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現場の生産業務の効率化を図るために，各生産プラントではインダストリアルオートメーション（IA）及び制

御システムにおけるオープンネットワークの使用を標準化してきた。オープンネットワークの主な利点は，制御

システムにリモートアクセスし，プラント操業の的確な情報，アプリケーション，及びリソースをエンジニアリ

ング担当者やプラント関係者と共有できることである。一方，現場での熟練した労働力の減少により，プラント

機器の管理や必要に応じた迅速な対応が困難になってきているなかで，メーカーによるオープンネットワークを

活用したリモート支援サービスの需要が高まっている。本論文では，そのようなニーズに対応すべく，横河電機

が ITIL（Information Technology Infrastructure Library）のベストプラクティスを活用して新たなサービスとし

てマネージドサービスを立ち上げたことを紹介する。

To improve the operational flexibility and efficiency of on-site production work, manufacturers 
have introduced open-standard networks for their industrial automation and process control 
systems. Such a network allows plant managers to remotely access the systems and share plant 
data, applications, and resources with engineering personnel and external partners. Since the 
shrinking number of skilled workers is making it difficult to share information and quickly 
respond to troubles in plants, remote support services by automation vendors are increasingly 
needed. In response, Yokogawa has launched the Managed Service based on the best practices of 
the information technology infrastructure library (ITIL) approach. This paper introduces how 
the Managed Service improves operational efficiency.

1. はじめに

生産プラント業務の柔軟性を高め，業務の効率化を図
るために，各生産プラントはインダストリアルオートメー
ション（IA）及び制御システムにオープンネットワーク
を使用することを標準化してきた。

オープンネットワークは，システム自身の物理的な場
所に関係なく，制御システムにリモートアクセスし，プ
ラント操業の的確な情報，アプリケーション，及びリソー
スをエンジニアリング担当者やプラント関係者と共有で
きるという利点がある。反面，プラントの制御システム
や装置が，施設間で異なるサプライヤが選択されること
が多くなる。その場合のセキュリティ管理は困難かつ複
雑なものになるため，統合的なセキュリティ管理の仕組
みや体制の構築と運用が必要とされる。

また，生産プラントの現場では，ベテラン技術者の高

齢化などによる熟練技能労働力の減少により，プラント
機器の管理や必要に応じた迅速な対応が困難になってき
ている。生産プラントの管理者は，プラント生産を支え
る制御システムを，リモートアクセスなどを利用して安
定して稼働させる OT（Operational Technology）支援を
サプライヤに求めている。それと同時に，オープンネッ
トワークにおけるセキュリティ管理も含めた IT 支援もサ
プライヤに委ねることができれば，管理者は本来の生産
業務に専念できる。このような背景から，近年では IT，
OT を導入から管理，運用まで統合的に請け負うマネージ
ドサービスに対するニーズが高まってきている。

IA 業界では現在，“IT/OT コンバージェンス ” という
考え方が広く普及している。2013 年にこの言葉が同
じ業界でも聞き慣れていなかった当時，横河電機（以
下，横河という）にそのサービスを提供する機会をもた
らせたのは，横河と長年パートナーシップを築き，プロ
セス制御において高度なソリューションを提供してい
た Shell plc（Shell）であった。Shell は，グローバル各
地にあるプラントで推進する Shell SecurePlant（以下，
SecurePlant という）ソリューションプロジェクトを展開
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するため，同社は IT 業界のソリューションリーダーであ
る Cisco Systems, Inc.（Cisco）と，IA 分野における OT
において豊富な制御システムの構築実績を持つ横河に協
力を依頼した。そして，この３社で包括的なサイバーセ
キュリティ管理ソリューションを共同開発し，横河はそ
の運用サービスを提供するに至った。SecurePlant の目的
や導入背景について，２章で説明する。

本論文を通じて，Shell 及び Cisco との協業ソリュー
ションとなる SecurePlant をベースに，ITIL（Information 
Technology Infrastructure Library） に あ る 様 々 な ベ ス
トプラクティスを駆使して，いかに OpreX Managed 
Service の基盤とも言えるオペレーション体制を立ち上
げ，新たなサービス分野の開発を成し遂げたか，とい
う横河における変革について説明する。また，Shell と
Cisco との協業で委託された組織の構築や，委託業務にお
ける内部統制について説明するとともに，この新たなサー
ビス組織を立ち上げたことによって，今後どのように新
規ビジネスにつながるかについて述べる。

