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機能概要

基本機能

 SCADA
• ウェブブラウザから簡単にセンサーやPLCなどを
監視･制御を実現

• 32以上のドライバで、コントローラを含む450以
上のデバイスをサポート

• SCADAの階層化での拠点等のデータ統合が容易

• ウェブブラウザによるリモートで設定/管理/メン
テナンスなどの操作が可能

 CNC
• CNCマシンの接続状況、稼働モード、アラーム状
態、可用性をウェブブラウザからリアルタイムで
の管理

• NCプログラム、セットパラメータ、サーボスピ
ンなどの管理・監視をウェブブラウザで実現

機能の活用

 可視化(Bi)機能
• WISE-PaaSクラウトサービスと同じインテリ
ジェントでグラフィカルなダッシュボード

• SMSなどでのアラート発報

• タブレットやスマフォへ専用アプリでの配信

 データストア作成機能
• GUIから簡単なDB作成

• エクセルへレポー出力

 データゲートウェイ機能
• クライドへのデータ連携

• ITシステムとのデータ連携

オープンインターフェース開発機能

WebAccessソフトウェアにはSCADAとCNCの基本的な機能以外に、可視化(BI)、データストア作成、
データゲートウェイなどの機能として活用していただけます。



フィールドデバイス(PLC, I/Oモジュール, IoT機器...)

DDE、SNMP ...

標準産業プロトコル

...... 

......

CNC

シーメンス 三菱 オムロン ABB アレン・ブラッドリー シュナイダー デルタ Fuji キーエンス

SCADA機能

Basic  Menu

Webブラウザから簡単にセンサー・ＰＬＣを監視、制御可能。
32以上のドライバで、コントローラを含む450以上のデバイスをサポート



WebAccess/CNC

• CNC ランタイムサポート (Standard License):
• FANUC:0i-A/B/C/D/F,16i, 1S8i, 21i, 31i, 32i (FOCAS lib needed)

• MITSUBISHI:M700/M70 & M800/M80 series

• HEIDENHAIN: iTNC530 & TNC640 (DNC option needed)

• SIEMENS:840Dsl (OPC UA) & 828D (OPC UA)

• CNC ドライバサポート (Economical License):
• FANUC: 0i-A/B/C/D/F,16i, 1S8i, 21i, 31i, 32i (FOCAS lib needed)

• FANUC robot: R-J3iB, R-30iA, R-30iB

• BROTHER: CNC-B00, CNC-C00

• FAGOR: 8060 & 8070 series

• HAAS: NGC (RS232 &TCP/IP)

• LNC: M/T 2800/2900/5800/6800/6900/7900

• SYNTEC: V10.116.36 later & CloudAgent V2.10.0 later (OPC UA server)

• RODERS: RMS6-ERP

Advance Menu 



可視化(Bi)機能
グラフィカルなダッシュボードを簡単に生成！

機能一覧表アラームプッシュ
通知

傾向 アラーム
要約

コミュニケーション
ステータス

Basic  Menu



データストア生成機能

• GUIから簡単なDB作成
データベース管理システム(DBSM)にデータ格納する
ための初期設定(DDLなど)の作業の大半が自動化さ
れていますので、データベース管理者に対しては、
ODBC接続できる設定まで準備してもらうだけで、
でデータ連携することが出来ます。

※ODBCとは、Windows環境において、アプリケー
ションからDBMSにデータ連携するための標準的
な設定仕様（API）です。

• エクセルへレポー出力
• Excel互換エクスポートインターフェイスとの統合、標準

EXCEL機能をサポート、Webブラウザでレポートを作成

• ユーザーが直接使用するための組み込みレポートテンプ
レート

• ユーザは、自己定義/日/週/月/年次レポートをEXCELスプ
レッドシートと共にアップ作成することができます。

• PDFまたはcsvファイルのユーザーへの電子メールの送信

MES

業務システム 1

……ERP

業務システム 2

SCM

業務システム 3

DB

業務システム N

生産・機械データ収集

Basic  Menu



サポート対象データベースシステム
SQL系データベース 非SQL系データベース

ソフト名 Microsoft Office 
Access

Microsoft 
SQL Server

Oracle Database MySQL PostgreSQL mongDB influxdb

データベース
タイプ

リレーショナル データベース(RDB) ドキュメント指向
データベース

時系列データベース
(RTDB)

