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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ供給アプリケーションの各々が一または複数の異なるエンティティに関す
るエンティティデータを収集または生成するプロセスプラントの遠隔データ閲覧システム
であって、
　前記複数のデータ供給アプリケーションの二以上が、異なるビジュアルユーザインター
フェイス表示の形式（表示形態の形式）で、各々前記エンティティデータを提供するもの
であり、前記プロセスプラント内の前記一または複数の異なるエンティティに関するエン
ティティデータであって、前記異なるビジュアルユーザインターフェイス表示の形式のエ
ンティティデータを含むエンティティデータを、前記データ供給アプリケーションから提
供されて収集するように構成される、主要データ収集プラットホームと、
　前記主要データ収集プラットホームにより収集された前記プロセスプラント内の前記一
または複数の異なるエンティティに関するエンティティデータを格納するように構成され
るデータベースと、
　前記主要データ収集プラットホームに結合されるとともに前記データベースに格納され
た前記エンティティデータに一または複数の遠隔プラットホームから遠隔アクセスを行う
ように構成されるウェブサーバと、
　コンピュータ読み取り可能メモリに格納されるとともに前記エンティティデータのため
の表示画面を作成するために前記一または複数の遠隔プラットホームのうちの一つ内のプ
ロセッサ上で実行するように構成される表示アプリケーションとを備えており、
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　前記表示画面が、前記データベース内のエンティティデータの異なるカテゴリを指定す
る複数のセクションを有するナビゲーションツリーと表示ビューとを含んでおり、
　前記表示アプリケーションが、ユーザに、表示されるべき異なるエンティティデータを
指定するために前記ナビゲーションツリーの前記セクションから異なるセクションを選択
することを可能とし、前記ナビゲーションツリーの選択されたセクションに関連する前記
エンティティデータを前記表示ビューに所定の閲覧形式で表示するように構成され、
　前記所定の閲覧形式として、多数の異なるビジュアルユーザインターフェイス表示の形
式で同じカテゴリのエンティティデータを表示することなく、同じビジュアルユーザイン
ターフェイス表示の形式で、前記表示されるべき異なるエンティティデータを指定するた
めに選択された前記複数のセクションのそれぞれに関連するエンティティデータを表示す
るための、一または複数の共通のビジュアルユーザインターフェイス表示の形式を用いる
、遠隔データ閲覧システム。
【請求項２】
　前記所定の閲覧形式が、前記エンティティデータに付随するデバイスタグに基づいて前
記エンティティデータを編成するように構成される、請求項１記載の遠隔データ閲覧シス
テム。
【請求項３】
　前記所定の閲覧形式が、前記デバイスタグに関連する監査トレイルデータの表示画面を
含んでなる、請求項２記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項４】
　前記所定の閲覧形式が、前記デバイスタグに関連するコンフィギュレーションデータの
表示画面を含んでなる、請求項２記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項５】
　前記所定の閲覧形式が、前記デバイスタグに関連する校正データの表示画面を含んでな
る、請求項２記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項６】
　前記校正データが、少なくとも一つの校正処置の結果を含んでなる、請求項５記載の遠
隔データ閲覧システム。
【請求項７】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連する一または複数のプラントロケーションを指定するセクションを有してなる、請求項
１記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項８】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連する一または複数の物理ネットワークを指定するセクションを有してなる、請求項１記
載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項９】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連する一または複数のアラートを指定するセクションを有してなる、請求項１記載の遠隔
データ閲覧システム。
【請求項１０】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連する校正エンティティを指定するセクションを有してなる、請求項１記載の遠隔データ
閲覧システム。
【請求項１１】
　前記校正エンティティが、前記プロセスプラント内に形成される少なくとも一つの校正
ルートを有してなる、請求項１０記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項１２】
　前記校正エンティティが、前記プロセスプラント内の少なくとも一つのデバイスの校正
スケジュール情報を有してなる、請求項１０記載の遠隔データ閲覧システム。
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【請求項１３】
　前記所定の閲覧形式が、校正処置の優先度に基づいて校正スケジュールデータを検索す
ることを可能とするサーチエンジンを備えてなる、請求項１２記載の遠隔データ閲覧シス
テム。
【請求項１４】
　前記所定の閲覧形式が、校正処置に関する時間または年月日に基づいて校正スケジュー
ルデータを検索することを可能とするサーチエンジンを備えてなる、請求項１２記載の遠
隔データ閲覧システム。
【請求項１５】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連するユーザ定義のお気に入りデータを指定するセクションを含んでなる、請求項１記載
の遠隔データ閲覧システム。
【請求項１６】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連する監査トレイルイベントを指定するセクションを含んでなる、請求項１記載の遠隔デ
ータ閲覧システム。
【請求項１７】
　前記ナビゲーションツリーが、前記プロセスプラント内の前記エンティティデータに関
連するデバイスタグを指定するセクションを含んでなる、請求項１記載の遠隔データ閲覧
システム。
【請求項１８】
　アラート情報を求めて前記プロセスプラント内の一または複数のデバイスをポーリング
し、該アラート情報を前記遠隔プラットホームに送信し、前記所定の閲覧形式に従って提
示するアラートポーリングアプリケーションをさらに備えてなる、通じて請求項１記載の
遠隔データ閲覧システム。
【請求項１９】
　前記ウェブサーバが、前記主要データ収集プラットホームから前記エンティティデータ
をＸＭＬデータとして取得する第一のアプリケーションと、該ＸＭＬデータを、前記所定
の閲覧形式を用いてウェブページに掲載する第二のアプリケーションとを有してなる、請
求項１記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項２０】
　前記データベース内のエンティティデータを検索し、この検索により取得された該エン
ティティデータを前記所定の閲覧形式を用いて提示するサーチエンジンをさらに備えてな
る、請求項１記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項２１】
　前記サーチエンジンが、前記エンティティデータに関連するパラメータを指定する検索
欄を含む表示欄を有してなる、請求項２０記載の遠隔データ閲覧システム。
【請求項２２】
　前記ウェブサーバが、前記遠隔プラットホームのうちの一つからの要求に応答して前記
主要データ収集プラットホームからイベントデータを取得し、取得した該イベントデータ
を、前記所定の閲覧形式を用いてウェブページに掲載し、該ウェブページを、前記遠隔プ
ラットホームのうちの一つに送信するアプリケーションを有してなる、請求項１記載の遠
隔データ閲覧システム。
【請求項２３】
　前記ナビゲーションツリーが複数のセクションを有しており、該複数のセクションの各
々が異なるカテゴリのエンティティデータを指定するように構成されており、該複数のセ
クションの各々が、ユーザにより選択されたとき前記エンティティデータを閲覧すべく用
いられる一または複数の付随する所定の閲覧形式を有してなる、請求項１記載の遠隔デー
タ閲覧システム。
【請求項２４】
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　複数のデータ供給アプリケーションの各々が一または複数の異なるエンティティに関す
るエンティティデータを収集または生成するプロセスプラント内において生成されるエン
ティティデータを閲覧する方法であって、
　前記複数のデータ供給アプリケーションの二以上が、異なるビジュアルユーザインター
フェイス表示の形式（表示形態の形式）で、各々前記エンティティデータを提供するもの
であり、前記プロセスプラント内の前記一または複数の異なるエンティティに関するエン
ティティデータであって、前記異なるビジュアルユーザインターフェイス表示の形式のエ
ンティティデータを含むエンティティデータを、主要データ収集プラットホームにおいて
前記複数のデータ供給アプリケーションから提供されて収集することと、
　前記エンティティデータを、前記主要データ収集プラットホームに関連するデータベー
ス内に格納することと、
　前記データベースに格納された前記エンティティデータのうちの少なくとも一部を取得
するために、前記主要データ収集プラットホームから地理的に離れた遠隔サイトから前記
データベースにアクセスすることと、
　前記データベース内の前記エンティティデータのカテゴリを指定する複数のセクション
を含むナビゲーションツリーを前記遠隔サイトで表示することと、
　前記遠隔サイトで、前記ナビゲーションツリーとともに、前記ナビゲーションツリーの
セクションのうちの一つの選択に応答して所定の閲覧形式でエンティティデータを表す表
示ビューを表示することと、
　を含み、
　前記所定の閲覧形式として、多数の異なるビジュアルユーザインターフェイス表示の形
式で同じカテゴリのエンティティデータを表示することなく、同じビジュアルユーザイン
ターフェイス表示の形式で、前記表示されるべき異なるエンティティデータを指定するた
めに選択された前記複数のセクションのそれぞれに関連するエンティティデータを表示す
るための、一または複数の共通のビジュアルユーザインターフェイス表示の形式を用いる
、方法。
【請求項２５】
　前記データベースにアクセスすることが、前記遠隔サイトから地理的に離れた第二のサ
イト設置されたウェブサーバを用いて前記データベース内に格納される前記エンティティ
データにアクセスし、アクセスされた前記エンティティデータを、前記所定の閲覧形式で
前記ウェブサーバにおいてウェブページに掲載し、該ウェブページを、前記遠隔サイトへ
送信することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記第二のサイトが、前記主要データ収集プラットホームから地理的に分離されている
、請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記プロセスプラント内の一または複数
のプラントロケーションに基づいて前記エンティティデータを編成する前記ナビゲーショ
ンツリーの第一のセクションを表示することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記遠隔サイトで前記表示ビューを表示することが、前記ナビゲーションツリーのセク
ションのうちの選択に応答して、デバイスタグに基づいて前記エンティティデータを編成
する前記所定の閲覧形式でエンティティデータを提示することを含んでいる、請求項２４
記載の方法。
【請求項２９】
　前記エンティティデータが、前記デバイスタグに関連する監査トレイルデータを含んで
いる、請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記エンティティデータが、前記デバイスタグに関連するコンフィギュレーションデー
タを含んでいる、請求項２８記載の方法。
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【請求項３１】
　前記エンティティデータが、前記デバイスタグに関連する校正データを含んでいる、請
求項２８記載の方法。
【請求項３２】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記プロセスプラントに関連する一また
は複数の物理ネットワークに基づいて前記エンティティデータを編成する前記ナビゲーシ
ョンツリーの第一のセクションを表示することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項３３】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記プロセスプラント内で生成されるア
ラートに基づいて前記エンティティデータを編成する前記ナビゲーションツリーの第一の
セクションを表示することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項３４】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、アクティブアラートに関連するセクショ
ンを表示することを含んでおり、前記表示ビューを表示することが、該アクティブアラー
トに関連するセクションの選択に応答して、所定の閲覧形式でアクティブアラートエンテ
ィティデータを提示すことを含んでいる、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記プロセスプラント内で生成されるア
ラートを求めるポーリングに関連する第一のセクションを表示することを含み、前記ナビ
ゲーションツリーの第一のセクションの選択に応答して、前記プロセスプラント内のアラ
ートを求めてポーリングするアラートポーリングアプリケーションを開始することをさら
に含み、前記表示ビューを表示することが、前記ナビゲーションツリーの第一のセクショ
ンの選択に応答して、所定の閲覧形式で前記アラートポーリングアプリケーションにより
取得されるアラートデータを提示することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項３６】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記プロセスプラント内の校正イベント
に基づいて前記エンティティデータを編集する前記ナビゲーションツリーの第一のセクシ
ョンを表示することを含んでいる、請求項２４記載の方法。
【請求項３７】
　前記校正イベントが、前記プロセスプラント内に定められる少なくとも一つの校正ルー
トを含んでいる、請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　前記校正イベントが、前記プロセスプラントに関して定められる少なくとも一つの校正
スケジュールを含んでいる、請求項３６記載の方法。
【請求項３９】
　前記表示ビューを表示することが、校正処置の優先度に基づいて校正スケジュールデー
タを検索することを可能とするサーチエンジンを表示することを含んでいる、請求項３８
記載の方法。
【請求項４０】
　前記表示ビューを表示することが、校正処置に関する時間または年月日に基づいて校正
スケジュールデータを検索することを可能とするサーチエンジンを表示することを含んで
いる、請求項３８記載の方法。
【請求項４１】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、監査トレイルエンティティデータに関連
する前記ナビゲーションツリーの第一のセクションを表示することを含んでいる、請求項
２４記載の方法。
【請求項４２】
　前記ナビゲーションツリーを表示することが、前記デバイスタグにより編集されるエン
ティティデータに関連する前記ナビゲーションツリーの第一のセクションを表示すること
を含んでいる、請求項２４記載の方法。
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【請求項４３】
　前記ナビゲーションツリーの第一のセクションを表示することが、すべてのデバイス、
割り当てデバイス、予備デバイス、および廃棄デバイスのうちの一または複数により編成
されるデバイスタグに関連する一または複数のサブセクションを含んでいる、請求項４２
記載の方法。
【請求項４４】
　前記遠隔サイトのユーザに、前記データベース内の前記エンティティデータを検索し、
検索により見つけられる前記エンティティデータを前記所定の閲覧形式に従って提示する
ことを可能とするように、前記遠隔サイトでサーチエンジンビューを提示することをさら
に含んでいる、請求項２４記載の方法。
【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保全アプリケーション、制御アプリケーション
、および閲覧アプリケーションに関するものであり、さらに詳細にいえば、プロセスプラ
ント内の一または複数のデータ供給源に関連するデータを収集するために用いられる資産
データシステムに格納されたまたは関連づけされた情報の遠隔可視化に関するものである
。　
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００３年３月２１日に出願された、表題が「プロセスプラント用の統合型
資産データシステム内におけるデータの可視化（Ｄａｔａ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ
　Ｗｉｔｈｉｎ　ａｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ａｓｓｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　ａ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｐｌａｎｔ）」という米国特許出願第10/394,683号の一部
