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RunView ～ 東洋計測操作ソフトウェア
RunView for Toyo Measurement Control Software

　In automotive development of motor vehicle manufacturers, it is indispensable that they incorporate a V model 
development. Furthermore, it is necessary to shorten development time for the development of automobiles and to 
reduce the costs of development and to improve the quality of development. In this surroundings, it has become an 
urgent task to improve costs, the energy saving and the introduction period of automobile testing machine system. At 
this time, Toyodenki has realized the performance improvement of the variable speed drive system, while providing 
the inverter and the motor which are used in automotive testing machine system. In addition, Toyodenki has developed 
high-speed and high-performance digital controller that implement the control application of automobile testing 
machine. In this paper, we will describe that the measurement control software (RunView) which can support the 
automotive testing machine system. This software can connect to our digital controller.
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１．まえがき

自動車メーカの自動車開発において，V字プロセス開発を

取り入れることは，開発期間の短縮と開発費用の削減，さら

には開発品質の向上には必須となっている。そのなかで，自

動車試験機システムにおける，コスト，エコ，導入期間など

の改善が急務となっている。

当社はこれまで，自動車試験機システムに使用されるイン

バータおよびモータを提供しており，さらには可変速ドライ

ブシステムの高性能化を実現し，高速・高性能なデジタルコ

ントローラと，デジタルコントローラに実装するための自動

車試験機向けの制御アプリケーションを開発してきた。

今回，当社のデジタルコントローラに接続するための自動

車試験機システムに対応した計測操作ソフトウェア

（RunView）を開発したので説明する。図１は製品イメージ

を示す。

この当社独自の計測操作ソフトウェア（RunView）は，お

客さまのご要望とする自動車試験機システムへの対応を迅速

かつ容易に行うために，直観的な操作を可能とし，フレキシ

ブルなモニタ画面の構成や変更，修正を容易に行うことが可

能となっている。

また，計測データ収集においても長時間のロギングが可能

であり，膨大なデータの中から必要なデータを選択し，瞬時

に再現してお客さまのデータ検証の手助けを行える。

そして，パターン運転ソフトウェアとの連携により，パター

ン運転の指令値と実測値をモニタ表示できる。さらに，計測

データの上下限故障や警報の設定も容易に行える。

■ 図1 RunView製品イメージ
Fig.1 Product image for RunView
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２．RunView　アプリケーションソフト概要

図２に，RunView構成図を示す。HMI部（EXE）はシステ

ム設定，モニタ，パターン運転，ロギング，アラームからな

る。RunView通信サーバ（EXE）はPLCとTCP/IP（PLCコマ

ンド）で通信し，取得したデータは共有メモリに格納し，な

おかつデータファイルに格納する。HMI部（EXE）はその格

納されたデータをロギングメニューのロギングデータモニタ

により表示する。データは計測データのすべての通信周期分

を保存するため，あらかじめ計測ポイントやイベントを定義

するトリガを指定することなく，RunView稼動中に起きた

現象を過去にさかのぼり解析することが可能となっている。

２．１　基本操作方法

RunViewは，通常の機能はメニューバーへ，頻繁に使う

機能は大型ボタン化（図３）し，HMI用の大画面モニタにお

いても操作性を向上させている。よく使う機能のモニタ画面

表示，パターン編集，ロギングデータモニタは大型ボタンに

より１クリックで動作可能となっている。

■ 図2 RunView　構成図
Fig.2 Component figure for RunView
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■ 図3 大型ボタン
Fig.3 Large button
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２．２　モニタ画面表示

図６のモニタ画面表示では計測データをリアルタイム表示

する画面であり，メータ，バー，７セグ，ランプ，グラフ部

品がある。それらを自由な大きさで自由に配置し，モニタ画

面を作成することができる。モニタ画面表示機能は部品変更

不可状態（固定），部品変更可能状態（編集），モニタ状態（実行）

と明確にわかれている。Page-1 ～ Page-5へ最大５枚のモニ

タ画面の作成が可能となっている。

表１にモニタ画面表示機能を示す。

■ 表１ モニタ画面表示機能
Table1 Function for display monitor

機　能 動　作　内　容

固　定 モニタモード：部品コンポーネントのリサ
イズ，移動，プロパティが変更不可の状態

編　集 編集モード：コンポーネントのリサイズ，
移動，プロパティが変更可能な状態

実　行 モニタを開始

1：Page-1 ～ 5：Page-5 ページを切り替えます。最大５ページモニ
タ画面を作成可能

２．３　メータ

図４に表示のメータはサイズ変更や背景色，針色の指定，

最大値最小値の指定ができる。さらにアラームの設定が可能

となっており警報，故障と２つのゾーンのアラームが定義で

きる。

メータの表示項目のタイトルの表示，非表示，アラーム値

（警報／故障）の表示，非表示も指定でき，さまざまな表示が

できるようになっている。

■ 図4 メータ表示
Fig.4 Metor display

２．４　７セグ

図５に表示の７セグはサイズ変更や背景色，数時色の指定

ができるようになっている。メータの表示項目のタイトルの

表示，非表示，アラーム値（警報／故障）の表示，非表示も指

定でき，さまざまな表示ができるようになっている。

■ 図5 ７セグ表示
Fig.5 7 Segment display

■ 図6 モニタ画面表示
Fig.6 Display monitor
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２．５　バー