本論文では，次の順番で説明していく。
(1) Shell SecurePlant 発足の背景
(2) ソリューションとサービスの構築
(3) SSAE16 に準拠した内部統制
(4) サービス変革がもたらしたメリットと今後の課題
(5) 今後の展開

2. Shell SecurePlant 発足の背景

Shell が SecurePlant ソリューションの開発と導入に
踏み切ったことにはさまざまな理由があったが，当時の
Shell が，サイバー攻撃の脅威に対してセキュリティ管理
の徹底が急務だと考えていたことが大きい。

Shell では，制御システムやそれを構成する PC の OS
セキュリティ更新プログラム，アンチウイルスソフトウ
エアの選定を，各地域・プラントの判断で行っていた。
また，ウイルス定義ファイルの適用も各プラントで独自
に管理しているケースが多かった。結果的に，セキュリ
ティの運用管理にばらつきが発生し，定期的にセキュリ
ティ対策が実施されているかどうかが確認できないと
いった課題が生じていた。

Shell は当初，自社の IT サービスデスクにその管理業
務を委ねていた。しかし，地域ごと，さらには装置ごと
に制御システムのサプライヤが異なり，繁雑なセキュリ
ティ管理を自社で対応するのは困難であり，セキュリティ
管理の構築から運用までを支援できるサービスプロバイ
ダーの選定が急務であった。

そこで，Shell，Cisco 及び横河の３社が協業し，制御
システムにおけるセキュリティ管理の強化と標準化を達
成する包括的なサイバーセキュリティ管理ソリューショ
ンである，“SecurePlant” の設計，構築，運用サービスを
開始することになった。

３社共同で設計開発した本ソリューションは，各地域
にある Shell の全プラントに展開され，対象となる制御
システムのセキュリティ更新プログラムとアンチウイル
スソフトウエアのウイルス定義ファイルを一括配信する。
横河は，サービスデスクによる本ソリューションの動作
や健全性を監視して，プラントの一元管理を担当した。
これにより，各サイトに納入された機器情報をリアルタ
イムで把握することができ，また定期的にセキュリティ
更新プログラムや，アンチウイルスソフトウエアのウイ
ルス定義ファイルの配信・適用状況を確認することが可
能となった。各地域に分散している Shell のサイトにお
いても，タイムリーに対応できるよう，横河サービスデ
スクは 24 時間 365 日でのオペレーションを実施した。
図 1 に，SecurePlant ソリューションにおけるアーキテク
チャ及び運用の流れを示す。

図 1 Shell SecurePlant アーキテクチャと支援運用

3. ソリューションとサービス構築

SecurePlant ソリューションを各地の Shell サイトに短
期間に展開していくため，Shell は，現地でシステムを納
入，立上げを行うエンジニアや，サービスデスクのエン
ジニアを育成して，迅速に支援体制を立ち上げることを
横河に求めた。これに対し横河は，プロジェクトに関わっ
た全ての横河関係者が協力し合うことで，各地域にある
Shell のプラントにサービスを提供するオペレーションを
立ち上げることができた。これは，ITIL の様々なベスト
プラクティスを駆使して，IT サービスマネジメントのフ
レームワークに沿って効率的に組織の構築を行いながら，
個人の成長を促進できたことが大きい。

IT サービスマネジメントの領域では，“People, Process, 
Technology” という３つの要素のバランスによって，IT
ソリューションに対するマネジメントの成熟度が決まっ
てくると言われている。図 2 の様に，“People, Process, 
Technology” の３要素をバランスよく結合させることが
重要である。
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図 2 People-Process-Technology 関連図

まず “People” の観点から，役割と責任を明確にした体
制を構築する。また “Process” の観点から，業務を遂行
するためのプロセスやドキュメントを明確化する。そし
て “Technology” の観点から，必要なツールやシステムを
導入して，組織運営と業務遂行を行う。

SecurePlant プロジェクトを開始した際，図 3 の３つ
のワーキンググループを立ち上げ，それぞれのグループ
に必要な人員数やスキルを定義した。

図 3 SecurePlant 業務を遂行する３つのグループ

この中で，“Architecture Management Office（AMO）”
は，SecurePlant ソリューションのアーキテクチャ設計と
開発，そして，ソリューションにおけるリリースマネジ
メントやロードマップ計画に責任を持つ。また，ソリュー
ションの展開（Deployment）やサービスサポート業務に
おける改善（例えば，業務を効率的に遂行するためのツー
ル開発など）の計画・開発も行う。