継続出願であり、その開示内容は、本明細書においてこれらを参照することにより明確に
援用するものとする。　
【０００３】
　化学産業、石油産業、または他の産業において利用されるようなプロセスプラントは、
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もしくはオペレータワークステーションと、
フィールドデバイスの如き一または複数のプロセス制御・計装デバイスとに通信可能に接
続されている一または複数の集中型もしくは非集中型のプロセスコントローラを備えてい
るのが普通である。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、トランスミッタ、およびセンサ（たとえば、温度センサ、圧力センサ、および流量
センサ）などであってもよいが、流体流量の増減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
されるか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、次いで、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、上述のバスのうちの一または複数のバスを通じてフィールド
デバイスに送信される。通常、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、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
による利用が可能となっており、これにより、オペレータは、プロセスの現在の状況の閲
覧、プロセス動作の修正など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
。
【０００４】
　通常のプロセスプラントは、一または複数のプロセスコントローラに接続されるバルブ
、トランスミッタ、センサなどの如きプロセス制御・計装デバイスを多く備えており、こ
れらのデバイスを制御するために、プロセスコントローラは、プロセスの動作中にソフト
ウェアを実行する。しかしながらこれらの他にも、プロセス動作に必要なまたはプロセス
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動作に関連する支援デバイスは多く存在する。たとえば、これら追加のデバイスとしては
、電力供給装置、電力発生・分配装置、タービンの如き回転装置などが挙げられる。これ
らのデバイスは、通常、プラント内の複数の場所に設置されている。これらの追加の装置
は、プロセス変数を作成または使用しなければならないというわけでもないし、またほと
んどの場合、プロセスオペレーションを実行するためにプロセスコントローラによって制
御されたりプロセスコントローラに対して接続されたりすることもない。にもかかわらず
、これらの装置は、プロセスの適切な運転にとって重要かつ必要なものである。
【０００５】
　したがって、ほとんどのプロセスプラント、とくにスマートフィールドデバイスを利用
するプロセスプラントには、これらのデバイスがプロセス制御・計装デバイスであるかま
たは他のタイプのデバイスであるかに関係なく、プラント内でこれらのデバイスの監視お
よび保全を補助するために用いられるアプリケーションが備えられている。たとえば、エ
マソンプロセスマネージメント社（Ｅｍｅｒｓｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ）により販売されている資産管理ソリューション（ＡＭＳ）アプリケーションを用い
ると、フィールドデバイスとの通信およびフィールドデバイスに関連するデータの格納が
可能となり、これにより、これらのフィールドデバイスの動作状態の確認および追跡が可
能となる。このようなシステムの一例が、「フィールドデバイス管理システムにおいて用
いられる統合型通信ネットワーク（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｉｎ　ａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という表題の米国特許第5,960,214号に開示されている。
場合によっては、ＡＭＳアプリケーションが、デバイスと通信してこのデバイス内のパラ
メータを変更する目的で、デバイスそれ自体に対して自己校正ルーチンまたは自己診断ル
ーチンの如きアプリケーションをデバイスに実行させる目的で、デバイスのステータスま
たは調子に関する情報を取得する目的などで用いられることもある。これらの情報は、こ
れらのデバイスを監視、保全するために保全要員により格納、利用されてもよい。同様に
、回転装置、電力発生・供給デバイスの如き他のタイプのデバイスを監視するために用い
られる他のタイプのアプリケーションもある。これらの他のアプリケーションは、通常保
全要員による利用が可能となっており、プロセスプラント内のデバイスを監視、保全する
ために用いられる。しかしながら、ほとんどの場合、外部サービス組織が、プロセス性能
および装置の監視に関連するサービスを実行しうる。これらの場合、外部サービス組織は
、必要なデータを取得し、通常メーカ独自のアプリケーションを実行してデータを解析し
、結果および提案をプロセスプラントの作業員に提供するだけである。
【０００６】
　さらに、ほとんどのプロセスプラントは、ビジネス機能または保全機能に関連するアプ
リケーションを実行する他のコンピュータを備えている。たとえば、一部のプラントは、
プラントの原材料発注、部品またはデバイスの交換、売上高および必要生産量の予測に関
連するアプリケーションなどを実行するコンピュータを備えている。
【０００７】
　通常、プロセス制御活動に関連する機能と、デバイス・装置の保全・監視活動に関連す
る機能と、ビジネス活動に関連する機能とは、これらの活動が行われる場所およびこれら
の活動を通常実行する作業員の観点において分離されている。さらに、これらの異なる役
割に関与する異なる人達は、これら異なる役割を果たすために異なるコンピュータで実行
される異なるアプリケーションの如き異なるツールを利用することが一般的である。ほと
んどの場合、これら異なるツールは、プロセス内の異なるデバイスと関連するまたはプロ
セス内の異なるデバイスから収集する異なるタイプのデータを収集または使用するように
なっており、また、必要なデータを収集するために異なって設定されている。たとえば、
プロセスの日毎の動作を通常監視し、このプロセス動作の品質と連続性とを担保すること
が主な責務であるプロセス制御オペレータは、プロセス内の設定値の設定・変更、プロセ
スループの調整、バッチオペレーションの如きプロセスオペレーションの計画などを行う
ことによりプロセスを運転しているのが一般的である。これらのプロセス制御オペレータ
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は、プロセス制御システムにおいて、たとえば自動調整器、ループ解析器、ニューラルネ
ットワークシステムなどを含む、プロセス制御システム内のプロセス制御問題を診断、訂
正するために入手可能なツールを利用しうる。また、プロセス制御オペレータは、プロセ
ス内で生成されるアラームを含む、プロセス動作に関する情報をオペレータへ提供する一
または複数のプロセスコントローラを通じて、プロセスからプロセス変数情報を受信する
。さらに、プロセスプラントの制御活動を最適化するために、プラント内にリアルタイム
オプチマイザの如き制御オプチマイザを提供することが一般的である。このようなオプチ
マイザは、収益などの如き所望の最適化変数に対してプラントの運転を最適化するために
入力値をどのように変更しうるかを予測するため、通常、複雑なプラントモデルを用いる
。この情報は、標準的なユーザインターフェイスを通じてプロセス制御オペレータに提供
されうるが、通常、プロセス制御オペレータは、制御の見地からプロセスプラントがどの
ように組み立てられて設定されているかという点に関するアプリケーション内の情報の閲
覧およびアクセスに関心を有している。
【０００８】
　その一方で、プロセス内における実際の装置の効率的な動作を担保することと機能不良
の装置の修理および交換とに対して主たる責務を有する保全要員は、保全インターフェイ
ス、上述のＡＭＳアプリケーションの如きツールのみならず、プロセス内のデバイスの動
作ステータスに関する情報を提供する他の多くの診断ツールを利用する。また、保全要員
は、プラントの一部を停止する必要がありうるような保全活動の計画を立てる。スマート
フィールドデバイスと一般的に呼ばれる多くの新しいタイプのプロセスデバイスおよび装
置の場合には、デバイス自体が検出・診断ツールを備えている。これらのツールにより、
標準的保全インターフェイスを通じてデバイス動作の問題が自動的に検出され、これらの
検出された問題が保全要員に自動的に報告されうる。たとえば、ＡＭＳソフトウェアは、
保全要員にデバイスステータスおよび診断情報を報告することに加えて、デバイス内で何
が発生しているかを保全要員が判断することを可能とするとともにデバイスにより提供さ
れるデバイス情報にアクセスすることを可能とする通信ツールおよび他のツールを提供す
る。保全インターフェイスと保全要員とはプロセス制御オペレータから離れた位置に存在
しているのが一般的であるが、必ずしもこれに限定されるわけではない。たとえば、プロ
セスプラントによっては、プロセス制御オペレータが保全要員の責務を実行することもあ
ればこの逆もありうるし、または、これらの機能に責務のある異なる人員が同一のインタ
ーフェイスを使用する場合もある。それにもかかわらず、保全要員は、通常、プラント内
で装置がどのように組み立てられているのかもしくは装置の所在確認をどのようにするの
かを基にした情報またはプラント内の装置に関連する他の論理を基にした情報を、利用可
能なアプリケーションから閲覧およびアクセスすることに関心を有している。通常、この
編成は、制御用の編成とは異なる。
【０００９】
　さらに、一部のタスク、たとえば装置の監視、デバイスの動作試験、プラント運転が最
適か否かの決定などは、外部のコンサルタントまたはサービス会社により実行される。こ
のような外部のコンサルタントまたはサービス会社は、必要なデータを測定し、解析を行
い、次いで、この解析の結果のみをプラント作業員に提出する。これらの場合、通常、デ
ータは、メーカ独自の方法で収集、格納される。これらのデータは、さらに異なる方法で
編成される場合もある。というのは、データの編成は、そのデータを収集、生成、使用す
る個々のアプリケーションに合わせて調整されるからである。
【００１０】
　上述の異なるアプリケーションの多くでは、そのアプリケーション内のまたはそのアプ
リケーションが利用可能なさまざまなデータまたは情報を編成し、そのアプリケーション
のユーザがこれらのデータまたは情報を閲覧およびアクセスすることを可能とするための
ナビゲーションツリーまたは他の同等の構造が用いられている。ほとんどの場合、これら
のナビゲーションツリー構造は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋ（登録商標）、Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（登録商標）などで用いられているナビゲーションツリー構造と実質的に同
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等であって、ユーザがプラントの該当する領域、副領域などにアクセスするかまたはそれ
らの階層を次々と掘り下げていきアプリケーションを用いた機能を実行することを可能と
するためにアプリケーション内に提供されている。いつもとはいわないまでもほとんどの
場合、これらのアプリケーションは、Ｓ８８標準規格により定められた命名法を用いてナ
ビゲーションツリーを使用している。Ｓ８８標準規格では、プロセスプラントは、高レベ
ルエンティティから始まり、エンタープライズから、サイト、領域、プロセス、セル、ユ
ニット、装置、モジュール、制御モジュールへと次から次に小さなエンティティに分類さ
れる。Ｓ８８標準規格に基づいたナビゲーションツリー構造を用いるアプリケーションは
、ナビゲーションツリー内にこれらの見出しの一部または全部を掲示することにより、ユ
ーザがプロセスプラントに関連する情報にアクセスすることまたはプロセスプラントに関
連する機能を実行することを可能としている。
【００１１】
　今日、プラント内で部品、補充品、原材料の注文または生産品、最適化変数などの選択
の如き戦略的な企業意志決定において補佐をする社員のようなビジネスアプリケーション
に対して責務を有する人達の如きユーザの一部から、上述のアプリケーションのうちの複
数からのデータにアクセスし、プラント内のアプリケーションのうちのいずれかから提供
される高いレベルからプラントの稼働の理解または閲覧をする必要性が出てきている。従
来、このような人達は、異なるアプリケーションによりプラント内で生成された実際のデ
ータにアクセスすることは余りなかったが、本明細書において参照することによりその開
示内容を明確に援用するとともに表題が「プロセスプラントにおけるデータの共有化（Ｄ
ａｔａ　Ｓｈａｒｉｎｇ　ｉｎ　ａ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｐｌａｎｔ）」であるところの２
００２年３月１日に出願され、本明細書の譲受人に譲渡されている米国特許出願第10/087
,308号には、中央データベースにおいてさまざまな異なるデータ供給源からのデータを組
み合わせ、プロセスプラント内において、ビジネスパーソンのみならず個別のユーザおよ
びアプリケーションがそのデータをより汎用性のある形態で利用することができるように
するための方法が開示されている。
【００１２】
　しかしながら、上述のように、このデータを収集する異なるアプリケーションは、プラ
ント内のデバイスまたは装置の通常一部に対して非常に異なる機能を実行するためにプロ
セスプラント内で用いるように設計されている。したがって、これらのアプリケーション
は、収集・生成されたデータの編成・表示が僅かしか異ならない場合もあれば大きく異な
る場合もあるように作成されている。したがって、これらのアプリケーションは、相互に
および中央データベースとデータを共有することができるものの、異なるアプリケーショ
ンからのデータをすべて閲覧する人またはすべてアクセスする人が理解できるようにまた
は容易に用いることができるように共有データを編成する簡単な技術もなければ、系統的
かつ容易に理解可能な方法で共有データをユーザに対して提示する方法もない。米国特許
出願第10/394,683号には、データを共通形式で可視化することにより異なるデバイスおよ
びアプリケーションからのデータを一貫した形式で閲覧することを容易にする方法が開示
されているが、さらに、さまざまなユーザにより上述のデータがより幅広くまたはより全
面的に用いられることを可能とするために、ウェブ接続を利用して中央データ統合サイト
に接続されたサイトの如きさまざまな遠隔サイトから上述のデータにアクセス・閲覧でき
ることが望ましい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　プロセスプラントデータ収集・閲覧システムは、複数の異なるデータアプリケーション
またはデータ供給源からの実際のデータが異なるデータ供給源により異なる方法で収集、
編成されている場合であっても、ユーザが任意の所望の統合レベルでプロセスプラント内
の異なるアプリケーションまたはデータ供給源から取得される情報を同様かつ一貫性のあ
る方法で閲覧することを可能とするために、共通のまたは統合型のナビゲーションツリー
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構造と一または複数の共通表示形式とを用いる。これに加えて、中央データ収集・統合供
給源からのデータにアクセスするために一または複数の遠隔接続部または遠隔サイトが構
築され、これにより、ユーザは、たとえばウェブ接続を利用して、プロセスプラントの内
側またはプロセスプラントの外側にあるさまざまな場所において統合データに容易にかつ
迅速にアクセスすることができる。情報の共用を目的としてさまざまな情報統合レベルに
おいて遠隔から情報が可視化されるので、ユーザは、同一のタイプのデータに対して複数
の閲覧形式と格闘または戦うことなく高いデータ統合レベルでまたは低いデータ統合レベ
ルで、データベースに格納されているまたは異なるデータ供給源により収集されたデータ
を容易に検索することができる。これに加えて、ユーザは、ユーザプロファイルを設定し
てプロセスプラントデータを閲覧し、前もって構築されたまたは前もって設定されたレポ
ートを遠隔サイトから取得、出力し、遠隔サイトからデータ統合プログラムを読み込んで
実行することなく、一部のタイプのデータに容易にかつ迅速にアクセスすることができる
。これにより、遠隔から統合プロセスデータへ迅速かつ容易にアクセスすることが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１を参照すると、（単一の地理的場所または複数の地理的場所に設けられうる）プロ
セスプラント10は、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
全システムと相互接続される、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いる。具体的にいえば、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、ＰＲＯＶＯＸ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またはその他の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を備え、このオペレータイ
ンターフェイス12Aはコントローラ12Bに接続され、次いで、コントローラ12Bは入力／出
力（Ｉ／Ｏ）カード12Cに接続され、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接続されている。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に接続される一また
