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デジタル・トランスフォーメーション時代の拡

大は，まったく新たなビジネスと市場を生み出して

いる．都市化，平均寿命の延長，気候変動，世界的

サプライチェーンの拡大および「ほぼすべてのデジ

タル化」は，全ての産業におけるビジネスモデルお

よび各企業の能力の中心となった． 

投資，リサーチ，市場評価および適応に関する

正しい意思決定において，企業および市場参加者に

対し,このデジタル革命によるデータ使用が喫緊の課

題となっている．さらにまた，利用可能なデータと

ますますインタラクティブとなるシステムから生じ

る需要の急激な増加に伴い，そのような複雑な環境

で共同して機能できるアプリケーションの構築は，

ますます困難になっている．セマンティック相互運

用性（セマンティック・インターオペラビリティ）

は，デジタル・トランスフォーメーション時代の選

択肢としていくつかの課題解決の支援となる．セマ

ンティック相互運用性は，個々のデバイスやシステ

ム間においては水平に，そして異なるシステムでは

垂直的に，情報ライフサイクル全体に影響する． 

本白書において検討する相互運用性は，情報モ

デルとシンタックスが互いに異なる二つ以上のシス

テム間のものを想定している．セマンティック相互

運用性は，「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」および「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」と定義

される．1 

全てのレベルの機能のデジタル化により，直接

的な人間による制御や脆弱なプログラミングを伴わ

ずに,多くの日常業務を扱うシステムを提供すること

は，高度化への適応の重要要素となるが，これには，

柔軟かつ曖昧さのない情報モデルを必要とする． 

標準化によりドメイン・ベースの情報モデルの

基礎を形成でき，実際にそういった標準規格はすで

に多く施行されている．ゆえに，標準規格とセマン

ティック相互運用性との関係性は，機械がどのよう

に理解を行うかを評価し，この点に対する効果的な

取り組みのための産業関連標準とどのように繋げて

ゆくかを特定するにあたり，重要となる． 

この課題はまた，なぜセマンティック相互運用

性の進歩がこんなにゆっくりとしたものなのか，な

ぜセマンティックのベストプラクティスが欠如して

いるのかを理解するという別な側面もはらんでいる．

この課題に適切に取り組むためには，セマンティッ

クのベストプラクティスは，オブジェクト指向プロ

グラミング（OOP），ソフトウェアパターン，ライ

ブラリおよびアプリケーションプログラミングイン

タフェース（API）を実現するにあたりソフトウェ

ア開発が成熟してきたのと同様の道筋を経て,展開，

包含，遵守，実施しなければならない．さらに，情

報モデルが共有される（最低でも相互運用シナリオ）

ために，ベストプラクティスは，モデル開発の観点

にまで拡張しなければならない． 

本白書は，産業領域におけるセマンティック相

互運用性および関連産業ベースの基準に関して，現

在および将来の課題に関する評価を提供する．本書

の主要目的は，オントロジーベースのセマンティッ

ク技術の適用が，既存の情報モデルと共に使用して，

アプリケーションとドメイン間およびそのドメイン

内における相互運用性を向上させることができるよ

うな条件を特定し，ユースケースと既存技術／基準

のレビューに基づいて,推奨事項を策定することであ

る． 
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本白書は，幅広い読者にその内容を紹介する．

上述の通り，セマンティック相互運用性は，デバイ

スとシステム間では水平に，異種システム間では垂

直に，情報ライフサイクル全体に影響する．それぞ

れのステークホルダーの見方は異なるため，本白書

では，各節において様々な見解および詳細情報を提

供し，それぞれのステークホルダーが抱く種々の懸

念や関心に対処する．本白書は以下のステークホル

ダーに有益と考える： 

・IEC 意思決定者 

・情報モデリング／知識表現にリソースを提供す

るべきかどうかを決定する管理者 

・製品およびシステムエンジニアリングのライフ

サイクル管理の責任者 

・オントロジー開発者，セマンティック技術者 

・ツールにおいて標準規格ベースのセマンティッ

ク相互運用性の展開に関与する技術者 

第一節は，相互運用に関連するもの，セマンテ

ィクスとオントロジーの構成，そして知識処理のコ

ンテキストにおける「理解」の意味の解説を行う．

さらに，デジタル化プロセスの解説が続く． 

第二節は，産業における生産ライフサイクルに

おける情報モデリングの現状の最新技術について述

