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まえがき

リモートメンテナンスの目的は，MTTR（Mean Time

To Repair）の短縮と MTBF（Mean Time Between

Failure）の改善である。これを簡単に表現すると，突発

故障の内容を的確に把握し，スピーディな故障復旧対応を

実施することと，故障を事前に予測し予防処置を可能にす

ることである。

富士電機は，より進化させたリモートメンテナンス技術

により命題解決を図っている。対象も EIC（電気，計装，

コンピュータ）設備全体を包含しており，最新技術である

リモートメンテナンス端末をはじめ，機械設備・生産ライ

ンやプラント全体のリモートメンテナンス化も実現可能で

ある。以下にその概要を紹介する。

制御システム（DCS）のリモートメンテナンス

２.１ システム概要

DCSリモートメンテナンスシステム（システム名：

AMS）は，ユーザーの制御システムとメーカーのサポー

トセンターに設置されているセンターシステムを通信回線

で接続し，①リモート監視・点検と，②リモート障害調査

の二つの機能を有している。DCSのエンジニアリングワー

クステーション（EWS）にリモートメンテナンスソフト

ウェアを付加するだけで容易に実現できる。図１にシステ

ム構成実施例を示す。

従来は，センターシステムがスタンドアロンなため収集

したデータを共有することができなかったが，センターシ

ステムをWebサーバ方式とすることで，支援部門間のデー

タ共有を可能とした。

対象とする制御システムは，三世代前の富士電機のプロ

グラマブルコントローラ（PLC）MICREX-PⅢシリーズ

から最新の AXシリーズまで幅広い。

２.２ リモート監視・点検

リモート監視・点検は，システム構成機器やネットワー

クの稼動情報を遠隔から 1 ～ 2か月ごとにデータ収集する。

リモート点検項目は，①コントローラ装置の CPU負荷率，

②ヒューマンマシン装置のHDDエラー兆候，③ネットワー

クの通信エラーカウンタなどであり，それらのデータを基

に故障の兆候をとらえることで，故障発生の未然防止を図

る。診断内容は，報告書として自動作成するため，各ユー

ザーに対し均一な技術サービスを提供できる。

２.３ リモート障害調査

リモート障害調査は，万一の障害発生時にサービス拠点

やサポートセンターのブラウザから故障情報を収集し，故

障箇所の特定や障害原因を究明することで適切な処置と障

害復旧時間の短縮を目指したサービスである。

従来は，RAS（Reliability, Availability, Serviceability）

情報を解析表示するにとどまっていたが，データベース技

術の応用により，故障原因解析と処置方法を自動指示する

機能や過去の障害実績データとの照合による原因特定機能

を持たせている。サービス員のみならず支援バックアップ

要員とのデータ共有も可能となり，複雑化した障害に対し

ても迅速な対応を可能とした。

２.４ 今後の取組み

前述した故障予測・故障解析・機能更新など，実質的な
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遠隔でのメンテナンス機能の開発を予定している。