は複数のオペレータインターフェイス14Aを備えている。コントローラ14Bは、たとえばテ
キサス州オースチンにあるフィシャーローズマウントシステムズ社（Ｆｉｓｈｅｒ－Ｒｏ
ｓｅｍｏｕｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．）により販売されているＤｅｌｔａＶ（登録
商標）コントローラであってもよいしその他のタイプのコントローラであってもよい。コ
ントローラ14Bは、Ｉ／Ｏデバイスを介して、一または複数のフィールドデバイスに接続
される。これらのフィールドデバイスは、たとえば、ＨＡＲＴフィールドデバイス、Ｆｉ
ｅｌｄｂｕｓフィルールドデバイス、または、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，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である。公知のように、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、調整器などを含む、プロセス動作を制御するために
プロセス制御オペレータにより利用可能なっているツールを格納、実行しうる。
【００１５】
　さらに、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
を実行するコンピュータの如き保全システム18は、保全活動および監視活動を実行するた
めに、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、保全コンピュータ18は、デバイス15と通信すべく、場合
によっては、デバイス15を再設定すべく、またはデバイス15に対して他の保全活動を実行
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すべく、（無線ネットワークまたは携帯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19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に関連付けされているユーザインターフェイス14Aのうちの一また
は複数の中に実装され、これらにより実行されうる。
【００１６】
　また、プロセスプラント10は、タービン、モータなどの如きさまざまな回転装置20をさ
らに備えている。これらの装置は、ある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
て取り外される携帯デバイス）を介して、保全コンピュータ22に接続されている。この保
全コンピュータ22は、たとえばＣＳｉシステムズ社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の動作状態の診断、監視、および最適化を行うために
用いられるその他の公知のアプリケーションを格納、実行しうる。保全要員は、プラント
10内の回転装置20の性能を維持・監視するために、回転装置20の問題を把握するために、
および回転装置20の修理または交換しなければならないか否かまたはその時期を把握する
ために、アプリケーション23を利用することが多い。場合によっては、外部コンサルタン
トまたは外部サービス組織は、一時的に装置20に関するデータを取得または測定し、この
データを用いて装置20に対する分析を実行し、問題、不良性能、または装置20に影響を与
える他の問題を検出する。このような場合、分析を行っているコンピュータは、システム
10のその他の部分と通信回線で接続されていないこともあれば一時的に接続されているこ
ともある。
【００１７】
　同様に、プラント10に関連づけされている電力発生・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26に接続されている。このコ
ンピュータ26は、プラント10内において電力発生・分配装置25を実行し、その動作を監視
する。また、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ＬｉｅｂｅｒｔおよびＡＳＣＯまたは他の会社により提供されるアプリケーションの如
き公知の電力制御・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
ルタントまたは外部サービス組織は、一時的に装置20に関するデータを取得または測定し
、このデータを用いて装置20に対する分析を実行し、問題、不良性能、または装置20に影
響を与える他の問題を検出する。このような場合、分析を行っている（コンピュータ26の
如き）コンピュータは、システム10のその他の部分と通信回線で接続されていないことも
あれば一時的にのみ接続されていることもある。
【００１８】
　（たとえばサーバでありうる）コンピュータシステム30は、通信ネットワーク32を通じ
て、プロセス制御機能12、14、コンピュータ18、14A、22、26に実装されている保全機能
、およびビジネス機能を含む、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て
いるコンピュータまたはインターフェイスに、通信可能に接続されている。所望の場合に
は、通信相互接続器32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）、インターネットなどを含むウェブインターフェイスまたはその
他の種類の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て
いる保全インターフェイス18に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26に接続されている。これらの接続はすべてバ
ス32を通じて行われている。バス32は、通信のために、いかなる所望なまたは適切なＬＡ
ＮプロトコルまたはＷＡＮプロトコルを用いてもよい。通信ネットワーク32は、所望に応
じて、恒久的であってもよいし一時的（断続的）であってもよい。
【００１９】
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　図１に示すように、コンピュータ30は、ワールドワイドウェブ接続のような異なるイン
トラネット接続またはインターネット接続の如き異なるまたは同一のネットワークバス33
を通じて、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
されている。これらのコンピュータ35、36は、たとえば統合基幹業務計画（ＥＲＰ）、資
材調達計画（ＭＲＰ）、アカウンティング、生産・顧客発注システム、保全計画システム
、またはパーツ・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など
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、
たとえばバス32を通じて、プラントワイドＬＡＮ37、コーポレートＷＡＮ38、および、遠
隔の位置からのプラント10の遠隔監視またはプラント10との通信を可能とする一または複
数のコンピュータシステム40にさらに接続されうる。コンピュータシステム30、または通
信ネットワーク32、33に接続されているその他のコンピュータは、コンフィギュレーショ
ンアプリケーションと、プロセスプラント10ならびに当該プロセスプラント10内のデバイ
スおよびエレメントの設定に関する設定データを生成、格納するコンフィギュレーション
データベースとを備えうる。
【００２０】
　一つの実施形態では、通信ネットワーク32、33を通じた通信はＸＭＬプロトコルを利用
して行われる。ここで、コンピュータ12A、18、14A、22、26、35、36などのコンピュータ
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に実
装されうるＸＭＬデータサーバに送信される。ＸＭＬは記述言語なので、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
タは新しいＸＭＬラッパーでカプセル化される。すなわち、データは、一つのＸＭＬスキ
ーマから他の一または複数のＸＭＬスキーマにマッピングされる。また、これら他方のス
キーマは受信側アプリケーションのそれぞれに対して作成される。したがって、データ発
信側の各々は、該発信側のデバイスまたはアプリケーションが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
の各々は、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
送信元と送信先と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、あるデータ処理機
能または他の機能をさらに実行しうる。マッピングおよび処理機能のルールは、本明細書
記載のシステムが動作するまえに、サーバにおいて設定、格納される。このようにして、
データは、任意の一つのアプリケーションから一または複数の他のアプリケーションへ送
信されうる。
【００２１】
　一般的にいえば、（従来のサーバであってもよいし従来のサーバを含んでいてもよい）
コンピュータ30は、資産活用データベース50（および付属するデータ収集アプリケーショ
ン）を備えている。この資産活用エキスパート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それぞれ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、これらの情報をデータベースに格納する。資産活用エキ
スパート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
に基づきうるエキスパートエンジンまたはたとえば任意のタイプのデータマイニングシス
テムを含むその他所望のタイプのエキスパートシステムに基づきうるエキスパートエンジ
ン51を備えてもよい。この資産活用エキスパート51が、資産最適化データベース50内で必
要に応じてデータを分析、分布するように動作する。
【００２２】
　従来、さまざまなプロセス制御システム12、14および電力発生・維持システム22、26は
、有益な方法でこれらのシステムの各々において生成されるまたは各々により収集される
データを共有することを可能とするような方法では相互に接続されなかった。その結果、
データを編集しユーザによるデータの閲覧を可能にする方法はアプリケーション毎に異な
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っていた。しかしながら、図１のプラント10では、アプリケーション17、19、23、27が、
資産最適化データベース50を通じて通信可能に接続され、資産最適化データベース50とデ
ータを共有している。それにもかかわらず、アプリケーション17、19、23、27の各々は、
通常収集または生成したデータを、依然として異なる編成ツリーまたはナビゲーショナル
ツリーおよび閲覧ソフトウェアを用いた異なる方法で提供または編成している。このよう
なデータを異なるアプリケーションから一貫した方法で閲覧することを可能とするために
、資産最適化データベース50は、一または複数のナビゲーションツリーアプリケーション
およびナビゲーションツリーデータベース52を含んでいる。これらのナビゲーションツリ
ーアプリケーションおよびナビゲーションツリーデータベース52は、統合ナビゲーション
ツリー構造を用いて、プロセスプラント10内のさまざまなアプリケーションから受信した
データを編成し、ユーザが単一のナビゲーションツリーを用いて一貫した方法でコンピュ
ータ30からまたは遠隔サイト40からデータを閲覧またはアクセスすることを可能としうる
。
【００２３】
　具体的にいえば、ナビゲーションツリーアプリケーション52により、データがたとえ異
なる供給源から受信されかつ異なる供給源において異なる方法で編成されてあるとしても
、資産最適化データベース50内でそのデータを閲覧、アクセスするために、システム内の
ユーザすべてによりたとえばウェブ環境において用いられるナビゲーションツリーを生成
する自動的な方法が提供される。事実、ナビゲーションツリーアプリケーション52は、資
産最適化データベース50と一緒になって、資産最適化サーバの形態をなす高レベル統合型
プラットホームを提供している。この高レベル統合型プラットホームは、複数の情報供給
源（たとえば、制御アプリケーション、保全アプリケーション、装置監視アプリケーショ
ン、効率監視アプリケーションなど）から、たとえ異なる情報供給源の各々が異なる方法
で提供データを編成しているとしても、情報を受信、編集する。
【００２４】
　図２には、プロセスプラント内の一組のアプリケーション60を示すブロック図が示され
ている。この一組のアプリケーション60は、ウェブ接続部61を通じて、（図１のコンピュ
ータ30でありうる、本明細書において主要データ統合・閲覧プラットホームとも呼ばれる
）資産最適化サーバ62と通信可能に相互接続されている。この相互接続は、資産最適化サ
ーバ62により一貫性および統合牲のある編成を有するナビゲーションツリー構造が提供さ
れるように形成される。このナビゲーションツリー構造は、主要データ統合プラットホー
ムまたは中央データ統合プラットホーム62においてまたはたとえばインターネット通信接
続部を通じて主要データ統合プラットホーム62に接続される遠隔のプラットホームまたは
コンピュータ63において、さまざまなアプリケーション60の中で生成されるデータまたは
さまざまなアプリケーション60により収集されるデータに対して共通の閲覧プラットホー
ムを提供するために用いられうる。具体的にいえば、制御アプリケーションサーバ64、保
全アプリケーションサーバ66、回転装置アプリケーションサーバ68、最適化アプリケーシ
ョンサーバ70、および他のアプリケーション用のさらなるサーバは、通信ネットワーク61
を通じて資産最適化サーバ62に通信可能に接続されている。もちろん、図２において、い
かなる他のタイプのアプリケーションおよびいかなる数のアプリケーション（データ供給
源とも呼ばれる）が接続されてもよい。通信ネットワーク61は、ワイドエリアネットワー
ク、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ、またはその他所望のタイプのウェブネットワークの
如きいかなる所望の通信ネットワークであってもよい。所望の場合には、通信ネットワー
ク61は、ＨＴＭＬなどの如き任意の所望の通信プロトコルを用いたハードワイヤードネッ
トワークまたは無線ネットワークであってもよい。サーバ62～72の各々は、公知のように
ウェブ接続部61を用いた通信およびユーザインターフェイスに対する情報の可視化を可能
とする任意の所望のウェブサービスアプリケーション（ｗｅｂ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ）74と、ウェブ可視化アプリケーション（ｗｅｂ　ｖｉｓｕａｌｉｚ
ａｔｉｏｎ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）76とを備えている。一般的にいえば、異なるサー
バ64～72で実行されるまたは異なるサーバ64～72に関連づけされる異なるアプリケーショ
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ン60は、異なるナビゲーションツリーの如きデータの編成、ナビゲーション、および閲覧
のための異なる仕組みを用いうる。さらに、資産最適化サーバ62は、ウェブ接続部61また
はその他所望の通信ネットワークを通じて、ビジネスシステムアプリケーションまたはそ
の他のアプリケーションに通信可能に接続されうる。所望の場合には、資産最適化サーバ
62は、プロセスプラント内のフィールドデバイスおよび他のデバイスからのデータおよび
それらについてのデータを収集するために、メーカ独自のバス、イーサネット（登録商標
）バス、またはそれらを組み合わせたものを通じて、一または複数のプロセスコントロー
ラまたはフィールドデバイスに直接接続されてもよい。
【００２５】
　図２に示されているように、資産最適化サーバ62は、マイクロプロセッサ77と、ユーザ
インターフェイス78と、メモリ79とを備えている。このメモリ79は、異なるアプリケーシ
ョン60およびこれらのアプリケーション60に関連するナビゲーションツリー構造を統合し
て統合ナビゲーションツリー構造を形成するように動作し、また、異なるデータ供給源か
らのデータのための共通閲覧スキームを提供するように動作する複数のアプリケーション
およびデータベースを格納する。一つの実施形態では、資産最適化サーバ62は、当該資産
最適化サーバ62に通信可能に接続されている異なるデータ供給源であるアプリケーション
からのデータを格納するプラント情報データベース80と、異なるアプリケーション60の各
々に関連するナビゲーションツリー83aおよび異なるアプリケーション60のナビゲーショ
ンツリーを連携させるまたは統合させる統合ナビゲーションツリー83bを格納するナビゲ
ーションツリーデータベース82とを備えている。また、資産最適化サーバ62は、プラント
情報データベース80内に格納されているデータに関する情報を統合ナビゲーションツリー
83bを用いてユーザにユーザインターフェイス78を介して提供するユーザインターフェイ
スアプリケーション84をさらに備えている。
【００２６】
　さらに、所望ならば、異なるアプリケーション60からのデータを統合ナビゲーションツ
リー83bを用いてプラント情報データベース80内へ統合するために、データ統合アプリケ
ーション84が設けられてもよい。場合によっては、このデータ統合アプリケーション86に
より、アプリケーション60のためのナビゲーションツリー構造83aを統合ナビゲーション
ツリー83bへマッピングする機能がユーザに提供されることもある。一つの実施形態では
、統合アプリケーション86は、アプリケーション60のナビゲーションツリー構造の各々の
中のデータを統合するために用いられうるデフォルトナビゲーションツリー構造を備えう
る。このデフォルトナビゲーションツリー構造は、たとえばＳ８８標準規格において用い
られているプラント階層に基づいたものであってもよい。しかしながら、統合アプリケー
ション86は、あるユーザまたはさまざまなユーザが異なるアプリケーション60のナビゲー
