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YOKOGAWA は，オントロジー技術をデータベースの運用・管理に応用することで，設計の目的や担当が異な

るために複数のシステムで作成された設計データ間の整合性を検証し，相互利活用を可能とするプラントデータ

変換プラットフォームを開発している。このプラットフォームを用いることで，プラント設計と計装システム間

のデータ乖離や不整合を迅速かつ確実に解決し，絶えずその信頼性を担保することができ，高品質なエンジニア

リングサービスを提供することが可能となる。本稿では，プラントデータ変換プラットフォーム技術が SDGs に

も通じる社会課題の解決にいかに貢献するかを Value Architecture を用いて分析し，さらに，その要素技術を活

用事例とともに解説する。

Design data are created in multiple systems because their purpose and specialty are different. 
Yokogawa has been developing a plant data transformation platform that checks the consistency 
among data distributed across various systems and enables the interoperability of the data 
by applying ontology technology to database operation and management. This platform will 
make it possible to quickly and reliably resolve data gaps and inconsistencies between the 
plant design and instrumentation systems, ensure their reliability, and provide high-quality 
engineering services. This paper describes through the value architecture analysis how this 
platform technology will also help solve social issues related to the SDGs and explains its core 
technologies and application examples.

1. はじめに

プラント建設時には，通常，さまざまな設計ツールが
用いられており，それらの設計データ間の整合性の確認
は主にマニュアル（手作業）で行われている。このこと
は，計装システムのエンジニアリングにおいても同様で
ある。近年，プラントの規模は大型化してきており，エ
ンジニアリング作業をデジタルテクノロジーの活用によ
り効率化することが求められている。最近のデジタルテ
クノロジーの進化に伴い，続々と新しい製品，サービス，
ビジネスモデル等が誕生している中で，DX（デジタルト
ランスフォーメーション）という言葉が注目を集めてい
る。経済産業省が 2018 年 12 月に発表した「DX 推進ガ
イドライン」(1) では，データやデジタル技術を駆使して，
ビジネスに関わるすべての事象に変革をもたらすことが

記載されている。
一方，世界の動向に目を向けると，2015 年の国連サ

ミットにおいてグローバルな社会課題を解決し，持続可
能な世界を実現するための国際目標である SDGs が採択
された。そのことを受け，全体的な調和を図る 21 世紀
型の企業には，事業を通じてこれらの課題を発掘し，解
決することが，社会から強く求められている (2)。

YOKOGAWA は，顧客のパートナーとして，SDGs で
定義されている目標を達成するために DX による変革を
率先している。その取り組みの１つとして，設計の目的
や担当が異なるために複数のシステムで作成された設計
データ間の相互運用性を高めるために，データをセマン
ティックデータモデルとして処理するプラットフォーム
を開発している。

本稿では，このプラットフォームの要素技術，および
その活用について事例を交えて紹介し，最後に今後の展
望について述べる。
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2. 課題・背景と SDGs

近年，海外の大型プラント建設に伴う設計書や仕様書
などの完成図書の納入要件に変化がみられる。プラント
事業者は，完成したプラントの運転・保守，さらには将
来の改造・拡張工事を安全かつ経済的に実行することを
目的に，従来の図書（多くの場合は，紙による納品）に
加え，大量の電子化されたプラント設計データを整合性
のとれた状態で納入することをエンジニアリング会社に
要求している。さらに，その範囲は，エンジニアリング
会社が制作する設計書や仕様書のみならず，機器や装
置ベンダからの個別の図書や電子データも含むように
なってきている。これらプラント設計に必要なデータ群
は，プラント建設・増改造時に担当部門ごとにさまざま
なツールで作成されている。そのため，最終的に互いの
データ間で整合性のとれた設計データ群を構築するため
には，膨大な作業と長い期間を要する。

