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まえがき

経済活動が広域化，グローバル化している現在，企業に

は国内だけでなく，世界を視野に入れたコストや品質など

で一層の競争力が求められている。このような環境の中，

生産・製造設備の現場では，省力化・コストダウンを目的

とした安定・安全操業のための効果的な設備管理の実現が

強く望まれている。

現在，多くの生産・製造設備の現場では，設備が高機能

化・高性能化してきているにもかかわらず，合理化・省力

化の影響で，高度な知識を持った保守員が確保しにくい状

況にあり，より平易で効果的なソリューションが望まれて

いる。また，設備の維持や保守を請け負うメンテナンス

サービス会社や機械メーカーでは，広域分散化するメンテ

ナンス対象に対して，より効率的で充実したサービスが低

価格で実現できるソリューションの提供が望まれている。

このようなニーズに対応するために，富士電機では，急

速に発展，低価格化してきている IT（Information Tech-

nology）を応用したリモートメンテナンスシステムを提供

している。

本稿では，統合コントローラ「MICREX-SXシリーズ」

（以下，SXと略す）と組み合わされる公衆回線利用の富

士オンラインアダプタ（FOA）と，イントラネット・イン

ターネット利用の SX-Webモジュール（以下，SX-Web

と略す）について，その概要を紹介する。

富士オンラインアダプタ（FOA）

２.１ 特　徴

すでに稼動している設備の遠隔監視システムに最適

FOAは SXのローダポートに直接接続するため，SXの

ハードウェア構成を変更することなくシステムを構築でき

る。また，各種の設定はローダソフトウェアの初期設定と

同様に FOAに直接書き込むため，SXのプログラムを変

更する必要がない。

FOA１台で多彩な用途に対応

FOAの機能として，故障監視機能，データ蓄積機能，

積算時間監視機能を有しており，これらの機能を併用して

使用することにより，設備の故障監視・解析，生産実績管

理，各種計測，設備の予防保全など幅広い用途に対応でき

る。また，リモートモードを利用すれば，支援ツール

（D300win）によるリモートプログラミングも可能である。

さらに，コントローラ間のデータ交換として，プログラマ

ブルコントローラ（PLC）間通信機能も有しているため，

遠隔地にあるコントローラと直接データ交換が可能である。

標準監視（モニタ画面）ソフトウェアを用意

パソコンによる監視用ソフトウェアを標準で用意してい

るため，ネットワーク技術やプログラムローダ操作に精通

していなくても，容易にシステムの構築や運用ができる。

また，この監視ソフトウェアは，カスタム画面との対応

も可能であり，Visual Basic
〈注 1〉

や Visual C++
〈注 2〉

で作成した

ユーザー固有の画面で，設備の監視を行うことが可能であ

る。

選べる通信網

通信機器は，RS-232C，ATコマンド対応であれば使用

でき，携帯電話，PHS，モデム，TAPなどが使用可能な

ため，設置場所の通信環境と通信コストに応じて選ぶこと
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〈注１〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注２〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

図１　FOAの外観
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ができる。

２.２ 外　観

図１に FOAの外観を示す。

２.３ システム構成

図２にシステム構成を示す。

２.４ 機　能

図３に機能の概要を示す。

２.４.１ FOAから遠隔監視パソコンへの発信機能

故障監視機能

FOAにあらかじめ設定した故障フラグを検出すると，

あらかじめ設定したコントローラの内部データを読み出し，

監視パソコンへ発信する。これを受けて監視パソコン側で

故障解析ができる。

図４に故障監視機能の構成と画面例を示す。

データ蓄積　

コントローラから指定条件ごと（定周期またはフラグの

変化のいずれか）で読み出す。読み出したデータは FOA

内のメモリに蓄積しておき，指定の発信条件（蓄積回数，

定周期またはフラグの変化のいずれか）で監視パソコンへ

自動発信する。

この機能により，故障時のロギングデータ，電流，電圧，

圧力などのアナログ値のトレンドや一定期間の運転状態な

どを時間幅で監視できる。

図５にデータ蓄積機能の構成と画面例を示す。

積算時間監視機能（3）

（2）

（1）
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図３　FOAの機能概要
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図２　システム構成
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監視 
パソコン 

子局 

通信回線網 

グラフ表示ボタンで 
データをグラフ表示。 
データの変化が一目 
で読取り可能 

データ受信画面 

FOA

自動発信 SXから読み取り 
FOAメモリに蓄積 

通信機器 通信機器 

グ
ラ
フ
化 

図５　データ蓄積機能の構成と画面例
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コントローラに接続されている各種デバイス（電磁開閉