ションツリーを異なる方法で統合するために用いられうるナビゲーションツリー構造をさ
らに作成することを可能としてもよい。もちろん、所望ならば、デフォルトナビゲーショ
ンツリー構造は、データ統合アプリケーション86および／またはユーザインターフェイス
アプリケーション84を用いてユーザにより作成されてもよい。
【００２７】
　一般的に、資産最適化サーバ62は、異なるアプリケーション60の異なるナビゲーション
ツリー構造83aの各々を格納し、これらのナビゲーションツリー内のデータを、資産最適
化データベース80内のデータを閲覧、アクセスするために用いられうる単一統合ナビゲー
ションツリー構造83bに関連づけするかまたはマッピングする。このマッピングの指定ま
たは完了のあと、異なるアプリケーションの異なるツリー構造の各々に関連するデータは
、統合ナビゲーションツリー内で編成され、これらのアプリケーションをサーバ62～72に
おいて用いるユーザまたはビジネスシステムのユーザの如きサーバ62に対してアクセスを
有するその他のユーザを含む任意のユーザにより閲覧される。所望ならば、単一ナビゲー
ションツリー構造は、たとえばコンフィギュレーションアプリケーションにより用いられ
てもよい。また、この単一ナビゲーションツリー構造は、各ユーザがプラントからのデー
タを同一の方法で閲覧できるように、プロセスプラントまたは当該プロセスプラントに関
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連するエンタープライズシステムの中のすべてのユーザによりアクセスされ、用いられて
もよい。所望ならば、各ユーザは、異なるユーザをコンフィギュレーションアプリケーシ
ョンへ接続するウェブまたはその他の通信ネットワークを用いて単一ナビゲーションツリ
ー構造にアクセスしてもよい。
【００２８】
　動作中、異なるアプリケーション60は、これらのアプリケーションにおいて用いられて
いるそれぞれ対応するナビゲーションツリー構造を資産最適化サーバ62へ送信しうる。こ
の資産最適化サーバ62では、これらのツリー構造は、データベース82の中へ格納されうる
。統合アプリケーション86は、異なるアプリケーションのうちの一つに関連づけされるナ
ビゲーションツリーの異なるカテゴリと単一統合ナビゲーションツリー構造83bのカテゴ
リとの間の対応関係を自動的に特定しうる。場合によっては、ユーザは、あるアプリケー
ション60のナビゲーションツリーのカテゴリと単一統合ナビゲーションツリーまたはデフ
ォルトナビゲーションツリー83b内のカテゴリとの対応関係を手動により特定することも
ある。アプリケーション60のカテゴリがＳ８８標準規格の如きなんらかの標準規格となん
らかの関係で対応していることが知られている場合、統合アプリケーション86はこの対応
関係を自動的に特定しうる。一方、ユーザは、ユーザの好みのナビゲーションツリーを作
成し、アプリケーション60のうちの一つのナビゲーションツリーおよびユーザが作成した
統合ナビゲーションツリーの異なるカテゴリの間の対応関係を特定しうる。もちろん、い
うまでもなく、デフォルトナビゲーションツリー構造または統合ナビゲーションツリー構
造は、データがアプリケーション60からサーバ62へと流れるので、データ送信元のアプリ
ケーションのうちの一部に現れていないまたは存在していないカテゴリを有していてもよ
い。しかしながら、デフォルトナビゲーションツリーまたは統合ナビゲーションツリーは
、異なるアプリケーション60のナビゲーションツリーのカテゴリの各々に関連するまたは
関連しうるカテゴリまたはレベルを有している必要がある。
【００２９】
　もちろん、統合アプリケーション86は、（データを資産最適化サーバ62へ送信する）ア
プリケーション60の各々のナビゲーションツリーと統合ナビゲーションツリー83bとの間
のマッピングを提供すべくなっており、このマッピングは、プロセスプラント10の資産最
適化機能内においてたとえばアプリケーションがオンライン状態になるときまたは他の方
法で統合されるときに実行される。そのあと、アプリケーション60の各々は、サーバ62が
データの送信元であるアプリケーション60のナビゲーションツリー構造に従ってデータを
分類することを可能とするための十分な情報とともにデータをサーバ62に送信する。サー
バ62およびとくに統合アプリケーション86は、統合ビューを提供するために用いられてい
る統合ナビゲーションツリー構造83bの適切なナビゲーションツリーカテゴリに関連づけ
された形式でデータを格納しうる。もちろん、データそれ自体は、将来のアクセス用にプ
ラント情報データベース80内に格納される。そのあと、ユーザインターフェイスアプリケ
ーション84は、ユーザまたはオペレータが、参照される異なるアプリケーションからのデ
ータを有する統合ナビゲーションツリー構造83bにアクセスすることにより、一貫性およ
び統合性のある方法でプラント情報データベース80内に格納されているデータにアクセス
することを可能としうる。
【００３０】
　一つの実施形態では、統合ナビゲーションツリー構造83bは、計装領域、機械領域、お
よび性能領域の如きロジカル領域またはプラントの領域の如き物理領域に従って編成され
うる。もちろん、いかなる他の所望の編成を統合ナビゲーションツリー構造83b内におい
て用いてもよい。統合ナビゲーションツリー構造83bがロジカルユニットに従って構築さ
れる場合、（異なるロジカルグループに通常分類される）異なるアプリケーションからの
異なるデータは、当該ツリー下の異なる小見出しまたはカテゴリに分類されうる。これら
の小見出しまたはカテゴリは標準的なナビゲーションツリー見出しであるかまたは異なる
アプリケーションに関連する実際のナビゲーションツリーを模倣したものである。一つの
実施形態では、情報サーバ64～72の各々はそのプラントツリーおよびコンポーネント（見
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出しを含む）を要求アプリケーション（すなわち、資産最適化サーバ62）に提供する。次
いで、統合アプリケーション86は、取得した情報を用いて、さまざまなプラントツリーの
コンポーネントを融合させる。所望ならば、アプリケーションの元のナビゲーションツリ
ーコンポーネントが元の情報サーバ（たとえば、保全サーバ64）により追跡調査されなん
らかの変更が加えられた場合、資産最適化サーバ62は、プッシュ技術を用いて更新されて
もよい。これに代えて、資産最適化サーバ62は、サーバ64～72を周期的にポーリングし、
これらのサーバ（または、これらのサーバで実行されるもしくはこれらのサーバに関連す
るアプリケーション）のナビゲーションツリー内の変更を受信、追跡記録してもよい。こ
のようにして、アプリケーション60に追加されたデータ、アプリケーション60から削除さ
れたデータ、またはアプリケーション60内で変更されたデータは、資産最適化サーバ62へ
反映または送信されて、格納される。さらに、これらのアプリケーションのナビゲーショ
ンツリー内のデバイスまたは他のエンティティの説明または記述は、資産最適化サーバ62
へ送信され、統合ナビゲーションツリー構造83bへ反映されるかまたはマッピングされ、
これにより、これらのデータは、資産最適化データベース50のユーザによる統合ナビゲー
ションツリー構造83bを通じた利用および閲覧が可能となる。
【００３１】
　資産データがデータベース80内に収集されると、当該データは、遠隔サイト63から容易
にアクセス、閲覧されうる。具体的にいえば、遠隔サイトの各々は、プロセッサ63aと、
閲覧スクリーンの如きユーザインターフェイス63bと、メモリ63cとを備えている。通常の
インターネットブラウザの如きインターネットアクセスアプリケーションは、メモリ63c
内に格納されうるし、また、通常プロセッサ63aにより実行されて主要データ可視化プラ
ットホーム62と通信しうる。さらに、遠隔サイト63は、一または複数の遠隔データアクセ
スアプリケーションを格納している。これらのデータアクセスアプリケーションは、イン
ターネットを用いて、主要データ可視化プラットホーム62から特定のデータ形式で特定の
情報またはデータを求めてポーリングし、このデータを遠隔サイト63のユーザに提示する
。これにより、主要データ可視化サイト62内に存在するすべてのデータ収集・統合アプリ
ケーションを遠隔サイト63に読み込むことまたはそこで実行することを必要とせずに、イ
ンターネット接続を通じてデータを容易に取得およびアクセスすることが可能となる。以
下でさらに詳細に説明するように、これらの遠隔データアクセスアプリケーションは、主
要データ可視化プラットホーム63から異なるデータ形式で異なる種類のデータを取得する
ことに関連する一または複数のモジュールを備えうる。
【００３２】
　図３には、図２の遠隔データ可視化プラットホーム63と主要データ収集・可視化プラッ
トホームまたは中央データ収集・可視化プラットホーム62との間の通信接続が示されてい
る。これにより、遠隔データ可視化プラットホーム63は、主要データ収集・可視化プラッ
トホーム62内に格納されているまたはそれにより収集されたデータを容易にアクセス・表
示することが可能となる。遠隔データ可視化プラットホーム63は、デスクトップコンピュ
ータ、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）などを含むいかなるタイプの
コンピューティングデバイスであってもよい。また、遠隔データ可視化プラットホーム63
は、たとえばインターネット通信接続器88を通じて、ウェブサーバ87に接続されている。
遠隔データ可視化プラットホーム63は、無線接続、ダイアルアップ接続、ブロードバンド
接続、Ｔ－１回線などを含む任意の所望の接続用のハードウェアおよびソフトウェアを用
いてインターネット88に接続されうる。次いで、ウェブサーバ87は、主要サーバ62に関連
する通信インターフェイス89に接続され、ＸＭＬファイルを用いてまたはＸＭＬ形式で、
通信インターフェイス89と通信しうる。この通信インターフェイス89は、標準的な通信機
能を実行するために、接続サーバ（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｅｒ）や、汎用エク
スポートサーバ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｅｘｐｏｒｔ　ｓｅｒｖｅｒ）などを備えうる。
【００３３】
　図３に示されているように、主要データ収集・可視化プラットホーム62は、データベー
ス90に接続されており、このデータベース90は、サーバ62により収集されるプラントデー



(17) JP 4869062 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

タを格納する。データベース90は、たとえばＳＱＬサーバ／データベースであってもよい
し、図２のデータベース80の機能を充足してもよい。一般的にいえば、主要データ収集・
可視化プラットホーム62は、ウェブサーバ87と通信し、当該ウェブサーバ87からポーリン
グにより求められているデータを、所定の形式でセットアップまたは準備されるＸＭＬフ
ァイルで用意することにより、迅速にかつ容易にデータを当該ウェブサーバ87に対して提
示する。
【００３４】
　主要データ収集・可視化プラットホーム62から取得された情報またはデータは、ＨＴＴ
Ｐプロトコルを用いてサーバ87に送信され、ＨＴＭＬページの形式をとっている。図３に
示されているように、Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｐａｇｅ（ＡＳＰ）ドキュメントは
、ウェブサーバ87の中に設けられて、実行される。ＡＳＰドキュメントは、．ＮＥＴコン
ポーネントを用いて、主要データ収集・可視化プラットホーム62に対して特定のタイプの
データを求める問い合わせを行いうるし、このデータを、ストリーム（格納されない）Ｘ
ＭＬデータとして受信しうる。次いで、このＸＭＬデータは、たとえばＸＳＬＴ言語を用
いて直ぐに処理され、ＨＴＭＬデータに変換され、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔＥｘｐｌｏｒｅｒの如き標準的ブラウザで表示される。
【００３５】
　遠隔データ可視化プラットホーム63は、オブジェクトモジュール92a～92hとして図３に
おいて特定されているさまざまなオブジェクトを用いてウェブサーバ87と通信する。通常
、これらのオブジェクトモジュール92a～92hは、あるタイプのデータが求められた場合に
サーバ87を呼び出しそのデータを求めるようになっているエレメントを通常備えており、
これらのエレメントは、遠隔データ可視化プラットホーム63に格納されている。次いで、
サーバ87は、これらの呼び出しに応答しＡＳＰドキュメントを通じて主要データ収集・可
視化プラットホーム62から特定の書式で（これらの呼出しに関連する）特定のタイプのデ
ータを取得すべくなしてあるアプリケーションを用いる。このようにして、オブジェクト
モジュール92a～92hは、サーバ87を呼び出し、特定のタイプの情報を求め、この情報は、
ＸＭＬ形式でまたはＸＭＬファイルでウェブサーバ87に送信され、格納されることなくウ
ェブページに変換され、遠隔サイト63へ返信され、遠隔サイト63のユーザにより閲覧され
る。オブジェクトモジュール92a～92hが特定のタイプのデータを求める呼び出し行い、こ
のデータのプロファイルが、実際上、ウェブサーバ87の中に格納されていてもよいしまた
は主要サーバ62の中に格納されていてもよいので、全データベース90が、遠隔コンピュー
タ63の中に読み込まれる必要もなければ遠隔コンピュータ63へ送信される必要もない。そ
の代わりに、呼び出しにより要求されているデータのみが、公知のＸＭＬファイルにラッ
ピングされて、サーバ67から遠隔サイト63まで送信される。したがって、インターネット
を用いた通信およびデータ呼び出しは、遠隔サイト63までへ送信される必要のあるデータ
の量が減少させられ遠隔サイト63にデータを送信するスピードが上昇させられるように行
われる。
【００３６】
　以上のように、ウェブサーバ87は、ウェブページを作成しＶＢＮＥＴ、ＸＭＬ，Ｗｅｂ
　ｓｅｒｖｉｃｅｓなどの如き標準的な．ＮＥＴコンポーネント（．ＮＥＴ　ｃｏｍｐｏ
ｎｅｎｔｓ）を用いた従来のウェブサービスを提供すべくなしてあるＡＳＰ．ＮＥＴフレ
ームワークなどを実装しうる。ウェブサーバ87がＸＭＬファイルを用いてインターフェイ
ス89と通信するので、サーバ62およびデータベース90から求められる情報は、有利に、遠
隔プラットホーム63へ容易に配信されるようサーバ87内にＸＭＬドキュメントとして保存
されうる。さらに、オブジェクトモジュール92a～92hの各々がそれと関連する一または複
数の所定の表示形式を有しているので、ＸＭＬドキュメント内のデータは、個々のオブジ
ェクト所定の要件に基づいて容易に、格納およびウェブページへの変換がなされうる。
【００３７】
　以上のように、サーバ87は、インターフェイス89と一緒に、核となる．ＮＥＴコンポー
ネントが、（サーバ87内の）ウェブアプリケーションとコムインターフェイス（ｃｏｍ　
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ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）との間の通信を取り持つべくなしてあるデータ交換層を形成し、次
いで、これらのコムインターフェイスが主要サーバ62において相互に作用することにより
、要求されたデータを取得する。したがって、ウェブモジュール92の全部が、サービスの
ために．ＮＥＴコンポーネントと実質的に通信し、．ＮＥＴコンポーネントが、適切なＸ
ＭＬストリームを戻すインターフェイス89と通信する。データ交換層は、要求されたデー
タをＸＭＬストリームから抽出し、このデータを発呼オブジェクトにウェブページ形式で
戻す。また、このデータ交換層は、アドミニストレータ用ファイルをサーバ87の中に保存
する機能をさらに実行する。もちろん、すべてのモジュール92が、サーバ87（すなわち、
データ交換層）内のウェブアプリケーションに関連する方法に対する呼び出しを実行し、
サーバ62からのまたはサーバ62への所定のタイプのデータの送受信を行うべくなしてある
。
【００３８】
　いうまでもなく、サーバ87は、エンドユーザが．ＮＥＴと相互作用するための手段であ
るＸＭＬウェブサービスおよび．ＮＥＴエクスピアリエンス（．ＮＥＴ　ｅｘｐｅｒｉｅ
ｎｃｅｓ）を作成、開発、管理、および結合することを可能とする一組のプログラミング
ツールおよび基盤施設を備えるように、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ＮＥＴ構造上に構築されて
もよい。この製品の特徴の一部は、標準的なインターネットブラウザのルック＆フィール
を実現するためにサーバアプリケーションと共存すると共に補完するウェブをベースにし
た読み取り専用アプリケーションを備えていることもある。一つの実施形態では、このア
プリケーションは、要求されたデータをサーバ62から抽出するために既存のＣＯＭ／ＤＣ
ＯＭコンポーネントのＸＭＬデータアクセスサービスを用いうるし、また、レベル認証用
の組込書式を用いたイントラネット多重ウェブアクセス（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｗｅｂ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｔｈｅ　ｉｎｔｒａｎｅｔ　ｗｉｔｈ　Ｂｕｉｌｔ－ｉｎ
　Ｆｏｒｍ）機能を備えうる。
【００３９】
　図３のハードウェア構成には、遠隔アプリケーションモジュール92とデータベースとの
間の通信を取り持つ上で用いられる二つの別個のサーバが示されている。第一のサーバは
、データベース90を備える主要データ可視化アプリケーション62に用いられ、第二のサー
バ87は、遠隔サイト63への通信を提供するためのウェブアプリケーションを実行しうる。
これに代えて、単一のサーバを通信の実行に用いてもよい。この単一サーバ方式では、ウ
ェブサーバソフトウェア、遠隔呼び出しアプリケーション、およびデータベース90へのア
クセス用のデータベースサーバの如き基本サーバのすべてが一つのサーバに搭載、実行さ
れる。この実施形態では、すべてのアプリケーションが同一のサーバに搭載されているの
で特別な構成を必要とすることなく、遠隔サイト63は、直接プラントワイドイントラネッ
