
JP 2017-199060 A 2017.11.2

10

(57)【要約】
【課題】実行すべき保全項目を視認しやすくすることに
より保全項目の適切な実行を支援する、機器保全装置、
機器保全システム、機器保全方法、機器保全プログラム
及び記録媒体を提供する。
【解決手段】機器保全装置は、保全対象の機器の情報を
表示する表示部を備える機器保全装置であって、表示部
は、保全対象の機器に応じた保全項目を機器に対して実
行させるための操作部を、実行された保全項目の実行情
報に基づき保全項目の実行を促す催促情報とともに表示
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保全対象の機器の情報を表示する表示部を備える機器保全装置であって、
　前記表示部は、
　前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、
該操作部に対応する保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報とと
もに表示する、機器保全装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記催促情報として、前記実行情報に基づく保全項目の実行予定の情報
を表示する、請求項１に記載の機器保全装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記催促情報として、前記実行情報に基づき経時的に変化するグラフィ
カルな表示を表示する、請求項１又は２に記載の機器保全装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記催促情報の表示態様を設定する設定画面をさらに表示する、請求項
１から３のいずれか一項に記載の機器保全装置。
【請求項５】
　保全対象の機器の情報を表示する表示ステップを含む機器保全方法であって、
　前記表示ステップにおいて、
　前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、
　実行された前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報ととも
に表示する、機器保全方法。
【請求項６】
　保全対象の機器の情報を表示する表示処理をコンピュータに実行させる機器保全プログ
ラムであって、
　前記表示処理において、
　前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、
　実行された前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報ととも
に表示する、機器保全プログラム。
【請求項７】
　保全対象の機器の情報を表示する表示処理をコンピュータに実行させる機器保全プログ
ラムが記録された記録媒体であって、
　前記表示処理において、
　前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、
　実行された前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報ととも
に表示する、記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器保全装置、機器保全方法、機器保全プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、化学等の工業プラント、ガス田や油田等の井戸元やその周辺を管理制御する
プラント、水力・火力・原子力等の発電を管理制御するプラント、太陽光や風力等の環境
発電を管理制御するプラント、上下水やダム等を管理制御するプラント等のプラントや工
場等（以下、これらを総称する場合には「プラント」という）においては、フィールド機
器と呼ばれる測定器又は操作器等の現場機器と、これらを制御する制御装置とが通信手段
を介して接続された分散制御システム（ＤＣＳ：Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）が構築されており、高度な自動操業が実現されている。このような分
散制御システムが構築されたプラントにおいては、異常な動作の予防、測定精度の維持等
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の観点から、作業者によるフィールド機器（以下、「機器」と略す場合がある。）の保全
が定期又は不定期に行われる。
【０００３】
　フィールド機器の保全は、例えば、フィールド機器との間で有線通信又は無線通信が可
能な機器保全装置を用いて行われる。この機器保全装置は、例えばフィールド機器の保全
を行うための専用のプログラムがインストールされた、ノート型又はタブレット型のコン
ピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、又はス
マートフォン等である。フィールド機器の保全項目には、例えば、保全対象のフィールド
機器に設定されている機器情報（パラメータ）の内容を読み出して確認する確認作業、新
たな機器情報を保全対象のフィールド機器に設定する設定作業等、保全対象のフィールド
機器に応じた様々な保全作業が含まれる。また、保全項目には、設備の配管の腐食等をチ
ェックする目視によるチェック、設備のモータの回転音、ポンプの動作音等をチェックす
る聴覚によるチェック、又は設備の配管やタンクからの液体又は気体の漏れを臭いによっ
てチェックする嗅覚によるチェック等があり、チェック結果を機器保全装置に記録する場
合がある。
【０００４】
　機器保全装置は、保全対象のフィールド機器の一覧を表示画面に表示する（例えば、特
許文献１を参照）。保全を行う作業者は、表示画面に表示されたフィールド機器の一覧か
ら保全対象の１つのフィールド機器を選択する。機器保全装置は、選択されたフィールド
機器に対して保全項目を実行するとともに、保全結果を保全記録として保存して表示する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１０９０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、保全項目を実行するための操作と保全記録を保存し又は表示するための操作と
は、異なる表示形態による操作（煩雑な表示画面の切り換え操作等を含む）が必要なため
、作業性が低下する場合があった。
　また、保全記録は、保全結果を単に履歴として保存しているだけの場合には、保全記録
を見ただけでは、保全項目を実行してからの経過日数や次に保全項目を実行すべき時期を
直ちに判断できない場合があり、適切な保全項目の実行ができない場合があった。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、実行すべき保全項目を視認しやすくす
ることにより作業効率の向上を図り保全項目の適切な実行を支援する、機器保全装置、機
器保全システム、機器保全方法、機器保全プログラム及び記録媒体を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）上記の課題を解決するため、本発明の機器保全装置は、保全対象の機器の情報を
表示する表示部を備える機器保全装置であって、前記表示部は、前記保全対象の機器に応
じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、実行された前記保全項目の
実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報とともに表示する。
【０００９】
　（２）また、本発明の機器保全装置において、前記表示部は、前記催促情報として、前
記実行情報に基づく保全項目の実行予定の情報を表示する。
【００１０】
　（３）また、本発明の機器保全装置において、前記表示部は、前記催促情報として、前
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記実行情報に基づき経時的に変化するグラフィカルな表示を表示する。
【００１１】
　（４）また、本発明の機器保全装置において、前記表示部は、前記催促情報の表示態様
を設定する設定画面をさらに表示する。
【００１２】
　（５）上記の課題を解決するため、本発明の機器保全方法は、保全対象の機器の情報を
表示する表示ステップを含む機器保全方法であって、前記表示ステップにおいて、前記保
全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させるための操作部を、実行され
た前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報とともに表示する
