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生産現場におけるリモートOME
Remote OME in Manufacturing Site

リモートOME（Operation, Maintenance, Engineering）は，リモートオペレーション，メンテナンス，エンジ

ニアリングのことであり，装置を遠隔保守する機能である。近年のネットワーク技術の発展，普及は著しく進

められており，このネットワークを介して装置等のメンテナンスをすることにより，稼動状況の把握から故障

原因の早期解析，修復を行うことができる。

装置の状況は，その装置を制御しているコントローラ内のプログラムやデータの状態を確認することにより

把握することができる。レンジフリーコントローラFA-M3はこのリモートメンテナンス機能を搭載したコント

ローラであり，FA-M3を使用することによりこのリモートOMEを行うことができる。

以下にFA-M3を使用したリモートOMEの機能，概要について報告する。
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Remote OME means Remote Operation, Maintenance and Engineering, and it is a functionality to

maintain machines remotely. These days, network technology has developed rapidly and network in-

frastructure has widely spread. To know the status of a machine, earlier analysis of machine failure and

restoration can be done by using remote maintenance functionality.

  It is possible to know the status of a machine by checking the status of the program and data in a

controller embedded in the machine. Range free controller FA-M3 supports remote maintenance capa-

bility and it achieves to operate the remote OME by using FA-M3.

  Here is a report of the functionality and outline of the remote OME of FA-M3.

図１　FA-M3の外観

1. は  じ  め  に

近年では都市機能の分散化と共に工場を地方に建設，

移転するケースが増えている。また，コストダウンを目

的として工場を海外に建設するケースも多く，国内で製

造した装置を海外の工場へ輸出するケースが増えてい

る。

装置，機械の機能，性能は，技術の著しい進歩に支え

られ，また引き続く不況の中で他社との競争力を保つた

めに著しく向上しており，それに伴って機械，装置は複

雑化してきている。そのためそのメンテナンスにはより

高度な知識，技術が必要とされる。一方，歩留まりの向

上，生産効率アップのために機械，装置の稼働率を上げ

ることが要求され，そのためにはダウンタイムを最小に

するためにメンテナンス効率の向上が必要とされてい

る。

近年ではネットワークの発達により家庭やオフィスな

どから国内のみならず海外のデータまで簡単にアクセス

することができるが，この技術を利用して遠隔地にある

機械，装置のメンテナンスを行うことが可能となった。

これにより，機械，装置を開発した担当者が直接機械，

装置の情報をオフィスで確認することができ，複雑なト

ラブル時にも最小のダウンタイムで回復させることがで

きる。



生産現場におけるリモートOME

36横河技報　Vol.43 No.2 (1999)

工場�

FA-M3  

RS232C 

RS232C 

モデム�
�

モデム�
�

CPUプログラミングポート�
�

パソコンリンクモジュール�
�

公衆回線�
�

オフィス�
�

パソコン�
�

82

レンジフリーコントローラFA-M3は機械，装置の制御

を行うコントローラであり，リモートOME機能をサポー

トしたコントローラである。FA-M3を使用したリモート

OMEの機能，概要について説明する。

2. FA-M3の特長

図１にFA-M3の概観図を示す。FA-M3は以下のような

特長を持ったコントローラである。

・スペースをとらないハガキサイズの大きさ

・５Kステップのラダープログラムを１ms以内で実行す

る超高速性

・最大8192点までのI/Oをカバーするレンジフリー

・ラダーCPU，AT互換CPU，BASIC-CPUなど各種CPU

を最大４台まで実装できるマルチCPU構成

・標準ネットワークを含む約100種類の豊富なI/Oモ

ジュール

・ユーザが独自のI/Oモジュールを開発し実装できるI/O

オープン機能

3. リモートOMEとは

FA-M3が提供するリモートOMEの機能は以下のとおり

である。

・コントローラ内データの読出し

データのモニタを行い，稼動状況の把握，異常状況の

把握を行う。

・コントローラ内データの書込み

コントローラ内データの書込みにより，パラメータの

変更，調整データの変更，初期値設定などを行う。

・コントローラ内プログラムのダウンロード/アップロード

コントローラ内プログラムのアップロード/ダウンロー

ドによりプログラムの切り替えを行う。

・プログラミングツールによる保守

プログラムのモニタ/デバッグ/変更，データの読出し/

書込みからロギング情報の読出し，サンプリングト

レースによる動作チェックまであらゆるデバッグ，メ

ンテナンス機能を使用してプログラムの保守を行う。

特に図２のユーザログは装置

の稼動状況を確認するために

有効である。図３のサンプリ

ングトレースは，ある接点の

ON/OFFタイミングやデバイ

スデータの変化をトリガとし

てそれに関連したデバイス

データの変化状況を見ること

ができ，故障解析や動作確認

に有効である。

4. リモートOMEの事例

FA-M3を使用してのリモー

トOMEには以下のようにいく

図２　ユーザログ 図３　サンプリングトレース

図４　市販モデムを利用した接続例
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つかの接続方法がある。どの接続を行うかはアプリケー

