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横河電機は，Integrated Control and Safety System（ICSS）のプロジェクトを数多く手がけてきた。その中で，

リモートでのエンジニアリングおよび Factory Acceptance Test（FAT）に数年前から取り組み，アプリケーショ

ンの開発やテストに利用してきた実績がある。これは，CENTUM VP の制御ステーションや ProSafe-RS の安全制

御ステーションのシミュレータ機能とそれを利用したテスト，および通信ネットワーク技術を活用したものであ

る。さらに最近では，COVID-19 による健康被害への脅威や外出規制もあり，プロジェクトの全関係者が「いつでも・

どこでも・誰でも」利用できる環境への要求はますます強まっている。

リモートでのエンジニアリングおよび FAT 環境は，SDGs が掲げる感染症対策（No. 3.3），エネルギー削減に

よる気候変動への対策（No. 7.3，13.3）に寄与している。さらには，生産的な新しいライフスタイルを実現する

手段を提供することにより，働きがいと経済成長の両立（No. 8）や持続可能性の向上（No. 9.4，12.6）にも貢

献できると考える。

本稿では，横河電機が提供するエンジニアリングおよび FAT 環境の構成と実績，将来に向けたより効率的なプ

ロジェクト遂行の構想と課題を記述する。

Yokogawa has a solid track record in integrated control and safety system (ICSS) projects. 
Recently, the company has been focusing on developing an environment that enables remote 
engineering and factory acceptance tests (FAT) and has successfully developed applications and 
conducted tests. This environment is based on the simulation and virtual I/O functions of the 
CENTUM VP integrated production control system and the ProSafe-RS safety instrumented 
system, and network technology. With this feature, anyone involved in a project can access this 
environment at any time and from anywhere. In addition, the feature is attracting attention 
today with the strong need for social distancing amid the Covid-19 pandemic.

This environment helps achieve the SDGs, specifically fight against communicable diseases 
(No. 3.3) and reduce energy for alleviating climate change (Nos. 7.3 and 13.3). By providing 
a means to achieve a new lifestyle in terms of  production, it is also expected to improve 
sustainability (Nos. 9.4 and 12.6).

This paper describes the configuration and achievements of this environment, and discusses 
how to execute projects more efficiently and the challenges to be solved.

1. はじめに

近年，Amazon 社の AWS（Amazon Web Services）や
Microsoft 社の Azure といったパブリッククラウドを導

入する企業が増えている。その適用範囲も，Web サービ 
スだけに限らず，企業の基幹システムへの適用までにも
拡大を続けている。さらに，数十億個もの IoT（Internet 
of Things）デバイスが都市にあるビル，病院，交通機関
に留まらず，工場や油田のような生産設備まで広がり，
情報を収集している。その利用方法も，データの解析お
よび利用から，業務の効率化までさまざまである。この
ようなインターネットを介したサービスの提供と，時間
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と場所にとらわれずに業務を遂行していくスタイルは，
今後も加速していくと考えられる。その一方，ウイルス
感染や情報漏洩などのセキュリティリスクが増大する懸
念がある。独立行政法人情報処理推進機構の調査による
と，標的型メールの報告件数は，2012 年度の 201 件か
ら 2019 年度には 401 件と倍増している (1)。インター
ネットと接続している環境でのセキュリティリスクへの
対応はますます重要になっていると言える。

Integrated Control and Safety System（ICSS）エンジニア 
リングにおいても，すでに時間と場所にとらわれないプ
ロジェクトの遂行が実践されている。これは，CENTUM 
VP の制御ステーションや ProSafe-RS の安全制御ステー
ションのシミュレータ機能と，それを利用したテスト，
および通信ネットワーク技術を複合的に活用したもので
ある。これらを利用するためには，仮想マシンや TCP/
IP 通信のように幅広く利用されている部分と，特定の
企業や業界で利用される部分とを切り分け，その上で
ICSS エンジニアリングに適した環境を構築する必要が
ある。

本稿では，その実例として，横河電機が提唱している
セキュアなリモートでのエンジニアリングおよび Factory 
Acceptance Test（FAT） の コ ン セ プ ト で あ る「Cloud 
Enabled Execution」（以下，CEE という）を説明する。
さらに，その具体的な構成と課題，および将来の構想を
記述する。