。
【００１３】
　（６）上記の課題を解決するため、本発明の機器保全プログラムは、保全対象の機器の
情報を表示する表示処理をコンピュータに実行させる機器保全プログラムであって、前記
表示処理において、前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して実行させる
ための操作部を、実行された前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行を促す
催促情報とともに表示する。
【００１４】
　（７）上記の課題を解決するため、本発明の記録媒体は、保全対象の機器の情報を表示
する表示処理をコンピュータに実行させる機器保全プログラムが記録された記録媒体であ
って、前記表示処理において、前記保全対象の機器に応じた保全項目を前記機器に対して
実行させるための操作部を、実行された前記保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の
実行を促す催促情報とともに表示する機器保全プログラムが記録されている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、実行すべき保全項目を視認しやすくすることにより作業効率の向上を
図り保全項目の適切な実行を支援する、機器保全装置、機器保全方法、機器保全プログラ
ム及び記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態における機器保全装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】実施形態における機器保全装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図３】実施形態における機器保全装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図４】実施形態における機器保全装置が表示するメイン画面の一例を示す図である。
【図５】実施形態における機器保全装置が表示するボタン表示領域の一例を示す図である
。
【図６】実施形態における機器保全装置が表示するメニューボタンの一例を示す図である
。
【図７】実施形態における機器保全装置が表示する催促情報表示の設定画面の一例を示す
図である。
【図８】実施形態における機器保全装置が表示する揺れ表示の一例を示す図である。
【図９】実施形態における機器保全装置が表示する劣化表示の一例を示す図である。
【図１０】実施形態における機器保全装置が表示する催促情報の表示の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態における機器保全装置、機器保全方法、機器
保全プログラム及び記録媒体について詳細に説明する。
【００１８】
　先ず、図１を用いて、機器保全装置のハードウェア構成を説明する。図１は、実施形態
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における機器保全装置１のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００１９】
　図１において、機器保全装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）１１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）
１４、タッチパネル１５、通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）１６、及びカードスロット
１７を有する。機器保全装置１は、フィールド機器２と通信可能に接続される。
【００２０】
　機器保全装置１は、ノート型ＰＣ、タブレット型ＰＣ、ＰＤＡ、又はスマートフォン等
の汎用装置、又は機器保全専用の装置である。機器保全装置１は、フィールド機器の保全
を行うための機器保全プログラムを含み、機器保全プログラムが実行されることによって
フィールド機器の保全作業を支援する。機器保全装置１は、保全作業を実施する作業者に
よってプラント内で可搬され、作業者によって操作される。
【００２１】
　ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１２、ＲＯＭ１３又はＨＤＤ１４に記憶されたプログラムを実行
することにより、機器保全装置１の制御を行う。機器保全プログラムは、例えば、機器保
全プログラムを記録した記録媒体、又はネットワークを介した機器保全プログラムを提供
するサーバ等から取得されて、ＨＤＤ１４にインストールされ、ＲＡＭ１２にＣＰＵ１１
から読出し可能に記憶される。
【００２２】
　タッチパネル１５は、操作入力機能と表示機能とを有する操作表示機能を有する。タッ
チパネル１５は、フィールド機器の保全に係る保全情報等の情報を表示する。また、タッ
チパネル１５は、作業者に対して指先又はタッチペン等を用いた操作入力を可能にする。
本実施形態における機器保全装置１は操作表示機能を有するタッチパネル１５を用いる場
合を説明するが、機器保全装置１は、表示機能を有する表示装置と操作入力機能を有する
操作入力装置とを有するものであってもよい。その場合、本実施形態は、タッチパネル１
５の表示画面は表示装置の表示画面、タッチパネル１５の操作は操作入力装置の操作とし
て実施することができる。なお、タッチパネル１５は、ヘッドマウント型、メガネ型、腕
時計型のディスプレイ等の種々の形態によって実現されてもよい。
【００２３】
　通信Ｉ／Ｆ１６は、有線通信又は無線通信を介した、フィールド機器２との通信又は他
の装置との通信を制御する、例えばネットワークアダプタである。他の装置とは、例えば
、図示しない、他の機器保全装置、保全情報を管理する保全情報管理サーバ、ＤＣＳ（Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ：分散制御システム）制御装置、
ＦＡ（Ｆａｃｔｏｒｙ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）コンピュータ、ＰＬＣ（Ｐｒｏｇｒａｍ
ｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）等である。
【００２４】
　通信Ｉ／Ｆ１６は、フィールド機器２において使用可能な通信プロトコルを用いてフィ
ールド機器２との通信を制御する。プラントで使用される様々なフィールド機器２におい
ては種々の通信プロトコルが用いられている。したがって、通信Ｉ／Ｆ１６は、フィール
ド機器２毎にそれぞれ対応した通信プロトコルにおいてフィールド機器２との通信を制御
する。例えば、通信Ｉ／Ｆ１６は、ＩＳＡ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔ
ｙ　ｏｆ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ：国際計測制御学会）の無線通信規格であるＩＳＡ１０
０を使用するフィールド機器２との通信を制御する。また、通信Ｉ／Ｆ１６は、ＨＡＲＴ
（Ｈｉｇｈｗａｙ　Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）（
登録商標）、ＢＲＡＩＮ（登録商標）、ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ　Ｆｉｅｌｄｂｕｓ、ＰＲ
ＯＦＩＢＵＳ等の工業計器専用の通信プロトコルを使用するフィールド機器２との通信を
制御してもよい。また、通信Ｉ／Ｆ１６は、無線ＬＡＮ通信、有線ＬＡＮ通信、赤外線通
信、近距離無線通信等の汎用通信プロトコルを使用するフィールド機器２やＤＣＳ等との
通信を制御してもよい。
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【００２５】
　カードスロット１７は、ＰＣカードを挿入するスロットである。カードスロット１７は
、機器保全装置１において挿入されたＰＣカードの機能を利用可能にする。ＰＣカードは
、例えば、特定の通信を実現させる通信機能やストレージ機能を提供することができる。
【００２６】
　機器保全装置１が通信可能に接続されるフィールド機器２は、例えば、差圧計、温度計
、流量計等の機器保全装置１に対して物理量（圧力、温度等）の信号を入力する入力機器
、又は調節弁等の機器保全装置１から調節弁の開度を変更する制御信号を出力する出力機
器である。図１においては、フィールド機器２を省略して１つのみを図示したが、上述の
通り、プラントでは様々なフィールド機器２が使用され、機器保全装置１は複数のフィー
ルド機器２と接続される。