べる．これは，セマンティック相互運用性と関連し

た要件の理解における基本的知見が含まれるため，

技術的なバックグラウンドを有する者は本節に目を

通すことが推奨される．最新技術の項には，既存の

ＩＥＣ規格に関するものも含まれる．これらは，セ

マンティック相互運用性を展開するエンジニアにと

って特に関心が高い部分である． 

産業用のユースケースは,第三節で示される．こ

れらは，セマンティック相互運用性の要件を例示し，

5～10 年の予測フレームワークにおける現状の最新

技術と要件との乖離についての考察の材料となる．

また，管理によるリソース捻出のモデル化における

重要ポイントを提示する．製品およびシステムエン

ジニアリングのライフサイクル管理に関する解説に

より，主要なユースケースを特定し，標準規格の戦

略的使用や企業特有のソリューションに関して意思

決定を導き出すことができる． 

第四節では，セマンティック相互運用性シナリ

オの経験的ユースケースを総括する．これは，ユー

スケース情報モデリングに関わり，関連するヒント

をオントロジー開発者やセマンティック技術者に提

供する． 

本白書は，ユースケースと既存技術・標準規格

のレビューに基づく推奨を明示する．第五節は，セ

マンティック相互運用性の達成に関する課題を概説

し，第六節は産業やコンソーシアムだけでなく IEC

とその委員会への推奨を提示する． 

世界的に認められたデジュールスタンダード

(公的標準)組織の 1 つとして，IEC はセマンティッ

ク相互運用性を推進し，オントロジーベースのセマ

ンティック技術を用いて、アプリケーションの範囲

内およびアプリケーション間の相互運用性を改善し

達成するための条件を特定するために,独特の立場に

ある． 

重要推奨事項には以下が含まれる： 

・情報モデル開発・管理に関するセマンティック

相互運用性基準の精緻化を開始すること 

・IEC 標準管理評議会（SMB）に対し，IEC―ISO

間の標準化調査を含む，セマンティック相互運

用性のベストプラクティスガイドラインを作成

するワーキンググループの立ち上げを要請する．

この調査では，これらのグループがどのセマン

ティック相互運用性標準規格を担当するか，ど

の規格を先に開発するか，また，これらの基準

は，どのように互いに関連し合ってゆくのか（リ
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ソースマップ）を明らかにするよう要請する． 

・用語集／用語：セマンティック相互運用性の課題

は，ICT 通信チャネルの両端に関与する者だけで

はなく,コンピュータシステムおよびそれに関連

するソフトウェアによっても，情報交換の理解を

達成する点である．ISO／IEC JTC 1／SC 41 と

TC 65／WG23 には，セマンティクス関連の用語

を扱うプロジェクトもあり，用語の標準化の着手

において十分な情報が入手可能となっている． 

   

セマンティック相互運用性は多くの産業の全体

に亘って根本的な重要性があり，第 4 次産業革命の

駆動力の 1 つとも予見されることから，標準化を手

掛けるグループは，将来の形成において重要な役割

を担っている．安全性および信頼性の確保において

長い実績を積み重ねた，IEC は,この目標の達成およ

びデジタル・トランスフォーメーション時代の約束

を果たす有益なパートナーとなりえる． 
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Translations of this white paper has been made by IEC Japanese National Committee. The IEC does not 

warrant the accuracy, reliability, or timeliness of any information translated and shall not be liable for 

any losses caused by such reliance on the accuracy, reliability, or timeliness of such information. Any 

person or entity who relies on information translated does so at his or her own risk. If any questions arise 

concerning the accuracy of the information presented by the translated version, please refer to the 

English version of the white paper, which is the official version. 

