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ペアプログラム動的配信方式の開発と遠隔操作監視システムへの適用
Development of Pair-Program Dynamic Downloading Architecture and

its Application to Industrial Remote Systems

二つのプログラムを一つのペアとして，プラント等の現場と遠隔監視側にそれぞれ動的配信し，それらが通

信しながら遠隔処理を行うアーキテクチャを開発し，制御システム遠隔監視用に適用した。本アーキテクチャ

は監視対象の状況変化や遠隔ユーザからの要求変化に柔軟に対応できる遠隔システムの効率的な開発を目的と

している。本論文では開発したモデルの目的とアーキテクチャを述べ，試作アプリケーションの評価および課

題を述べる。
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We have developed a pair-program dynamic downloading architecture for industrial remote operations.

In the architecture, a pair of programs appears in one remote operation context.  One program is

dynamically sent to a plant side and the other program to a remote operator side.  Both communicate

each other and implement flexible remote operations in the context.  The demand for remote industrial

operations has been increasing in these days.  It’s desirable that remote operating software deal flexibly

with the changes of requirements from factory, such as chemical plants, or remote-side operators.  Our

architecture proposes a new paradigm of program changes and flexible remote operations.  In this

paper, we describe the architecture and evaluations of applying the architecture to a remote maintenance

domain in chemical plants.

1. は  じ  め  に

ネットワークコンピューティング技術を利用し，より

柔軟に遠隔処理を行うためのアーキテクチャとして，ペ

アプログラム動的配信方式を提案し，ライブラリ開発と

適用アプリケーションの試作を行った。背景として，プ

ラント制御や広域監視の分野においても，近年遠隔通信

を利用した監視操作が盛んに行われていること（1），現場

にインストールされたプログラムのみを使ったオペレー

ションでは，柔軟性に問題のあること等が挙げられる。

問題として我々が捉えているのは，以下の通りである。

尚，本論文中で，サーバ側とは遠隔監視対象のプラント

現場側，クライアント側とは遠隔監視する側を指す。

・サーバ側からの取得データの種類，量，サーバ側で行

う計算内容等の変更要求が多い場合，毎回ソフトウェ

アを作り直してサーバ側のマシンにインストールする

作業が必要になる。

・遠隔診断の分野等では，診断の状況に対応したプログラ

ムを使えることが理想であり，予め全ての診断プログラム

をサーバ側にインストールしておくことは困難である。

・サーバ側プログラムの不具合やバージョン更新にコス

トがかかる。

これらの問題に対して我々が提案したペアプログラム

動的配信のアーキテクチャと開発した適用アプリケー

ションの紹介および評価を本論文で行う。

2. プログラム動的配信アーキテクチャ

我々が目指したゴールは，必要に応じて必要な機能を

必要な場所に配信する仕組みであり，これにより前項に

述べた問題を解決しようとした。遠隔監視や操作に必要

な，種々の機能を一箇所のプログラム倉庫に保管し，利

用時に動的に配信する方式をとることで，プログラムの

一元管理，機能要求に対する柔軟な対応が可能と考えた。

2.1 ペアプログラム動的ダウンロード方式

我々は，動的に送り込むプログラムを「仕事人」とい

う意味合いから「Worker」と名付け，場面に応じて必要

なWorkerプログラムを現場側（サーバ側）に送り込む方
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式を考えた。また，サーバ側に送り込まれたプログラム

