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デジタルトランスフォーメーション（DX）は，デジタル技術と情報の力を組織の人々，プロセス，システムに

適用し，ビジネスパフォーマンスを劇的に転換させることを目指すことを指す。スマートマニュファクチャリン

グは，企業の製造面に適用される DX の一形態である。多くのスマートマニュファクチャリングの取り組みでは，

自律的なオペレーションの実現を目指している。DX とスマートマニュファクチャリングの成功を定義する要因

のうち，主なものは技術スタックと，それによる既存のシステムやビジネスプロセスとの相互関係を捉えるデジ

タル・エンタープライズ・アーキテクチャである。

DX アーキテクチャは，様々なソフトウェア・アプリケーションや拡張的なオファリングによって，データ取

得から価値の提供まで，価値創造プロセスの全体を捉える。本論文では，既存の生産資産や関連する IT 資産を組

み合わせた「プラントフロア」を始めとする六つのレイヤーにより，Yokogawa の DX アーキテクチャのエッセ

ンスについて説明する。最上レイヤーは，コンサルティング，エンジニアリング，システム統合，サポートなど

のサービスを通じて創造した価値を顧客に伝えることを可能にする拡張的なオファリングによって構成されてい

る。間にある四つのレイヤー（エッジ，コンピューティング・インフラストラクチャ，プラットフォーム，アプ

リケーション）は，DX を実現可能にする主な技術的要素を表している。

Digital transformation (DX) is the application of digital technologies and the power of 
information to an organization’s people, processes, and systems with the aim of radically 
reorienting its business performance. Smart manufacturing is a form of DX applied to the 
manufacturing side of an enterprise. The goal of many smart manufacturing initiatives is the 
realization of autonomous operations. Key among factors that define the success of DX and smart 
manufacturing is digital enterprise architecture, which captures the tech stack and its interplay 
with existing systems and business processes.

DX architecture captures the entire value creation process, from data capture to value 
delivery, by way of various software applications and augmented offerings. This paper describes 
the essence of Yokogawa’s DX architecture in terms of six layers, starting from the “plant floor,” 
which combines existing production assets and associated IT assets. The topmost layer comprises 
augmented offerings that allow services such as consulting, engineering, system integration, 
and support to convey the created value to the customer. The four layers in between—edge, 
computing infrastructure, platform, and applications— represent the key technological elements 
that make DX a potential reality.

1. はじめに

デジタルトランスフォーメーション（DX）は，ビジネ
スパフォーマンスを劇的に転換させることを意図して，
組織の人々やプロセス，システムにデジタル技術と情報

力を応用することである。これには，根本的に洞察力に
富み十分な情報に基づいた意思決定を行うためのアルゴ
リズムとともに，様々なソースから取得したデータの活
用が伴う。オペレーショナルテクノロジー（Operational
Technology: OT）はすべての生産資産を反映し，情報技
術（Information Technology: IT）は企業のビジネスプロ
セスを治める様々なシステムを反映している。両方の流
れから得られるデータを組み合わせることで，新たな洞
察を導出できる。ほとんどの企業にとって，既存のハー
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ドウェア，ソフトウェア，ビジネスプロセスならびに労
働力を考慮せずに変革プロジェクトを実施することは，
大変な課題である。

スマートマニュファクチャリングリーダーシップ連盟
（Smart Manufacturing Leadership Coalition: SMLC）は，
スマートマニュファクチャリングを「新製品の迅速な製
造，製品の需要へのダイナミックな対応，リアルタイム
での製造・生産・サプライチェーンのネットワークの最
適化」として定義している (1)。

多くのスマートマニュファクチャリングに向けた取
り組みの最終的な目標は，産業オートメーションから自
律的なオペレーションや産業的な自律化への転換であ
る。Yokogawa で は， こ の 転 換 を「IA2IA」（Industrial 
Automation to Industrial Autonomy）と呼んでいる (2)。

DX とスマートマニュファクチャリングの成功を定義
する要因のうち，主なものは技術スタックと，それによ
る既存のシステムやビジネスプロセスとの相互作用を捉
えるデジタル・エンタープライズ・アーキテクチャである。
アーキテクチャの核を成すのは，様々な再利用可能なサー
ビスを提供し，ソリューションの様々なコンポーネント
を結合するプラットフォーム・スタックである。プラッ
トフォーム・スタックは特定のインフラストラクチャ／
クラウドに依存しないように設計されており，アプリケー
ション・イネーブルメントをもたらし，顧客にソフトウェ

