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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスプラントに関連する通知の配信を設定する方法であって、
　プロセスプラント内のプロセスエンティティからの通知であり、ある望ましくない状態
の存在を検出した際に該プロセスエンティティによって発生される該通知を受信する少な
くとも一人を選択することと、
　前記少なくとも一人に前記通知を配信するため、前記少なくとも一人が利用可能である
複数の異なる配信モードの中から一つの配信モードを選択することと、
　前記選択された配信モードはある配信する期間中に前記少なくとも一人が利用可能であ
り、該配信する期間を前記選択された配信モードに関連づけることと、
　前記選択された少なくとも一人、前記選択された配信モード、及び前記配信する期間が
前記通知と関連づけられるように、前記選択された少なくとも一人の表記情報、前記選択
された配信モード、及び前記配信する期間をメモリに格納することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記通知が配信される場合に前記少なくとも一人に前記通知が配信される配信する期間
を選択することと、前記選択された配信する期間を前記メモリに格納することとをさらに
含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一人を選択することが、第一の人を選択することと、第二の人を選択す
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ることを含み、
　前記配信する期間を選択することが、
　前記通知が配信される場合、前記第一の人に前記通知が配信される第一の配信する期間
を選択することと、
　前記通知が配信される場合、前記第二の人に前記通知が配信される第二の配信する期間
を選択することとを含み、
　前記選択された配信する期間を格納することが、
前記選択された第一の配信する期間と前記選択された第二の配信する期間とを前記メモリ
に格納することを含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記通知を受信する少なくとも一人を選択することが、一群の人を選択することを含む
、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記通知を選択することをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記通知を選択することが、一群の通知を選択することを含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記通知を受信する少なくとも一人を選択することが、前記一群の通知を受信する前記
少なくとも一人を選択することを含む、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記一群の通知が、前記プロセスプラント内の一群のプロセスエンティティに関連する
通知を含む、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記一群の通知が、少なくとも一つの通知タイプの通知を含む、請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記一群の通知が、一定の範囲の優先順位レベル内の優先順位レベルを有する通知を含
む、請求項６記載の方法。
【請求項１１】
　前記一群の通知が、一定の範囲の調子指標値内の調子指標を有する通知を含む、請求項
６記載の方法。
【請求項１２】
　前記通知が、プロセスアラーム、デバイスアラート、デバイスアラーム、回転装置に関
連する通知、ならびに、電力発生および分配装置に関連する通知のうちの少なくとも一つ
を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記メモリがデータベースを含む、請求項１記載の方法
【請求項１４】
　マシンによる読み取り可能なインストラクションを格納する有体媒体であって、
　プロセスプラント内のプロセスエンティティからの通知であり、ある望ましくない状態
の存在を検出した際に該プロセスエンティティによって発生される該通知を受信する少な
くとも一人を選択するための第一のコードと、
　前記少なくとも一人に前記通知を配信するため、前記少なくとも一人が利用可能である
複数の異なる配信モードの中から一つの配信モードを選択するための第二のコードと、
前記選択された配信モードはある配信する期間中に前記少なくとも一人が利用可能であり
、該配信する期間を前記選択された配信モードに関連づける第三のコードと、
　前記選択された少なくとも一人、前記選択された配信モード、及び前記配信する期間が
前記通知と関連づけられるように、前記選択された少なくとも一人の表記情報、前記選択
された配信モード、及び前記配信する期間をメモリに格納する第四のコードと、
　を備えてなる、有体媒体。
【請求項１５】
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　プロセスプラントに関連する通知を配信するための方法であって、
　ある特定の期間の間のプロセスプラント内のプロセスエンティティに関連づけられた通
知であり、ある望ましくない状態の存在を検出した際に該プロセスエンティティによって
発生される該通知を受信すること、
　前記通知が送信される少なくとも一つの送信先を、前記通知に付随する設定情報に基づ
いて決定することと、
　前記設定情報は、前記送信先に前記通知を送信することがそれぞれ可能な複数の異なる
配信モード毎に関する配信する期間の表記情報を含んでおり、前記設定情報及び前記特定
の期間に基づいて、前記送信先に前記通知を送信するため、前記複数の異なる配信モード
の中から一つの配信モードを決定することと、
　前記決定した配信モードに従って前記送信先に前記通知を送信することと、
を含む、方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つの送信先が、人、ネットワークアドレス、ネットワーク識別子（Ｉ
Ｄ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、アカウント、電子メールアドレス、
携帯電話番号、および、ページャ番号のうちの一つを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　決定される前記配信モードが、ネットワーク通信プロトコルに従っている、請求項１５
記載の方法。
【請求項１８】
　決定される前記配信モードが、電子メールプロトコルに従っている、請求項１５記載の
方法。
【請求項１９】
　決定される前記配信モードが、無線ローカルエリアネットワークを利用することを含む
、請求項１５記載の方法。
【請求項２０】
　決定される前記配信モードが、携帯電話ネットワークを利用することを含む、請求項１
５記載の方法。
【請求項２１】
　決定された前記配信モードが、ページングネットワークを利用することを含む、請求項
１５記載の方法。
【請求項２２】
　マシンによる読み取り可能なインストラクションを格納する有体媒体であって、
　ある特定の期間の間のプロセスプラント内のプロセスエンティティからの通知であり、
ある望ましくない状態の存在を検出した際に該プロセスエンティティによって発生される
該通知を受信するための第一のコードと、
　前記通知に付随する設定情報に基づいて前記通知を送信する少なくとも一つの送信先を
決定するための第二のコードと、
前記設定情報は、前記送信先に前記通知を送信することが各々可能な複数の異なる配信モ
ード毎の配信する期間の識別子を含んでおり、前記設定情報及び前記特定の期間に基づい
て、前記送信先に前記通知を送信するため、複数の異なる配信モードの中から一つの配信
モードを決定するための第三のコードと、
　前記決定した配信モードに従って前記送信先に前記通知を送信ための第四のコードと、
を備えてなる、有体媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にプロセスプラントの制御および保全に関するものであり、さらに詳
細にいえば、プロセスプラントにおけるプロセスエンティティについての情報の配信に関
