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ユビキタス情報社会への貢献
Yokogawa Business Strategy towards Ubiquitous Computing

“ユビキタス”がユビキタスに氾濫している。“ユビキタス”は家庭や街での我々の行動を大きく変える可能

性を秘めている。横河電機はこのユビキタスイニシアティブを宣言して，この“ユビキタス”のフィールドで

の積極的活用を強力に推進していく。
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Entering the 21st century, the world is becoming a place where the word “ubiquitous” is all over the

place.  The emerging benefits of “ubiquitous computing” have the potential of fundamentally altering

the way we live and work.  To summarize the major benefits, ubiquitous computing environment will

enable us to utilize information 1) from anywhere 2) without conscious efforts 3) with hands-on richness

4) from user point of view 5) with utmost flexibility and adaptability.  These benefits will usher in a new

era for measurement and automation as well.  That is why we declare “Yokogawa ubiquitous initiative”,

whereby we accelerate our R&D activities to help promote the real-life applications of ubiquitous

computing technologies.  To name a few of such activities that combine the fruits of our decades long

R&D investments, we are taking a leading role in such emerging areas as IPv6 networks, advanced

network security solutions, high-speed broadband network modules, widely distributed autonomous

field instrumentation networks, and network sensing systems.

1. は じ め に

21世紀に入って世の中，まさにユビキタス一色となっ

てきた。ユビキタスがまさにユビキタスに氾濫している。

横河電機がこのユビキタス情報社会をどう見て，その実

現に向けてどう貢献しようとしているかについて述べる。

内容は，前半でユビキタス情報社会がもたらすであろう

特徴と，その特徴を実現する要件について，後半で，そ

の要件を実現するために横河電機が取り組んでいる様々

な活動内容を説明する。

2. ユビキタス情報社会のイメージ

ユビキタス情報社会が実現することを期待している世

界を，図1にそって7つのイメージとして表現する。
＜家庭では＞

第 1 イメージは，家庭内のテレビや冷蔵庫がネット

ワークでつながれ，あうんの呼吸で情報を提供してくれ，

また遠隔からの操作が可能となる状況。

第2イメージは，普通に生活をする中で，ベッドで寝

る，トイレに行くなどの日常生活から各種情報が自動的

に収集・記録されて，健康管理などに活用される状況。

＜街では＞

第3イメージは，スーパーに買い物に行くと，買い物

篭が今日のお買い得や，今日のメニューに合わせた買い

物リストなどを適切に助言してくれ，精算は買い物篭を

GATEに潜らせれば終わり，さらに店の方は顧客個々の

嗜好や行動パターンを自動的に把握できる状況。

第4イメージは，何処にいても自分の家庭，職場や官

公庁の情報をストレス無く把握でき，安心して行動でき

る状況。

＜工場では＞

第5イメージは，世界中の工場での操業を一箇所，場

合によれば何処からでも行える状況。これから益々不足

してくる優秀な専門家のノウハウ，経験，見識を最大限

に活用できるようになる。

第6イメージは，生産ラインや制御装置が，人間のよ

うに電子メールでオペレータと会話したり，故障や品種

切り替えなどによる変化に追従して自己を成長させてい

く状況。

第7イメージは，生産ラインに配置されているセンサー

や制御装置が，壊れる前に自分自身で不調を察知して自己

修復したり通報することで，予防保全が可能となる状況。
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3. ユビキタス情報社会の特徴