“Deployment Program Office（DPO）” の責任は２つあ
る。１つは，各 Shell プラントへソリューションの展開
において，標準化したロールアウトプロセスを定義し，
そのプロセスに基づいて各 Shell サイトとともに計画を立
て，その計画に沿って各地域において Deployment エン
ジニアを育成・配備することである。もう１つは，各サ
イトにシステムを納入完了後に実施する各 Shell サイト
の顧客に対する教育である。横河は，Yokogawa Europe 
B.V.（YEF）オランダをメインに知見やリソースを準備し，
さらに Shell サイトの主要地域にあるそれぞれの横河の
サービス拠点で人員を育成し，各サイトでの Deployment
活動を遂行した。

“Service Management Office（SMO）” は，24 時 間 運
営のサービスデスクにより，各 Shell サイトに展開した
ソリューションの健全性をリアルタイムに監視しながら，
ITIL で定義されたプロセスに基づいてインシデントマネ
ジメントなどの顧客支援に責任を持つ。そのため，横河
は YEF ルーマニアに 24 時間 365 日対応可能なサービス
デスクを立ち上げ，各 Shell サイトにおけるインシデント
対応を実施した。さらに，そのエスカレーションのため
の COE（Center of Excellence）チームを YEF オランダに
設置し，必要なプロセスを定義してマニュアルの作成を
開始した。あわせて，手動での作業を減らし，効率的か
つ効果的に業務を遂行するため，システム化に必要なツー
ルを作成した。このように，求められるスキルを持った
人員を確保し，明確なプロセスを確立し，効率を図るテ
クノロジーやツールという３つの要素をバランス良く活
用しなければ，効果的に業務を遂行することはできない。

また，顧客である Shell やパートナーである Cisco との
規律ある良好な関係を維持しながら，提供するソリュー
ションやサービス全体の遂行に問題ないか，定期的に上
位マネジメントとレビューや改善協議を実施するガバナ
ンススキーム（いわゆるエンゲージメントモデル）を用
いて日常運用を実施した。図 4 に，そのガバナンススキー
ムを示す。

図 4 業務遂行ガバナンススキーム

図 4 は，協業組織の横と縦の連携が如何に重要かを示
している。横の連携として，AMO で開発リリースされる
ソリューションを DPO により展開し，展開したサイトを
SMO が引き継いで管理・支援を実施する。SMO のサー
ビスデスクが日々の対応から得たソリューションやサー
ビスの改善点を AMO にフィードバックし，ソリューショ
ンの次なる開発につなげる。

縦の連携として，各 AMO，DPO，SMO 活動における
ガ バ ナ ン ス を “Project Management Office（PMO）” で
把握し，顧客との定期的なレビューで出されたコメント
や現場からの声をキャッチし，そのフィードバックを各
AMO，DPO，SMO の活動に反映していく。

このようなエンゲージメントモデルをベースに，組織
やチーム間のコミュニケーションを縦横に活性化させる
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ことで組織全体で情報を共有し，メンバーを成長させる
ことが可能となる。

4. SSAE16 に準拠した内部統制

Shell と Cisco から委託されるサービスデスク業務で
は，契約上，SAS 認証である SSAE16（後に SSAE18 に変
更）の認証報告書を提出することが義務付けられていた。
SSAE16(1) と は，Statement on Standards for Attestation 
Engagements No.16 の略であり，米国公認会計士協会

（AICPA）が定めた，受託業務（各種アウトソーシングサー
ビス等）を行う会社の内部統制の有効性を評価する保証
基準である。その保証基準では，次の２種類の報告書が
必要となっている。

Type １：サービスデスクの運用開始時に，受託される
業務において，内部統制の仕組み（規定やワークフロー）
が定義付けられていることを契約先に保証するもの

Type ２：上記 Type １の評価に加え，６ヶ月～１年の期
間において，Type １で定義されているルール通りに内部
統制が実施されているかどうかを契約先に保証するもの

また，その基準は「セキュリティ」，「可用性」，「処理
のインテグリティ」，「機密保持」，「プライバシー」の５
つの原則で構成され，この中から１つまたは複数を選択
して評価される。

横河では，YEF ルーマニア及びオランダに設置したサー
ビスデスクの業務において，オランダにある監査法人か
ら監査を受け，Type1 及び Type2 の認証報告書を受領し
た。また，運用している体制やプロセスのエビデンスを
記述した報告書を，Cisco 及び Shell に定期的に提出した。

