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オートメーション・システムの健全なオペレーションは，多くの専門家に支えられている。このような専門

的な知識と経験の蓄積と伝承に，人同士の無形の伝承が欠かせない。人員・後継者の減少は，人の能力に頼った

知識と経験の蓄積と伝承のコストをプライスレスにする。サイバー・バーセプション・コンセプトの目的は，最

新の技術と研究の成果を活用することで，前述した知識と経験の伝承問題を解決し，人が本来もっている適応性

（adaptability）と復元力（resiliency）を強化し，生産の効率性と安全性を向上させることである。本コンセプト

の目標は，１）人の知識と経験を再利用可能なものにし，２）人の作業の効率性と安全性を向上させ，３）人に

対する危険を回避することである。本コンセプトを実現させる研究としては，腐食センシング画像を用いた異常

検知，Industrial Augmented Reality (iAR) などを行っている。

Efficient and safe operation of automation systems requires the knowledge and experience 
of experts, and the transfer of knowledge and experience from generation to generation is 
indispensable for its accumulation. That’s why the aging of operators and engineers is an 
important issue in industry today. The Cyber Perception Concept aims to resolve the transfer 
issue, enhance human adaptability and resiliency, and improve plant efficiency and safety, using 
cutting-edge technologies. The goals of the concept are those of making knowledge and experience 
reusable, improving the efficiency and safety of human work, and avoiding risks in human work. 
This paper describes the research activities undertaken to achieve this concept, including those of 
anomaly detection using corrosion sensing images, and industrial augmented reality (iAR). 

1. はじめに

オ ー ト メ ー シ ョ ン と は，“the use of computers and 
machines instead of people to do a job (1)” と定義されて
いるが，現実には，オートメーション・システムが人の
支援なしに，単独で動くことはありえない。オートメー
ション・システムの健全なオペレーションは，多くの専
門家に支えられている。例えば，プラントの規模にかか
わらず，製品の多品種化が進んでいるため，システムの
オペレーションには高度な経験が要求される。また，シ
ステムのオペレーションは，日々状況の変化する原材料
のバラツキや天候やプラント設備などの外的環境も考慮
せねばならない。プラント・オペレーションの基盤となる，
設備の故障の予防と早期発見にも，多くの専門家が必要
となる。

今まで，このような専門的な知識と経験の蓄積と伝承
に，人同士の無形の伝承が欠かせないので，そのコスト
は見えにくいものになっている（単なる人件費に見える）。
一方，経済的な理由（人員削減による効率化）や社会的
な理由（高齢化にともなう労働人口の減少）などにより，
製造現場における人員の減少や後継者の不足が，様々な
ドメインで懸念されている。人員・後継者の減少は，人
の能力に頼った知識と経験の蓄積と伝承のコストを プラ
イスレスにする。

サイバー・バーセプション・コンセプトの目標は，最
新の技術と研究の成果を活用することで，前述した知識
と経験の伝承問題を解決し，人が本来もっている適応性

（adaptability）と復元力（resiliency）を強化し，生産の
効率性と安全性を向上させることである。本コンセプト
の目的を２節に，本コンセプトの目標を３節に，本コン
セプトに関連する研究活動の紹介を４節に，今後の課題
を５節に述べる。
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2. サイバー・パーセプション・コンセプト の目的

サイバー・パーセプションは，最新の技術と研究の成
果を活用することで，前述した知識と経験の伝承問題を
解決することを目的としたコンセプトである。具体的に
は，以下の目的を達成する。第一に，人の能力に頼った
知識と経験の蓄積と伝承を，可能な限り機械に代替させ
ることで，そのコストをプライスレスから入手可能に変
えることである。第二に，新しい役割と関係を人々に提
供することにより，生産性と安全性を向上させ，より働
きやすい環境を提供することである。

3. サイバー・パーセプション・コンセプトの目標

上記二つの目的を達成するためには，下記の３つの目
標を実現する必要がある。これらの目標とそれに必要な
機能は，包含関係にある（図 1）。
ゴール１：人の知識と経験を再利用可能なものにする。
ゴール２：人の作業の効率性と安全性を向上させる。
ゴール３：人に対する危険を回避する。

