
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

23 横河技報　Vol.52 No.4 (2008)

*1 技術開発本部 ユビキタス研究所

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
Application of IPv6 to Field Instruments level network and Virtual Wiring Technology

企業活動のグローバル化やさらなる天然資源の稀少化や環境指向等の社会的環境の変化は，大量生産の形態に

大きな変化を促すことが予想される。制御システムは，規模だけでなく機能においてもフレキシビリティとスケー

ラビリティをもって，この変化に備える必要がある。我々の目標は，最新のネットワーク技術を利用し，システ

ムを，すべてのフィールド機器へのアクセスをコントローラ経由で行わなければならないというコントローラ・

セントリック・モデルから開放することで，上記のフレキシビリティとスケーラビリティを実現することである。

具体的には，独自のネットワークセキュリティ機構とプラグアンドプレイ機構からなる仮想ワイヤリング技術を

提案する。この技術は，フィールド機器等，計算資源（CPU能力やメモリサイズ）が限定された機器に適応できる

ことを特長とする。本稿では，仮想ワイヤリング技術の実現に向けた取り組みを紹介する。
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The changes in social environment, such as globalization of enterprise activities, depletion of natural

resources, and eco-oriented movement will affect the structure of mass production. Control systems

require flexibility and scalability in both size and function to adjust to the changes. Our goal is to free the

systems from the controller-centric model where all field instruments must be accessed via controllers,

as well as to achieve flexibility and scalability with the latest network technologies. The author proposes

a virtual wiring technology, which consists of a network security mechanism and a plug-and-play

mechanism. This technology can be applied to resource-limited devices such as field instruments. This

paper describes our activities toward creating the virtual wiring technology.

1. は じ め に

企業活動のグローバル化やさらなる天然資源の稀少化

や環境指向等の社会的環境の変化は，大量生産の形態に

大きな変化を促すことが予想される。制御システムは，規

模だけでなく機能においてもフレキシビリティとスケー

ラビリティをもって，この変化に備える必要がある。一

方，計算機技術と通信技術のさらなる発展は，分散計算機

技術のコモディティ化をもたらすと考えられる。制御シ

ステムにおいて，上述するフレキシビリティとスケーラ

ビリティを妥当な時間とコストで実現するためには，コ

モディティ化された技術の有効利用が必要である。

図1に示すように，現在の制御システムでは，フィール

ド機器へのすべてのアクセスがコントローラ経由となっ

ており，コントローラが性能や機能やコストにおける隘

路となっている。本論文では，これを コントローラ・セ

ントリック・モデルと呼ぶ。

一方，図2に示すように，ネットワークはコントローラ

の役割を本来のものに単純化し，機能の追加を容易にす

る。また，高速大容量のネットワーク技術は，多数の入出

力ポートを集約することで大量の入出力ケーブルを削減

し，知的な機器の存在を可能にする。

我々は，図2に示すようなフラットなネットワーク・

アーキテクチャを実現し，システムをコントローラ・セン

トリック・モデルから開放するための仮想ワイヤリング

技術を提案する。

一方，このようなネットワーク・アーキテクチャの実現

にはいくつかの制約があるが，一番大きな制約はフィー

ルド機器の計算資源（CPU能力やメモリサイズ）が限定さ

れていることである。フィールド機器への電力供給は，信

号ラインを通して行うことが要求される場合多い。また，

IEC60079などの規制により，可燃性ガスが存在するよう

な危険場所では使用電力量を抑えなければならない。こ

れら理由により，フィールド機器での電力使用量は制約

されており，計算資源も限定せざるを得ない。

本稿では，この仮想ワイヤリング技術を，計算資源が限

定された機器への適用という観点で紹介する。
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図 2　提案するフラットなアーキテクチャ