ト、ローカルエリアネットワーク、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂなどを通じて、直接こ
の単一サーバと通信する。
【００４０】
　以上のように、さまざまな遠隔データ可視化プラットホーム63は、主要データ可視化プ
ラットホーム62（および最終的にはデータベース90）からのデータをアクセスするために
前もって設定されているウェブモジュール92を通常用いる。これらのウェブモジュール92
は、たとえばデータベース90内にデータが格納されているさまざまなデバイス間の検索（
ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）を可能または許可しうるデバイスナビゲーションモジュール91a
と、プロセスプラント内のフィールドデバイスおよび他のデバイスに関して生成されてい
る現在のアラートまたは過去のアラート（アラームを含む）の検索および閲覧を可能およ
び許可しうるアラート監視器92bと、遠隔ユーザにデータベース90内に格納されている監
査トレイルデータの閲覧を可能とする監査トレイルモジュール92cと、遠隔ユーザにデバ
イスコンフィギュレーションデータの閲覧を可能とするデバイスコンフィギュレーション
リストモジュール92dと、遠隔ユーザに校正試験の実行およびデータベース90内に格納さ
れているデバイスによりまたはデバイスのために格納される校正データの閲覧を可能とす
る校正試験モジュール92eと、遠隔ユーザにプロセスプラント内のさまざまなフィールド
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デバイスまたは他のデバイスのための校正スケジュールの閲覧および必要な変更を可能と
する校正スケジュールモジュール92fと、遠隔ユーザにプロセスプラントに関連するデバ
イスのリストの閲覧および検索を可能とするデバイスリストモジュールと、遠隔サイト63
のユーザにより以前に設定または定義された個人データまたはデータページをアクセスし
うる個人化モジュール92hとを含みうる。もちろん、迅速かつ容易な方法でデータベース9
0内に格納されている他のタイプのデータをアクセスし、閲覧するために、他のウェブモ
ジュールが遠隔データ可視化プラットホーム63において用いられても格納されてもよい。
以上のように、これらのモジュール92は、サーバ87を呼び出して、当該サーバ87にサーバ
62と相互作用させることにより、遠隔サイト63で必要なまたは要求されるデータを共通の
または一貫性のある形式で取得すべくなしてある。
【００４１】
　図４には、遠隔データ可視化サイト63で図３のモジュール92に関連するさまざまなタイ
プのデータを提示するために用いられうる包括的閲覧スクリーンが示されている。具体的
にいえば、遠隔データ可視化プラットホーム63のうちのいずれかの表示スクリーン93は、
オブジェクトブラウザ領域94とオブジェクト閲覧領域95とを含む二つの共通領域または共
通ペインを有するように設定されうる。表示スクリーン93のオブジェクトブラウザ領域94
は一または複数のブラウザ構造94a～94gを通常備えている。これらのブラウザ構造は、ユ
ーザに表示したいオブジェクトの選択を可能とするように作られたたとえばナビゲーショ
ンツリー構造または他のブラウザ構造でありうる。ブラウザセクション94a～94bは、ブラ
ウジングされうるし、内部のアイテムは、主要データ可視化プラットホーム62からさらな
る情報を取得するために選択されうる。ブラウザセクション94a～94b内での選択により、
図３のモジュール92のうちの一つを通じて、ある形式であるデータを表示するための呼び
出しを起動させる。
【００４２】
　その一方、オブジェクト閲覧領域95は、参照番号95a～95fにより示されている一組の一
般化された表示形式のうちの一つを用いて、オブジェクトブラウザ領域94内で選択された
アイテムまたはオブジェクトについての情報を表示すべくなっている。これらのデータ形
式は、データにアクセスして表示するためにも用いられるべきＡＳＰドキュメントを指定
する。図４に示されているように、（モジュール92と通信しうる）アプリケーションプレ
ゼンテーション層（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）
96は、遠隔サイトと主要データ可視化サーバ62内のインターフェイス89との間を結合させ
、ブラウザオブジェクト94のうちの一つを選択することにより指定された情報を取得し、
その情報を所定の表示形式でオブジェクト閲覧領域95内に提示する。この表示形式を有す
るウェブページは、内部に適切な情報を備えてウェブサーバ87（図３）で生成されうる。
これにより、インターネット接続88を用いて送信されるデータの量が削減される。
【００４３】
　図４に示されているように、オブジェクトブラウザ領域94は、主要データ可視化プラッ
トホーム62（および最終的にデータベース90）内の情報をブラウジングしこれらから情報
を取得するためにさまざまな所定の選択項目または見出しを提供する。たとえば、ユーザ
は、プラントロケーション階層ブラウザ94aを用いることにより、たとえばＡｒｅａ、Ｕ
ｎｉｔ、Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅなどを含むＳ８８標準規格
のカテゴリに準拠したプラントロケーションに基づいてブラウジングしうる。ユーザは、
ブラウザ94aを用いてプラントデータベース階層（Ａｒｅａ／Ｕｎｉｔ／Ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ／Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅ）を検索し、オブジェクト閲覧領域95上で関連する
デバイスをたとえばこれらのデバイスに関連するタグリスト形式を用いて検査することが
できる。このタグリスト形式は、ブラウザ94のうちの選択されたセクションに関連する情
報を、デバイスのタグのリストとしておよび当該タグの各々に対する適切な情報として基
本的に表示する。このような表示の一例が図５に示されている。この図では、ブラウザセ
クション94aがプラントロケーション（ｐｌａｎｔ　ｌｏｃａｔｉｏｎ）セクション下で
展開され、複数の個別のエレメントが示されている。これらのエレメントのうちの一つ、
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すなわちＳａｔｉｓｈエレメントが選択され、タグにより記載されてＳａｔｉｓｈエレメ
ントに関連するデバイスがオブジェクト閲覧領域95内に示されている。図５から分かるよ
うに、各タグの情報には、デバイスタグ、製造業者、デバイスタイプ、更新、支持する通
信プロトコル、整理番号、ステータス、およびデバイスが設けられているプラント領域が
含まれる。しかしながら、これに代えてまたはこれに加えて、その他所望の情報が示され
てもよい。また、ユーザは、選択されたタグに関連するデバイスについてのさらに詳細な
情報を閲覧するために、マウスをクリックすることにより単一のまたは複数のタグをさら
に選択してもよい。
【００４４】
　いうまでもなく、ブラウザ94またはオブジェクト閲覧領域95の中のエレメントのうちの
一つを選択すると、図３の関連するウェブモジュール92は、そのエレメントに関連するデ
ータを求めて呼び出しを行う。この呼び出しは、図３のウェブサーバ87へルーチングされ
、当該ウェブサーバ87内のアプリケーションに、主要データ閲覧プラットホーム62からの
データを取得させ、このデータを適切な所定のウェブページ形式にセットさせる。図４の
形式セクション95aにより示されているように、タグリストの表示画面は、これらのタグ
のうちの一または複数についての監査トレイル情報（ａｕｄｉｔ　ｔｒａｉｌ）、コンフ
ィギュレーション要約（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｓｕｍｍａｒｙ）、コンフィギュ
レーション（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）情報、および校正試験イベント（ｃａｌｉｂ
ｒａｔｉｏｎ　ｔｅｓｔ　ｅｖｅｎｔｓ）に関する情報を提供しうる。図６に示されてい
るように、ユーザは、ドロップダウンメニュー98を用いてオブジェクト閲覧スクリーン95
の右欄上の選択ボックスセクション内で選択されるタグについての監査トレイル情報、コ
ンフィギュレーション情報、および校正情報を取得しうる。一例では、図７は、図６のス
クリーン内の選択されたタグの監査トレイル情報を示しており、図８は、図６内の選択さ
れたタグのうちの複数のタグのコンフィギュレーション要約スクリーンを示しており、図
９は、図６のスクリーン内のあるタグに関する詳細なまたは完全なコンフィギュレーショ
ン情報スクリーンの一例を示しており、図１０は、図６のスクリーン内の選択されたデバ
イスの校正試験イベント要約スクリーンの一例であり、選択されたタグに対する最近の校
正結果を表している。
【００４５】
　同様に、ユーザは、（図４の）ブラウザ94bを用いて、プロセスプラントの物理通信ネ
ットワークに関連するサーバおよび当該サーバ内で用いられるデータ構造体の如き物理ネ
ットワークをブラウジングしうる。さらに詳細にいえば、ナビゲーションツリー94内の物
理ネットワークレベル94bから、ユーザは、システムに物理的に接続されたデバイスをオ
ブジェクト閲覧領域95上のタグリストページとして閲覧することができる。この物理ネッ
トワークは、プロセスプラント内のノードのうちのいずれかに取り付けられるいかなるハ
ードウェアを備えてもよい。ユーザは、図６～図１０に関連して上述された方法で、タグ
リストページから、監査トレイル情報、コンフィギュレーションパラメータ情報、校正情
報などのようなさらに詳細なページを取得しうる。
【００４６】
　プロセスプラント内のアラートを閲覧するために、図４のアラート監視ブラウザセクシ
ョン94cを用いうる。具体的にいえば、アラート監視ブラウザセクション94cは、ユーザに
より機能不全であるかまたは不良データを報告していると疑われうるＨＡＲＴデバイスな
どをユーザが観察するために使用可能な診断ツールを実行する。ユーザは、アラート監視
（ａｌｅｒｔ　ｍｏｎｉｔｏｒ）ブラウザセクション94cを用いて、デバイスのポーリン
グ、デバイスの故障または訂正する必要のあるパターンの監視などを行いうる。上述のデ
バイスをポーリングするためのアラート監視スクリーンが図１１に示されている。ブラウ
ザセクション94cのうちのアクティブアラート（ａｃｔｉｖｅ　ａｌｅｒｔ）部は、最近
の観察によりアラート状態にあると考えられているデバイスすべてを記載し、デバイスポ
ーリングリスト（ｄｅｖｉｃｅ　ｐｏｌｌ　ｌｉｓｔ）部は、アラート監視ツールにより
ポーリングされるデバイスすべてを記載する。いうまでもなく、アラート監視ツールは、
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主要サーバ62の中にまたは当該主要サーバ62へ接続されているコントローラの如き他のデ
バイスの中に格納されそれらによって実行されてもよい。さらに、いったん実行されると
、図１１のアラート監視ビューおよびそれに関連するアラートモジュール92bは、アラー
ト情報を求めてポーリングし続け、この更新アラート情報を遠隔プラットホーム63におけ
るユーザに送信しうる。このようにして、遠隔プラットホームにおけるユーザは、プラン
ト内で変化していくアラートデータを示すライブスクリーンを閲覧しうる。
【００４７】
　さらに、プロセスプラント内で監査トレイル情報を閲覧するために、ブラウザセクショ
ン94dが用いられうる。この監査トレイル（ａｕｄｉｔ　ｔｒａｉｌ）情報は、図１２に
示されているが、データベース90内に格納されるイベントとも呼ばれる履歴記録を含んで
いる。所望ならば、これらのイベントは、デバイスタグに応じて表示されてもよいし、ま
たは、デバイスタグにより、物理デバイスにより、もしくは、システム全体に対して編成
されてもよい。図４に例示された形式95dでは、イベントは、ＡＬＬ、Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ、Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ、Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、Ｓｔａｔｕｓ　Ａｌｅ
ｒｔｓ、およびＳｙｓｔｅｍ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅを含む６つのタブに監査トレイル
枠内でグループ化されている。これらの異なるタブは、これらのカテゴリの各々によりグ
ループ化される監査トレイル情報の閲覧のために、選択または使用されうる。しかしなが
ら、図４に記載されたものに代えてまたは加えて、監査トレイル情報の閲覧のために、他
のグループまたは前もって決められたカテゴリを用いてもよい。
【００４８】
　図１３に例示されているスクリーンに示されているように、プロセスプラント内のいず
こにデバイスが設けられていたとしても、これらのデバイスのデバイスタグリスト（ｄｅ
ｖｉｃｅ　ｔａｇ　ｌｉｓｔｓ）およびそれに関連する情報を直接閲覧するために、ブラ
ウザセクション94eが用いられうる。具体的にいえば、ブラウザセクション94eは、主要デ
ータ閲覧プラットホーム62によりデータが収集されるデバイスに関するさまざまなレポー
トを提供しうる。このデータは、製造業者、デバイスプロトコル、デバイスタイプ、およ
びデバイス更新により編成されるプラント内のデバイスの在庫品目すべてを記載するＡｌ
ｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、プラントデータベース90内の制御モジュールに割り当てられている
デバイスを記載するＡｓｓｉｇｎｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、プラントデータベース90から取
り除かれプラントデータベース90への割り当てに利用可能でないデバイスを記載するＤｅ
ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、およびプラントデータベース90内の制御モ
ジュールに現在割り当てられているデバイスを記載するＳｐａｒｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓのカ
テゴリを用いてアクセスされてもよいしまたは報告されてもよい。さらに、これらのデバ
イスに関するさまざまなタイプの情報（たとえば、監査トレイル情報、コンフィギュレー
ション情報、および校正情報）がプルダウンメニューを用いて閲覧されうる。いうまでも
なく、ブラウザ領域94のセクション94eにより、ユーザは、関連するデバイスが設けられ
ているプラントロケーションまたは物理ネットワークに関係なく、直接タグリスト形式で
情報を閲覧することができる。したがって、セクション94a、94b、94e内のデータの閲覧
に同一のタグリスト形式が用いられうるが、これらの異なるナビゲーションツリーセクシ
ョンを通じて、異なるデータグループがアクセスされてもよい。
【００４９】
　校正ルート（ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｒｏｕｔｅｓ）、校正スケジュール（ｃａｌｉ
ｂｒａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｓ）などを含む校正情報の閲覧またはブラウジングに
、ブラウザセクション94fが用いられうる。ブラウザ94のこのセクション94fは、（たとえ
ばサーバ62に格納、実行されうる）校正保全方法と関連づけされている。この校正保全方
法は、デバイスの性能を決定するためにデバイスを試験することと、仕様範囲内での実行
させるためにデバイスを調整することとを含んでいる。この校正管理機能を支援するデバ
イスに対して校正履歴が利用可能である。Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｒｏｕｔｅｓセクシ
ョンは、データベース90と校正器との間で情報を交換するための手段を提供する。校正ル
ート情報スクリーンの一例が図１４に示されている。この図には、Ｒｏｕｔｅ１と呼ばれ
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るある校正ルートに関連する情報がタグリスト形式を用いて示されている。ルートは、ド
キュメント校正器または標準試験装置とともに用いられうる。いうまでもなく、ユーザは
、ツリー94fのルートレベルから、システムにおいて定義された校正ルートを閲覧するこ
とができる。ツリービュー94fのあるルートを選択すると、関連するデバイスがタグリス
ト形式を用いてオブジェクト閲覧セクション95内に表示される。もちろん、実際に表示さ
れる情報は、たとえば（校正ルートに関連する）監査トレイル情報、校正ルートに関連す
るコンフィギュレーション情報、および校正ルートに関連する校正情報を含むように、ド
ロップダウンメニュー98を用いて変更されてもよい。
【００５０】
　ツリー94fのＣａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｄｕｌｅ部では、プラントデータベー
ス90内に格納されているデバイスの場所、前回校正日および次回校正日、校正が重篤（ｃ
ｒｉｔｉｃａｌ）か否かなどを含むデバイスの校正スケジュールの詳細が示されている。
図１５には、タグ（ｔａｇ）によりデバイスを列記するとともに次回校正日時に基づいて
、校正スケジュールスクリーンの一例が示されている。このスクリーン上のデータビュー
に掲載されている校正情報を変更するために、検索基準フィールド99が用いられうる。こ
の検索基準フィールドを用いることにより、ユーザは、一または複数のデバイスに実行さ
れる前回校正または次回校正を閲覧することが可能となるとともに、ある年月日よりも以
前（Ｏｎ　ｏｒ　Ｂｅｆｏｒｅ）、ある年月日から以後（Ｏｎ　ｏｒ　Ａｆｔｅｒ）、二
つの年月日の間（Ｂｅｔｗｅｅｎ）などの如き、校正情報を検索する時間枠を選択するこ
とが可能となる。これに加えて、検索基準フィールド99を用いることにより、ユーザは、
すべての校正イベント、重篤な校正イベント、重篤でない校正イベントなどを検索するこ
とが可能となる。
【００５１】
　さらに、ブラウザセクション94gを用いることにより、ユーザは、前もってセットアッ