さらに今後は，顧客設備の保全情報とリンクした最適な

保全計画やその実績管理，さらには劣化診断，寿命診断の

オンラインサービスへと展開していく所存である。

クライアント・サーバシステムのリモート

メンテナンス

クライアント・サーバのリモートメンテナンスシステム

は，運用管理ソフトウェアのリモートメンテナンス機能を

使用しており，お客様のシステムの運用監視サーバと富士

電機の「コールセンター」に設置したリモート端末である

運用管理クライアントを通信回線で接続して運用する。障

害発生時には，コールセンターの専門技術員がエラーメッ

セージの受付と切分けを行い，リモート端末からログイン

し，データ収集と障害調査を行う。

３.１ リモートメンテナンスの機能

故障発生時に迅速な障害切分けを行い，早いシステム復

旧を目的としており，次の機能を有している。

３.１.１ システム監視機能

サーバのハードウェア障害の監視

メモリ，電源，ディスク障害，温度異常

ソフトウェア障害の監視

OSの障害，システム資源不足，OSのブートメッセー

ジなど

サーバソフトウェアのユーザー作成メッセージ監視

３.１.２ ネットワーク監視

サーバ間やサーバと各種グループウェア，パソコン

（PC），ネットワークコンピュータ（NC）間のネットワー

ク障害監視

３.２ 導入事例と導入効果

図２に導入事例を示す。

サーバ 12台，パソコンおよびネットワークコンピュー

タ 280 台を対象として，24時間 365 日のコールセンター監

視体制で運用している。フルタイムで遠隔監視することに

より，設備の安定稼動に寄与し，障害発生時には，迅速な

システム復旧対応を行っている。

また，障害受付実績データを蓄積して分析を行うことに

より，障害解析の迅速化とシステム改善につなげている。

図３は，運用開始から 6か月間の障害受付実績を要因別

に表したものである。この図から，ネットワークとソフト

ウェアに関するトラブルが大半を占めていることが分かる。

従来は，ハードウェアの故障箇所の特定や原因の推定に重

点が置かれていたが，ネットワークやソフトウェア主体の

リモートメンテナンスが中心となってきている。

３.３ 今後の課題

今後は，事後保全としてのリモート調査から，故障の兆

候をとらえて故障発生を未然に防止する予防保全に重点が

移行する。リモートメンテナンスの機能充実，さらにアプ

リケーションソフトウェアを含めて，システムメンテナン
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スへの機能拡充が必要である。

