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　品質の高い制御ソフトウェアを生産するために空調製品で実施している系統的な取り組みを紹介する．
ユニット設計者にも容易に理解できる図形形式のプログラム記述を採用し，机上シミュレーション評価を
始めとした各種ツールによる事前検証を充実することにより，実機試験での手戻りが大幅に短縮でき，品
質の高い制御ソフトウェアが短期間で開発できるようになった．

1．は　じ　め　に

　空調製品の制御ソフトウェアは，近年顧客ニーズの
多様化に対応して複雑化の一途を辿っている．一方，
製品コストの低減に伴い製品開発サイクルの短縮化が
進んでおり，短期間で高い信頼性を持った制御ソフト
ウェア開発が求められている．当社では，この要求に
応えるために検証ツールを活用したフロントローディ
ング型開発により，品質の高い制御ソフトウェア作り
に積極的に取り組み，確かなものづくりに役立ててい
る．本稿では，制御ソフトウェア開発の上流段階から
実装・製品化に至る開発プロセスに対して実施してい
る一連の品質向上の取り組みを紹介する．

2．制御ソフトウェアの開発手順

　制御ソフトウェアの改修に要する工数は，不適合の
発見が開発の下流段階になればなるほど増大する．し
たがって上流段階でいかに早く問題を検出できるか
が，開発期間・開発工数に大きく影響する．制御ソフ
トウェアに発生する問題は，大きく“制御仕様の問
題”，“制御アルゴリズムの問題”，“制御プログラム自
体の問題”に分類される．図１に，従来と現在の制御
ソフトウェア開発手順の比較を示す．従来の制御ソフ
トウェア開発手順では，“制御仕様の問題”や“制御
アルゴリズムの問題”が最終段階の実機試験でしか検
出できないため，大幅な手戻りが発生し，開発プロジェ
クトに対して問題となることがしばしばあった．これ
に対し，現在の制御ソフトウェア開発手順では，“制

御仕様の問題”や“制御アルゴリズムの問題”を，上
流段階の机上検証において大半が解決できるなど，開
発ステップごとにフィードバックを掛ける仕組みを実
現することにより問題を後工程に持ち越さないため，
実機試験での手戻りが大幅に低減でき，その結果，品
質の高い制御ソフトウェアが短期間で開発できるよう
になった．
　次章以降では，この開発手順を実現している個別の
手法について事例を交えて紹介する．

3．図形言語記述の適用 

　これまでの制御ソフトウェア開発は，C言語やアセ
ンブラ言語といったテキスト言語による開発であった
ため，①記述の自由度が大きくバグが入り込み易い，
②属人性が強く第三者による理解が困難で保守性が
悪いといった信頼性の問題があった．また，プログ
ラム言語を知らないユニット設計者にとって制御ソフ
トウェアは解読し難く，①仕様のレビューが難しい，
②プログラム開発者への制御仕様伝達において抜け
や解釈の相違が発生する，③他機種展開が容易でな
い等の問題点もあった．そのような問題点を改善した
効率的で信頼性の高い開発手法の一例が，自動車業界
でも標準的になりつつある図形言語記述による制御ソ
フトウェア開発である．
　図形言語は，AND・OR等のグラフィカルな図形
要素を組み合わせた制御ロジックで制御プログラムを
表現したものであり，ユニット設計者にも容易に理解
可能な記述である．そのため，①記述するだけでそ



21
三菱重工技報 VOL.43 NO.2: 2006

のままシミュレーション可能である，②自動的に C

言語ソースコードが生成される，③検証時に制御ロ
ジック上に動作表示させることで妥当性確認が容易
に行える（図２参照）等の優れた特徴を有している．
したがって，図形言語記述による制御ソフトウェア
開発は，制御仕様検討から組込みシステム開発まで
統一した環境下で行え，上流工程からの設計見直し
のリスク・工数を最小限に抑えられ，プログラム作
成期間短縮及び人為的なミスの削減ができる．当社
も本開発手法を取り入れ 2000年より独自開発された
図形言語記述ツールを利用して大型冷凍機，パッケー
ジエアコン等の製品にて量産機開発へ適用を開始し，
制御ソフトウェアの開発期間短縮及び信頼性向上に
取り組んでいる．