 

このホワイトペーパーの翻訳は,IEC 日本国内委員会によって行われました。 IEC は,翻訳された情報の正確

性,信頼性,または適時性を保証せず,そのような情報の正確性,信頼性,または適時性への依存によって生じた損

失について責任を負わないものとします。 翻訳された情報に依存する個人または団体は,自己責任で行ってく

ださい。 翻訳版の情報の正確性についてご不明な点がございましたら,公式版である英語版のホワイトペーパ

ーをご参照ください。 

 

※ The translation of this booklet was executed by the National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology in 2021 with the consent of the Ministry of Economy, Trade and Industry. Members of 

the following organizations contributed to the editorial supervision. 

➢ The IEC TC65 Japan national committee (TC65/WG16 and SG202) 

➢ International standardization committee of the Engineering Advancement Association of Japan 

(ENAA) 

 

※ 本冊子の翻訳は,国立研究開発法人 産業技術総合研究所が, 経済産業省の了解を受けて 2021 年に行いま

した. この翻訳に関して、以下の組織の皆様に監修頂きました。 

➢ IEC TC65 日本国内委員会 (TC65/WG16 国内委員会、SG202 委員会) 

➢ （一財）エンジニアリング協会（ENAA）、国際標準部会 
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略語リスト 

技術・科学用語  

 AI   artificial intelligence 人工知能 

 AML  automated machine learning 自動機械学習 

 API  application programming interface アプリケーションプログラミングインタフェース 

 ASCII 
 American Standard Code for Information 

Interchange 
情報交換用米国標準コード 

 AutomationML  Automation markup language 自動化マークアップ言語 

 BOM  bill of material 材料表 

 BOP  bill of products 製品表 

 CAx  computer-aided technologies 計算機支援技術 

 CDD  common data dictionary (IEC)2 一般データ辞書（IEC）2 

 CGMES  common grid model exchange specification 共通電力網モデル交換仕様 

 CIM  common information model 共通情報モデル 

 co-xx 
 cooperation, collaboration, conflicting, 

competition and complementary functions 
協調，提携，競合，競争および補足機能 

 CPU  central processing unit 中央処理装置 

 CRUD  create, read, update, delete 作成，読込み，更新，削除 

 DCS  distributed control system 分散制御システム 

 E-CAD  electronic computer-aided design 電子計算機援用設計 

 eCl@ss 

 worldwide ISO/IEC-compliant reference-data 

standard for the classification and unambiguous 

description of products and services3 

製品・サービスの分類および曖昧さのないな記述

のための ISO／IEC対応リファレンス-データ世界基

準 3 

 EDD  electronic device description 電子デバイス記述 

 EDDL  electronic device description language 電子デバイス記述言語 

 EM  engineering mechanics エンジニアリングメカニクス 

 ICT  information and communications technology 情報通信技術 

 IEV  international electrotechnical vocabulary (IEC) 国際電子技術用語（IEC） 

 IFC  industry foundation classes 産業基礎クラス 

 IO  input/output 入力／出力 
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__________ 

4 opcfoundation.org 

5 www.qudt.org 

6 ontology.tno.nl／saref  

 