ア・アズ・ア・サービスを素早く効果的に提供すること
を促進する。

したがって，DX アーキテクチャは，様々なソフトウェ
ア・アプリケーションや拡張的なオファリングによって，
データ取得から価値提供まで，価値創造プロセスの全体
を捉えている。図 1 に，既存の生産資産や関連する IT 資
産を組み合わせた「プラントフロア」から始め，六つの
レイヤーによって Yokogawa の DX アーキテクチャのエッ
センスについて説明する。最上レイヤーは，創造した価
値を顧客に伝えるためのコンサルティング，エンジニア
リング，システム統合，サポートなどのサービスなどを
含む拡張的なオファリング（augmented offering）によっ
て構成されている。間にある四つのレイヤー（エッジ，
インフラストラクチャ（IaaS），プラットフォーム（PaaS），
アプリケーション（アプリ））は，DX を現実可能とす
る主な技術的要素を表している。このような階層化は，
ISA95 階層モデルやパデュー・ピラミッドとは異なって
いることに留意していただきたい。

2. YOKOGAWA の DX アーキテクチャ

Yokogawa の DX アーキテクチャは，図 1 に示してい
る通り，一般的な DX 戦略における六つのレベルにほぼ
一致するように，レイヤー化したアプローチを採ってい
る。Yokogawa のクラウドの構造を図 2 に示す。最上レ

Note:  The terms “digital architecture,” “digital enterprise architecture,” and “DX architecture” and Yokogawa’s DX architecture 

for smart manufacturing, Yokogawa Cloud Architecture, are used interchangeably in this document.

図 1 デジタルトランスフォーメーション（DX）アーキテクチャの六つのレイヤー
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イヤーである拡張的なオファリングは，ユーザーエクス
ペリエンスを決定付ける DX オファリングに関連したビ
ジネスプロセスに密接に関係しているものであるため，
ここでは示していない。

六つのレイヤーについては，それぞれ以下の節におい
て記述している。

Yokogawa は，デジタルエコノミーにおけるソフトウェ
ア・アズ・ア・サービス（SaaS）プロバイダーとして自
社を位置付けており，プラットフォームそのものではな
くアプリやサービスのライセンスをエンドユーザーに提
供している。

3. Level 0: OT and IT

OT の部分は，主に三種類のネットワーク上にあるシス
テムによって構成されている。

（1） 分散型制御システム，プログラマブル・ロジックコ
ントローラ，遠隔端末装置，データ取得システムな
どの制御ネットワーク上にある様々なシステムと，
そ れ に 伴 う 4‒20 m A，HART，FF-H1，ISA100，
MODBUS などのプロトコルによる通信用の様々な
フィールド機器。

（2） プラント情報ネットワーク上にある SCADA，プラン
ト・ヒストリアン，およびその他のプラント情報管
理システム。

（3） 情 報 を 測 定 し，ISA100，LoRaWAN(3)，Sigfox， そ
の他の無線プロトコルなどのプロトコルを用いて，
エッジゲートウェイ（優先）またはセンサークラウ
ドに直接送信する無線センサー。
IT システムには一般的に MES，ERP，CRM，PLM，
HRMS，およびその他のシステムが含まれる。その

ほとんどがシステム間でデータ交換を促す標準的な
産業プロトコルに基づいたアプリケーション・プロ
グラミング・インタフェース（API）を提供している。
その構成は，簡素化した形で図 2 に示している。

4. LEVEL 1: EDGE

ローカルなデータ処理や計算のことを表す「Edge」は
企業の IT システムと OT システムの合流点である。エッ
ジ・コンピューティングは，クラウドやデータセンター
ですべての処理を行うのではなく，データソース上また
はその周辺で行う計算処理である。エッジはしばしば従
来のパラダイム（OT）と新しいパラダイム（IT）の間，
ならびに「South bound」（プラントフロアと OT）と「North 
bound」（クラウド）の間にかかる橋として見なされてお
り，エッジコントローラーはすべてのプラントフロアシ
ステムの安全なエンドポイントとして捉えられることが
多い。図 3 に統合型エッジの考え方を示す。

図 3 Yokogawa Edge － OT と IT，「古い」と「新しい」など，
複数のパラダイムの間にかかる統合的な橋
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理想としては，エッジはプロセスデータのみならず，
オペレーションに関するデータ（勤怠情報やロボティク
ス・データなど），IT データ（計画立案とスケジューリ
ングなど）などの製造に関連するその他のデータについ
ても，エンドポイントを提供すべきである。

今日の分散型システムと比較してエッジシステムが異
なる理由の一つに，非構造データや人工知能（AI）の使
用について，無数の計算の可能性を有している点がある。

エッジの設計における主な検討事項として，ルーチン
機能を妨害せずに，データアナリティクスやクラウド・コ
ンピューティングの力を活用するために，既存またはレガ
シーのプラントシステムからのクリーンなデータを取り込
む戦略が含まれる。エッジゲートウェイはハードウェアと
ソフトウェアの組み合わせによって構成される。エッジの
キャパシティとデプロイメントは，冗長性，帯域幅，機密
情報の保護やセキュリティに関する懸念，そして最も重要
であるアプリケーションの性質といった要因にも依存して
いる。エッジゲートウェイには二つの役割がある。一つ目
の役割は OT・IT フロアからデータセンターまたはクラウ
ドへ（およびその逆）の情報の流れの制御であり，必要
に応じてデータの保存またはバッファリングを行う。二つ
目の役割は，プラント，または必要に応じて機械学習ある
いは転移学習アルゴリズムに近い位置でデータのフィル
ター掛けと，ビジネスロジックを実行するためにある程度
の知能を提供することである。エッジの要件はアプリケー
ションによることが多い。ハードウェアの選択肢は，商用
オフザシェルフ（COTS）システムから専用 Yokogawa ハー
ドウェアまで，多岐にわたる。