　以上で、図１を用いた、機器保全装置１のハードウェア構成の説明を終了する。
【００２７】
　次に、図２を用いて、機器保全装置の機能構成を説明する。図２は、実施形態における
機器保全装置１００の機能構成の一例を示すブロック図である。なお、以下の説明におい
ては、図１を適宜参照する。
【００２８】
　図２において、機器保全装置１００は、通信部１０１、機器情報保管部１０２、保全項
目特定部１０３、機器情報設定部１０４、表示データ生成部１０５、保全実行部１０６、
及び保全情報保存部１０７の各機能を有する。機器保全装置１００の上記各機能は、図１
で示したＣＰＵ１１においてプログラムを実行することによって実現することができる。
すなわち、機器保全装置１００の上記各機能は、ソフトウェアによって実現される機能モ
ジュールである。
【００２９】
　通信部１０１は、通信Ｉ／Ｆ１６を介して、フィールド機器２との通信又は他の装置と
の通信を制御して、フィールド機器２の情報を取得する。通信部１０１が制御する通信に
よって、例えば、ＩＳＡ１００、ＨＡＲＴ、ＢＲＡＩＮ等の規格のフィールド機器２のパ
ラメータ（機器情報）の設定、パラメータの読出し、パラメータの確認等を行う。通信部
１０１は、無線ＬＡＮ通信、有線ＬＡＮ通信、赤外線通信、近距離無線通信等の制御を行
ってもよい。通信部１０１は、それぞれの通信に対応した制御を行うためのプログラムモ
ジュールを有するものであってもよい。通信部１０１は、それぞれの通信に必要なプログ
ラムモジュールを追加してインストールできるようにしてもよい。通信部１０１は、通信
Ｉ／Ｆ１６を介して接続されているフィールド機器２を自動的に（又は手動的に）認識し
て、認識したフィールド機器２のパラメータを取得することができる。
【００３０】
　なお、フィールド機器２の情報の取得は、上述した通信による情報の取得に限定される
ものではない。例えば、作業者が目視でフィールド機器２のタグ名やモデル名を確認して
キー入力したり、機器保全装置１に備えつけのカメラでタグ名やモデル名の記載のあるフ
ィールド機器２の銘板を撮影して、撮影画像からタグ名やモデル名を認識して取得したり
するものであってもよい。
【００３１】
　機器情報保管部１０２は、フィールド機器２の機器情報とこれに対応した保全項目の情
報を保管する。機器情報保管部１０２において保管されるフィールド機器２のパラメータ
（機器情報）は、例えば、フィールド機器２の機器タグ、機器アドレス、製造者、機器Ｉ
Ｄ又は機器タイプ、モデル名、通信規格等のフィールド機器２を特定するための情報、若
しくはフィールド機器２において測定された測定データ等である。
【００３２】
　機器情報保管部１０２において保管される保全項目は、フィールド機器２に設定されて
いるパラメータの確認、フィールド機器２に対するパラメータの設定、所定の試験、所定
の調整等である。保全項目には、保全項目の実行結果を報告するための報告書の出力等を
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含んでいてもよい。本実施形態において機器情報保管部１０２が保管する保全項目は、例
えば、ループテスト（ループ試験）、ゼロ点調整、スパン調整、ワンタッチレポート、詳
細な診断情報の表示、タグ／アドレス／ロール設定、設定制限の設定／解除、ＤＴＭ（Ｄ
ｅｖｉｃｅ　Ｔｙｐｅ　Ｍａｎａｇｅｒ）のインストール、ＤＤ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｅｓ
ｃｒｉｐｔｉｏｎ）のインストール、パラメータ取得、バルブのキャリブレーション、機
器のスコーク、ＩＳＡ１００プロビジョニング、機器のオンサービス／オフサービス切替
、サービスモード切替、バルブのパーシャルストロークテスト（部分作動検査）である。
【００３３】
　機器情報保管部１０２は、それぞれのフィールド機器２とそのフィールド機器２におい
て実行される保全項目とを対応付けて、対応付けた情報を読出し可能に保管する。機器情
報保管部１０２は、１つのフィールド機器２に対して１又は複数の保全項目を対応付ける
ことができる。上記保全項目の中には、所定のフィールド機器２において実行できる保全
項目と実行できない保全項目とがある。例えば、バルブのキャリブレーションの保全項目
は、バルブを有するフィールド機器２においては実行可能であるが、バルブを有さない温
度計等のフィールド機器２においては実行できない。機器情報保管部１０２は、それぞれ
のフィールド機器２において実行可能な保全項目をフィールド機器２に対応付けて保管す
る。フィールド機器２の機器情報と保全項目との対応付けは、例えば、予め対応が設定さ
れた設定ファイルに基づき行うことができる。設定ファイルには、例えば機器タイプ、通
信規格等の情報と保全項目を対応付けるものであってもよい。また、フィールド機器２と
保全項目との対応付けは、作業者によって任意に設定できるようにしてもよい。フィール
ド機器２と保全項目との対応付けは、機器情報設定部１０４によって設定してもよい。
【００３４】
　なお、フィールド機器２においては、保全項目を対応付けない（０個の保全項目を対応
付ける）場合があってもよい。例えば、故障中又は不使用中等のフィールド機器２に対し
ては、保全項目を対応付けないことを保管することにより保全作業が不要であることを示
すことができる。機器情報保管部１０２は、対応付けた情報を、例えばＨＤＤ１４に保管
してもよい。
【００３５】
　また、機器情報保管部１０２は、フィールド機器に対応付けられた保全項目毎に、保全
項目の実行を促す催促情報の表示内容の設定を保存する。保全項目の実行を促す催促情報
とは、保全項目の実行情報に基づき、作業者に対して保全項目の実行を促す情報である。
保全項目の実行情報とは、過去にそのフィールド機器に対して実行された保全項目の実行
日時、実行結果等の情報である。作業者に対する保全項目の実行を促す情報とは、作業者
が視認等の知覚をすることにより保全項目の適切な実行を支援するための情報である。な
お、催促情報の表示内容の詳細は図５、図６、図８及び図９を用いて後述する。また、催
促情報の表示内容の設定については、図７を用いて後述する。
【００３６】
　保全項目特定部１０３は、通信部１０１において取得された機器の情報（「パラメータ
」ともいう。）に基づき、機器情報保管部１０２に保管された保全項目の中からタッチパ
ネル１５に表示する保全項目を特定する。例えば、１つのフィールド機器２に対して、機
器情報保管部１０２において５つの保全項目が対応付けられていた場合、保全項目特定部
１０３は、対応付けられている５つの保全項目の中から３つの保全項目を特定する。保全
項目の特定方法の詳細は、図３を用いて説明する。保全項目特定部１０３は、特定した保
全項目を表示データ生成部１０５に出力する。
【００３７】
　機器情報設定部１０４は、機器情報保管部１０２に保管するフィールド機器２のパラメ
ータ、保全項目、保全項目に対応した保全項目の実行を促す催促情報の表示を設定するた
めのＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を提供する。例えば、機器情報設定部１０４
は、フィールド機器２のパラメータと保全項目の情報を通信Ｉ／Ｆ１６を介して予め取得
する。機器情報設定部１０４は、取得したフィールド機器２のパラメータ、保全項目の情
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報、及び催促情報の設定をタッチパネル１５に表示して、フィールド機器２、保全項目及
び催促情報の設定の対応付けを設定可能にする。機器情報設定部１０４は、設定された対
応付けを機器情報保管部１０２に出力してもよい。
【００３８】
　表示データ生成部１０５は、通信部１０１によって通信接続されて取得されたフィール
ド機器２のパラメータをタッチパネル１５に表示するための表示データを生成する。また
、表示データ生成部１０５は、保全項目特定部１０３において特定された保全項目を、表
示したフィールド機器２のパラメータに対応させて、フィールド機器２のパラメータとと
もに表示するための表示データを生成する。例えば、タッチパネル１５において、保全項
目はフィールド機器２のパラメータと対応付けて表示される。また、フィールド機器２が
複数表示される場合、保全項目は夫々のフィールド機器２毎に表示されてもよい。なお、
「表示するための表示データを生成する」ことを「表示する」と省略して説明する場合が
ある。また、表示データ生成部１０５は表示部と表現してもよい。すなわち、本実施形態
における表示部とは、タッチパネル１５のような表示装置であっても、表示装置で表示さ
れる表示データを生成するものであってもよい。
【００３９】
　また、表示データ生成部１０５は、接続されたフィールド機器２に対して特定された保
全項目を実行させるための実行ボタンを表示するデータを生成する。実行ボタンとは、タ
