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持続可能な社会を支える標準化・ルール形成活動の現在地と将来像
Standardization and Rule-making Activities for a Sustainable Society 

― Current Status and Future Vision
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Shinji Oda

国際標準化活動は，社会課題を解決するための先進国のベストプラクティスを世界中で共有するという形で，

持続可能な社会の実現に貢献している。本稿では，YOKOGAWA グループが取り組んでいる製造業における国際

標準化がどのような目的を持ち，どのような方向性で行われているかの概観を示す。具体的には，工場のモデル化，

情報交換の基盤の確立，製造業におけるサステナビリティへの貢献，などを取り上げる。

International standardization activities contribute to the realization of a sustainable society 
through sharing the best practices of developed countries for solving social issues around the 
world. This paper reviews the objectives and directions of international standardization in the 
manufacturing industry that the Yokogawa Group is working on. Specifically, it covers areas 
including factory modeling, the establishment of a foundation for information exchange, and 
contributions to sustainability in the manufacturing industry.

1. はじめに

持 続 可 能 な 社 会 の 実 現 は Sustainable Development 
Goals（SDGs）として社会全体の課題として捉えられて
おり，横河電機もサステナビリティ目標 Three goals（図 1）
を掲げてその実現に取り組んでいる (1)。

図 1 横河電機のサステナビリティ目標 Three goals

これらの目標を達成するための一つの方策としてエネ
ルギーなどの限られた資源の有効活用が挙げられるが， 
それを実現するためには，産業や社会における共通課題
の解決に寄与するルール形成や標準化が重要である。先
進国で培われたベストプラクティスが国際標準として世
界中で共有されれば，資源の効率利用につながることが
期待される。実際，その重要性は，国際標準化団体であ
る国際標準化機構（ISO），国際電気標準会議（IEC），お
よび国際電気通信連合（ITU）でも強調されている (2)(3)(4)。

横河電機は，製造業に貢献する企業として，このよう
な国際標準化活動に積極的に取り組んでいる。今回の横
河技報「製造業の変革を進める国際標準化 特集」では，
横河電機中期経営計画 Accelerate Growth 2023 の基本戦
略である「Industrial Automation to Industrial Autonomy

（IA2IA）と Smart Manufacturing による価値の提供」（図 2）
を通じた Three goals の実現という視点から，国際標準
化活動の現在地と将来像を示すことを目的としている (5)。

本稿では，製造業における国際標準化がどのような目的
を持ち，また，どのような方向性で行われているかの概観
を，本特集号に掲載された各論文の内容に沿って説明す
る。本号を読み進める上での指針としていただきたい。

YOKOGAWAは，未来世代のより豊かな人間社会のために，2050年に向けて，
Net-zero emissions，Circular economy，Well-being の実現を目指します。
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図 2 IA2IA と Smart Manufacturing による価値の提供

2. 製造業におけるモデル化

Smart Manufacturing などと呼ばれる製造業の Digital 
Transformation（DX）を実現するには，まず，工場自体
をデジタル空間におけるモデルに写像することが必要と
なる。また，その写像を行うためには，その工場に納入
される機器の情報やシステムインテグレーションに関わ
る情報など，工場を運営する企業以外からの情報が必要
になる。このような複数の企業間での情報の共通化のた
めには国際標準化が必須である。

本章では，そのような情報の共通化を目的とした国際
標準化活動として，Digital Factory framework を紹介す
る。また，モデル化の応用例として，化学工場における
各プロセスをモデル化し，組み換え可能なモジュールと
して組み合わせることで工場を実現するモジュール型生
産システムを紹介する。

2.1 Digital Factory framework
工場のモデル化においては，製造者もアーキテクチャ

も異なるシステム間で情報が交換でき，かつ交換した情報
の意味を損なわずに相互で使用できなければならない。ま
た，その情報は，単に工場建設時などの短期的な利用で
はなく，工場運営中の保守時なども含めて長期的に利用可
能であることが求められ，さらにその情報も常に最新であ
ることが求められる。この実現のためには，ただ「つなが
る」だけでなく，システム同士が「分かり合える」ことが
必要である。この機能は Semantic Interoperability と呼ば
れ，Smart Manufacturing に必須の技術の一つである。

2020 年 10 月に発行された Digital Factory framework
は，Semantic Interoperability を実現するために，共通の
概念辞書に基づいた共通のモデル要素の構造やその利用
規則を規定する国際規格である。世界中の様々な通信技術
やツールなどが Digital Factory framework に準拠するこ
とで，生産システムのデジタル表現（Digital Factory）を