 IoT  Internet of Things モノのインターネット 

 IoT-O  Internet of Things ontology モノのインターネットオントロジー 

 IT  information technology 情報テクノロジー 

 JSON   JavaScript Object Notation JavaScript オブジェクト表記 

 JSON-LD  JavaScript Object Notation for Linked Data リンクデータ向け JavaScript オブジェクト表記 

 JTC  joint technical committee (ISO/IEC) 合同専門委員会（ISO／IEC） 

 LwM2M  lightweight M2M 軽量 M2M 

 MAC  media access control メディアアクセス制御 

 M2M  machine-to-machine 機器間通信 

 ML  machine learning 機械学習 

 OOP  object-oriented programming オブジェクト指向プログラミング 

 
OPC UA 

 open platform communications unified 

architecture4 
オープンプラットホーム通信統合アーキテクチャ 4 

 OT  operational technology 運用技術 

 OWL  web ontology language ウェブオントロジー言語 

 P&ID  piping and instrumentation diagram 配管および計装図 

 PLC  programmable logic controller ログラマブルロジックコントローラ 

 
QUDT 

 quantities, units, dimensions and datatypes 

ontology5 
QUDT 量，単位，寸法およびデータ型オントロジー5 

 RDF  resource description framework リソース記述フレームワーク 

 RDFS  resource description framework schema リソース記述フレームワークスキーマ 

 SAIM  system-agnostic information model システムを選ばない情報モデル 

 SAREF  Smart Appliances REFerence ontology6 スマート機器リファレンスオントロジー6 

 SDO   standards development organization 規格開発組織 

 SME  small and medium-sized enterprise 中小企業 

 
SOSA  

 sensor, observation, sample, and actuator 

ontology 

センサ，オブザベーション，サンプルおよびアクチュ

エータ-オントロジー 

 SPARQL  SPARQL protocol and RDF query language プロトコルおよび RDF問い合わせ言語 

 SQL  structured query language 構造化問い合わせ言語 

 SSN  semantic sensor network ontology セマンティックセンサネットワークオントロジー 

 TC  technical committee (IEC) 専門委員会（IEC） 

 TSO  transmission system operator 伝送システム運用者 

 

 

略語リスト 
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 UAV  unmanned aerial vehicle 無人航空機 

 WG  working group ワーキンググループ 

 XML  extensible markup language 拡大可能なマークアップ言語 

 XSD   XML scheme definition XMLスキーム定義 

     

組織，施設およ

び企業 

 
  

 ENTSO-e 
 European Network of Transmission System 

Operators for Electricity 
欧州電力系統運用者ネットワーク 

 ETSI  European Telecommunications Standards Institute 欧州通信標準化協会 

 IEC  International Electrotechnical Commission 国際電気標準化会議 

 ISO  International Organization for Standardization 国際標準化機構 

 KERIS  Korea Education & Research Information Service 韓国教育およびリサーチ情報サービス 

 MSB  Market Strategy Board (IEC) 市場戦略委員会（IEC） 

 OCF  Open Connectivity Foundation オープン接続基金 

 SMB  Standardization Management Board (IEC) 標準化管理委員会（IEC） 

 UNECE  United Nations Economic Commission for Europe 国連欧州経済委員会 

 W3C  World Wide Web Consortium ワールドワイドウェブコンソーシアム 

 

略語リスト 
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アダプター (adapter) 

オントロジーのコアセットとシステムオントロジー

間，または 2 つのシステムオントロジー間のマッピ

ングまたは統合化 

 

アセット (asset) 

ユーザーにとって価値のある事物 

 

ブリッジ (bridge) 

二つ以上のオントロジーを統合するグラフ 

注 1：マッピングも参照（ブリッジはマッピングとも称される）． 

注 2：ブリッジが多くの場合システムを選ばないオントロジーコアセ

ットのコンテキストで使用されるのに対し，アダプターは，システム

を選ばないオントロジーセットをシステム特有の（または継承物）モ

デルにマッピングするコンテキストで使用される． 

 

ブラウンフィールド (brown field) 

既存の事物；継承事物 

 

能力 (capability) 

コンテキストにおける機能性 

注 1：技術の節参照． 

 

協働 (collaboration) 

集団の各構成要員の理解能力，およびその集団の目

標の利益となる様式での理解に向けて作用する能力 

注 1：協力と類似，および順応や競争とは対照的． 

 

コンテキスト (context) 

ある時間点で入手可能で，データの理解とデータに

対する動作を支援する情報および情報モデルの全て 

 

協力 (cooperation) 

集団の各構成要員の理解能力，および個々の目標お

よびその集団の目標の利益となる様式での理解に向

けて作用する能力 

注 1：例えば，順応や競争は反意． 

 

データオブジェクト (data object) 

技術情報の表現（情報モデルの最小部），モデル実

例（インスタンスモデル） 

 

データ構造 (data structure) 

情報モデルにおける相互関係を有するデータ要素／

オブジェクトの配列および構成 

 