提供(開発)元 Microsoft Oracle PostgreSQL mongDB influxdb

商用(製品版) あり あり あり あり あり

オープンソース
(OSS版)

機能限定 あり あり 機能制限

対応システム規模 • 小規模 • ～大規模 • 中規模～ • 個人～中規模 • 個人～クラウド • クラウド • ～中規模

主な利用用途 • WebAccess
デフォルトDB

• DBを含めた
配布アプリ

• 勤怠管理システム

• 財務会計システム
• 運用管理システム
• 情報管理システム
• POSシステム
• 社内ポータル

• ERP、CRM、SCM
• ビックデータ解析
• データウェアハウス
• 人事管理システム
• 基幹システム

• Web系システム
• SNSなどの動的に
データ読込が必要な
システム

• WISE-PaaP/
Dashboard (Local)
の管理DB

• 分析系システム
• システム管理
• 独自アプリ組込み

• クラウドサービス
• オブジェクト
ストレージ管理

• Webシステム管理
• ドキュメント
ライブラリ

• ログ管理システム
• BIシステム
• 時間軸でのデータの
出力システム

• CLIのみ環境

強味 • DB配布が無償
• GUI開発環境が

含まれている

• 容量限定の無償版
• Windows OSとの
親和性が高い

• 様々OS対応
• DB管理システムと
して制限がほぼない

• DB管理コマンドの
動的処理

• OSSから商用へ切替

• サポートOSが最多
• RDBの基礎となっ
たIngresの後継

• 読込速度が速い
• クラウドのような異
種システム連携管理

• 日付データがキーで
ある

• システム負荷が軽い

ファイルサイズ 2GBまで 16TBまで ハードウェアのスト
レージサイズの最大
容量またはオペレー
ティング・システム
の最大ファイル・サ
イズ

256TB ハードウェアのスト
レージサイズの最大
容量またはオペレー
ティング・システム
の最大ファイル・サ
イズ

16MB(※1) ハードウェアのスト
レージサイズの最大
容量またはオペレー
ティング・システム
の最大ファイル・サ
イズ

※1：1電文あたりの制限であり、DBMSとしてはハードウェアのストレージサイズの最大容量またはオペレーティング・システムの最大ファイル・サイズです。



データゲートウェイ機能

• クライド連携
• MQTT プロトコルサポートで、パブリッシュ/サブス
クライブ型のクラウド(WISE-PaaS、Azure、AWSな
ど)とのビッグデータ連携

• IT連携
柔軟なデータベース連携より、既存の業務システムのデー
タベースへデータ連携を行うことが可能となります。
直接データ連携していない業務システムへもデータ連携し
た業務システムからのシステム連携により、会社全体の
データ連動を実現できます。

• 製造実績システム(MES)連携
MESと連携することで製造工程の把握や製造計画など
生産効率化が実現できます。

• 基幹系情報システム(ERP)連携
ERPと連携することで材料管理や販売管理などから財
務会計上の無駄を省くことが出来ます。

• サプライチェーンマネジメント(SCM)連携
SCMと連携することで原材料の調達や物流在庫状況な
どの効率化につなげられます。

ビックデータ
クラウド連携

MES ERPSCM

CRM DWH

Advance Menu 



オープンインターフェース開発機能

• WebAccess ComベースのAPI

• RESTful API

• SignalR

• ドライバ開発キット

• アプリケーションインタフェース
• XMLAPI .DLL .フラッシュ ...

