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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラントから送信されるプラントデータを保存するデータ記憶部と、オペレータの要求
により、前記プラントデータに基づいてプラントの状態を示す画面を表示装置に表示させ
るプラント監視手段と、を備えたプラント運転支援装置において、
　文書ファイルを記憶する記憶部と、
　指定された文書ファイルに対して、前記プラントの状態を示す画面の関連付けを要求す
る関連付け要求手段と、
　前記関連付け要求手段において設定した前記プラントの状態を示す画面の関連付けの情
報を保存する関連付けデータベースと、
　前記関連付け要求手段において設定した前記プラントの状態を示す画面の呼び出し情報
を前記文書ファイルに貼り付ける編集手段と、
　前記文書ファイルの指定時に前記呼び出し情報を実行して、前記関連付けデータベース
を検索し、指定された文書ファイルに関連付けられたプラントの状態を示す画面を表示す
る関連付け画面表示手段と、を備え、
　前記関連付け画面表示手段は、
　前記関連付けデータベースに保存されている、前記関連付け要求手段による設定時のプ
ラントの状態を示す画面と、
　前記監視手段から取得した最新日時のプラントの状態を示す画面と、を表示することを
特徴とするプラント運転支援装置。
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【請求項２】
　指定された文書ファイルに関連付けられたプラントの状態を示す画面を、前記データ記
憶部に登録されているプラントに関する情報と関連付けする関連先登録手段を備えたこと
を特徴とする請求項１に記載のプラント運転支援装置。
【請求項３】
　関連付けデータベースに文書ファイルとの関連付けを変更する際に、エラー画面または
確認画面を表示するエラー画面または確認画面の表示手段を設けたことを特徴とする請求
項１または請求項２に記載のプラント運転支援装置。
【請求項４】
　前記データ記憶部に記憶されているプラントに関する情報を参照して、関連付け画面を
表示するための呼び出し情報を埋め込んだメールを作成し、特定のメールアドレスに送信
するメール送信手段と、
　メールを受信するメール受信手段と、
　送信されたメールを表示して、オペレータの要求により呼び出し情報を実行可能なメー
ル表示手段と、
を備えたことを特徴とする請求項２に記載のプラント運転支援装置。
【請求項５】
　前記文書ファイルは、プラントの運転マニュアル、プラントを構成する機器の保守マニ
ュアル、あるいはプラントを構成する機器の保守を行うための点検シートであることを特
徴とする請求項１から請求項４いずれか一項に記載のプラント運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、文書ファイルの関連付けを可能としたプラント運転支援装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、オペレータがプラントの運転状態の正常・異常などの判断を行うために、プ
ラント運転支援装置（以下、支援装置という）が使用されている。この支援装置は、プラ
ントからリアルタイムに送信されるセンサ値などのプラントデータを、ネットワーク等の
通信手段を介してプラントデータ収集部により受信し、サーバ内のプラントデータとして
長期間保存する。
【０００３】
　サーバ内に保存されたプラントデータは、オペレータの要求により、グラフや帳表、系
統図あるいは一覧などに加工され、ネットワーク等の通信手段によりユーザ端末に送信さ
れ、ユーザ端末上の表示装置に表示される。
【０００４】
　プラントが有するセンサの点数と保存期間によっては、サーバ内に保存されるプラント
データが非常に膨大になる場合がある。そのため、支援装置は、膨大なプラントデータの
中から表示対象となるセンサ、その表示スパンあるいは表示周期などの表示条件を、予め
グループ情報として登録しておき、これを自由に呼び出すことができる機能を有する。オ
ペレータは、この登録されたグループ情報を指定することで、目的に応じたデータを画面
に表示することができる。
【０００５】
　また、支援装置では、プラントから送信されるプラントデータ以外に、プラントを構成
する設備や機器の情報、これらの設備や機器の点検種別や点検結果などの情報を設備デー
タとして登録する場合もある。その場合、既に登録されている設備データに対して、新た
な点検結果などの情報を追加したり、追加した点検結果などを表示装置に出力する。
【０００６】