プまたは設定してある情報をブラウジングすることが可能となる。この情報は、ユーザが
閲覧を希望するとともに各ユーザ特有の（すなわち、ユーザによって異なる）情報として
ユーザによりセットアップされるいかなる情報であってもよい。ブラウザ94のこのセクシ
ョンは、特定の興味に基づいて生成される問い合わせの結果を特定のファイル名を付けて
保存する機能をユーザに提供し、これにより、ユーザは、同一のレポートをあとで閲覧す
ることができる。
【００５２】
　図４には詳細に示されていないが、ブラウザセクション94は、Ｈｅｌｐ情報と、（ユー
ザおよびユーザの資格に対して割り当てられるセキュリティにアクセスする）Ｓｅｃｕｒ
ｉｔｙ　ａｎｄ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎアクセスと、（プラントネットワーク全
体を通じてデータベース90に対して遠隔から同時にアクセスするユーザの数を制限する機
構を提供する）ライセンス検証とをさらに備えうる。もちろん、所望ならば、図１６に示
されているような選択メニューが、上記のデータ情報スクリーンのうちの一または複数に
関連する表示画面パラメータおよびデータ取得パラメータを指定するためにセットアップ
され、設定されてもよい。もちろん、ある遠隔サイトにおける表示にあたって、どのデー
タをどれだけサーバ62から取得するかの決定をその遠隔サイトのユーザの選択項目に基づ
いて行うために、この選択データが、ウェブモジュール92により用いられてもよい。
【００５３】
　さらに、オブジェクトブラウザ94のＳｅａｒｃｈタブからアクセスされうるサーチエン
ジンは、タグ詳細、製造業者、整理番号などのごとき任意の所望の基準に基づいてデータ
ベース90を検索することができる。この検索の結果はオブジェクト閲覧領域95上に表示さ
れうる。図１７には、サーチ（ｓｅａｒｃｈ）エンジンおよびサーチ表示スクリーンの一
例が示されている。この図では、デバイスタイプ、製造業者、更新、タグ名、整理番号、
対応通信プロトコル、デバイス割当の有無、予備品、廃棄などに基づいた検索機能が示さ
れている。もちろん、主要データ可視化プラットホーム62を通じてデータベース90の検索
を実行するにあたって、いかなる他のサーチスクリーンおよび検索基準ならびにいかなる
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適切なタイプのサーチエンジンが提供されて用いられてもよい。
【００５４】
　いうまでもなく、オブジェクト閲覧領域95内のデータは、複数の形式のうちのいずれか
一つの形式で表示されうる。上述のタグリスト形式は、データが属するデバイスに関連す
るタグに基づいてデータを表示する最も汎用な形式のうちの一つである。このタグリスト
形式は、いずれかのＡｒｅａ／Ｕｎｉｔ／Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｍｏｄｕｌｅ／Ｅｑｕｉｐｍ
ｅｎｔ　ｓｔｒｉｎｇに関連するタグリストを提供するためにオブジェクトブラウザ（ｏ
ｂｊｅｃｔ　ｂｒｏｗｓｅｒ）領域94から用いられてもよいし、あるルートまたは選択さ
れたルートのタグが列記されるＲｏｕｔｅｓノードから用いられてもよいし、サーチ基準
を充足するタグを列記するサーチスクリーンまたはサーチツールから用いられてもよいし
、いずれかの物理階層構造に関連するタグリストを表示する、ブラウザ領域94の物理ネッ
トワークセクション94bから用いられてもよい。一般的にいえば、タグリスト表示形式か
ら、ユーザは、選択ボックスセクション（たとえば、図６の選択ボックス97）を用いて一
または複数のタグを選択し、その選択されたタグに関連する監査トレイル情報、コンフィ
ギュレーション詳細、コンフィギュレーション要約、校正試験イベントなどについてのさ
らに詳細な情報を取得することができる。
【００５５】
　他の閲覧形式としては、閲覧中のアクティブアラートまたはデバイスポーリングが実行
中か否かに基づいて情報を表示するＡｌｅｒｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ形式および上述の６つの
カテゴリのうちの一つに基づいてデータを表示しうる監査トレイル形式が挙げられる。
【００５６】
　したがって、上述の遠隔データのアクセスおよび閲覧方法により、使い方が簡便となる
とともに、主要データ収集・可視化プラットホーム62により収集されたデータを一または
複数の遠隔サイト63から当該遠隔サイト63において主要データ収集ソフトウェアをフルに
搭載することなく簡単にアクセス可能となる。また、このようなアクセスにより、ユーザ
は、所定のタイプのデータを所定のタイプの閲覧形式で取得することによりインターネッ
トエクスプローラの如き標準型ウェブブラウザを通じたプラント資産の管理を行うことが
可能となる。
【００５７】
　具体的にいえば、以上のように、遠隔サイトアクセス方法により、マウスの右側ボタン
および左側ボタンを選択し簡単なナビゲーションツリーを制御することにより、履歴デー
タがプラントデータベース内に格納されているデバイスのリストにアクセスする機能、簡
単なナビゲーションツリー制御画面上のアイコンを選択することにより、物理接続により
編成されているデバイスのリストにアクセスする機能、およびプラットホームのデータベ
ースに接続されうるまたはその中に履歴データが格納されうるデバイスについての問い合
わせを主要データ収集・可視化プラットホームに対して行うためにサーチスクリーンにア
クセスする機能が使用可能となる。さらに、本明細書記載の遠隔サイトアクセス方法によ
り、簡単なナビゲーションツリー制御画面内のアイコンを選択することにより、フィール
ドデバイスの特定レポートにアクセスする機能、簡単なナビゲーションツリー制御画面内
のアイコンを選択することにより、現在アラート状態にあるデバイスを遠隔から閲覧する
機能が使用可能となる。同様に、このアラート閲覧ウインドウにより、どのデバイスのス
テータス変更情報のビューであっても絶えず更新されるので、当該デバイスのステータス
を遠隔サイトからリアルタイムで閲覧することが可能となる。
【００５８】
　さらに、デバイスのリストを示す表示画面から、ユーザは、選択されたフィールドデバ
イスに関するデバイス履歴情報（監査トレイル）のページを検索する資格を有している。
同様に、遠隔サイトにおいて、遠隔ユーザが権限を有するユーザである場合、当該ユーザ
は、デバイスのリストを示す表示画面からデバイス情報に変更を加える資格を有する。ま
た、ユーザは、閲覧中のデバイスが従来型の（非スマート）デバイスであるかまたは（Ｈ
ＡＲＴプロトコル、Ｆｉｅｌｄｂｕｓプロトコル、もしくはＰｒｏｆｉｂｕｓプロトコル
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の如きデジタル通信プロトコルを用いて通信される）スマートフィールドデバイスである
かに関係なく、監査トレイルとして格納されるそのデバイスの情報の履歴を取得する資格
を有している。同様に、ユーザは、いずれのフィールドデバイスの格納設定パラメータに
対してもアクセスすることができる。設定データの形式は、前もって定義された共通形式
であってもよいし、またはデバイスのタイプに特有の形式であってもよい。さらに、ユー
ザは、主要データベース内に格納されている校正情報および校正記録にアクセスしうる。
これに加えて、デバイス履歴情報のページから、ユーザは、特定のデバイス記録に目を通
し、主要データベース内に格納されているイベントに関する詳細を理解する資格を有する
。特定の詳細スクリーン内において、ユーザは、要約情報を求めて選択したデバイスの時
間枠を前後に移動する資格を有しうる。また、ユーザは、デバイス情報記録を求める年月
日をさらに特定する範囲を入力し、その選択機銃で選択されたデバイスのリストを調整す
る資格を有する。
【００５９】
　図１０および図１５の校正スクリーンに関連して示されているように、ユーザは、フィ
ールドデバイスに対して実施された校正イベントの高いレベルの要約情報を検索する資格
を有する。要約情報画面から、ユーザは、一または複数の特定の校正レポートを選択し、
所望ならばこれらのレポートをその場のプリンタで印刷することができる。同様に、簡単
なツリー制御画面から、ユーザは、期限の切れのまたは将来の特定時間内に期限が切れる
校正情報を検索し、その校正情報のレポートを印刷することができる。
【００６０】
　以上のように、主要データ収集・可視化プラットホーム62から取得されうるデータは、
複数の異なるデータ供給源からのデータからなりうる。これらの異なるデータ供給源から
のデータを容易に閲覧・アクセスする目的で、これらのデータを主要サイト62および遠隔
サイト63におけるブラウザに統合するために統合ナビゲーションツリーが用いられうる。
したがって、図５から図１５に示されているもの以外に他のナビゲーションツリー構造を
ブラウザセクション94内で用いることにより、複数の異なるデータ供給源からのデータを
遠隔から閲覧することが可能となる。図１８には、データ供給源に応じて設定されている
３つの異なるアプリケーション、すなわちＡＭＳＳＵＩＴＥインテリジェントデバイスマ
ネジャーでありうる保全アプリケーション（ＡＭＳ）と、ＡＭＳＳＵＩＴＥマシン調子マ
ネジャーでありうる電源装置監視・診断アプリケーション（ＲＢＭ）と、ＡＭＳＳＵＩＴ
Ｅ装置性能監視器でありうるプラント効率監視アプリケーション（ｅ－ｆｆｉｃｉｅｎｃ
ｙ）とからのデータにアクセスし、閲覧するために構築された統合ナビゲーションツリー
100の一例が示されている。いうまでもなく、この統合ナビゲーションツリー100は、デー
タ供給アプリケーション60（図２）の各々からのアプリケーションデータを分類するカテ
ゴリと、これらのカテゴリに関連するプロセスプラント内のエンティティを表す表記記号
とを備えている。
【００６１】
　いうまでもなく、統合ナビゲーションツリー100は、Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（または、
最高位）の真下に異なるアプリケーション（図２のアプリケーション60）の各々に対して
高位カテゴリを有し、また、異なるアプリケーション（60）の各々のナビゲーションツリ
ーに依存しかつ事実反映する、高位カテゴリ下にあるサブカテゴリのデータを有している
。したがって、ＡＭＳ　Ｐｌａｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓのタイトルを有するフォルダ
と、その下にあるフォルダまたはカテゴリ102は、保全（ＡＭＳ）アプリケーションから
のデータと関連している。同様に、ＲＢＭ　Ｐｌａｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓのタイト
ルを有するフォルダと、その下にあるフォルダまたはカテゴリ104は、電力装置監視（Ｒ
ＢＭ）アプリケーションからのデータと関連している。さらに、ｅ－ｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
　Ｐｌａｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓのタイトルを有するフォルダと、その下にあるフォ
ルダまたはカテゴリ106は、効率監視（ｅ－ｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）アプリケーションから
のデータと関連している。もちろん、制御アプリケーション、回転装置監視アプリケーシ
ョンなどの如き他のアプリケーションからのデータを反映するために、さらなるフォルダ
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およびサブセクションが設けられてもよい。
【００６２】
　図１８では、サブセクション102、104、106の各々は、データの供給源であるアプリケ
ーションのナビゲーションツリーの階層構造を反映させる階層構造に構成されたサブフォ
ルダまたはアイテムを備えている。したがって、サブセクション102は、保全アプリケー
ション（主要データ収集・可視化プラットホーム62内で用いられるデータ収集アプリケー
ションでありうるＡＭＳアプリケーション）がこれらのカテゴリを有するナビゲーション
ツリー構造を用いているので、Ａｒｅａ（Ａｒｅａ１）、Ｕｎｉｔｓ、Ｅｑｕｉｐｍｎｅ
ｎｔ　Ｍｏｄｕｌｅｓ，およびＣｏｎｔｒｏｌ　　Ｍｏｄｕｌｅｓのためのフォルダを備
えている。さらに、保全アプリケーションから受信されたデータは、それが実際の保全ア
プリケーション内で編成されるので、サブセクション102内のサブカテゴリに伝送される
。たとえば、データが存在するＣｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅｓ（ＴＴ－１１１、ＴＴ－
２２２、ｅｔｃ）はサブセクション102内のＣｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅフォルダ下に
示されている。
【００６３】
　同様に、電力装置監視アプリケーションに関連するデータは、関連するアプリケーショ
ンのナビゲーションツリー構造を用いて示されている。このナビゲーションツリー構造に
は、デバイス（たとえば、ポンプ、送風機、モータ、およびドライヤー）が搭載されてい
る領域のみの記号表記を有している。したがって、電力装置監視アプリケーションにより
プラント内でデータが収集される複数の電力装置の各々は、サブセクション104のうちの
Ａｒｅａ１の部分に記載されている。同様に、ｅ－ｆｆｉｃｉｅｎｃｙアプリケーション
がＳ８８の階層カテゴリにナビゲーションツリーを用いないので、このアプリケーション
により監視されているポンプ（ｐｕｍｐ）、コンプレッサ（ｃｏｍｐｒｅｓｓｏｒ）、熱
交換機（ｈｅａｔ　ｅｘｃｈａｎｇｅｒ）などは、効率監視のロジカル機能に関連づけさ
れて、ｅ－ｆｆｉｃｉｅｎｃｙＰｌａｎｔＳｔｒｕｃｔｕｒｅ106のラベルを有する一般
フォルダ下に示されているにすぎない。いうまでもなく、Ｐｕｍｐ＃３の如き同一の装置
が、異なるアプリケーションにより監視されてもよいので、統合ナビゲーションツリー構
造100内に複数回示されてもよい。さらに、同一のデバイスまたは他のプラントのエンテ
ィティの同一のデータまたは異なるデータ（たとえば、異なるアプリケーションにより収
集または生成される異なるデータ）が、統合ナビゲーションツリー100の異なる場所にお
いてアクセス可能である。もちろん、いうまでもなく、他のデバイスがこれらのセクショ
ンに関連するアプリケーションにより認識、監視される場合、サブセクション102の各々
に関連する他のエンティティまたはフォルダが存在してもよい。したがって、サブセクシ
ョン102、104、106のうちのいずれかのサブセクション内のデバイス説明の如き実際のデ
ータは、実際のアプリケーションにより監視されているデバイスまたは他のエンティティ
に依存する。さらに、ナビゲーションツリー100を通じてアクセスしうるこれらのデバイ
スに関するデータタイプは、実際のアプリケーション60により収集または生成されるこれ
らのデバイスについてのデータに依存する。
【００６４】
　図１９には、主要データ収集・可視化プラットホーム62に対してデータを送信する異な
るアプリケーションのナビゲーションツリー構造の各々から統合アプリケーション86（図
２）により自動的に生成されうる統合ナビゲーションツリー120の他の一例が示されてい
る。この場合、異なるアプリケーションからのデータは、機械装置122、フィールド装置1
24、および性能監視装置126の如きロジカル領域に分かれている。これらの副領域に関連
する異なるアプリケーションからのデータは、たとえばデフォルトＳ８８階層構造または
データの発生源であるアプリケーションの階層構造に従って副領域へマッピングされる。
したがって、たとえば電力装置監視アプリケーションから通常受信されるメカニカルデー
タは、そのアプリケーションの階層構造に従ってマッピングされ、フィールド計装装置12
4は、データを提供する保全アプリケーションまたは制御アプリケーションの階層構造、
この場合には、Ｓ８８階層構造に従ってマッピングされる。同様に、効率データは、効率
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アプリケーション階層構造に従ってマッピングされる。もちろん、この場合、異なるアプ
リケーションからのデータは、ある程度、異なるロジカルな見出しまたは装置ベースの見
出しの下に融合されてもよい。したがって、制御アプリケーションおよび保全アプリケー
ションにより測定されるバルブ、トランスミッタなどに関するデータの如き制御アプリケ
ーションおよび保全アプリケーションからのデータは、フィールド計装装置カテゴリ124
およびこのカテゴリに付随するサブカテゴリの下に統合されうる。
【００６５】
　以上のように、統合アプリケーション86は、統合ナビゲーションツリー83bと異なるア
プリケーション60の各々のナビゲーションツリー83aとの間のマッピング方法の作成に用
いられうる。統合アプリケーション86は、このマッピングを自動的に実行してもよいし、
または、ユーザに、アプリケーション60のナビゲーションツリー83aの異なるコンポーネ
ントと統合ナビゲーションツリー83bとの間のマッピングの指定を可能としてもよい。図
２０には、ユーザに、主要データ収集・可視化プラットホーム62にデータを伝達すべくな
してある異なるアプリケーションの各々に対してあるタイプのマッピングの指定を可能と
するように、統合アプリケーション86によりユーザへ提示されうるスクリーン表示画面14
0の一例が示されている。
【００６６】
　図２０のスクリーン表示画面140の左側には、異なるデータ供給源からのデータのアク
セスを可能にするために主要データ収集・可視化プラットホーム62により用いられる統合
ナビゲーションツリー142が示されている。いうまでもなく、この統合ナビゲーションツ
リー142は、Ｓ８８標準規格により定義されているカテゴリを用いている。しかしながら
、所望ならば、ユーザは、上記のツリー142内に表示されているフォルダの改名、フォル
ダの追加、フォルダの削除などの如き任意の所望の方法を用いて統合ナビゲーションツリ
ーに対して他のカテゴリまたは異なる階層構造を指定してもよい。スクリーン表示画面14
0の右側には、プラント10内の異なるアプリケーションに関連し、必要に応じて、プラン
ト10内の異なるアプリケーションから取得されるナビゲーションツリー構造が示されてい