図 5 YEF サービスデスクの認証対象範囲

図 5 に示す YEF ルーマニアと YEF オランダのサービ
スデスクの認証対象は，主に ITIL で定義される Service 
Support と Service Delivery の２つの側面を持つ。Service 
Support は，サービスデスク内での情報システム運用に
おいて，顧客である Shell が円滑にサービスデスクの IT
サービスを利用するために行われる，日常的な業務（イ
ンシデント管理や問題管理など）である。この Service 
Support は，ITIL 運用の規格に基づいて体系的に管理さ

れているかどうかが評価される。また，Service Delivery
については，「サービスレベル保証（SLA）管理」，「IT サー
ビス財務管理」，「可用性管理」，「IT サービス継続性管理」，

「キャパシティ管理」で構成される５つの管理プロセスで
評価される。

このような内部統制や認証報告を導入することは，顧
客である Shell とアウトソーシング事業者である横河や
Cisco の双方にメリットがある。Shell や Cisco のメリッ
トは，アウトソーシング事業者が考慮すべき法令や規制
の遵守が徹底されることである。横河にとってのメリッ
トは，顧客のセキュリティやプライバシーを保護するた
めに効果的な内部統制を整備，運用でき，顧客以外の利
害関係者にも報告が可能になる点である。また，このよ
うな統制により，組織として明確なルールに基づいたオ
ペレーションを遂行できた。

5. サービス変革がもたらしたメリットと今後の課題

Shell SecurePlant というソリューションプロジェクト
を展開するためには，Shell 内の組織だけでこのような
IT/OT ソリューションを標準化することは難しく，また，
Shell のコアビジネスではないとの判断もあった。そこで，
IT 業界のソリューションリーダーである Cisco と，IA 分
野における OT において制御システムの構築や運用の知
見を豊富に持つ横河という，それぞれの分野に強みを持
つ組織と協業することとなった。この結果，ソリューショ
ン設計における IT/OT という両方の側面において，セ
キュリティ対策に使用されるハードウェアやソフトウェ
アを統一するなどの標準化を行うことができた。さらに，
Shell の各サイトにおいて，Cisco と横河のサービスデス
クにより IT/OT 両面で支援を行うといったメリットが生
まれた。また，Cisco の支援を受けつつ，IT/OT の両方
の知見をもたらす横河のエンジニアの投入は，現場での
Deployment やトラブル対応において，Shell の各サイト
にも安心をもたらし，Shell にとっては大きなメリットと
なった。

横 河 で は，SecurePlant プ ロ ジ ェ ク ト に お い て こ の
よ う な 運 用 組 織 を 立 ち 上 げ た 結 果，“People, Process, 
Technology” の３要素を高度にバランスよく結合させ，
それぞれの要素の成長に常に取り組む重要性がサービス
運営するマネジメントにも認識された。特に “People” の
観点からは，サービスデスクの人員維持のため，主に IT
経験を持つエンジニアの OT 知識の強化，またその逆で
ある OT エンジニアの IT 知識の強化を取り入れた，育成
をベースとしたオペレーションを実施することが必要で
ある。特に近年，このような IT/OT 両方の知識を駆使で
きる人財は，市場においても非常にニーズが高くなって
おり，人財の採用・育成は常に取り組むべき課題である
ことを認識しなくてはならない。

その上で，“Process” と “Technology” における継続的
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な改善（Continuous Improvement）が不可欠である。個
人のスキルだけに頼らず，効率向上を図るプロセスやド
キュメント，業務遂行における便利なツールの導入を検
討しながら，常に “People, Process, Technology” を結合
させたバランスの良いオペレーションモデルを目指す必
要がある。

6. 今後の展開

Shell SecurePlant プロジェクトを通して，横河が ITIL
における様々なベストプラクティスを駆使して，自社の
サービスを新たな分野であるマネージドサービスに変
革することができた。そして，それが OpreX Managed 
Service の基盤となる。

今後展開する OpreX Managed Service におけるオペ
レーションモデルは，Shell SecurePlant プロジェクトか
ら育った人財や，得られた知見と経験を継承していくだ
けでなく，現在の IA 業界の顧客に求められる市場ニーズ
に合わせて更に進化させ，横河のサービスが新たな一歩
を踏み出していく重要な要素となる。

7. おわりに

2021 年９月を以て，Shell の意向に基づき，Cisco と
横河が提供してきた SecurePlant のサービスを終了し，
Shell に引き渡した。Shell 及び Cisco との協業による本
プロジェクトの立ち上げ以降，横河は長年にわたり貴重
な経験を蓄積することができた。本プロジェクトの発足
当初から関わった先駆的メンバー，並びにその後を引き
継いだ方々を含めた全ての横河関係者に，感謝の意を表
したい。
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