　このように支援装置は、プラントの運転や保守に関わる有用な情報を表示することや、
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日々の点検結果を入力あるいは表示することで、プラントを安全に運転するための装置と
して活用されている。
【０００７】
　一方、プラントの運転や保守を誰でも同じ基準で行えるようにするために、プラントの
運転マニュアル、プラントを構成する機器の保守マニュアル、あるいは機器の保守を行う
ための点検シートを用意する場合がある。このような文書の多くは汎用の文書作成プログ
ラムで作成されており、オペレータは文書の内容を確認し、その内容に応じて前記支援装
置を使用して、プラントの運転状況の監視や分析を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１８１４２号公報
【特許文献２】特開平５－３０７６９２号公報
【０００９】
　ところで、前記マニュアルなどの文書には、プラント自体の運転や点検の手順などは記
載されていても、支援装置の具体的な操作手順までは記載されていない場合が多い。その
場合、オペレータは、プラントの監視項目に応じて、支援装置の各種機能から目的に応じ
たセンサを探し出して登録グループを作成したり、または既に登録してある登録グループ
を探し出してそのプラント情報を表示して、プラントの状況を判断する必要があった。そ
のため、この種の従来技術では、マニュアルの記載内容に応じた的確なプラントの情報を
表示し、さらに表示された結果を元にプラントの正常・異常などの判断を行うには、オペ
レータの熟練が必要であった。
【００１０】
　これに対して、プラント異常などのイベントと運転マニュアルなどとを、予め支援装置
の情報データベースにリンクして登録する技術も提案されている。この従来技術によれば
、表示装置に表示されたイベントのうち、イベントの発生原因となる候補を、オペレータ
がリンク情報を使用してデータベース中から取り出し、取り出された各イベントの発生原
因に関連付けられた運転マニュアルを表示装置に表示できる。その結果、プラント異常な
どの状態変化に応じた支援装置の操作手順を容易に認識することができ、プラントの異常
などに対してオペレータが迅速に対応することができる。
【００１１】
　しかしながら、この従来技術は、プラント異常などのイベントを予め支援装置に登録す
ることが必要であり、イベントとして捉えるための判断基準が難しい設備の経年劣化や、
異常となる兆候などを捉える必要がある点検業務などのように、イベントとして認識し難
い事象を監視する目的には適していなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上のような従来技術の支援装置は、プラントの運転や保守にかかわる様々な監視機能
を有しているものの、マニュアルなどの文書の内容に応じて必要なプラント監視機能の画
面を即座に表示することや、設備の経年劣化や異常となる兆候を含めたプラントの正常・
異常などの状態を判断することはできないという問題があった。
【００１３】
　本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたもの
である。本発明の目的は、プラントの運転や保守に必要とされる種々の場面において、各
場面に応じたプラント監視機能の画面を迅速に表示し、プラントの正常・異常などの判断
を的確に行うことを可能としたプラント運転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
前記の課題を解決するための手段として、本実施形態のプラント運転支援装置は、以下の
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構成を有する。
(a) プラントから送信されるプラントデータを保存するデータ記憶部と、オペレータの要
求により、前記プラントデータに基づいてプラントの状態を示す画面を表示装置に表示さ
せるプラント監視手段。
(b) 文書ファイルを記憶する記憶部。
(c) 指定された文書ファイルに対して、前記プラントの状態を示す画面の関連付けを要求
する関連付け要求手段。
(d) 前記関連付け要求手段において設定した前記プラントの状態を示す画面の関連付けの
情報を保存する関連付けデータベース。
(e) 前記関連付け要求手段において設定した前記プラントの状態を示す画面の呼び出し情
報を前記文書ファイルに貼り付ける編集手段。
(f) 前記文書ファイルの指定時に前記呼び出し情報を実行して、前記関連付けデータベー