デバイス (device) 

機能性の人工物 

注 1：デバイスは最低 1 つの機能を有する事物（以下で定義）． 

 

ドメイン (domain) 

定義された技術領域 

 

情報モデル (information model) 

一連のデータオブジェクト種別およびその従属関係

で，ともに「意味」の定義づけとなる 

注 1：また,情報モデルは，セマンティックデータとして見なせる（セ

マンティックデータモデル）． 

 

インスタンス (instance) 

仮想またはクラウドコンピューティング環境におけ

る単一の仮想マシンを指すユニークな事物で，オペ

レーティング-システムのレベルでの仮想化を行い，

IoT で曖昧さなしに定義される．例：MAC アドレス 

用語 
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相互運用性 (interoperability) 

データを協働または協力して処理する二つ以上の機

能性ユニットの能力 

 

マッピング (mapping) 

データオブジェクト/オントロジー間の関係 

注 1：ブリッジおよびアダプターの節参照． 

 

オントロジー (ontology) 

指定された知識ドメインにおける，具体的・抽象的

な事物の仕様およびそれらの間の関係性 

注 1：仕様はコンピュータで処理可能であるとする． 

［出典元：ISO／IEC 19763-3：2010］ 
 

関係 (relation) 

データオブジェクトがオントロジーにおいてどのよ

うに他のデータオブジェクトと関連があるかという

仕様 

 

セマンティック (semantic) 

コンセプトの意味，多くの場合，データ構造として

クラスとそのプロパティを介して表現される 

 

セマンティックネットワーク (semantic network) 

オブジェクトやステートがさまざまなノード間の関

係を示すリンクと接続したノードとして現れる，コ

ンセプトベースの知識表現 

 

技術 (skill) 

コンテキストで適用される機能 

注 1：能力の節参照． 

 

事物 (thing) 

物理的オブジェクト，デバイス，アクチュエータ，

センサ，電子文書，電子カタログ，ファイル，現実

または概念／データオブジェクト，人工物 

  

用語 
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本白書は，産業ドメインにおけるセマンティッ

ク相互運用性に関する現在および将来の課題の評価

を提示する．本稿の主要目的は，オントロジーベー

スのセマンティック技術の適用が，アプリケーショ

ンの範囲内およびアプリケーション間での相互運用

性の改善，達成のために使用可能となる条件を特定

することである．最初に産業システムが直面する共

通課題に目を向け，セマンティックモデルで取り組

むことが可能な例を示す．上記の例では，プランニ

ング，コミッショニング，シミュレーションおよび

リソース管理および維持など，製造におけるアセッ

トのライフサイクル全体に取り組む．また,データ収

集／インポート，分析，情報モデルに基づく検証と

確認も参照する． 

デジタル・トランスフォーメーションに起因し，

セマンティック相互運用性は，現代の製造業の自動

化の成功には重要であるが，その約束された可能性

を実現するために埋めるべき溝が残されている．こ

れを説明するため，データモデルに対し 4 つの相互

運用シナリオを提示する： 

・一般的相互運用性シナリオ 

・セマンティクスがいかに相互運用性の強化に使

用できるかについて示すシナリオ 

・セマンティック相互運用性の強化においてどの

ように標準規格を利用できるかを示すシナリオ 

・セマンティック相互運用性の施行においてどの

ようにオントロジーを利用できるかを示すシナ

リオ 

 