2.  横河電機に求められていること

横河電機のエンジニアは，お客様がプラントを計画通
り立ち上げるために，プロジェクトの遂行をより効率化す
るという課題に常にチャレンジしている。近年では国をま
たがるグローバルな体制のプロジェクトが増えており，世
界中のどこからでもプロジェクトが遂行できる，リモート
でのエンジニアリング環境が強く求められていた。この要
求を実現することにより，今までのような対面での打合せ
や関係者の所在地に依存せず，仮想マシンを使ってアプリ
ケーションの開発やテスト，および打合せを実施し，プロ
ジェクトを遂行することが可能となった。

また，FAT では，お客様，特に高度な専門知識を持つ
有識者や熟練オペレータの方々に，より多く参加しても
らうことが重要となる。それにより，不適合を早期に発
見したり，対応したりすることが可能となり，品質の向
上に繋がるためである。しかし，そのような方々は多忙
であることが多く，お客様のオフィスから FAT にリモー
トで参加できる環境が求められていた。

さらに，多くの企業は，昨今の COVID-19 などの感染
症への対策や消費エネルギー削減など，SDGs をはじめと
する社会活動全般への貢献も期待されている。SDGs とは
持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり，全て
の国が関係する普遍的なものである。

このような中，横河電機は CEE を提唱し，お客様や横
河電機エンジニアの要望に応えている。CEE とは，仮想
マシンや各種リモートアクセスツールなどの最新テクノ
ロジーを利用して，プロジェクトの円滑な遂行をサポー
トするエンジニアリングの方法および環境である（図 1）。

図 1 CEE の構成例

CEE はリモートエンジニアリング，リモート FAT，お
よびそれらをサポートするリモートアクセスやビデオカ
ンファレンスのツールから成っており，その構成と実績
については，４章および５章で記述する。

さらに，既に実現されている CEE から，安全計装シス
テムエンジニアリングの効率化，およびサブシステムを
使った結合テストの効率化も求められている。

上記２点に関しては，６章において求められている背
景を記述し，現在検討しているアーキテクチャの説明と
解決案を提示する。

3. 横河電機の CEE と SDGs の観点からの社会貢献

CEE を活用することで，グローバルな体制でのプロ
ジェクト遂行やリモートでの FAT を実現できる。横河電
機は，リモートエンジニアリングを行うための仮想マシ
ン環境，およびリモートで FAT を実施するための環境を
提供し，プロジェクト遂行の効率化を実現している。こ
れらの環境を利用するフェーズは，プロジェクトの初期
段階である基本設計業務から最終検査段階である FAT ま
でであり，システム出荷前までをターゲットとしている。

仮想マシンを利用することで，ターゲットシステムの
エンジニアリング用のマシンやヒューマンマシン・イン
ターフェース・ステーション（HIS）用のマシンの購入を
可能な限り遅らせることができる。このことは，メンテ
ナンス工数の削減や実際の運用環境における最新機種の
採用に繋がる。さらに，保有している設備やリソースを
有効活用・シェアすることで，エネルギー削減による気
候変動への対策（SDGs No. 7.3 や 13.3）にもつながる。

リモートでのエンジニアリングや FAT を実施すること
は，グローバルでの人の移動が不要となることから，移
動に伴う費用削減を実現している。さらに，人の移動
に伴う感染症対策（SDGs No. 3.3）や移動に利用する交
通機関のエネルギー削減よる気候変動への対策（SDGs 
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CEE環境
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• 仮想マシンによるリモートエンジニアリング環境の提供
• リモートでのFATの実施
• リモートアクセスやビデオカンファレンスツールによるプ

ロジェクト遂行のサポート
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No. 7.3 や 13.3）にも貢献している。また，生産的な新
しいライフスタイルを実現する手段を提供することに
よって，働きがいと経済成長の両立（SDGs No. 8）や持
続可能性の向上（SDGs No. 9.4 や 12.6）にも寄与するも
のと考えている。

4. CEE の構成

CEE では，リモートエンジニアリングのための仮想マ
シン環境およびリモートで FAT を実施するための環境を
提供している。リモートでのプロジェクト遂行に求めら
れる要件は一般的な IT 環境とは異なり，エンジニアリン
グ独自の視点とセキュリティの両立が求められる。本章
では，セキュリティ要件とプラントネットワークの概要，
およびリモートエンジニアリング，リモート FAT につい
て記述する。