この7つのイメージから，ユビキタス情報社会が実現

する特徴を抽出する。

＜何処からでも＞

ユビキタスは，場所の縛りから開放してくれる。第1

イメージでは情報家電の遠隔操作，第4イメージではモ

バイル端末での情報活用，第5イメージでは専門家が現

場から遠く離れての操業である。

＜何時の間にか＞

ユビキタスは，恩恵を受ける人間が意識しなくても

色々なことをしてくれる。第1イメージでは，冷蔵庫が

何を保存していて，その賞味期限が切れていないかを監

視してくれる。第2イメージでは，ベッドやトイレが体

温や脈拍，糖や蛋白を自動的に検査し，記録し，必要な

ら医者に連絡してくれる。第3イメージでは，買い物篭

が顧客の行動パターンを収集して，店が品揃えや品物の

並べ方をアレンジする参考とする。第7イメージは，第

2イメージの工場版である。センサーや装置に異常が無

いかを常時把握して，予防保全ができる。

＜臨場感あふれる＞

ユビキタスは情報を惜しまない。遠隔からでも現場に

いるのと同じ感覚で仕事ができる。第3イメージでは，お

買い得の品物の展示コーナに買い物篭が近づくと買いた

くなるような情報を教えてくれる。第4イメージと第5

イメージでは，モバイルの携帯端末経由でも，あたかも

現場で操業しているような臨場感を出してくれる。

＜使う側の立場で＞

ユビキタスは情報や操作を提供する側の都合でなく，

使う側の立場に立って機能を実現する。第1イメージで

は，情報家電が主婦感覚で使いこなせる。第3イメージ

では，買い物篭は個々のお客の性格，嗜好を知ったアド

バイザーである。第6イメージでは，装置が語るのは操

業する側の意志を理解し，その言葉で語ることが期待さ

れている。

＜変化に適応して＞

ユビキタスは，変化することが当たり前である。第1

イメージでは，新しいビデオ装置をつないだら，その瞬

間から今までの装置との連携が始まり，全ての機能が簡

単に使える。第6イメージでは，一部の装置が壊れても

新規に追加されても，また操業方法が変更されても，

個々の装置が新しい環境に自動的に適応していく。

4. ユビキタス情報社会実現の要件

この特徴を実現するための要件について考える。総務

省の「ユビキタスネットワーク技術の将来展望に関する

調査研究報告」の基本コンセプトを参考として，次の六

つを要件とした。特徴と要件の関連を，図2に示す。

①家庭内のテレビや冷蔵庫がネットワークでつ
ながれ，あうんの呼吸で情報を提供してくれ，
また遠隔からの操作が可能となる 

②ベッドで寝る，トイレに
行くなどの日常生活か
ら健康情報などが自動
的に収集・記録され，
活用される 

③買い物篭が適切な助言をくれ，商品を入れてGATEをくぐるだけで精算
が終わり，店もお客様の嗜好，行動パターンを把握できる 

⑤個々の工場に専門家を配置しなくても，
世界中の工場の操業を一箇所，場合
によれば何処からでも行える 

⑦センサーや制御装置
などが壊れる前に自分
で危険を察知して，予
防保全ができる 

⑥生産ラインや制御装置
が，あたかも人間のよう
に人間と電子メールで
会話したり，変化に追
従して自己を成長させ
ていく自律性を持つ 

④何処にいても自分の家庭，職場や官公庁の状況が分かり，
必要な仕事が安心してできる 
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図1 ユビキタス情報社会のイメージ