1.1 背景 

我々はセマンティクスおよびセマンティック相

互運用性について，まるで世界の人々がその意味を

理解している前提で話してきた．セマンティクスは

意味に関係しているということは分かっているが，

セマンティクスを使ってこの意味がどのように達成

されるかについて示す情報源はない．実際,セマンテ

ィックモデルはリンクされた構造であり,その上にデ

ータをマッピングし,それをこれらの構造全体に伝播

して新しいデータを生成する．これは，推論と呼ば

れる．セマンティック構造にデータをマッピングす

る際，データはそれらの構造で表される意味を持つ．

従って，例として，浮動小数点数を摂氏温度で表示

する構造へマッピングする場合，その浮動小数点数

は摂氏温度の値を表示するが，それまでは，単純に

浮動小数点の値であった．デジタル化は，このプロ

セスの理解の一助となる． 

このように，データを包含，共有するシステム，

デバイス，要素の数は増加しているが，一般的に監

視，管理する人員がそれに比例して増加することは

ない．人員の手配が可能な場合でも，システムの複

雑性は絶えず拡大しており，維持費および伝送時間

および人間および装置のリスクを上昇させる．これ

らは拡張可能，持続可能なものではない．結果とし

て，システム，デバイスと要素が相互作用し，ある

程度理解し合う（生産現場で稼働する 2 機の装置や，

マシンを用いたツール分析やメンテナンスなど意図

した協働のコンテキストの範囲内において）ことが

ますます重要になる．これは，システムが協働にお

けるその役割を理解することを必要とする：例えば，

提供するサービスやそれらのサービスの範囲や制約

など．こういったやり取りを実現するソフトウェア

の開発は可能ではあるが，そういった複雑なソフト

ウェアの開発，管理は困難であり，さらに多くのヒ

ューマンリソースを必要とするかもしれない． 

第一節 
  序   論 



 

 17 

必要なのは，よく整理された宣言的（すなわちセマ

ンティック）な装置世界のモデルである：つまり,メ

ンテナンスに開発者の介入を必要とせずに，装置と

その相互作用を十分正確に表現するもの．不都合に

も，今日の情報モデルは，企業内で開発されるため，

その企業の機能要求は満たすが，従来のデータモデ

ルよりも相互運用的なものではないという点が課題

となっている．今後の方向性として，相互運用性の

シナリオを既存および策定中の標準規格をベースに

することが必要となる．今日の標準規格は，多少の

裏付けがあり，コンセンサスベースであり，よく整

理されたセマンティックモデルの出発点となる宣言

的バージョンのための，実行可能で妥当な開発環境

を提供する． 

 

1.2 一般相互運用シナリオ 

ほとんどの近代システムでは，情報モデルやデ

ータへの操作の開発の責任は人間にある．それでも

なお，Figure1-1 で示す各タスクは，様々な様式でデ

ータモデルを利用する．これらの 3 つの相互運用シ

ナリオ 7 は，人間の介入無しに装置間に適用され，

相互に作用するシステムがデータの共有とデータへ

の操作のために使用する 4 つの異なったアプローチ

を実行する． 

各シナリオにおいて，システムは以下の様式で

相互運用する： 

・Figure1-1a）理解：これは，可能な限りのモデ

ルに対するデータのマッチングであり，多くの

場合，検索，使用のコンテキストにおけるデー

タ解釈に別の情報を用いる．このシナリオは解

釈および理解のタスクで使われる． 

・Figure1-1a）検索：問い合わせとマッチングは

特定の情報に基づく検索に使われ，多くの場合，

一致を識別するためにモデルを横断する必要が

ある．このシナリオは発見および同定のタスク

で使われる場合が最も多い． 

・Figure1-1b）更新：マッチングとアサインを用

いてデータが提供され，以降の使用に関してリ

ポジトリ―で値を更新する．このシナリオは，

デザイン，コンフィギュレーション，コミッシ

ョニング，デコミッショニング，メンテナンス，

インポート／エクスポートのタスクなどで用い

られる． 

序論 

__________ 

7 これらのシナリオはいずれも，「システム」の 1 つを削除してもシナリオは引き続き有効であるとしても問題はない． 
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・Figure1-1c）演算：データを用い，マッチング

を行い項目に関する演算を行う．演算は，演算

の複雑性により，値の照合など極めてシンプル

なタスクからベリフィケーション，バリデーシ

ョン，シミュレーション，診断，プランニング，

推論など多岐にわたる． 

  

