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生産ライン構築ソフトウエアASTMAC
ASTMAC Manufacturing Line Control Computer Software

企業の生産活動の様々な面で最新の技術を採用し，顧客の視点に立って最適なソリューションを提供すると

いうコンセプトであるETS（Enterprise Technology Solutions）を横河電機は提案している。この中で，本稿で

紹介するASTMACは，自動車，半導体，食品，薬品などの生産ラインの監視制御を中心に，様々な分野におけ

る生産ライン構築のためのプラットフォームとして位置づけられるソフトウエアである。開発にあたっては，

Microsoft社の最新のオブジェクト指向技術を採用し，汎用性があり，幅広いアプリケーションに対応できる環

境を実現した。本稿では，その機能とアーキテクチャの概要について述べる。
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We propose a business concept "Enterprise Technology Solutions" ETS .  It adopts leading-edge

technology in all phase of the coporate production activities. We have developed ASTMAC  as a new

software platform for manufacturing automation area in the ETS . It is based on the latest Object Ori-

ented Technology from Microsoft and it is applicable to wide range of applications.  This paper de-

scribes the concept and architecture of ASTMAC.

1. は  じ  め  に

近年，工場では，現場レベルでの自動化，省力化はも

ちろんのこと，生産機能全体，ひいては企業活動全体の

効率化を求めて，多くのコンピュータとソフトウエアが

導入されつつある。横河電機も，従来ＦＡコンピュータ

と呼ばれていた領域で，YEWMACを1984年に開発し，

今日まで販売してきた。今回，新しいアーキテクチャで

その機能を拡張し，適用領域を拡大すべく，新しいソフ

トウエアを開発した。（図１）

2. 開発の背景

現在の社会情勢，経済全体の状況では，より低コスト

で導入でき，フレキシブルなシステムの構築が必須であ

る。そのためには，さまざまな機器に対応し，オープン

な環境が求められている。また，Microsoft ＷindowsＴＭ

を代表とするパソコンの文化が，生産現場にも急激に浸

透しつつある。パソコンとPLC（Programmable Logic

Controller）を組み合わせた安価なシステムやSCADA

（Supervisory Control And Data Acquisition）と呼ばれ

るソフトウエアなどを使った工場監視システムが台頭し

てきている。

3. 製品コンセプト

以上の背景を踏まえ，以下のコンセプトでASTMACを

開発した。

（1）オープンなソフトウエア

従来のオールインワンの開発から，オープンなハー

ドウエアとネットワークの上で動作するソフトウエ

アに的を絞って開発する。

（2）デファクトスタンダード

WindowsNTTMで動作し，市販のソフトウエアと組

み合わせたシステムの構築を容易にする。また，

EthernetやRS232Cといった，標準のネットワーク，

通信媒体でＰＬＣなどの機器と接続でき，適用の範

囲を拡張する。

図１　ASTMAC写真
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（3）オブジェクト指向

Microsoft社の提唱するCOM＊（Component Object

Model）や，ActiveX＊といった技術を全面的に採用

し，開発効率の向上を目指す。さらに，このことに

より将来にわたって，実績ある技術の再利用や，最

新の技術の導入が短期間で容易にできるようにす

る。

（4）エンジニアリング効率の向上

Ｉ/Ｏとの接続，複数プログラムの同時動作，イベン

トの発生による即時応答といった，複雑な機能をわ

かりやすいインタフェースで隠蔽することで，複雑

なアプリケーションを簡単に構築できる。さらに，

グラフィカルなインタフェースで直感的に操作でき

るようなプログラムが容易に開発できるようにす

る。全体として，できる限りアプリケーションのプ

ログラム量を減らし，エンジニアリング効率を向上

させる。

4. システム構成

図２に典型的なシステムの構成例を示す。ASTMACは

前述のとおりソフトウエア製品であるため，非常に柔軟

なシステム構成が可能である。基本的には，汎用のパソ

コン（IBM PC/AT互換機）と当社FA-M3に代表される

PLCで構成される。

5. ソフトウエアの構成と機能

図３にASTMAC内部のソフトウエアの全体構成を示

す。

5.1 オブジェクト指向データサーバ

ASTMACにおけるデータアクセスの中心機能であり，

Microsoft社の提唱するオブジェクト指向技術であるCOM

に準拠したアーキテクチャで構成されている。従来のプ

ロセスオートメーションで使われているタグという概念

を拡張し，様々な機能をオブジェクトとして隠蔽し，部

品化した。データサーバはこれらの部品を最適に動かす

ためのコンテナの役割を担う。

また，部品の機能のカスタマイズや，部品間の連携を

とるために，Microsoft社とライセンス契約を結び，Vi-

sual BASIC Application Edition（以下VBA）を内部に実

装している。これにより，ユーザは汎用の言語を使って

様々なカスタマイズができるようになっている。さらに

そのカスタマイズした結果をコピーすることで，再利用

ができるようになっている。

また，外部へのインタフェースとしてOPC（OLE＊ for

Process Control）に準拠したインタフェースをサポートし

ており，他のコンピュータなどとも標準的なインタ

フェースでデータの交換ができるようになっている。

5.2 アプリケーションフォーム

画面を中心としたアプリケーションを動作させるため

のオープンなプラットフォームである。この部分も，

COMに準拠したアーキテクチャで，高機能なグラフィッ

クスの機能を持つとともに，各種の高機能ActiveX部品

が提供されている。多くの部品は，前述のデータサーバ

上の部品とプログラムを書かずにデータを連動させるこ

とができ，監視などのアプリケーションを，ドラッグア

ンドドロップのような簡単な操作で作る事ができる。さ

らに，このアーキテクチャの採用により，市販の

ActiveX部品を動作させることが可能で，より広範囲な

アプリケーションに適用できる。また，このアプリケー

ションフォームにも，データサーバと同様にVBAを搭載

しており，オープンな環境でのエンジニアリングができ

るようになっている。

5.3 マルチタスク支援機能

生産ラインの監視，制御では，処理の効率化から，複

数のアプリケーションを同時に実行させることが有効で

図２　システム構成例 図３　ASTMACソフトウエア全体構成図
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ある。例えば，生産指示を行う場合，指示データを上位