するものである。　
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【背景技術】
【０００２】
　化学プロセス、石油プロセス、または他のプロセスにおいて利用されるプロセス制御シ
ステムは、アナログバス、デジタルバス、またはアナログ／デジタルを組み合わせたバス
を介して、少なくとも一つのホストワークステーションまたはオペレータワークステーシ
ョンと一または複数のフィールドデバイスとに通信可能に接続される一または複数の集中
型プロセスコントローラを備えているのが普通である。これらのフィールドデバイスは、
たとえば、バルブ、バルブポジショナ、スイッチ、およびトランスミッタ（たとえば、温
度センサ、圧力センサ、および流量センサ）等であり、バルブの開閉およびプロセスパラ
メータの測定の如きプロセス内の機能を実行する。プロセスコントローラは、フィールド
デバイスにより作成されるプロセス測定値またはフィールドデバイスに関連するプロセス
測定値もしくはプロセス変数および／またはこれらのフィールドデバイスに関連する他の
情報を表す信号を受信し、この情報を利用して制御ルーチンを実行し、その後、制御信号
を生成する。この制御信号は、プロセスの動作を制御すべく上述のバスまたは他の通信回
線を通じてフィールドデバイスに送信される。これらのフィールドデバイスおよびコント
ローラからの情報は、通常、オペレータワークステーションにより実行される一または複
数のアプリケーションにより利用できるようになっており、これにより、オペレータは、
プロセスの現在の状況の閲覧、プロセス運転の修正等の如きプロセスに対する所望の操作
を実行することができる。一部の公知のコントローラ／オペレータインターフェースソフ
トウェアは、コントローラまたは他のデバイスの内のソフトウェアにより実行されるプロ
セス制御動作に起因するプロセスアラームを生成、表示するようにデザインされている。
【０００３】
　フィッシャーローズマウントシステムズ社（Ｆｉｓｈｅｒ－Ｒｏｓｅｍｏｕｎｔ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ、Ｉｎｃ．）から販売されているＤｅｌｔａＶ（登録商標）プロセス制御シス
テムは、コントローラまたはさまざまなフィールドデバイスの内に設置または搭載された
機能ブロックを利用して制御動作を実行する。これらのコントローラおよび、場合によっ
ては、フィールドデバイスは一または複数の機能ブロックを格納、実行することが可能で
ある。これらの機能ブロックの各々は、他の機能ブロックからの入力を受信し、および／
または出力を他の機能ブロック（同一のデバイス内または異なるデバイス内の機能ブロッ
ク）に提供し、プロセスパラメータの測定もしくは検出、デバイス制御、または比例微分
積分（ＰＩＤ）制御ルーチンの実行のような制御動作の実行の如きなんらかのプロセス制
御動作を実行する。プロセス制御システム内の異なる機能ブロックは、一または複数のプ
ロセス制御ループを形成するために（たとえば、単一デバイス内で、またはバスを利用し
て）相互に通信するように構成されており、これらのプロセス制御ループの個々の動作は
、プロセス制御システム全体にわたって分散されうる。
【０００４】
　一般的に、機能ブロックまたはこれらの機能ブロックが実装されるデバイスは、プロセ
ス制御ループまたはこのプロセス制御ループの中で実行されている機能内において発生す
るエラー、故障、または問題を検出し、プロセス制御システム内またはプロセス制御シス
テムの制御ループ内に望ましくない状態が存在することを、オペレータワークステーショ
ンまたは他のユーザインターフェイスにおけるオペレータに通知するアラームメッセージ
の如き通知を送信するように構成されている。このようなアラームは、たとえば、機能ブ
ロックが通信不能であること、機能ブロックが範囲外の入力もしくは出力を受信もしくは
生成していること、または機能ブロックが故障またはその他の望ましくない状態なってい
ること等を指摘しうる。「アラーム優先順位調節を含むプロセス制御システム（Ｐｒｏｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａｌａｒｍ　Ｐｒｉｏｒ
ｉｔｙ　Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）」という表題を有する米国特許番号第5,768,119号に記
載されているアラーム表示システムでは、たとえばオペレータインターフェイス／ワーク
ステーションで実行されるアプリケーションは、プロセスオペレーションに関するプロセ
スアラームを有したメッセージを受信し、これらのプロセスアラームを整合性のある管理
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可能な方法で表示し、それにより、オペレータがある体系だった論理的な方法でアラーム
を処理することを可能とするように構成されうる。米国特許番号第5,768,119号は、本明
細書において参照することにより、ここで明示的に援用するものとする。
【０００５】
　通常、米国特許番号第5,768,119号に記載されているような公知のオペレータインター
フェイスアプリケーションは、オペレータ、すなわちプロセス制御システムの実際の動作
を毎日監視する人が最初に最も重要なアラーム、たとえば最高優先順位を有するアラーム
を閲覧することが可能なように構成されている。これらのアプリケーションは、プロセス
制御オペレータに対する情報を提供する目的でデザインされているので、プロセスそれ自
体の機能に関連するアラームを表示するのみである。これらのアプリケーションは、フィ
ールドデバイスまたはコントローラもしくは入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイスのような他の
ハードウェアの機能不良に関するアラームの如き他のタイプのエラーまたはアラームを表
示するようには構成されていない。したがって、たとえば、米国特許番号第5,768,119号
に記載されているようなシステムでは、オペレータ表示アプリケーションはプロセス制御
システムの一部を表示し、最高優先順位を有するアラームを示すアラームバナーを表示画
面の下部に提示するようになっている。このように表示されるアラームはプロセスアラー
ムである。というのは、プロセス制御スキームまたはプロセス制御ループを実行し、プロ
セス制御ループの機能上のエラーを示すために用いられる機能ブロックまたは他のソフト
ウェアにより、このように表示されるアラームが生成されるからである。オペレータがオ
ペレータワークステーションにおけるプロセスアラームのうちの一つを選択すると、上記
のアプリケーションは、オペレータに対して、アラームを発生した機能ブロックまたはモ
ジュール、アラームの優先順位、アラームの受信確認応答の有無等の如き選択アラームに
関するさらなる情報を提供し、アラームが発生したループのフェイスプレート、プラント
内のアラームが発生した部分に関する主制御表示画面等の如きアラームに関連するプロセ
スについての情報を表示しうる。
【０００６】
　今日まで、従来のフィールドデバイスは、アナログバスまたはアナログ回線を用いて、
プロセスコントローラに対するおよびプロセスコントローラからのアナログ（たとえば、
４～２０ミリアンペア）信号の送信および受信を行っていた。しかしながら、これらの４
～２０ミリアンペア信号は、実行中に、上記のデバイスにより生成されるプロセス測定値
または上記のデバイスの動作を制御するために必要となるコントローラによって生成され
るプロセス制御信号を示すという本質的な限界がある。したがって、従来の４～２０ｍａ
デバイスは、デバイスそれ自体の動作能力に関するアラームを生成できない。よって、一
般的に、プロセス制御システム内において、上記のデバイスに関連するアラームを利用す
ることはできなかった。しかしながら、ここ１０年余り前から、マイクロプロセッサとメ
モリとを備えたスマートフィールドデバイスがプロセス制御産業において普及されてきた
。また、異なる製造会社により製造されたスマートフィールドデバイスを同一のプロセス
制御ネットワーク内で一緒に用いることを可能にするために、ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登