を遠隔から操作するためには，遠隔操作側（クライアント

側）に，サーバ側プログラムに対応したユーザインタ

フェースプログラムが必要となるため，クライアント側

に「WorkerGUI」と呼ばれるプログラムを送り込み，先

のWorkerプログラムと通信して動作する方式がよいと

考えた。この二つのプログラムを一つのペアと捉え，

様々なペアプログラムをWorker倉庫と呼ばれる場所に

保管して，必要に応じて現場や操作側に送り込む。ここ

で，Worker-WorkerGUIというのは一般名称であり，実

際のプログラムは，機能A,B ,C…毎に，AWorke r -

AWorkerGUI，BWorker-BWorkerGUI，CWorker-

CWorerGUI，…という名称になる。

Worker方式を採用することにより，遠隔監視操作環境

が要求する変化や変更に対して柔軟に対応することが可

能であり，要求に対応する新しいプログラムを開発した

場合，現場に一つ一つインストールして回る必要はない。

このペアプログラム配信の考え方は参考文献の（3）等から

ヒントを得たものである。

2.2 動作説明

前節で提案したWorkerペアプログラム方式の具体的

な動作について本節で詳説する。図1に，Workerプログ

ラムが配備され，動作するための構成を示す。

まず，準備として，Worker倉庫とよばれるPCに，開

発したWorker ペア群を格納しておく。図1左下には，

AWorker, BWorker, CWorker等のペアが格納されてい

る様子を示す。

遠隔オペレーションを行いたい監視担当者（図1の左

上）はまず，自分のPC上でWorkerManagerGUIと呼ば

れるプログラムを起動する。このプログラムはWorker倉

庫PC上のWorkerManagerと呼ばれるプログラムに接続

し，倉庫に格納されているWorkerペアプログラム情報を

聞き出し，監視担当者PC上の画面に，プログラムの名前

や機能を表示する。この作業を①として図1上に示す。尚，

WorkerManagerはWorker倉庫上で常時起動している。

次に，監視担当者は，自分が使いたいプログラムを

WorkerManagerGUIの表示画面から選択し，送り込みた

いサーバのネットワークアドレスを指定する。図1では，

監視担当者がAWorkerペアを，プロセス制御現場のPC

に送るよう指定している。

監視担当者の指示は，WorkerManagerGUIから自動的

に先のWorkerManagerプログラムに送られる。すると

WorkerManagerは，倉庫からAWorkerを選択し，プロ

セス制御現場のWorker 動作用PC 上で動作している

WorkerSpaceに送り込む。この動作と同時に，AWorker

の対となるAWorkerGUIプログラムは監視担当者のPC

に送られ，自動的に起動される。この動作は，図1中の

②の2つのラインで示される。

二つのプログラムが別々の場所で起動され，互いを結

ぶ通信路が作られることにより，監視担当者の指示が

AWorkerGUI経由でAWorkerに送られ，AWorkerがサー

バ側で作業した結果はAWorkerGUIに送られ，担当者に

示される。この処理が，図1上の③のラインで示される。

2.3 実装方式

先に述べたAWorker, AWorkerGUIプログラムが動的

に送り込まれ，起動する仕組みを実際のプログラムの動

作として解説する。

まず実装言語として我々はJavaを用い，プログラム間

通信には，Java/RMI（Remote Method Invocation）技術

を用いている。

AWorkerやAWorkerGUIが送り込まれて起動する仕

組みは，Workerプログラムが実行ファイルとして転送

されるのではなく，Javaのクラスダウンロードの仕組み

を用いて，送り先PC上で動作している別のプログラム上

にクラスダウンロードされ，クラスのインスタンスとし

て生成される。ダウンロード元となるWorker 倉庫は

HTTPサーバの機能も持ち，ダウンロード先にHTTP通

信でクラスダウンロードされる。ダウンロード先ではク

ラスダウンロードやインスタンス生成を行う機能を担当

するプログラムが必要になり，これがWorkerSpaceプロ

グラムである。クライアント側では，監視担当者が起動

した先のWorkerManagerGUIプログラムが，クラスダ

ウンロード，インスタンス生成を行っている。

3. Worker方式の利点

今回開発したアーキテクチャによる動的プログラム配

信を用いると，以下のメリットが考えられる。

・サーバ側（現場）にソフトウェアを置かず，一箇所に集

積することにより，動的に必要なソフトウェアを必要

な場所で動作させることが可能となり，現場からの要

求変化に柔軟に対応可能。

・ペアプログラム方式により，サーバ側に送り込んだソ

フトウェア専用のGUIで，ユーザは遠隔操作可能。

クライアント（遠隔監視）側�
サーバ（監視対象）側�

AWorker�
AWorkerGUI
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BWorkerGUI
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Manager

