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遠隔設備監視制御ソリューションeCUBE
Monitor and Control Solution for Remote Machines eCUBE

遠隔設備監視制御ソリューションeCUBE（イーキューブ）は，当社のネットワークベース生産ソリューション

STARDOMのアプリケーションポートフォリオ（ソフトウェアパッケージ）の実現例である。本ソリューション

提供の目的は，設備の稼動状態を常時オンラインで監視でき，定期的にデータ収集することで設備の実績推移

から予測保全を支援するとともに，故障発生時の故障前後データの解析を支援することで迅速な復旧対応を可

能として設備の稼働率を向上させることにある。総合的にeCUBEは，ユーザのTCO（Total Cost Ownership）

を削減するとともに，ユーザへ安心を提供するための支援システムである。

本稿では，eCUBEのシステム構成を示すとともに，当社が従来から持っているサービス事業部の保守サービ

スと組み合わせたアプリケーションサービスプロバイダ（ASP）ビジネスの展開を紹介する。
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Monitor and Control Solution for Remote Machines “eCUBE” is one of the application portfolio (APPF)

of the network-based control system "STARDOM". The eCUBE is designed for preventive maintenance

based on the trends of the equipment operating state by monitoring the state of equipments and gathering

historical data periodically. As the eCUBE provides the functions to analyze the causes of equipment

failures by using historical data before and after the troubles, the equipment can enhance the operating

efficiency with quick recovery efforts. Therefore, eCUBE totally allows customers to cut down the

Total Cost Ownership (TCO) and enhance the security.

This paper describes a system configuration of the eCUBE and introduces a business plan in equipment

maintenance service by integrating the eCUBE and application service provider (ASP).

1. は  じ  め  に

近年，エネルギー関連設備業界のみならず，あらゆる

製造業においてビジネスモデルやユーザの嗜好が急激に

変化してきている。このような劇的な経済変革に対応す

るためには，システムの標準化や部品化を進め，ITネッ

トワークを有効に活用して経営管理から機器制御に至る

までの関連システムの連携が必要となってきている。

当社では，そのような変革に対応するために e-RM

（electronic Realtime Manufacturing）と呼ぶコンセプト

の生産システムを提案し，そのコンセプトの制御部門

（Controlレイヤ）を実現するオープンなコンポーネント群

として，STARDOM（1）を昨年発売した。

本稿では，STARDOMに遠隔設備監視制御のアプリ

ケーションポートフォリオ（APPF）（1）として，遠隔監視に

必要な機器を連携させた遠隔監視制御ソリューション

eCUBEの機能概要と，販売から保守に至るまでの対応を

紹介する。また，従来からのシステム販売だけではなく，

当社のサービス事業部によるアプリケーション・サービ

ス・プロバイダ（以下ASPと言う）としてのeCUBEビジ

ネスの展開も紹介する。

2. eCUBE（イーキューブ）とは

eCUBEとは，設備や装置の状態を24時間監視し，毎

日のプロセスデータを管理・蓄積するとともに，適切な

予測保全や予防保全および万が一の故障時に正確な原因

解析を支援するための情報提供を行うシステムソリュー

ションを示している。その名称のeCUBEは，下記の語

句より“eの 3乗で相乗効果を提供する”ことを意味し

ている。
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①Easy Engineering

eCUBEのシステム機能の内容構成を定義したファイル

から全てのソフトを自動作成を行うことにより，プロ

グラムミングレス・デバックレスを実現。

②Easy Connection

Webブラウザにて，簡単に現場設備と接続が可能。標

準TCP/IPインタフェース（FTP）で簡単にファイル収

集が可能。また，既存のPLC（FA-M3, MELSEC,

SYSMACなど）や他システムと簡単に接続が可能。

③Easy Maintenance

遠隔から，eCUBEユニットのソフトウェアのダウン

ロードなども含めたメンテナンスが可能。

3. eCUBEのシステム構成

eCUBEは，下記の3コンポーネントにより構成される。

図1に，その全体システム構成を示す。

①eCUBEセンタ

複数のeCUBEユニットを統括管理するコンポーネン

トで，データの監視・収集・蓄積の基本機能と設備傾

向を分析支援する機能を持つ。ASPビジネスの場合，

ASP機能を横河レスポンスセンタ（立川市）に設置して

おり，ASPビジネスを展開している。

②eCUBEネット

eCUBEユニットとeCUBEセンタを接続するネット

ワーク機能で，公衆回線（ISDN/PHS）やインターネッ

トVPN，IP VPNその他Dopa網（NTT-DoCoMo）など，

TCP/IPのネットワークで構築される。

③eCUBEユニット

現場の設備データを収集監視制御する機能を持った自

律型コントローラで，電源・ネットワークを2重化す

ることができ，高機能・高信頼性が実現可能なユニッ

トである。

4. eCUBE導入のメリット

eCUBE導入により，設備データの蓄積が自動的に行わ

れ，帳票管理や消耗品交換時期の通知などの予防保全の

管理や，故障発生前後データの保存解析から，事後保全

が容易となる。

また，現場へ行かずに設備の現在状態をWebブラウザ

により，どこからでも監視が可能となる。
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図1　eCUBEシステム全体構成図