エ ッ ジ は， 従 来 の OPC や OPC-UA な ど の オ ー プ ン
な業界標準に準拠したインタフェースや，MODBUS，
Foundation Fieldbus（FF-H1），Profibus な ど の 他 の 業
界標準プロトコルをサポートするネイティブなインタ
フェース，あるいは物理ネットワークレイヤーに関係な
く利用可能な他のウェブサービスを使用して，プロセス
システムやプロセス・ヒストリアンから OT データを取
得する。インダストリアル IoT（IIoT）アプリケーション
の場合，エッジゲートウェイはメッセージキューイング・
テレメトリー・トランスポート（MQTT）ブローカー（ま
たは制約付きアプリケーション・プロトコル（CoAP），
エクステンシブル・メッセージ・アンド・プレゼンス・
プロトコル（XMPP），RESTful・HTTP など）としても機
能し，クライアントとして機能するエッジゲートウェイ
からデータを収集する。加えて，これらのシステムは，様々
なシステムから収集したデータを一括してアップロード
することもできる。エッジを用いて OT システムとつな
げるために，プロトコル変換（物理レベル，情報レベル
の両方で実施）のためにブリッジデバイスとして使用す
るための規定も設けている。標準的なセキュリティの実
践は DMZ の設定においてエッジをデプロイすることで

あるが，ネットワーク上にデータダイオードを置いたネッ
トワークエッジをデプロイするための他の選択肢もあり，
ケースバイケースで定義することができる。エッジゲー
トウェイは，組織のセキュリティの方針に基づいて，ク
ラウドなどの外部ネットワークから設定・管理すること
も可能である。一部の構成では，エッジ機能の一部を必
要に応じて顧客のデータセンターに配置し，必要に応じ
て一部の機能をクラウドからエッジにプッシュする柔軟
性を持たせることもできる（「スケーラブルエッジ」）。

企業は複数の拠点によって構成され，そのため上記の
ような複数の OT システムやネットワークを複数抱えて
いることがある。ハイパーローカル／ハイブリッドクラ
ウド戦略の一環としてのエッジは，ローカルなデータ処
理，クラウドとの間におけるデータ管理，制御，自律的
な運用，および（クラウドからの切断に備えた）耐障害
性に重点を置いている。中央クラウドは，複数の拠点レ
ベルのエッジに接続し，複数拠点からのデータの集約（OT
および IT，図 4 に表示），AI および機械学習（ML）アプ
リケーション（1 つの拠点から学習してあらゆる場所に
展開），企業とサードパーティーのクラウドシステムとの
統合（サプライチェーンとパートナーの統合など）によ
り重点を置いている。図 4 に，現場と企業のオペレーショ
ンの観点から見たエッジの役割を示している。

図 4 Edge and Cloud – ローカル業務と 
エンタープライズ業務を接続

帯域幅，リアルタイムでの処理，レイテンシー，また
はソース近傍での IT・OT データの同期化がアプリケー
ションの重要な要件である場合，エッジサービスは IT シ
ステムへと拡張することもできる。そうすると，エッジ
システムは OT と IT 両方のデータにとって統一されたエ
ンドポイントとなり，それによって ERP や PLM などの
IT システムがクラウドへの独自のデータパスを確立させ
る必要がなくなる。

エッジ戦略は顧客とそのプラント，そしてアプリケー
ションによって変わってくる。Yokogawa はアプリケー
ションに応じて三つのレイヤーから成るエッジ戦略を採
用している。

 ● 第 一 レ イ ヤ ー は「 エ ッ ジ ゲ ー ト ウ ェ イ（Edge 
Gateway）」であり，制限的な OT プロトコルによるサ
ポートを伴い，プラントフロアから Yokogawa Cloud
への安全なデータ転送を提供する。このソフトウェア

Local hi-speed data collection

Local optimization and control 
Enterprise-wide 
analytics, 
AI and ML, and 
long-term data

Enterprise-wide optimization 

Critical data and insights for archives

Data buffering, 
filtering, 
processing, and 
application logic 
(including AI and 
analytics)

44



スマートマニュファクチャリングのための Yokogawa クラウドアーキテクチャ

横河技報 Vol.64 No.1 (2021)