4.1 セキュリティ要件
インターネットを利用してサービスを提供する場合，

外部から遮断されたネットワークを構築するよりも厳し
いセキュリティ要件が求められる。ここでは利用する機
器やアプリケーション選定のための基本的な要件につい
て記述する。CEE 環境におけるセキュリティ要件を図 2
に示す。

図 2 セキュリティ要件

まず，お客様の情報の漏洩やウイルスによる被害は絶
対に防止しなければならない。通常，外部からリモート
接続するためにはインターネットからの通信を受け入れ
る必要があるが，接続者が不特定多数となることを防ぐ
ため，インターネット側から CEE 環境への Inbound 通信
を受け入れることは許可できない。

しかし，お客様はインターネットを通じて HIS の操作
および動作確認をする必要がある。そのため，CEE 環境
からインターネット側への Outbound 通信に対する応答
で，画面共有のセッションを確立するツール（以下，リ
モートアクセスツールという）を利用する。これにより，
インターネット側からの不正アクセスが防止できる。具
体的には，インターネット側に存在するリモートアクセ
スツールに対して，定期的に CEE 環境の中から外への通

信を発信し，応答通信によりセッションを確立する方法
である。その結果，インターネット側から発信された通
信は全て遮断することができる。

さらに，次のセキュリティ要件を満たすものとした。
 � セッション接続タイプであること。
 � セッション接続された通信では 256 ビットの AES
（Advanced Encryption Standard）暗号，またはそれ以
上の強度の暗号が採用されていること。

 � セッションごとに認証が求められること。
 � ワンタイムパスワードにより保護できること。
 � 多要素認証（Multi Factor Authentication）が可能であ
ること，またはアクセス元の IP アドレスの制限が可
能であること。

 � ISO27017 や SOC（Service Organization Control）など，
メジャーなセキュリティ認証を複数得ていること。

 � 現在まで情報漏洩などのセキュリティインシデントを
発生させたことが無いツールであること。

 � 横河電機のオフィスネットワークや別のプロジェクト
とはネットワークを分離し，ウイルス感染や不正アク
セスのリスクを極力低減させること。

4.2 プラントのネットワーク概要
プラントのネットワークは，フィールドネットワーク，

制御ネットワーク，制御情報ネットワークの３層から構
成される。フィールドネットワークは，フィールド機器
や計測機器をコントローラにつなぐ結線であり，業界や
メーカごとに様々な規格が存在する。Vnet/IP で構成さ
れる制御ネットワークは，国際標準に準じた冗長化高速
制御ネットワークである。通信経路の状態は常時監視さ
れ，片方の経路で異常が発生したときは自動的に瞬時に
経路が切り替わり，正常なもう片方の経路で制御通信が
継続されるといった高い信頼性を持っている。制御情報
ネットワークは，TCP/IP を利用したインターネットや社
内ネットワークに利用される一般的なネットワークと同
様である。

CEE では，仮想マシン上にシミュレートされた制御ス
テーションや HIS の機能を利用する。この機能により，
プロジェクトの早い段階からエンジニアリングのための
環境を提供することが可能となる。また，仮想マシン上
でネットワークも含めてシミュレーションするため，制
御ネットワークやフィールドネットワークの環境が不要
となり，TCP/IP を使用するネットワークのみでエンジニ
アリング環境を実現できることが特徴である（図 3）。

接続元 CEE環境

ルータ

・Outboundの応答通信を利用
・強度の高い暗号化
・セッション接続タイプ

多要素認証
またはIP制限

プロジェクトの
専用ネットワー
クエリア

インターネット

リモートアクセス
ツール

セキュリティ認証

Inbound通信を遮断
外への通信
だけ許可
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図 3 プラントのネットワークとシミュレータ機能

4.3 リモートエンジニアリング
CEE 環境でリモートエンジニアリングを実現するため

には，次の点についての考慮が必要である。
 � リモートアクセスした HIS 画面の視認性が良く，プラ
ントのオペレーションに適すこと。

 � 仮想マシン環境（OS や Microsoft Office などを含む）
がエンジニアリング環境に適したものであること。
CEE は，クラウド環境のサービスとして提供してい
る。そのクラウド環境の中は，オンプレミス環境とパ
ブリッククラウド環境で構成されており，どちらも使
用できる。しかし，パブリッククラウド環境を使用す
る場合は，その環境は元々サーバ用途として設計され
たものが多く，CENTUM VP，ProSafe-RS，開発ツー
ル，および帳票出力などとの親和性を確認する必要が
ある。