遠隔設備監視制御ソリューションeCUBE

29 横河技報　Vol.47 No.1 (2003) 29

5. eCUBE機能概要

eCUBEシステムを構成する，各コンポーネントについ

て説明する。

5.1 eCUBEセンタ機能

eCUBEセンタは，Ethernetに接続された各種サーバ，

監視用オペレータコンソール，ファイアウォール，ダイ

アルアップルータなどで構成され，下記の基本機能と設

備傾向分析支援機能を持つ。

eCUBE センタの基本機能には，現場に設置された

eCUBEユニットのデータを収集し，チェック・保存・表

示などをすると共に，警報イベント受信時に関係クライ

アントに通知する基本機能がある。

設備傾向分析支援機能は，基本機能で収集したデータを

もとに設備の傾向の分析を支援する機能で，標準偏差など

の統計データを表示し，散布図や演算データなどをビジュ

アルに表示／印字する機能である。図2に，eCUBEセン

タ機能のWebブラウザ画面の一例を紹介する。

5.2 eCUBEネット機能

eCUBEユニットとeCUBEセンタを接続するネット

ワーク機能で，公衆回線（ISDN）やインターネットVPN，

IP VPNその他Dopa網（NTT-DoCoMo）などのTCP/IP

のネットワークで構築される。

セキュリティ対策としては，一般公衆回線使用時は

ユーザ名・パスワードによる認証と全て発信者認証によ

り，指定電話番号以外からのアクセスを禁止する構成と

している。

5.3 eCUBEユニット機能

eCUBEユニットを構成するハードウェアは，STAR-

DOMの自律型コントローラで，FCN（Field Control

Node）またはFCJ（Field Control Junction）で構成される。

このFCN/FCJ上に，eCUBEアプリケーションポート

フォリオを実装したものが，eCUBEユニットである。ま

た，eCUBEユニットには，最大272点のアナログ入力，

接点入力，パルス入力（これらをハードI/Oと呼ぶ）を構

築することができる。

eCUBEユニットの主要機能には，設備のデータを収

集・保存する機能，収集したデータに対し警報チェック

をしてその内容を通知する機能と，Webブラウザによる

設備の状態監視機能がある。しかし，これらの機能を実

現するに当たり，下記の点に留意して開発した。

図２　eCUBEセンタ　Webブラウザ画面例

X-Y散布図管理画面� 演算式登録画面�期間自由指定トレンド画面�

現在状態表示画面� 帳票データ管理画面�1分・日報トレンド画面�

基本機能画面�

設備傾向分析機能画面�



遠隔設備監視制御ソリューションeCUBE

30横河技報　Vol.47 No.1 (2003)30

（1）既存PLCからの通信によるデータ収集

既存PLCからのデータ収集を容易にするため，デー

タ収集定義を通信データ先頭アドレスとデータ数で

定義する方式とし，かつその通信データとeCUBEア

プリケーションで収集保存するデータを，個別に定

義できるようにした。これにより，既存PLCのロ

ジックを改造することなく収集できるようにした。

（2）PLCとのEthernet通信で高速データ収集

通信データ数が多い場合に，重要な信号だけでも高

速データ収集できるように，通信を行う単位を，高

速通信グループと低速通信グループの2つに分けて

データ収集する方式を取った。これにより，高速収

集が必要なデータは，高速通信グループに定義され

ることによって，高速周期での警報チェックを行う

と同時に，故障前後データの保存もこの周期で行う。

（3）PLC通信収集とハードI/O収集の共存

eCUBEアプリケーションポートフォリオへの信号入

力は，正規化されたデータ（0-10000）を，決められた

論理変数を経由して入力する構成をとっている。こ

れにより，信号がPLC経由，またはハードI/O経由

であっても入力経路を選ばず，eCUBEアプリケー

ションで扱える構成とした。

（4）ソフトウェアの自動作成

eCUBEユニットのソフトウェアは，専用のコンフィ

ギュレータのシステム定義ツールに機能内容を定義

することにより，eCUBEセンタのタグ定義ファイル

も含めて，全て自動的に作成される。これにより，プ

ログラムレス・デバックレスを実現している。

6. eCUBEのビジネス展開

お客様の予算に合わせた販売メニューを確保するため

に，下記の販売メニューをラインナップした。

6.1 ASP販売メニュー（月額制）

横河レスポンスセンタに構築しているeCUBEセンタ

機能とeCUBEネット機能，それにeCUBEユニットの

ハードは貸与し，eCUBEユニットのソフト機能を使用す

る権利を販売するメニューである。契約後すぐに利用可

能で，初期投資や資産登録が不要などの特長を持つ。

保守については，ASP契約範囲内で24時間受付平日8

時間の保守対応とし，別途保守契約は不要である。

6.2 システム機器販売メニュー

従来のシステム製品販売方式で，現場からセンタに至

るまでのハード／ソフト関連機器を販売するメニューで

ある。保守については，eCUBEユニットに対してのプロ

ダクト保守メニューを標準装備し，契約期間は1年・3年・

5年が選択可能とした。

7. お  わ  り  に

今回紹介した遠隔設備監視制御ソリューションeCUBE

は，ネットワークベース生産ソリューションSTARDOM

がその中核を成し，そのハードウェアはもちろんのこと，

ソフトウェアパッケージとして構築しているアプリケー

ションポートフォリオや，システムコンフィギュレータ

定義ツール等の関連製品も，全て当社内で開発した製品

である。

これは，当社の持つ全国の営業・代理店・サービス網

を活用し，販売・納入・保守の全国展開を考慮したもの

であり，今後もあらゆるユーザ殿のニーズを吸収しなが

ら発展させ，このeCUBEソリューションが，遠隔設備監

視制御のデファクトスタンダードとなることを目指して，

展開して行く予定である。
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