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フィールド・ユビキタス・コンピューティングへのビジョンと取り組み
Visions and Activities on Field-ubiquitous Computing

産業向け生産システムを取り巻く状況は市場や社会環境とともに変化しており，生産システムの生産現場

（フィールド）にも，多岐に渡る課題に関わる個々人のためのシステムとして柔軟に変化に対応できることが求め

られている。当社では，この柔軟な変化への対応を支援する環境／基盤技術をフィールド・ユビキタス・コン

ピューティングと呼び，その要素技術の研究開発を行っている。本稿では，フラットなシステムインフラの実現，

成長を前提とするシステムアーキテクチャ，生産のための本質的な情報を提供するサービスという視点から，

フィールド・ユビキタス・コンピューティングの要素技術の研究開発を紹介する。
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As the market and social environment surrounding industrial production systems change, production

systems for individual users must respond flexibly. We call the environment and fundamental technologies

to support this flexible change “Field-ubiquitous Computing”, and are developing key technologies in

this area. This paper reports on our R&D in Field Ubiquitous Computing toward creating a flat system

infrastructure, a system architecture capable of continual growth, and services providing essential

information for production.

1. は じ め に

産業向け生産システムを取り巻く状況は，市場や社会

環境とともに変化し，ものつくりの不変的な目的である

安全で効率的な生産に加えて，グローバル化する企業活

動全体の最適化，環境やエネルギーなどの社会的要求な

ど，より多岐に渡る課題への対応がシステムに求められ

ている。生産システムの生産現場（以下フィールドと呼

ぶ）にも，多岐に渡る課題に関わる個々人のためのシステ

ムとして柔軟に変化に対応できることが求められる。

本稿では，インターネット技術をはじめとするユビキ

タス・コンピューティング技術をフィールドに導入する

ことにより，環境の変化と課題の多様化を受容するシス

テムの実現を目指す当社の取り組みを紹介する。

2. ユビキタス社会とものつくりの現場のユビキタス

インターネットは，距離や組織階層を越えたフラット

な相互接続環境を出現させ，企業や個人の多様な価値観

を吸収して，新たなサービスやビジネスモデルを生み出

してきた。さらに，携帯電話などの個人用情報機器の普

及は，個々人が必要とするサービスや情報を，ネットワー

クを介して提供できる環境を実現した。「いつでも」，「ど

こでも」，「誰でも」情報にアクセスできる，ユビキタス社

会が実現しつつある。このユビキタス社会が，特定の目的

のもとに計画的に構築されたシステムでなく，多様な

個々人の顕在的・潜在的期待に応える形で進化し続けて

いる点は，これまでのシステムの発展とは異なる側面を

持っている。

インターネット技術の普及により，企業は，グローバル

な競争環境下での優位性を求めて国境を超えた活動を展

開するようになり，生産システムにおいても企業情報シ

ステムやサプライチェーンと一体となった全体最適化を

進めている。一方，将来に向けての新たな課題として，先

進諸国での少子高齢化問題，世界規模での省エネルギー

／温暖化問題がある。これらの課題解決に関わる関係者

は，従来の生産組織の枠を超えて広がるとともに，個々の

関係者が必要とする情報や機能は，課題毎に異なる対象

範囲やライフサイクルを持つことになる。

我々は，以上のような「生産システムに関わる個々人」

の持つ課題の解決を支援するためのユビキタス環境／基

盤技術を，ものつくりの現場でのユビキタスの意味で

フィールド・ユビキタス・コンピューティングと呼ぶこと

にした。すなわち，フィールド・ユビキタス・コンピュー

ティングは，フィールドに配置されたセンサやアクチュ
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エータをはじめとする機器がネットワークに接続され，

