースが管理している品質データや計画データ

を，同じフロー図，同じトレンドグラフに重ねて表示

し，試験結果や計画値を確認しながら運転監視・解析を

行うことができる。

［ActiveX］

ActiveXとはMicrosoft社のComponent Object Model

（COM）をベースにして構築されるコンポーネント技術の

総称で，Webに対応している点に大きな特長がある。PI-

ProcessBookはActiveXに対応しており，ExcelやWordで

作成したシートや文書をProcessBookに貼り付けたり，

ProcessBookで作成したフロー図をインターネットエク

スプローラなどで利用することができる。この技術によ

り異なる小さな部品から複合的なアプリケーションを簡

単に作ることができる。図２にProcessBookで作成した

グラフィック画面と，ExcelとDataLinkで作成した日報を

組み合わせた画面の例を示す。

［VisualBasicスクリプト］

PI-ProcesBookでは，Microsoft社のVisualBasic（以下

VB）が開発環境を含めサポートされている。即ち，

ProcessBookでサポートされている部品（図形やトレンド

など）だけでなくVBやExcelで提供されるコントロール部

品を自由に引用してVBスクリプトでプログラミングでき

る。これにより，特別に，計算タグを作成しなくてもVB

で補正計算処理を行い結果を表示したり，VBのコント

ロール部品を使ってProcessBookをプラットホームとし

たアプリケーションを開発することもできる。

4.3 PI-Batch

PI-BatchはPIの機能をバッチプロセスに適用するツー

ルで，バッチ検索，バッチトレンドで構成される。

バッチ検索では装置，ロット，銘柄名といったバッチ

固有な項目を検索条件に指定できる他，運転状態（温度，

圧力，仕込み量など）でも検索することができる。このた

め，先月運転した銘柄Aのうち，反応温度が80℃を超え

たロットをすべて検索するといった複合的な検索が簡単

図２　ActiveXによるPI-ProcessBookとExcelの連携 図３　PI-Batchによるバッチ報

図４　PI-Batchによるバッチ監視，バッチトレンド
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図５　プラント安定度解析

に行える。バッチ検索機能はExcelのアドイン機能として

も使えるためPI-DataLinkと合わせて使うことでバッチ報

などのレポートをExcel上で作成することができる。（図

３参照） バッチトレンドはPI-ProcessBookのアドイン機

能として提供されている。（図４参照）

5. SAP通信インタフェース

PIとSAP R/3（世界のEnterprise Resource Planning:

ERPパッケージ市場でトップシェアを持つソフトウェア）

間の接続インタフェース機能で，PIで収集・格納された

運転実績データをSAPにアップロードし在庫データに展

開できる。なお，本SAPインタフェースは1996年にSAP

社にて接続認証を受けている。

6. 活  用  事  例

PIは国内においても多くの導入実績があり，以下に示

すような領域で効果を発揮している。

6.1 共通操業管理データベース

実際の工場では複数のDCSが混在し，また個々のプラ

ントや導入経緯からDCSの規模やDCSメーカもばらばら

であることが多い。このような場合，PIを導入すること

で，異なるプラント，異なる運転形態（連続，バッチ，

ディスクリート），異なるDCS，の実績データを統合しプ

ラントワイドな管理が可能となる。ユーザは，PIで収集

した複数プラントの運転データをもとに，日々の操業管

理，装置のパフォーマンスモニタリング，ロットトラッ

キング，プロセス解析，品質・収率解析，トラブル解析

などに使用することができる。

6.2 バッチ報

バッチプロセス向けには，PI-Batchを利用しバッチ解

析，バッチ報の作成などの機能をサポートしている。PI-

BatchとPI-DataLinkを利用することでユーザ自身がExcel

でバッチ報の作成を簡単に行える。

6.3 生産実績のベースデータ

PIを操業管理システムの中核として使用するだけでな

く，生産実績のベースデータとし製造実績管理・収率管

理，マテリアルバランス，ユーティリティバランス，原

単位管理等に利用することもできる。また，SAPを初め

とするERPやホストシステムに生産実績データを渡して

いる例も多い。

6.4 プラント安定度解析

M社水島事業所殿ではPIをベースにプラント安定度解

析を行っている。これはDCSより収集したアラームス

テータス，ループステータスをもとにタグ毎のプロセス

安定度を判断する機能である。パソコン上でタグ別の

ワースト表示や指定タグの日別発生頻度などを確認する

ことができる。（図５参照）本機能によりアラームの低減

を図れるだけでなく，制御性や操作性の改善を進めるこ

とが可能になる。なお，本機能はM社水島事業所殿とシ

ステムプラザ（株）が共同開発しパッケージ化したもので

ある。

6.5 高度アラーム

T社四日市事業所殿ではPIで収集した運転データをも

とに高度アラームシステムを構築し，運用している。従

来DCSでは対応できなかったプロセス状態の長期的な傾

向管理や多変数の相関監視などが行えるようになり，プ

ラントの安定稼動や装置のパフォーマンスモニタリング

に効果を発揮している。

7. お  わ  り  に

上で示したようにPIはMES領域の様々アプリケーショ

ンの中核機能として用いられている。PIはもともとツー

ル指向のパッケージであるが，よりOAディスク・トップ

環境に近づいてきており，今後はますます情報系ビジネ

スシステムとの協調が促進されていくと思われる。

［製品名称と登録商標］
PI, PI-DataLink, PI-ProcessBook, PI-Batch, PI-APIはOSI Software

社の製品名称もしくは登録商標。

CENTUM, μXLは横河電機（株）の登録商標。

Windows, VisualBasic, Excel, Word, OPC, OLE, DDE, ODBC, COM,

ActiveXはMicrosoft社の製品名称もしくは登録商標。

OracleはOracle社の製品名称もしくは登録商標。

SAP R/3はSAP A.G.社の製品名称もしくは登録商標。