RESTful 
API

WEBOOB

WEBOOB

ポーリング戻る

API

CO
M

ウィンドウズ
・アプリ

API

お申込み発行

WEBOOB

WEBOOB

SignalR

ドライバ
開発キット

ドライバー ウィジェット

グラフィックス アプリ

Advance Menu 



WebAccessの実績

• 2001年初版リリースから20年以上の実績

• 世界で26,000台以上の導入実績

• 最大規模の単一サイト： イノテラ・メモリ(株)-80台SCADAが稼働

• 最大規模の単一プロジェクト：首都圏ビル- 冗長化 SCADA×３重化 24万I/O

• その他の導入事例
• 火災警報とリモート監視システム

• コールドチェーン管理

• 靴工場における火災警報のリモート監視システム

• サブステーションインターフェースIEC-61850ゲートウェイインターフェースツール

• 空圧式エネルギー節約と効率システム

• インテリジェントビルディング自動化システムおよびエネルギー節約ソリューション

• 市街地の治水管理システムの強力なIoTソリューション

• 気化器の環境安全性強化の監視機能

など



WebAccess
IoTアプリケーションソフトウェアプラットフォーム

MES

ERP

大連久鵬

MESインテグレーション
& 製造最適化

機械監視
& 最適化

工場温度
&湿度モニタリング

工場エネルギー管理 設備インテリジェント
ビデオ解析管理

生産性の集中化
& ダウンタイム管理

下水道管理システム 環境モニタリング
&最適化

WebAccess/Dashboard
WebAccessアプリ

ビジネス
インテリジェント

機械学習
ビッグデータ

分析
予知保全

食品・飲料

金属加工

エレクトロニクス

半導体

CNC プラットフォーム IPカメラネットワークスイッチ高速I/OIoTデバイスPLC/PAC産業系標準プロトコル

共
同
開
発

業
務
シ
ス
テ
ム
連
携

ドライバ

ウィジェット

ソリューション
パッケージ

アプリケーションとの連携

生産・機械データ収集

クラウドアプリケーションとの連携

SCM

CRM

DWH



WebAccess導入事例
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導入事例

火災警報とリモート監視システム
紹介

• 火災警報システムは施設、人員、在庫を火災から保護する上で非常に重
要なものです。火災が鎮火されない場合、わずか数分で部屋全体が灰に
帰してしまい、数時間で建物全体が燃え尽きてしまいます。建物内に人
がいれば、煙にたちまち覆われ、命を失うことになります。それゆえ、
煙と火災を素早く検知し、必要な避難手順を実行することが不可欠とな
ります。

システム要件

• 火災による損傷を防ぐため、顧客は炎と煙を検知した際に素早く警報を
鳴らすシステムを必要としていました。情報を受け取り次第、システム
は情報をビル全体に配置されたコントローラー、アラーム、ブザーへ送
る必要があります。ビルはゾーンにより区分けされているため、データ
は耐久性のある産業モニターから監視する必要がありました。

中央制御室

投影型静電容量タッチ
スクリーンを備えた
産業モニター

火災報知器 湿度 ブザー
温度 アラーム

火災報知器 湿度 ブザー
温度 アラーム



導入事例

コールドチェーン管理
紹介

• 製薬業界における課題の一つに、コールドチェーン管理(熱の影響を受
けやすい製品を製造から使用に至るまで一定温度の元に保つ作業)があ
ります。あらゆる医療従事者は頻繁にコールドチェーンの管理を任され
ます。ワクチンが自治体や市町村の倉庫に保管されている間、輸送中、
あるいは予防接種の際に使用される時などです。サプライチェーンの一
環としてコールドチェーンを管理するのは、物流責任者に任されること
がますます増えており、従って物流責任者はこうした物質を使用し管理
する方法の訓練を経る必要があります。

システム要件

• システムの主な目的は温度や湿度など、コールドチェーン製品の品質に
直接影響する環境パラメーターを管理し監視することです。本システム
には監視が特に必要な領域が二つ存在します。一つは、ワクチンが工場
から使用現場までの輸送、保管、配布に至るまでに活性状態を維持する
よう、適切な温度に保つための冷蔵庫、低温保存室、冷凍庫、低温容器
のネットワークを形成するコールドチェーンです。もう一つは、48°C
以上の温度で損傷を被ってしまう特に敏感なワクチン用に特定の温度を
保つための温度制御です。ワクチンの損傷を防ぐため、スタッフは温度
を監視して結果を分析する方法を学ぶ必要があります。

携帯電話
(アラーム通知の受信)