ッチパネル１５に表示される操作の対象であり「操作部」の一実施形態である。操作部を
マウス等によって選択することにより保全項目が実行される。本実施形態においては、メ
ニューバーから操作される操作部も含まれるものとする。なお、メニューバーとは、ウイ
ンドやアプリケーションの操作命令を「ファイル」「編集」「表示」などの大項目で分け
てメインメニューとして並べ、それぞれのメニューを選択することで所定の操作を行うこ
とができる操作領域である。実行ボタンは、例えば、図形、文字、アイコン、記号等の形
状で表示される。作業者は、タッチパネル１５に表示されたアイコン等を操作することに
より保全項目を実行させることができる。なお、図５等においては、文字が表示された矩
形の領域を持つ実行ボタンを例示する。作業者は、タッチパネル１５の矩形の操作部の領
域をタッチすることにより、保全項目を実行させることができる。
【００４０】
　また、表示データ生成部１０５は、表示する保全項目の実行ボタンに関する保全項目の
実行情報と、保全項目の実行情報に基づきその保全項目の実行を促す催促情報を、実行ボ
タンとともに表示する表示データを生成する。表示データ生成部１０５が生成する表示デ
ータに基づくタッチパネル１５の表示例は図５及び図６を用いて後述する。
【００４１】
　保全実行部１０６は、表示データ生成部１０５によって表示され、作業者によって操作
（例えば、ボタンの押下）がされた保全項目をフィールド機器２に対して実行させる。保
全項目は、操作された保全項目毎に実行される。例えば、１つの保全項目の実行ボタンが
操作された場合、１つの保全項目が実行される。保全実行部１０６は、例えば、保全項目
に関する設定、保全項目の進行状況の表示、又は保全項目の実行結果の表示等を行っても
よい。
【００４２】
　保全情報保存部１０７は、保全実行部１０６で実行された保全項目の結果を保存する。
保全項目の結果とは、例えば、保全項目の実行日時、保全項目の実行結果、保全項目の実
行結果に基づく保全計画等である。保全情報保存部１０７において保存された保全項目の
結果は、例えば、保全項目特定部１０３、保全実行部１０６等から取得される。
【００４３】
　なお、図２においては、機器保全装置１０が有する、通信部１０１、機器情報保管部１
０２、保全項目特定部１０３、機器情報設定部１０４、表示データ生成部１０５、保全実
行部１０６、及び保全情報保存部１０７の各機能がソフトウェアによって実現される場合
を説明した。しかし、機器保全装置１０が有する上記１つ以上の機能は、ハードウェアに
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よって実現されるものであっても良い。また、機器保全装置１０が有する上記各機能は、
１つの機能を複数の機能に分割して実施してもよい。また、機器保全装置１０が有する上
記各機能は、２つ以上の機能を１つの機能に集約して実施してもよい。
　以上で、図２を用いた、機器保全装置１００の機能構成の説明を終了する。
【００４４】
　次に、図３を用いて、機器保全装置１０の動作を説明する。図３は、実施形態における
機器保全装置１０の動作の一例を示すフローチャートである。図３で説明する機器保全装
置１０の動作は、例えば、機器保全装置１０のＣＰＵ１１によって、図２で説明した各機
能を実行することに実施することができる。なお、以下の説明においては、図１及び図２
を適宜参照する。
【００４５】
　図３において、機器保全装置１０は、通信接続処理を実行する（ステップＳ１１）。通
信接続処理は、通信Ｉ／Ｆ１６に接続されたフィールド機器２に対して、通信部１０１が
所定のプロトコルを介して通信接続することにより実行される。例えば、機器保全装置１
０は、所定の機器アドレスにおけるフィールド機器２と所定の通信プロトコルを介して接
続する。
【００４６】
　ステップＳ１１の処理を実行した後、機器保全装置１０は、接続されたフィールド機器
２からパラメータ（機器情報）を取得する（ステップＳ１２）。フィールド機器２からの
パラメータの取得は、通信部１０１によって実行される。例えば、ステップＳ１１におい
て接続されたフィールド機器２が２台であった場合、通信部１０１は、２台のフィールド
機器２から夫々パラメータを取得する。なお、ステップＳ１１～ステップＳ１２において
は、パラメータの取得は、通信Ｉ／Ｆ１６を介して接続されたフィールド機器２から通信
で取得する場合を示したが、パラメータの取得は、例えば、作業者による手入力、機器保
全装置１に備え付けのカメラ、マイク等、通信以外の方法で取得してもよい。
【００４７】
　ステップＳ１２の処理を実行した後、機器保全装置１０は、保全項目を検索する（ステ
ップＳ１３）。保全項目の検索は、保全項目特定部１０３によって実行することができる
。保全項目の検索は、ステップＳ１２において取得されたフィールド機器２のパラメータ
に基づき、機器情報保管部１０２に保管されたフィールド機器２と保全項目とを対応付け
た情報を用いて行われる。例えば、ステップＳ１２において２台分のフィールド機器２の
パラメータが取得された場合、機器保全装置１０は、２台分のフィールド機器２の夫々の
パラメータに対応した保全項目を検索し、２台分の検索結果を取得する。保全項目の検索
においては、検索された保全項目に応じた保全項目の実行情報に基づく保全項目の実行を
促す催促情報も併せて検索する。
【００４８】
　ステップＳ１３の処理を実行した後、機器保全装置１０は、タッチパネル１５に実行ボ
タンとして表示する保全項目を特定する（ステップＳ１４）。ステップＳ１４における保
全項目の特定は、例えば、特定された保全項目の実行ボタンをタッチパネル１５に表示す
るか否かの決定である。保全項目の特定は、検索された全ての保全項目について特定する
ものであってもよい。また、保全項目の特定は、タッチパネル１５に表示する実行ボタン
の表示順序を決定するものであってもよい。特定された保全項目については、その保全項
目の実行を促す催促情報についても特定されるものとする。ここで保全項目の特定方法の
一例を説明する。以下に例示する保全項目の特定方法は、いずれか１つ又は２以上を組み
合わせて実施することができる。
【００４９】
　［保全項目の実行情報に基づく保全項目の特定］
　ステップＳ１４の処理における保全項目の特定を、保全項目の実行情報に基づき実行す
る。例えば、保全項目特定部１０３は、前回の保全項目の実行から所定の期間が経過した
保全項目、又は前回の保全項目の実行において異常が発見された保全項目等を、タッチパ
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ネル１５に実行ボタンとして表示する保全項目として特定する。保全項目の実行情報は機
器情報保管部１０２に保管され、保全項目の特定に用いられる。
【００５０】
　［作業者の任意設定による保全項目の特定］
　ステップＳ１４の処理における保全項目の特定を、予め作業者によって任意に設定され
た設定に基づき実行する。例えば、作業者は、タッチパネル１５に表示された１のフィー
ルド機器２を選択し、選択したフィールド機器２に対応して表示される実行ボタンを、タ
ッチパネル１５に表示された保全項目の選択画面から選択する。選択された保全項目は、
例えば機器情報保管部１０２に保管される。保全項目特定部１０３は、保管された保全項
目に従い、タッチパネル１５に実行ボタンとして表示する保全項目を特定する。
【００５１】
　［保全項目の実施頻度に基づく保全項目の特定］
　ステップＳ１４の処理における保全項目の特定を、保全項目の実行情報に基づき実行す
る他の一例として、保全項目の実施頻度に基づき実行する。例えば、作業者が良く実施す
る保全項目を機器情報保管部１０２に保管する。良く実施する保全項目は、例えば保全項
目の実行情報に基づき過去数か月の間に実行された回数によって判断してもよい。保全項
目特定部１０３は、保管された良く実施する保全項目に基づき、タッチパネル１５に実行
ボタンとして表示する保全項目を特定する。
【００５２】
　［保全項目の実施計画に基づく保全項目の特定］
　ステップＳ１４の処理における保全項目の特定を、保全項目の実施計画に基づき実行す
る。例えば、保全項目の実施計画（保全計画）が予め作成されていた場合、保全計画を機
器情報保管部１０２に保管する。保全項目特定部１０３は、保管された保全計画に基づき
、タッチパネル１５に実行ボタンとして表示する保全項目を特定する。実行された保全項
目は、特定の対象から外すようにしてもよい。
【００５３】
　ステップＳ１４の処理を実行した後、機器保全装置１０は、ステップＳ１２において取
得されたフィールド機器２のパラメータをタッチパネル１５に表示する（ステップＳ１５
）。ステップＳ１５の処理においてタッチパネル１５に表示されるフィールド機器２のパ