YOKOGAWA は，先に述べたプラント設計データを入力
データとして利用し，計装システム群の「システムインテ
グレーション」を遂行している。プラントのインテグレー
ション業務の本質とは，異種のもの（設備，情報，人間）
を組み合わせ，全体の整合性（Integrity）を確保すること
である。しかし，現状では多くの作業が手作業で行われて
おり，人手がかかりヒューマンエラーも発生することから，
この作業の効率化が求められている。理想としては，イン
テグレーション業務における人的リソースを，人間対人間，
会社対会社などの真に属人性が高く，人間の想像力なしに
は解決できない課題や，人間同士の対話（交渉）が必須と
なる項目にのみ集中させるべきである。

上 述 の よ う な 市 場 要 求 に 対 し て， 将 来 に 向 け て
YOKOGAWA として真に取り組むべき課題を深堀する
ため，SDGs の観点から分析を行っている。具体的な
手法としては，プラント設計やエンジニアリングとい
う YOKOGAWA にとって関係が深い部分に着目しつつ，
Value Architecture(3) を用いて分析し，YOKOGAWA とし
て取り組むべき課題を設定している。このようにして明
らかになった第一の SDGs は，産業インフラ構築の効率
化により，「9. 産業と技術革新の基盤をつくろう」のゴー
ルの中で示されている８つのターゲットのうちの「9.4： 
2030 年までに，資源利用効率の向上とクリーン技術お
よび環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通
じたインフラ改良や産業改善により，持続可能性を向上
させる」である。第二の SDGs は，「8. 働きがいも経済
成長も」のゴールの中で示されているターゲットのうち
の「8.2： 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重
点を置くことなどにより，多様化，技術向上およびイノ
ベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する」
である。第三の SDGs は，「8.5: 2030 年までに，若者や
障害者を含む全ての男性および女性の，完全かつ生産的

な雇用および働きがいのある人間らしい仕事，並びに同
一労働同一賃金を達成する。」である。第二，第三のゴー
ルは，ともに人間の価値を最大限に活用するという視点
に基づくターゲットである。

これらの SDGs に対する解決案として，プラント設計と
計装システムとの間のデータ乖離や不整合の検出を自動化
し，絶えずその信頼性を担保することで，高品質なエンジ
ニアリングサービスを提供することを目標として定めた。
さらに Value Architecture による分析を繰り返した結果，
次の２つの課題が明らかになった。まず，インテグレー
ション業務の中で，複数の異なる形態で表現された，本来
は論理的には１つの同じものとして扱うべき情報を，自動
的に対応付けして変換し，全体の整合性を最高にかつ効率
的に保つことである。さらに，長期にわたって存続するプ
ラントでは，新しいシステムの導入後でも，従来から存在
する設計データを新たに導入された設計システムが処理で
きるように互換性を保つことである。

これらの課題を解決するためには，デジタル技術を
活用したデータの相互運用性を高める仕組みが期待され
ており，YOKOGAWA は，これに応えるべく，プラント
データを変換するプラットフォームを開発している。こ
れは，SDGs9 の「強靭なインフラを整備し，包摂的で持
続可能な産業化を推進するとともに，技術革新の拡大を
図る」ことに繋がる。

3. プラントデータ変換プラットフォーム

一般的にコンピュータがデータの意味に対する共通認識
を持つための単純な手段は，データ要件定義やフォーマッ
トの「統一」あるいは「互換」である。しかし，このよう
な手段は，多様な役割を担う人々の間，また，多種多様な
ツール間でデータ交換が発生する環境には適さないことが
多い。我々は，この課題に対する解決案の一つとして，オ
ントロジーを活用したプラットフォームの開発を行ってい
る。このプラットフォームを，プラントで活用するための
カギとなる２つの技術について解説する。