クラウド



導入事例

靴工場における火災警報のリモート監視システム
紹介

• 火災警報システムは火災発生時に素早く警告を発するために不可欠であ
り、保険会社と政府機構の要求を満たしつつ人員や資産を保護します。
火災警報システムは通常、煙感知器、熱感知器、一酸化炭素感知器、マ
ニュアル通話ポイント、音響機、アラーム、ブザーなど、数種類の相互
接続された要素から構成されています。火災警報システムは炎が燃え広
がることを防ぎ、人命と資産を守るために最重要となる情報を伝える必
要があります。最大限の保護を確保するために、インドネシアの靴会社
は160ヘクタールにまたがる13の製造拠点を監視する火災警報装置を
提案しました。

システム要件

• 工場は既存の火災警報装置を備えていましたが、リモート監視には対応
していませんでした。新システムは中央制御室から監視可能であること
が必須条件でした。ユーザーはまた、既存の火災警報システムの構造を
変えずに導入可能なシステムを必要としていました。提案されたシステ
ムは既存の煙感知器やマニュアルの通話ポイントに接続できるものが求
められました。監視制御とデータ収集(SCADA)システムへ容易に情報
を収集して送る必要もありました。システムは遠隔地から監視可能であ
り、アラーム管理、自動報告、追加コスト不要で多くのクライアントに
接続、故障なしで24時間稼働など、数種類の機能を備えている必要が
ありました。



導入事例

サブステーションインターフェースIEC-61850ゲートウェイ
インターフェースツール

紹介

• スマートサブステーションは普及が進んでおり、旧式のサブステーショ
ンをアップデートする入札にますます多くのシステムインテグレーター
が参入する中、アドバンテックは特にその目的で設計された多様な産業
PCを携えて彼らのニーズを満たしています。IEC-61850はスマートサ
ブステーション用に定められた規格であり、データ通信に用いられる
イーサネットプロトコルを規定してサブステーション内のデバイスが互
いに通信する方法を指定します。IEC-61850-3準拠デバイスは電磁干
渉(EMI)、温度、耐衝撃/耐振動要求を満たす必要があります。

システム要件

• レガシーサブステーションの自動化プロトコルとアーキテクチャは電源
システム自動化の基本機能を提供しており、当時利用可能だったネット
ワーク技術の技術的限界に合わせて設計されていました。近年、ネット
ワーク技術が改善したことで実行可能な内容が大幅に変わり、先端通信
技術がデータ管理とアプリケーション統合の簡素化に用いられています。
本プロジェクトに対しては、IEC 61850 SCLファイルの探索機能、
MMSクライアントとして機能し数百のIEDと接続する機能、数百のIEC 
61850 MMSサーバーのシミュレーション、IEC 61850データの監視お
よびトラブルシューティング、通常および異常システムネットワーク条
件の生成、IEC 61850ネットワークまたはIEDの性能測定、テスト結果
の記録およびMicrosoft Excelへのエクスポートが主な要求仕様です。



導入事例

空圧式エネルギー節約と効率システム
紹介

• 産業鍛造は部分的に圧縮圧力を加えて金属の形状を変更する製造プロセ
スです。衝撃は、ハンマーまたは鋳型を用いて加えられます。高熱鍛造
では金属は熱せられた後に部品製造に用いられ、重量は1キロ未満から
数百キロトンに及びます。産業鍛造においては、空気圧搾機が工場内の
消費電力の約60%を占めます。空圧式エネルギー節約システムを導入
することで、この消費電力のかなりの部分が節約可能です。インストー
ルした後、製造コストの削減を維持するためには新システムを適切にメ
ンテナンスしなければなりません。

システム要件

• 無駄なエネルギー消費を最小限に押さえるためには、空気圧搾機の空気
流量と消費電力を常に監視し、製造パターンの分析を通じて圧縮空気の
需要と供給を制御することが必須でした。こうした要求は流量メーター、
ワット時間メーター、圧力センサー、温湿度計、LTEモデムをデータ
ベースを通じて監視することで満たされます。