構築することが可能となる。さらに，その情報は常に最
新の状態に維持することができ，生産システムのライフ
サイクル（計画・設計から廃棄まで）の全ステージにお
けるすべての関与者が，いつでも利用できるようになる。

2.2 モジュール型生産システム
化学業界や製薬業界などの機能性材料の製造において

は，「多様化する顧客ニーズ」や「製品ライフサイクルの
短縮」など，市場の変化に追従することが必要となって
いる。これらの対応には，「多品種少量生産」，「製品の市
場投入時間の短縮」，「生産設備の柔軟性の向上」，「エネ
ルギー効率の向上」などの複数の課題を同時に解決する
ことが求められる。このような背景から，バッチ生産方
式の操作単位をモジュール化し，それらを自由に組み替
えられるようにするモジュール型生産システムのコンセ
プトが誕生した。

欧州化学工業界のユーザー団体である NAMUR は，モ
ジュール型生産システムにおけるエンジニアリング効率
の向上を目指した Module Type Package（MTP）と呼
ばれる構想の標準化を推進している。また，日本国内で
は，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が
取り組む戦略的省エネルギー技術革新プログラムの一環
として，モジュール型生産システムの社会実装を推進す
る iFactory のプロジェクトが進行中である。

3. 製造業での情報交換の基盤

第２章で紹介したモデル化などにより，工場内に設置
されている機器や設備などの静的情報（仕様や設置位置
など）を交換可能な形式で定義することが可能になる。
工場内ではそれらの機器や設備の間で動的な情報の交換
が行われているが，これらの情報は，温度・圧力・流量
のようなプロセス値，稼働時間・環境温度のような機器
の稼働状態を示す値など多岐にわたる。また，機器や設
備は遠隔地や防爆危険領域など多種多様な領域に設置さ
れており，それらから情報を収集する手段も多様である。
さらに，これらの情報を有効に利用するためには，利用
目的に応じた十分な通信速度が求められる。

このような状況の中，まず，機器自体をモデル化し，
そこから得られる情報の構造を定義することが必要とな
る。その一例が Open Platform Communications-Unified 
Architecture（OPC UA）という基盤を用いて情報モデル
を定義することで情報交換を容易に行うものであり，そ
の国際標準化が進められている (6)。また，現在では供給
可能な電力量の制限などのために低速通信しかできない
防爆エリアに対し，10 Mbps（将来的には 100 Mbps）
で 汎 用 Ethernet 通 信 を 実 現 で き る Ethernet-Advanced 
Physical Layer（APL）という技術の標準化も進んでいる。
さらに，無線の領域においては，コンシューマ向けの利
用が始まりつつある第５世代移動通信システム（5G）技
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術の工場内通信への応用が検討されている。本章では ,
これらの通信およびその関連技術について紹介する。

3.1 プラント全体の情報の高度化と統一を支える OPC UA
従来，工場内における機器や設備の情報は個別の点ご

との情報として扱われ（例：流量計 A から得られる流量，
モーター B の回転数），利用するアプリケーション側で
同一画面に表示するなどの工夫で , 見た目としての統合
を行ってきた。しかしながら，工場の運転効率の向上や
設備管理の効率化などのためには , これらの情報を対象
機器全体のモデルとして統合的に扱えることが望ましい

（例：流量計 A の全てのデータ，モーター B の全てのデー
タ）。また，そのモデル化もアプリケーションごとでな
く，生産システム全体（例：設備の稼働状態に基づいた
生産・保守計画の策定）や，ひいては経営システム（例：
Enterprise Resource Planning（ERP）などによる設備管理）
までを含めたものである方がそのメリットは大きい。

そのモデルを定義し，かつ，情報モデルのままでの情報
流通を可能にする技術として ,OPC UA が脚光を浴びてい
る。基盤技術としての OPC UA についてはすでに国際標準
化が完了しており，現在は各種情報モデルの国際標準化や
応用領域の拡張（高速実時間通信など）が進められている。

3.2 フィールド機器を進化させる通信物理層 Ethernet-APL
プロセス産業のプラントで使用されている通信技術

には長距離通信や防爆エリアでの動作などの要件を満た
すことが求められ，現状では，その要件を満足している
4-20 mA 出力によるアナログ通信や Foundation Fieldbus
などによる専用デジタル通信が使用されている。しかし
ながら，製造業での DX の実現のためには，十分な通信
スピードで多量の情報を機器から収集する必要がある。
その達成のために，汎用 Ethernet 技術をプロセス産業
のプラントにおいて利用可能とする Ethernet-APL の技
術開発および標準化が進んでいる。これは，単なる通信
の高速化および大容量化の実現にとどまらない。まず，
Ethernet が IT や組み立て産業の世界で培ってきた技術お
よびツールを活用可能とすることで，ネットワークのエ
ンジニアリングや保守の効率を飛躍的に向上させること
が可能となる。また，前項で述べた OPC UA による情報
モデルを使うことで，フィールドレベルから制御システ
ム，生産管理システム，さらには経営管理システムに至
るまで統一した情報を扱うことを可能にする。

