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Smart Manufacturing 実現のための重要な課題に Semantic Interoperability がある。これは，アーキテクチャ

の異なるシステムが情報を交換する際に，情報をその意味を損なわずに使用できる能力のことで，ただ「つながる」

だけでなく「分かり合える」ことを意味する。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・エレメントの構造とその利用規則を規定しており，生産

に関わる System of Systems のさまざまな情報を統合するために不可欠な，Smart Manufacturing の基盤となる

国際規格である。世界中の通信技術やツールなどが本標準に準拠することで，生産システムのデジタル表現（Digital 

Factory）の構築が可能となり，生産システムのライフ・サイクル全体にわたるすべての関与者が常に最新の状

態に維持された情報を利用できるようになる。本稿では，Digital Factory framework の規格概要に加え，Smart 

Manufacturing における国際標準化の重要性とその活動への横河の取り組みを紹介する。

“Smart Manufacturing” is an internationally agreed concept of an ideal state of the 
manufacturing industry. To achieve this, systems with different architectures must exchange 
information without compromising its meaning. In other words, systems must not only connect 
to, but also understand, each other. This crucial requirement is called semantic interoperability. 
The Digital Factory framework is an international standard that Yokogawa has contributed to its 
development. Its purpose is to achieve semantic interoperability and thus establish a foundation 
for Smart Manufacturing. This standard defines the structure of common model elements and 
their usage rules based on common concept dictionaries and integrates various information of a 
“system of systems” related to production. When related implementation technologies worldwide 
comply with this standard, digital information representing production systems (Digital Factories) 
will be available to all parties throughout the lifecycle of production systems while keeping up-
to-date. This paper outlines the Digital Factory framework, the significance of international 
standardization for Smart Manufacturing, and Yokogawa’s commitment to this effort.

1. はじめに

社会・経済がグローバル化するとともに，ビジネス価
値の重心がモノから情報へとシフトする中で，国際社会
は，情報爆発，知の継承問題，脱炭素社会，SDGs への対
応など，多くの課題に直面している。AI やロボティクス，
IoT（Internet of Things）などの新しい技術がこれらの
課題を解決する手段となり得るという期待がある一方で， 

セキュリティや安全を脅かし，雇用不安などの新たな問
題を引き起こすのではないかという懸念もある。このよ
うな状況のなか，先進各国はグローバルな社会・経済エ
コシステムの構築を目指す活動を開始している。欧州委
員会が提唱する Shaping Europe’s digital future(1) とそれ
に関連する GAIA-X(2)，日本政府が推進している Society 
5.0(3) といった政策が代表的な例である。

製造業においても，このような社会・経済の変化への
対応が求められており，Smart Manufacturing というコ
ンセプトがさまざまな場面において国際的に議論される
ようになった。

本稿で紹介する Digital Factory framework は，この
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Smart Manufacturing を実現するための基盤となる技術
を規定した国際規格の一つである。

2. Smart Manufacturing と国際標準化

Smart Manufacturing は，製造業の将来のあるべき姿
を国際共通認識として示すコンセプトであり，製造業の
バリュー・チェーンと製品や生産システムのライフ・サ
イクル全体をカバーする。Smart Manufacturing は，デ
ジタル技術を活用し多種多様なシステムをつなげること
で，新しい付加価値を生み出すことを目的とする。その
ためには，システム同士が単に「つながる」だけでなく，
互いに「分かり合える」ことが前提条件となる。

国 際 標 準 化 機 関 で あ る ISO(4) と IEC(5) は Smart 
Manufacturing を次のように定義している（原文は英語，
訳は筆者による）。
「サイバー，物理，および人間の領域でプロセスとリソー

スを統合的かつインテリジェントに使用して製品とサー
ビスを生成および提供し，企業群のバリュー・チェーン
内の他のドメイン i とも連携して，そのパフォーマンス ii 