Worker-�
ManagerGUI

①� ②�

③�

制御機器�
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図 1　Workerペア動作環境と動作手順
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・ソフトウェアを一元管理することにより，現場毎に異

なるバージョンが置かれる危険や管理の煩雑さから開

放され，ソフトウェア保守の面から有利。

・Workerの利用が終わるとインスタンスはメモリ上か

ら消え，サーバ側クライアント側双方のPC上には何

も残さない。これはJavaプログラムのインスタンスが

消えると自動的にガーベジコレクトされる効果による。

このことは，実行ファイルを転送して実行する方式に

比べ，送り先側のディスクやメモリにプログラムを残

し，サーバ側でプログラムを勝手に動作させたり，コ

ピーされたりという危険から解放するメリットもある。

WebサーバからGUIを動的ダウンロードして遠隔処理

を行う方法も一般的になりつつあるが，その方式では現

場側で動作するプログラムは現場側のWebサーバに置

かなければならない制約がある。Worker 方式では，

WorkerSpaceプログラムが動作しているいかなる場所へ

も自由にプログラムを動的配信して自動起動することや，

一つのサーバ側プログラムを一つだけのクライアントア

プリケーションが独占して利用可能であることがWeb方

式との差異であり，特長になっている。

4. 開発したフレームワーク

我々がJava言語を用いて構成したフレームワークを，

図2にUML形式のクラス図で示す。フレームワーク部

（図の上側半分）では，アーキテクチャの構成要素である

Worker，WorkerGUIそれぞれに必要とされる基本機能

を基本クラスで実装しており，個々のアプリケーション

用のWorkerペアプログラム開発者は，それぞれのサブ

クラスとして，Workerペアを開発する（図の下側半分）。

図では，アプリケーションWorker であるAWorker，

BWorker，CWorkerをWorkerクラスのサブクラスとし

て，ペアとして対応するAWrokerGUI，BWorkerGUI，

CWorkerGUIをWorkerGUIのサブクラスとして定義し，

ペア間が1対1の関連を持つことを示している。

WorkerManager，WorkerManagerGUI，WorkerSpace

は，アーキテクチャ側が用意するクラスで，Workerペア

を登録，閲覧，生成依頼，生成，管理するためのクラス

である。図中の0..*，1は，関連するインスタンスの数を

示し，例えば1つのWorkerSpaceインスタンスが，0個

以上のWorkerインスタンスと関連することを意味する。

5. プラント情報遠隔監視への適用

Workerフレームワークを用いて開発した，プラント情

報の遠隔監視用システムについて述べる。

当社では，顧客プラント運転を遠隔から支援するため，

レスポンスセンターを設置し，監視や診断を行っている。

現在のリモート監視では，レスポンスセンター側から電

話回線を用いて顧客サーバ側マシンに接続，リモートロ

グインを行い，監視業務を行っており，プログラム群は

予め顧客サーバ側PCにインストールされ，リモート操作

で動作する。この運用では，監視システムの機能変更が

し難いことや，バージョンアップのコストや版管理等の

問題がある。　

これらの問題に対処し，更に将来的な機能変化要求に

追随する柔軟なシステム構築のフィージビリティとして，

Workerアーキテクチャのこの分野への適用を検討した。

今回開発したWorker方式を用いたプロトタイプのシス

テム構成は，図3の通りである。

監視用のApplication Worker群は，全てレスポンスセ

ンター（クライアント）側のHTTPサーバに置かれ，クラ

イアント側から顧客プラント（サーバ側）へは，電話回線

を用いて接続・ログインを行う。サーバ側にはWorkerプ

ログラム動作用のPCが一台用意され，WorkerSpaceプ

ログラムが動作している。

レスポンスセンター側で，プラント制御システムの監

視を行う場面になると，オペレータは，顧客プラントへ

電話回線経由でリモートログインを行い，適当なWorker

プログラムを選択して送り込み，動作させる。

今回我々は，3種類のApplication Workerを試作した。

（1）プラント側に設置された複数の制御マシン構成を把

握するためのOverviewWorker

（2）制御マシンの稼動状態を調べ，データを返す

図2　Workerフレームワーク