録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓ（以下、「Ｆｉｅｌｄｂｕｓ」）プロトコル、ＨＡＲＴ（登録
商標）プロトコル、ＰＲＯＦＩＢＵＳ（登録商標）プロトコル、ＷＯＲＬＤＦＩＰ（登録
商標）プロトコル、Ｄｅｖｉｃｅ－Ｎｅｔ（登録商標）プロトコル、および、ＣＡＮプロ
トコルの如き複数の標準的かつオープンなスマートデバイス通信プロトコルが開発されて
きている。スマートフィールドデバイスは、プロセス内において一次的機能を実行するこ
とに加えて、デバイスに関連するデータを格納し、デジタル形式またはデジタルとアナロ
グとを組み合わせた形式でコントローラおよび／または他のデバイスと通信し、自己校正
、識別、診断等の如き二次的機能を実行しうる。重要なことには、これらのプロトコルの
少なくともいくつかに準拠するデバイスは、そのデバイス自体の問題を検出し、検出した
問題を表す通知（たとえば、アラームまたはアラート）を生成し、プロセス制御システム
に関連する適切なオペレータ、保全要員、または技術者に送信することが可能である。
【０００７】
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　２００２年３月２２日に出願された、「プロセス制御システムにおける統合型デバイス
アラート（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｌｅｒｔ　ｉｎ　ａ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という表題を有する米国特許出願番号第10/104,5
86号には、フィールドデバイスにより生成されるアラートおよびアラームを表示するため
の表示システムが開示されている。ユーザインターフェイスアプリケーションは、プロセ
ス制御システムの一部を表示し、その表示画面の下部にアラームバナーを提示するように
なっている。一般的に、アラームバナーは、オペレータによってまだ受信確認応答がなさ
れていない最優先順位のデバイスアラームを示すようになっている。オペレータワークス
テーションのデバイスアラームのうちの一つをオペレータが選択すると、上記のアプリケ
ーションは、オペレータに対して、アラームに関連して起こりうる状態、取られるべき推
奨行動等の如き選択されたアラームに関するさらなる情報を提供する。
【０００８】
　以上の表示システムを用いることによって、オペレータは、アラートまたはアラームの
存在を認識して、そのアラートまたはアラームに関連する問題を解決しようと試みうる。
たとえば、プロセスアラームの場合、オペレータは、利用可能なソフトウェアアプリケー
ションに関連する問題を解決しようと試みうる。他の例では、デバイスアラームの場合に
は、保全要員は、アラームの原因であるデバイスの修理または交換を試みうる。
【０００９】
　場合によっては、オペレータは、自分のワークステーションに対して複数の通知（たと
えば、アラートまたはアラーム）を受け取る場合もある。短時間に（たとえば、一日に）
受け取るアラートまたはアラームの数が大きくなりすぎる場合、オペレータが圧倒されて
、アラートまたはアラームが最適な方法で処理されない場合がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　通知配信システムを用いることにより、プロセスプラントに関連する通知の配信を設定
可能（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ）なものとすることが可能となる。たとえば、通知配信
配システムは、指定された人に特定の通知を配信するように構成されうる。さらに、人に
通知を配信するモードも指定可能でありうる。
【００１１】
　一つの態様によると、プロセスプラントに関連する通知の配信を設定するための方法が
提供される。プロセスプラント内のプロセスエンティティからの通知を受け取る少なくと
も一人を選択する。さらに、この少なくとも一人に通知を配信するための配信方法を選択
する。このように選択された人および選択された配信方法はメモリに格納されうる。
【００１２】
　他の態様によると、プロセスプラントに関連する通知を配信するための方法が提供され
る。プロセスプラント内のプロセスエンティティに関連する通知を受け取る。通知に付随
する設定情報に基づいて、通知を送る少なくとも一つの送信先を決める。設定情報に基づ
いて、通知を送信先に送るための配信方法を決める。次いで、その配信方法に従って通知
を送信先に送る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（プロセスプラント）
　図１を参照すると、プロセスプラント10が、複数のビジネスコンピュータシステムおよ
び他のコンピュータシステムを備えており、これらの複数のビジネスコンピュータシステ
ムおよび他のコンピュータシステムが、一または複数の通信ネットワークにより、複数の
制御システムおよび保全システムと相互に接続されている。プロセスプラント10は、一ま
たは複数のプロセス制御システム12、14を備えている。プロセス制御システム12は、ＰＲ
ＯＶＯＸシステムまたはＲＳ３システムの如き従来のプロセス制御システムであってもよ
いしまたはＤＣＳであってもよい。このＤＣＳは、オペレータインターフェイス12Aを備
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えており、オペレータインターフェイス12Aはコントローラ12Bに結合され、次いで、コン
トローラ12Bは入力／出力（Ｉ／Ｏ）カード12Cに結合され、次いで、この入力／出力（Ｉ
／Ｏ）カード12Cはアナログ型フィールドデバイスおよび高速アドレス可能遠隔トランス
ミッタ（ＨＡＲＴ）フィールドデバイス15の如きさまざまなフィールドデバイスに結合さ
れている。
【００１４】
　プロセス制御システム14は、分散型プロセス制御システムであってもよいが、イーサネ
ット（登録商標）バスの如きバスを介して一または複数の分散したコントローラ14Bに結
合する一または複数のオペレータインターフェイス14Aを備えている。このコントローラ1
4Bは、たとえばテキサス州オースティンにあるフィシャーローズマウントシステムズ社（
Ｆｉｓｈｅｒ－Ｒｏｓｅｍｏｕｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．）により販売されている
ＤｅｌｔａＶ（登録商標）コントローラまたはその他の所望のタイプのコントローラであ
ってもかまわない。コントローラ14Bは、たとえばＨＡＲＴフィールドデバイス、Ｆｉｅ
ｌｄｂｕｓフィールドデバイスの如き一または複数のフィールドデバイスに、または、Ｐ
ＲＯＦＩＢＵＳ（登録商標）プロトコル、ＷＯＲＬＤＦＩＰ（登録商標）プロトコル、Ｄ
ｅｖｉｃｅ－Ｎｅｔ（登録商標）プロトコル，ＡＳ－Ｉｎｔｅｒｆａｃｅプロトコルおよ
びＣＡＮプロトコルのうちのいずれかを用いるフィールドデバイスを含むその他のスマー
トフィールドデバイスもしくは非スマートフィールドデバイスの如き一または複数のフィ
ールドデバイスに、Ｉ／Ｏデバイスを介して接続されている。公知のように、これらのフ
ィールドデバイス16は、プロセス変数および他のデバイス情報に関連するアナログ情報ま
たはデジタル情報をコントローラ14Bに提供しうる。オペレータインターフェイス14Aは、
たとえば制御オプチマイザ、診断エキスパート、ニューラルネットワーク、チューナ等を
含む、プロセス動作の制御にプロセス制御オペレータが利用可能なツールを格納、実行し
うる。
【００１５】
　プロセスプラント10は、当該プロセスプラント10内のデバイス（たとえば、プロセス制
御デバイス、計装デバイス、または他のタイプのデバイス）の監視および保全を補助する
アプリケーションを実行する一または複数のコンピュータシステム18を備えうる。たとえ
ば、フィシャーローズマウントシステムズ社から入手可能な資産管理ソリューション（Ａ
ＭＳ）アプリケーションを用いることにより、プロセスプラント内のさまざまなデバイス
と通信することが可能となるとともにそれらのさまざまなデバイス関するデータを格納す
ることが可能となる。コンピュータシステム18は、保全活動および監視活動を実行すべく
、ＡＭＳアプリケーションまたはその他のデバイス監視・通信アプリケーション19を実行
しうるし、プロセス制御システム12、14またはこれらのプロセス制御システム内の個々の