を改善する製造形態」
この定義からもわかるように，製造パフォーマンスの

向上には経営情報との連携が不可欠であり，それにより
最終的に経営パフォーマンスを向上させることが企業の
本来の目的である。これは，製造にかかわるサプライ・
チェーンのすべての要素が連携してこそ達成できるもの
である。現在のグローバリゼーションが進んだ製造業の
サプライ・チェーンは，一国内にとどまらず世界全体に
広がっている。Smart Manufacturing の実現には，国や
地域，業種・業態，役割などの壁を越えた，言語や文化
に依存しない世界共通の定義とそれに基づくルールの確
立，つまり国際標準化が必要である。

ド イ ツ が 掲 げ る Industrie 4.0(6) は， 大 ま か に 言 う
と Smart Manufacturing を実現するための活動である。
Smart Manufacturing における国際標準化の重要性は，
この Industrie 4.0 の基軸として国際標準化が位置付けら
れていること，また，EU のみならず，米国，中国，日本
など多くの国々が Industrie 4.0 との連携を表明している
ことからも裏付けられる。つまり，国際標準化は，Smart 
Manufacturing 実現のための世界共通の重要施策という
ことになる。

企業やコンソーシアムごとに独自にボトムアップ
で Smart Manufacturing に 取 り 組 ん で い く こ と も 重
要ではある。しかし，国際標準化に無頓着でいること
は，特定の地域や技術に依存した狭小化された Smart 

i   製造に加え，エンジニアリング，ロジスティクス，マーケテ
ィング，調達，販売など，企業が特定する他のドメインが含
まれる。

ii   俊敏性，効率性，安全性，セキュリティ，サステナビリティ，
または企業が特定する他のパフォーマンス指標が含まれる。

Manufacturing しか実現できず，他国の企業や顧客との
情報連携もできない孤立した状態，つまりガラパゴス化
のリスクを生じる可能性が否めない。

Smart Manufacturing の た め の 国 際 標 準 化 が 担 う
役割として特に注目されているのが，国際的な孤立
を回避してグローバルな連携を可能にする Semantic 
Interoperability の実現である。

3. Semantic Interoperability の課題

Semantic Interoperability の重要性は，2019 年に IEC 
Market Strategy Board に よ っ て 発 行 さ れ た “Semantic 
interoperability: challenges in the digital transformation 
age” という White Paper(7) に見ることができる（英語版
と日本語版が提供されている）。

こ の White Paper で 紹 介 さ れ て い る Semantic 
Interoperability の定義は，「データを曖昧さのない共通
の意味として交換するコンピュータシステムの能力」と

「機械が演算可能な論理，推論，知識発見および情報シス
テム間でのデータ連携を可能にする要件」であるが，こ
れには当然のことながら，機械同士が分かり合えるだけ
でなく，機械が読み取った情報を人間が理解できること
も含まれている。Semantic Interoperability は，アーキ
テクチャの異なる（異なる言語やプロトコルを使用する）
システム同士が情報交換し，交換した情報を，情報の意
味を損なわずに使用できる能力のことである。つまり，
国や地域，業種・業態，役割などの壁を越え，言語や文
化に依存せず，システム同士が，ただ「つながる」だけ
ではなく「分かり合える」ことを意味しており，これま
で述べてきた Smart Manufacturing の実現に不可欠な要
素である。

製造業のグローバリゼーションが進む現在では，企業
や国の境界を越えたサプライ・チェーンは当たり前になっ
ている。例えば，フランスの企業が設計し，バングラデシュ
とブラジルの企業で製造した部品を中国の企業が組み立
てて，日本で販売するというようなことはもはや珍しく
ない。この例で，サプライ・チェーン内の各々が使用し
ているツールや仕組みは，各々の文化に対応したアーキ
テクチャで構成されていると考えられる。このサプライ・
チェーンが固定化されている状態であれば，関連企業内
の努力で連携を維持することは可能である。しかしな
がら，COVID-19 のような感染症の世界的流行や自然災
害，政変，技術革新など，VUCA（Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity）の時代と言われる現代では，
突然，そのサプライ・チェーンを変更しなければならな
い事態が起こり得る。これは，例外なく多くの企業が直
面する問題であろう。このような状況に対応するために
は，特定の企業内や固定化されたサプライ・チェーン内
に限らず，実装技術に依存しない，オープンで多様な選
択肢の中から，いつでも最適なサプライ・チェーンの要
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素を選択でき，最小限の時間と労力で取り換えることが
できるグローバルな仕組みが必要である。つまり，フレ
キシブルな水平分業を可能にし，バリュ－・チェーンの
最適化を行うためには，製品のライフ・サイクルと生産
システムのライフ・サイクル（計画・設計から廃棄ま
で）の両方を通して情報を統合し，各ステークホルダー
がその情報をシームレスに利活用できること，すなわち，
Semantic Interoperability が必要なのである。

