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近年，ユーザからの要件は多様化しており，単一ベンダのソリューションで応えることが難しくなってきてい

る。分散制御システム（Distributed Control System: DCS）やプログラマブルロジックコントローラ（Programmable 

Logic Controller: PLC）計装などの制御システムは，オープンな産業用通信プロトコルを採用することで異なる

ベンダのコンポーネントやシステムの相互運用性を高めてきたが，これらのプロトコル間の互換性自体が低いた

め，各コンポーネントが取り扱う情報も異なるプロトコルを採用するベンダ同士では互換性の低い形式で生成，

蓄積，転送されている。このような中，多くのベンダやユーザから注目を集めているのが，相互運用のための

Open Platform Communications Unified Architecture（OPC UA）と，それに関連する国際規格である。本稿では，

OPC UA がプラントを構成するコンポーネントやシステムの相互運用性の向上という課題に対してどのように貢

献していくのか，その現状と横河電機としての将来の展望を紹介する。

Since it is becoming increasingly difficult for a single vendor to meet diversifying user 
requirements by itself, interoperability among multi-vendor components and control systems 
such as distributed control systems (DCS) and programmable logic controllers (PLC) has been 
improved by adopting open industrial communication protocols. However, these protocols, and 
the information generated, stored, and transferred, are not fully compatible with each other. 
Accordingly, the open platform communications unified architecture (OPC UA) and related 
international standards are attracting attention from many vendors and users as a key to high 
interoperability. This paper introduces how OPC UA improves interoperability among plant 
components and systems and describes Yokogawa’s prospect.

1. はじめに

近年，Distributed Control System（DCS）や Programmable  
Logic Controller（PLC） 計 装 な ど の 制 御 シ ス テ ム は，
Vnet/IP，PROFINET，EtherNet/IP などに代表されるオー
プンな産業用通信プロトコルを通信技術として採用して
おり，異なるベンダのコンポーネントやシステムの相互
運用性を高めてきた。しかしながら，それぞれの産業用
通信プロトコル間の互換性自体が低いため，各コンポー
ネントが取り扱う制御データ，設備情報，エンジニアリ
ングデータなども異なるプロトコルを採用するベンダ同
士では，互換性の低い形式で生成，蓄積，転送されてい
る。このような背景において，横河電機は，昨今のスマー
トマニュファクチャリングの潮流の中でプラントの自動
化を進め，複数ドメインを効率的に「つなぐ」取り組み

を展開している。本稿では，プラントを構成するコンポー
ネントやシステムの相互運用性の向上という課題を分析
し，標準化の視点から横河電機としての将来の展望を紹
介する。

2. 産業レベルの相互運用

2.1 システムやコンポーネントの相互運用における課題
プラントを構成する機器やシステムは，図 1 に示すと

おり，その役割に応じて International Electrotechnical 
Commission（IEC）による国際規格である IEC 62264 で
定義される機能階層モデル (1) の各ドメインに配置される。
各ドメインは，そのドメインに特有の要件・制約を満た
すコンポーネントやシステムで構成され，それぞれが相
互運用（水平統合）されることでドメインの役割を果た
している。一方，プラント操業システムは，全てのドメ
インを統合して構成されるため，ドメインをまたいだ相
互運用（垂直統合）が求められる。現状として，このよ
うな垂直・水平統合はそれぞれのドメイン内やドメイン
境界に特有の技術で実現されており，機能階層モデル全
体の相互運用を実現するためには，ドメイン固有の知識

19 85

*1 マーケティング本部 渉外・標準化戦略センター 
標準化戦略２部

*2 マーケティング本部 渉外・標準化戦略センター 
標準化戦略１部



プラント全体の情報の相互運用性を支える共通の仕組み

横河技報 Vol.64 No.2 (2021) 2086

の共通理解が求められる。
このように，コンポーネントやシステム間で互いのデー

タを効率的に利活用するには，物理的な相互接続に加え
て，コミュニケーションを成立させる知識（データの意
味や構造）の共有が必要となる。これを達成するために，
これまでは，エンジニアが製品ドキュメントを基に，シ
ステムが公開するデータの意味や構造，およびデータ間
の関係を把握し，その知識をプログラミングやエンジニ
アリングなどの作業を介してシステムに組み込んできた。
このような作業は人的労力に依存するため，効率，品質，
拡張性の観点から，効率的なデータ利活用を阻害する要
因となる。