スを検索し、指定された文書ファイルに関連付けられたプラントの状態を示す画面を表示
する関連付け画面表示手段。
　また、本実施形態のプラント運転支援装置において、前記関連付け画面表示手段は、以
下の特徴を有する。
(g) 前記関連付けデータベースに保存されている、前記関連付け要求手段による設定時の
プラントの状態を示す画面と、前記監視手段から取得した最新日時のプラントの状態を示
す画面と、を表示する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態を示す機能ブロック図
【図２】第１実施形態の関連付け要求操作の画面例を示す図
【図３】第１実施形態の関連付け内容の表示画面例を示す図
【図４】第１実施形態のプラント監視状態の各画面例を示す図
【図５】第１実施形態の監視機能の起動パラメータによる画面表示処理を示すフローチャ
ート
【図６】第１実施形態の監視機能の呼び出し処理を示すフローチャート
【図７】第２実施形態を示す機能ブロック図
【図８】第２実施形態の設備データを示す機能ブロック図
【図９】第２実施形態の関連先登録の画面例を示す図
【図１０】第２実施形態の関連先登録後の関連付け表示の画面例を示す図
【図１１】第３実施形態のエラー画面と確認画面の画面例を示す図
【図１２】第４実施形態を示す機能ブロック図
【図１３】第４実施形態の点検結果入力画面の画面例を示す図
【図１４】第４実施形態のプラント監視機能の起動パラメータによる画面表示フローの一
例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
１．第１実施形態
［構成］
（１）プラント監視機能
　図１は、第１実施形態の支援装置示す機能ブロック図である。図１において、１はユー
ザ端末、２はこれにネットワーク等の通信手段で接続されたサーバ、３は監視対象となる
プラントである。
【００１７】
　サーバ２には、プラント３の監視手段４が設けられ、この監視手段４がユーザ端末１に
設けられた表示装置５にネットワーク等の通信手段を介して接続されている。なお、表示
装置５はモニタなどの表示装置であり、マウスやタッチモニタなどの入力装置も含む。
【００１８】
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　監視手段４には、プラントデータ記憶部６、設備データ記憶部７及び登録グループ情報
記憶部８が接続されている。プラントデータ記憶部６は、サーバ２内に設けられたプラン
トデータの収集部９に接続されている。この収集部９は、プラント３に設けられた各種の
センサにネットワークを介して接続され、各センサからのプラントデータを収集し、収集
したデータをプラントデータ記憶部６内に記録する。
【００１９】
　監視手段４は、ユーザ端末１の表示装置５からの要求に従い、プラントデータ記憶部６
に記憶されているプラントデータを、グラフや帳表、系統図、一覧などの種々の表示様式
に加工して出力する機能（本実施形態では、帳票作成機能と呼ぶ）を有する。
【００２０】
（２）文書ファイル関連付け機能
　ユーザ端末１には、文書ファイルの記憶部１０が設けられている。この記憶部１０に保
存される文書ファイルとしては、プラントの運転マニュアル、プラントを構成する機器の
保守マニュアル、あるいは機器の保守を行うための点検シートなどがある。文書ファイル
の記憶部１０は、文書ファイルの編集手段１１と接続されている。
【００２１】
　編集手段１１は、文書ファイルを表示し作成するための手段である。編集手段１１は、
(a) ユーザ端末１に設けられたクリップボード１２に記録されたＵＲＬなどの呼び出し情
報を、例えばハイパーテキスト形式のデータとして文書ファイルに貼り付けて、その文書
ファイルを記憶部１０に保存できる機能と、貼り付けられたハイパーテキストを実行して
ＵＲＬを呼び出すことができる機能を有するアプリケーション、
(b) ユーザ端末１に設けられたキーボードやマウスなどの入力装置、
とから構成される。
【００２２】
　編集手段１１は、文書のみを扱うアプリケーションに特定されるものではなく、表計算
ファイルやプレゼンテーション用ファイルや画像ファイルなどの表示および編集が可能な
汎用アプリケーションも含まれる。また、前記呼び出し情報は、ＵＲＬに限らず、表示画
面と文書ファイルとの関連付けを可能とするものであれば、他の形式のものを使用するこ
とも可能である。また、呼び出し情報の貼り付け形式も、ハイパーテキスト形式に限らず
、文書ファイルに貼り付けられた特定の呼び出し情報に従って、関連付けされた画面が起
動できるものであれば、他の形式のものを利用できる。更に、一時的な記憶手段として、
クリップボードを使用したが、必ずしも一時記憶手段を使用する必要はなく、文書ファイ