現状，Semantic Interoperability の確立には以下の障害
がある。

 �情報の分散化
製造システムの情報が各種図面やリストに分散されて
いる
 �情報の断片化
例えデジタル化された情報であっても別々のソフト
ウェア・システムに内包されているため，異なるシス
テムで使用する場合にはデータの再入力や変換が必要
となる
 �情報の分断化
あるシステムで更新された最新の情報が，別のシステ
ム上の同一のデータに自動的に反映されない
現状では，多くの人の介在が余儀なくされている。一

方，デジタル化による情報爆発も深刻な問題であり，人
が処理できる能力を超えた膨大な情報が溢れている。
こ の 情 報 爆 発 か ら 人 を 解 放 す る た め に も，Semantic 
Interoperability の 確 立 が 求 め ら れ る。 こ れ は，Smart 
Manufacturing の実現のために解決すべき根本的かつ大
きな課題でもある。

4. Digital Factory framework が実現すること

異なるシステム同士が理解し合う，つまり Semantic 
Interoperability を確立するためには，識別可能で理解
可能な概念が定義された辞書（IEC 61360-4 - Common 
Data Dictionary(8) など）と，その共有された概念を組み
合わせて複雑な情報として使用するための構造を共有で
きる仕組みが必要である。

Digital Factory framework は，共通の概念辞書に基づ
いた共通のモデル・エレメントの構造と，その利用規則
を規定した国際規格である。各構成要素の共通の構造（モ
デル）とその使用ルールに基づいて，辞書に定義された
概念を使用することにより，アーキテクチャの異なるさ
まざまなシステムが，つながり，分かり合えるようになる。

世界中の通信技術やツールなどが本標準に準拠するこ
とで，生産システムのデジタル表現（Digital Factory）の
構築と，生産システムのライフ・サイクル全体にわたっ
て情報を常に最新の状態に維持することが可能となり，
あらゆる関与者がその情報をいつでも共有し活用できる
ようになる。

生産システムのデジタル表現と定義される Digital 

Factory は，単純なデジタル表現技術を表すものではな
く，情報の分散化，断片化，分断化といった Semantic 
Interoperability の障害を解消するためのものである。設
計，施工を経て，引き渡された生産システムの情報をデ
ジタル化した完成図書は Digital Factory として，生産シ
ステムのライフ・サイクル全体にわたり関与する企業の
さまざまな活動やソフトウェア・プログラム間で共有さ
れる。また，あらゆる場面で行われた追加，削除，変更も，
常に最新の状態に更新される。これにより，設計，調達，
工事，エンジニアリングやコミッショニング効率の向上
はもちろんのこと，保守においても，生産装置の点検履
歴や不具合情報を参照したり，スペアパーツの在庫情報
を確認したり，メンテナンス計画の立案を効率的に行う
など，さまざまな場面で活用されるようになる。このよ
うな生産システムのライフ・サイクルにおける Digital 
Factory と企業活動の関係を，図 1 に示す。

また，企業は将来の生産システムの改造時にも，その
情報を活用することができる。これまでは，システムの
改造を行おうとする時には，引き渡し当初の完成図書は
陳腐化していることが多かった。その結果，現状の生産
システムの状態を把握し，文書化することに膨大な時間
と労力を要していた。Digital Factory framework を活用
し，Semantic Interoperability が確立されれば，それらの
時間と労力を大幅に削減することができる。