は産業用コンピュータや Yokogawa の e-RT3 ハード
ウェア上で動作する。

 ● 第二レイヤーは「ライト・エッジ（Light Edge）」であ
り，基本レイヤーのすべての機能を提供することに加
え，バファリング，フィルタリング，ペイロードの変換，
そして追加の IT データの有効化を伴う幅広い範囲の
OT プロトコルを横断した接続性も提供する。

 ● 第 三 レ イ ヤ ー は「 包 括 的 エ ッ ジ（Comprehensive 
Edge）」であり，すべての第一レイヤーと第二レイヤー
によるサービスに加えて，アプリケーション・イネー
ブルメント（すなわちエッジ上での AI アプリを含む
アプリケーションの実行），アプリケーションのオー
ケストレーション，デバイス管理，ロボティクスへの
対応，クラウドからのリモートエンジニアリングも提
供している。現在，Yokogawa は「CI Edge」と呼ば
れるエッジソフトウェア戦略の標準化に取り組んでお
り，統合情報サーバーのコンポーネントを，amnimo
の提供する動画・画像解析や，「Level 3: The Digital 
Platform」の章で説明している Yokogawa のクラウド・
プラットフォームのコンポーネントを組み合わせてい
る。

 ● エッジの「最終状態のビジョン」は，構造化データ（セ
ンサーから取得したデータ，処理データなど）と非構
造化データ（動画，画像，ファイルなど）の両方の取
り込みに対応している。これは，我々のエッジがプラ
ントフロアとクラウドの間で，図 3 で描いている通り，
あらゆる種類のオペレーションデータ（OT と IT）を
処理・橋渡しできることを保証する。これらのデータ
を一つ以上組み合わせることができる AI アプリケー
ションを実行する能力は，仮想／スマートワーカー，
統合型リモートオペレーション，ロボティクスのアプ
リケーションなどを通じて顧客に新たな価値を提供
し，それによって産業的な自律化の実現へと顧客を一
歩近づけさせる。分散型機械学習（DML）を適用する
ことで，AI の負荷をクラウドとエッジの間でシームレ
スに分散できるように，スマートマニュファクチャリ
ングの新たなパラダイムが可能になる。

5. LEVEL 2: CLOUD INFRASTRUCTURE (IAAS)

エッジゲートウェイは「クラウド」，すなわち単一また
は複数のプライベートデータセンター（オンプレミスま
たはオフプレミス）あるいは Microsoft Azure，Amazon 
Web Services（AWS），Google Cloud Platform（GCP）な
どのパブリック・クラウド・インフラストラクチャへと
データをプッシュする。Yokogawa は特定のクラウドに
依存しない戦略（複数のクラウドプロバイダーのインフ
ラに対応）を採用している。

Y-AWS と Y-Azure は Azure または AWS パブリックク
ラウド上にあるクラウド／インフラストラクチャであり，

Yokogawa がエンドユーザーに提供するフルマネージド
クラウドソフトウェアサービスのオファリングの一環と
して，Yokogawa が保護・管理・運用している。これら
はしばしばパブリック・クラウド・インフラストラクチャ
上のプライベートクラウドと呼ばれる。クラウドプロバ
イダーの選択は，各地域におけるそれぞれのオペレー
ターが所属する各地域におけるローカルの情報管理に関
する規制に基づいている。Yokogawa は，それらのイン
スタンス上でも，若しくはカスタマーの所有する Azure，
AWS，またはオンプレのインフラストラクチャ上のイン
スタンスにおいてもデジタルサービスを提供している。
データが顧客のクラウド上に残るようなハイブリッドク
ラウドのデプロイメントに関しても，1 つ以上のパブリッ
ククラウドにアプリケーションが存在するようなデプロ
イメントもサポートしている。ハイブリッドやオンプレ
の構成はケースごとに異なり，したがってすべてのアプ
リケーションや機能に対応している場合としていない場
合がある。そのため，これらにはケースバイケースで対
応している。

6. LEVEL 3: THE DIGITAL PLATFORM (PAAS)

デジタルプラットフォームはクラウドにとってのオペ
レーションシステム，デジタルアプリにとってミドルウェ
アとして見なされる。プラットフォームは，アプリケー
ションの開発とデジタルサービスの提供を加速化するた
めに多くの再利用可能なサービスを用意し，それら（す
なわちアプリケーション）の間におけるコラボレーショ
ンやリソースの共有を促進させる。プラットフォームの
目的は，地域やビジネスが素早く簡単かつ効率的な形で
ソリューションを構築し，クラウドを活用して顧客に提
供するための再利用可能なサービスの核を用意すること
である。また，プラットフォームは，API を通じてアプ
リケーション間でのデータやその他の機能の共有も促進
させる。プラットフォームは，最終的に，新しいアプリケー
ションやソリューションの開発に必要な時間とコストを
半減させることも目指している。