図 1 ゴールと機能の包含関係

3.1 人の知識と経験を再利用可能なものにする （ゴール１）
本コンセプトを実現するためには，人の経験と知識を，

データ化し，機械化する必要がある。これは，あらゆる
サービスの基礎と位置づけられる。主な機能としては， 
１）様々な手段によるデータの収集，２）収集したデー
タに対する解釈と解析，３）再利用可能な形でのデータ
の提供，である（図 2A）。

データ収集の例としては，人の作業と判断に潜在的に
関連する情報（例えば，操作の時刻と内容，会話や表情，
周辺の音や画像）があり，無線センサー・ネットワーク・
システムや移動体端末を活用した人のセンサ化が考えら
れる。

最新の研究動向を考慮すると，収集したデータの解釈
と解析には，最新の統計解析技術に可能性がある。ここ
で，最も困難な部分の一つは，データの意味づけである。
プラントなどの製造現場で収集されるデータの大部分は，
それ自体には何も意味を持っていない多次元の時系列デ

ータであり，その解析をするためには，データの意味付
けが必要である。その意味付けのためには，何らかの人
の介入が必要となるため，如何にそれを効率よく行える
かが，鍵となる。この課題の詳細は，5.1 節で再度述べる。

蓄積したデータを再利用可能な形で提供するためには，
アプリケーションの水平統合を可能にするデータのプラ
ットフォームが必要であり，5.2 節で再度述べる。

図 2 サイバー・パーセプションのアーキテクチャ

3.2 人の作業の効率性と安全性を向上させる（ゴール２）
次のステップは，作業している人の知覚・認識範囲を

広げることにより，作業の効率性と安全性を向上させる
ことである。

まず，ゴール１で蓄積した情報を利用するためには，そ
この現場の状態を把握する必要がある。これを，コンテク
スト・アウェアネス技術とよび，物体の特定や認識や位置
情報が必要となる。次に，役に立ちそうな情報を検索し選
択する。ここには，リコメンド・システムやファジー・サ
ーチのような，技術が必要となる。この時，通常の五感だ
けでは認知できないもの・理解が難しいもの（例えば，温
度や有毒ガスの状況や近隣の作業チームの状況など）を適
切に可視化することが必要である（図 2B）。

更に，離れた作業者間の意思疎通と情報（例えば，音，
画像，位置情報，作業状況など）のリアルタイムな共有
を支援する（図 2C）。

これらは，現場の作業効率を向上させだけでなく，
unexpected surprise（自分の知らないところで進行して
いる予想外の事態を突然知る）を減らすことにより，安
全性の向上に寄与する。

3.3 人に対する危険を回避する（ゴール３）
作業効率と安全性を向上させても，危険な事象を完全

に無くすことは不可能なので，それらに対する対策が必
要となる。例えば，人にとってヒューマンエラーは不可
避だが，それを重大な事象に発展させないために，異な
る人によるダブル・チェックとクロス・チェックが利用
されてきた。ゴール２の機能を用いることで，現場にい
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ない人をこれらのチェックの協力者にすることが可能と
なる。また，ヒューリスティックとバイアス (2) に関する
対策の機械化も考えられる。また，誤操作を防止するた
めの使いやすい操作性を実現するために，メンタルモデ
ル (3) などの成果を利用できる。

4. アプリケーション研究の紹介

本節では，関連する研究活動の一部を紹介する。

4.1 腐食センシング
プラントは金属の塊であり，腐食は普遍的な課題であ

る。腐食には，広域腐食と部分腐食の２つのタイプがある。
前者は，ある傾向に従って進行するため予測が容易であ
り，多くのソリューションが存在する一方，後者は発生
場所と症状の進行の予測が極めて困難なため，経済的に
有効なソリューションがいまだに存在しない。このため，
部分腐食の発見は人手にたより，それでも見落としがあ
るために，生産性と安全性における課題である。

本研究では，疎に設置したセンサ群で，部分腐食の存
在を検出し，その進行状況を監視し，それらの位置情報
を管理する技術とシステムの研究を行っている（図 3）。
このシステムが考慮すべき大きな課題は以下である。 
１）プラントを広範囲にカバーできるだけの低コスト性
が必要である。２）そのためには，例えば，測定精度よ
りも，測定範囲を優先する測定手法が必要となる。３）様々
な形状と環境下の構造物を監視対象とするため，複数の
測定手法を組み合わせねばならない。４）設置したプラ
ントの位置情報管理とのリンクをする必要がある。測定
手法の一つとして，超音波を用いたシステムの研究を行
っている（図 4）。