デバイスに接続されうる。たとえば、コンピュータシステム18は、デバイス15との通信す
るために、そして場合によっては、デバイス15の再設定またはデバイス15に対する他の保
全活動を実行するために、（無線ネットワークまたはハンドヘルドデバイスネットワーク
を含む）任意の所望の通信回線またはネットワークを介して、コントローラ12Bおよび／
またはデバイス15に接続されうる。同様に、ＡＭＳアプリケーションの如き保全アプリケ
ーションは、デバイス16の動作ステータスに関するデータの収集を含む保全・監視機能を
実行するために、分散型プロセス制御システム14に関連づけされるユーザインターフェイ
ス14Aのうちの一または複数に実装されうるし、また、これらにより実行されうる。
【００１６】
　また、プロセス制御プラント10は、ある種の恒久的通信リンクまたは一時的通信リンク
（たとえば、バス、無線通信システム、または回転装置20に接続され、読み取りを行い、
そして取り外されるハンドヘルドデバイス）を介して、保全コンピュータ22に接続される
タービン、モータ等の如きさまざまな回転装置20を備えている。保全コンピュータ22は、
たとえばＣＳｉシステムにより提供される公知の監視・診断アプリケーション23または回
転装置20の動作状態を診断、監視、および最適化するために用いられるその他の公知のア
プリケーションを格納し、実行しうる。通常、保全要員は、プラント10内の回転装置20の
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性能を維持、監視するため、回転装置20の問題を判断するため、および、回転装置20を修
理または交換しなければならない時期またはその必要性を判断するために、アプリケーシ
ョン23を利用する。場合によっては、外部のコンサルタントまたはサービス機関は、装置
20の問題、性能の劣化、または他の課題を見出すために、装置20に関するデータを一時的
に取得または計測し、これらのデータを用いて装置20の分析を行うこともある。このよう
な場合、分析を実行するコンピュータは、通信回線を通じてシステム10のうちのその他の
部分と接続されないこともあれば、または一時的に接続されることもある。
【００１７】
　同様に、プラント10に関連づけされた電力発生分配装置25を有する電力発生分配システ
ム24は、たとえばバスを介して他のコンピュータに接続されており、このコンピュータは
、プラント10内の電力発生分配装置25を作動し、その動作を監視するようになっている。
コンピュータ26は、電力発生分配装置25を制御、維持するために、たとえばＬｉｅｂｅｒ
ｔおよびＡＳＣＯまたは他の会社により提供されるような公知の電力制御診断アプリケー
ション27を実行しうる。ほとんどの場合、外部コンサルタントまたはサービス機関は、装
置25に影響を与える問題、性能の劣化、または他の課題を見出すために、装置25に関する
データを一時的に取得または測定し、このデータを用いて装置20の分析を行うサービスア
プリケーションを用いうる。このような場合、分析を実行するコンピュータは、通信回線
を通じてシステム10のうちのその他の部分に接続されない場合もあれば、または一時的に
のみ接続される場合もある。
【００１８】
　コンピュータシステム30は、プラント10内のさまざまな機能システムと関連づけされた
コンピュータまたはインターフェイスと通信可能に接続されている。これらの機能システ
ムには、プロセス制御機能12、14、コンピュータ18、14A、22、26に実装される保全機能
、およびビジネス機能が含まれる。所望ならば、このような通信相互接続は、任意のロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、インターネ
ット等を含むいかなる種類のウェブインターフェイス構造または通信構造を用いて実現さ
れてもよい。いずれの場合であっても、コンピュータシステム30は、従来のプロセス制御
システム12およびこの制御システムに関連づけされる保全インターフェイス18と通信可能
に接続され、分散型プロセス制御システム14のプロセス制御および／または保全インター
フェイス14Aに接続され、回転装置保全コンピュータ22および電力発生分配コンピュータ2
6と接続される。これらの接続には、すべて通信ネットワーク32を利用している。この通
信ネットワーク32では、通信を行うためにいかなる所望のまたは適切なＬＡＮプロトコル
またはＷＡＮプロトコルを利用してもよい。この通信ネットワークまたは通信接続は、恒
久的なものであっても一時的（断続的）なものであってもよい。
【００１９】
　図１に例示するように、コンピュータ30は、同一のまたは異なる通信ネットワーク32を
介して、ビジネスシステムコンピュータと保全計画コンピュータ35、36とにさらに接続さ
れており、これらのコンピュータは、たとえば統合基幹業務計画（ＥＲＰ）、資材調達計
画（ＭＲＰ）、会計報告・生産・顧客発注システム、保全計画システム、または部品・補
充品・原材料発注アプリケーション、生産計画アプリケーション等の如きその他所望のビ
ジネスアプリケーションを実行しうる。また、コンピュータ30は、たとえば通信ネットワ
ーク32を介して、プラントワイドＬＡＮ37、コーポレートＷＡＮ38、および遠隔地からの
プラント10の遠隔監視またはプラント10との遠隔通信を可能とするコンピュータシステム
40とさらに接続されている。
【００２０】
　一つの実施形態では、通信ネットワーク32を介した通信はＸＭＬプロトコルに従って行
われる。ここで、コンピュータ12A、18、14A、22、26、35、36等のコンピュータの各々か
らのデータは、ＸＭＬラッパーでラッピングされ、たとえばコンピュータ30に搭載されう
るＸＭＬデータサーバへ送信される。ＸＭＬは記述言語であるので、このサーバはどのよ
うなタイプのデータでも処理することができる。このサーバでは、必要ならば、データは
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新しいＸＭＬラッパーにカプセル化される。すなわち、このデータは、一方のＸＭＬスキ
ーマから、受信側のアプリケーションのそれぞれに対して作成される他方の一または複数
のＸＭＬスキーマにマッピングされる。したがって、データ発信側は、それぞれ、該発信
側のデバイスまたはアプリケーションにとって理解しやすいまたは利用しやすいスキーマ
を用いてデータをラッピングすることができ、受信側のアプリケーションは、それぞれ、
該受信側のアプリケーションに用いられるまたは該受信側のアプリケーションが理解しや
すい別のスキーマでこのデータを受信することができる。サーバは、データの送信元と送
信先に応じて一方のスキーマから他方のスキーマにマッピングするように構成されている
。所望の場合には、サーバは、データの受信に基づいて特定のデータ処理機能または他の
機能をさらに実行しうる。これらのマッピングおよび処理機能のルールは、本明細書に記
載されるシステムが動作する前に設定され、サーバ内に格納される。このようにして、デ
ータが、任意の一方のアプリケーションから一または複数の他方のアプリケーションまで
送信されうる。
【００２１】
　一般的にいえば、（サーバでありうる）コンピュータ30は、通知配信アプリケーション
50を格納、実行する。通知配信アプリケーション50は、たとえばプロセス制御システム12
、14、保全システム18、22、26、およびビジネスシステム35、36により生成されるデータ
および他の情報ならびにこれらのシステムの各々において実行されるデータ解析ツールに
より生成される情報を収集し、この情報を、オペレータコンピュータ、機関コンピュータ
、アプリケーションコンピュータ等へ配信する。通知配信アプリケーション50は、たとえ
ばＮＥＸＵＳにより現在提供されているＯＺエキスパートシステムに基づくエキスパート
エンジン51であってもよいし、または、たとえば任意のタイプのデータマイニングシステ
ムを含むその他のタイプのエキスパートシステムであってもよい。
【００２２】
　通知配信アプリケーション50が、プロセス、フィールドデバイス、回転装置等の如きプ
ロセス10内のプロセスエンティティにより生成されるまたはそれらに関連する通知を配信
しうる。たとえば、プロセス制御システム12、14はプロセスアラートを生成しうる。また
、フィールドデバイス15、16は、アラームまたはアラートを生成しうる。通知配信アプリ
ケーション50は、これらの通知を受信し、適切な人達、機関、コンピュータ、アプリケー