プラットフォームの四つの主なデザイン原則（接続性，
フロー，収束，引力）が上述の一連の流れを可能にしてい
る（図 5）。接続性（connectivity）は如何に簡便に様々な
アプリケーションやシステムがプラットフォームに安全に
接続できるかの指標であり，フロー（flow）は接続したア
プリケーションが標準的なインタフェースを通じてどの程
度効果的に情報をシームレスに交換できるかを表す。収
束（convergence）は，システムが異なるデータソースを
統合・組み合わせ・正規化し，他のアプリケーションが有
用な形で消費できるように準備する能力のことである。引
力（gravity）は，エコシステム内にさらなるアプリケーショ
ンやサービスを誘引することによって，コネクテッドシス
テムが価値を付加する能力のことを指す。

5 5
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図 5 プラットフォームデザインの基本原則

Yokogawa のデジタルイノベーションプラットフォー
ムは IIoT アプリケーションをサポートする IIoT プラッ
トフォームを超えて，デジタルアプリケーションの
全領域に対応しており，したがって真の DX プラット
フォームに位置付けられる。SaaS プロバイダーとしての
Yokogawa の立ち位置を踏まえ，プラットフォームのツー
ル群はプラットフォーム上に構築されている Yokogawa
アプリケーションのみに利用可能であり，プラットフォー
ムのエンジニアリング機能は Yokogawa エンジニアのみ
に提供されている。我々のエンドユーザーが直接体験し
ているのは，プラットフォーム上でホストしているアプ
リケーションであり，隠れたイネーブラーであるプラッ
トフォームではない。プラットフォームの設計はデータ
の流入（入口）から流出（出口）までのライフサイクル
全体を通じてデータ管理を行うデータセントリックアー
キテクチャを採用し，主に data enablement（システム
にデータを取り込むこと），data curation（取得したデー
タの変換・保存・整理），data utilization（洞察を導出す
る目的でアナリティクスや ML を実施するため，生デー
タ，取得データ，処理データを消費）といったデータ関
連の確立された活動やプロセスの一連の流れを中心に据
えて構築されており，イノベーションにつなげていって
いる（図 6）。

図 6 プラットフォームの設計のためのデータ中心型の原則

プラットフォームは五つのレイヤーに整理されており
（図 7 の 3-1 から 3-5 まで），それぞれがプラットフォー
ム上に構築されたアプリケーションが利用できる一連の
ツールやサービスを表している。共通サービス（図 7 の
3-1）には，データへの安全なアクセスを提供するサイバー
セキュリティやアイデンティティ管理サービスが含まれ
る。プラットフォームのレイヤー化したアーキテクチャは
data enablement（図 7 の 3-2），data curation とデータ処
理（図 7 の 3-3），データ活用の最も説得力のある例であ
るアナリティクスとして描かれている data utilization（図
7 の 3-4）といったデータ管理の重要な段階に対してマッ
ピングしている。また，プラットフォームが提供するサー
ビスをアプリケーションが使用するための API も含まれて
いる（図 7 の 3-5）。この原則は，図 7 に描いている。

上述し，図 7 でも描いている五つのサービスのレイヤー
について，以下の節で詳述する。

6.1  3-1 Common services
アイデンティティ管理と認証管理，そしてサイバーセ

キュリティ関連のサービスは一つのグループにまとめら
れており，以下の項で詳述するように，しばしば共通サー
ビスと呼ばれる。
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(a)   アイデンティティ管理および認証管理では，プラット
フォームのリソースへの安全なアクセスを可能にする
ユーザー管理，認証，シングルサインオン，他のユー
ザーまたは役割の権限の管理を行う。また，プラッ
トフォームは顧客が使用している外部のアイデンティ
ティ管理システムと連携させることもできる。

(b)  情報セキュリティ管理には，ライフサイクル全体を通
じて，転送中のデータや格納データならびに情報交換
を可能にする API を含むデータセキュリティ，暗号化，
分割が含まれる。

6.2  3-2 Data enablement services
これらのサービスは複数のソースからプラットフォー

ムにデータを取り込み，基本的なデータ前処理（主にデー
タのクリーンアップ）を実施する。その他に，以下のサー
ビスも含まれる。
(a)  データの取り込み－これらのサービスには，複数の

ソース（OT と IT の両方）からプラットフォームにデー
タを移行させるシステムの能力も含まれる。データは
様々な形式でリアルタイム（同期的）またはバッチ方
式（非同期的）によってシステムに取り込まれる。デー
タの種類には処理データ，アラーム，アラート，ファ
イル，オブジェクトなどが挙げられる。また，IIoT の
観点からのデバイス管理やオンボーディングのための
機能も含まれる。（ほとんどの IIoT プラットフォーム
として比較して）DX プラットフォームとして，デー
タはセンサーデータに留まらず，他のプロセス情報も
含まれる。

(b)  データの準備－これらの機能は，プラットフォームや
アプリケーションの次のレイヤーが利用できる形式へ
と取り込んだデータを変換できるように，ツールを通
じて必要に応じてデータクレンジングし，フィルター
をかけ，正規化する。