4．制御ソフトウェア検証技術

　4．1　SILS（Software In the Loop Simulation）
　従来，制御ソフトウェアは実機試験の繰り返しに
よって開発してきた．しかしながら冷熱製品のグロー
バル化に伴い，利用環境条件は膨大な数となり，環境
によっては試験室で再現できないこともありえる．こ
れは即ち，制御ソフトウェアの検証不足につながり，
製品の信頼性が低下する要因となる．そのため当社で
は空調機の挙動をパソコン上でモデル化し，制御ソフ
トウェアと連動させた解析（SILS）を実施することで，
机上で実機を模擬した検証を実現している．
　一例を示す．ソフトウェアとハードウェアを組み合
わせて机上で検証するためには，制御ソフトウェアと
制御対象である圧縮機や電子膨張弁等のアクチュエー
タ及び圧力や流量などの冷媒挙動をモデル化する必要
がある．制御ソフトウェアは図形言語記述の制御ロ
ジックであり，アクチュエータ及び冷媒の挙動のモデ
ル化には，当社の発電プラント等の動特性解析に実績
のあるシミュレーションコード PRANETを用いてい
る．図３は 2005年４月発売の冷暖フリーマルチエア
コン（１台の室外機で冷房・暖房の同時運転が可能）
の開発へ適用した事例であり，低外気温における起動
時の圧力制御と吐出温度制御の挙動である．起動と同
時に圧縮機回転数と電子膨張弁開度が制御され，冷媒
回路の高圧及び低圧が一定に制御されている状態や圧
縮機吐出温度が所定の温度以下に制御されている状態
が確認できる．このように本シミュレーションを用い
ることにより，制御指令に応じた冷媒挙動を机上で解
析し，制御仕様／アルゴリズムの検証が可能となる．

図２　図形言語記述による開発例
視覚的な表現により，ユニット設計者にも理解し易い．
また検証時には同一図面上で動作を確認できる．
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図１　制御ソフトウェアの開発手順
従来の手順では大きな手戻りが発生したが，現在の手順では後工程に問題を持ち越さない開発が可
能となった．
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同様の解析を気候条件や設置条件を変更して実施する
ことで，想定されるあらゆる利用環境下における制御
仕様／アルゴリズムの検証を実施し，製品の信頼性を
高めている．本手法は，製品開発の初期段階に適用す
ると効果が大きく，試作機レスで制御仕様／アルゴリ
ズムを開発・検証することができるため，前述の冷暖
フリーマルチエアコンでは開発期間を 50％低減する
ことができた．
　4．2　ロジック検証
　図形言語で記述した制御ロジックは，実機搭載前に，
単体検証であるロジック検証を実施している．ロジッ
ク検証は制御ロジックを機能単位で検証することが目
的であり，あらかじめ，温度，圧力などのセンサ入力
やリモコン設定など信号入力の時間的推移を“検証シ
ナリオ”として設定しておき，制御ロジックをパソコ
ン上でシミュレーション実行させ，圧縮機回転数，電
磁弁 ON/OFFなどの出力信号の動きが設計通りであ
ることを確認するものである．
　検証手順としては，入力条件の検証シナリオを表計
算ソフトで記述し，シミュレーション実行後，結果を
グラフ表示する．数百項目ある制御ロジック毎に検証
シナリオを作成し，複数の検証シナリオの連続実行に
より短時間で全ロジックの検証が実現でき，限られた
検証期間にあっても，高い検証網羅性が実現できる．

