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1. は じ め に

生産現場では本来業務である生産活動そのものに加え

て，地球環境への低負荷生産の実現，製品品質のトレーサ

ビリティの実現，機器・設備管理の最適化などを担う多様

な付帯業務を併せて実現することが要求されている。こ

の傾向は21世紀になってますます強まっている。一方，生

産現場に分散されたセンサー機器，制御機器，及び操作機

器（以降ではこれらの機器を“現場機器”と総称する）に現

場で改造を加えて，この多岐に渡る要求に適応させてい

くことは難しく，多くの場合，新たな機器を既存システム

に並存して設置するか，新たな要求に対応することを断

念しているのが現状である。

我々は予め共通プラットフォームを実装した現場機器

をネットワークで連結させることによって，必要な時に

必要な機能をネットワーク経由で配置して，柔軟でかつ

成長し易い付帯業務の動作機構をField Overlay Architec-

ture（FOA動作機構）と称して提案してきた（1）（2）。FOA動

作機構では，現場機器がネットワークに接続され，現場機

器の各種情報へのアクセスだけでなく，個々の機器が必

要に応じて自律的に，かつネットワーク上で協調して

データ処理を行うことができる。

しかし，ここにFOA動作機構を実現するための大きな

課題が存在する。それは，現場機器が担う本来業務の遂行

に悪影響を与えることなく，付帯業務の実行を可能とす

るための資源を割り当てる問題である。ここでいう資源

とは，コンピューティング資源，ネットワーク資源，およ

び現場情報資源であり，この3つを“現場システム資源”

と称する。

従来は，本来業務や予め期待されている付帯業務を遂

行するためにシステムの設計作業が事前になされ，必要

な現場システム資源が現場機器に与えられてきた。一方

FOA動作機構では，現場機器に予めプールされている現

場システム資源を，システム立ち上げ後に新たに発生し

た付加業務にダイナミックに割り当てる。

本稿では，この現場システム資源の管理に伴う課題と

解決のアプローチを示し，現場機器への実装例を示す。

2. 現場システム資源の課題

生産現場に分散配置される現場機器は設置場所の制約

などにより小型化が要求され，また設置環境における電
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力供給の問題や防爆への配慮から消費電力を低くするこ