ル記憶部などに、文書ファイルの管理情報として直接記憶することも可能である。
【００２３】
　ユーザ端末１には、文書ファイルとプラント監視装置との関連付け要求手段１３が設け
られている。この関連付け要求手段１３は、表示装置５に図２（Ｂ）に示す関連付け要求
画面が表示された場合に、関連付け要求画面の設定項目に入力されたデータをサーバ２内
に設けられた関連付けデータベース１４に登録する。
【００２４】
　すなわち、監視手段４が通常の監視状態において、表示装置５が表示する監視画面は、
監視手段４の帳票作成機能によって作成された各種の帳票、例えば、図２（Ａ）のような
グラフである。この監視画面は、リンクボタンＢ１を有しており、オペレータがリンクボ
タンＢ１をクリックした場合には関連付け要求手段１３が起動される。
【００２５】
　この関連付け要求手段１３は、画面の機能番号と登録グループ番号と画面に表示されて
いるデータの日時（以降表示日時と記す）を引数として、図２（Ｂ）の関連付け要求画面
を表示する。オペレータが関連付け要求手段１３を起動する手段としては、リンクボタン
Ｂ１以外にもプルダウンメニューやショートカットキーなどでも良い。
【００２６】
　関連付け要求画面は、一例として図２（Ｂ）に示す画面であり、引数として受け取った
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情報の表示項目と、プラント状態の選択と画面の説明を入力するための設定項目を有する
。関連付け要求画面の表示項目と設定項目は、図示の例に限らず、関連付けデータベース
１４に登録する内容であれば種々のものを採用できる。例えば、登録者の氏名や所属など
の情報を表示項目とすることが考えられる。
【００２７】
　関連付け要求画面は、ＯＫボタンとキャンセルボタンを具備する。オペレータがＯＫボ
タンを選択した場合には、前記関連付け要求手段１３は、関連付け要求画面が呼び出され
たときの引数と関連付け要求画面で設定した情報を、ユニークなＩＤ番号（以下、リンク
ＩＤという）と共に、関連付けデータベース１４に保存する。関連付け要求手段１３は、
オペレータがキャンセルボタンを選択した場合には、関連付けの処理は行わず、関連付け
要求画面を終了する。
【００２８】
　図２（Ｄ）は、関連付け要求手段１３が関連付けデータベース１４に保存する各種デー
タの構成例である。この例では、リンクＩＤ、機能番号、登録グループ番号、表示日時、
プラント状態などが、リンクＩＤの順序に従ってテーブル形式で保存されている。
【００２９】
　関連付け要求手段１３は、前記の各情報を関連付けデータベース１４へ保存した後、サ
ーバ２側に設けられた関連付け画面表示手段１５を呼び出すためのＵＲＬと、ＵＲＬの引
数としてのリンクＩＤを、クリップボード１２に記録する。関連付け画面表示手段１５を
呼び出す方法は、ハイパーテキスト形式でサーバ２にあるプログラムを実行するための方
法であれば、ＵＲＬ以外の他の手段を用いても良い。
【００３０】
　図２（Ｃ）は、関連付け要求手段１３の実行時に、クリップボード１２に記録されるＵ
ＲＬを示すテキストデータの一例であり、このＵＲＬがリンクＩＤと共にクリップボード
１２に記録されている。図３（Ａ）は、図２（Ｃ）のような形でクリップボード１２に記
録されているＵＲＬとリンクＩＤを、前記編集手段１１によってマニュアルなどの文書フ
ァイルにハイパーテキスト形式のデータとして貼り付けた状態を示す。
【００３１】
　サーバ２には、関連付け画面表示手段１５が設けられている。オペレータがユーザ端末
１の編集手段１２を用いて文書ファイルを指定、閲覧あるいは編集（総称して、指定とい
う）すると、その文書ファイルに関連付けられたＵＲＬに従って、この関連付け画面表示
手段１５は起動する。起動した関連付け画面表示手段１５は、ＵＲＬの引数に指定された
リンクＩＤをキーとして関連付けデータベース１４に登録された情報を読み込み、図３（
Ｂ）に一例を示すような関連付け内容を示す画面（以下、関連付け画面という）を表示す
る。
【００３２】
　図３（Ｂ）の関連付け画面は、指定された文書ファイルに関連付けて登録された監視情
報に関する最新値画面Ｂ２と、文書ファイルと監視情報の関連付けを登録された時点の画
面（登録時画面）Ｂ３と、関連付け要求画面において関連付けデータベース１４に保存し
た情報を表示する説明画面Ｂ４により構成される。
【００３３】
［作用］
　以上のような構成を有する本実施形態の作用を説明する。
（１）プラント監視機能
　このような構成を有する本実施形態では、プラント３からリアルタイムに送信されるセ