図2 特徴と要件の関連
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＜何処でもネットワーク＞

ユビキタス情報社会の前提条件は，何処にいても，必

要なときにネットワークに接続できることである。その

切り札が，IPv6である。IPv6はグローバルにオープンな

ネットワークを構築できる広いアドレス空間を持ち，

オープンなネットワークでのセキュリティを実現し，ダ

イナミックな接続，構築を容易とするPlug＆Play機能

を持つなど，ユビキタス時代に最適なネットワーク・プ

ロトコルである。

さらにモバイル，ワイヤレスを支援することも重要で

ある。視点を工場などのフィールドでの情報環境に向け

ると，IPv6だけでなく，補完的なネットワークが必要と

なってくる。フィールドに分散して配置される多様なセ

ンサー類を接続するフィールドバスのサポートや，その

ワイヤレス化が必要である。

＜何でも端末＞

ユビキタス情報社会を効果的に活用するには，人と人，

人と計算機とのコミュニケーションだけでなく，社会の

あらゆる構成要素がネットワークにつながり，語り始め

ることが望まれる。情報家電や制御装置は，ネットワーク

を通して，一度獲得した情報を多様に活用し，各装置が持

つ機能を協調させて，より気の利いた機能を実現する。

予想外のものがネットワークにつながって，本来の目

的以外の情報を収集して波及効果を実現する。一つひと

つは不要と思われる情報でも集められ，蓄積され，積み

重なると，思わぬ事実が見えてくる。ここに，ユビキタ

ス情報社会の面白さ，怖さがある。

「何でも端末」を実現する上で留意しなければならない

一つに，ネットワークに接続する装置の粒度がある。従

来の専用装置の多くが複雑な機能を組み込んだ大きな装

置であるため，ユビキタス情報時代の粒度に適合しない

場合がある。その場合には，現状の装置を小さな単位に

機能分割してネットワークに分散配置する必要がある。

＜自在にコンテンツ＞

ユビキタス情報社会の特徴は，柔らかくて成長するコ

ンピューティング環境である。要求の変化や部分の故障

による劣化に対応して，サービスとアプリケーションを

ダイナミックに再構築して適応していく。そのためには，

ネットワークに分散配置された装置が自律して動作する

と同時に，他の装置とリアルタイムに協調して，全体と

して最善を尽くせる仕組みや，ネットワークに分散配置

された装置の一部故障や生産する製品の変更などにリア

ルタイムに適応して，自己を再構築する仕組みが必要で

ある。

視点を違えると，サービスとアプリケーションを記述

するコンテンツと，その実行環境であるプラットフォー

ムとを独立させる。すなわち，コンテンツを自在に活用

するには，同一コンテンツが多様なプラットフォーム上

で動作することが必須条件である。また，コンテンツを

長期に安定して活用するには，コンテンツが特定のプ

ラットフォームに依存することなく新しいプラット

フォームに容易に移植できることが望まれる。

＜らくらくネットワーク＞

ユビキタス情報社会では臨場感が重要であり，画像や

音声といったマルチメディア情報が多様な局面で活用さ

れる。また応答スピードの要求も厳しくなってくる。

ADSLなどインターネットの高速接続の普及が著しく，

ネットワークの高速大容量化は必須である。既にイン

ターネットが50％以上に普及し，2003年の4月時点で携

帯電話を6,328万人が使用している。またADSLが748万

世帯に普及，CATVが214万世帯に普及，FTTHが35万

世帯に普及しているのが実態である。

＜安心ネットワーク＞

ユビキタス情報社会は，オープンなネットワーク環境

のもとで実現される情報社会である。同時に，他人に見

られたくないプライベートな情報から，社会生活に大き

な影響を与えるライフラインの制御までが依存する，信

頼性とセキュリティが重要な世界でもある。

ユビキタス情報社会は閉じられた世界での情報活用で

は達成されず，Firewallなどで守られていることを前提

としない，よりオープンなネットワークの世界が前提と

なってきている。そのためには，ネットワークにつなが

る個々の装置がきちっと認証され，それぞれの装置が自

分自身のセキュリティを守ることが要求される。また防

犯のために設置される街の監視カメラのように，ネット

ワーク上の動きを記録・監視する監視カメラシステムの

ようなネットワーク監視装置が必要となってくる。

高信頼性を絶対保証できないネットワーク環境では，

最善努力による保証での高信頼性の実現が望まれる。分

散による故障範囲の局所化，自律行動による代替手段の

提供や，異常発生時での目的外使用などによる優先度に

従った冗長化等の仕組みなども必要となる。

＜見えなかったものを見せる＞

ユビキタス情報社会では，今までは気にしていなかっ

た情報の集まりから知りたかった情報を掘り出したり，

使用する側にとって分かり易い情報に加工して提供する

ことが望まれる。そのためには気にしていなかった情報

の積み上げで新しい情報を絞り出す仕組みなどが必要で

ある。従来から目を向けている必須情報の周りにある補

助情報から顧客の行動パターンや装置の劣化を予想した

り，それ自体はあまり意味のない情報を大量に収集する

なかで，情報の質的転換を発生させることが期待される。

もう一つは，今まで諦めていた情報を収集可能とする

ことである。五感による侵入者の検知や，火災の検知，色

むらの検知などである。さらに，モデルやシミュレー

ションを活用して，最終的に重要となるエンドポイント
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情報をリアルタイムに推定することも期待される。また，