図 1 機能階層モデルの概要

2.2 産業レベルの相互運用を実現する OPC UA
このような中，主要な Operational Technology（OT）ベ

ンダを始め，多くの Information Technology（IT）ベンダ
やユーザが相互運用のための技術として注目しているの
が，Open Platform Communications Unified Architecture 

（OPC UA）である。OPC UA は相互運用のための接続フ
レームワークであり，産業用システムに必須である安全
性，信頼性，堅牢性を考慮した産業レベルの相互運用性
を提供するもので，その国際規格としては IEC 62541 が
発行されている。

産業レベルの相互運用は，３つの技術コンセプトによ
り実現されている。一つ目は，物理的な接続性である。
OPC UA は，アプリケーションに対して統一したサービ
スモデルを公開しており，それを利用することでドメイ
ンに最適な接続形態を選択できる。これにより，通信技
術とアプリケーションのライフサイクルを分離でき，ア
プリケーションの価値を長期間維持できるメリットも生
まれる。

二つ目は，論理的な接続性（データのモデリング）で
ある。図 2 に示すとおり，OPC UA は，ドメイン知識を
体系化するメタモデル (2)（情報モデルの記述規則）を規
定している。このメタモデルではモデリング対象はオブ
ジェクトとして扱われ，その要素にデータ変数，メソッド，

イベントなどを定義することができる。これにより，モ
デリング対象のデータ構成だけなく，アクションやイベ
ントも記述できる。また，オブジェクト間の参照も定義
可能であるため，モデリング対象となるオブジェクト間
の関係も定義できる。各ドメインの専門家は，このメタ
モデルに従ってドメイン知識を情報モデルとして記述す
る。情報モデルを文書に記述する際は，OPC UA 専用の
記法を利用する。また，アプリケーションに実装する際は，
情報モデルを記述するための XML-Schema が用意されて
いる。三つ目は，セキュリティであるが，本稿で取り上
げている課題との関連性が低いため，ここでは紹介を省
略する。

図 2 OPC UA メタモデル

前述の二つ目の情報モデルの例として，図 3 に示す
OPC 30081（OPC UA for Process Automation Devices-
Device Information Model：PA-DIM）を紹介する (3)。PA-
DIM は，Process Automation（PA） デ バ イ ス の 構 成 を
フィールドバス非依存な形式で情報モデルとして記述し
たものである。一般的に，デバイスにはコンフィギュレー
ション，オペレーション，診断といった複数の側面があり，
これらの側面を独立したインタフェース（抽象オブジェ
クト）として規定している。各インタフェースには，デー
タ変数やメソッドが規定される。また，PA-DIM は，デー
タ変数を外部辞書（Common Data Dictionary など）で定
義されるデータ要素の意味と関連付けできるように設計
されており，情報の持つ意味を含めた情報の相互運用性
を高めることができる (4)。

図 3 情報モデルの例（PA-DIM）
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このように，産業レベルの相互運用を実現する基盤
技術の標準化が進められており，更に，ドメインの専門
家 や 標 準 化 団 体（Standard Development Organization: 
SDO）が連携することにより，各ドメインで利用可能な
情報モデルの標準化も進められている。この情報モデル
を利用することで，ドメイン内だけでなく，クロスドメ
インによる情報交換も可能となる。

以降の章では，OPC UA を利用した垂直統合と水平統
合の取り組みとして，それぞれ FDT（Field Device Tool）
Group に よ る FITS（FDT IIoT Server） と OPC Field Level 
Communications Initiativeによる OPC UA FX（Field eXchange） 
について紹介する。FITS は FDT という既存の技術と OPC 
UA を組み合わせた例として，また，OPC UA FX は相互
運用性を更に高めるための OPC UA 基本仕様の拡張の例
として，OPC UA の高い可能性を示唆するものである。