「何処からでも」アクセス出来，ネットワーク上で自律的

に動作可能な機器が「何時の間にか」連携してユーザの求

めるメンテナンスやアラームを処理する環境である。さ

らに，生産システムに関わるそれぞれのユーザの立場に

応じた「臨場感溢れる」情報を「使う側の立場で」提供す

るとともに，日々変化するユーザの課題の「変化に適応し

て」，システムの機能を再構成できる環境である（1）。

3. フィールド・ユビキタス・コンピューティング
の実現

フィールド・ユビキタス・コンピューティングのドメイ

ンでは，インフラストラクチャ，システムアーキテク

チャ，情報提供サービスの3つの異なる視点からの要素技

術の研究開発を行なっている。

3.1 フラットなインフラストラクチャの実現

現 状 の 産 業 向 け 生 産 シ ス テ ム で は ， MES

（Manufacturing Execution System） など，制御コント

ローラより上位層では，IT技術の導入が進み，システム

間の連携やグローバルレベルの統合が活発化している。

一方でコントローラ以下のフィールドでは，フィールド

情報のデジタル化が進み，機器診断やアセットマネージ

メントなどの新たなアプリケーションを創出しているが，

ネットワークは各社固有のバスや種々のフィールドバス

から構成されており，コントローラ層を境にして，MES

層とフィールドがそれぞれ異なるネットワーク上で構成

されている。

我々は，フィールドユビキタス実現の第一の課題とし

て，システム全体が同じネットワークで統一され，情報へ

透過的にアクセスできるフラットなインフラストラク

チャの実現が必要であると考えている。これにより，それ

ぞれのフィールドの機器が，個々のユーザの課題解決の

ために，固有の機能を直接提供することが可能となる。こ

の変化は生産設備の制御という目的で階層化されたシス

テムとは異なるシステムがフィールドに出現することを

意味する。このシステムは，当然のことながら，制御シス

テムに必要とされるミッションクリティカルな特性も

持っていなければならない。

現状の多くの制御システムでは，生産設備のセンサや

アクチュエータと制御機能を司るコントローラを対応さ

せシステムを定義することが一般的である。言わばコン

トローラ・セントリックなモデルで構成されている。この

モデルは，制御機能の一貫性を保証する意味で優れてい

るが，現場での機器追加や機器情報はコントローラが管

理するため，システム構成変更や交換情報の追加はコン

トローラに対して行う必要がある。通常は制御システム

の安定性とシステム稼働後での情報の結合変更の柔軟性

はトレードオフの関係にあるが，その両方を満足するた

めには，コントローラは制御に必要な機能を持たせるの

に留め，制御機能の枠を超える用途では，フィールドに置

かれた自律性のある機器が，直接，情報を発信するモデル

が望ましい。そのためには，図1に示すように，物理的な

ネットワーク構成を，これまでのコントローラと機器を

対応づける構造から，フラットなネットワークの存在を

前提としたネットワークセントリックなモデルにパラダ

イムシフトし，必要に応じてコントローラやセンサを随

時追加し，論理的に結合できる構造が必要である。

業務 
システム 

フィールド機器 フィールド機器 

コントローラ 

コントローラ IPネットワーク 

HMI(Human 
Machine  
Interface)

  
業務 
システム 

HMI(Human 
Machine  
Interface)

図 1　ネットワーク・セントリック・モデルへのパラダイムシフト

3.2 成長を前提とするシステムアーキテクチャ

インターネットでは，不特定多数の参加者が自由に

ノードを追加することでネットワーク上に様々な仮想的

で独立なシステムが重なりあって成長して来た。3.1項で

述べたフラットなネットワーク環境が実現すると，

フィールドでも，個々のユーザの要求に応じた機器の追

加や現場機器機能の拡張を動的に行い，適切なサービス

を追加的に実現する仕組みが実現可能となる。しかしな

がら，生産システムは，生産を主目的としたクリティカル

な側面を持つため，非生産部署の責任において，生産に直

接関係しない業務に関連する機能をフィールドに構築す

ることは，現状非常に困難である。ここで，我々は，この

問題を解決するため，図2に示すオーバーレイ型の運用モ

デルを提案する。

仮想システム 

フィールド機器 

IPネットワーク 

業務 
システム 

HMI(Human  
Machine  
Interface) コントローラ 

制御・操作・監視 
機能レイアー 

業務１レイアー 

業務２レイアー 

図 2　オーバーレイ型の運用モデル

それぞれのユーザもしくはアプリケーションに，その

重要性に応じてシステム資源を割り当て，その範囲での
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自由なシステム構築を行えるモデルである。このモデル