UPSのリモートメンテナンス

国家的 IT戦略推進とコンピュータシステムのダウンサ

イジング，そしてリスク回避のための分散システム化によ

り多数の小容量無停電電源装置（UPS）を導入するケース

が増加している。また，一方では UPS 保守員を持たない

ケースが増えているため，装置に対するメンテナンスフリー

の要求が強くなっている。高信頼度が要求される UPSに

とって保守点検は欠かすことはできないが，お客様のラン

ニングコスト削減意識が高まり保守契約意識が低下してい

る。そのため，お客様にとっては低コストでメーカーを問

わず設備を安全にメンテナンスできる統合管理システムへ

の要求が高まってきた。

４.１ UPSリモートメンテナンスの動向

従来のリモートメンテナンスシステム

24時間故障監視機能とモニタリング機能を有し，障害発

生時の迅速対応要求にこたえるべく，UPS 内部の設定デー

タや RASデータ受信が主体であった。お客様にとって，

故障発生頻度は少なくても24時間遠隔故障監視機能と障害

時の解析機能は必要不可欠である。しかし，コストメリッ

トは顕著でなかった。

これからのリモートメンテナンスシステム

部品寿命に影響が大きい UPSの温度環境測定やバッテ

リーテストなどを可能とし，リモートメンテナンスによる

故障予測的な診断機能を高めることにより予防保全を行う。

小容量 UPSの保守体系比較例を表１に示す。今後は，

従来のオンサイトメンテナンスだけではなく，リモートメ

ンテナンス主体へ移行し，オンサイトメンテナンスは部品

交換の発生する３年に 1 回とする。オンサイトメンテナン

スによる人件費を低減し，ランニングコストの低減要求に

こたえるメンテナンス体系を可能とする。

４.２ マルチベンダー・マルチデバイス対応リモート

メンテナンスシステム

標準プロトコル JEMA-MIB 対応の LANインタフェー

スに AI/DIカードを付加することにより，充電器や周辺

盤などの機器やメーカーを問わないマルチベンダー・マル

チデバイスへ対応したリモートメンテナンスシステムであ

る。これらをネットワーク接続で TCP/IPプロトコルに

て通信し，高速なマルチベンダー・マルチデバイス対応の

統合管理リモートメンテナンスシステムを実現する（図４

参照）。

日常保守用のお客様側モニタは，停止時でもインタフェー

スが直接センター側へ伝送する機能を有する。パソコンの

寿命時にはパソコンだけ取り換えればよく，システムの置

換えは不要である。

富士UPSの場合

標準実装 LANインタフェースと監視ソフトウェアによ

り故障履歴までの詳細データを低コストでモニタリングが

できる。

他社製UPS・周辺盤の場合

アナログ入力で AC220Vまでの電圧 4チャネルと専用

クランプで電流 4チャネルまで入力ができ，簡易波形トリ

ガ機能による監視ができる。ディジタル入力 8チャネルに

よる状態監視とトリガ機能による故障監視機能および温度

センサを内蔵した温度管理機能を有している。

４.３ 新しい保全サービス

UPSの専門知識のないお客様でも安心して装置が導入

できるように，装置の管理をメーカー側が保全サービスと

して請け負っている。リモートによる点検データの提供に

加え，Webサーバにて過去の障害履歴や部品交換周期な

どのデータをいつでも閲覧できるように管理し，お客様の

管理負担を軽減したサービスを提供する。

Webサーバサービスメニューは次のとおりである。

データ閲覧：点検，障害，履歴，部品交換周期

リアルタイムメンテナンス：動作故障状態・履歴，バッ

テリーテスト

オンサイトメンテナンス受付：オンサイトメンテナン（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）
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ス受付，交換部品販売