とが求められている。同時に低価格での提供が期待され

る。これら要求に応えるため，現場機器に実装されるシス

テム資源は一般的なオフィス用コンピュータに比べて小

さく抑えられている。

本項では，このような特性を持つ現場機器の上に，多様

な付加業務を実現する上で現場システム資源の管理が抱

える課題を述べる。

2.1 本来業務に関する課題

狭義の生産活動を担う本来業務を滞りなく安全に遂行

するために現場機器に求められている特性を維持するこ

とは，現場システム資源の管理において最優先な事項で

ある。本来業務のための特性とは，生産実行に必要なリア

ルタイム性，応答性，信頼性，稼働性などの実現である。

従来は，生産システムの導入時点でこれらの特性の達成

目標を定め，その実現を可能とするシステムを設計し，現

場機器を設置してきた。

従って，システムの導入後に，新たな付帯業務を付加す

るために現場システム資源の割り当てを変更すると，そ

の都度，個々の現場機器において本来業務のための特性

が維持されているかを再確認する必要があった。

2.2 付帯業務に関する課題

複数の付帯業務の遂行にあたって，付帯業務システム

間で資源の競合や情報の不整合などを発生させることの

ないように調整・管理することが求められる。現場機器や

現場ネットワークを物理的な単位で区切って各業務に配

分する方式では，複数の機器に散在する現場システム資

源を必要とする付帯業務を複数個並行して遂行すること

が難しくなる。そこで，複数の業務が同一の現場機器や現

場ネットワークを同時に使用しても，不都合がでない運

用管理方式が望まれる。あわせて，付帯業務自体の不具合

や操作ミスが他のシステムに悪影響を与えることのない

ように，付帯業務毎に現場システム資源の使用可能範囲

を厳密に制限することも必要である。

2.3 従来のアプローチ

付帯業務の追加を実現する従来の典型的なアプローチ

は次の3通りである。1つ目は，予め必要となる付帯業務

を想定して，必要な現場情報の収集や処理を現場機器に

作り込んでおく方法である。定型化された業務には適す

るが，想定していなかった業務への対応は難しい。2つ目

は，既存システムが新たな付帯業務を担えるように，増

設・改造することである。これは，既存システムが持つ現

場システム資源を利用することを前提とするが，改造期

間でのシステムの運転停止や，本来業務の機能のディグ

レード発生や実装の複雑化などのリスクをもつ。3つ目

は，機器の増設とネットワークの敷設による新たな現場

システム資源を用意することで，既存システムから独立

した新たな付帯業務システムを構築する方法である。こ

れは付帯業務の遂行に最適なシステムを構築できるが，

大きな費用がかかるため，費用対効果の大きな業務以外

では適用が難しい。

3. FOAのアプローチ

FOA動作機構では，2.1項と2.2項で述べた本来業務と

付帯業務の独立性や複数の付帯業務の実行を可能とする

中で，新たな付帯業務に対応するシステムを追加する

オーバレイ型のモデルを提案している。付帯業務の担当

者は，図1に示すように各現場機器に割り当てられた自己

用の現場システム資源を，現場機器の物理構成を意識せ

ずに運用・操作することが可能になる。
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図 1　FOAのアプローチ

付帯業務システムでは，必要なプログラムを複数の現

場機器に分散配置し，そのプログラムが，各現場機器が提

供するシステム資源を使用して付帯業務を実行する。

従ってFOA動作機構では，付帯業務毎・現場機器毎に生

成される付帯業務プログラムを実行するための実行環境

に，現場機器が提供する現場システム資源から必要とす

る量を割り付ける資源管理が重要な課題となる。我々は，

そのための資源管理の仕組みを提案してきた（3）。

FOA動作機構が想定する現場機器単体のモデルを図2

に示す。現場システム資源は1項でも述べたように，プロ

グラム実行を掌るコンピューティング資源，他の現場機

器とのコミュニケーションに使用するネットワーク資源，

そして現場情報資源の3種類に分類される。現場情報資源

には，現場機器が本来業務として担う制御機能などが提

供する情報と，現場機器の各種 I/O経由で収集が可能な

情報などが含まれる。

図2におけるコンピューティング資源とネットワーク

資源は，各々単一のハードウェア資源を本来業務と付帯

業務が共有して使用する構成となっている。FOA動作機

構では，本来業務と付帯業務の間で厳しい独立性が要求

される場合には，複数のハードウェア資源を用いた分離
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構成を取ることも可能であるが，本稿では単一のハード

ウェアを共有して使用する構成について述べる。
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図 2　FOAが想定する現場機器モデル