3. FITS

3.1 FDT 技術について
フィールド機器が持つパラメータや診断機能を利用し

たアセット管理に，2000 年ごろから利用されるように
なったのが FDT 技術である。FDT は，フィールド機器の
アプリケーションを統合するソフトウェアインタフェー
スの標準である。センサーやアクチュエータのフィール
ド機器だけでなく，ネットワークトポロジを構成する通
信アダプタやネットワークゲートウェイ機器も含め，ベ
ンダおよび通信プロトコルを横断して統合する技術であ
り，国際標準規格としては IEC62453 がある。

フィールド機器や通信機器の機能をサポートする各
機 器 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は，FDT/DTM（Device Type 
Manager）という FDT 仕様で標準化された PC（Personal 
Computer）のソフトウェアコンポーネントとして，機器
ベンダから提供される。これらの DTM を統合するホス
トシステムは FDT フレームアプリケーションと呼ばれ，
機器のエンジニアリング，コミッショニング，保守の各
ツールの中で利用されている。

横河電機では，FDT 技術を応用した製品を開発して
おり，スタンドアローンのフィールド機器設定ソフト
ウェアとして，FieldMate を 2006 年にリリースした。
FieldMate は，多くの通信プロトコルをサポートしており，
現在 HART，FOUNDATION Fieldbus，ISA100.11a，およ
び Modbus を標準としてサポートしている。また，通信
機器ベンダが提供する通信 DTM を使用することで，上
記以外の通信プロトコルを用いている機器も利用が可能
である。

さらに，横河電機の統合機器管理ソフトウェアパッケー
ジ PRM にも FDT フレームアプリケーションの機能が組
み込まれており，FieldMate と同様，多くの機器におい
て利用することができる。

3.2 FDT 標準のスコープの拡張
FDT 標準は，フィールド機器とそのホストシステムと

のアプリケーション層におけるインタフェースを焦点と
しており，図 4 の（1）に示すとおり，IEC 62264 で定
義される生産システムの機能階層モデルのレベル１およ
びレベル２がそのスコープであった。

2010 年ごろから Internet of Things（IoT）が叫ばれる
ようになると，フィールド機器のクリティカルなデータ
を，レベル２のコントロールシステムやアセット管理シ
ステムのみならず，生産実行システムやエンタープライ
ズレベルへと提供できる仕組みが求められるようになっ
た。この場合，プラントフロアからファイヤーウォール
を越え，セキュアな方法でデータを上位システムに伝え
る垂直統合が求められ，それと同時に，プラントを越え
てリモートからフィールド機器にアクセスする要求も現
実的なものとなってきた。

図 4 FDT 標準のスコープ拡張

このような背景から，FDT 技術を開発・管理する団体
である FDT Group は，Industrial Internet of Things （IIoT）
に向けて FDT 標準のスコープを図 4 の（2）のように拡
張した。具体的には，これまでの FDT フレームアプリケー
ションに機器統合情報モデルを定義して追加し，OPC 
UA サービスを利用して上位システムとのデータ交換を
可能にした。FDT Group は，この拡張した FDT 仕様を
FDT3.0 とし，その仕様と関連ツールのリリースを 2020
年 6 月に発表した。FDT3.0 では，これまで Windows に
特化した実装技術を，プラットフォームに依存しない
技術に変え，さらにユーザインタフェースの実装には
HTML5/JavaScript を採用することにより，多くのブラ
ウザ上での実行を可能とした。

また，FDT Group は，FDT3.0 仕様を実装したホスト
システムをベースとした FITS コンポーネントも同時にリ
リースした。FITS では，FDT3.0 ホストシステムで管理
されるフィールド機器のアプリケーションソフトウェア
である DTM の機器データにアクセスし，これを機器情
報モデルに展開して情報を開示するために OPC UA サー