情報提供機能：新製品情報，日常保守方法

自家発電装置のリモートメンテナンス

近年の設備・施設管理においては，顧客側の設備監視に

代わってメーカーにおいて遠隔監視するサービス形態が増

えつつある。

特にコージェネレーション設備は，民生用から産業用ま

で幅広く導入されてきたが，監視・管理する専門技術員が

いない場合は，メーカーによる24時間遠隔監視がコージェ

ネレーション設備導入の必要条件にまでなってきた。また，

夜間・休日における監視員・保守員の負担軽減を目的とし

た導入も進んできた。

このような状況から，富士電機は産業用監視制御装置

（名称：LOGFINE-V）を発展させてコージェネレーショ

ン設備向けに24時間監視システム（名称：TOMFINE-V）

を開発し納入してきた。

５.１ 24時間遠隔監視システムの3方式

24時間遠隔監視システムは，24時間遠隔監視センターに

て監視を行う監視装置を装備することは当然であるが，導

入されるコージェネレーションシステムの大小に合わせて

三つの方式を用意している。

５.１.１ オンサイト監視装置装備方式

大中規模設備を対象とし，お客様側である程度設備の運

用監視を行う場合に用いられる。オンサイト監視装置を発

電設備側に装備し，遠隔監視センターにおいても監視装置

により運用監視をサポートする。

５.１.２ オンサイト検出端装備方式

小規模容量のコージェネレーションシステムを対象とし，

上記５.１.１項の方式ではコスト的に負担が大きくなる場合

に用いる。オンサイト監視装置を省略し，遠隔監視センター

設置の監視システムにおいてコージェネレーション設備の

監視をサポートする方式である。お客様側での専門技術員

を省略できる。

５.１.３ 故障通報方式

上記５.１.２項よりさらに簡便なシステムであり，常時監

視は行わず，故障発生時に24時間監視センターに故障通報

する方式である。

５.２ コージェネレーション監視装置（TOMFINE-V）

本装置は，入力用 PLCを 3 台まで増設することで，プ

ロセス入力（AI，PI，DI）最大 4,056 点の監視が可能であ

る。

オンサイト監視装置装備方式による24時間遠隔監視シス

テムの概要を以下に記す。

５.２.１ システムの構成

システム導入例の全体構成は図５に示すとおりである。

変換器盤（センサなどの信号入力部）

各種入力装置のほか，PLC（MICREX-Fシリーズ）を

内蔵し，状態，故障および計測値を LAN経由にてパソコ

ンへ伝送している。

オンサイト監視装置

PC/AT
〈注１〉

互換機である汎用のパソコンを使用している。

OSとしてはWindows
〈注２〉

NT 4.0を用い HCI（Human Com-

munication Interface）は，市販のパッケージソフトウェ

アをカスタマイズして低コストで使いやすい監視装置を実

現している。

24時間遠隔監視装置

パソコンの構成はオンサイト監視装置と同様の構成であ

る（24時間コールセンター内設置）。

５.２.２ 機能概要

通常状態では，状態・故障監視，アナログ計測データ収

集，帳票作成などを実行している。

事故が発生すると，オンサイト監視装置から24時間遠隔

監視装置に対して警報通知されるとともに，故障情報ファ

イルが送信される。

遠隔監視装置は，事故が発生した顧客名，故障内容，発

生時刻などを表示する。また，本装置をネットワーク接続

することにより，技術者（品質保証，設計など）が現場の

データ解析を同時に実施でき，故障要因の特定が迅速に行

える。

今後は予防保全（故障予測）を含めた機能の充実を図っ

〈注１〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の

商品名称

〈注２〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図５　システム構成導入例



リモートメンテナンス

ていく。

可変速装置のリモートメンテナンス

産業プラント用ドライブ制御システムの高機能化・複雑

化に伴い，可変速ドライブ装置も同様の進化を遂げてきた。

この進化に対応するため，可変速装置を保守する支援シス

テム（以下，保守支援システムという）として，タッチパ

ネル型コンソールやパソコンを利用したローダが開発・製

品化され，可変速ドライブ装置導入時の設定・調整作業か

ら日常の保守まで使用されてきた。さらに，複数の可変速

ドライブ装置を同時に監視したいという要請にこたえるた

め，プラントを構成するすべての可変速装置や PLCの内

部データを集中監視するプラント集中監視システム（商品

名：FORS）を開発・製品化し，お客様から高い評価を得

ている。

６.１ 保守支援システムの用途

保守支援システムの用途を整理すると，次の 4 種類に大

別される。

装置導入時の設定・調整

故障部位の特定と復旧

日常的な装置の監視・管理

プラントライフサイクルを通した装置の保守

これらの用途，使用者などについて整理したものが表２

であり，用途により適用する局面，使用者も大きく異なる。

既存保守支援システムを使用する場合，その使用者には各

可変速装置に対する深い知識が求められるため，さまざま

な局面や使用者を考慮すると，従来の保守支援システムだ

けでは十分ではない。さらに，最近の保守省人化や熟練保

守員の減少の流れは今後ますます加速することが予想され，

新たな保守支援システムが必要となっている。

６.２ 可変速装置の保守支援システム

富士電機ではさまざまな局面や使用者に最適な保守支援

システムを開発・製品化している（図６参照）。この中で

集中監視システム（FORS-7000）とフィールドWebアダ

プタがリモートメンテナンスを指向した保守支援システム

である。

FORS-7000は各装置の内部データおよびプラントの記

録データを公衆回線やインターネット経由でリモート収集

することができる。

フィールドWebアダプタは各装置個々に設置され，各

装置のWebサーバとして機能する。このアダプタとネッ

トワークで接続されたパソコンのWebブラウザにより装

置をビジュアルに監視・操作することができる。

これらを利用すればユーザーの保守を容易にできる。加

えて，問題発生時には富士電機がお客様に対し的確なアド

バイスを提供することが可能となり，お客様が実施する保

守全般への負担を大幅に軽減することが可能となる。今後，

これらリモートメンテナンスに対応した保守支援システム

の拡充を図っていく所存である。

ネットワークアダプタ

７.１ インターネット技術をフィールド機器へ応用

インターネット，イントラネットのホームページを閲覧
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図６　可変速装置の保守支援システム