る。いうまでもなく、これらのナビゲーションツリーには、一般カテゴリのみならずデバ
イスの如きプロセスエンティティが表示されうる。図２０には、保全アプリケーション（
ＡＭＳアプリケーション）用のナビゲーションツリー構造144および電力装置監視アプリ
ケーション（ＲＢＭ）用のナビゲーションツリー構造146が示されている。興味深いこと
には、保全アプリケーションのナビゲーションツリー構造144ではＳ８８標準規格のカテ
ゴリが用いられ、電力装置監視アプリケーションのナビゲーションツリー146ではＳ８８
標準規格のカテゴリが用いられない。
【００６７】
　いずれの場合であっても、ユーザは、ツリー144のコンポーネントの表示画像を選択し
、マッピング先のツリー142のコンポーネントの表示画像上にドラッグ・アンド・ドロッ
プすることにより、ツリー144の如きナビゲーションツリーのコンポーネントを統合ナビ
ゲーションツリー142上にマッピングしうる。もちろん、これに加えてまたはこれに代え
て、ナビゲーションツリーのコンポーネント間の関係を選択・指定するための他の方法が
用いられてもよい。このあと、統合アプリケーション86は、ツルー144内で選択されてド
ラッギングされているエレメントおよびサブエレメントをドロッピング先の統合ツリー14
2の部分と関連づけする。もちろん、ユーザは、いかなる所望のマッピングを行ってもよ
く、たとえば保全ツリー144の領域を統合ツリー142の領域へ移動させることに限定されな
い。同様に、ユーザは、電力装置監視ツリー144のコンポーネントを統合ツリー142のコン
ポーネントのうちのいずれか上にマッピングしうる。あるマッピングを選択、指定すると
、統合アプリケーション86は、マッピングの指示情報を格納し、このマッピングを用いて
、アプリケーションからのデータをデータベース80に統合し、統合ナビゲーションツリー
142を通じたそのデータの閲覧を可能とする。
【００６８】
　図２１には、統合アプリケーション86により、自動的に、または、ユーザが図２０のス
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クリーン表示画面140を用いて異なるアプリケーション60の異なるナビゲーションツリー
からのデータを統合する方法を指定することにより作成されうる統合ツリー150の一例が
示されている。図２１に示されているように、ナビゲーションツリー150の制御モジュー
ル部または制御モジュール部門152には、保全アプリケーションからのバルブ（ＴＴ－１
１１、ＴＴ－２２２など）、電力装置監視アプリケーションからの送風機、ポンプ、モー
タ、ドライヤー（Ｒｅｃｒｅｃ　Ｐｕｍｐ＃５、Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｆａｎ＃１など）、な
らびにプラント効率監視アプリケーションからのコンプレッサおよび熱交換機（Ｃｏｍｐ
ｒｅｓｓｏｒ＃１、Ｈｅａｔ　Ｅｘｃｈａｎｇｅｒ＃１など）を含む、複数の異なるアプ
リケーションの各々からのデバイスまたは他のエレメントが含まれている。もちろん、異
なるアプリケーションからの他のプラントエンティティが統合ツリー150の異なるセクシ
ョンまたはサブセクションの下で一緒の所に分けられてもよい。一例としては、Ａｒｅａ
セクション下における異なるアプリケーションの領域が挙げられる。もちろん、これらの
異なるアプリケーションの各々に関連するデバイスデータがツリー150の制御モジュール
セクション下で統合されるべきであることを指定するために、図２０のスクリーン140に
類似するスクリーンを用いることができた。同様に、これらの異なるアプリケーションか
らの領域データが統合ツリー150の領域の表記記号の下で統合されうることを示すために
、スクリーン140に類似するスクリーンが用いられてもよい。
【００６９】
　図２２には、異なるアプリケーション60からのデータを統合するために統合アプリケー
ション86により作成されうるとともにウェブ通信ネットワークを通じてアクセス可能な統
合ナビゲーションツリー162を備えたさらなるスクリーン表示画面160が示されている。こ
のナビゲーションツリー162は、複数のシステムユーザによるウェブブラウザを通じた内
部データの利用を可能とするコンフィギュレーションシステムに関連づけされてもよいし
、または、それにより作成されてもよい。ナビゲーションツリー162の一例は、資産デー
タベースフォルダ166と、データ供給源フォルダ168と、関連リンクフォルダ170とを有す
るブラウザコンフィギュレーションセクション164を備えている。資産データベースフォ
ルダ166は、プロセスプラント内の一または複数の資産に関するデータを格納または包含
しうるし、データ供給源フォルダ168は、プロセスプラント内の異なるデータ供給源から
収集されるデータを包含または格納しうる。図２２のコンフィギュレーションツリー162
がアクセスするデータ供給源は、「Ｃｏｏｌ」、「ｄａｓｄａｓｄ」、「ｆｄａｓｄａｓ
ｄ」、「ＭＤＣ」、および「ｐｐｐｐ」の符号がふされている。資産データベースフォル
ダ166およびデータ供給源フォルダ168は、図２に関連して先に記載されたように、異なる
アプリケーションまたは資産からデータを収集し、このデータを、たとえばウェブ接続を
通じてコンフィギュレーションスクリーン表示画面160にアクセス可能なユーザが当該デ
ータを利用できるような方法で異なるサブフォルダ内に加える。
【００７０】
　関連リンクフォルダ170は、プロセスプラント内のデータもしくは資産のうちのいずれ
かに関連する、または、上記のデータもしくは、ナビゲーションツリー162によりデータ
が格納あるいは収集される資産のうちのいずれかに関連する他のアプリケーション、ドキ
ュメンテーション、またはシステムへのウェブリンクの如きリンクを格納しうる。具体的
にいえば、関連リンクフォルダ170は、ナビゲーションツリー162内に格納されるまたはそ
れを通じてアクセス可能なデータまたは他の情報になんらかの方法で関連づけされうる他
のデータ、他のアプリケーション、ドキュメンテーションなどに対して容易にアクセスで
きるようにするためにシステムユーザにより入力されるリンクを格納しうる。もちろん、
権限を有するユーザまたはコンフィギュレーションエキスパートは、ナビゲーションツリ
ー162内にリンクを加えてもよいし、また、これらのリンクは、何時、追加されてもよい
しまたは削除されてもよい。
【００７１】
　異なるデータ供給源からデータを収集するためにナビゲーションツリー162をセットア
ップする場合、ユーザは、データ供給源から収集されるべき複数のデータタイプならびに
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これらの供給源から収集されるべきデータの量および頻度を指定しうる。
【００７２】
　統合ナビゲーションツリーが資産最適化データベースのために構築されている場合、図
２のプログラムまたはアプリケーション84の如きユーザインターフェイスプログラムまた
はユーザインターフェイスアプリケーションは、資産データベース内に格納されているま
たは統合されかつ一貫性のある方法で主要プラットホーム62もしくは遠隔プラットホーム
63のうちの一つにおいて異なるアプリケーションからユーザに提供されるプロセスプラン
トに関連する資産についての情報を提供するので、ユーザは、そのデータまたはそのデー
タの一部を分かりやすい方法で閲覧することができる。異なる資産に関連するデータの量
が非常に多い場合があるので、ある時間にすべてのデータを閲覧するのではなく、ユーザ
が調査または使用を希望するデータのみを閲覧または検索することができるということが
重要である。しかしながら、ユーザが異なるデータ供給源により収集されるまたは異なる
資産について収集される異なるデータを、データの閲覧する部分とは関係なく、一貫性の
ある形式で閲覧できるということが望ましい。しかしながら、依然として、ユーザが異な
るデータ供給源により収集されたまたは異なる資産について収集された異なるデータをデ
ータの閲覧部分とは関係なく一貫性のある形式で閲覧できるということが望ましい。した
がって、インターフェイスアプリケーションまたは表示画面アプリケーション84では、興
味のあるデータのみを閲覧および検索することを可能とするためにナビゲーションツリー
階層構造が用いられる。このようにして、プラント内の資産の全部のまたは一部のサブセ
ットについての情報、たとえばこれらの資産が設置されているところ、アラート、または
これらの資産に関連するイベント履歴がユーザに提供されうる。しかしながら、ユーザア
プリケーション84では、ユーザがどの部分のデータを閲覧しているかに関係なく、共通の
かつ一貫性のある表示画面および検索形式が用いられる。
【００７３】
　図２３には、資産最適化データベースからのデータを統合的に閲覧するためにユーザイ
ンターフェイスアプリケーション84によりユーザに対して提示されうるスクリーン表示画
面200の一例が示されている。さらに、所望ならば、このスクリーンが遠隔サイト63にお
いて用いられてもよい。具体的にいえば、スクリーン表示画面200は、３つの主要小見出
し（すなわち、「Ａｓｓｅｔ　Ｄａｔａｂａｓｅ（資産データベース）」、「Ｄａｔａ　
Ｓｏｕｒｃｅｓ（データ供給源）」、および「Ｆａｖｏｒｉｔｅｓ（お気に入り）」）を
含むナビゲーションツリーを有するナビゲーションツリーセクション202と、ナビゲーシ
ョンツリーセクション202内の選択されたエレメントの資産についての情報を提供する情
報セクション204とを備えている。
【００７４】
　たとえば図２３に例示されているスクリーン200では、全データベースに関連する最高
位のカテゴリ（すなわち、「Ａｓｓｅｔ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（資産最適化）」）
が選択されているので、３つのサブカテゴリの各々からのデータのすべてが情報セクショ
ン204の中に含まれている。しかしながら、情報セクション204は、このデータを、「Ａｓ
ｓｅｔｓ（資産）」、「Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒｔ（アクティブアラート）」、および「
Ｅｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙ（イベント履歴）」のタイトルが付与された３つのタブに分
けている。これらのタブでは、資産データベースに格納されているデータが異なる形式ま
たはビューで表示される。スクリーン200ではＡｓｓｅｔｓタブが選択されているので、
情報ビュー204は、ナビゲーションツリー202の選択されたエレメント内の資産（ａｓｓｅ
ｔｓ）の各々に対するＡｓｓｅｔｓデータを表示している。この場合、図２３の情報ビュ
ー204に示されている資産ビューは、資産最適化システムに関連する資産すべてについて
の情報を含んでいる。具体的にいえば、資産の総数（２７４３）が、これらの資産の各々
の名称、タイプ、調子指標、説明、および場所とともに表示されている。基本的に、この
名称は、資産に付けられる（データが収集されるプラントまたはプラント群の中において
固有の）名称である。調子指標は、資産それ自体によりまたは資産最適化システム内で測
定される資産の調子についての指標または他の数的な情報を提供する。各資産のタイプ情
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報、説明情報、および場所情報も表示される。もちろん、資産のすべてが同一のスクリー
ンに納まるわけではないので、情報ビュー204の下方部で数値１，数値２，数値３などに
より示されているように、資産情報を表示するためにさらなるスクリーンが提供されうる
。
【００７５】
　図２４には、資産最適化データベース内の資産のすべてに対するＡｃｔｉｖｅ　Ａｌｅ
ｒｔタブを示す情報ビュー208を有するスクリーン206が示されている。図２４に示されて
いるように、アクティブアラートは表を用いて表示されている。この表の最上方部には、
アラートの数（２２）が表示され、また、各アラートに対して、年月日／時間、資産名、
（アラートの重篤度またはアラートのタイプを示す）重篤度指標、アラートの説明、およ
びプロセスプラント内のアラートの発生場所が表示されている。もちろん、これらのアラ
ートは、年月日／時間の順、重篤度の順、発生場所の順などの如きいかなる順番で提示さ
れてもよい。所望ならば、ユーザインターフェイスアプリケーション84は、アラームまた
はその他のアラートでありうる各アクティブアラートの隣に欄（図２４に図示せず）を設
け、ユーザに、そのアラームまたは他のタイプのアラートに対して受信了承応答すること
を可能としてもよい。また他の方法として、ユーザインターフェイスアプリケーション84
は、ユーザがあるアラームまたはアラートを選択したときにポップアップウインドウまた
はポップアップ表示画面を提示することにより、ユーザに、このポップアップウインドウ
を通じてそのアラームまたはアラートに対して受信了承応答することを可能とするが如き
、その他の方法で情報フィールドに表示されたアラームおよびアラートに対して受信了承
応答する機能を、ユーザに提供してもよい。ユーザがアラームまたはアラートに対して受
信了承応答をすると、ユーザインターフェイスアプリケーション84内の通信アプリケーシ
ョンは、通信ネットワーク61を通じて受信了承応答信号をデータ収集エンティティまたは
そのアラームもしくはアラートを作成または送信したデータ供給源へ送信することにより
、そのアラームまたはアラートに対する受信了承応答をする。このような受信了承応答信
号は、受信了承応答信号のために今日用いられている公知の形式のうちのいずれの形式を
用いてもよいが、メッセージに同封されて図２の通信ネットワークを通じて送信される。
【００７６】
　同様に、図２５には、資産最適化データベース内の資産のすべてに対して生成されるイ
ベントについての情報をこの場合には提供しているＥｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙタブビュ
ーを示す情報ビューを有するスクリーン210が示されている。情報ビュー212に示されてい
るように、イベント履歴形式には、（イベント履歴データベースに格納されている）各イ
ベントに対する、イベントの年月日／時間、イベントに関連する資産名、イベントのタイ
プ、イベントの説明、およびイベントの発生場所が含まれる。いうまでもなく、このビュ
ーに表示されるイベントは、ステータスもしくはアラートの生成、資産の設定の変更、プ
ラント内で行われる同期、校正、もしくはその他の活動、プロセスプラントに関連するた
とえばコンフィギュレーションデータベースもしくは他のデータベースの内に格納される
またはそれらにより収集されるその他のイベントの如きプロセスプラント内の一または複
数の資産に関連するいかなるイベントであってもよい。もちろん、その他のタブと同様に
、イベント履歴タブ情報は、年月日／時間、資産、イベントのタイプ、イベントの発生場
所、またはイベントのその他所望の属性に従うことを含むいかなる所望の方法で編成また
は表形式にされてもよい。
【００７７】
　図２６には、資産最適化データベースに関連する資産の一部に関する資産情報のような
低いデータ統合レベルの資産情報をユーザに提供するさらなるスクリーンが示されている
。具体的にいえば、ナビゲーションツリー202の資産データのフォルダが展開されて、デ
ータが収集されるプラントの３つの領域のとして資産データベース下に３つの資産サブカ
テゴリの存在を示している。これらの３つの領域は、「Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ　Ａｒｅａ」
、「Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔ　Ａｒｅａ」、および「Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ　Ａｒｅａ」のタイ
トルが付されている。Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ　Ａｒｅａのフォルダが選択されているので、
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情報ビュー218には、Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ　Ａｒｅａに関連する資産からのデータを含む
Ａｓｓｅｔｓタブビューが表示されている。図１１から明らかなように、Ｎｏｒｔｈｅａ
ｓｔ　Ａｒｅａには、各々がフィールド装置であるｍｏｔｏｒ１、ｍｏｔｏｒ２、および
ＴＴ－３０４４Ｃの名称が付けられた３つの資産が含まれている。もちろん、情報ビュー
218においてＡｃｔｉｖｅ　ＡｌｅｒｔタブまたはＥｖｅｎｔｓ　Ｈｉｓｔｏｒｙタブを
選択すると、Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ　Ａｒｅａ内のみの資産のアクティブアラートデータま
たはイベント履歴データが表示される。というのは、それが、ナビゲーションツリー202
において選択されているサブセット情報の（すなわち、データ統合レベル）だからである
。同様に、ナビゲーションツリー202内のＮｏｒｔｈｗｅｓｔ　Ａｒｅａのフォルダまた
はＳｏｕｔｈｗｅｓｔ　Ａｒｅａのフォルダを選択すると、これらの二つの領域のみに関
する資産情報が表示される。
【００７８】
　もちろん、図２６に表示されている情報は、この情報が異なるデータ供給源により収集
されうるにもかかわらず、資産データベース内に実際に格納されている情報である。この
結果、図２３から図２６の情報ビューにより、ユーザは、資産データベースに格納されて
いる資産情報を閲覧することができる。
【００７９】
　あるいは、ユーザは、資産に関するデータを、このデータが収集される方法に従って、
すなわちこのデータを収集するデータ供給源に従って閲覧しうる。そうするために、ユー
ザは、ナビゲーションツリー202内のＤａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅフォルダを選択しうる。図
２７に示されているように、Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅフォルダが選択されると、ユーザに
対して表示される情報は、資産情報を提供または収集するデータ供給源に関連づけて編成
される。したがって、図２７のスクリーン表示画面220では、データがデータ供給源すべ