ンサ値などのプラントデータを、ネットワーク等の通信手段を介して収集部９により受信
し、サーバ２内のプラントデータ記憶部６に長期間保存している。保存されたプラントデ
ータは、オペレータの要求により、監視手段４が有する帳票作成機能を使用して、ユーザ
端末上の表示装置５にグラフや帳表、系統図、一覧などの種々の表示様式で表示される。
図４（Ａ）～（Ｅ）はプラント監視時の画面例である。
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【００３４】
　すなわち、監視手段４は、ユーザ端末１の表示装置５に、図４（Ａ）に示すようなメニ
ュー画面を表示させる。オペレータがこのメニュー画面中のグラフ機能を選択すると、監
視手段４は、表示装置５に、図４（Ｂ）の登録グループ選択画面を表示させる。更に、オ
ペレータが登録グループ選択画面中の特定の登録グループを選択すると、監視手段４は選
択された登録グループに対応する図４（Ｃ）のようなグラフ画面を、表示装置５に表示さ
せる。
【００３５】
　一方、オペレータがこのメニュー画面中の設備点検を選択すると、監視手段４は、表示
装置５に、図４（Ｄ）の機器情報選択画面を表示させる。更に、オペレータが機器情報選
択画面中の特定の機器（図では、復水器）を選択すると、監視手段４は選択された復水器
に対応する図４（Ｅ）のような点検結果入力画面を、表示装置５に表示させる。
【００３６】
　なお、図４（Ｃ）のグラフ画面の右上にリンクボタンＢ１が表示されているが、このリ
ンクボタンＢ１については、次の文書ファイル関連付け機能において説明する。また、図
４（Ｅ）の点検結果入力画面の右上にナレッジ参照ボタンＢ６が表示されているが、この
ナレッジ参照ボタンＢ６は、後述する第２実施形態において表示されるものであり、第１
実施形態では表示されることはない。
【００３７】
　監視手段４が、前記図４に示す各監視画面の表示を行う場合のフローチャートの一例を
、図５に示す。この場合、画面表示に使用するパラメータは、一例として、次のものであ
る。
(1) 機能番号
(2) 登録グループ番号
(3) 表示日時
(4) 画面表示位置
(5) 画面表示サイズ
【００３８】
　監視手段４が実行された場合（図５のstart）に、オペレータが機能番号を指定してい
ない場合には（ステップ１のＮｏ）、監視手段４は図４（Ａ）のメニュー画面を表示する
（ステップ２）。オペレータは、このメニュー画面に表示されたメニューから機能を選択
する。一方、オペレータが機能番号を指定しており（ステップ１のＹｅｓ）、しかも、登
録グループ番号を指定していない場合は（ステップ４のＮｏ）、監視手段４は図４（Ｂ）
の各機能の登録グループ選択画面を表示する（ステップ５）。
【００３９】
　オペレータは、この登録グループ選択画面に表示された登録グループから、所望の登録
グループを選択する（ステップ６）。ステップ６においてオペレータが所望の登録グルー
プを選択するか、オペレータが登録グループ番号を指定している場合は（ステップ４のＹ
ｅｓ）、監視手段４は、オペレータによる表示日時の指定の有無を確認する（ステップ７
）。表示日時の指定がある場合には（ステップ７のＹｅｓ）、表示日時を指定した日時に
設定し、表示日時の指定がない場合には（ステップ７のＮｏ）、表示日時を最新の日時に
設定する。
【００４０】
　その後、監視手段４は、オペレータによる画面位置とサイズが指定されているか否かを
確認する（ステップ８）。画面位置とサイズが指定されている場合には（ステップ８のＹ
ｅｓ）、画面の表示位置とサイズを指定された位置とサイズに設定し、画面位置とサイズ
が指定されていない場合には（ステップ８のＮｏ）、画面の表示位置とサイズをデフォル
トの位置とサイズに設定する。このようにして各パラメータの設定が終わった後、監視手
段４は指定された条件の機能画面を表示する（ステップ９）。
【００４１】



(8) JP 5762827 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　この図５のフローチャートに示すように、本実施形態においては、オペレータが各パラ
メータを指定することにより、例えば、図４（Ａ）～（Ｅ）に示すような種々の画面表示
を行うことができる。
【００４２】
（２）文書ファイル関連付け機能
　監視手段４の実行中において、ユーザ端末１の表示装置５に表示した図２（Ａ）の画面
（図４（Ｃ）の画面と同一）から、オペレータがリンクボタンＢ１を選択すると、図２（
Ｂ）の関連付け要求画面が表示される。オペレータが、関連付け要求画面に対してプラン
ト状態及び画面の説明を入力すると、表示されている機能の画面番号と登録グループＩＤ