表２　保守支援システムの用途と使用者，対応製品�

使用時期�用　途�

ドライブ装置の設定・�
　　　　　　　　　調整�

故障部位の特定と復旧�

日常的な監視・管理�

プラントライフサイクル�
　　を通した装置の保守�

装置導入時，装置交換時�
など（使用頻度小）�

突発的，緊急度大�
（使用頻度小）�

時間・日・月など�
（使用頻度大）�

建設ー更新ー破棄までの�
長期間（使用頻度大）�

装置個別�

装置個別または�
複数�

設備の全装置�

設備の全装置，�
予備品・消耗品�

装置の設定・調整，�
オンラインモニタ（装置個別）�
トレースバック（装置個別）�

オンラインモニタ（複数の装置）�
トレースバック（複数の装置）�

装置のオフラインモニタ�
帳票作成機能�

装置の状態（設定・履歴など）�
管理�
予備品・消耗品管理�

対象装置� 支援システムに必要な主な機能�

ユーザーの保守担当者，�
メーカーの調整担当者�
（設備・装置への知識要）�

ユーザーの保守担当者，�
メーカーの調整担当者�
（設備・装置への知識要）�

ユーザーの操業担当者，�
ユーザーの保守担当者�
（設備・装置への知識不要）�

ユーザーの保守担当者，�
ユーザーの調達担当者�
（設備・装置への知識不要）�

使用者�

ドライブ装置付属の�
タッチパネル，ローダ�

集中監視システム�
（FORS-7000）�

フィールドWeb�
アダプタ�

設備管理システム�

主な対応製品�



リモートメンテナンス

することにより情報の活用が広がってきた。このホーム

ページの閲覧がWeb 技術であり，情報をWeb 化するこ

とによりネットワーク上のあらゆる場所から情報を取り出

せる。しかも，インターネットの汎用ブラウザを利用した

閲覧方法のため，閲覧先ごとの専用ソフトウェアが不要で

ある。このWeb 技術をフィールド機器の監視，メンテナ

ンスに適用したのが富士電機のフィールドWebアダプタ

であり，ドライブ装置の遠隔監視，リモートメンテナンス

などに適用される。

７.２ フィールドWebアダプタの概要

フィールドWebアダプタは，監視対象の機器が持つ支

援ツールとのインタフェースを TCP/IP（Ethernet
〈注３〉

）上の

ネットワークへ接続化するとともに，対象機器を簡易

Webサーバとしてネットワーク上のWebブラウザから監

視，設定を可能にする。

また，ネットワーク経由での支援ツールの遠隔操作を可

能にするものである。図７はWeb 監視システムの構成例

で，フィールドWebアダプタは最寄りのパソコンによる

構内のローカル監視から公衆回線を使用した遠隔監視まで

のWeb 監視端末として適用することができる。

〈注３〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

７.３ フィールドWebアダプタの特長・機能

監視対象機器の RS-232Cポートから同機器の演算デー

タ，RASデータを収集し，Ethernetのプロトコルにコ

ンバートしてネットワーク上のパソコンに出力する。

ネットワーク上のパソコンへはWebサーバ機能と電

子メール機能により設備監視，メンテナンスへの適用を

容易にしている。

Webサーバ機能

フィールド機器ごとのホームページを作ることにより

最寄りのパソコンを通して遠隔監視ができる。

メール発信機能

動作状態（保守，障害情報など）を即時メッセージと

して自動通信する。

透過コマンド機能

RS-232Cの支援ツール接続もネットワーク経由に簡

単に変更可能である。この専用の支援ツールを介するこ

とで，対象機器へのきめの細かい操作・設定と第三者か

らの違法介入を防止できる。

省スペースで既存機種へも簡単に接続できる。また，

各種フィールド機器へのカスタマイズも可能である。

RS-232C 経由のケーブル接続で，既存システムを変更

することなく対応が可能である。また，32ビット RISCチッ

プ，リアルタイム OSを搭載し，各種フィールド機器への

カスタマイズを容易にしている（機種ごとのWeb 対応は
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図７　Web監視システムの構成例
表３　Web機能の概要�

Webサービス：ネットワーク部�

ネット�
ワーク�
サービス�

コネクタ�

アダプタ�
インタ�
フェース�

フィールド機器側シリアルインタフェース部�

通信モード�RS-232C

通信方式� 全二重，半二重，調歩同期式�

転送速度�
4,800，9,600，19,200，38,400，57,600，�
（115,200）ビット/秒�

キャラクタ�
構成�

データビット：7，8ビット�
パリティビット：奇数，偶数，なし �
ストップビット：1，2ビット�

フロー制御�
/信号�

フロー制御：Xon/Xoff，CTS/RTS（ハードウェア），�
なし/制御信号：DSR，DTR

コネクタ� Dsub 9P（オス）×1チャネル�

™RS-232CとTCP/IP 間ソケット�
™ユーザープロトコル（アプリケーション�
　で透過，非透過コマンド制御の組込み可）�

Webサーバ�ホームページ機能�

電子メール� 動作状態の自動メール送信機能�

電源電圧�
AC100V 50/60 Hz　5W�
（ACアダプタによる。本体は＋5 V単一）�

外形寸法�
61.0×102.5×28（mm）�
（ケース材質：難燃性プラスチック）�

LAN�
プロトコル�

TCP/IP，UDP，FTP（クライアント），�
TELNET，HTTP，SMTP，ICMP，AEP/�
RARP，DHCP（クライアント），PPP

物理層�

モジュラージャック　RJ-45×1チャネル�
（2LED/シールドタイプ）�

10Base-T



リモートメンテナンス

別途必要）。Web機能の概要を表３に示す。

図８はフィールドWebアダプタを用いたドライブ装置

のWeb 監視の表示例である。

フィールドWebアダプタは，RS-232Cを持つ機器であ

ればファームウェアを入れ替えることによりさまざまな機

器への対応が可能である。富士電機では，このフィールド

Webアダプタを使用してフィールド機器への監視対応の

拡大を順次図っている（図９参照）。

あとがき

幅広い用途に向けた各種リモートメンテナンスシステム

の概要を紹介した。今後はさらなるリモートメンテナンス

の機能向上と，安価な製品の提供に向け努力する所存であ

る。ユーザー各位のご指導・ご支援をお願いする次第であ

る。
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図９　フィールドWebアダプタの機種展開

下記項目から選択� 設定データ一覧表� LEONIC-M500
設定データ一覧� No. 項　　目� 設定値�単位�設定範囲� 備　　考�

0 周波数指令値� 0.0 Hz 0～200デジタル内部データ表示�

実際値表示�

運転状態表示1

運転状態表示2

HOME

アナログ出力設定�

MICREX伝送表示�

故障原因・管理データ一覧�

下記項目から選択�

設定データ一覧�

デジタル内部データ表示�

実際値表示�

運転状態表示1

運転状態表示2

HOME

アナログ出力設定�

MICREX伝送表示�

故障原因・管理データ一覧�

1 定格周波数� 50.00 Hz 1～200

2 最低周波数� 2.0 ％� 0～100

3 ベース周波数� 50.0 Hz 1～200 設定範囲は定格周波数まで�

速度設定�
0

100％周波数�

4 トルクブースト周波数� 0.0 ％� 0～100 設定範囲はベース周波数の％設定�

5 定格電圧� 400 V 40～440

6 一次抵抗電圧補償� 0.0 ％� 0～10

7 トルクブースト電圧1 0.0 ％� 0～50 定格電圧に対する割合�

8 トルクブースト電圧2 0.0 ％� 0～10 定格電圧に対する割合�

9 トルクブースト電圧3 0.0 ％� 0～100 定格電圧に対する割合�

10 トルクブースト電圧3時定数� 0 ms 0～9999

11 正転寸動周波数� 0.0 Hz 0～200 定格周波数まで�

12 逆転寸動周波数� 0.0 Hz 0～200

13 寸動モード加減速時間� 5.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

14 HLR加速時間� 60.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

15 HLR減速時間� 60.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

16 HLR急減速時間� 5.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

速度指令�
0

速度検出�
0

ASR出力�
0.0

磁束演算値�
100.0

0.0

電流制限�

電流制限�

100.0

100.0

HLR

PLG

ASR ÷�
＋� －�

Δτ�

＋�

＋�

＋�

＋�

0.0
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磁束�

図８　Web監視の表示例
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商標または登録商標である場合があります。