図 3 プラントの腐食状況を広範囲に監視する概念の事例
（ある大きさを超えた腐食を監視する）

4.2 画像を用いた異常検知
様々な監視技術があっても，（人が立ち入れない場合を

除き）最後は人が異常の有無を確認する場合が多い。一
方で，人の認知力は，様々な理由により落ちてしまうこ
とが，明らかになっている。例えば，バスケットボール

のパスの回数を数えることに集中させられた被験者の半
数が，ゴリラの着ぐるみを着た女性がコートを横切るこ
とに気づかなかった (4)。本研究では，人の「いつもと何
か違う」を画像情報から検出することで，人の見落とし
を補うことを目標としている（図 5）。

4.3 Industrial Augmented Reality (iAR)
AR (Augmented Reality) は，人間の五感の中でも最も頼

りにされる視覚情報を大幅に拡張し，これまでにない直感
的なユーザインタフェースを提供する技術である（図 6）。 

図 4 ４点の超音波センサの信号から腐食位置
を特定するシミュレーションの事例

図 5 異常検知の概要

図 6 iAR が担うシームレスな意思疎通
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本研究は，AR 技術を活用し，人の五感に効率的に働きか
けることで，現場作業の効率と安全性を向上させることを
目標としている。詳細は，本特集号の “ 拡張現実技術の産
業オートメーションへの応用 ” で報告する。

5. 今後の課題

本節では，今後の検討課題として，重要なものの一部
について述べる。

5.1 データの意味付け技術
EC (Electric Commerce) などでデータ解析が普及してい
るのは，対象となるデータ自体が個人の行動から派生す
るデータ（購買行動，文章，その人のプロファイルな
ど）なので，意味付けの方法論が確立しているからであ
る。EC でものを買う場合には個人情報を登録せねばなら
ないし，何をいつ買ったかも記録される。その人の SNS 
(Social Networking Service) 上の発言は，自然言語解析技
術により，分析が可能である。ブラウザのクッキー技術
などにより，その人のインターネット上の行動は，追跡
され記録される。（行動プロファイルを抽出することで，
同一人物と特定することも可能になっている。）

一方，プラントなどの製造現場で収集されるデータは，
多次元の時系列データであり，それ自体には何も意味を
持っていない。そこに，そのデータを生みだした系に関
する Domain Knowledge と呼ばれる専門知識を導入する
ことで，データが意味を持つ（図 2A）。

図 7 の例では，ある多次元のデータに対して，ドメイ
ン知識に基づいた解析を行うことで，それらが二つの集
合からなっていることと，一部が領域的に重なっている
ことを明らかにできる。

この様に，意味付けには何らかの人の介入が必要であ
り，２つのアプローチ，１）人が知っている事象に対応
するデータを発見することと，２）人が気付いていない
事象をデータから発見することの組み合わせである。

図 7 データの意味付けの例

如何にそれを効率よく行うかの手法群とワークフロー
が鍵となる。

5.2 データ・プラットフォーム
図 1 で示す通り，本コンセプトの目標は３段階からな

り，必要な機能は包含されている。これは，ここのアプ
リケーションのもつ機能やデータを水平統合するレイヤ
ー（データ・プラットフォーム）が必要という意味であ
る（図 8）。このレイヤーの機能は，他の様々なアプリケ
ーションとも水平に統合することがのぞまれることは，
容易に想像できる。従って，このレイヤーの機能は，エ
ンド・ユーザ・プログラムが可能でなければならない。

図 8 データ・プラットフォーム：データと
アプリケーションの２階層モデル

6. おわりに

人を含めたオートメーション・システム全体のあり方
を考えることが，これからのオートメーションに必要で
あり，オートメーション・ベンダーの責任だと考えている。
一方，人に着目すると，３節で示した通り，広範囲の課
題を解決せねばならなくなるために，研究の進め方を工
夫せねばならない。すなわち，具体的な技術開発よりも，
そのコンセプトの価値証明を優先することで，試行錯誤
のサイクルを短縮し，より早く正解に辿り着ける調査・
研究・開発を実践する。
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