図 1 Digital Factory と企業活動の関係

5. Digital Factory framework 規格概要

IEC TC 65/WG 16 で開発され，2020 年 10 月に発行
された国際規格IEC 62832 Digital Factory frameworkは，
生産システム全体のデジタル表現を構築するのに必要な
モデル・エレメントの基本構造とその利用ルールを提供
している。以下の３つのパートから構成されている。

 ● IEC 62832-1 General principles（パート１）(9)

 ● IEC 62832-2 Model elements（パート２）(10)

 ● IEC 62832-3 Application of Digital Factory for life cycle 
management of production systems（パート３）(11)

Digital Factory
（デジタル表現）

生産システム

構想／設計 施工 運用／保全 廃棄

生産システムのライフサイクル

設計

施工

フェーズ

企業活動

活動出力

活動入力

計画 実在

運転
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Smart Manufacturing に関連する開発中の国際規格や
仕様などの多くがデータ辞書そのものや，システム構成，
通信／情報セキュリティ，ハードウエア／ソフトウエ
ア実装を含むシステムを規定しているのに対し，Digital 
Factory framework は，これらのシステムを越えて情報
を統合するための規格として開発された。

以下にその内容を示す。

5.1 生産システムのデジタル表現
前述の通り，Digital Factory は生産システムのデジタ

ル表現を意味している。現実の生産システムの装置など
の個々のアセット（資産）は “DF asset” というモデル・
エレメントで表される。“DF asset” は，アセットの特性
だけでなく，その役割も表すことができる。それらのア
セット間の関係は “DF asset link” と呼ばれるモデル・エ
レメントにより表される。つまり，Digital Factory とは 
“DF asset link” でつながった “DF asset” の集まりであり，
“Digital Factory” というモデル・エレメントで表される。
図 2 に，単純な Digital Factory の例を示す。

図 2 単純な Digital Factory の例

5.2 Digital Factory framework の構造
Digital Factory framework の基本構造を図 3 に示す。

生産システムを所有する企業は，Digital Factory を構築

し，管理するために，“DF dictionary” と “DF library” を
作成する。“DF dictionary” は，生産システムを所有する
企業の固有の辞書であり，国際標準化組織やコンソーシ
アム，もしくはアセットの製造者によって管理される概
念辞書に基づいて作成される。“DF library” は，生産シス
テムを所有する企業が持つ固有の社内設備マスタ・デー
タであり，アセット製造者が提供するサプライヤ・ライ
ブラリから選択した必要なアセットの仕様などの情報

（製品カタログ・データ）を組み込んで作成される。“DF 
library” の情報は “DF dictionary” によって解釈される。

図 3 Digital Factory framework の基本構造

5.3 モデル・エレメントとデータ・エレメント
モデル・エレメント（“Digital Factory”，“DF dictionary”，

“DF library” など）と，モデル・エレメントを定義するた
めのデータ・エレメント・タイプの構造が，この国際規格
IEC 62832 のパート２に定義されている。実装の柔軟性と
拡張性を確保するために，モデル・エレメントの形式は規
定されていない。

Semantic Interoperability の鍵となる重要なデータ・
エレメントとして， “concept identifier” （概念識別子）が
ある。これは，辞書に含まれる個々のエントリに対して
世界で一意に決定される識別子である。この統一された
識別子の形式を採用することにより，言語や文化に依存
せず，世界中の誰もが正確に各概念を識別できることを
目的としている。Digital Factory framework に採用され
ている concept identifier は，ISO TS 29002-5 Exchange 
of characteristic data – Part 5: Identification scheme(12)

に規定されている IRDI (International Registration Data 
Identifier) に適合している。

図 4 は，３つのレベルにおけるモデル・エレメント間
の典型的な関係を示している。“Digital Factory” の “DF 
asset” は，実際に設置された（または，設置される予定
の）それぞれのアセットを表しており（例：タグ・ナン
バー [FT-101 など ] や製造番号を与えられたもの），“DF 
library” の “DF asset Class” から派生している。“DF asset 
Class” は，アセットの型式別の特性や性能を表してお
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り，“DF asset Class Definition” から派生している（例：
digitalYEWFLO）。“DF asset Class Definition” は，“DF 
asset Class” が持つ可能性のあるすべての機能と特性の仕
様項目を定義している（例：渦流量計）。“DF asset Class” 
は，アセットの特定の型式の仕様を，“DF asset Class 
Definition” の中の該当するすべての仕様項目と，それに
対応する値を用いて表している。“DF asset” は，対応す
る “DF asset Class” を基に個体や製造者の識別子やアプリ
ケーション固有の機能，特性，パラメータなどを加えて，
記述している。