　事例としてガスヒートポンプエアコン（GHP）の
ロジック検証の一例を紹介する．
　図４は，冷房起動時のロジック検証結果で，冷媒低
圧変化による，エンジン回転数，クラッチ，容量制御
弁の制御状態をシミュレーションしたものである．
t 0で空調機の電源を投入し，t 1でリモコンを ONに
する．するとクラッチ１，２とも OFFのままエンジ
ン回転数が上昇し，暖機運転を開始する．t 2で暖機
運転が終了し，クラッチ１が入り圧縮機１が運転を開
始する．冷媒低圧圧力が所定の目標値より高いためエ
ンジン回転数が上昇を続け，t 3で圧縮機１用の容量
制御弁がパーシャルからフルに切り替わる．その後，
t 4でクラッチ２が入って圧縮機２が運転を開始し，t 5
で圧縮機２用の容量制御弁もフルに切り替わる．その
後，更にエンジン回転数が上限まで上昇する．以上の
ように各ポイントでのクラッチ，容量制御弁，及びエ
ンジン回転数の動きがビジュアルに検証できる．
　制御ロジック作成時には，必ず，全ての検証シナリ
オを実施し，抜けのない検証としている．また，制御
アルゴリズムの変更に伴い，制御ロジックの一部を改
修したときであっても，同様に全ての検証シナリオを
実施し，部分改修による予期せぬ悪影響のないことを
確認している．
　ロジック検証はパソコン上で高速処理が可能なた
め，実機検証に比べて短時間で実行でき，実機では発
生し難い運転状態を容易に作り出すことができる．こ
れにより，①検証項目に抜けがない，②検証記録に
よる見落とし防止ができる，③繰り返し検証も自動
的にできる，などのメリットを備えている．
　4．3　RPC（Rapid Prototyping Controller）
　制御ソフトウェア開発の最終段階である実機検証・
調整作業は，従来は実際の制御装置に搭載された状態
で実施してきた．そのため検証作業途中で制御仕様や
制御アルゴリズムの問題などにより改修が必要になっ
た場合は，検証作業を中断して制御ソフトウェア開発
における上流工程へ戻り，ソフトウェア改修が完了後
に再度検証・調整作業を行っていた．そのため作業効
率が悪く実機検証・調整に多大な工数を費やしていた．
また，実際の制御装置と並行して制御ソフトウェアを
開発する場合は，実機検証・調整を制御装置の完成ま
で待つ必要があり，検証に十分な時間を確保できない
等の問題があった．そのため，当社では模擬制御装置
による実機検証試験（RPC）を一部の製品に適用し
ている．RPCは，高速演算処理機能と各種汎用入出
力機能を搭載した装置を使用し，前述の図形言語記述
の制御ロジックから自動生成された C言語をそのま
ま実装して動作させながらオンラインでリアルタイム
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図３　制御ソフトウェアと冷媒挙動シミュレーション
との連動解析結果
圧縮機や電子膨張弁等のアクチュエータの制御によ
り，冷媒圧力や温度等が設計どおりに制御されてい
る様子をシミュレーションによって確認できる．
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に制御ロジック及び制御パラメータの変更が可能とな
る．したがって，制御装置の開発待ちといった無駄を
排除して十分な検証期間を確保することができ，制御
ソフトウェアの信頼性向上が可能である．また，検証
作業における修正事項やパラメータ調整結果をそのま
まソフトウェアに反映できるため，実機検証・調整に
費やしていた工数を大幅に低減できる．一例として，
カーエアコン制御装置用ソフトウェア開発への適用事
例を示す．本システムは，制御パラメータのモニタ及
び変更機能，模擬操作パネル部の機能が組み込まれ
たパソコンと制御装置を模擬する汎用 DSP（Digital 

Signal Processor）装置，センサ等の各種入出力との
信号変換を行うインターフェースボックスで構成され

ており，模擬操作パネル部を操作し，制御パラメータ
の実行値や計測データ等をモニタリングしながら，リ
アルタイムに制御パラメータのチューニングが可能
である．本システムを適用したことで従来に比べ約
30％の試験工数削減の効果が得られた．
　制御ソフトウェアの実機検証・調整作業が容易に行
えるため，検証効率が飛躍的に向上する
　4．4　HILS（Hardware In the Loop Simulation）
　製品の制御装置に搭載するソフトウェアは，大きく
分けて制御ロジックと，ハードウェアとの入出力を司
るインターフェースソフトウェアで構成される．
　温度，圧力といったアナログ値の読み込み，ON/