図７に表示のバーはサイズの変更や背景色，針色の指定，

最大値最小値の指定ができるようになっている。さらにア

ラームの設定が可能となっており警報，故障と２ゾーンのア

ラームが定義できる。メータの表示項目のタイトルの表示，

非表示，アラーム値（警報／故障）の表示，非表示も指定でき，

さまざまな表示ができるようになっている。

２．６　ランプ

図８に表示のランプは計測データのビットモニタの為の部

品として定義され，サイズの変更やランプ形（丸形／四角形），

表示色の指定ができるようになっている。

２．７　グラフ

図９に表示のグラフはモニタ画面表示に配置するグラフ機

能であり，計測データのグラフの選択ができるようになって

いる。

２．８　パターン運転

図11に表示のパターン運転はあらかじめパターンデータ

ファイルをCSV形式で作成し，運転パターン部（EXE）によっ

て，PLCにFTP通信で送られる。PLCにはファイルシステム

が搭載されており，PCで作成されたファイルをそのまま受

付し，データ処理できる機能を持っている。そして，PLCに

実装されたパターン運転関数（MCSFUN）に読み込ませて実

行する。パターン運転関数はPLCのスキャンタイムで実行さ

れるので，図10に表示した従来のパターン運転にくらべ，

処理分解能が飛躍的に向上した。
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■ 図7 バー表示
Fig.7 Bar display

■ 図8 ランプ表示
Fig.8 Lamp display

■ 図9 グラフ表示
Fig.9 Graph display

■ 図10 従来のパターン運転
Fig.10 Conventional pattern drive

パターン指令
（最速 100ms 程）

Windows PC

CSV ファイル

■ 図11 今回開発したパターン運転
Fig.11 Developed pattern drive

ファイル転送
（FTP）

パターン指令
（10ms 以下）

Windows PC

CSV ファイル
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２．９　ロギングデータモニタ

RunView通信サーバ（EXE）では計測データの通信周期分

保存する。保存容量は最大約90日分保存できる。図15に表

示のロギングデータモニタでは保存された計測データの任意

チャンネルのグラフ表示を行う。図12に表示のロギング

データモニタ機能はオンライン停止，オンライン実行，オフ

ライン，トランジェットがあり，オンライン停止では実行中

のリアルタイムトレンドを停止し，オンライン実行ではリア

ルタイムトレンドを開始し，オフラインでは計測されたファ

イルを選択しグラフ表示し，トランジェットでは計測された

ファイルの複数グラフを表示できる。

■ 図12 ロギングデータモニタ機能
Fig.12 Function for logging data monitor

ロギングデータモニタでは，計測データの通信周期分保存

している為，不意の異常現象が起きた時，あらかじめトリガ

設定などを行うことなく，図13に表示の計測データ保存の

発生時刻を追えば，その時の挙動が解析可能となっている。

■ 図13 計測データ保存
Fig.13 Measurement data preservation

図14に表示のグラフカーソルは，グラフ値と表示項目が

表わされ，データ解析が非常に便利となっている。

■ 図14 グラフカーソル機能
Fig.14 Graph cursor function

■ 図15 ロギングデータモニタ
Fig.15 Logging data monitor
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２．10　アラーム設定

図16に表示のアラーム設定は，計測項目の上下限値をこ

えた時，図17に表示したアラームポップアップウインドウ

が表示される機能である。設定された項目を図17のアラー

ムポップアップウインドウと同じ色で表示し，設定箇所が一

目で分かるようになっている。

■ 図16 アラーム設定
Fig.16 Alarm setting

■ 図17 アラームポップアップウインドウ
Fig.17 Popup window for alarm

３．むすび

以上，自動車試験機システムに対応した計測操作ソフト

ウェア（RunView）の開発について紹介した。本ソフトウェ

アを適用することで，お客さまの自動車試験機システムへの

カスタマイズ化が直観的かつ簡略的になることを示した。

当社は現在までに高度な可変速ドライブ制御を可能とす

る，ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたシステムを

提案してきた。そのシステムに本計測操作ソフトウェア

（RunView）を組み合わせることにより，お客さまの自動車

開発プロセスのご要望への対応を総合的に迅速かつ容易に行

うことが可能となる。当社は，今後もより良い製品の開発に

一層の努力をしていく所存である。

おわりに，本計測操作ソフトウェア（RunView）の開発に

あたり，多大なご協力をいただいたすべての方々に対して厚

く御礼申し上げる。
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