図 4 代表的なモデル・エレメントの関係

5.4 Digital Factory framework の使用規則
この国際規格 IEC 62832 のパート３は，ライフ・サイ

クルを通して生産システムの情報を管理するために必要
な，以下の機能に関する Digital Factory framework の使
用ルールを規定している。

 ● “Digital Factory” による生産システムの表現
 ● “DF asset” によるアセットとその役割の表現

 ● “DF asset link” によるアセット間の関係の表現
 ● アセットの階層構造の表現
 ● 関連するアセット間の互換性の確認
 ● モデル・エレメントの相互派生

6. 国際標準化に向けた横河電機の取り組み

Digital Factory のための国際規格 IEC 62832 の開発
は，「デジタル・トランスフォーメーション」や「デジ
タル・ツイン」という言葉が一般には知られておらず，
Semantic Interoperability の概念もまだあまり認識されて
いなかった 2011 年から行われている。横河電機は，当
初から国際エキスパート（技術専門委員）として本規格
の開発に中心的にかかわり，多くの議論を重ね，用語の
定義や具体的なモデル構造の提案など，多大な貢献を行っ
てきた。その結果，IEC 中央事務局でもこの国際標準化
の重要性が認められ，IEC の Supporting document(13) と
して概要が紹介された他，IEC の News(14) やブログ (15)，
SNS(16)(17)(18) などでも広く紹介されている。また，国内で
は，日本電気計測器工業会（JEMIMA）会報 (19) にも活動
報告が掲載されているので参照されたい。横河電機は規
格開発のみならず，これらの普及活動にも大きく貢献し
ている。

しかしながら，製造業の抱える課題は多く，Smart 
Manufacturing 実現の課題も同様である。バズワードの
氾濫や情報爆発など，社会を混沌とさせる問題が後を絶
たない現代において，国際標準化はその対象および形態
をも大きく変化させながら，さらに重要性を増していく
と考えられている。当社は，国際標準化活動において高
いプレゼンスを維持し，Smart Manufacturing 関連のみ
ならず，社会に秩序をもたらす，さまざまな領域での適
正な国際規格の開発に貢献していく所存である。

7. おわりに

Digital Factory framework の目的は，抽象度の高いレ
ベルでの国際規格やフォーラム規格（IEC Common Data 
Dictionary などの概念辞書）と，生産システムの実装に直
接使用されるレベルでの国際規格やフォーラム規格（タ
イプおよびインスタンスのレベルの AutomationML(20)(21)

など）との間の橋渡しをすることである。現在開発中の
Smart Manufacturing 関連のさまざまな国際規格や，ドイ
ツの Standardization Council Industrie 4.0 が発行してい
るGerman Standardization Roadmap Industrie 4.0(22)でも，
Digital Factory framework が参照されている。

今 後 開 発 さ れ る， ま た は 開 発 中 の 多 く の Smart 
Manufacturing 実 装 技 術 や 関 連 ツ ー ル な ど が，Digital 
Factory framework に 準 拠 し た 構 造 を 持 つ こ と に
よ り， 個 々 の 実 装 技 術 や ツ ー ル を 超 え た Semantic 
Interoperability を確立し，Smart Manufacturing の実現
につながることを期待してやまない。
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例：FT-101

例：digitalYEWFLO
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モデル・エレメントとデータ・エレメントの名称は，
規格で使用されている PascalCase で表記されている。
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* digitalYEWFLO は，横河電機株式会社の登録商標です。
* その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および

ロゴ等は，横河電機株式会社，各社または各団体の登録商標また
は商標です。
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