3.1 要素技術１：インテリジェント P&ID と ISO15926
P&ID（Piping & Instrument Diagram: 配管計装図）は，

プラントの設計段階で作成されるプラントの詳細設計図
である。かつては，汎用 CAD ソフトが用いられていた
ため，図面上に描かれる機器，配管，計装等は，データ
と繋がらない単なる絵として描かれていた。それが，イ
ンテリジェント P&ID の登場により，EPC（Engineering, 
Procurement and Construction: 設計，調達，および建設）
の作業効率が飛躍的に良くなった (4)。インテリジェント
P&ID の「インテリジェント」とは，データベースと繋が
っていることに由来する。インテリジェント P&ID では，
所定のルールに従って作図・データ入力することで，機器，
配管，一般弁，制御弁，安全弁等のサイズや材質といっ
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たデータを抽出することが可能である。しかしながら，
プラントそのものは，その設計に用いたシステムよりも
はるかに長期的に存続し，また，プラントの追加設計で
はさまざまな理由により，複数の異なる設計システムが
使用される。その結果，データの互換性が無くなってし
まうことが課題であった。そこで，ISO15926 と呼ばれる，
プロセス・電力業界のプラントデータをインテリジェン
トかつ構造的に統合して情報交換を実現するための標準
規格が登場した。ISO15926 の目標は，P&ID をはじめと
するプラントの設計情報を，EPC フェーズにおいて有効
に活用する，プラントの運転保守において設備情報へハ
ンドオーバーする，などの情報の共有である。現時点に
おいては，主に P&ID を中心として EPC フェーズでの情
報交換に利用されている。

3.2 要素技術２：オントロジー
オントロジー (5) は，AI 技術で使用される考え方の一つ

である。一般的に，AI 技術におけるアプローチは２種類
に分類される。一つはデータ駆動型 AI と呼ばれるもので，
大量のデータから数理モデルやアルゴリズム等に基づい
て，法則性や関係性を導出するアプローチである。例と
して，マシンラーニング，ディープラーニング，データ
マイニングや統計解析などがある。

もう一つは論理知識型 AI と呼ばれるもので，計算機上
に表現された知識に基づいて，必要な解答や知識を導出
するアプローチである。知識表現，ルールベース，およ
びオントロジーなどがこれにあたる。

3.2.1 オントロジーの概念
オントロジーとは，「情報の意味を定義するための概念・

仕組み」である。オントロジーを導入することの目的は，
「人が情報の意味を理解する」という行動を，コンピュー
タ上で実現することである。したがって，オントロジー
は，対象世界をどう捉えたかを明示して，どんなシステ

ムでも共有できる形で知識を記述するための共通概念や
ルールを体系立てた枠組みである。この枠組みを用いて，
人間の知識をコンピュータ上に構築したものを「セマン
ティック（意味）データモデル」と呼んでいる（図 1）。

図 1 オントロジーとセマンティックデータモデル

一例を図 2 で説明する。図 2 左側部分は，タンクとリ
アクターがバルブを介して繋がっている様子を P&ID で
示している。これを人間とコンピュータが同じように捉
えることができるようにセマンティックデータモデル化
したものが，図 2 右側部分である。例えば，タンクは
E-1 というタグ名に加えて半径や高さの情報も有してお
り，それらがパイプと繋がっているという「意味」を表
現している。

オントロジーは，1990 年代に AI 分野で利用され始め
た概念である。しかし，それがあまり普及しなかった理
由として，オントロジーを扱うためには高性能なハード
ウェアが必要であったことと，オントロジーを作成する
ために知識を構造化できるスキルを持った人が少なかっ
たことが挙げられる。オントロジーは，現場にあるドメ
イン知識を集めれば誰にでも作れるというものではなく，
物事を俯瞰する能力のある人が，集められた知識をその
能力を使って構造化し，知識体系としてまとめることで
初めて作成される。そのため，オントロジーの専門家を
育てる必要があり，時間とコストがかかることが普及し
ない大きな原因であった。我々のアプローチは，プラント・
計装分野にスコープを絞り，かつ部分的にオントロジー

図 2 オントロジーのメリット

人間とコンピュータが同じ考え方
をできるようになるタンク E-1 があって…

P-1 から物が流れてきて…
大きさは XXで……
P-2 へ流れていって…
バルブ V-1 に繋がって…
CV値は……

セマンティックデータモデル化した P&ID
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計装知識
P&ID の