 � 4.1 節で述べたセキュリティ要件を満たすこと。
上記の要件を考慮し，CEE では図 4 に示すエンジニア

リング環境を提供している。

図 4 CEE エンジニアリング環境の概要

 � 外部ネットワーク（横河電機のオフィスを含む）との
間にはファイアウォールを設置し，通信を制限する。

 � 代わりに通信のゲートウェイとなるサーバを設置し，
デスクトップの画面だけを転送する。この際，CEE エ

ンジアリング環境で利用されないポートは，ファイア
ウォールで通信を遮断する。画面の転送データにウイ
ルスが紛れ込むことは困難と考えており，全ての通信
を通してしまう VPN（Virtual Private Network）と比
べても，より安全である。

 � アプリケーションデータベースを外部へエクスポート
するためのファイル転送は，ウイルスの感染拡大につ
ながる可能性があるため，安全に設計されたファイル
転送用のサーバを経由させる。

 � お客様のプロジェクトごとにネットワークを区切って
おり，さらに，アクセス管理もプロジェクトごとに管
理することで，情報漏洩のリスクを最小化する。
これらにより，いつでもアクセスできるエンジニアリ

ング環境を整え，実際のプロジェクトで活用している。
また，想定される仮想マシンの利用台数を拡張するため
の対策として，パブリッククラウドとオンプレミス環境
をハイブリッドで使うことも可能である（図 5）。このハ
イブリッド環境は，台数の制限がなく拡張性が高いパブ
リッククラウドの利点と，使用できる OS に制限がなく
横河電機の判断で構成を柔軟に変更できるオンプレミス
の利点を併せ持つ。

図 5 ハイブリット環境

4.4 リモートエンジニアリングからリモート FAT へ
リモート FAT では，リモートエンジニアリング環境や

ターゲットシステムの環境へリモートでアクセスし，お
客様と共にソフトウェア FAT やハードウェア FAT を実施
する方法を実現する（図 6）。この環境で求められる要件
を次に示す。

 � お客様がインターネットを通じて HIS の操作および動
作確認ができること。そのためには，エンジニアリン
グ環境と同様に，プラントのオペレーションに支障を
きたさない画面共有が必要である。

 � IO モジュールなどのハードウェアの映像と，該当する
ハードウェアの状態を表示している HIS 上の画面を，
同時に見比べられる環境であること。

 � 会社を超えたプロジェクトチーム全体で Punch item
を共有できること。Punch item とは FAT 遂行中に発
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生した変更や不適合のことである。
 � リモートのサイト間で，十分なコミュニケーションを
とれる手段を提供すること。

 � 4.1 節で述べたセキュリティ要件を満たすこと。
リモート接続のためのツールには，4.1 節で述べた

ユーザ認証やプロジェクトごとにアクセスできるユーザ
を制限する機能，多要素認証が利用できるものを選定
しており，なりすましや不正アクセスを防止している。
キャビネットなどハードウェアの映像は，ビデオカメラ
を利用してリアルタイムに配信する。インターネットを
介しても，固定台座のカメラやヘッドマウント型のカメ
ラのスムーズな動画配信が行えることを確認し，プロ
ジェクトで利用している。

コミュニケーションや情報の共有には，一般的な
ビ デ オ カ ン フ ァ レ ン ス ツ ー ル で あ る Cisco Webex や
Microsoft Teams を利用する。Punch item の管理には，
Online Punchlist Management System（PLMS） を 用 い
る。PLMS は横河電機独自の Web 化された Punch item
の管理システムであり，オンラインでプロジェクト関係
者と Punch item の内容を共有することができる。リモー
ト FAT ではこれらの複数のソフトウェアを利用し，安全
で効果的な FAT が実施できる環境を提供している。

5. CEE の実績

CEE は，仮想マシンの活用，リモートでの FAT の利用
を推進することで，プロジェクト遂行の効率化に貢献し
ている。仮想マシンを数多く利用することで，保有設備
リソースの平均的な利用率が上昇し，より資源を効率的
に利用できる。リモートでの FAT も同様に，プロジェク
トに利用されることで，FAT のための移動削減やオンラ
インコミュニケーションの推進が図られることになる。
CEE は数多くのプロジェクトに利用されることが重要で