ラメータは、例えば、フィールド機器２の機器タグ、機器ＩＤ等の基本情報、フィールド
機器２から取得した測定データ等である。
【００５４】
　ステップＳ１５の処理を実行した後、機器保全装置１０は、ステップＳ１４の処理にお
いて特定された保全項目の実行ボタンとその保全項目の実行を促す催促情報を、ステップ
Ｓ１４の処理において表示されたフィールド機器２のパラメータとともにタッチパネル１
５に表示する（ステップＳ１６）。特定された保全項目の実行ボタンをフィールド機器２
のパラメータとともに表示することにより、表示されたフィールド機器２に対する保全項
目をワンタッチで実行することができる。さらに保全項目の実行を促す催促情報を実行ボ
タンとともに表示することにより、実行すべき保全項目を視認しやすくなり、保全項目の
適切な実行を支援することが可能になる。
【００５５】
　ステップＳ１６の処理を実行した後、機器保全装置１０は、ステップＳ１２の処理で実
行したフィールド機器２の情報の再取得を実行するから否かを判断する（ステップＳ１７
）。例えば、作業者が機器保全装置１を別の機器アドレスのフィールド機器２に繋ぎ替え
た場合、フィールド機器２の情報の再取得が必要になる。機器保全装置１０は、作業者か
らの明示的な指示の有無によって、又は通信Ｉ／Ｆ１６の接続状況の変化を自動的に検出
することによって、再取得の要否を判断してもよい。再取得を実行すると判断した場合（
ステップＳ１７：ＹＥＳ）、機器保全装置１０は、ステップＳ１１の処理に戻り、フィー
ルド機器２の情報の再取得を実行する。
【００５６】
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　一方、再取得を実行しないと判断した場合（ステップＳ１７：ＮＯ）、機器保全装置１
０は、保全項目を編集するか否かを判断する。保全項目によっては、保全項目を実行する
ための種々の設定項目が必要となる。保全項目を編集することにより、保全項目を実行す
るための設定項目の再設定が可能となる。機器保全装置１０は、作業者からの明示的な指
示の有無によって、又は設定項目がない保全項目であるか否かによって保全項目を編集す
るか否かを判断してもよい。
【００５７】
　保全項目を編集すると判断した場合、機器保全装置１０は、保全項目編集のためのＵＩ
を、タッチパネル１５を介して提供する（ステップＳ２２）。ステップＳ２２の処理を実
行した後、機器保全装置１０は、ステップＳ１６の処理において保全項目を再度表示する
。
【００５８】
　一方、保全項目を編集しないと判断した場合、機器保全装置１０は、保全項目の実行ボ
タンが作業者によって押下（操作）されたか否かを判断する（ステップＳ２３）。保全項
目の実行ボタンが作業者によって押下されたか否かは、例えば、保全実行部１０６がタッ
チパネル１５の操作イベントを監視することにより実施することができる。
【００５９】
　実行ボタンが作業者によって操作されたと判断した場合（ステップＳ２３：ＹＥＳ）、
機器保全装置１０は、押下された実行ボタンに対応する保全項目を実行する（ステップＳ
２４）。なお、保全項目の実行は、実行ボタンが押下された後に直ちに実行されてもよく
、又は、実行ボタンが押下された後に他の表示や操作がされた後に実行されてもよい。例
えば、保全項目は、実行ボタンが押下された後に、タッチパネル１５の表示が保全項目の
詳細を確認するための表示に遷移して、スタートボタン等を押下することで実行されても
よい。また、保全項目は、実行ボタンが押下された後に、実行を行うか否かを確認する表
示や、実行に関する内容を編集可能に表示して、これらの表示に対する操作をしてから実
行されてもよい。保全項目の実行は、保全実行部１０６によって実施することができる。
【００６０】
　ステップＳ２４の処理を実行した後、機器保全装置１０は、実行された保全項目の実行
結果を実行情報として保存する（ステップＳ２５）。実行された保全項目の実行情報の保
存は、保全情報保存部１０７によって実施することができる。ステップＳ２５の処理を実
行した後、機器保全装置１０は、ステップＳ１４の処理に戻り、保全項目の特定を再度実
行する。すなわち、ステップＳ１４の処理における保全項目の特定は、実行された保全項
目の結果に応じて再度実行されることになる。保全項目の特定を再度実行することにより
、例えば、タッチパネル１５において、実行済みの保全項目の実行ボタンの表示を消去し
たり、実行済みの保全項目の実行ボタンの表示順序を変更したり、又は他の保全項目の実
行ボタンを表示したりすることが可能となる。
【００６１】
　一方、実行ボタンが作業者によって操作されていないと判断した場合（ステップＳ２３
：ＮＯ）、機器保全装置１０は、図３で示すフローチャートの処理を終了するか否かを判
断する（ステップＳ２６）。処理を終了するか否かの判断は、例えば、タッチパネル１５
の表示画面が保全項目を実行することが可能な表示画面から他の表示画面に切替ったか否
か、電源スイッチがＯＦＦにされたか否か等を検出することにより実施することができる
。処理を終了しないと判断した場合（ステップＳ２６：ＮＯ）、機器保全装置１０は、ス
テップＳ１６に戻って処理を実行する。一方、処理を終了すると判断した場合（ステップ
Ｓ２６：ＹＥＳ）、機器保全装置１０は、図３で示すフローチャートの処理を終了する。
　以上で、図３を用いた、機器保全装置１０の動作の説明を終了する。
【００６２】
　次に、図４を用いて、機器保全装置１のタッチパネル１５に表示されるメイン画面につ
いて説明する。図４は、実施形態における機器保全装置１が表示するメイン画面の一例を
示す図である。
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【００６３】
　図４において、タッチパネル１５の表示画面には、メイン画面１０００が表示されてい
る。メイン画面１０００は、例えば、機器保全装置１が起動された後に最初に表示される
表示である。メイン画面１０００は、機器保全装置１が起動された後に、図示しないログ
イン画面においてログイン操作が行われた後、又は初期設定がされた後に表示されるもの
であってもよい。
【００６４】
　メイン画面１０００は、フィールド機器２のパラメータを表示及び登録する画面である
。メイン画面１０００は、メニューバー１００１、機器基本情報表示１０１１、パラメー
タ取得ボタン１０１２、メモ／画像表示１０１３、パラメータ表示１０１４、及びボタン
表示領域１０５０の表示を有する。ここで、機器基本情報表示１０１１、パラメータ取得
ボタン１０１２、メモ／画像表示１０１３及びパラメータ表示１０１４を、以下「機器情
報１０１０」という。ボタン表示領域１０５０は、メイン画面１０００において、機器情
報１０１０の右側に、機器情報１０１０とともに表示される。なお、ボタン表示領域１０
５０の詳細は、図５を用いて後述する。メイン画面１０００は、表示データ生成部１０５
が生成した表示データによってタッチパネル１５に表示される。
【００６５】
　図４はフィールド機器２が１台接続されている場合を示している。機器情報１０１０は
、フィールド機器２が複数接続されている場合には、接続されたフィールド機器の台数分
が表示される。ボタン表示領域１０５０は、機器情報１０１０が複数台数分表示されたと
きには、それぞれの機器情報１０１０の図４図示右側に表示される。
【００６６】
　メニューバー１００１は、「ファイル（Ｆ）」、「表示（Ｖ）」、「操作（Ａ）」、「
ツール（Ｔ）」、及び「ヘルプ（Ｈ）」の大項目のメニューを有する。なお、括弧書きの
文字は、所定のキーと共に押下すうることによりメニューバーを操作することができるシ
ョートカットキーである。大項目のメニューを選択するとさらに詳細なメニュー項目がプ
ルダウンで選択可能になる。本実施形態においてはメニューバー１００１の中で「操作（
Ｖ）」のメニューを操作したときのメニューボタンは、ボタン表示領域１０５０と同様な
機能を設定できるものとする。メニューボタンの詳細については、図６を用いて後述する
。
【００６７】
　機器基本情報表示１０１１は、接続されたフィールド機器２の、アイコン、機器タグ、
製造者、機器アドレス、機器ＩＤ、ライトプロテクトの状態等を表示する。パラメータ取
得ボタン１０１２は、全パラメータ又はゼロ点調整のパラメータを取得するための実行ボ
タン、取得したパラメータを外部ファイルに出力するためのボタンを有する。メモ／画像
表示１０１３は、保全対象のフィールド機器２に対して予め入力されたコメント（メモ又
は付箋）を表示するコメント表示欄と、フィールド機器２の写真を表示する写真表示欄と
を有する。パラメータ表示１０１４は、フィールド機器２から取得したパラメータを表示
する。
【００６８】
　メイン画面１０００は、セグメントビューワ切替ボタン１０２１、機器ナビゲータ切替
ボタン１０２２、操作ログ切替ボタン１０２３を有する。メイン画面１０００は、セグメ