Worker ManagerGUI WorkerManager

WorkerGUI Worker WorkerSpace

AWorkerGUI

BWorkerGUI

CWorkerGUI

AWorker

BWorker

CWorker

［Ｗｏｒｋｅｒ�
  アプリケーション層］�

1 1

11

1 1

10..*

1
0..*

1
0..*

1
0..*

1
0..*

［Workerフレームワーク層］� 顧客プラント側�

制御機器�

モデム�モデム�

レスポンスセンター�

Worker�
倉庫�

コマンド�

Worker動作用PC遠隔処理用PC

制御機器�

WorkerWorker GUI

図 3　Workerプログラムを用いた遠隔監視
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ControllerWorker

（3）制御のヒストリカル情報を検索し，データを返す

HInfoWorker

図4に，プラントのログデータから情報を検索して表

示するHInfoWorker と呼ばれるWorker に対する

WorkerGUI側のGUI画面を示す。ここで，左上には過去

24時間におけるアラームの種類と件数，右上にはアラー

ムの種類毎の割合。中央の入力エリアに，オペレータが

検索したいアラームの種類や，発生した時間帯，制御マ

シンの分類等を入力すると，下のエリアに検索結果とし

てのアラーム情報の詳細が表示される。

6. Worker方式の評価と考察

3種類のApplication Worker開発経験およびオペレー

ション実験に基づき，本方式を評価する。

（1）機能面

任意のWorkerプログラムを動的に送り込み，動作

確認を行った。WorkerとWorkerGUIを動的送信，

自動起動，相互通信が実現可能であることを示すこ

とで，現場の変更要求に対して，Worker方式によっ

て，実用的に対応する技術的な見通しができた。

（2）性能面

約2000ステップのOverviewWorkerを約30 kbit/sec

の電話回線を介して送信した場合，送信して起動す

るまでの時間は約20秒であった。現行方式で，電話

回線を使う場合には起動から画面表示まで10秒であ

り，Worker送信による時間的オーバーヘッドは無

視できない。一度Work e r を送った現場に対し

Workerクラスをキャッシュし，二度目以降は送ら

ず起動という方式も用意し，時間短縮も実現した。

但し今後のネットワーク高速化を考えれば，問題は

軽微なものになると予想される。

（3）実用化への課題

プロトタイプ開発と実験で技術的な見通しを立てる

図4　HInfoWorkerGUIの画面

ことができたが，以下の項目について考察，解決す

べきと考えている。

・安全性の強化や，実行権限の明確化

安全性の面では，セキュリティ機能の強化も必要であ

るが，「見知らぬプログラムが配信され，勝手に動き出

す」事象に対する，ユーザ側やサーバ側にとっての安

全性確保手段が必要である。送るWorker種類の分類，

動作プログラム制約，送信先の制限，送信側ユーザの

権限等を仕組みとしてアーキテクチャに組み込み，安

全確保の点から決めなければならない。

・Workerアプリケーションの品揃え

Worker倉庫を利用した，アプリケーション配信を実

現するためには，豊富なWorkerアプリケーションが

倉庫に蓄積されなければならない。多量にプログラム

が用意されて初めて，「必要に応じて必要な機能を配

信」が実現される。このためには，より効率の高い

Workerアプリケーション開発が必要であり，開発環

境作りが課題となる。

・適用分野の開拓

全てのプログラムをWorker倉庫で管理し，送信起動

形式にすることは幅広い分野に適用を考えた場合，必

ずしも実用的とは言えない。機能要求の変化度合い，

安全性安定性の点から，機能によってサーバ側に固定

インストールされ動作するもの，動的送信されるべき

ものに分けられるべきである。適用分野によって「変

化」視点から問題を整理し，Worker利用環境を実現

すべきであると考える。

7. お  わ  り  に

我々が開発したWorker モデルに基づくアーキテク

チャとプロトタイプ開発の評価を行い，基本動作の確認

を行った。Worker方式自身は工業用システムの遠隔監視

分野以外にも利用しうるコンセプトであり，今後，多様な

アプリケーションへの対応が要求される社会計測制御シス

テム等への実用的な応用に，結び付けたいと考えている。
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