では，個々のユーザの自由な機能追加がシステムの持つ

有限の資源を無秩序に消費することなく，現場機器上の

計算資源と情報資源，そしてネットワークの帯域を適切

な管理の下で共有できることが重要である。

3.3 生産のための本質的な情報を提供するサービス

3.1項で述べたフィールドでのフラットなネットワーク

環境が実現すると，インターネットを活用して，世界中の

フィールドから情報を収集するシステムを構築すること

も可能となる。このとき，個々のユーザがそれぞれのプラ

ントの物理的な構成を意識して，それぞれのデータにア

クセスすることは現実的には不可能であり，システムが

ユーザ固有の知識や視点に基づいた本質的な情報を提供

できることが求められる。フィールド機器が測定した

データをユーザの求める情報に加工することにより，

ユーザの求める時間軸と抽象度の情報を提供し，さらに，

プラントの挙動をモデル化し，生産のための本質的な情

報をユーザに提示することが，個々のユーザが最終的に

求める解であろう。

4. フィールド・ユビキタス・コンピューティング
での具体的な取り組み

当社の考えるフィールド・ユビキタス・コンピューティ

ングでは，国際標準に則った技術インフラの上で，様々な

機器間のインターオペラビリティを実現することが重要

であると考えている。当社は，早期よりWIDE （Widely

Integrated Distributed Environment） プロジェクトへ参

加し，IPv6 （Internet Protocol version 6） の開発と普及

に貢献を行ってきた。また，情報セキュリティ技術分野で

はIETF （Internet Engineering Task Force） の場での提

案と議論を行い，無線分野では ISA （Instrumentation，

Systems， and Automation Society） SP100に参加し，国

際標準に立脚した技術開発を行っている。

ここでは，前述したそれぞれについて，具体的な取り組

みの一部を紹介する。

4.1 IP計装

今後，制御システムでは，段階的に IP（I n t e r n e t

Protocol）の普及が進むと考えている。最初の段階として，

フィールドの幹線系のネットワークでのIPの導入が始ま

り，次に，コントローラとフィールド機器の関係が物理的

な関係から論理的な関係に変化すると考える。この変化

により，コントローラを経由しないフィールド機器への

アクセスとフィールド機器の追加の自由度が得られる。

この関係が進むと，フィールド機器での情報発信への

期待が加速される。図 3に示すように，IP を装備した

フィールド機器が直接フィールドからユーザへの情報を

発信でき，フィールドと情報システムが直接結びつくこ

とが可能となる。ここで，フィールド・レベルのネット

ワークの IP 化を行うためには機器および配線に関わる

フィールド特有の問題を解決する必要がある。

フィールド・ネットワークへの IP 導入の際しては，

フィールド制御では，情報システムに比べ，リアルタイム

性の確保，計算資源が少ない機器への実装，防爆への対応

といった課題があるとともに，従来のクローズな環境か

らオープンな環境に移行することによって生ずるネット

ワークセキュリティ問題がある。

当社はインターネットの最新プロトコルであるIPv6を

次世代プロトコルと位置づけ，フィールド・ネットワーク

のIP化に向けて，要求されるリアルタイム性の評価，ワ

イヤリング技術，フィールド機器で実現可能な軽いセ

キュリティ・フレームワークにおけるセキュリティ・アー

キテクチャの研究を行っている。詳細については，横河技

報本特集号の“IPv6の制御ネットワークへの適合能力と

その適用への取り組み”と“フィールド機器レベル・ネッ

トワークへのIPv6の適用と仮想ワイヤリング技術”で報

告する。

4.2 オーバーレイ型のアプリケーション環境

我々は，フィールドのコントローラや機器とそれらを

結びつけるフィールド・ネットワークにオーバーレイ型

のモデルを適用し，従来あるシステムに重ねてユーザ固