2. 仮想ワイヤリング技術

フィールド領域をネットワーク化すると，コントロー

ラと機器の間をつないでいた物理的な信号線を仮想化す

る必要がある。つまり，コントローラは，ネットワーク上

に分散する機器群から適切なものを特定し，それと仮想

的な結線を確立せねばならない。本論文では，この仮想的

な結線を仮想ワイヤリングと呼ぶ。

この仮想ワイヤリングを実現する技術は，以下に説明

する独自のネットワークセキュリティ機構とプラグアン

ドプレイ機構から構成されている。前者の特長は，一般的

なセキュリティ機構と異なり，計算資源が限定された機

器に適応できることである。後者の特長は，計算資源が限

定された機器に対して，セキュアかつ自立的な設定の自

動化を提供することである。

2.1 ネットワークセキュリティ機構

現在，多くの制御システムのネットワークセキュリ

ティは，防火壁（Firewall）モデルに頼っている。防火壁モ

デルは特定のネットワーク構成を前提としているため，

無線や移動体通信のようにネットワーク構成を固定でき

ない用途に対しての適用が困難である。本論文で提案す

るネットワークセキュリティ機構は，図3に示すように，

IPsec（Security Architecture for Internet Protocol）（1）に

よりEnd-to-Endで通信を守る。IPsecは，アプリケーショ

ンとは独立にセキュリティを確保できるため，既存アプ

リケーションへの影響が小さく，製品寿命の長い産業シ

ステムに適している。

IPsecでは，通信を行う両端が秘密情報を共有すること

が必要である。フィールドに設置される機器は PC のよ

うな強力なユーザインターフェイスを持っていないため，

マニュアルでの鍵設定は困難であり，鍵交換プロトコル

と呼ばれる自動設定が必要である。従来のIPsec鍵交換プ

ロトコルであるIKE（Internet Key Exchange）（2）などは公

開鍵暗号が必須のため，計算資源が限定された機器への

適応が困難であった。本機構では，我々が開発し国際標準

化した，Kerberos 認証システムに基づいた，公開鍵暗号

を必須としない I P s e c 鍵交換プロトコル K I N K

（Kerberized Internet Negotiation of Keys）（3）を利用する

こととした。
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IPsec 
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KINK 

IPsec 
IP 
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KINKによる鍵交換 

IPsecによる保護 
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Kerberos 認証(Credential) 

図 3　KINKと IPsecを利用したネットワークセキュリティ機構

2.2 プラグアンドプレイ機構

制御システムは，多数のコントローラや機器から構成

されている。従来は，これらを一つ一つ設定し，入出力

ケーブルでつなぐ必要があり，時間と手間を要していた。

上述したとおり，ネットワークはこれらの作業を軽減で

きる反面，コントローラは入出力ケーブルを仮想的に扱

わねばならない。つまり，コントローラはネットワーク上

に分散した機器群から適切なものを特定し，そことの仮

想的な結線を確立せねばならない。本論文では，我々が提

案したプラグアンドプレイ機構（4）（5）を用いた，仮想ワイヤ

リングの確立手法を提案する。セキュリティの観点から，

Jini（6）やUPnP（Universal Plug and Play）（7）などの既存の

プラグアンドプレイ技術は，計算資源が限定された機器

への適用は困難である。一方，本プラグアンドプレイ技術

は，2.1項で述べたネットワークセキュリティ機構に基づ

いているため，これらの機器への適応が可能である。信頼

の連鎖（Chain of Trust）と呼ぶ図4に示すシーケンスによ

り仮想ワイヤリングを可能にする。

1）DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol） は，

Kerberosサーバのアドレス情報を同時通報する。

2）機器及びコントローラは，同時通報されたKerberos

サーバが，自分が属するものかを確認する。確認がで

きた段階で，Kerberosサーバとの間での相互認証が完

了する。次に，機器及びコントローラは，信頼する

Kerberos サーバから，データベース・サーバのアドレ

ス情報を得る。

3）機器及びコントローラは，自分の情報を信頼するデー

タベース・サーバへ登録する。
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4） 機器及びコントローラは，信頼するデータベース・

