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1 SPR データの構成
Intergraph 社の SmartPlant Review (SPR)により、Plant Design System (PDS)で設計/入力さ
れた 3D プラントモデルのレビューを行う場合、PDS の DesignReview Integrator 機能
(PD_REVIEW モジュール)を使用して PDS モデルのデータ形式を変換する必要があります。
この変換を行うと、各モデルのデータは SPR 用データとして 1 つのフォルダに出力されます。
このデータを SPR で開くと、SPR 内の操作/設定等を記録するためのファイル等が作成され
ます。PDS から出力された SPR 用モデルデータは SPR の各バージョンのソフトウェアで開
くことができますが、SPR が作成するファイルは SPR ソフトウェアのバージョンによりデ
ータ形式が異なる場合があります。

1-1 PDS から出力されるファイル
PDS によりプラントのモデリング(設計/入力)を行うと、配管部品等の形状は MicroStation の
デザインファイル(.dgn 等)として保存され、各部品の属性データ(Line No., Equipment No.等)
は Oracle 等のデータベースに格納されます。SPR で PDS モデルのレビューを行う際には、
これらのデータを SPR が扱える形式に変換する必要があります。この処理は、PDS の
PD_REVIEW モジュールにより実行されます。PD_REVIEW の Label Builder 処理を行うと、
PDS の各モデルのデザインファイル(.dgn 等)は一つのフォルダに出力(コピー)されます。各
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モデル内の部品の属性データは、データベースから抽出された後、テキスト形式のラベルフ
ァイル(.drv)としてデザインファイル(.dgn 等)と同じフォルダに出力されます。また、これら
のファイルの構成を記述したコントロールファイル(.dri)が作成されます。この処理の後、PDS
上でモデルの内容が更新された場合には、
再度 Label Builder 処理を実行する必要があります。

.dgn
属性

Label Builder

.dgn
属性

.dri
.dgn
.drv
.dgn
.drv

.dgn
属性

...

...

.dgn
.drv

1-2 SPR で作成されるファイル
PDS から出力されたコントロールファイル(.dri)を SPR で開くと、各モデルのデザインファ
イル(.dgn 等)およびラベルファイル(.drv)が読み込まれます。この操作を初めて実行した際に
は、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)およびラベルデータベースファイル(.mdb2)が
作成されます。プロジェクトデータベース(.mdb)には、配置したタグの内容やディスプレイ
セット定義等、SPR 上で行われた操作/設定等の情報が記録されます。ラベルデータベースフ
ァイル(.mdb2)には、ラベルファイル(.drv)から読み込まれた属性データが格納されます。2 回
目以降にコントロールファイル(.dri)を開く際、ラベルファイル(.drv)が更新されていた場合は、
その内容に合わせてラベルデータベースファイル(.mdb2)が更新されます。
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SPR の File → Save As コマンド(API モジュール)を使用すると、モデルの形状を表す情報
(.dri ファイルに記述されたファイル構成、および各.dgn ファイル内の部品の形状)を、1 つの
VUE ファイル(.vue)として保存することができます。以降の操作では、.dri ファイルではな
く.vue ファイルを開くようにすると、SPR の起動にかかる時間を短くすることができます。
この時必要なファイルは.vue/.mdb/.mdb2 であり、.dri/.dgn/.drv ファイルは SPR からアクセ
スされません。ただし、PDS 上でモデルの内容が更新された場合には、PDS の PD_REVIEW
モジュールによる SPR 用データの更新処理、および SPR の File → Save As コマンドによ
る VUE ファイル(.vue)作成作業を再度行う必要があります。
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なお、VUE ファイル(.vue)を使用する場合でも、SPR 上で行われた操作/設定によって
は.vue/.mdb/.mdb2 ファイル以外にパレットファイル(.pal)、マテリアルファイル(.mat)、パタ
ーンファイル(.bmp/.rgb 等)、バンプマップファイル(.bum)等が必要になる場合があります。
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1-3 SPR のバージョンによるデータ形式の違い
PDS から出力されたデータを SPR で開いた際に作成されるファイル(.mdb/.mdb2)は、SPR
ソフトウェアのバージョンによりデータ形式(各データベースファイル内部のテーブル定義)
が異なります。古いバージョンの SPR ソフトウェアで作成されたデータをより新しいバージ
ョンの SPR ソフトウェアで開く場合、データ形式の変換を行う必要があります。
.mdb/.mdb2 ファイルのデータ形式:
SPR バージョン