と関連付け要求画面に入力した情報が、関連付け要求手段１３によって関連付けデータベ
ース１４に保存される。
【００４３】
　関連付け要求手段１３は、図２（Ｂ）の関連付け要求画面の表示状態において、オペレ
ータの操作に従って、関連付け画面表示手段１５のＵＲＬをクリップボード１２に記録す
る。関連付け要求手段１３は、オペレータが編集手段１１を用いて特定の文書ファイルを
指定すると、クリップボード１２に記録された関連付け画面表示手段１５のＵＲＬを、指
定した文書ファイルに貼り付ける。このように、関連付け要求手段１３により、オペレー
タは、指定した文書ファイルとそれに関連する監視情報を関連付けることができる。
【００４４】
　前記のようにして、文書ファイルと監視情報の関連付けが行われた状態において、オペ
レータがマニュアルなどの文書ファイルを指定し、その文書に貼り付けられたＵＲＬを選
択すると、サーバ２の関連付け画面表示手段１５（以下、画面表示手段１５という）を呼
び出すことができる。
【００４５】
　ＵＲＬにより呼び出された画面表示手段１５は、関連付けデータベース１４に保存され
た情報を検索し、その結果、関連付けの内容を表示した関連付け画面が表示装置５に表示
される。この関連付け画面は、図３（Ｂ）に示すように、最新値画面Ｂ２と登録時画面Ｂ
３と説明画面Ｂ４を有する。
【００４６】
　この画面表示手段１５の処理の実施手順の一例を表すフローチャートを、図６に示す。
この画面表示手段１５は、リンクＩＤをキーに関連付けデータベース１４を検索し、関連
付けデータベース１４に保存された情報、例えば、(1) 機能番号、(2) 登録グループ番号
、(3) 表示日時、(4) プラント状態、(5) 説明などの情報を取得する（ステップ１）。
【００４７】
　次に、画面表示手段１５は監視手段４に画面表示の要求を行い、ステップ１において取
得した(1) 機能番号、(2) 登録グループ番号、及び最新日時（現在日時）などを、表示装
置４のディスプレイの左上に最新値の画面Ｂ２として表示する（ステップ２）。
【００４８】
　続いて、画面表示手段１５は、次の画面表示の要求を行い、ステップ１において取得し
た(1) 機能番号、(2) 登録グループ番号、(3) 表示日時を、ディスプレイの左下に登録時
の画面Ｂ３として表示する（ステップ３）。
【００４９】
　その後、画面表示手段１５は、ディスプレイの右側に、ステップ１において取得した(4
) プラント状態、(5) 説明を含む説明画面Ｂ４を表示する（ステップ４）。なお、これら
のステップＳ２～Ｓ４は、必ずしもこの順番で行う必要はなく、適宜変更可能である。
【００５０】
［効果］
　本実施形態では、プラントの特徴的な場面で表示された監視手段４の画面に種々の説明
を付けて関連付けデータベース１４に保存することが可能である。そして、文書ファイル
に記録されたＵＲＬを選択することで、何時でも最新値の画面Ｂ２と登録時の画面Ｂ３と
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説明画面Ｂ４を表示することが可能であるため、複数のオペレータがプラントの監視業務
を行う際に、オペレータ間での監視方法に関する知識を継承できる。
【００５１】
　また、オペレータが、編集手段１１で作成された文書ファイルを指定すると、プラント
監視機能の最新値画面Ｂ２とプラントの特徴的な場面を捉えた登録時の画面Ｂ３とその画
面に関わる説明画面Ｂ４を同時に表示することができる。そのため、文書ファイルを参照
しながら即座に支援装置の機能を表示し、プラント状態が正常であるか異常であるかなど
の的確な判断を行うことができる。
【００５２】
２．第２実施形態
［構成及び作用］
　図７は、第２実施形態を示す機能ブロック図である。なお、第１実施形態と同一の構成
については、その説明を省略する。具体的には、図１のプラント３、文書ファイル記憶部
１０、文書ファイル編集手段１１、クリップボード１２及び関連付け要求手段１３は、図
７では省略している。
【００５３】
　本実施形態は、前記第１実施形態に記載した構成に加え、ユーザ端末１に関連先登録手
段２０を備えている。この関連先登録手段２０は、設備データ記憶部７で管理されている
点検種別に対応するレコードに、前記第１実施形態で設定したリンクＩＤを保存する。
【００５４】
　すなわち、本実施形態では、関連付け要求手段１３は、関連付け画面に、図８（Ａ）に
示すようなナレッジ登録ボタンＢ５を表示する。関連付け要求手段１３は、このナレッジ
登録ボタンＢ５が選択された場合に関連先登録手段２０を起動させる。起動した関連先登
録手段２０は、表示装置５に図８（Ｂ）の関連先登録画面を表示させる。この関連先登録