6.3  3-3 Data curation services
これらのツールは，複数のアプリケーションによっ

てシームレスに再利用できる形でデータを整理・記述・
クリーニング・強化・保存することをサポートする。 
curation のスコープにはデータと，データの文脈を定義
するメタデータの両方が含まれている。処理したデータ
はデータベースまたはデータレイクに保存できる。保存
機能に加え，データキュレーションはデータを生データ
よりも価値のある構造，モデル，リポジトリに統合する。
これらのツールは，我々の制御システムにおける実績あ
るデータ管理プロセスや実践，プロセス・ヒストリアン，
セキュリティ管理サービスを含め，ISA95 ピラミッドの
各レベルを横断した Yokogawa によるドメインやオペ
レーションの文脈に関する深い理解を体現している。デー
タキュレーションのツールは，アプリ開発者が ISA95 や

その他の標準に従った情報モデルを基にアプリケーショ
ンを素早く開発できるようにしている。

プラットフォームの設計は，顧客データが安全に管理・
運営され，他のデータから分割・隔離できていることを
保証する。データキュレーションレイヤーにおける主な
サービスにはエンタープライズデータレイクサービスや
データ管理・オーケストレーションサービスが含まれ，
これらについては以下に詳述する。
(a)  エンタープライズデータレイクサービスは，構造化

データや非構造化データを対象として一元管理するス
ケーラブル保存・管理サービスを提供する。データレ
イクで保存する場合，処理データとともにすべての生
データも保存することを意図している。データスト
レージはデータレイクそのものではなくデータベース
で行うことも可能である。特筆すべき重要な点とし
て，プラットフォームはフルスケールのエンタープ
ライズデータレイクそのものを提供するのではなく，
データレイクへのデータの出入りを管理するために必
要なサービスを提供している。これは，エンタープラ
イズデータレイクの実装が各組織に特化しており，標
準化できることが稀であることによる。ほとんどの場
合，データレイクはその生成，運用，維持に多額の費
用がかかることを踏まえ，組織は別のデータレイクを
生成するよりも，企業のオペレーションのうち多大な
スコープに対応するようなエンタープライズデータレ
イクの実装を行っており，同じデータレイクの機能に
アクセスできることを期待している。外部データレイ
クが存在する場合，プラットフォームはそのサービス
を活用し，重複させない。

(b)  企業のデータ管理・オーケストレーションサービスは，
具体的な分析用アプリケーションに提供するための
データのカタログ化，整理，管理，処理を可能にする
ツールやフレームワーク全体に及んでいる。これらの
サービスは，分析用アプリケーションが，入力から出
力までのデータパイプライン開発の様々なステップを
自動化することをサポートする。これらには，期待さ
れている形式で，個別の分析用アプリケーションに大
量のデータを扱えるように，完全に抽象化されつつも，
統一された環境を提供するための ETL オペレーショ
ン，データ変換，データモデリングが含まれている。

6.4  3-4 Data Analytics
データアナリティクスは，図 6 で説明しているデータ・

ライフサイクルの「データ活用段階（Data Utilization 
Phase）」の一部として提供されている最も重要なサービ
スの一つである。

処理したデータは，データサイエンスのアプリケーショ
ンを含め，様々なアプリケーションにとって利用できる
ようになっている。このレイヤーには低レベルのコード

7 7
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開発ツール，グラフィカル・ロジック・ビルダ，探索的
アナリティクス，実験的な分析や機械学習用のサンドボッ
クス環境，ダッシュボード用のツール，ビジネスロジッ
クとユーザーインタフェースのツールによって構成され
るパワフルな可視化のための開発ツールが含まれる。主
な構成要素について，以下の項にて説明する。
(a)  Analytics services －これらのサービスにはすぐに使

えるアナリティクスや，時系列およびバッチデータの
アルゴリズムのための基本的なツーリングやサポート
が含まれる。また，プラットフォームは，開発やデプ
ロイメントのためにソフトウェアを標準的なユニット
へのパッケージ化（リソースの隔離を伴う）を可能に
するコンテナ化にも対応している。AI や ML のアル
ゴリズムへの対応もアナリティクスの下にグループ化
されており，アプリケーションの効用を強化させる
ためにサードパーティーによる AI フレームワークや
オファリングを統合する選択肢もある。TensorFlow
や Pytorch などの標準的なフレームワークに基づい
てサードパーティーによる AI コードを歓迎するこ
の独特なメカニズムは，「Bring Your Own Machine 
Learning」（BYOML）と呼ばれている。加えて，サー
ビスには，Microsoft Power BI や Tableau などのサー
ドパーティー製のビジネスインテリジェンス（BI）ツー
ルに由来するデータインサイトをユーザーがプラット
フォーム上で活用できるようにする，強力な ETL（抽
出（extraction）・ 変 換（transform）・ 格 納（load））
パイプライン・サービスが含まれている。この機能は

「Bring Your Own BI」（BYOBI）と呼ばれる。
(b)  Visualization services － プ ラ ッ ト フ ォ ー ム は，