あり，2020 年度上半期の CEE の使用実績は，2019 年度
下半期の３倍の 100 以上のプロジェクトで使用された。

CEE のコンセプトは COVID-19 の影響もあり，今後ま
すます利用されていくであろう。

6. CEE のさらなる進化を求めて

２章で述べた通り，CEE には次の課題が残っている。
 � 課題１： 安全計装システムのエンジニアリングの更な

る効率化
 � 課題２： サブシステムを使った結合テストの効率化
課題１は，今まで実現できていなかった CEE の仮想

マシンと実機の安全制御ステーションを接続し，アプリ
ケーション開発およびテストを実施することである。こ
れは，人身や環境の保護など安全なプラント運営が求め
られる ProSafe-RS の安全計装システムのエンジニアリン
グで必要とされている。

安全計装システムのテスト段階では安全制御ステー
ションのシミュレータ機能を使わず，実機を用いて IO
モジュールからの実信号入出力テストをする必要があ
る。このようなテスト環境を実現することにより（図 7），
CEE 環境から安全機能ロジックの妥当性を，早期の段階
でより柔軟にテストできるようになる。

図 7 CEE の課題１

図 6 リモート FAT
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仮想マシンと制御ステーションとの通信は Vnet/IP で
行われるため，通常の TCP/IP ではなく，特別なプロト
コルに対応した専用ネットワークカードを利用する必要
がある。既に，仮想マシン環境で動作する Vnet/IP 対応
の仮想ネットワークカードが開発されており，現在これ
を利用しての検証を進めている。なお，Vnet/IP は高い
信頼性が求められるため，エンジニアリング環境と実機
のキャビネットが同じ拠点内にある場合は問題ないが，
別々の場所に設置する場合は注意が必要となる。特に物
理的な距離が離れている場合，距離に応じた遅延が必ず
発生する。この問題に対しては，世界中にデータセンタ
を持っているパブリッククラウドを活用し，実機のキャ
ビネットに地理的に近いパブリッククラウドを利用する
方法を検討中である。

課題２は，実機の制御ステーションや安全制御ステー
ションを，他社のサブシステムとインターネットを介し
て接続することである。近年は他社のコントローラがシ
ステムに組み込まれることが多く，その結合テストと実
施時期が課題となっていた。現在，実機を持ち込む，も
しくは現地で調整するなどして結合テストを実施してい
るが，これがインターネットを介して接続可能になれば，
現地でインストール済みのサブシステムに接続してテス
トを実施することが可能になり，移動が不要になること
や，FAT が早期に実施できるなどのメリットがある（図 8）。

図 8 CEE の課題２

他社サブシステムを統合して操作や監視をするために
は，サブシステム通信用 IO モジュールやサブシステム通
信ステーションを利用する。また，リモートでサブシス
テムとの結合テストを実施するためには，インターネッ

トの回線速度や対象のサブシステムを指定して機能検査
を行い，求められる前提条件などのガイドラインを作る
必要がある。さらに，実機のコントローラだけではなく，
仮想マシン上にシミュレートされたコントローラとサブ
システムとの通信が可能になれば，実機の納入を待つ必
要がなくなり，結合テストのスケジュールをより柔軟に
設定できる。これも将来的に検討が必要である。

これまでに述べたことはプロジェクトの遂行に焦点
を当てている。一方，エンジニアがより簡単にエンジニ
アリング環境をデプロイできる自動化ツールの導入や，
Azure などの個々の環境に依存せず，統一されたコン
ソールで利用者が作業できる Web ユーザインタフェース
の導入も進めている。このように，様々な側面からプロ
ジェクト全体の業務改善を図っている。

7. おわりに

リモートでのエンジニアリングおよび FAT を実施す
るためには，ICSS エンジニアリングにおける独自の要
件を満たす必要がある。加えて，インターネットを経由
した環境ではセキュリティ対策が不可欠である。本稿で
は，それらの課題を解決した CEE の構成を提示した。既
に多くのプロジェクトでこの構成が使用されており，プ
ロジェクト遂行および健康被害への対策をはじめとする
SDGs に大きく貢献している。

今後，さらに進化するために，本稿で提示した２つの
チャレンジを含む様々な視点からのプロジェクト遂行の
効率化を追求し，お客様，および SDGs をはじめとする
社会的な目標に寄与していきたい。
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