画面には、設備データ記憶部７で管理されている各種の機器やその点検種別が表示される
。
【００５５】
　この関連先登録画面の表示状態において、オペレータが、図８（Ｂ）の関連先登録画面
上の点検種別を選択し、ＯＫボタンを選択すると、関連先登録手段２０は、点検種別に対
応して設備データ記憶部７に記憶されているレコードに、リンクＩＤを保存する。
【００５６】
　記憶部７に記憶されるレコードのデータベースは、一例として、図９（Ａ）に示すデー
タ構造を有する。このデータベースは、例えば、プラントを構成する設備、機器、点検種
別、点検結果などを管理するものであり、これらのデータと関連付けてリンクＩＤを保存
する。図９（Ｂ）に示す設備データの階層図は、図９（Ａ）のデータ構造を階層図で表し
た図であり、図８（Ｂ）の関連先登録画面において点検種別を選択する場合などで使用さ
れる。関連先登録画面で選択できる項目は、記憶部７から取得した設備データに限らず、
リンクＩＤを保存できるようにすれば登録グループ情報などでも良い。
【００５７】
　一方、サーバ２に設けられた画面表示手段１５は、第１実施形態で説明した図３（Ａ）
の点検結果入力画面に代えて、図１０（Ａ）の点検入力画面を表示する機能を有する。こ
の点検入力画面には、ナレッジ参照ボタンＢ６が設けられている。オペレータがこのナレ
ッジ参照ボタンＢ６を選択した場合に、関連付け要求手段１３は画面表示手段１５を起動
し、起動した画面表示手段１５は図１０（Ｂ）の関連付け画面を表示する。この関連付け
画面は、関連付け登録時に関連付け要求手段１３によって表示される図８（Ａ）の画面と
同じものである。
【００５８】
［効果］
　以上のような本実施形態によれば、一度作成された関連付け画面を点検種別や登録グル
ープ情報に関連付け登録し、監視手段４が提供する各種の機能から、即座に関連付け画面
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を表示することができる。そのため、第１実施形態で示した関連付けの対象となる文書フ
ァイルが無い場合においても、プラント状態が正常であるか異常であるかなどの的確な判
断を行うことができる。
【００５９】
３．第３実施形態
［構成］
　本実施形態の構成は、第１実施形態において、監視手段４が、設備データ記憶部７や登
録グループ情報記憶部８に保存された情報を更新または保存または削除（総称して、情報
を変更という）する際に、変更する情報が関連付けデータベース１４に登録されている機
能番号と登録グループ番号であった場合に、図１１（Ａ）のエラー画面または図１１（Ｂ
）の確認画面を表示する手段を追加したものである。なお、図１１（Ａ）（Ｂ）に示すエ
ラー画面や確認画面は、一例であって、同様な機能を有する他のデザインの画面を使用す
ることもできる。
【００６０】
　このエラー画面または確認画面の表示手段として、監視手段４は、図１１（Ｃ）に示す
ように、次の手段を有している。
(1) 監視手段４が本来有している登録情報の編集部４ａ。
(2) 変更する情報が関連付けデータベース１４に登録されている機能番号と登録グループ
番号であるかを判別する情報判別部４ｂ。
(3) この情報判別部４ｂの判別結果に従って、エラー画面または確認画面を表示させる画
面表示部４ｃ。
【００６１】
［作用］
　本実施形態では、監視手段４が表示した画面で、編集部４ａにより登録グループ情報記
憶部８や設備データ記憶部７を変更する操作を実行した場合、情報判別部４ｂが、関連付
けデータベース１４を検索する。その結果、変更する情報が関連付けデータベース１４に
登録されている機能番号と登録グループ番号である場合には、画面表示部４ｃが情報の変
更のために表示装置４に現在表示している画面は、監視情報と文書ファイルとの間の関連
付けを示すものと判断する。そして、この判断結果に従い、画面表示部４ｃは、図１１（
Ａ）のエラー画面または図１１（Ｂ）の確認画面を表示する。
【００６２】
［効果］
　本実施形態では、監視手段４による設備データや登録グループ情報の変更時において、
関連付けデータベース１４に登録された画面の登録グループが意図しない内容に変更され
ることを防止できる。そのため、既に登録されている関連付けの内容が不用意に変更され
てしまい、オペレータが関連付け画面を表示した際に、不用意に変更された誤った内容の
関連付け画面が表示されることがない。
【００６３】
４．第４実施形態
［構成］
　図１２は、第４実施形態の機能ブロック図である。なお、前記第１実施形態及び第２実
施形態と同様な構成については、説明を省略する。具体的には、図１のプラント３、文書
ファイル記憶部１０、文書ファイル編集手段１１、クリップボード１２及び関連付け要求