ダッシュボードやディスプレイなどのユーザーインタ
フェースの各要素の開発を支援する標準的なデザイン
言語を用いて開発した可視化フレームワークも提供し
ている。このレイヤーは，アプリケーションの開発や
エンジニアリングとアプリケーションの使用をそれぞ
れ支援する設計時間および実行時フレームワークに
よって構成されている。また，プラットフォームは広
く普及しているサードパーティーによる可視化ツール
へのフックも提供しており，アプリケーションのユー
ザーエクスペリエンスは既に使用されている分析用
パッケージと一貫するようになっている。可視化はア
プリケーションを通じてモバイルデバイスでも利用可
能である。これは，BI ダッシュボードを始め，モニ
タリング用の UI，プロセスディスプレイなどの異な
る種類のアプリの様々な可視化ニーズに対応すること
を目的としている。

6.5  3-5 Application programming interface (API)
API は，様々なアプリケーションのコンポーネントが，

必要に応じてプラットフォームのコンポーネントや他の

アプリケーションと通信しデータを交換できるようにす
るインタフェースである。そのような API を設計するた
めの無数の既存の方法やアーキテクチャのうち，REST が
広く用いられており，ソフトウェアまたはウェブブラウ
ザーやウェブサーバーなどのそのコンポーネントとの通
信を促進させるために HTTP をプロトコルとして使用す
る。API の下には（一般的に）疎結合したモジュール式
のウェブサービスの集合であるマイクロサービスがあり，
それぞれが特定の機能を実施する。

プラットフォームの重要な機能はどれも Yokogawa の
アプリ専用の API ゲートウェイを通じて RESTful API と
して公開されている。API は乱用や誤用を防ぐために，
秘密キーによって保護されている。二つ目の API 群は，
プラットフォームが外部システムやプラットフォームと
データを交換できるようにする。これらには，エンター
プライズデータレイク，パートナーシステム，またはア
ナリティクス・サービスプロバイダーなど，他のクラウ
ドにある外部データソースも含まれる。

7.  LEVEL 4: APPLICATIONS

アプリケーションやソリューションは，資産管理，生
産の最適化，または健康と安全など，具体的なビジネス
の問題を解決するために構築されたソフトウェア・プロ
グラムである。アプリケーションはスマートマニュファ
クチャリングや DX のビジョンを実現する。

アプリケーションはプラットフォームから手に入る
データ，エンタープライズデータの管理やオーケストレー
ション，ロジックビルダや可視化ツールなどのサービス
を使って構築する。プラットフォームはアプリケーショ
ンがお互いに接続し，必要に応じてデータを安全な形で
交換・再利用できるようにする。いったんプラットフォー
ム上で利用可能になると，データは他のアプリケーショ
ンによって再利用できるようになり，それによってライ
フサイクルを通じてデータの重複を排除できる。標準ア
プリケーションは，ロジックビルダやグラフィックビル
ダなどの機能を用いてデプロイメントできるよう設定さ
れている。アプリケーションのポートフォリオは標準，
及び特定の地域のためにカスタムされた Yokogawa アプ
リケーションによって構成されている。

本稿の出版時には，プラットフォームの各種サービス
は Yokogawa アプリケーション専用であり，50 を超える
数のアプリケーションがロードマップ上で策定されてい
る。プラットフォームは，RESTful API を経由して，サー
ドパーティーによるプラットフォームやアプリケーショ
ンのデータにアクセス（またはデータを提供）すること
ができる。

8. LEVEL 5: AUGMENTED OFFERINGS

拡張的なオファリングは，我々の顧客のためのデジタ
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ル価値を形成するすべての活動によって構成されている。
これらは，顧客体験を定義し持続させる上で地域や現場
が主体的な役割を果たすプロセスの集合である。活動に
は DX コンサルティング，アプリケーション・エンジニ
アリング，システム統合，デプロイメント，研修，ポス
トセールスサポートが含まれる。そのようなプロセスは，
Yokogawa のデジタル戦略本部が管理する堅牢なバック
エンドシステムによって実現している。

9. 我々のプラットフォームの主な差別化要因

計 測， 情 報， 制 御 に お け る Yokogawa の 専 門 性 と
（Yokogawa と KBC の間での）フィールドデータ，プロセ
スデータ，オペレーショナルデータの扱い方について蓄
積された専門性は，市場に出回っている大半の汎用 IIoT
プラットフォームよりもプロセスの自動化により適した
プラットフォームツールの構築に役立っている。以下の
我々のビジョンに示されているように，プラットフォー
ムは OT by design に合わせて開発されている。
–  プラント側の接続性に対する強力なサポート（CI Edge