オントロジー

<rdf:RDF>
  <rdf:Description rdf:about=“Tank”>
    <hasName>E1</hasName>
    <isconnected>
      <rdf:Description rdf:about=“Pipe1">
        <isconnected>
          <rdf:Description rdf:about=“Valve">
            <hasProperty>CV value</hasProperty>
            <hasProperty>Type</hasProperty>
            <isconnected>
              <rdf:Description rdf:about=“Pipe2">
                <isconnected>
                  <rdf:Description rdf:about=“Reactor">
                  </rdf:Description>
                </isconnected>
              </rdf:Description>
            </isconnected>
          </rdf:Description>
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  </rdf:Description>
</rdf:RDF
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を構築しながらボトムアップで進めることにより，徐々
にこの分野を網羅するオントロジーを構築する仕組みを
用いることが特徴である。

3.3 実現するプラントデータ変換プラットフォーム
前述した要素技術をベースとして開発中のプラントデ

ータ変換プラットフォーム（以下，本プラットフォーム
という）は，各プラント設計データのオントロジーを有
しており，入力されたプラント設計データからそのセマ
ンティックデータモデルを生成する。同様に，各エンジ
ニアリングデータのオントロジーも有しており，セマン
ティックデータモデルからエンジニアリングデータを生
成する。さらに，本プラットフォームは，各データのオ
ントロジーに基づいて，セマンティックデータモデルを
変換することができる。このことから，セマンティック
データモデルを仲介として，設計データからエンジニア
リングデータに変換することが可能となる。これらの変
換は，プラントデータ変換プラットフォームが行う（図 3）。

図 3 プラントデータ変換プラットフォーム

本プラットフォームの特徴は，異なるツール間のセマ
ンティックデータモデルを比較してデータの整合を取るこ
とに特化していることである。つまり，使用している設計
ツールのオントロジーを一度構築すれば，そのツールで使
用するデータのセマンティックデータモデルを生成するこ
とができる。また，異なるツールのオントロジーも持って
いるので，セマンティックデータモデルの変換を行うこと
で，そのツールで使用するエンジニアリングデータ（例え
ば，シミュレーションモデル）への変換が可能になる。さ
らに，異なる設計システムのオントロジーを集めていくこ
とで，より上位のオントロジーを作ることも可能であり，
本プラットフォームそのものが変化し続けることになる。
また，セマンティックデータモデルをグラフ理論のグラフ
として取り扱うことにより，データの統合や比較のような
数学的な処理を容易にしている。

4. 活用例

本章では，本プラットフォームを活用した事例を紹介
する。

4.1 シミュレーションモデルの自動生成
運転訓練シミュレータは，プラントの動的な挙動を模

擬する Dynamic Simulator 上に構築されたプラントモデ
ルを使って訓練を行う。

このプラントモデルをシミュレータ上に構築するため
には，P&ID 上でプラントモデルの対象とする部分を決
定し，それに合わせてシミュレータのモデル編集画面に
おいて，手動でユニットを配置・接続する。次に，機器
の設計データを入力し，プラントの定常状態を計算する
Steady State Simulator から得られた熱収支・物質収支
値に合わせる。これら一連の作業の多くは，エンジニア
による手作業で行われていたが，本プラットフォームを
活用することにより，その多くの部分を自動化すること
が可能となる。図 4 は Dynamic Simulator 用プラントモ
デルの生成フローを示している。図 4 に示しているよう
に，P&ID と Steady State Simulator Model の２つの情報
をマージして Dynamic Simulator 用プラントモデルを生
成することが可能である。プラントの設計図である P&ID
にはすべての機器や配管が記載されているが，個々の
機器のデータはほとんど含まれていない。一方，Steady 
State Simulator Model では主要機器のデータが計算され
ている。この両方の情報をマージすることで，モデルの
構築をより効率的に行えることが，このプラットフォー
ムを活用するメリットである。以下では，この情報の
マージについて紹介する。

図 4 Dynamic Simulator Model 生成フロー

連 続 蒸 留 プ ロ セ ス の P&ID お よ び そ の Steady State 
Simulator Model をプラントデータ変換プラットフォー
ムに取り込むと，それぞれのセマンティックデータモ
デルが生成される。このセマンティックデータモデル
は，機器の種類や機器同士の接続関係および流れ方向等
の情報を有している。図 5 は，それぞれの機器（四角で
表記）の接続関係を明示したものである。赤い四角が繋
がっている部分が P&ID，青い四角が繋がっている部分が
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Steady State Simulator Model である。
それぞれの四角は，機器の種類やタグ名などの情報を