3.1 実行環境への資源割付

以下に，各種資源における資源割付を説明する。

a）コンピューティング資源の割付制御

CPU処理能力やメモリなどのコンピューティング資源

の割付は，本来業務の確実な遂行を確保するために必要

な資源を本来業務に恒常的に割り付けた上で，その残り

の資源を個々の付帯業務の実行環境に分配する。限られ

た資源を効率よく利用するために，ある付帯業務が不要

となれば，その業務システムの実行環境と共に資源の割

付を削除する。

CPU資源の割付は汎用OSの持つ固定優先度制御を基

本とし，その上にFOA動作機構固有のCPU使用率制御

を加えて実現する。CPU使用率制御は，FOA動作機構で

定める管理周期で各付帯業務に割り付ける最大実行時間

をCPU使用率として定め，その範囲で付帯業務をタイム

シェアリング的に実行する。固定優先度制御だけでは，優

先度が高い付帯業務が動き出すと，その実行が終了する

までCPU資源を使い続けるが，CPU使用率制御を加える

ことによって，付帯業務は予め定められたCPU使用率に

従って管理周期内でCPU実行権を放棄するので，優先度

が低い付帯業務の並行した実行が可能になる。

b）ネットワーク資源の割付制御

FOA動作機構では，本来業務及び各付帯業務に論理的

に独立させたネットワーク構成を与えることにより，各

業務が独立して必要なネットワーク資源を運用・管理で

きるようにする。FOA動作機構は付帯業務システムを構

成する各々の現場機器の実行環境に，その業務に固有な

ネットワーク上の識別子を割り付ける。物理的なネット

ワークノードを，論理的に独立した複数のネットワーク

ノードとして扱う。その上で，各実行環境にネットワーク

資源を割り付ける。

一方FOA動作機構は，CPU資源と同様に，本来業務の

ネットワーク通信には付帯業務より高い優先度を与えて

必要十分な通信帯域を確保している。付帯業務に対して

は，ネットワーク通信帯域に上限を設けることにより必

要以上のネットワーク資源を割り付けることを禁止して

いる。

c）現場情報資源のアクセス制御

実行環境管理部の現場情報資源のアクセス制御機能に

は，複数の付帯業務がアクセスする。FOA動作機構は情

報資源への共通インターフェースを装備し，付帯業務間

の排他制御のためのシリアライズ化に加えて，付帯業務

の権限や用途に応じたデータのアクセス権限を管理する。

3.2 実行環境のオーバレイ型管理

FOA動作機構では，現場機器単位での管理に加えて，

複数の現場機器群を横断的に連携させた付帯業務単位で

の管理を，オーバレイ型管理と称して実現している。この

管理機構によって，付帯業務システムを構成する各現場

機器の実行環境を1つのグループとして扱い，付帯業務毎

に与えるポリシーをその実行環境及び結び付けられた関

連する現場システム資源に統一的に反映することを可能

とする。

例えば，ある付帯業務の重要度を“高”と指定すると，

その付帯業務システムを構成する各現場機器の全ての実

行環境のCPUとネットワークの優先度が指定した“高”

重要度となる。

4. FOA動作機構の実装

現場機器を想定した実験機（3）上に，実行環境管理モ

ジュールを試作して，3項のFOA動作機構を実現した。本

実験機の構成を図3に示す。OSにはLinuxを採用し，付

帯業務毎の実行環境のベースには，CPUやOSに依存し

ないプログラムの実行環境としてJavaVM（4）を採用した。

以下，本項ではFOA動作機構が提供する資源管理を

Linux及び JavaVMの資源管理をベースとして実現する

上での問題点を明らかにし，それを解決する実行環境管

理モジュールの実装について述べる
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図 3　FOA実験機の構成
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a）CPU資源の割付

CPU資源の割付制御として，固定優先度制御にはLinux

が提供する固定優先度制御を使用し，CPU使用率制御の

実現には“CPU資源のアカウンティングシステム”（5）を

導入して，Linuxに組み込んだ。

固定優先度とCPU使用率を用いて，本来業務がCPUを

使用しない CPU の空き時間での付帯業務の実行スケ

ジューリングを行う。その例を図4に示す。FOA動作機

構は付帯業務の特性に対応して3種類の実行管理方式を提

供する。3種類は次の通りである。

  ①高速での処理や例外的な付帯業務を割り付けるため

の管理方式で，実行が要求されると本来業務の空き

時間を優先して使用して処理される。付帯業務をこ

の管理方式に割り付けるに当たって，他の付帯業務

への影響を配慮することが必要である。

  ②定期的に一定量の処理の実行が期待される付帯業務

を割り付けるための管理方式である。本方式は，当該

付帯業務に対し，本来業務と固定優先度が“高”（図

4の付帯業務①）の処理の空き時間内で，付帯業務の

固定優先度に応じた順番での実行権と，管理周期毎

のCPU使用率に従った実行時間を与える。他の優先

度の高い業務の処理時間が長く，管理周期内で割り

当てられた実行時間を使用することができないこと

があるが，管理周期の単位でCPU資源を割り付ける

ため，使用できなかった時間は次の管理周期には繰

り越されない。

  ③上記の①②の管理方式の下で付帯業務を処理した後

で，まだCPUの空き時間が残っている場合に実行す

る付帯業務に割り付けるための管理方式である。こ

こに割り付けられた付帯業務はいわゆるバックグラ

ウンドジョブとして，他にCPUが使用していないで

空き時間がある場合に限って実行される。
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図 4　CPU資源のスケジューリング例

b）メモリ資源の割付

本来業務に必要十分なメモリ量を確保した後で，付帯

業務毎にメモリ量を必要量に応じて制限する。JavaVM

は，直接使用するヒープエリアを制限できるものの，呼び

出したOS機能がOS内部で使用するメモリ量を制限でき

ない。そこで，JavaVMにソケット数やスレッド数などの

OS機能の使用量を制限する仕組みを追加した。

c）ネットワーク資源の割付

JavaVM 毎にネットワーク構成を分離するために，

JavaVMへのIPアドレスの割付の仕組みをJavaVMに追

加し，各JavaVMに異なるIPアドレスを割り付け，Linux

のQoS（Quality of Service）制御を使用して本来業務と

JavaVMのネットワーク資源を割り付けた。本実装でバー

スト転送の発生中も，定周期通信を維持できることを確

認した。

5. お わ り に

我々は，生産に関連した多様な付帯業務に対応する仕

組みとして，FOA動作機構を考え，現場システム資源の

管理の仕組みを提案し，LinuxとJavaVMを用いた実装を

示した。

今後は，様々な現場機器への資源管理の移植を検討す

ると共に，FOA動作機構に付帯業務プログラムを動的に

追加するための付帯業務システムの構築フレームワーク（6）

を開発していく。加えて，FOA動作機構の機能・性能を

評価し，改良を進めるため実証実験を行う。
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