サーバが提示する設定情報を信用する。この設定情報

を用いて，機器及びコントローラは自立的に設定を完

了させる。

5）コントローラは，データベース・サ－バから提供され

た情報に基づいて，制御対象である機器との仮想的な

ワイヤリングを確立する。

コントローラとデータベース・サーバが異なる実体に

割り当てられていても，コントローラは，上記シーケンス

の1）と2）により，信頼するデータベース・サーバを発見

できる。通常，制御システムは，ネットワーク上に分散す

る多数のコントローラから構成されているが，上記シー

ケンスの3）と4）により，コントローラの自立的な設定を

実現できる。

DHCP Kerberos 
サーバ 

データベース 
サーバ 

機器 

コントローラ 

既知 既知 

1） Kerberosサーバの 
アドレス情報を取得 

2） 相互認証完了後，データベース・ 
サーバのアドレス情報を取得 

3） 機器/コントロー 
ラ情報を登録 

5）-1 機器情報 
を取得 

5）-2 仮想ワイヤ 
リングを確立 

1） Kerberosサーバの 
アドレス情報を取得 

2） 相互認証完了後，データベース・ 
サーバのアドレス情報を取得 

3） 機器/コントロー 
ラ情報を登録 
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を取得 
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4） 設定情報を取得 
し，自立的に設 
定を完了 