新しいセンシング技術により，見えなかったものを見せ

ることである。生体情報の計測やガス計測など，ナノテ

クノロジーによる新しいセンシングが期待されている。

5. 横河電機の取り組み

横河電機は「横河ユビキタスイニシアティブ」を宣言

し，技術開発本部を中心に，ユビキタス情報社会への貢

献を将来の事業化の重要な方向として注力している。図3
に，ユビキタス情報社会実現の要件と横河電機の取り組

みの関連を示す。さらに，横河電機はここで説明する取

り組み以外にも，既存事業として半導体テストシステム，

生産ラインの制御／情報システム，開発支援システムな

ど，多様な事業展開を行っている。

5.1 ネットワーク普及への取り組み
横河電機はIPv6の重要性を早くから理解し，WIDEプ

ロジェクトを通してセキュリティ分野と検証システムを

中心としてIPv6世界に貢献してきた。併せて，産業界で

のIPv6の積極的な活用を推進している。

＜WIDEプロジェクトへの参画＞

1992年からWIDEプロジェクト（慶應義塾大学，産学

協同プロジェクト）に参画し，KAMEプロジェクトのコ

アメンバーとして，標準IPv6スタックのIPsec部分の開

発を担当した。続いてTAHI プロジェクトでは技術開

発・運営を担当し，仕様適合性検証ツールの開発を行い，

相互接続性テストイベントを実質的に主催している。ま

た，Linuxに IPv6を乗せるUSAGIプロジェクトにも参

画している。

＜IPv6対応先端商品のリリース＞

・TTB：IPv6の早期活用を目指して，IPv6の世界とIPv4

の世界をシームレスにつなぐプロトコル変換装置を開

発して提供している。

・LMaT：世界に先駆けて，IPv6対応のネットワーク管

理ソフトウエアを開発して提供している。

＜フィールドバスへの取り組み＞

フィールドバスはプラント計装市場に最適化された

ネットワークで，インターネットを補完してユビキタス

情報環境を構築することを期待されている。横河電機は

プロセス計装分野のトップ企業として，フィールドバス

協会の創設以来，その活動に積極的に参画してきた。そ

の活動は標準仕様策定への参画，物理層の仕様で主要な

参画，アプリケーション層の仕様で主要な参画，協会

フィールドバス用標準チップの開発・提供，インターオ

ペラビリティーテストのリーダとして参画と多様である。

また，横河製品を積極的にフィールドバスに適応させて

きている。

5.2 ネットワーク・セキュリティへの取り組み
信頼性を重要視する遺伝子を持つ横河電機にとって，

高度なネットワーク・セキュリティの実現は最大のテー

マである。IPv6が拓く，よりオープンなネットワークで

の高度なセキュリティの実現に向けて，研究開発を行っ

ている。

＜PAFFI：パケット逆探知システム＞

人間社会における街頭監視カメラのように，PAFFIを

設置したネットワーク地点を通過したパケットの特徴情

報を記録・蓄積して，問題パケットの経路追跡を可能と

するユニークな装置である。未だプロトタイプレベルの

製品であるが，先進ユーザから熱い期待を受けている。

＜SIOS：脆弱性情報サービス＞

ネットワークの脆弱性とその対策を記述した情報を

データベースに登録し，ネットワーク管理者にリアルタ

イムで日本語で提供するサービスである。既に事業化し

ており，大手ユーザを中心にご活用いただいている。

＜SecureTicket：Webサーバ統合セキュリティ＞

Webサーバのセキュリティを守るため，ユーザ認証機

能，悪意のあるアクセスの遮断機能，情報の暗号化機能

を提供する。既に800システム以上が出荷され活用され

ている。

5.3 高速大容量ネットワークへの取り組み
横河電機は，21世紀は高速大容量ネットワークの時代

であるとして，1983年から超高速・光電子技術の基礎と