（1）従来のFDT標準のスコープ （2）拡張されたFDT標準のスコープ
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バを実装している。OPC UA サーバの追加により，これ
まで FDT ホストシステムのみで利用されてきた機器デー
タは，OPC UA クライアントに開示され，エンタープラ
イズレベルでの利用も可能となった。また，FITS では
Web サーバも同時に実装しており，このサーバを通すこ
とで，FDT ホストシステムと DTM のユーザインタフェー
スを，クライアントマシンのブラウザ上で操作すること
が可能となった。

OPC UA によるエンタープライズレベルでの機器デー
タへのアクセス，Web ブラウザによるリモートからの
機器操作によって，ドメインをまたいだ垂直統合が実現
され，FDT 技術の利用範囲が拡大した。また，実装にあ
たっては .NET Standard オブジェクトを採用したことで，
Windows 以外のプラットフォームでの展開も可能となり，
たとえば Linux を使って FITS をエッジデバイス上に展開
することで少数のフィールド機器の常時監視などが可能
となる。また，図 5 に示すように，FITS をクラウド上で
動作させることで，これまでオンプレミスでの利用に限
定されていたアセット管理が，FDT as a Service のような
形でオフプレミスでも利用することができるようになる。

図 5 クラウド上で動作する FDT IIoT サーバ

FDT 技術を使用したホストシステムやこれをサポート
する DTM を提供するフィールド機器には，すでに多く
のインストールベースがある。FITS は，これらの投資を
生かし，FDT3.0 による新たな付加価値をもってインス
トールベースを強化し，スマートマニュファクチャリン
グの要求に応えている。

このように，FITS は，新設のプラントだけでなく既設
のプラントのスマート化にも対応したソリューションを
提供している。

3.3 FDT の将来性
FDT 仕様では，DTM が持つ機器の情報モデルを独自に

定義している。この情報モデルを OPC UA の機器情報モ
デルにマッピングするための標準化が FDT Group と OPC

協議会の合同で行われ，現在 IEC 62453-71 として国際
標準化の作業が進められている。これにより，情報その
ものの相互運用性が高まることが期待できる。

ベンダは FITS を使って，エンタープライズレベルでの
アセット管理，AI を使った高度なフィールド機器の診断
などの様々なソリューションを検討している。FITS をプ
ラットフォームとしたスマートマニュファクチャリング
におけるアプリケーションの展開が期待されている。

4. OPC UA FX

4.1 OPC UA FX の背景
OPC UA は，IT と の 親 和 性 の 高 さ を 活 か し， 主 に

Human Machine Interface（HMI）などよりも上位の階
層（ドメイン）において利用されてきた。しかし，プラ
ントのあらゆる階層において，マルチベンダの機器同士
の相互運用性とシームレスな情報アクセスを実現するた
めには，図 6 に示すようなコントローラーやデバイスな
どのレベル１および２のコミュニケーションに対しても，
OPC UA を適用できる必要がある。

図 6 レベル１および２のコミュニケーション

その際，現状 IT をベースにしているネットワークの性
能や信頼性に起因する通信性能面の課題，およびフィー
ルドにおける多様なアプリケーション同士の情報のやり
取りとそのエンジニアリング手順などにおける相互運用
上の課題が認識されている。OPC UA FX は，OPC UA の
基本標準仕様を拡張することでこれらの課題を解決しよ
うとしている。本章では，OPC UA FX が何をどのように
解決しようとしているのかを示す。

4.2 通信の性能と品質の向上
OPC UA FX は，伝送遅延やパケットロスなどが致命的

な問題となりうる重要度の高いアプリケーションに対し，
必要十分な通信の品質（Quality of Service: QoS）を提供
できないという OPC UA の一つめの課題を解決する。