ション、ユーザインターフェイス等へルーティングする。図１では、通知配信アプリケー
ション50がコンピュータ30により実行されるものとして示されているが、コンピュータ12
A、14A、18、22、26、35、36等の如き他のコンピュータシステムにより実行されてもよい
。これに加えて、通知配信アプリケーション50は、複数のコンピュータによって実行され
る分散アプリケーションであってもよい。
【００２３】
　また、プロセスプラント10は、一または複数の無線アクセスポイント72をさらに備えう
る。これらの無線アクセスポイントは、移動デバイス75に対して、ＬＡＮ37、ネットワー
ク32等への通信リンクを提供しうる。これらの移動デバイス75には、ラップトップコンピ
ュータ、タブレット型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、セル
方式携帯電話、ページャ等が含まれる。オペレータは移動デバイス75を用いてプロセスプ
ラント10に関する情報を受信しうる。たとえば、オペレータはＰＤＡを用いてプロセスア
ラートを受信しうる。
【００２４】
　プロセスプラント10は、プロセスプラント10をインターネットに通信可能に接続するイ
ンターネットゲートウェイ82をさらに備えうる。具体的にいえば、インターネットゲート
ウェイ82は、ネットワーク32、ＬＡＮ37、ＷＡＮ38等に接続されうる。一つの実施形態に
よると、プロセスプラント10に関する情報は、インターネットゲートウェイ82とインター
ネットとを通じて、人、機関、コンピュータ等に送信されうる。
【００２５】
　図２は、プロセスプラント内のデータシステムを示すブロック図である。通知配信サー
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バ104は、ネットワーク108を通じて、一または複数の情報サーバと通信可能に接続されて
いる。たとえば、通知配信サーバ104は、制御システム情報サーバ112、保全情報サーバ11
6、および回転装置情報サーバ120と通信可能に接続されうる。上記のネットワーク108は
、ウエブネットワークの如きいかなる所望の通信ネットワークであってもよい。
【００２６】
　また、通知配信サーバ104は、コンフィギュレーションデータベース124とさらに接続さ
れうる。これに加えて、ネットワーク108を通じて、さらに一または複数の無線アクセス
ポイント128が通知配信サーバ104と通信可能に接続されうる。さらに、ネットワーク108
を通じて、インターネットゲートウェイ132が通知配信サーバ104と通信可能に接続されう
る。また、ネットワーク108を通じて、一または複数のオペレータワークステーション136
が通知配信サーバ104と通信可能に接続されうる。
【００２７】
　動作において、通知配信サーバ104は、一または複数のデータサーバからプロセスプラ
ント内のプロセスエンティティに関する通知を受信しうる。たとえば、通知配信サーバ10
4は、フィールドデバイスに関するデバイスアラートを保全アプリケーションサーバ116か
ら受信しうる。他の例としては、通知配信サーバ104は、プロセスに関するプロセスアラ
ートを制御システム情報サーバ112から受信しうる。
【００２８】
　動作において、データサーバ（たとえば、制御システム情報サーバ112、保全情報サー
バ116、回転装置情報サーバ120等）の各々は、対応する一群のプロセスエンティティから
通知を受信しうる。たとえば、制御システム情報サーバ112は、プロセス制御ソフトウェ
アモジュール、コントローラ等から、プロセスアラートおよびプロセスアラームの如き通
知を受信しうる。また、保全情報サーバ116は、フィールドデバイス、ハードウェアデバ
イスなどから、デバイスアラートおよびデバイスアラームの如き通知を受信しうる。さら
に、回転装置情報サーバ120は、回転装置を監視する装置から、アラート、アラーム、重
篤度等の如き通知を受信しうる。
【００２９】
　上記のデータサーバは、プロセスエンティティにより生成される通知を直接的にまたは
間接的にプロセスエンティティを監視する装置から受信しうる。たとえば、これらの通知
は、ネットワーク、バス、一または複数の中継コンピュータ等を通じて受信されうる。さ
らに、上記の通知は、有線リンクまたは無線リンクを通じて、格納デバイス（たとえば、
フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、ＰＣカード、スマートカード等）から受信さ
れてもよいし、ポータブルデバイス（たとえば、ラップトップコンピュータ、タブレット
型ＰＣ、ＰＤＡ、携帯電話等）からダウンロードされうる。
【００３０】
　次に、上記のデータサーバは、通知配信サーバ104に通知を送信しうる。これらの通知
は、たとえば、データサーバにより受信されたときに、周期的に、通知配信サーバ104か
らの要求に応じて等の場合に、通知配信サーバ104に送信されうる。これに加えて、デー
タサーバは、対応する通知データベース（図２に図示せず）と接続されており、このデー
タベースは、対応する一群のプロセスエンティティからの通知を格納するようになってい
る。データサーバは、通知配信サーバ104からの要求に応じて、通知データベースに対し
て検索、問い合わせ等を行い通知を取得し、この通知を、通知配信サーバ104に送信する
。他の例では、データサーバは、たとえば周期的に、通知データベースに対して検索、問
い合わせ等を行い通知を取得し、この通知を、通知配信サーバ104に送信しうる。通知デ
ータベースを備えない実施形態では、データサーバは、当該データサーバが通知を受信し
たときに、その通知を、通知配信サーバ104に送信しうる。
【００３１】
　通知を受信すると、通知配信サーバ104は、コンフィギュレーションデータベース124に
格納されている情報に従ってその通知をルーティングする宛先を決定しうる。次いで、通
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知配信サーバ104は、その通知を、無線アクセスポイント（ＷＡＰ）128を通じてオペレー
タワークステーション136、オペレータ電子メールアカウント、移動デバイスに対して、
インターネットゲートウェイ82およびインターネットを通じてデバイス、電子アカウント
等に対して等にルーティングしうる。
【００３２】
　サーバ104、112、116、120の各々、無線アクセスポイント128、およびインターネット
ゲートウェイ82は、一または複数のコンピュータにより実現されうる。これに加えて、一
つのコンピュータが、サーバ104、112、116、120、無線アクセスポイント128、およびイ
ンターネットゲートウェイ82のうちの二つ以上または二つ以上の部分を実現しうる。図１
には、ほんの一例として、通知配信サーバ104、制御システム情報サーバ112、保全情報サ
ーバ116、回転装置情報サーバ120、無線アクセスポイント128、およびインターネットゲ
ートウェイ132が、それぞれ対応して、コンピュータ30、14A、18、22、無線アクセスポイ
ント72、およびインターネットゲートウェイ82により実現されうることが示されている。
（通知配信サーバ）
　図３は、通知配信サーバ104の一例を示す機能ブロック図である。この通知配信サーバ1
04は、コンフィギュレーションサブシステム170、監視サブシステム174、および配信サブ
システム178を含む複数のサブシステムを備えている。これらのサブシステムは、ソフト
ウェア、ハードウェア、ファームウェア等を用いて実現されてもよく、また、プロセス制
御システム10と関連づけされているいかなるプロセッサにより実行されてもよい。したが
って、所望ならば、本明細書記載のエレメントは、標準型多目的中央処理装置（ＣＰＵ）
により実現されてもよいし、または、特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）もしくは他のハード
ワイヤードデバイスの如き特別に設計されたハードウェアもしくはファームウェアにより
実現されてもよい。ソフトウェアにより実現される場合、このソフトウェアは、磁気ディ
スク、レーザディスク（たとえば、ＤＶＤ）または他の格納媒体の如き任意のコンピュー