てに関連づけされてＡｓｓｅｔｓタブビューが示されている。
【００８０】
　図２７に示されているように、ナビゲーションツリー202は、ＡＭＳ　Ａｒｅａ１デー
タ供給源、ＡＭＳ　Ａｒｅａ２データ供給源、ＣＳＩ１データ供給源、およびＥ－ｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙデータ供給源の名称が付与された４つのデータ供給源を備えており、これら
のデータ供給源は、資産データベースへデータを提供する図２のデータ供給源とは異なり
うる。したがって、いうまでもなく、ＣＳＩ１データ供給源の如き異なるデータ供給源を
ナビゲーションツリー202において選択すると、選択されたデータ供給源に関連する資産
情報のみが表示される。一例として、図２８には、データ供給源のうちのＡＭＳ　Ａｒｅ
ａ１の部分に関するＡｓｓｅｔタブビュー226を有するスクリーン224が示され、そこには
、ＡＭＳ　Ａｒｅａ１データ供給源により収集された資産情報のみが含まれている。この
場合、Ａｓｓｅｔｓタブビュー226は、ＭＶ－３０９５の名称が付与されたある資産につ
いての詳細を含んでいる。もちろん、ここで、ＡＭＳ　Ａｒｅａ１に関連するその他の資
産またはＡＭＳ　Ａｒｅａ１データ供給源内のＡＭＳにより収集される資産についての資
産情報が提供されてもよい。さらに、Ａｃｔｉｖｅ　ＡｌｅｒｔタブまたはＥｖｅｎｔ　
Ｈｉｓｔｏｒｙタブを選択すると、ＡＭＳ　Ａｒｅａ１データ供給源により収集されたア
クティブアラートおよびイベント履歴の詳細が提供される。さらに、図２７および図２８
のＡｓｓｅｔタブビュー、Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒｔタブビュー、およびＥｖｅｎｔ　Ｈ
ｉｓｔｏｒｙタブビューが図２３～図２６の同一のビューのデータとは異なるデータを示
しているにもかかわらず、これらのビューは、そのデータを、共通のまたは一貫性のある
形式で表示する。このことは、ユーザによるデータの理解およびデータの検索を容易なも
のとする。
【００８１】
　もちろん、ナビゲーションツリー202のその他のフォルダまたはその他の部分を選択す
ると、ナビゲーションツリー202のそのフォルダまたは部分に関連する資産情報が示され
る。図２９には、データ供給源のうちのいずれかからの提供されるお気に入り情報にアク
セスするためにユーザにより構築されるフォルダであるお気に入りフォルダがそのサブカ
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テゴリを示すために展開されている表示スクリーン230が示されている。この場合、Ｆａ
ｖｏｒｉｔｅｓフォルダには、Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅフォルダと、Ｎｅｗｓフォルダと
、Ｗｅａｔｈｅｒフォルダとが含まれている。Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅフォルダには、Ａ
ＭＳアプリケーション（データ供給源）に関連する一または複数のウェブページを示すＡ
ＭＳｗｅｂフォルダが含まれている。ＡＭＳｗｅｂフォルダが選択されると、それに関連
するウェブページが情報ビュー232に表示される。このようにして、他のウェブページま
たは情報へのリンクが、資産データベースに格納されている資産情報またはデータ供給源
により収集される資産情報と同一のスクリーン構造でユーザに提供されうる。同様に、資
産最適化システムのユーザにとって役に立つ情報を提供するウェブサイトへの接続情報の
如き他の情報供給源を、お気に入りフォルダの中に保存して、資産最適化システムまたは
資産最適化スクリーンを通じてこれらの供給源への接続を可能としうる。
【００８２】
　いうまでもなく、図２３～図２９のナビゲーションツリー202は、共通のかつ一貫性の
ある方法で異なるデータ供給源により収集される異なるデータおよび異なる資産について
の異なる情報を閲覧するために、Ａｓｓｅｔｓタブデータ形式、Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒ
ｔｓタブデータ形式、Ｅｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙタブデータ形式、またはその他のデー
タ形式とともに用いられうる。したがって、ユーザは、共通のかつ一貫性のある形式で（
Ａｓｓｅｔタブを用いて）資産に基づいて、（Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒｔｓタブを用いて
）アクティブアラートに基づいて、（Ｅｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙタブを用いて）イベン
ト履歴に基づいて、いかなる所望のタイプの資産データであっても閲覧することができ、
それと同時に、ナビゲーションツリーを用いてビュー中に含まれるべきデータ量またはデ
ータ統合レベルを制御することができる。ユーザは、ナビゲーションツリー内の高位のフ
ォルダ（たとえば、資産データベースフォルダまたはデータ供給源フォルダ）を選択する
ことにより高いデータ統合レベルでデータを閲覧し、その高いレベルのカテゴリに関連す
るデータすべてを一貫性のある方法で閲覧することができる。あるいは、ユーザは、資産
データベースフォルダまたはデータ供給源フォルダのサブフォルダの如きナビゲーション
ツリー内の下位フォルダ（したがって、低いデータ統合レベル）を選択することにより、
閲覧すべきデータ量を少なく、すなわちデータ統合レベルを低くできる上に、依然として
、共通のかつ一貫性のある形式、すなわち高いデータ統合レベルに用いられる同一の形式
で関連するデータを閲覧することができる。したがって、ユーザは、（Ａｓｓｅｔｓタブ
ビュー、Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒｔｓタブビュー、またはＥｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙタ
ブビューを用いて）同じようにデータを閲覧することができるので、ユーザが閲覧を望む
データの統合レベルに関係なくデータを一貫性のある方法で閲覧することができる。この
特徴により、資産データベース内での移動がユーザにとって容易かつ分かりやすいものと
なる。　
【００８３】
　いうまでもなく、（アクセスされる情報がプロセスプラント10内の異なるアプリケーシ
ョンにより提供されるデータである場合、）先に記載された統合ツリーまたはその他の形
式の統合ナビゲーションツリーは、そのツリー内に記載されるデバイスまたはプラントエ
ンティティのうちのいずれかについての情報またはデータにアクセスするために用いられ
てもよい。もちろん、上述の統合ナビゲーションツリーは、その内部に示されるエンティ
ティについての情報の閲覧、その内部に示されたエンティティのデータの供給源の決定、
その内部に示された異なるエンティティのためのアプリケーションの駆動、またはそのデ
ータに対する他の活動の実行に用いられてもよい。同様に、本明細書に記載のＡｓｓｅｔ
ｓ形式、Ａｃｔｉｖｅ　Ａｌｅｒｔｓ形式、およびＥｖｅｎｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙ形式に加
えて、他のデータ閲覧形式も同様に用いてもよい。
【００８４】
　上述のように、本明細書記載の統合ナビゲーションツリーは、異なる統合レベルでプロ
セスプラント10内の異なるデータ供給源またはアプリケーションからのデータを統合する
ために任意の数の方法により構成されうる。したがって、一つの場合には、統合ナビゲー
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ションツリーの異なるセクションは、資産最適化データベースに対してデータを提供する
異なるアプリケーションまたはデータ供給源のために主に用いられるかまたは関連づけさ
れる。しかしながら、統合ナビゲーションツリーの異なるセクションが制御機能、保全機
能、回転装置機能、効率機能などに対して統合ナビゲーションツリーに異なるセクション
が存在するように、統合ナビゲーションツリーの異なるセクションがプラントの異なるロ
ジカル部分もしくはロジカル機能に関連づけされてもよいし、または、（保全アプリケー
ションまたは回転装置アプリケーションにより通常測定される）回転装置と（制御アプリ
ケーションおよび保全アプリケーションにより通常測定される）バルブとがナビゲーショ
ンツリーの一つのセクションもしくはカテゴリに統合されるように、プラントの異なる部
地理領域に関連するとともに存在するデバイスもしくはユニットが単一のセクションに統
合されてもよい。同様に、異なるアプリケーションからの領域データ、ユニットデータ、
装置データなどが、統合ナビゲーションツリーの同一のセクションまたはサブセクション
に統合されてもよい。
【００８５】
　本明細書の図２に示されている実施形態には異なるアプリケーションの各々に対して単
一のサーバが示されているが、いうまでもなく、一つのアプリケーションに対して複数の
サーバが提供されてもよいし、これらの異なるサーバすべてが、異なるブランチとして、
一つのアプリケーションに関するデータを資産最適化サーバ62に提供してもよい。同様に
、一つのアプリケーションに関連するデータベースまたはプラントが複数あってもよいし
、また、資産最適化サーバ62がこれらの異なるデータベースからのデータをいかなる方法
で受信して統合してもよい。
【００８６】
　本明細書記載の主要データ収集・視覚化プラットホーム62の統合アプリケーション86お
よびその他のアプリケーションはソフトウェアで実現されることが好ましいが、これらの
アプリケーションが、ハードウェア、ファームウェアなどで実現されてもよく、また、プ
ロセス制御システム10に関連するいかなる他のプロセッサにより実行されてもよい。した
がって、本明細書に記載されるエレメントは、標準型多目的ＣＰＵまたは、所望ならば、
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また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、そ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（たとえ
ば、ＣＤもしくは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メ
モリ内、コンピュータまたはプロセッサのＲＡＭまたはＲＯＭの内、任意のデータベース
内などに格納されうる。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メカニズム、または電話回線、イ
ンターネットなどの如き通信チャネルを含む、いかなる公知のまたは所望の伝送方法を用
い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
などの如き通信チャネルの利用は、伝送可能な格納媒体を介してこのソフトウェアを提供
することと同一または互換性があるとみなされる）。
【００８７】
　以上のように、本発明は特定の例を参照して記載したが、これらの例は説明のみを意図
し、本発明を限定することを意図したものではなく、本発明の精神および範疇から逸脱す
ることなく、開示された実施形態に変更、追加、または削除を加えうることは当業者にと
って明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】プロセスプラント内の複数の機能領域またはアプリケーションからデータを受信
、格納するように構成されている資産最適化データベースを有するプロセスプラントを示
すブロック図である。
【図２】一または複数のプロセスプラント内の複数の異なるアプリケーションからのデー
タを資産最適化データベースへ送信し、次いで、遠く離れた、一または複数の遠隔データ
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可視化サイトへ送信するために用いられうる図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】プロセスプラントに関連する中央データ統合・可視化プラットホームまたは主要
データ統合・可視化プラットホームからのデータにアクセスし、閲覧するように構成され
た複数の遠隔サイトを例示する遠隔可視化システムを示すブロック図である。
【図４】所定の形式に従った所定のタイプのデータに遠隔からアクセスし、閲覧するため
の遠隔データ可視化システムを示すブロック図である。
【図５】ナビゲーションツリーブラウザの第一のセクションを用いて遠隔からアクセスさ
れるタグリストデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図６】図５のスクリーン表示画面のさらなるデータ閲覧形式取得するために用いられる
プルダウンメニューを示すスクリーン表示画面の一例である。
【図７】ナビゲーションツリーブラウザの第一のセクションを用いて遠隔からアクセスさ
れる監査トレイルデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図８】ナビゲーションツリーブラウザの第一のセクションを用いて遠隔からアクセスさ
れるコンフィギュレーション要約データ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である
。
【図９】ナビゲーションツリーブラウザの第一のセクションを用いて遠隔からアクセスさ
れるコンフィギュレーションデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１０】ナビゲーションツリーブラウザの第一のセクションを用いて遠隔からアクセス
される校正試験イベントデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１１】ナビゲーションツリーブラウザの第二のセクションを用いて遠隔からアクセス
されるデバイスポーリングリストアラートデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一
例である。
【図１２】ナビゲーションツリーブラウザの第三のセクションを用いて遠隔からアクセス
される監査トレイルデータ閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１３】ナビゲーションツリーブラウザの第四のセクションを用いて遠隔からアクセス
されるタグリスト閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１４】ナビゲーションツリーブラウザの第五のセクションを用いて遠隔からアクセス
される校正ルート閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１５】ナビゲーションツリーブラウザの第六のセクションを用いて遠隔からアクセス
される校正スケジュール閲覧形式を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１６】図５～図１５のデータ閲覧スクリーンの中で用いられうるユーザ閲覧選択項目
を指定するための選択ページを示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１７】主要データ可視化プラットホーム内のデータを検索するために用いられるサー
チエンジンを示すスクリーン表示画面の一例である。
【図１８】図１のプロセスプラントの中のさまざまなアプリケーションまたはデータ供給
源からのデータを統合するために用いられうる第一のナビゲーションツリー構造を示すス
クリーン表示画面の一例である。
【図１９】図１のプロセスプラントの中のさまざまなアプリケーションまたはデータ供給
源からのデータを統合するために用いられうる第二のナビゲーションツリー構造を示すス
クリーン表示画面の一例である。
【図２０】オペレータがさまざまなデータ供給源に関連するナビゲーションツリー構造か
ら資産最適化データベースに関連する統合ナビゲーションツリーへのマッピングを手動に
より指定することを可能とする資産最適化データベースに関連するマッピングツールによ
り作成されるスクリーン表示画面の一例である。
【図２１】図１のプロセスプラントの中のさまざまなアプリケーションまたはデータ供給
源からのデータを統合するために作成されて用いられうる第三のナビゲーションツリー構
造を示すスクリーン表示画面の一例である。
【図２２】さまざまなデータ供給源からのデータへのアクセスを提供するとともにリンク
情報を有している第四のナビゲーションツリー構造を示すスクリーン表示画面の一例であ
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る。
【図２３】図１のプロセスプラントの中の資産データベースおよびさまざまなアプリケー
ションまたはデータ供給源からのデータを統合するために用いられうる簡単なナビゲーシ
ョンツリーの仕組と、第一の形式に従って高い統合レベルで該データベースおよび該アプ
リケーションからのデータを表示する第一の可視化スクリーンとを示すスクリーン表示画
面の一例である。
【図２４】第二の形式に従って高い統合レベルで前記データベースおよび前記アプリケー
ションからのデータを表示する第二の可視化スクリーンとを示すスクリーン表示画面の一
例である。
【図２５】第三の形式に従って高い統合レベルで前記データベースおよび前記アプリケー
ションからのデータを表示する第三の可視化スクリーンを示すスクリーン表示画面の一例
である。
【図２６】第一の形式に従って第二のレベルである低い統合レベルで前記データベースお
よび前記アプリケーションからのデータを表示する可視化スクリーンを示すスクリーン表
示画面の一例である。
【図２７】第一の形式に従って第三の統合レベルで前記データベースおよび前記アプリケ
ーションからのデータを表示する可視化スクリーンを示すスクリーン表示画面の一例であ
る。
【図２８】第四の統合レベルで前記データベースおよび前記アプリケーションからのデー
タを表示する可視化スクリーンを示すスクリーン表示画面の一例である。
【図２９】前記データベースおよび前記アプリケーションに関連する他の情報へリンクす
る可視化スクリーンを示すスクリーン表示画面の一例である。
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