ほとんどの近代システムでは，情報モデルやデ

ータ演算の開発の責任は人間にある．本白書は，セ

マンティック相互運用性に着眼し，情報管理のベス

トプラクティスが如何に結果として多くのエンジニ

アリングタスクの改善に繋がるかを明示することを

目的としている．これらの相互運用シナリオは，ど

のようにデータがシステム間で共有され理解される

かを例示しており,第三節で示すユースケースは，こ

れらのシナリオのそれぞれに対応している． 

 

1.3 相互運用の強化においてどのようにセ

マンティクスが用いられるのか 

セマンティック相互運用性は，Figure1-2 で示す

通り，二つ以上のアセット（例：作用物質，装置，

システム）による互いのデータを正しく交換，理解

し合う能力と定義できる．相互運用は，これまでデ

ータ交換に関するもののみと考えられていたが，セ

マンティック相互運用性は，この概念をデータの意

味を包含するように拡張して，それによりデータモ

デル変換がソリューションの一部となる．「正しく」

とは，オブジェクトやアセットが,付加的なプログラ

ミング無しにデータが何を意味するかを理解すると

いうことを意味する．例えば，システム A が測定デ

バイス，システム B がモーターを表す場合，システ

ム A は，電気出力を理解してモーターの電流値に関

連付ける必要があり，システム B の方は，センサ値

を理解するために観測と測定について理解する必要

がある．このレベルの相互運用においては，システ

ム A とシステム B は相互作用でき，より独立して共

働できる． 

Figure1-3 は相互運用性のいくつかの視点を図

示しており，情報モデル（semantic data と表記）と

そのオブジェクト／アセット 8の動作（behavioural）

との関係性は相互運用要素の 1 つである．定義済み

のシンタックス（syntax）と規格化された通信シス

テムによるオブジェクト／アセット間の通信

序論 

__________ 

8 関心の対象となるものは物理的または概念的のどちらかである－これは「オブジェクト」という用語によって示される;

この用語はユーザーには価値を有する事物となる－これは「アセット」という用語によって表される． 
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（transport）は，明確で成熟した相互運用の側面で

ある．オブジェクト／アセットのネットワーク外で

行われるバリューチェーンの指針（policy）は，相互

運用システムで考慮すべき組織的および商業的な側

面である． 

セマンティック相互運用性は，相互作用するシ

ステム 9 がデータを理解し，それに対し動作するこ

とが可能となるための重要なイネーブラである．相

互に作用するシステムとは，工業生産における製品，

装置およびプラントのライフサイクルにおける，要

素とツールを指している．一連のプロセスにおいて

互いをフォローし合う要素とツールの間で水平に相

互作用し，また装置，プラントおよび自動化アーキ

テクチャの構造内において垂直にも相互作用する． 

従業員数を引き上げずにネットワークで接続さ

れるシステム数を引き上げるには，単なるデータ交

換以上のことが要求されるが，これは，そういった

データ交換では意味を補強するために人間による管

理に頼らざるを得ないためである．セマンティック

相互運用性は，データが使用されるコンテキストに

おいて，2 つのシステムが，データの背後にある規

則や機能を互いに理解するための手段を提供する．

これは異なる表現言語においても達成できるが,その

場合には，a) 情報モデルの共有か b) 情報モデルの

変換のいずれかになり，前者はより拡張性のある手

法である． 

 

1.4 セマンティック相互運用性の強化にお

いてどのように産業ベース標準規格が用

いられるのか 

標準規格は，明確に定義され合意されたデータ

要件を提供するので，セマンティック相互運用性を

達成する 1 つの手段であるが，しばしば定義が限定

的であるために，相互運用性に必要とされる完全な

情報モデルが得られない場合がある．逆に，標準規

格に関連するモデルは，価値ある十分広いドメイン

モデルが得られるように，集約，統合することもで

きる．たとえば，IECTC65（産業プロセス評価，制

御および自動化）は，エンジニアリング，産業評価

および生産システムの制御に関する一連の標準規格

を発行している． 

標準規格は相互運用性に必要なベースを提供す

る．IEC 技術委員会(TC)は，垂直技術分野（垂直ド

メイン）を代表し，ドメイン特有のセマンティクス

（製品関連の用語）の維持，各ドメイン内における

相互運用可能な機能とサービスの実現に関する支援

を行う．高性能なインフラの出現には種々のドメイ

ンにまたがる全体論的（横断的）情報交換（例：電

力網，建築，工場およびロジスティックス）が求め

られる．これは，より広範な相互運用性を必要とし，

共通のドメイン間セマンティックおよびオントロジ

ー的な基礎に基づく情報モデルにつながる．標準規

格の中でそのような情報モデルを取り挙げることは，

IEC の重要性と産業と商業における相互運用性を支

持する IEC 標準規格の妥当性を高める． 

 