なる化合物半導体の研究開発に注力してきた。その成果

が，40 Gbpsモジュールの製品化として結実している。製

品化された40 Gbpsモジュールは，送信系から受信系ま

でと広範囲である。その成果は横河，安藤の通信計測

器に組み込むだけでなく，国内外の幹線・基幹系のネッ

トワーク機器メーカに高く評価され，長期で安定的に

40 Gbps/10 Gbpsモジュールを提供し始めている。さら
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図3 要件と横河電機の取り組み
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にこれらの40 Gbpsモジュールをベースに，次世代の光

ネットワーク機器を開発，提供していく。

＜安藤電気との一体化＞

横河電機は光およびデジタルの通信計測技術を急速に

強化し，この分野での事業体制を確立するため，安藤電

気を買収し一体化した。両社の強みを重ね合わせる中で

大きな一体化効果が出てきており，光＆デジタル通信計

測分野での品揃えも充実し，市場の要求に積極的に応え

られるようになってきた。

＜次世代光ネットワーク機器＞

横河電機は40 Gbpsモジュールの開発・提供の実績を

基に，より高度なシステム化技術による次世代の光ネッ

トワーク機器の開発を開始した。狙いの市場は基幹系

ネットワークではなく，放送局など大容量を局所的に扱

うローカルエリア・ネットワークなどへの応用を考えて

いる。図4に光パケットスイッチのプロトタイプを示す。
＜モバイル放送への取り組み＞

2004 年から移動体を主体とした個人向けのマルチメ

ディア全国放送，ユビキタス・パーソナル・ブロードキャ

ストが本格化する。横河電機は，衛星からの信号が届き

にくい所の受信障害を解消するギャップフィラーを開

発して提供している。この装置により，ユーザは全国何

処にいてもモバイル放送の受信が可能となる。また，こ

れらの中継局の遠隔管理・保守についても積極的に取り

組んでいる。

5.4 e-Field計画への取り組み
横河電機は，フィールドでのユビキタスコンピュー

ティングの実現を目指してe-Field計画を策定し，強力に

推進している。e-Field計画の目標は，次の4項目の実現

である。

（1）ユビキタスネットワーク環境で，フィールド機器や

制御装置の容易な接続性，安心できるセキュリティ

を実現する。

（2）フィールド機器や制御装置が，ネットワークに自律

的に自ら語り始める仕組みを実現する。

（3）フィールド機器や制御装置をネットワーク上に分散

配置して，情報の質的転換と強靭なシステムを実現

する。

（4）静的なシステムでなく，変化・劣化・成長への動的

な対応が可能な仕組みを実現する。

既に進めてきた取り組みについて説明する。

＜装置が自律的に語り始める＞

横河電機は，1997年2月に装置がインターネットを通

して自律的に情報を発信するDUONUSコンセプトを発

表し，1998年 2月から既に二千台以上のDUONUSを市

場に提供してきた。そこでは，装置がインターネットで

ホームページを発信し，電子メールを受発信し，Javaで

記述されたオブジェクトがイベント駆動でマルチに動作

する仕組みが実現されている。図5に，DUONUS機能概
要を示す。

＜STARDOMでのユビキタスコントロールの実現＞

STARDOMは，制御言語で世界標準の IEC61131 と

DUONUS機能を融合したネットワークベースの制御シス

テムである。STARDOMのシステム・イメージを，図6
に示す。自律コントローラ，WebベースのHMI，ノウハ

Destination B
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Frame Gap 2.4[ns]