ションにより選択する。

4.1 市販モデムを使用した例

図４に市販モデムを使用した接続例を示す。FA-M3と

開発用パソコンは市販のモデムを介して接続する。FA-

M3側はパソコンリンクモジュールもしくはCPUモジュー

ル上のプログラミングポート（RS232C）に接続される。パ

ソコンリンクモジュールを使用した場合はFA-M3内デバ

イスデータの読出し/書込み，リモートRUN/STOP，プ

ログラム情報，エラー履歴の読出し，プログラムのアッ

プロード/ダウンロードを行うことができる。プログラミ

ングポートを接続した場合はプログラミングツールの機

能を使用することができる。特に１対１で接続する場合

に有効である。

4.2 イーサネットを使用した例

図５，図６にイーサネットを使用した接続例を示す。

図５　イーサネットを使用した接続例

図６　イーサネットとルータを使用した接続例
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FA-M3と保守用パソコ

ンをイーサネットで接

続することにより，

FA-M3内デバイスデー

タの読出し/書込み，リ

モートRUN/STOP，プ

ログラム情報，エラー

履歴の読出し，プログ

ラムのアップロード/ダ

ウンロードを行うこと

ができる。また，プロ

グラミングツールの機

能を使用することもで

き，特に複数台の装置

を１台のパソコンで保

守する場合に有効であり，データ転送も高速に行うこと

ができる。また，同時にリモートメンテナンスカメラを

接続することにより，装置の状況を監視しながら同時に

保守を行うことができる。ハブやルータ，ブリッジなど

を使用して距離を延長することも可能であり，例えばク

リーンルームの中にある装置のメンテナンスをクリーン

ルーム外で行ったり，オフィスから離れた現場にある装

置の保守をオフィスから行うことができる。

イーサネットは世界標準のネットワークであり，世界

に張り巡らされた高速ディジタル通信などを使用して海

外にある装置の保守を日本から行うこともできる。図６

に示すように市販のルータなどを使用することにより，

ISDNなどを使用して接続する。

5. リモートOMEの実現

イーサネットを介してプログラミングツールを使用す

る場合の内部構成を図７に示す。

プログラミングツールからは要求パケットをイーサ

ネット経由でFA-M3の

イーサネットモジュー

ルに送出する。プロト

コルはTCP/IPを使用し

ており，各機能の最初

にコネクションを確立

し，終了時にコネク

ションを開放する。

TCP/IPを使用している

ので，通信異常時のタ

イムアウト監視やリト

ライなどは自動的に行

われる。

要求パケットをFA-

M 3のイーサネットモ
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図７　データ交換の内部構成

ジュールが受け取ると，要求パケットをモジュール内の

要求データ用バッファにセットする。CPUは定期的にこ

の要求バッファをチェックし，要求がある場合にはその

要求処理を行い，レスポンスをレスポンスデータ用バッ

ファにセットする。イーサネットモジュールはレスポン

スデータがセットされたのを確認すると，そのデータを

要求したIPへ送出する。なお，イーサネットモジュール

はプロトコルとしてTCP/IPの他にUDP/IPもサポートし

ており，上位のパソコンなどに事象発生

を通知するためのイベント送信機能を

持っている。また，ルーティングテーブ

ルにルーティング情報を設定することに

より，ゲートウェイやルータを介して他

のネットワークと通信を行うこともでき

る。

6. お  わ  り  に

機械，装置の機能，性能の向上と共に

保守費用が増大してきており，T C O

（Total Cost of Ownership）削減のために

も保守の重要性がクローズアップされて

いる。一方ネットワーク技術の発展に伴

い，世界は身近になってきており，リ

モート保守の必要性は高まっている。今

後も新しい技術を有効に利用し，ユーザの抱える問題を

解決する機能を提供していく所存である。

イーサネットはゼロックス社の登録商標です。

リモートOMEは横河電機（株）の登録商標です。
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