タ読取り可能なメモリ内、コンピュータまたはプロセッサのランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）または読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）内、任意のデータベース内等に格納されても
よい。同様に、このソフトウェアは、たとえばコンピュータ読み取り可能ディスクもしく
は他の伝送可能なコンピュータ格納機構、または電話回線、インターネット等の如き通信
チャネルを含む、いかなる公知のまたは所望な伝送方法を利用して、ユーザまたはプロセ
ス制御プラントに伝送されてもよい（電話回線、インターネット等の如き通信チャネルの
利用することは、伝送可能な格納媒体を介してこのソフトウェアを提供することと同一で
あるとまたは互換性があると考えられる）。
【００３３】
　一般的に、コンフィギュレーションサブシステム170を用いることにより、通知の配信
に関する設定を行うことが可能となる。通知を配信する宛先、使用する配信モード（たと
えば、ワークステーションに表示、電子メールで配信、ページャまたは携帯電話により配
信等）の如き上記の配信に関してさまざまな様式を設定しうる。たとえば、ある一部のフ
ィールドデバイスにより生成されるデバイスアラートおよびデバイスアラームの配信は、
これらの通知を特定の一人が受信するように設定されている。他の例では、これらのデバ
イスアラートおよびデバイスアラームの配信は、第一の人が一日のうちの第一の時間中に
受信される通知を受信し、第二の人が一日のうちの第二の時間中に受信される通知を受信
するように設定されうる。さらに他の例では、これらのデバイスアラートおよびデバイス
アラームの配信は、ページャを通じて、特定のオペレータが特定のデバイスアラートおよ
び／またはアラームを受信するように設定されている。コンフィギュレーションサブシス
テム170は、上記の設定に関する情報をコンフィギュレーションデータベース124内に格納
しうる。
【００３４】
　通知の配信を設定しうるので、一または複数の人が受信する通知の数を減らすことが可
能となりうる。一人が少ない数の通知を受信しうるので、一人が多くの数の通知を受信す
る場合とは異なり、より最適な方法でこれらの通知に対して応答することが可能となりう
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る。
【００３５】
　一般的に、監視サブシステム174は、図２の制御システム情報サーバ112、保全情報サー
バ116、および回転装置情報サーバ120の如きデータサーバから通知を受信しうる。他の実
施形態では、監視サブシステム174は、プロセス制御システム、保全システム等の如き他
のシステムにより通知が格納されている場合がある一または複数のデータベースに対して
検索または問い合わせを行いうる。監視サブシステム174は、新規の通知が生成されてい
るか否かを判定するために、たとえば周期的にデータサーバをポーリングしうる。新規の
通知が生成されていた場合、監視サブシステム174は、新規の通知を伝送するように要求
してもよいし、または、これらの通知をデータサーバが通知配信サーバ104に自動的に伝
送してもよい。他の例では、監視サブシステム174は、データベース内に新規の通知が格
納されているか否かを判定するために、周期的に、一または複数のデータベースの検索ま
たは問い合わせを行いうる。新規の通知が格納されていた場合、監視サブシステム174は
、これらの通知をデータベースから取り出してもよい。
【００３６】
　監視サブシステム174は、受信した通知を配信サブシステム178に送信しうる。一般的に
、配信サブシステム178は、コンフィギュレーションデータベース124内の設定情報に従っ
て通知を配信しうる。図２を参照すると、配信サブシステム178は、たとえば一部の通知
を無線アクセスポイント128に送信し、個々のオペレータのＰＤＡに配信しうる。他の例
では、配信サブシステム178は、他の通知をインターネットゲートウェイ132に配信し、イ
ンターネットを通じて電子メールアカウントに配信しうる。
（設定）
　一般的に、コンフィギュレーションサブシステム170により、ユーザは特定の通知また
は複数の群の通知の配送方法を設定することが可能となりうる。コンフィギュレーション
サブシステム170は、通知の配信先および配信モードの如き配信に関するさまざまな様式
を指定するためのユーザインターフェイス（たとえば、グラフィカルユーザインターフェ
イス）を備えうる。
【００３７】
　ユーザインターフェイスにより、ユーザは、一もしくは複数の特定の通知および／また
は一もしくは複数の群の通知を選択し、それらの配信を設定することが可能となる。一群
の通知には、個々のプロセスエンティティまたは個々の群のプロセスエンティティにより
生成される通知が含まれうる。一群のプロセスエンティティは、プロセスエンティティの
タイプ（たとえば、プロセス制御ソフトウェアモジュール、フィールドデバイス、回転装
置、電力発生／分配装置、診断、数学的／ソフトウェアモデル等）、プロセスプラントの
個々と領域、個々の製造業者により製造されるプロセスエンティティ等により特徴づけさ
れうる。
【００３８】
　また、一群の通知は、個々の通知のタイプにより特徴づけされうる。通知のタイプには
、プロセス通知、デバイス通知、保全通知等が含まれうる。また、通知のタイプには、個
々の範囲に該当する優先順位レベルを備える通知、個々の範囲に該当する調子指標値を備
える通知、故障アラーム、保全アラーム、アドバイスアラーム、個々のＨＡＲＴデバイス
ステータス状態等が含まれる。
【００３９】
　さらに、一群の通知は、先に記載されたまたは先と同様の特徴のうちの二つ以上により
指定されうる。たとえば、一群の通知には、プロセスプラントの個々の領域内のフィール
ドデバイスにより生成される通知が含まれうる。他の例では、一群の通知は、プロセスプ
ラントの個々の領域内の全てのプロセスエンティティにより生成される個々の重篤度の通
知が含まれうる。当業者にとって明らかなように、一群の通知は、先に記載された特徴の
みならず他の特徴からなる他の多くの組み合わせにより指定されてもよい。
【００４０】
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　さらに、コンフィギュレーションサブシステム170のユーザインターフェイスにより、
一または複数の通知の配信モードの設定が可能となりうる。たとえば、ユーザインターフ
ェイスにより、通知または一群の通知の配信先の指定が可能となりうる。たとえば、ユー
ザは、人、一群の人、アカウント（たとえば、ログインアカウント、電子メールアカウン
ト等）、電子メールアドレス等を指定しうる。さらに、ユーザインターフェイスにより、
通知配信サーバ104が通知を受信する時間に従って配信をスケジュールすることが可能と
なりうる。たとえば、ユーザインターフェイスにより、一または複数の通知の配信を、第
一の時間中にそれらの通知を受信したときは第一のオペレータに配信するが第二の時間中
にそれらの通知を受信したときは第二のオペレータに配信するように設定することが可能
となりうる。
【００４１】
　さらに、コンフィギュレーションサブシステム170のユーザインターフェイスにより、
一または複数の配信モードの指定が可能となりうる。たとえば、ユーザは、あるオペレー
タに配信される通知がそのオペレータのＰＤＡに配信されるように指定しうる。配信モー
ドの指定には、通知の配信先のデバイスのタイプ（たとえば、ワークステーション、ＰＤ
Ａ、携帯電話、ページャ等）を示すことが含まれうる。また、配信モードの指定には、通
知の配信先のデバイスの識別子（たとえば、ネットワークアドレス、ＩＰアドレス、セル
方式携帯電話番号、ページャ番号等）を示すことがさらに含まれうる。また、配信モード
の指定には、通知の配信に用いるネットワーク（たとえば、ＬＡＮ37（図１）、ＷＡＮ38
（図１）、無線ＬＡＮ、インターネット等）を示すことがさらに含まれうる。また、配信
モードの指定には、通知の配信先の一または複数の人の識別子（たとえば、ログイン識別
子（ＩＤ）、従業員ＩＤ番号、電子メールアドレス、機関ＩＤ、電子メールグループ、配
信リストＩＤ等）を示すことがさらに含まれうる。
【００４２】
　コンフィギュレーションサブシステム170のユーザインターフェイスは、個々の人が利
用可能な配信モードに関する情報受信するように接続されうる。この情報は、コンフィギ
ュレーションデータベース124または他のデータベースの如きデータベース内に格納され