Packet Stream A

Packet Stream B

Output Optical Packet Streams

Input Optical Packet Stream 
210mm

40mm

250mm

ＦＴＰクライアント 
機能 

メール送受信 
機能 

ＷＷＷ 
サーバ機能 装置がＨＰで情報発信する 

装置がｅ-ｍａｉｌを受発信する 

大量のデータ転送ができる 

Ｊａｖａマルチタスク 
実行環境 

ＰＰＰ接続機能 

Ｊａｖａで記述された機能が 
マルチタスクで動作する 

ネットワークに無線接続する 

制御ドメイン 

ネットワーク 

ビジネスドメイン 

PIMS/MESドメイン 

操業ＨＭＩドメイン 

制御システム 
からの情報 

プラントＡ 

プラントＢ 
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図 4 40 Gbps光パケットスイッチ 図5 DUONUS機能概要
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図6　STARDOMシステムイメージ
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ウを凝縮したアプリケーションごとのコンテンツの用意

と，まさにユビキタス情報時代の制御システムを実現し

ている。

＜フィールド機器の予知保全＞

プラント計装では，プラントに分散して配置される各

種のセンサーを，如何に効率よく保全するかが大きな注

目点である。その解の一つが，フィールドバスによる予

知保全の実現である。予知保全は，事後保全に比べて

トータルコストを10 分の 1に圧縮すると期待されてい

る。横河電機はセンサーに予知保全を可能とするセンシ

ング機能を追加すると共に，予知保全ソフトウエアを動

作させる仕組みを作り込むことで，予知保全機能を積極

的に実現していく。図7に，差圧伝送器：EJAの予知保
全の仕組みを示す。

＜マイクロノードによるIPv6活用実験>

横河電機はネットワーク上に多数の機器を分散配置す

ることで，情報が質的な転換を起こすことに注目してい

る。そのためのIPv6で動作する小型センサー／装置をマ

イクロノードとして開発し，ネットワーク環境にばら撒

くことで生まれる予想外のメリットを，アプリケーショ

ン層を通した実証実験により検証してきた。いくつかの

試行の中で，以下の三つの例について紹介する。図8に，
マイクロノードの実現例を示す。

例1は，103台のIPv6温度ノードで幕張メッセを計測

し，位置的に分散する多数の情報をネットワークで束ね

ることで，温度分布の時間変化から人の流れを予測する

などの新しい付加価値を与えることができることを実証

した。

例2は，100世帯を対象とした双方向ネットワーク・リ

モコンによるマーケティングデータの収集実験で，無意

識に自らのデータをセンターに与えることで，個人にカ

スタマイズされたサービスを受ける実験である。

例3は，非ネットワークインフラ企業が初めて商業利

用開始したCD試聴機マイクロノード開発の例で，ユー

ザの購買行動とPOSによるCD売り上げの相関情報が得

られることを実証し，商用に活用している。

＜移動エージェント技術の活用＞

横河電機は，ユビキタス情報社会では移動エージェン

ト技術の重要性が益々高まるとして，その活用ノウハウ

の蓄積を行っている。試行の狙いは，①生産物中心で変

化に強く，成長できるシステムの実現可能性の調査，②

MES，制御層をシームレスに融合したシステム・アーキ

テクチャの実現，③移動エージェント技術による生産シ

ステムのアーキテクチャ・モデルの研究である。こうし

た研究プロジェクト活動により，関連するノウハウを獲

得・整理した。但し，残念ながら，実用まで今しばらく

の時間がかかると判断した。

5.5 ネットワークセンシングへの取り組み
本項については，機が熟した時点で別途報告する。

6. お わ り に

横河電機は過去から積み上げてきた研究・開発成果を

集約し連携させ，将来に向かって「横河ユビキタスイニ

シアティブ」を宣言した。技術開発本部を尖兵として，ユ

ビキタス情報社会への貢献を将来の横河電機の重要な方

向として多面的に注力していく。なお，ここに記述した

活動についても，これからの時代は横河電機単独で全て

をカバーすることは難しく，特長ある企業・大学との

パートナーシップに期待している。

* 本文中の名称及び製品名称等は，横河電機㈱及び各社の商標，ま

たは登録商標です。
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図 7 EJAの予知保全 図8 マイクロノードの応用例
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差圧圧力伝送器：ＥＪＡ 二つの温度センサーが 
常時異常を監視 

二つの振動子が常時 
異常を監視 
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