器，制御リレー，センサなど）の，積算稼動時間，連続稼

動時間，オン・オフ回数を監視し，設定値を超えた時点で

監視パソコンに通知する。各種デバイスの寿命予測ができ

るので，点検作業の効率化や保守品の計画的な在庫管理が

可能である。

図６に積算時間機能の構成と画面例を示す。

２.４.２ 監視パソコン

読込み操作とデータ編集

任意・自動収集・連続回線接続によるリアルタイムモニ

タ（連続サンプリング）での読込みを行い，データ形式や

タイムチャート，グラフでのモニタおよび CSV（Comma

Separated Value）ファイル化を行い，Excel
〈注 3〉

での帳票編

集が可能である。

電子メール転送機能

故障監視機能の情報を携帯電話などへ電子メールで自動

転送する機能も標準装備している。これにより，緊急時の

迅速な対応が可能である。

カスタム画面とのリンク

グラフィック画面のカスタム化にも対応可能で，これに

より，機械設備のモニタのみでなく，部品交換時期などの

自動計算や故障解析の応用なども可能である。また，監視

パソコンからのデータ変更も可能であるため，機械設備の

遠隔操作も可能である。

リモートローダ機能

監視パソコンから，リモートモードに自動的に切り換え

D300winの遠隔操作が可能である。D300winを終了後，

監視モードに自動的に復帰する。

２.５ その他

MICREX-F 版 FOAもラインアップしている。監視ソ

フトウェアや初期設定ローダソフトウェアは，SX 版と併

用が可能である。

SX-Webモジュール（SX-Web）

３.１ 特　徴

SX-Webは，SXのベースボード装着形モジュールで，

イントラネットやインターネットを経由した遠隔地の機械

設備のリモートメンテナンスを実現するものである。

SX-Webを使ったリモートメンテナンスシステムは，

FA分野だけでなく，各地に分散した設備をメンテナンス

センタで監視，管理するような要素を持った分野に幅広く

適用できる。

SX-Webは Webブラウザによる監視，異常時の電子

メール送信，任意タイミングでの FTP（File Transfer

Protocol）データ送信，支援ツールによる遠隔操作などの

機能を搭載している。これらの機能を利用して現場の情報

を合理的に収集し，省力化，計画的な保守，より的確で迅

速なメンテナンスサービスなどを実現することができる。

IT 応用製品として，SX-Webを適用したリモートメン

テナンスシステムは，次のような特徴を持っている。

いつでも，どこでも，装置情報の確認が可能

インターネットに接続し，パソコン標準搭載のWebブ

ラウザソフトウェア，電子メールソフトウェアで遠隔地の

装置のモニタ・設定や異常警報電子メールの受信が可能で

ある。

インターネットに接続された情報環境をフルに生かし

たメンテナンスシステムの構築が可能

HTML（Hyper Text Markup Language）の機能を利

用することで，SX-Webのコンテンツからメンテナンス

センタのデータベースにリンクし，装置のマニュアルの閲

覧や詳細なトラブルシューティングなども容易に行うこと

ができる。

複数の現場設備のデータを一つの FTPサーバに保存す

ることで，データの収集・管理が容易になる。

現場設備と監視側間との連携作業によるトラブル復旧

時間の短縮が可能

Webブラウザによるモニタが数箇所から同時に可能で

ある。また，同一パソコン上での Webブラウザと支援

ツールの同時起動も可能である。

遠方からの通信費を安く抑えることが可能

３.２ ハードウェア

SX-Webの外観を図７に示す。SXのベースボード上に

装着するモジュールである。前面には，Ethernet
〈注 4〉

のケー

ブルを装着する RJ45モジュラジャック（10/100Mビット

/秒オートネゴシエーション）とアナログモデムや PHSア

ダプタ，DoPa 端末のような機器を接続するための Dsub

コネクタを装備している。

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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〈注４〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注３〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図６　積算時間機能の構成と画面例
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３.３ 機　能