持っており，これらの情報や接続関係のトポロジーから
お互いに該当する部分を本プラットフォームが判断し，
候補が提示される。図 5 におけるそれぞれのグラフを結
ぶ緑の点線は，システムからの提案を指している。ユー

ザーがこの提案を確認し，マージを実行すると，２つの
グラフにおいて同じ属性を持つ部分がマージされたグラ
フになる（図 6）。

マージされたモデルを Dynamic Simulator 用のセマン
ティックデータモデルに変換し，シミュレータモデルを
生成する。このようにして，従来はエンジニアが手動で

図 5 セマンティックデータモデルのグラフ表示

P&ID Steady State Simulator Model

図 6 マージ後のグラフ
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両方の情報を確認しながら作成していたシミュレータモ
デルを効率的に作成することが可能となった。

4.2 プラント建設時における適用
プラントを計画通りに遅延なく立ち上げるためには，

 • 計画想定外の課題の発生削減
 • 後戻り作業の削減
 • 作業工数の削減

に対処する必要がある。さらに，複数の担当の異なるエ
ンジニアが並行して作業を行うため，プロジェクト管理
が複雑になる。

これらの問題に対処するためには，
 • 上流工程での作業精度の向上
 • 作業者間におけるデータ受け渡し効率の改善
 • プロジェクトスケジュールに対する柔軟性の向上

が求められる。プラントデータ変換プラットフォームを
使用することにより，プラント設計データ間の整合性を
検証しやすくし，人が介在しなければならない作業を削
減できる。さらに，システム構築の設定作業などを自動
化することにより，作業期間の短縮と作業品質の向上を
両立できる。これにより，例えば上流工程の作業に合わ
せて計装部門の作業開始を従来よりも遅らせるなど，柔
軟性をより高めたスケジュールでプロジェクトの遂行が
可能となる。その結果，計装作業工程がプロジェクト全
体のクリティカルパスに含まれる割合を減らしていくこ
とが可能である。これにより，プロジェクト全体として
計画通りに完了できる可能性を高め，先に挙げた問題の
解決につながる。

我々は，このプラットフォームを用いて P&ID から
DCS の制御用アプリケーションを自動生成することや，
運転操作画面のグラフィック（HMI）を自動生成するア
プリケーションの開発を行っている。

5. プラント運転・保守時における適用

プラントオーナーは，複雑化した業務プロセスの中で，
施設，機器，装置，システムなどのさまざまなプラント
設備を，長期にわたりプラントライフサイクルに合わせ
て最適な状態を維持し続ける必要がある。しかしながら，
その状態を維持するために，経験豊富なオペレータや保
全員などに依存しているのが現状であり，脱人依存で運

用するためには未だに課題が残る。特に，プラント操業
を長期にわたり継続するほど，プラント設計データと，
実際のプラントの設備，機器，システムの実態が乖離し
ていき，部門を横断した情報の一貫性維持が難しく，サ
イトサーベイのような作業が何度も発生している。

我々が開発しているプラントデータ変換プラット
フォームを用いることで，電子化されたプラント設計
データを，一貫性を保ちながら長期にわたって維持する
ことができるようになる。これらのデータをプラントの
ライフサイクルにわたって利活用することで，より効率
的なプラントの操業・保全活動が可能になる。このよう
な支援は，プラントの生産性向上，リスク低減に貢献す
ることであり，SDGs の「9.4：2030 年までに，資源利
用効率の向上とクリーン技術および環境に配慮した技術・
産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改
善により，持続可能性を向上させる」というターゲット
に継続して貢献していくものである。

6. おわりに

本稿では，プラント設計データを用途に応じたエンジ
ニアリングデータに変換するプラントデータ変換プラッ
トフォームを紹介した。これからの DX 時代に向かい，
プラント設計やプラントエンジニアリングはさらに進化
していく。本プラットフォームは，その進化を促進する
と同時に，SDGs をはじめとする社会的な目標にも大きく
寄与していくと考えている。
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