うる。この情報には、個々の人が利用可能なさまざまな配信モードが含まれうる。たとえ
ば、この情報には、特定の人が特定のワークステーションとＰＤＡとを通じて通知を受信
しうることを示す情報が含まれうる。さらに、この情報には、これらのさまざまな配信モ
ードで通知を配信する上で必要となりうる情報がさらに含まれる。たとえば、ＰＤＡに関
連するＩＰアドレスまたは電子メールアカウントが指定されうる。ユーザが携帯電話また
はページャが利用可能である場合、これらのデバイスに付随する電話番号が指定されうる
。同様に、個々のネットワークＩＤ、電子メールプロキシサーバのＩＰアドレス、電子メ
ールプロトコル等がさらに含まれうる。さらに、この情報には、個々の人に通知を送信す
るときどのような場合に特定の配信を用いるかを指定する情報が含まれうる。たとえば、
受取人が通常プラントの敷地にいないときに受信された通知はその受取人のページャに送
信されるべきである。
【００４３】
　コンフィギュレーションサブシステム170のユーザインターフェイスにより、ユーザは
、この情報を個々の人に対して指定することが可能となる。これに代えてまたはこれに加
えて、ユーザにこの情報の指定を可能とするために他のシステムを用いてもよい。
【００４４】
　いったん一または複数の通知の配信が設定されると、コンフィギュレーションサブシス
テム170は、コンフィギュレーションデータベース124内に設定情報を格納しうる。
【００４５】
　図４は、プロセスプラントに関連する人が利用可能な配信モードを設定するために用い
られうる方法200の一例を示すフローチャートである。方法200は、図３を参照して記載す
る。方法200はコンフィギュレーションサブシステム170により実行されてもよいしまたは
他のシステムにより実行されてもよい。
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【００４６】
　ブロック204において、ユーザは、配信モードが設定される人の指定を行いうる。人の
指定には、一人を指定すること、複数の人を指定すること、または一群の人を指定するこ
とが含まれる。一例では、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、マウス、キーパッ
ド、スタイラス等を用いてリストから、一または複数の人または一または複数の群の人を
選択するように促される。他の例では、ユーザは、人名、ＩＤ番号、ログインＩＤ等を入
力するように促される。
【００４７】
　ブロック208において、ユーザは、ブロック208で選択した人が利用可能な配信モードを
指定しうる。たとえば、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、選択された人が利用
可能なさまざまな配信モードを、一または複数の書式で記入、リストから選択等するよう
に促される。たとえば、ユーザは、選択された人が、特定のワークステーション、電子メ
ール、ＰＤＡ、携帯電話、ページャ等により通知を受信しうるか否かを指定するように促
されうる。さらに、ユーザは、ネットワークＩＤ、ＩＰアドレス、電子メール、アカウン
ト、電子メールアドレス、電子メールプロトコル、電話番号、プロキシサーバのネットワ
ークＩＤ、プロキシサーバのＩＰアドレス等の如きさまざまな配信モードを通じて情報を
送信するために必要となる情報を入力するように促されうる。
【００４８】
　ブロック212においては、ブロック208で指定された配信モード情報が格納される。この
情報は、コンフィギュレーションデータベース124、他のデータベース等の如きメモリに
格納されうる。
【００４９】
　図５は、通知を配信する方法を指定するために用いられうる方法250の一例を示すフロ
ーチャートである。方法250は、図３を参照して記載する。方法250は、コンフィギュレー
ションサブシステム170により実行されてもよいしまたは他のシステムにより実行されて
もよい。
【００５０】
　ブロック254においては、ユーザは、配信が設定される通知を指定しうる。通知の指定
には、個々の通知を指定すること、複数の通知を指定すること、または一群の通知を指定
することが含まれうる。一つの例では、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、マウ
ス、キーパッド、スタイラス等を用いてリストから、一または複数の通知を選択するよう
に促される。このリストには、プロセスプラントにおいて発生しうる通知の全部またはプ
ロセスプラントにおいて発生しうる通知の一部が含まれうる。さらに、このリストには、
プロセスプラントのプロセスエンティティの一部に関連して発生しうる通知のすべてまた
はプロセスプラントのプロセスエンティティの一部に関連して発生しうる通知の一部が含
まれうる。たとえば、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、プロセスエンティティ
の一部（たとえば、プロセス制御ソフトウェアモジュール、フィールドデバイス、プラン
トの個々の領域からのプロセスエンティティ等）および／または通知の一部（たとえば、
アラーム、ある範囲の優先順位を有する通知等）を選択することが可能となりうる。
【００５１】
　さらに、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、マウス、キーパッド、スタイラス
等を用いてリストから、一または複数の群の通知を選択することが可能となる。たとえば
、ユーザは、プロセスプラントのプロセスエンティティの全部または一部に関連する通知
の全部または一部を選択することが可能となりうる。
【００５２】
　ブロック258において、ユーザは、ブロック254で指定された一または複数の通知が配信
される一または複数の人を指定しうる。たとえば、ユーザインターフェイスにより人のリ
ストが提供され、ユーザはそのリストから一または複数の人を選択するように促されうる
。これに加えてまたはこれに代えて、上記のリストに、複数群の人が含まれてもよい。他
の例では、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、人名、ＩＤ番号、ログインＩＤ等
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を入力するように促されうる。
【００５３】
　ブロック262においては、ユーザは、ブロック254で指定された一または複数の通知をブ
ロック258で指定された一または複数の人へ配信するための一または複数のモードを指定
しうる。一例では、ユーザは、ブロック258で指定された人の各々に対して一または複数
の配信を指定しうる。
【００５４】
　上記の人が利用可能なさまざまな配信モードに関する情報が（たとえば、図４の方法20
0の如き方法を用いて）すでに取得されて格納されている場合、この情報を参照してもよ
い。たとえば、ユーザインターフェイスにより、ユーザに対して、さまざまな配信モード
が提示され、これらの配信モードのうち一または複数を選択するように促される。上記の
人が利用可能なさまざまな配信モードに関する情報がまだ取得されてもいなければ格納さ
れてもいない場合、図４の方法200の如き方法を用いて、この情報を取得して格納しても
よい。これに代えて、ユーザインターフェイスにより、ユーザは、ブロック254で指定さ
れた一または複数の通知を配信するための所望の一または複数のモードに関する情報（た
とえば、アカウントＩＤ，電子メールアドレス、電子メールプロトコル、プロキシサーバ
ＩＤ、電話番号等）を入力するように促されるのみであってもよい。
【００５５】
　ブロック266においては、ブロック258で選択された一または複数の人の一または複数の
表記情報（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）が格納されうる。同様に、ブロック270においては、
ブロック266で選択された一または複数の配信モードの表記情報が格納されうる。この情
報は、ブロック254で指定された一または複数の通知と関連づけされるように、たとえば
コンフィギュレーションデータベース124内に格納されてもよい。たとえば、配信サブシ
ステム178は、通知を受信すると、たとえば受信された通知に関連づけされた配信情報を
コンフィギュレーションデータベース124から検索することが可能なようになっている。