ントビューワ切替ボタン１０２１が押下されている状態で表示される。なお、機器ナビゲ
ータ切替ボタン１０２２は、機器情報設定部１０４において実行される機器情報の登録を
行うための表示画面を表示する。また、操作ログ切替ボタン１０２３は、保全情報保存部
１０７において保存された実行情報等の保全情報を表示するための表示画面を表示する。
　以上で、図４を用いた、メイン画面１０００についての説明を終了する。
【００６９】
　次に、図５を用いて、図４で説明したボタン表示領域１０５０の詳細を説明する。図５
は、実施形態における機器保全装置１が表示するボタン表示領域１０５０の一例を示す図
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である。
【００７０】
　図５において、ボタン表示領域１０５０は、ループテスト１０５１、プロビジョニング
１０５２、全パラメータ１０５３及びゼロ調パラメータ１０５４の実行ボタンを含む。ま
た、ボタン表示領域１０５０は、表示設定１０５５の実行ボタンを含む。ボタン表示領域
１０５０に表示される実行ボタンは、図３のステップＳ１６の処理において表示される。
ループテスト１０５１、プロビジョニング１０５２、全パラメータ１０５３及びゼロ調パ
ラメータ１０５４の実行ボタンのそれぞれには、催促情報が表示されている。催促情報と
は、上述の通り、保全項目の実行情報に基づき、作業者に対して保全項目の実行を促す情
報である。ボタン表示領域１０５０は、催促情報として、実行情報に基づく保全項目の実
行予定の情報を表示する。
【００７１】
　ループテスト１０５１の実行ボタンは、催促情報の保全項目の実行予定の情報として、
保全項目であるループテストが過去に実行された実行日（「実行日時」等であってもよい
。）と次回の実行予定日（「実行予定日時」等であってもよい。）を表示する。保全項目
の実行日はその保全項目が実行されたときに保存される実行情報に基づき表示される。ま
た、実行予定日は、実行情報に基づき決定される。実行予定日は、例えば、実行日からの
、所定の経過日数、所定の稼働時間、所定の生産数量等によって決定することができる。
また、実行予定日は、実行情報に基づき計画される保全計画によって決定されてもよい。
催促情報として実行日及び実行予定日を表示することにより、作業者に対して保全項目の
適切な実行タイミングを視認させて保全項目の適切な実行を支援することが可能となる。
なお、保全計画と実行情報とに基づいて、保全計画による実行予定日、及び実行情報の実
行日と実行予定日との差分を表す日数等を催促情報とすることができる。また、実行予定
の情報として実行日のみを表示する場合であっても、作業者は、過去に実行された実行日
を見て、次に保全項目を実行する計画をすることが可能になる。
【００７２】
　なお、ループテスト１０５１の実行ボタンは、フィールド機器２に対してループテスト
を実行させるためのボタンである。ループテストとは、プラント等の制御系統において、
フィールド機器２から所定の出力レベルの模擬信号をＤＣＳ等の上位装置等に出力させ、
フィールド機器２の動作や、フィールド機器２と上位装置等とが正しく結線されているか
を確認するテストである。
【００７３】
　プロビジョニング１０５２の実行ボタンは、催促情報の保全項目の実行予定の情報とし
て、保全項目であるプロビジョニングが過去に実行されてからの経過日数を表示する。保
全項目の経過日数はその保全項目が実行されたときに保存される実行情報に基づき表示さ
れる。催促情報として経過日数を表示することにより、作業者は、次に保全項目を実施す
る計画をすることが可能となる。すなわち、保全項目の経過日数の情報は、実行予定日の
情報と同様に保全項目の実行予定の情報として用いることができる。保全項目の経過日数
の表示をすることにより作業者に対して保全項目の適切な実行タイミングを視認させて保
全項目の適切な実行を支援することが可能となる。
【００７４】
　なお、プロビジョニング１０５２の実行ボタンは、フィールド機器２に対してプロビジ
ョニングを実行させるためのボタンである。プロビジョニングとは、フィールド機器２に
対して必要な情報を予め機器保全装置１から送信し、フィールド機器２にその情報を設定
させる保全項目であり、例えば、所定の通信プロトコルを用いた通信を行うための設定を
行う。
【００７５】
　全パラメータ１０５３の実行ボタンは、催促情報の保全項目の実行予定の情報として、
次回の実行予定日（「実行予定日時」等であってもよい。）までの残り日数を実行情報に
基づき経時的に変化するグラフを表示する。グラフの変化は、保全項目の実行日からの、
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所定の経過日数、所定の稼働時間、所定の生産数量等によって変化させることができる。
グラフは、実行情報に基づき計画される保全計画によって変化されてもよい。催促情報と
して実行予定日までの残り日数を経時的に変化するグラフで表示することにより、作業者
に対して保全項目の適切な実行タイミングを視認させて保全項目の適切な実行を支援する
ことが可能となる。なお、全パラメータ１０５３の実行ボタンは、フィールド機器２が有
する全パラメータを取得するためのボタンである。具体的には、機器保全装置１は、フィ
ールド機器２へ全パラメータを送信させるためのコマンド信号を送信し、フィールド機器
２に全パラメータを機器保全装置１へ送信させる。
【００７６】
　ゼロ調パラメータ１０５４の実行ボタンは、催促情報の保全項目の実行予定の情報とし
て、次回の実行予定日（「実行予定日時」等であってもよい。）までの残り日数を実行情
報に基づき文字表示する。残り日数は、保全項目の実行日からの、所定の経過日数、所定
の稼働時間、所定の生産数量等によって変化させることができる。残り日数は、実行情報
に基づき計画される保全計画によって変化されてもよい。催促情報として実行予定日まで
の残り日数を文字表示することにより、作業者に対して保全項目の適切な実行タイミング
を視認させて保全項目の適切な実行を支援することが可能となる。なお、ゼロ調パラメー
タ１０５４の実行ボタンは、フィールド機器２に対してゼロ点調整を実行させるためのボ
タンである。
【００７７】
　表示設定１０５５の実行ボタンは、ボタン表示領域１０５０に表示するそれぞれの保全
項目に対する催促情報を設定するためのボタンである。表示設定１０５５の実行ボタンを
操作したときの詳細は図７を用いて後述する。
【００７８】
　なお、催促情報として、前回の実行において異常が発見された保全項目の場合には、異
常が発見された旨を示す表示をしてもよい。これによって、例えば、作業者は、異常が発
生しやすい保全項目であるとして認識し、他の保全項目よりも優先して、再度の確認のた
めに実行を促される。また、催促情報として、所定期間内の実行頻度を表示してもよい。
これによって、例えば、作業者は、実行頻度の多い保全項目を、他の保全項目より優先順
位の高い保全項目と認識することにより、実行することが促される。一方、作業者は、実
行頻度の少ない保全項目を、長期間実行されていない保全項目と認識することにより、実
行することが促される。
【００７９】
　また、図５においては、催促情報として、実行情報に基づく保全項目の実行予定の情報
を表示する場合を例示したが、催促情報として、保全項目の実行予定の情報以外を表示し
てもよい。例えば、催促情報として、保全項目の実行が不要である旨を表示するようにし
てもよい。保全項目の実行が不要である旨の表示が不表示となることにより、保全項目の
実行が不要である旨の表示は、作業者に対して保全項目の実行を促す情報となる。
　以上で、図５を用いた、ボタン表示領域１０５０の詳細の説明を終了する。
【００８０】
　次に、図６を用いて、図４で説明したメニューバー１００１のメニューボタンについて
説明する。図６は、実施形態における機器保全装置１が表示するメニューボタンの一例を
示す図である。
【００８１】
　図６において、メニューバー１００１は、「操作（Ａ）」のメニュー項目が選択された
ときの操作メニューを示している。操作メニューには、ループテスト１０６１、プロビジ
ョニング１０６２、全パラメータ１０６３及びゼロ調パラメータ１０６４のメニューボタ
ンを含む。また、操作メニューは、表示設定１０６５のメニューボタンを含む。ループテ
スト１０６１、プロビジョニング１０６２、全パラメータ１０６３、ゼロ調パラメータ１
０６４及び表示設定１０６５のメニューボタンの機能は、図５で説明したループテスト１
０５１、プロビジョニング１０５２、全パラメータ１０５３、ゼロ調パラメータ１０５４
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及び表示設定１０５５の実行ボタンと同様である。また、夫々の実行ボタンに表示される
