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インターネットを利用したFA-M3 RのリモートOME機能
Remote OME of FA-M3 R Using the Internet

近年インターネットが全世界に普及しており，インターネットを使用して情報交換が簡単に行えるようになっ

てきた。レンジフリーコントローラFA-M3 Rは，従来Ethernetを使用したリモートOME（Remote Operation，

Maintenance & Engineering）機能を提供してきたが，この度インターネット技術の一つである電子メール機能

を利用した，新しい方式のリモートOMEを実現した。本報告では従来のリモートOME機能と共にこの新しい

方式リモートOMEの概要と実現方法を紹介する。
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The recent world-wide spread of the Internet has been allowing the information exchange using the

Internet easily, and then, people can easily exchange information with each other through the Internet.

FA-M3 R range-free controller has previously offered “Remote OME (Operation, Maintenance and

Engineering)” function based on Ethernet, and also, we have developed the new Remote OME function

with E-mail as an element of the Internet technologies. This report describes an outline and technology

of the new “Remote OME” function along with the conventional one.

1. は  じ  め  に

レンジフリーコントローラFA-M3 Rは，デファクトス

タンダードでオープンなネットワークであるEthernet

を，他社に先駆けてサポートした。Ethernetモジュール

経由で上位のパソコン等と接続してデータ交換する機能

だけでなく，パソコン上で動作するプログラム開発ツー

ルに，Ethernetモジュール経由でFA-M3 Rと通信する

機能を搭載することにより，プログラムの開発，デバッ

グ，保守等をEthernet経由で行うことを可能にした。こ

の機能を利用し，FA-M3 Rを介してリモートで装置の状

況の把握，解析を行う「リモート OME」（Remo t e

Operation，Maintenance & Engineering）のコンセプト

を1997 年に提案し，お客様の装置のダウンタイムの低

減，保守費用の低減に貢献してきた。一方，パソコンの

普及とともに，世界標準の通信ネットワークとしてイン

ターネットが爆発的に普及しており，FA-M3 Rはこのイ

ンターネット技術の一つである電子メール機能を利用し

て簡単にリモートメンテナンスを行う機能を開発した。

本稿では，この「リモートOME」の概要を説明すると

共に，インターネット技術を活用した「リモートOME on

インターネット」について，その内容及び実現方法を説

明する。図1に，FA-M3 RのリモートOME機能の概要

を示す。

2. FA-M3 RのリモートOME機能

（1）Ethernet経由でのリモートOME

情報ネットワークとして工場敷地内に既に敷設され

ているEthernetを経由し，事務棟の装置開発者がオ

フィスから直接工場内の装置に組み込まれている

FA-M3 Rのデータ（リレー，レジスタ）や，プログラ

ムのモニタリング，システムログやユーザログ等の

ロギングデータの読み出しにより，その装置の状況

を確認できる。従来のRS-232C接続方式と比べ，高

速にデータ通信することができ，かつEthernet の

ルーティング機能により，遠く離れた場所の装置の

状況を確認することもできる。また，SCADA

（Supervisory Control and Data Acquisition）などの

データ収集，監視用ソフトウェアも標準ネットワー

クとしてEthernetをサポートしており，Ethernet接

続によるシステム化が可能であり，グラフィック

ユーザインタフェースを使用してエンジニアリング，

保守・メンテナンスが可能である。

（2）イントラネットや公衆回線を用いたリモートOME

プログラム開発ツールとFA-M3 RのEthernet接続
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では，標準プロトコルであるTCP/IPを使用してお