.mdb

.mdb2

04.00.01.10
04.01.00.14

データ形式

04.02.00.22

変更

04.02.01.14

データ形式
変更

04.02.03.00
04.02.04.10

1-4 .mdb/.mdb2 ファイルのフォーマット
SPR 04.01.00.14 までの.mdb/.mdb2 ファイルのフォーマットは Microsoft Access 97 形式と
なっています。SPR 04.02.00.22 以降では、.dri ファイルを初めて開く際のオプション指定に
より、Microsoft Access 2000 形式を使用することも可能です。また、Microsoft Access 97 形
式で作成された.mdb/.mdb2 ファイルを、Microsoft Access 2000 によりフォーマット変換を
行って使用することも可能です。
.mdb/.mdb2 ファイルのフォーマット変換は、Microsoft Access 2000 により行うことが可能
です。Microsoft Access 97 形式の.mdb/.mdb2 ファイルを Microsoft Access 2000 で開こうと
すると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。
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「データベースを変換(C)」オプションを選択し、OK ボタンを選択します。この時、変換後
の.mdb/.mdb2 ファイルの名前として、変換元と異なるファイル名を指定する必要があります。
各 フ ァ イ ル の 変 換 終 了 後 、 SPR に よ っ て .dri/.vue フ ァ イ ル と 共 に 読 み 込 ま れ る よ
う、.mdb/.mdb2 ファイルの移動またはファイル名変更等を行います。
なお、.mdb/.mdb2 ファイルの間で Microsoft Access 97/2000 形式を混在させることはできま
せん。
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2 SPR 本体によるデータ形式の変換
古いバージョンの SPR ソフトウェアで作成されたデータをより新しいバージョンの SPR ソ
フトウェアで開く場合、データ形式の変換を行う必要があります。この時、.vue ファイルを
作成せずに.dri ファイルを使用していたデータ(.dgn/.drv ファイルが含まれるデータ)であれば、
SPR ソフトウェア本体を使用してこの処理を行うことができます。

2-1 SPR 04.01.00.14 までのデータを SPR 04.02.00.22 で開いた場合
この場合、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)の変換が行われます。
SPR 04.01.00.14 までのデータ(.dri ファイル)を SPR 04.02.00.22 で開こうとすると、以下の
ようなダイアログボックスが表示されます。

はい(Y)ボタンを選択すると、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)の変換が行われます。
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2-2 SPR 04.01.00.14 までのデータを SPR 04.02.01.14 以降で開いた場合
この場合、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)およびラベルデータベースファイル
(.mdb2)の変換が行われます。
SPR 04.01.00.14 までのデータ(.dri ファイル)を SPR 04.02.01.14 以降で開こうとすると、以
下のようなダイアログボックスが表示されます。

はい(Y)ボタンを選択すると、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)の変換が行われます。
次に、以下のようなダイアログボックスが表示されます。

OK ボタンを選択すると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。

はい(Y)ボタンを選択すると、ラベルデータベースファイル(.mdb2)の変換が行われます。こ
の時、.mdb2 ファイルは新しいデータ形式で上書きされます。いいえ(N)ボタンを選択すると、
以前のデータ形式の.mdb2 ファイルが、“Copy of …”という名前で残されます。
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2-3 SPR 04.02.00.22 のデータを SPR 04.02.01.14 以降で開いた場合
この場合、ラベルデータベースファイル(.mdb2)の変換が行われます。
SPR 04.02.00.22 のデータ(.dri ファイル)を SPR 04.02.01.14 以降で開こうとすると、以下の
ようなダイアログボックスが表示されます。

OK ボタンを選択すると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。

はい(Y)ボタンを選択すると、ラベルデータベースファイル(.mdb2)の変換が行われます。こ
の時、.mdb2 ファイルは新しいデータ形式で上書きされます。いいえ(N)ボタンを選択すると、
以前のデータ形式の.mdb2 ファイルが、“Copy of …”という名前で残されます。

2002-07-11

8 / 10

SmartPlant Review データの互換性

MUTOH

3 LabelDBConverter によるデータ形式の変換
SPR 04.02.00.22 までのソフトウェアで作成されたデータを SPR 04.02.01.14 以降のソフト
ウェアで開く場合、ラベルデータベースファイル(.mdb2)の変換を行う必要があります。この
時、VUE ファイル(.vue)を使用していたデータ(.dri/.dgn/.drv ファイルが含まれないデータ)で
は、SPR ソフトウェア本体を使用してこの処理を行うことができません。この場合、SPR
04.02.01.14 以降に付属する LabelDBConverter ユーティリティを使用して、データ形式の変
換を行う必要があります。

3-1 LabelDBConverter の使用方法
LabelDBConverter ユーティリティは、通常は C:¥Program Files¥Intergraph¥SmartPlant
Review¥Utilities¥LabelDBConverter フ ォ ル ダ に イ ン ス ト ー ル さ れ て い ま す 。
LabelDBConverter.exe を起動すると、以下のような画面が表示されます。

1 番上の Source 4.0 to 4.2 label database (.mdb2)フィールドに対して、変換元の.mdb2 フ
ァイルの名前を入力します。2 番目の Destination 4.2.1 label database (.mdb2)フィールド
に対して、変換後の.mdb2 ファイルの名前を入力します。これらのファイル名に対して、同
じ名前を指定することはできません。通常、Configuration の Label schema, Site name,
Site ID の各フィールドの設定値は変更しません。Access 2000 database format オプション
にチェックマークを付けると、変換後の.mdb2 ファイルのフォーマットを Microsoft Access
2000 形式にすることが可能です。なお、.mdb ファイルに関してはフォーマットの変換は行
われないため、.mdb/.mdb2 ファイルの間で Microsoft Access 97/2000 形式が混在しないよう
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に注意する必要があります。Convert ボタンを選択すると、ラベルデータベースファイル
(.mdb2)の変換処理が行われます。Close ボタンを選択すると、LabelDBConverter ユーティ
リティを終了します。
.mdb2 ファイルの変換終了後、SPR によって.vue ファイルと共に読み込まれるよう、.mdb2
ファイルの移動またはファイル名変更等を行います。
SPR 04.01.00.14 までのデータに対して上記の.mdb2 ファイルのデータ形式変換作業を行っ
た場合、SPR 本体によってプロジェクトデータベースファイル(.mdb)のデータ形式変換を行
う必要があります。SPR で.vue ファイルを開こうとすると、以下のようなダイアログボック
スが表示されます。

はい(Y)ボタンを選択すると、プロジェクトデータベースファイル(.mdb)の変換が行われます。
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