OPC UA は，信頼性は高いが伝送遅延やオーバヘッドの
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大 き い Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
（TCP/IP）をベースとした Client/Server 型に加えて，信
頼性は低いが伝送遅延やオーバヘッドの小さい User 
Datagram Protocol/Internet Protocol（UDP/IP） な ど を
ベースとした PubSub（Publish-Subscribe）型のコミュ
ニケーションモデルをサポートしている。この中で，
PubSub コミュニケーションモデルは低遅延で多数の宛
先にデータを送付する必要のある Machine-to-Machine
通信や，IIoT におけるデバイス - クラウド間通信などへ
の利用を想定して開発されたが，下位のネットワークに
Ethernet や Wi-Fi などの IT ベースのネットワークを利用
している限りは，ベストエフォートの通信性能しか提供
できない。

OPC UA FX では，Ethernet における優先度ベースの
QoS 機 能 や，Time-Sensitive Networking（TSN） や 5G
などのより OT に適したネットワーク技術を OPC UA と
組み合わせて利用することにより，通信の性能面や品質
を大幅に強化する。当然ながら，これらの対応は単に新
しいネットワーク上にデータを流すだけに留まらない。
OPC UA FX では，送信側と受信側のアプリケーション
ごとに異なる QoS 要件と実際の能力について自動ネゴシ
エーションを行い，コミュニケーションモデルやネット
ワークなどの各レイヤにおける半自動的な QoS 設定，お
よびその運用を実現する。具体的には，図 7 に示すよ
うに，アプリケーションレイヤにおいて設定したアプリ
ケーション QoS が，下位のレイヤにおいてそれぞれ最適
な QoS 設定へと変換・マッピングされる。これにより，
フィールドレベルの OPC UA アプリケーションが，低遅
延で Deterministic かつ高信頼な通信サービスを要件に合
わせた適切な性能で利用できるようになる。

図 7 異なるレイヤ間の QoS マッピング

さらに，TSN や TSN 互換の QoS 機能を提供する 5G な
どのネットワークを活用すると，様々な通信トラフィッ
クを同一ネットワーク上で安全に（それぞれの通信の性
能や品質が保障された状態で）共存させることが可能に
なる。これにより，映像や Web ブラウジングなどの IT
通信と，OPC UA などの OT 通信が同一のネットワーク上
で共存できるようになる（IT-OT 融合）。また，OPC UA 
FX におけるネットワークとその設定に関する仕様は，各

種産業用 Ethernet 向けに TSN の機能やデフォルト設定
値，コンフィグレーション方法などを統一する目的で開
発が進んでいる Industrial Automation（IA）向けの TSN
プロファイル（IEC/IEEE 60802）へ準拠する方向で調整
されており， 図 8 に示すように，同一ネットワーク上で
OPC UA FX とその他の産業用 Ethernet が共存できるよ
うになる（OT-OT 融合）。これらは，レベル 1 および２
における異なるベンダのコンポーネントやシステム同士
の相互運用（水平統合）の実現に大きく寄与する。

図 8 ネットワークの OT-OT 融合

4.3 異なる情報モデル間の相互運用性の実現
OPC UA FX は，多様な機器やアプリケーションが存在

するフィールドにおいてコンポーネント間の相互運用性
が低いという OPC UA の二つ目の課題を解決する。相互
運用性の大きな阻害要因としては，Factory Automation

（FA）と Process Automation（PA）に代表される業種の相
違，アプリケーションがサポートしている情報モデル同
士の相違，機器やアプリケーションを提供しているベン
ダの相違などが挙げられる。特に，情報モデルの違いに
より各情報の意味や表現方法が異なる場合や，ベンダの
違いにより外部からのアクセスを許可している情報やア
クセス方法そのものが異なる場合は，そのようなコンポー
ネント間での相互運用性を担保することは困難である。双
方が OPC UA をサポートしているという点では最低限の
相互接続性が確保されていると言えるが，コンポーネント
間でやり取り可能な情報と個々の情報が持つ意味，および
共通に利用可能な接続方法などは，エンジニアが判断し，
マニュアルでコンフィグレーションする必要がある。

また，OPC UA の情報モデルでは，多様なアプリケー
ションに対応できるように，アプリケーションやドメイ
ンに特有の情報モデルをコンパニオン仕様として開発し，
同種のアプリケーション同士で共通利用することで，情
報の持つ意味を含めた情報の相互運用性を高めることが
できる。しかし，コンパニオン仕様が異なる場合の互換
性は低く，このような相互運用性のスコープも基本的に
は各仕様内に閉じている。