3.3 工場のデジタル化を加速させる 5G 無線通信
安定した実時間の通信が求められる工場の現場にお

いては，無線通信はなかなか受け入れられてこなかっ
た。しかしながら，プロセス産業特有の要件を実装した
ISA100 Wireless なども登場し，工場の現場においても
無線通信が利用されることが増えてきている (7)。

移動体通信ネットワークの最新世代である 5G は，従
来のコンシューマ利用だけでなく，幅広い産業界におい
て利用される社会インフラとなることを目指して規格の
開発が進んでいる。一方，工場でもシステムやオペレー
ションのデジタル化が進んでおり，移動体を含むあらゆ
る機器を配線なしで接続できる無線通信の重要性はさら
に高まっている。製造業における活用という視点で，5G
技術の製造業における想定ユースケースの収集や，関連
する国際標準化活動への製造業からの要件のインプット
などが進んでいる。

4. 製造業におけるサステナビリティ実現への貢献

産業別のエネルギー起源の二酸化炭素排出量を見ると，
製造業がその９割を占めており，その中でも，鉄鋼業，
化学工業，窯業・土石製品製造業などのいわゆるプロセ
ス産業がそのほとんどを占めている (8)。このような産業
における工場のエネルギーマネジメントは，コストダウ
ンのみならず，サステナビリティ実現のためにも求めら
れている。また，プロセス産業では爆発物・有毒物など
の危険物を扱うことが多く，工場において事故が発生す
ると，人的・経済的損失の発生に加えて環境にも非常に
大きな影響を与えることになる。

横河電機は，エネルギーマネジメントやプラント安全
に関する国際標準化活動に長く取り組んできている。本
章では，その内容を紹介する。

4.1 エネルギーマネジメントに関する国際標準化
近年，省エネ・低炭素化の実現，エネルギー効率の向

上が求められている。工場はエネルギーの大消費者であ
るため，わずかな効率改善でも削減できるエネルギー量
は大きい。また，工場は，所有する自家発電設備を稼働
することで購入電力量を調整でき，さらにこの調整によ
り電力グリッドの需給バランスの維持にも貢献できる。
つまり，出力が変動しがちな再生可能エネルギーの利用
促進にもつながることが期待されている。このような工
場の活動を支援するために，エネルギー需要量の把握や
推定，最適化などを行う工場・プラントエネルギーマネ
ジメントシステム（Facility Energy Management System: 
FEMS）が導入されている。

省エネ活動の推進や工場内のエネルギー需給の最適化
に対し，ISO/TC301（エネルギーマネジメントと削減量
の計量）や IEC/TC65（工業用プロセス計測制御）では
さまざまな国際規格を開発している。横河電機は，組織
におけるエネルギーマネジメントの進捗度評価方法（ISO 
50011）や FEMS（IEC 63376）の国際規格提案を行っ
ている。これらの規格は，組織における省エネ活動の評
価や工場のエネルギーの最適化施策に適応した FEMS の
明確化を通し，工場の省エネ活動をさらに推進すること
が期待されている。
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4.2 プロセスプラントを安全に構築・運用するための枠組み
持続可能な社会を目指す上で，プラントの安全は大前

提である。プロセスプラントでの事故は，プラント内お
よびその近隣における人的被害に加え，経済的，および
環境的な損害を地球規模でもたらすことがあり，社会へ
の影響は甚大である。

重大事故への対応からプロセス安全に関する法規制が
議論され，また，リスク低減の概念や安全計装システム
の構築・運用による管理体制が枠組みとして認識される
ようになった。横河電機では，その国際標準化活動に長
年関わってきている。

5. おわりに

本稿では，横河電機の国際標準化活動を通じた社会共
通課題の解決への貢献を紹介した。横河電機は，本稿で
紹介した以外にも，制御システムのセキュリティなどの
要素技術の標準化や，スマートシティ / スマート社会の
実現へのビジネス的な貢献など，多くの活動にも関わっ
ている。

本特集号の読者の皆様がこの後に続く個別論文を読み
進める上で，製造業における国際標準化がどのような目
的と方向性で行われているかを理解する一助となれば幸
いである。
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