り，社内LANであるイントラネットへの接続も可能

である。開発オフィスにあるパソコン上のプログラ

ム開発ツールと，遠隔地にある工場に設置された製

造装置に組み込まれたFA-M3 Rをイントラネット

経由で接続し，この製造装置の動作状況をリアルタ

イムに監視，確認することができる。

公衆回線に汎用のダイアルアップルータを接続する

ことによりローカルなネットワークを構築し，プロ

グラム開発ツールとFA-M3 Rを接続することもでき

る。製造装置メーカがエンドユーザに納めた製造装

置の立ち上げ支援や遠隔保守サービス等に有効であ

り，緊急対応，定期保守サービスなどのビジネスにも

対応可能である。また，PHS等を使用してのモバイ

ルアクセスも可能であり，オフィスにいなくても遠

隔保守が可能であり，特に緊急対応時に有用である。

（3）Webを利用したリモートOME

FA-M3 RはWebサーバ機能として「Webモジュー

ル」をサポートしており，このWebモジュールを利

用して装置の稼動管理を行うことができる。装置の

稼動情報等をパソコンで収集，監視する場合は，

SCADA等の高価なソフトウェアを使用するのが一

般的であるが，Webモジュールによりマンマシンイ

ンタフェースをWebブラウザにすることで，FA-M3

Rのデバイスデータ（リレー・レジスタ）を収集，監

視することができる。異常発生時の通知として警報

メールの自動発信機能があり，離れた場所の担当者

に対しても異常を通知することができる。また，大

量のデバイスデータを保存するために，PCカードへ

のデバイスデータ保存機能があり，このデータを

FTPで読み出すことができる。（図2参照）

稼動画面の作成は，HTMLで定義す

るだけで簡単に作成でき，稼動データ

をグラフィカルに表示するためのバー

表示，トレンド表示用アプレットが標

準実装されている。また，Webブラウ

ザからの操作を考慮し，データの書き

込みはセキュリティを強化しており，

特定オペレータからしか実行できない

ように定義することも可能である。

（4）インターネット経由でのリモートOME

上記の方法での接続では，以下のよう

な課題があった。

・専用のネットワークに接続したり，

ネットワークを構築する等の必要があ

り，構築や設定にはネットワーク技術

者が必要。

・イントラネットのアクセスや社外の装

置との接続における，セキュリティの

問題。

・公衆回線を用いることによる，ランニングコストの増加。

・複数箇所に設置された装置を保守する場合，装置メー

カはエンドユーザ毎に回線の増設が必要。

これらを解決するため，「簡単に」「安価に」リモート

OMEを行う方法として，インターネット技術の一つであ

る電子メール機能を利用した「リモートOME on イン

ターネット」を実現した。（図3参照）

リモートOME onインターネットでは，電子メールに

情報を付加してプログラム開発ツールとFA-M3 Rとの間

で情報交換を行うため，電子メール環境が整っていれば，

世界中のどこにある装置に組み込まれたFA-M3 Rとでも

データ交換ができる。また，電子メール機能を利用して

いるため，複数のFA-M3 Rに対して同時にデータ送信要

求を送ることもでき，逆に複数のパソコンに対してFA-

M3 Rから同時にデータを送ることもできる。しかも，担

当者が不在であってもメールサーバにデータが保持され

ており，必要な時にデータを読み出すことができる。ま

図1　FA-M3 RのリモートOME機能

図2　Webを利用したリモートOME機能
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た，受信日時も電子メール情報に残っているため，複数