のシステムから通信で受け取る処理と，実際に動いてい

る機器のデータ収集は並行して動作する必要がある。こ

ういったアプリケーションを作成することは，一般的に

コンピュータの深い知識と経験が必要とされている。

ASTMACでは，これを簡単にするために，２種類の部品

を提供している。一つはタスク間の同期を制御するため

のシグナル交信オブジェクトである。このオブジェクト

を使うことで，データサーバとアプリケーションフォー

ムの間や，複数のアプリケーションフォームの間で，事

象の待ち合わせや，処理の同期が可能である。

もう一つは，ブロックデータオブジェクトである。こ

のオブジェクトを使うと，データサーバ上に構造を持っ

たデータを定義することができ，そのデータを複数のア

プリケーションフォームからアクセスすることが可能で

ある。つまり，複数タスク間でのデータの共有が非常に

簡単にできる仕組みになっている。さらに，このオブ

ジェクトは，PLCなどへ持っているデータを一括して書

き込む機能や，PLCなどからの非同期な事象の通知に対

応する機能を持っており，前述のシグナル交信オブジェ

クトと組み合わせることにより，簡単にイベントドリブ

ンな，マルチタスクアプリケーションを作成することが

できるようになっている。（図４）

5.4 ISAMファイル

生産指示や実績収集を行うアプリケーションでは，

様々な生産データをデータベースとして取り扱う必要が

ある。つまり，ラインの状況に合わせたデータの検索

や，追加，削除などが簡単かつ高速にできる必要があ

る。ASTMACでは，WindowsNT上に，高速な検索ので

きるファイルシステムを提供している。市販のリレー

ショナルデータベースが持っているような複雑な機能を

持たないかわりに，生産ラインの現場で不可欠な高速な

応答ができるよになっている。さらに，Microsoft社の

ActiveX Data Object（以下ADO）＊ をインタフェースと

して採用し，リレーショナルデータベースと同じ概念で

アクセスでき，オープンなデータベース環境とも違和感

なく共存させることができる。

5.5 SCADAとしての機能

一般に，監視制御システムでは，ヒストリカルデータ

収集機能，トレンドデータ表示機能，アラーム管理機

能，メッセージ管理機能，帳票作成印刷機能などが必須

となる機能である。ASTMACでは，これらの機能をすべ

て実装するとともに，それぞれの機能が汎用的かつ，拡

張性を考えた実装となっている。

例えば，トレンド表示の画面や，アラームサマリの画

面は，それら自体がActiveX部品として実装されてお

り，単体の機能としては，ほとんどプログラムの必要が

なく使用することができる。さらに，他の様々な表示要

素との組み合わせや，市販のアプリケーション上での表

示などが簡単にできる構造になっている。

アラーム，メッセージ関連の機能では，従来からある

連続プロセスのプロセスアラームの機能と，ディスク

リートのプロセスで使うメッセージログの機能を同じ概

念で扱う事ができるようになっており，幅広いアプリ

ケーションへの対応を可能にしている。

帳票機能では，従来時間でしか制御できなかった，帳

図４　マルチタスク支援オブジェクト 図５　グラフィックビルダ画面例
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票データの締めのタイミングを，外部からのイベントで

制御できることや，集めたデータを直接ORACLE＊ へ書

き込むことが可能なことなど，従来アプリケーションで

手間のかかっていた部分を支援している。

5.6 システム生成機能

ASTMACは，アプリケーション構築のためのプラット

フォームであり，ユーザがエンジニアリングをすること

で，はじめてシステムとして機能する。

このエンジニアリングの効率化は，ユーザやエンジニ

アリングを行う会社にとって，非常に重要な要素であ

る。

これまで述べてきたこととの重複も一部あるが，以下

のポイントを実現することで，この要求にこたえてい

る。

・ドラッグアンドドロップによるオブジェクト間の関連

付けに代表されるグラフィカルで直感的なグラフィッ

クビルダ（図５）

・外部ファイル（CSV形式）のデータ交換が可能なオブ

ジェクトビルダ

・I/Oの様々なデータをシミュレートするテスト機能

・VBAという汎用的な言語によるアプリケーション開発

・ActiveX部品など市販のソフトウエアの利用

6. お  わ  り  に

ASTMACの開発は，初めての本格的なソフトウエア商

品の開発であると同時に，全面的にMicrosoft社の最新技

術を採用した初めての開発であった。このような経験が

与えられたことに感謝するとともに，今後ASTMACをよ

りよい商品にしていくことを目指して，さらなる努力を

していきたい。

＊ Windows, Windows NT, COM, ActiveX, OLE, ADOは米国

Microsoft社の登録商標です。