を通じた 40 種類以上の産業プロトコル），ヒストリア
ンとのコネクター（OSI-PI，Exaquantum，Fast/Tools，
など）。

–  MES システムとの統合を支援する，ISA95 関連の情報
モデルのための段階的なサポート

–  簡単な資産の可視化を超えた，プロセス産業に照準を
合わせたアプリケーションのポートフォリオ

–  市場におけるほとんどの IIoT のオファリングが提供す
るダッシュボードソリューション
プラットフォーム上の他の機能も，スマートマニュファ

クチャリングのユースケースを念頭に置いて設計されて
いる。

Yokogawa Cloud プラットフォームやソリューション
は AWS，Azure などのハイパースケーラーが提供してい
るインフラストラクチャやサービスを使用しているもの
の，根底にある技術スタックはいずれにも依存していな
い。プラットフォーム・スタックは，様々なソースから
慎重に選択したベスト・オブ・ブリード技術やオファリ
ングの統合である。Yokogawa Cloud はハイパースケー
ラーが提供している基本サービスの上に追加のレイヤー
を構築しており，アプリケーションの開発のために時間
と労力を革新的に減らすことを目的としている。

我々がクラウドについて掲げる非依存主義は，プラッ
トフォームがアプリケーションやサービスを根底にある
インフラから抽象化し，それによって我々のプラット
フォームに構築されているアプリが異なるクラウド・イ
ンフラストラクチャを横断してシームレスに実行される
ことを保証している。OT コネクター，アプリケーション
間におけるデータと機能の共有，プラットフォーム上の
異なるアプリケーションを横断した摩擦のないユーザー

エクスペリエンス，ローコードロジックによるソリュー
ションの創出への革新的なアプローチ，そしてリソース
のテンプレートによる我々のポートフォリオは，クラウ
ドネイティブなアプリケーションを素早く構築し運用す
るための高度なコントロールとサポートを提供している。

差別化要因としては，次のものが挙げられる。
（1） プラットフォームは特定のクラウドに依存しないよ

うに設計されている（ケースバイケースで Azure，
AWS，またはオンプレのプラットフォームを採用）。
これにより，フルマネージドサービスのバンドルと
してインフラ，プラットフォーム，アプリケーショ
ンを組み合わせる上で，（或いは顧客が選ぶインフラ
上で）アプリケーションのみを選択できるなど，柔
軟性をもたらしている。プラットフォームは隠れた
イネーブラーである。

（2） Yokogawa Cloud Architecture のビジョンは IIoT の
みならず DX のスコープ全体をサポートしており，
リレーショナルデータを含め，センサーデータ以
外の幅広い業務データに対応している。プラット
フォームの今後のリリースではこの能力を拡大し，
動画や画像などの非構造化データを含む多様なデー
タソースを取り込むことに注力する。

（3） 設定作業を飛ばしてすぐに使えるプラットフォー
ムの時系列解析機能を，互換性のあるサードパー
ティー製の機械学習フレームワークと統合できるよ
うになっている。我々はこれを BYOML と呼んでい
る。この機能は外部環境（モデルが一連の標準的な
フレームワークに従う限りサードパーティーによる
システム）で生成またはチューニングしたモデルの
ために実行環境を提供する。

（4） 40 以上の OT プロトコルに対応し，e-RT3 などの信
頼性の高い Yokogawa のハードウェア上にホストさ
れている IT 接続スタックと組み合わせ，amnimo の
コア技術に基づいて画像や動画のための AI アルゴリ
ズムの実行を支える強力なエッジ機能（今後利用可
能になる予定）により，革新的な IA アプリケーショ
ンに適用できる（amnimo は IIoT サービス関連の
Yokogawa の子会社である）。

（5） Yokogawa Cloud上またはエッジにおけるアプリケー
ションのシームレスなデプロイメントは，デプロイ
メントの柔軟性をもたらしクラウドへの段階的な移
行を実現する。

10. おわりに

DX は，バリューチェーンの最適化，企業計画，資産管理，
健康・安全・環境管理を含むオペレーションのあらゆる
領域にデジタル技術を適切に適用することで，顧客のビ
ジネスパフォーマンスを転換させる。我々の DX ソリュー
ションには，一般的にクラウド・インフラストラクチャ

9 9



スマートマニュファクチャリングのための Yokogawa クラウドアーキテクチャ

横河技報 Vol.64 No.1 (2021)

上にある（但し必ずしもそうではない），DX プラット
フォームと呼ばれる基礎的な技術ブロックの上に構築さ
れた，ビジネスの知恵を埋め込んだ様々なアプリケーショ
ンが含まれている。DX プラットフォームは，データ管
理，アルゴリズムの実行，可視化のための共通の再利用
可能なサービス群を提供している。共通のプラットフォー
ムを使用することで，Yokogawa は，一貫したユーザー
エクスペリエンスをもたらす様々なアプリケーションや
統合ソリューションを創出でき，それによって価値創造
のプロセスを加速化かつ簡素化していく。DX によって解
き放つことができるビジネス上の価値としては，有効性，
効率性，最適性，組織全体でのコラボレーションの向上，
そして産業における自律化への前進が挙げられる。
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