催促情報についても図５と同様である。すなわち、本実施形態においては、ボタン表示領
域１０５０に表示される実行ボタンと、メニューバーに表示されるメニューボタンとで、
同様の機能を作業者に提供することができるので、作業者の好みに応じていずれかのボタ
ンの操作を実行することが可能となる。なお、図５及び図６は、実行ボタンとメニューボ
タンが同一の催促情報を表示する表示態様を示したが、夫々に表示する催促情報は、図７
を用いて後述する設定によって異なる表示態様とすることができる。
【００８２】
　なお、図５及び図６においては、催促情報は実行ボタン又はメニューボタンの表示範囲
に表示される場合を示したが、催促情報の表示態様はこれに限定されない。例えば、催促
情報を実行ボタン又はメニューボタンにおいてスクロール表示するものであってもよい。
また、催促情報部分（若しくは実行ボタン又はメニューボタン）を長押し操作等すること
によって、より詳細な情報を別ウインド等に表示するようにしてもよい。
　以上で、図６を用いた、メニューボタンについての説明を終了する。
【００８３】
　次に、図７を用いて、図５の表示設定１０５５の実行ボタン又は図６の表示設定１０６
５のメニューボタンが操作されたときの、催促情報表示の設定画面を説明する。図７は、
実施形態における機器保全装置１が表示する催促情報表示の設定画面の一例を示す図であ
る。
【００８４】
　図７において、設定画面１０７０は、設定一覧１０７１、対象１０７２、ボタン選択１
０７３、メニューボタン選択１０７４及び保存１０７５を有する。設定画面１０７０は、
図５の表示設定１０５５の実行ボタン又は図６の表示設定１０６５のメニューボタンが操
作されたときに表示される表示画面である。
【００８５】
　設定一覧１０７１は、夫々の保全項目に対して表示する催促情報を設定するための表示
画面である。設定一覧１０７１において、機能名称の項目は、保全項目の機能名称であり
、図５等と同様に、ループテスト等の保全項目が設定されている。なお、機能名称の項目
に表示される保全項目の特定は、保全項目特定部１０３において行うことができる。実行
記録の項目は、催促情報に実行記録を表示するか否かを設定するチェックボックスである
。実行記録とは、例えば過去に保全項目が実行された日付である。
【００８６】
　設定一覧１０７１において、実行予定日の項目は、催促情報に実行予定日を表示するか
否かを設定するチェックボックスと、実行予定日の表示態様を設定するテキストボックス
である。実行予定日のテキストボックスには、例えば日付を手入力により直接入力するこ
とができる。また、テキストボックスには、催促情報として、定期的に実行される日付等
を入力してもよい。また、催促情報として、保全項目の実行日からの、経過日数、稼働時
間、生産数量を入力してもよい。なお、生産数量等の催促情報は、通信Ｉ／Ｆ１６を介し
て生産数量を管理する他の装置から取得することができる。
【００８７】
　設定一覧１０７１において、表示方法の項目は、催促情報の表示態様を設定するプルダ
ウンメニューである。プルダウンメニューにおける差分とは、ボタン表示領域１０５０に
催促情報を表示する表示日と実行日又は実行予定日との差分であり、実行日との差分は経
過日数で表示され、実行予定日との差分は残り日数で表示される。揺れの項目は、催促情
報の表示態様に揺れ表示を用いるか否かを選択するチェックボックスである。また、劣化
表示は、催促情報の表示態様に劣化表示を用いるか否かのチェックボックスである。揺れ
表示及び劣化表示の詳細は図８及び図９を用いて後述する。
【００８８】
　対象１０７２は、設定画面１０７０に表示する保全対象のフィールド機器を指定するた
めのテキストボックスである。対象１０７２には、例えばフィールド機器２の機種やシリ
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ーズを特定するための記号や名称の情報を入力することができる。対象１０７２に入力さ
れた情報は、機器情報保管部１０２に保管された機器情報を検索するための検索キーであ
ってもよい。
【００８９】
　ボタン選択１０７３は、ボタン表示領域１０５０に催促情報を表示するか否かを設定す
るチェックボックスである。また、メニューボタン選択１０７４は、メニューバー１００
１の操作メニューに催促情報を表示するか否かを設定するチェックボックスである。図５
及び図６は、ボタン選択１０７３及びメニューボタン選択１０７４のチェックボックスが
選択されたときの表示態様を示している。
【００９０】
　保存１０７５は、設定画面１０７０において設定した設定内容を保存するためのボタン
である。保存された設定内容は、表示データ生成部１０５においてタッチパネル１５に表
示する表示画面を生成するときに参照されて、設定に応じた表示態様において催促情報が
表示される。
【００９１】
　なお、図７で示した設定画面において催促情報表示を設定する保全項目は、機器情報保
管部１０２に保管された機器情報に基づくが、例えば、作業者が、設定画面に機器情報を
特定しないで催促情報表示を設定してもよい。
　以上で、図７を用いた、催促情報表示の設定画面の説明を終了する。
【００９２】
　次に、図８を用いて、図７の催促情報表示の設定画面で設定した、催促情報の揺れ表示
について説明する。図８は、実施形態における機器保全装置が表示する揺れ表示の一例を
示す図である。揺れ表示は、実行情報に基づき経時的に変化するグラフィカルな表示の一
例である。
【００９３】
　図８は、図５で説明した全パラメータ１０５３に対して揺れ表示が設定された場合を表
示態様を示している。図８において図示する、第１の段階～第３の段階の全パラメータ１
０５３の表示は、実行情報に基づき経時的に変化するグラフの経過に対して３段階の揺れ
表示が設定される場合を示している。
【００９４】
　第１段階は、実行情報に基づき経時的に変化するグラフとして次回の実行予定日までの
残り日数を表すグラフが半分程度の期間経過を示す場合を示している。第１段階では、全
パラメータ１０５３は揺れ表示がされない。揺れ表示がないことにより、作業者は、保全
項目の実行予定がまだ近付いていないことを視認することができる。
【００９５】
　第２段階は、次回の実行予定日までの残り日数を表すグラフが第１段階よりも進行した
場合を示している。第２段階では、全パラメータ１０５３は小さな揺れ表示がされるもの
とする。小さな揺れ表示により、作業者は、保全項目の実行予定が近付いていることを視
認することができる。
【００９６】
　第３段階は、次回の実行予定日までの残り日数を表すグラフが第２段階よりも進行し、
残り日数が僅かである場合を示している。第３段階では、全パラメータ１０５３は大きな
揺れ表示がされるものとする。大きな揺れ表示により、作業者は、保全項目の実行予定ま
での残り日数が僅かであることを視認することができる。
【００９７】
　なお、図８においては、催促情報の揺れ表示を第１の段階～第３の段階の３段階で変化
させる場合を示したが、揺れ表示の段階数はこれに限定されるものではなく、任意の段階
数とすることができる。例えば、揺れの大きさを時間の経過とともに無段階で大きくして
もよい。また、第１段階から第２段階、及び第２段階から第３段階への移行は、グラフの
経過に対して任意に設定できるようにしてもよい。また、揺れ表示は、上下の揺れ表示、
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左右の揺れ表示、斜めの揺れ表示等であってもよく、また、これらの表示の組み合わせで
あってもよい。また、揺れ表示を大きくするために、揺れの振幅や周波数等を大きくして
もよい。
　以上で、図８を用いた、催促情報の揺れ表示についての説明を終了する。
【００９８】
　次に、図９を用いて、図７の催促情報表示の設定画面で設定した、催促情報の劣化表示
について説明する。図９は、実施形態における機器保全装置が表示する劣化表示の一例を
示す図である。劣化表示は、実行情報に基づき経時的に変化するグラフィカルな表示の一
例である。劣化表示とは、例えば、実行情報である前回の保全項目の実行日に基づき時間
の経過を表現するためのグラフィカルな表示である。図９の劣化表示は、前回の保全項目
が実行された月である「６月」からの経過日数の長さを示している。
【００９９】
　図９（Ａ）は、劣化表示として、経時的にクモの巣が増える表示態様を示している。ク
モの巣が増えることにより、６月からの経過日数の長さを示している。図９（Ｂ）は、劣
化表示として、経時的に実行ボタンの表示が剥がれる表示態様を示している。実行ボタン
の表示の剥がれが大きくなることにより、６月からの経過日数の長さを示している。図９
（Ｃ）は、劣化表示として、経時的に実行ボタンの表示が崩壊する表示態様を示している
。実行ボタンの表示の崩壊が大きくなることにより、６月からの経過日数の長さを示して