のデータを時系列で収集，保持しておくことができる。

3. リモートOME onインターネットの仕組み

電子メール機能を利用したリモートOME onインター

ネットは，プログラム開発ツールWideField2とFA-M3 R

に実装される E t h e r n e t インタフェースモジュール

F3LE11-0Tの間で電子メールを送受信し，その電子メー

ルに要求コマンド，レスポンスデータを付加してデータ

交換を行うことで実現している。データ交換可能な項目

は，以下の通りである。

（1）各種デバイスデータの読み出し／書き込み

FA-M3 R内部のデバイスデータ（レジスタ・リレー）

の読み出し／書き込み。

（2）システムログ，ユーザログの読み出し

FA-M3 RのシーケンスCPUで保存しているシステ

ムログ，ユーザで登録した稼動ログの読み出し。

（3）サンプリングトレースの設定／結果確認

FA-M3 R内の複数リレーのタイミングデータとレジ

スタデータの内容を，ロジックアナライザライクに

トレースする。トレースのタイミングの設定と，ト

レース結果の確認。

（4）プログラムのアップ／ダウンロード

FA-M3 RのシーケンスCPU内ラダ－プログラムの

アップロード／ダウンロード。

3.1 プログラム開発ツールWideField2の電子メール機能

プログラム開発ツールWideField2 の電子メール機能

は，POP3/SMTPプロトコルに対応したメール機能を内

部に持っており，メールサーバ経由でEthernet インタ

フェースモジュールF3LE11-0Tと，電子

メールを交換する。電子メールには該当

するコマンド，レスポンスデータが記載，

付加されている。

WideField2の電子メール機能に関する

関連図を，図4に示す。

電子メール環境設定で，対象となる

Et h e r n e t インタフェースモジュール

F3LE11-0Tのメールアドレス，CPU番号，

メールサーバのアドレスを設定する。設定

後は，プログラム開発ツールWideField2

のメニューから要求機能を選択すると，機

能に応じたコマンドの電子メールが設定さ

れたアドレスのFA-M3 Rに送信される。

機能毎に用意されている設定ウィンドウで

必要なパラメータを入力すると，入力され

た 内 容 を プ ロ グ ラ ム 開 発 ツ ー ル

WideField2が自動的に電子メールとして生成する。この

ため，ユーザが意識してメールの内容を作成する必要は

ない。

EthernetインタフェースモジュールF3LE11-0Tからプ

ログラム開発ツールWideField2に送信されたレスポンス

メールは，［メール確認］機能でサーバから受信すること

ができる。受信した電子メールはメールボックスに保存

されており，受信した電子メール1通毎にコマンド内容，

相手先が表示されるので，ユーザはメールボックスに格

納されている受信メールのうち，必要な電子メールのみ

を選択して，データの確認などを行うことができる。

（図5参照）

3.2 電子メールの内容

EthernetインタフェースモジュールF3LE11-0Tとのイ

図3　リモートOME onインターネット

図4　プログラム開発ツールWideField2の電子メール機能
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ンタフェース情報であるメールテキストは，送信データ，

受信データとも，コマンド部とデータ部に分かれている。

（1）送信データ

送信メールのコマンド部には，要求機能，対象CPU

が書かれており，Ethernetインタフェースモジュー

ルF3LE11-0Tが解析して，そのコマンドを実行す

る。

送信メールのデータ部は，要求するコマンドのオプ

ションやデータ，また，プログラムの内容が記載さ

れている。

（2）受信データ

受信メールのコマンド部には，要求コマンドと同じ

コマンドが記載されており，WideField2は，どの要

求に対するレスポンスなのか認識することができる。

受信メールのデータ部には，要求コマンドに対応し

たレスポンスデータが入っており，このレスポンス

データをプログラム開発ツールWideField2の各機能

で参照できる形式に変換して，ファイルに保存する。

3.3 EthernetインタフェースモジュールF3LE11-0Tの電

子メール機能

EthernetインタフェースモジュールF3LE11-0T内部の

動作概要を，図6に示す。

メール送受信用にPOP3／SMTPを実装しており，ま

た，メールの環境設定用にHTTPを実装している。メー

ルアドレス，メールサーバ，受信メール確認時間などの

電子メールの環境設定は，専用の設定ツールを使用せず，

Webブラウザから設定することができる。設定内容は，

モジュール内部の不揮発性メモリに保存されるため一度

設定すれば電源をOFFしても再設定の必要はない。

（1）メールコマンド処理

設定された周期で，POP3サーバに対して電子メー

ルの受信を確認する。受信した電子メールは，内部

コマンドに変換され，シーケンスCPU 間インタ

フェースを通して実行される。不正電子メールによ

る誤動作を防ぐため，解釈できない電子メールは破

棄される。また，パスワードを設定でき，パスワー

ドが一致しない電子メールも破棄される。

コマンドの実行結果は，メール本文に展開した後

SMTPサーバから電子メールとして送信される。

（2）シーケンスCPU監視機能

設定された周期でシーケンスCPUのステータスを確

認し，指定した条件と一致した場合に，その内容を

指定したメールアドレス宛にメールを送信する。設

定できる条件は，シーケンスプログラムの実行／停

止，シーケンスCPUの軽故障／中故障／重故障（タ

イムアウト）である。

（3）電子メールのイベント送信

ユーザが任意のタイミングで，電子メールを送信す

ることができる。日本語のメッセージや，指定した

デバイスの内容を送信することができる。

4. お  わ  り  に

ネットワークインフラの整備により，今後もインター

ネット機能を利用した各種サービスが可能となると考え

ている。今後もユーザのニーズにあった機能，サービス

を継続的に提供することにより，開発，保守効率を向上

させるべく努力していく所存である。

* リモートOME，WideFieldは，横河電機（株）の登録商標です。

* その他本文中の製品名，名称は，各社の商標または登録商標です。

図6　FA-M3 Rの電子メール機能

図5　受信メールボックス