IPネットワーク 

Field Bus 

Controller 

HMI 
Control Bus

センサー/アクチュエータ 

Controller 

センサー/アクチュエータ 

幹線系への 
IＰの導入 

幹線レベルのIP化 

現場 レ ベル 
の I P 化 

機器が直接 
情報を提供 無線も含めたIP化 

遠隔 か ら の 
機能更 新 ， 
構成変 更 ， 
エ ン ジニア 
リ ン グ 

Field Bus 

末端までの 
IP化 

HMI 
Control Bus

図 3　フィールドシステムのネットワーク化
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有のシステム構築を行うシステムアーキテクチャ，FOA

（Field Overlay Architecture） の開発を行っている。FOA

は，フィールドのコントローラや機器上に共通の仮想マ

シンを搭載し，遠隔から機器の機能拡張を可能にすると

ともに，既存機能への影響を最小限に機能拡張を実現す

る仕組みを提供する。FOAは，フィールドの複数のコン

トローラや機器上の仮想マシンの資源と動作状態を管理

することによって，アプリケーション毎に必要な資源を

動的に確保し，仮想環境として提供することを狙ってい

る。この運用モデルの実現により，機能拡張だけでなく，

システム稼働後に新たに要求が発生したシステム構築を

既存システムとは独立に実現，運用することが可能とな

る。FOAの詳細については，横河技報本特集号の“FOA

動作機構の実現を支えるシステム資源管理”で報告する。

4.3 プラントのモデル化

これまでの制御システムは，あらかじめ決められたプ

ラントの測定値，コントローラ情報，アラーム情報等，実

存する情報をユーザに提供してきた。また，個々のユーザ

は，制御システムから得られた情報から取捨選択して利

用してきた。しかしながら，これからは，制御システムが

ユーザの視点に合わせた情報を作り出し，提供すること

が求められている（2）。そのユーザの視点に合わせた情報と

いう観点では，プラントの内部状態をモデル化し，リアル

タイムでシミュレーションした結果として得られる仮想

的な情報が重要な位置を占める。

当社では，プラントの内部状態をモデル化し，リアルタ

イムでシミュレーションするトラッキング・シミュレー

タを世界で始めて開発した。そのプラントモデルのリア

ルタイム活用での事例と今後の展開を図4に示す。プラン

シミュレータ 

推定， 
可視化 

計測点以外も含めた 
リアルタイム情報 

将来予測情報 

現在 

プラント 

トラッキング 

異常早期発見 
による安全，安心 

最適運転（品質， 
エネルギー効率） 

図 4　プラントモデルのリアルタイム活用

トモデルを利用することで，これまで見えなかったプラ

ント内部の可視化や，ある操作を行った場合の挙動予測

が可能となった。また，プラントの多面的な挙動を分析で

き，品質，エネルギー効率，安全余裕など，個々のユーザ

の期待に応える情報をシステムが提供できるようになる。

さらに，プラントモデルに対し，品質指標やエネルギー効

率を運転指標として与えることで最適運転を導くことも

可能になる。トラッキング・シミュレータの活用事例やプ

ラントモデルの応用については，横河技報本特集号の“ト

ラッキング・シミュレータの活用と将来のプラントオペ

レーションへの応用”で報告する。

5. お わ り に

本稿では，産業向け生産システムに関わる個々のユー

ザの要求に応えるために，現場のネットワーク環境をフ

ラット化し，変化と多様性を実現するともに，個々のユー

ザが求める視点での情報提供を目指していることを示し，

我々の考えるフィールドユビキタス環境のあるべき姿と

実現に対する取り組みについて述べた。

当社は，ユーザ個々の要求に即応できる個の生産シス

テム実現に寄与することを目指して，技術の実現に注力

している。
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