OFFスイッチの読み込み，ステッピングモータを利
用した電子膨張弁の開度制御，モータ駆動用インバー
タ装置や空調室内機との通信制御といった部分は，イ
ンターフェースソフトウェアの主要機能であり，図形
言語の記述ではプログラム効率が悪く，また一旦完成
すればメンテナンス不要の部分でもあるため，C言語
やアセンブラ言語で記述している．
　制御ロジックとインターフェースソフトウェアとを
結合した場合に，制御データの紐付け誤り，通信を介
することによる更新タイミングのずれにより生ずる過
渡的な誤動作，更には制御ロジックとインターフェー
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図４　ガスヒートポンプエアコンでのロジック検証結果
一連の制御機能単位を一つの検証シナリオとしてロジック検証することにより，
作成した制御ロジックの妥当性がすぐに確認できる．
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図５　カーエアコンでのRPC構成
制御ソフトウェアの実機検証・調整作業が容易に行え
るため，検証効率が飛躍的に向上する．
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スソフトウェアとの機能分担誤りによる誤動作等によ
り，制御ロジック出力結果と一致しない問題が生じる
場合がある．
　従来，ハードウェアとソフトウェアを結合した検証
は，ランプやスイッチ，可変抵抗器（ボリューム）な
ど擬似入出力を使用し，手動操作及び目視確認で行っ
てきたが，ソフトウェアの複雑化・増大化に伴い検証
作業が複雑化し，膨大な検証チェックシートの作成・
検証に多大な時間を要していた．また，開発途中での
制御仕様／制御アルゴリズムの変更やソフトウェア設
計上の問題点の修正に伴う再試験の量も大幅に増大し
ており，検証作業の自動化の要求が強くなってきた．
　そこで，ロジック検証で作成した“検証シナリオ”
を用いて，製品の制御装置に搭載された制御ソフト
ウェアの結合検証（HILS）を実行し，更に制御装置
からの出力データとロジック検証結果の不一致点の
自動判定を行うソフトウェア自動検証装置を開発した
（図６）．
　検証装置はパソコン用汎用入出力ボードを利用し，
検証対象である製品の制御装置の入出力仕様が変更と
なってもソフトウェアの入替えだけで対応可能なよう
に構成した．更にセンサ読み込み精度がロジック出力
に大きく影響するセンサ入力には，製品の制御装置か
ら出力されるセンサ値読み込み結果に応じて自動補正
を行う構成とした．このことにより，製品の制御装置
が持つ固有の電子回路上の誤差も補正可能となった．
　ロジック検証ツールで実行する検証は，入力条件が
検証シナリオで記載された設定時間後に同時に変化
し，その結果得られるロジックの出力結果も同時に
変化し，結果として記録保存される．したがって，製
品の制御装置に搭載された状態で行った検証結果とロ
ジック検証結果には不一致が発生する可能性がある．
合否判定プログラムでは，予め許容時間及び許容値を
設け，不一致検出の発生を回避した．
　この自動検証装置のメリットは，一度作成した検証

シナリオを再利用でき，それを無人で自動実行できる
ことである．複数の検証シナリオの実行をスケジュー
リングできるため，夜間の時間帯も検証に充てること
が可能であり，検証期間の短縮が可能となった．

5．ま　　と　　め

　本論文で紹介したいくつかの事例に代表される種々
の取り組みにより，空調製品の制御ソフトウェアの品
質は大きく向上したが，まだ完全ではないと認識して
いる．更なる品質向上を図るため，市場における運転
データを分析し，制御ソフトウェア開発フェーズの各
検証試験に反映することで検証精度の向上を図ってい
る．また，機種展開により管理すべきソフトウェアが
増大するため，共通部分と機種依存部分を明確に分離
し，機種依存部分の開発・検証に注力することで，品
質向上と検証効率化の両立を図る活動も展開している．
　常に進化し続ける製品を支えるため，制御ソフト
ウェアは高度化・複雑化の一途を辿っているが，高い
信頼性を持った制御ソフトウェアを開発し，製品の更
なる品質向上に貢献するため，今後も継続的な改善を
図る所存である．
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図６　ハード・ソフト結合検証システム構成
ロジック検証結果を用いて自動判定を行うことで検証作業の効率化を図っている．
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