SX-Webの機能は，モジュールへの各種初期設定から

現場のモニタ，トラブルの復旧までの一連の作業がこのモ

ジュールですべて対応できるよう配慮して，搭載している。

機能と用途の関係を図８に示す。図９にユーザー作成の

コンテンツ画面例を示す。機能の概要は次のとおりである。

Webサーバ機能

遠隔地にあるパソコンのWebブラウザでコントローラ

データのモニタ・設定が行える。データの表形式表示やト

レンドグラフ表示などを標準で搭載している。Webモ

ジュールに対する各種初期設定もすべてWebブラウザに

て行う。

電子メール送信機能

あらかじめ設定したイベントにより，所定のあて先へ電

子メールを送信する。

FTP送信機能

あらかじめ設定したイベントにより，トレンドデータや

CPU内データをバイナリ形式ファイルで外部 FTPサーバ

に保存する。

セキュリティ機能

ユーザー名とパスワードにより，使用者や設定操作を制

限することが可能である。

リモートローダ機能

パソコンからシーケンスのモニタなど，SXの支援ツー

ル（D300win）のリモート操作ができる。

PPP（Point-to-Point Protocol）機能（オプション）

電話回線との接続サービスである。PPP 接続により上

記の各種機能を実現する。

ユーザーコンテンツ作成および書込み機能

ユーザーが作成したコンテンツでのWebブラウザ監視

を行うための支援機能である。

３.４ システム構成例

SX-Webは TCP/IP（ Transmission Control Proto-

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図７　Webモジュールの外観
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図８　Webモジュールの機能と用途の関係

図９　ユーザー作成のコンテンツ画面例
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col/Internet Protocol）ベースの通信を行っており，LAN，

ISDN，PHS，DoPa，アナログモデムなどユーザーのネッ

トワーク環境に合わせて最適な接続方法が選択できる。以

下に SX-Webを適用したリモートメンテナンスシステム

の構成例を紹介する。

図 は，インターネットを利用したシステム構成例であ

る。

この例では，装置側の異常発生などを知らせる電子メー

ルを監視側で受信したことをトリガにして，Webブラウ

ザによるモニタを行い，詳細確認・解析を行う。

また，あらかじめ設定したカレンダ時刻に装置の各種情

報を自動的に FTP送信させている。FTPサーバに蓄積さ

れた情報は必要時に監視側パソコンで読み出し，加工して，

日報・月報や稼動記録などの資料を作成している。

インターネットを介すシステムの場合，監視側から装置

にアクセスするために，装置側に，固定グローバル IPア

ドレスを持っている必要がある。また装置側から電子メー

ルを送信するためにはインターネットサービスプロバイダ

との契約が必要である。しかしながら，これらのインター

ネットと接続するための費用は近年急速に低価格化してき

ており，リモートメンテナンスシステムでの適用が可能に

なってきている。

図 は，イントラネットを利用したシステム構成例であ

る。

イントラネットを利用する場合も，前記のインターネッ

トを利用した場合の使い方は問題なく実現できる。さらに

イントラネットの場合は，プロバイダ関係費用や通信費の

問題から開放されるため，監視側パソコンのWebブラウ

ザによる装置の連続的なモニタ監視作業が可能である。

あとがき

SXを使った機械装置のリモートメンテナンスを実現す

る FOAと SX-Webの概要について紹介した。これらの

製品を適用することで，より容易に経済的なリモートメン

テナンスシステムが構築できるものと考える。

リモートメンテナンスシステムを構築するためのインフ

ラストラクチャーとして重要なキーワードである ITの進

歩のスピードには，目を見張るものがある。今後も，IT

をタイムリーに取り込んだ製品を開発し，リモートメンテ

ナンスソリューションとして市場に提案，提供していく所

存である。
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①あらかじめ設定した異常の発生通知をメールで 
　もらい，Webブラウザで確認，解析などの作業 
　を行う。 
②定時刻に稼動状況データを自動的にFTP送信。 
　監視側パソコンで，FTPサーバのデータを読み 
　出し，月報や稼動記録の資料を作成する。 
③支援ツール（D300win）のリモート操作により 
　詳細なトラブルシューティングを行う。 
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図１０　インターネットを利用したシステム構成例

①定期的（連続的）にWebブラウザで装置状態をモニタする。 
②あらかじめ設定した異常の発生通知をメールでもらい，Webブラウザで確認， 
　解析などの作業を行う。 
③定時刻に稼動状況データを自動的にFTP送信。監視側パソコンで，FTPサーバ 
　のデータを読み出し，月報や稼動記録の資料を作成する。 
④支援ツール（D300win）のリモート操作により詳細なトラブルシューティング 
　を行う。 
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図１１　イントラネットを利用したシステム構成例
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