導入事例

インテリジェントビルディング自動化システムおよび
エネルギー節約ソリューション

紹介

• 世界が直面している最も困難な課題の一つとしては、ビル内のエネル
ギー節約があります。しかし、ビル内のエネルギー消費を低コストで解
決するソリューションは簡単には実現できません。エネルギーを節約す
るソリューションの一つには、インテリジェントビルディング自動化シ
ステム(BAS)があり、スケジュールを組むことで制御が可能です。イン
ドネシアにおいては、5階建てのビルと22の教室を備えた大規模な大学
がエネルギー消費量の節約を求めていました。

システム要件

• インドネシア大学は生徒と教師に対して、強制的に効率よく教室を使用
させるためのクラス予約システムを採用しています。それゆえ、提案さ
れたインテリジェントビルディング自動化システムはこのシステムに統
合させてスケジュール時間を自動的に更新することが求められました。
提案されたシステムはスケジュールシステムに基づき照明と空調を制御
し、リアルタイムに証明と空調を監視するSCADAシステムを用いる必
要がありました。ビル内に実装され、制御装置に接続されている電力
メーターを通じて電力消費を測定することも可能です。

クラウド



導入事例

市街地の治水管理システムの強力なIoTソリューション
紹介

• 市街地の洪水対策は主に豪雨の被害を防ぐために行われます。ポンプス
テーションの機能は降水予測システムと組み合わせて、作業をスケ
ジュール化する必要があります。中東の乾燥した国々においても、嵐に
対する治水管理は必須です。アラブ首長国連邦のアル・アイン市当局は
2012年に先進の暴風雨水管理システムの導入を開始しました。

システム要件

• 第一段階における問題は統合箇所が多すぎたことに起因して、トラブル
シューティング、メンテナンス、インストールが高価かつ困難になった
ことです。特に、単一地点からしか実行できなかったことで、問題が深
刻化しました。智慧を持ち寄り協調する姿勢が欠如していたことが原因
で、管理者が責任を負うライセンスの数が増え過ぎ、ユーザーが扱いや
すい方向に開発は進みませんでした。プロジェクトの第二段階では13
箇所の暴風雨水ポンプステーションが建設され、各自にコントローラー、
3G/4Gモデムを搭載したゲートウェイ、3G/4Gモデムを搭載した
SCADAノードゲートウェイが必要とされました。また、13のポンプス
テーションが3G/4Gデータネットワークを経由して単一のウェブベー
スSCADAシステムから中央管理可能であることも必須でした。このシ
ステムには過去と現在のアラーム記録、詳細なレポートシステム、設定
可能なダッシュボード、サードパーティのCCTVシステムが含まれます。



導入事例

気化器の環境安全性強化の監視機能
紹介

• 溶鉱炉の温度制御に際して気体が非常に重要なニーズ仕様となるため、
顧客は石炭ベースの気化システムを採用しました。固定床または上昇気
流気化器は炭素質燃料の固定床を通じて、気化媒体を逆流構成にて流し
ます。灰は乾燥させた状態またはスラグにて除去されます。スラッギン
グ気化器は炭素に対する蒸気の比率が低く、灰の溶融温度よりも高い温
度を実現できます。気化器が内在する特性が原因で、燃料の機械的強度
は高くなければならず、理想的には非粘結性を保って恒久的な床を構成
する必要があります。しかし、この気化システムはコールタール、廃水、
二酸化炭素といった副産物を生産するという欠点を持っています。従来
は、こうしたシステムはエンジニアやアナログダイヤルを活用してマ
ニュアルで監視されていました。これは精度に欠けており、政府が策定
した環境目標を満たすために必要な詳細な情報分析が得られません。

システム要件

• この新プロジェクトのために、政府が顧客に要求したガイドラインには
温度、圧力、二酸化炭素量、タール、廃水量といったパラメータ全てを
SCADAおよびクラウドシステムにて監視することが義務付けられまし
た。クラウドシステムを通じてエンジニアは自由に移動が可能になり、
どこにいてもあらゆるデバイスの情報を監視できるようになりました。
これはタブレットや携帯電話といったあらゆる現代の携帯端末から分析
が行えるよう、柔軟なHTML 5設計を通じて実現した最善なものです。

クラウド
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