この課題を解決するために，OPC UA FX では，（１）
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FA/PA/Motion など，異なる IA の分野で共通利用が可能
である Automation Component（AC）情報モデル，（２）
AC 情報モデル内の機能エンティティ同士を相互接続する
論理コネクション機能，（３）論理コネクションをオフラ
イン／オンラインの両方でエンジニアリング可能とする
共通の手法，などを提供している。その他にも，基本的
な計装デバイスが持つべき情報セットや機能を定義した
OPC UA FX 特有の計装デバイスモデル（PA 向けは PA-
DIM がベースになる予定）なども提供される予定である
が，本稿では説明を割愛する。

まず，（１）AC 情報モデルは，アセット情報モデルと
機能エンティティモデルを内包している。それぞれの情
報モデルは OPC UA FX 仕様で定義している範囲内で新
規に作成することもできるが，既存の情報モデルやコン
パニオン仕様などの外部の情報モデルへのインタフェー
スとしても作成することができる。さらに，（２）機能エ
ンティティ同士を相互接続する論理コネクションは，異
なる機能エンティティが持つ情報同士を接続する共通の
方法を提供する。この（１）と（２）の仕様拡張により，
OPC UA FX 仕様に対応したコンポーネント同士は，たと
え異なる情報モデルを基盤としていても，図 9 に例示す
るように，共通のインタフェースを用いて論理的な情報
のやり取りができるようになる。

図 9 論理コネクションによる情報モデルの相互運用例

（１）と（２）は機能としての OPC UA の拡張だが，（３）
のオフライン／オンライン共通のエンジニアリングは，
プロセスの拡張と標準化の意味合いが大きい。異なる情
報モデルで管理されているデータを論理的な接続を通し
てやり取りできたとしても，それぞれの AC が外部に対
して公開しているデータやサポートしている QoS などは
異なる可能性がある。これらの情報をオフラインでやり
取りするために，OPC UA FX では共通のフォーマットを
持つディスクリプタ（ファイル）を定義している。論理
コネクションの設計ツールは，論理的に接続するそれぞ
れの AC のディスクリプタをインポートすることで，そ
れぞれが持つ情報やサポートされている QoS 機能などを
把握し，AC 情報モデル間の論理コネクションの設定を行
えるようになる。図 10 に示すように，実際の論理コネ
クションの構築は Connection Manager（CM）と呼ばれ
るエンティティが行うが，CM が必要とする情報は，ディ
スクリプタを介してオフラインで転送・収集することが

できる。これにより，論理コネクションのエンジニアリ
ングやオフラインにおける必要情報のやり取りの視点に
おいても，マルチベンダ間の相互運用（水平統合）が高
いレベルで実現可能となる。

図 10 エンジニアリングにおける相互運用性

5. おわりに

本稿では，OPC UA 関連の標準技術として，FITS と
OPC UA FX の動向を紹介した。従来，プラント操業シス
テムは，専門性を持つ様々な要素を階層的に組み合わせ
て構成されてきたが，OPC UA に代表される産業レベル
の相互運用標準により，垂直また水平に統合されていく
ことになる。結果として，プラントのあらゆる階層がフ
ラット化し，ベンダやアプリケーションの種類に関係な
く多様なコンポーネントやシステムが相互に協調し合う
ようになる。横河電機としては，本稿で課題として挙げ
た協調領域における相互運用性に着目し，FITS，OPC UA 
FX，および IEC/IEEE 60802 の標準化活動に積極的に参
加している。このような標準化の流れは PA の分野では
後追いとなることが多いが，横河電機の強みとしている
PA 分野の知見を活かし，PA 分野特有の要件を早い段階
で規格に取り込むことで，IA 分野全体で偏りの無い，ユー
ザが求める本当の意味での相互運用性の実現に貢献して
いきたいと考えている。
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