図 4　信頼の連鎖による仮想ワイヤリング・シーケンス

2.3 試作による評価

提案する機構の試作を通じて，これらの実現可能性を

評価した。試作機には，FOUNDATION Fieldbus （以下，FF

と略称する）のHSE（High Speed Ethernet）機能も含めて

実装した。試作した機器の構成と実装したモジュールの

オブジェクトコードサイズを表1に示す。部分的にオープ

ンソースを利用した初期版では1メガバイト以上あった

が，仕様と実装の最適化により270キロバイトに削減し

た。特に，KINK部分においては，当初の実装サイズの1/

5を実現した（8）。

すでに，暗号化処理の演算をハードウェア化すると，

IPsec処理時間を1.6 %にでき，非常に有益であることを

報告したが（4），現在は，さらなる小型化・高速化を実現す

るため，全体の約半分を占めるIP/IPsec部分に範囲を広

げてのハードウェア化を検討中である。

表2に試作機での処理時間を示す。仮想ワイヤリングの

処理に要するオーバヘッドは，システムの立上げ時にの

み発生するため，個々の機器の設定を自動化するための

ペナルティとして十分に小さいと考えられる。一方，

KINKによる鍵交換の処理は，システムの立上げ時だけで

なく，IPsecの鍵の有効期限が切れた場合にも発生する。

しかし，コントローラ・機器間の通信量は多くないので，

鍵の有効期限を長くする（例えば，数週間）こと等で，その

影響を抑えることが可能である。

表1　試作機の構成要素とオブジェクトコードサイズ

分類 構成要素 利用要素 
オブジェクト 
コードサイズ 
（Kbyte） 

 ― 

 ― 

132 

15 

45 

80 

272

ハード 

ソフト 

CPU 

RTOS 

IPv4/IPv6 

IPsec 

KINK 

FF HSE 

　　　　　合計 

H8/3029 

µITRON 
オリジナル 

オリジナル 

オリジナル 

オリジナル 

表2　試作機での所要時間

処理 

仮想ワイヤリング処理 

KINK鍵交換処理 

処理時間（msec） 

511 

65

3. 機器への電力供給と危険場所での設置への対応

常に，最後の1ホップは，ネットワークにとって課題で

ある。フィールド領域の一部は，危険場所と呼ばれる発火

しやすい環境である。フィールド領域のネットワーク化

に伴い，通信量も増加するため，危険場所に適用するデー

タリンクの性能も向上させる必要がある。しかし，イーサ

ネット自体は，危険場所の規制をクリアすること出来な

いと考えられている。また，フィールド機器への電力供給

は，標準的なイーサネットでは不可能である。

表3に，危険場所で使用可能で電力供給が可能なデータ

リンクであるFF H1 とイーサネットの特徴を示す。FF

H1 を拡張して，データリンクの性能を向上させるとした

場合，IPの場合のような比較的大きなパケットを転送す

るため，通信速度，最大伝送長と全二重／半二重方式の改

善が必要である。同時に，FF H1における電源供給機能

とケーブル長，および危険場所における規制に適応する

ための低消費電力性能は継承せねばならない。

図5に，現在のデータリンクと本論文で提案するトポロ

ジーを示す。データリンクの性能を向上させるためには，

イーサネットが行ったように，バス構造を排し P 2 P

（Point-to-Point）の構成に限定することが有効である。単

純化されたトポロジーは，ワイヤリング設計の単純化に

貢献する。データリンクのトポロジーをP2Pに制限して

も，イーサネット・スイッチが，既存データリンクにおけ

るマルチドロップと等価の機能を提供する。

なお，表3に示すように，最新のイーサネットの物理層

（PHY）を利用すれば，通信帯域の向上は必ずしも低消費

電力性能に大きな影響を与えるとは限らないことが分か

る。一方，FF H1相当のケーブル長を実現するためには，
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単なるイーサネットの技術の転用だけでは難しいことも

明らかである。

表3　FF H1 とイーサネットの比較

項目 FF H1

バス 

32 Kbps 

256 byte 

半二重 

1.9 km 

100 mW

100B-T イーサネット 

バス，P2P 

100 Mbps 

1500 byte 

全二重 

100 m 

150 mW

トポロジ 

通信速度 

最大伝送長 

全二重／半二重 

最大ケーブル長 

物理層電力消費 

危険場所 

フィールド 
機器 

イーサネット 
危険場所用 
データリンク 

HDLCにIPパケットを 
載せた危険場所用の 
データリンク 

現状 提案するデータリンク 

ブリッジ 

イーサネット・スイッチ 

コントローラ コントローラ 

マルチドロップ 

図 5　危険場所でのデータリンク・トポロジー

図6に，上述する機能を実証するために試作したデータ

リンク層のブリッジと2.3項で説明した試作機を含む評価シ

ステムを示す。この評価システムは，以下の特長を有する。

1）符号化技術などを改善し，FF H1のケーブルを用いて，

同等の電気的特性とケーブル長のまま，通信帯域を約8

倍（半二重32 kbpsを全二重128 kbps）にした。これは，

IEC60079-27準拠のFISCO （Fieldbus Intrinsically Safe

Concept） モデルの制約の下，危険場所で利用可能であ

ることを意味する（9）。

2）HDLC （High-Level Data Link Control） を利用して，

IPパケットの直接転送を可能にした。

3）FF H1同様に，電源供給機能を有する。

本ブリッジにより，コントローラと危険場所に設置さ

れた機器は，IPパケットを直接交換することができる。現

在は，更なる性能向上と信頼性確保のための二重化構成

を検討中である。

FF H1 
ケーブル 

試作機器 

試作ブリッジ 

イーサネット 
ケーブル 

イーサネット 
スイッチ 

図6　試作したブリッジと機器を含む評価システム

4. お わ り に

将来の生産形態の大きな変化に備えるため，制御シス

テムをコントローラ・セントリック・モデルから脱却し，

規模と機能に関するフレキシビリティとスケーラビリ

ティを実現せねばならない。これを実現するための基礎

技術として，本論文で仮想ワイヤリング技術を提案した。

この技術は，以下の利点をもたらす。

・フィールド領域のセキュアなネットワーク化

・コントローラを性能や機能やコストの隘路から開放

・フィールド領域のポート数とワイヤー量を削減

・フィールド領域でのエンジニアリング作業を低減

試作による評価は，これらが妥当なコードサイズと性

能を実現できることを示した。

また，フィールド領域をネットワーク化するためには，

危険場所で使われるデータリンクの性能を改善する必要

があるが，本論文では，その課題解決に向けた新しいデー

タリンクの初期プロトタイプを示し，性能改善の可能性

を示した。
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