手段１３は、図１２では省略している。
【００６４】
　本実施形態では、サーバ２にメール送信手段３０が設けられ、ユーザ端末１にメール受
信手段３１とメール表示手段３２が設けられている。メール送信手段３０は、設備データ
記憶部７を定期的に参照し、各機器の点検周期毎に保守員にメールを作成して送信する手
段であり、通信機能を有するハードウェアと、メール作成及び送信用のアプリケーション
から構成される。メール送信手段３０が作成するメールの文章には、画面表示手段１５を
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起動するためのＵＲＬと、設備データ記憶部７に保存されたリンクＩＤが引数として指定
されたハイパーテキスト形式の文章が記載される。
【００６５】
　メール受信手段３１は、メール送信手段３０が送信したメールを受信し、メール表示手
段３２に通知する。メール表示手段３２は、メール受信手段３１が受信したメールを表示
装置５に表示し、メールに記載されたＵＲＬのハイパーテキストを実行して画面表示手段
１５を呼び出すことができる機能を有するアプリケーションである。なお、メール受信手
段３１は、メール送信手段３０から直接メールが送信される形で記載しているが、メール
サーバ等の他のサーバを介してメールを送受信することも考えられる。
【００６６】
　画面表示手段１５は、引数として受け取ったリンクＩＤを元に関連付けデータベース１
４を検索して関連付け画面を表示する第１実施形態の機能に加え、設備データ記憶部７を
検索して図１３（Ａ）に示す点検ボタンＢ７を表示する。
【００６７】
　点検ボタンＢ７を表示する条件は、図１４に示す機能呼び出しのフローチャートに記載
の通りである。この図１４のフローチャートにおけるステップ１からステップ３は、図６
に示す機能呼び出しのフローチャートにおけるステップ１からステップ３と同一である。
【００６８】
　図１４において、リンクＩＤを検索キーとして設備データ記憶部７を検索し（ステップ
４）、該当する点検種別が検索された場合にのみ点検ボタンＢ７を表示する（ステップ５
のＹｅｓ）。すなわち、図１３（Ａ）のように、関連付け画面の右側に、プラント状態と
説明の情報を表示する説明画面と、設備データに該当する点検結果の入力画面を呼び出す
ための点検ボタンＢ７を表示する。オペレータが、この点検ボタンＢ７を選択すると、画
面表示手段１５は、設備データ記憶部７に記憶されている機器の中から該当する機器につ
いて、図１３（Ｂ）の点検結果入力画面を表示する。
［作用］
　本実施形態においては、プラントを構成する機器の点検周期になると、メール送信手段
３０とメール受信手段３１及びメール表示手段３２を介して、担当者に画面表示手段１５
を起動するためのＵＲＬが付加されたメールが送信される。オペレータがメールのＵＲＬ
を選択すると、点検ボタンが付加された図１３（Ａ）の関連付け画面を介して、図１３（
Ｂ）の点検結果入力画面を表示することができる。
【００６９】
［効果］
　本実施形態では、プラントを構成する機器の点検周期毎にメールにより担当者にメール
が通知されるため、点検作業の遅延や点検作業の漏れを防止できる。また、メールに記載
されたハイパーテキストを選択するのみで、最新のプラント状態と登録時のプラント状態
と説明を含めた関連付け画面が即座に表示されるため、点検時のプラントの正常／異常を
的確に判断することができる。また、関連付け画面から該当する機器の点検結果入力画面
をワンタッチで表示できるため点検作業をスムーズに行うことができる。
【００７０】
５．他の実施形態
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７１】
１…ユーザ端末
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３…プラント
４…プラント監視手段
５…表示装置
６…プラントデータ記憶部
７…設備データ記憶部
８…登録グループ情報記憶部
９…プラントデータ収集部
１０…文書ファイルの記憶部
１１…文書ファイル編集手段
１２…クリップボード
１３…関連付け要求手段
１４…関連付けデータベース
１５…関連付け画面表示手段
Ｂ１…リンクボタン
Ｂ２…最新値画面
Ｂ３…登録時画面
Ｂ４…説明画面
Ｂ５…ナレッジ登録ボタン
Ｂ６…ナレッジ参照ボタン
Ｂ７…点検ボタン
２０…関連先登録手段
３０…メール送信手段
３１…メール受信手段
３２…メール表示手段
 
【図１】 【図２】
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