（通知の監視および配信）
　図３では、先に記載したように、監視サブシステム174が、一または複数のデータサー
バおよび／またはデータベースから通知を受信するように示されている。この監視サブシ
ステム174は、データベースからの通知を要求してもよいし、促すことなくデータサーバ
から通知を受信してもよいし、および／またはデータベースに対して検索もしくは問い合
わせを行い通知を入手してもよい。監視サブシステム174が通知を要求するかまたはデー
タベースの検索もしくは問い合わせを行い通知を取得する場合、監視サブシステム174は
、それを、周期的に行ってもよいし、またはなんらかの引き金的な事象に基づいて行って
もよい。たとえば、複数の通知がデータサーバにより受信されていることを当該データサ
ーバが監視サブシステム174に対して知らせてもよい。一または複数の通知を受信すると
、これらの通知を、上記の監視サブシステムが配信サブシステム178に送信しうる。
【００５６】
　以上のように、配信サブシステム178は、コンフィギュレーションデータベース124のコ
ンフィギュレーション情報に従って通知を通常配信する。たとえば、配信サブシステム17
8は、通知を受信すると、コンフィギュレーションデータベース124の検索、問い合わせ等
を行い、この通知を配信する方法に関する情報を取得する。配信サブシステム178は、情
報の編成方法に応じて異なる方法でコンフィギュレーションデータベース124から配信モ
ード情報を検出してもよい。
【００５７】
　たとえば、配信サブシステム178は、通知を受信すべき一または複数の人を示す情報お
よび利用すべき具体的な一または複数のモードに関する情報を検索しうる。これに代えて
、配信サブシステム178は、通知の配信に用いられるべき具体的な一または複数の配信モ
ードを示すもののその通知を受信すべき一または複数の人を示さないようになっている情
報を検索してもよい。たとえば、検索された情報は、通知を送信すべきデバイスのＩＰア
ドレス、ページャ番号等を示してもよいが、通知を受信すべき人を示さない。
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【００５８】
　コンフィギュレーションデータベース124から検索される情報に基づいて、配信サブシ
ステム178は、通知を送信するための一または複数のモードを決定しうる。次いで、配信
サブシステム178は、決定された一または複数の配信モードに従って通知を配信する。こ
こで図２を参照すると、配信サブシステム178がプロセスプラントのワークステーション1
36に対して通知を配信することを決定した場合、配信サブシステム178は、その通知を、
ネットワーク108を通じてワークステーション136に対して送信しうる。他の例では、配信
サブシステム178が通知をプロセスプラントの無線デバイスへ配信することを決定した場
合、配信サブシステム178は、その通知を、ネットワーク108を通じてＷＡＰ128に対して
送信しうる。次いで、ＷＡＰ128は、その通知を、無線で無線デバイスに伝送しうる。さ
らに他の例では、配信サブシステム178が通知をページャに配信することを決定した場合
、配信サブシステム178は、その通知を、インターネットゲートウェイ132およびインター
ネットを通じてページングサービスサーバに対して送信しうる。
【００５９】
　図６は、通知の配信に用いられうる方法300の一例を示すフローチャートである。方法3
00は、図２および図３を参照して記載する。方法300は、配信サブシステム174または他の
システムにより実行されうる。
【００６０】
　ブロック304では通知が受信される。たとえば、配信サブシステム178は、監視サブシス
テム174、データサーバ等から通知を受信しうる。
【００６１】
　ブロック308においては、通知が送信されるべき少なくとも一つの送信先が決定される
。たとえば、配信サブシステム178は、コンフィギュレーションデータベース124の検索お
よび問い合わせを行い通知が送信されるべき少なくとも一つの送信先を示す情報を取得す
る。この情報には、たとえば人名、アカウント名、アカウントＩＤ、ネットワークＩＤ、
ＩＰアドレス、電子メールアドレス、セル方式携帯電話、ページャ番号等が含まれうる。
【００６２】
　ブロック312においては、送信先に通知を送信するための配信方法が決定される。たと
えば、配信サブシステム178は、コンフィギュレーションデータベース124の検索または問
い合わせを行い一または複数の送信先に通知を送信するための一または複数の方法を示す
情報を取得しうる。ここでいう検索もしくは問い合わせは、ブロック308を参照して記載
された検索もしくは問い合わせと同一であってもよいし、または、異なる検索もしくは問
い合わせであってもよい。送信先に送信するための配信方法を示す情報は、送信先が、人
、アカウント、ネットワークＩＤ、ＩＰアドレス、電子メールアドレス、セル方式携帯電
話番号、ページャ番号等であるか否かを含みうる。また、上記の情報は、配信サブシステ
ム178が個々の配信方法（たとえば、ネットワークプロトコル、電子メールプロトコル、
プロキシサーバ、ページサービスサーバ等）に対して通知を適切にフォーマットすること
を可能としうるデータをさらに含みうる。
【００６３】
　ブロック316においては、上記の通知が、適切な一または複数の配信方法に従って一ま
たは複数の送信先に対して送信される。たとえば、配信サブシステム178は、上記の通知
を適切にフォーマットし、次いで、ネットワーク108を通じて上記の通知を送信先に送信
しうる。
【００６４】
　図４～図６の方法は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア等を用いて実現さ
れてもよいし、プロセス制御システム10に関連するいかなるプロセッサにより実行されて
もよい。したがって、図４～図６の方法は、所望ならば、標準型多目的ＣＰＵにより実現
されてもよいし、または、ＡＳＩＣもしくは他のハードワイヤードデバイスの如き特別に
設計されたハードウェアもしくはファームウェアにより実現されてもよい。ソフトウェア
により実現される場合、このソフトウェアルーチンは、磁気ディスク、レーザディスク（
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たとえば、ＤＶＤ）または他の格納媒体の如き任意のコンピュータ読取り可能なメモリ内
、コンピュータまたはプロセッサのＲＡＭまたはＲＯＭ内、任意のデータベース内等に格
納されてもよい。同様に、このソフトウェアは、たとえばコンピュータ読み取り可能ディ
スクもしくは他の伝送可能なコンピュータ格納機構、または電話回線、インターネット等
の如き通信チャネルを含む、いかなる公知のまたは所望な伝送方法を利用して、ユーザま
たはプロセス制御プラントに伝送されてもよい（電話回線、インターネット等の如き通信
チャネルの利用することは、伝送可能な格納媒体を介してこのソフトウェアを提供するこ
とと同一であるとまたは互換性があると考えられる）。
【００６５】
　本発明に対してさまざまな修正を加えることおよび他の構成を用いることが可能である
が、本発明の特定の実施形態の一例が、図面において図示され、本明細書において詳細に
記載されている。しかしながらいうまでもなく、記載された特定の形態に本発明を限定す
ることを意図したものではなく、添付のクレームにより規定される本発明の精神および範
疇に該当する変形、他の構成および均等物をすべて網羅することを意図したものである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】プロセスプラントの一例を示すブロック図である。
【図２】図１のプロセスプラントに関連するデータネットワークを示すブロック図である
。
【図３】通知配信サーバの一例を示す機能ブロック図である。
【図４】プロセスプラントに関連する人達により利用可能な配信モードを設定するために
用いられうる方法の一例を示すフローチャートである。
【図５】通知を配信する方法を指定するために用いられうる方法の一例を示すフローチャ
ートである。
【図６】通知を配信するために用いられうる方法の一例を示すフローチャートである。
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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