いる。劣化表示の表示態様は、催促情報表示の設定においていずれかの表示態様を選択で
きるようにしてもよい。
【０１００】
　なお、劣化表示においても揺れ表示と同様に、揺れ表示の段階数は３段階に限定される
ものではなく、無段階を含み任意の段階数とすることができる。また、第１段階から第２
段階、及び第２段階から第３段階への移行は、時間の経過に対して任意に設定できるよう
にしてもよい。
　以上で、図９を用いた、催促情報の劣化表示についての説明を終了する。
【０１０１】
　次に、図１０を用いて、催促情報の表示例について説明する。図１０は、実施形態にお
ける機器保全装置が表示する催促情報の表示の一例を示す図である。図１０は、保全対象
の機器の情報を表示する表示部を備える機器保全装置であって、表示部は、前記保全対象
の機器に応じた保全項目の実行に係る操作部と、該操作部に対応する保全項目の実行情報
に基づき前記保全項目の実行を促す催促情報とを表示する、機器保全装置を説明するもの
である。
【０１０２】
　図１０（Ａ）は、フィールド機器２の電池の残量（グラフィカル表示）と、電池交換の
保全作業を実施した日からの経過日数で表示することにより、作業者に対して電池交換の
適切な日時を報知する。また、図１０（Ｂ）は、フィールド機器２の電池の残量と、電池
交換の予定日時を表示することにより、作業者に対して電池交換の適切な日時を報知する
。作業者は、保全対象の機器に応じた保全項目としての電池交換をしたときには、電池交
換の実行に係る電池交換の実行日時を入力するための操作部を操作して、電池交換の実行
日時を保全情報として保存する。実行日時を保存するための操作は例えば、メニューバー
の操作から実行できるようにしてもよい。
　以上で、図１０を用いた、催促情報の表示例についての説明を終了する。
【０１０３】
　以上説明したように、本実施形態における機器保全装置は、保全対象の機器の情報を表
示する表示部を備える機器保全装置であって、表示部は、保全対象の機器に応じた保全項
目を機器に対して実行させるための操作部を、操作部に対応する保全項目の実行情報に基
づき前記保全項目の実行を促す催促情報とともに表示することにより、実行すべき保全項
目が視認しやすくなり、作業効率の向上を図り保全項目の適切な実行を支援することがで
きる。
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【０１０４】
　なお、本実施形態においては、保全対象の機器に応じた保全項目を機器に対して実行さ
せるための操作部を、操作部に対応する保全項目の実行情報に基づき前記保全項目の実行
を促す催促情報とともに表示するものとして、ボタン表示領域１０５０又はメニューバー
１００１において、実行ボタン又はメニューボタンを催促情報とともに表示する場合を例
示したが、操作部と催促情報の表示態様はこれに限定されるものではない。例えば、操作
部と催促情報が、タッチパネル１５の表示画面に、同一の表示画面としてともに表示され
るものであっても、スクロールによってともに表示されるものであってもよい。また、操
作部又は催促情報が、アイコンや文字等の情報にタッチすることで別ウインドが起動して
表示されたり、別ウインドに遷移又は切替って表示されたりすることでともに表示される
ものであってもよい。また、表示パネルが複数配置されている場合、操作部と催促情報が
それぞれ別の表示パネルにおいてともに表示されるものであってもよい。また、催促情報
とともに表示される操作部は、タッチパネル１５における矩形等の所定の領域において表
示される場合を示したが、例えば、操作部は、タッチパネル上での領域を特定せずに、タ
ッチパネルに対する長押し、スワイプ、ピンチ等所定の操作を行うことにより操作可能な
対象であってもよい。また、操作部は、ハードウェアスイッチ等に設けられたランプやデ
ィスプレイに表示されて、操作されるものであってもよい。
【０１０５】
　また、本実施形態における催促情報の表示態様の設定は、図７における実行記録、実施
予定日、揺れ表示、劣化表示等を設定する場合を例示したが、催促情報の表示態様の設定
の形態はこれに限定されるものではない。例えば、催促情報の表示態様の設定として、保
全項目の実行ボタンの表示順位、実行すべき保全項目の格付け、その格付けによる実行ボ
タンの表示／非表示の切り換え等の設定を行うものであってもよい。これによって、例え
ば、作業者は、表示順位が上位の保全項目又は格付け上位の保全項目に対しての実行が他
の保全項目の実行に優先して促される。
【０１０６】
　また、本実施形態における催促情報は、タッチパネル１５に表示される場合を示したが
、催促情報は、表示色、表示の大きさ、フォント等を経時的に変更するものであってもよ
い。例えば、表示色が青から黄、または黄から赤に変更された場合、表示色が変更された
保全項目の実行が促される。また、催促情報の表示とともに、音声、振動等の報知手段を
用いて催促情報を報知してもよい。例えば、図８における第２段階又は第３段階において
、揺れ表示とともにバイブレータ等を用いて実際の振動を機器保全装置１に与えるように
してもよい。催促情報の色、フォント、揺れ、劣化の表現をすることは、操作部の機能（
保全項目）に対する気付きを与える他に、機器保全装置のベンダがユーザに対して行って
欲しい項目の催促として使用してもよい。例えば、ユーザ登録が未登録のユーザに対して
ユーザ登録の催促情報の実行ボタンの表示態様を未登録の経過日数に応じて変化させるこ
とによりユーザ登録を促すことができる。また、上述した実施態様の他に、例えば、更に
実行ボタンの表示態様を経過日数に応じて押下し辛い（タッチ操作し辛い）ものに変化さ
せ、ある時点において、その機能（保全項目）の操作を勧めない旨をユーザに示すもので
あってもよい。
【０１０７】
　また、本実施形態で説明した装置を構成する機能を実現するためのプログラムを、コン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、本実施形態の上述した種々の処
理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷ
システムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含
むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディ
スク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、
ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶
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【０１０８】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ））のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格
納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波に
より他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝
送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信
線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、
前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコン
ピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現するもの、い
わゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【０１０９】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　　　　　　　　機器保全装置
　１１　　　　　　　ＣＰＵ
　１２　　　　　　　ＲＡＭ
　１３　　　　　　　ＲＯＭ
　１４　　　　　　　ＨＤＤ
　１５　　　　　　　タッチパネル
　１６　　　　　　　通信Ｉ／Ｆ
　１７　　　　　　　カードスロット
　２　　　　　　　　フィールド機器
　１０１　　　　　　通信部
　１０２　　　　　　機器情報保管部
　１０３　　　　　　保全項目特定部
　１０４　　　　　　機器情報設定部
　１０５　　　　　　表示データ生成部
　１０６　　　　　　保全実行部
　１０７　　　　　　保全情報保存部
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