1.5 本白書の目標 

Figure1-1 および Figure1-2 はエンジニアリン

グにおけるタスクベースの相互運用性のシナリオと,

セマンティクスをどのように一般的な相互運用性に

適用するかを図示している．残念ながら，曖昧さの

ない方法を用いた相互運用性シナリオへのセマンテ

ィクスの適用は，現在の技術で実現可能なものと，

エンジニアリングの問題をセマンティクスの適用に

より解決するために,将来的に対応しなければならな

いことの乖離をいくつか浮き彫りにしてしまう．本

__________ 

9 システムはアセット（例：産業ドメインにおいて価値を有する事物）である． 

序論 
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白書はセマンティック相互運用性の概念を概説し，

現在の実践および要件について議論する．これは，

結果として既存の標準規格，モデルおよび方法の乖

離の特定と，およびこれら乖離と将来のニーズに取

り組むための推奨事項に繋がる．こういった乖離へ

の取り組み手法に関する推奨は，国際標準化への参

照を中心に据えており，セマンティック相互運用性

に依存するユースケースの評価から導き出される． 

また,本白書は以下の疑問に関連した問題に取

り組む： 

・システム間セマンティック相互運用性の改善のた

めに既存情報モデルに対して何をする必要がある

か？ 

・標準化は，セマンティック相互運用性でどのよう

な役割を演ずるのか？ 

・オントロジーの利用でどんな利点が得られるの

か？ 

・オントロジーとそのライフサイクルを管理する最

良手法は何か？ 

・セマンティックアプリケーションにおいて人間は

どんな役割を演じるのか，また演じるべきなの

か？ 

・オントロジーはデジタルツインでどのような役割

を演じるのか？ 

・セマンティック技術と機械学習はいかに効果的に

組み合わることが可能か？ 

  

序論 
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セマンティクスを用いた，製造における相互運

用性タスクへの取り組みに対する動機付けは第一節

で示した．しかしながら,セマンティック相互運用性

がどのように機能するかについては示していない．

セマンティックモデルの由来は？またエンジニアリ

ングタスクをサポートするためにどう共働するの

か？セマンティックモデルの必要性,セマンティック

相互運用性の現在の最新技術,およびその 2 つの間の

ギャップの例を示すことにより,それらが提起する課

題がなぜ重要であるかを説明するために,全体的な理

解を目的として，この節では,以下の 5 つの質問に対

処する： 

・理解とは何か？ 

・人間はどのように世界を理解するか？ 

・機械は世界をどのように理解できるのか？ 

・経験，知識と意味はどんな関係があるのか？ 

・コンテキストとは何か？またそれはどのように 

 意味の曖昧さを取り除く助けとなるのか？ 

 

2.1 理解とは何か 

理解の概念を理解するため，人間の理解と機械

のそれの区別から始める．いずれの場合も，セマン

ティック技術は，意味を表現し,意味を使用して理解

を明確にする方法を構成する．理解とセマンティッ

ク技術について述べるには，「理解」という単語の

共通定義を持つことが重要であり，このためには「概

念」の定義が必要となる． 

 

2.1.1 人間はどのようには世界を理解するのか 

人間が対話形式でやり取りする際，我々が口に

する言葉はどれも，対話に関わる者誰もが理解しな

くてはならない，もしくは最低でも対話のエッセン

スをフォローするに十分な理解をしなくてはならな

い．ここで，「エッセンス」とは文法の正確さとは

関係のない対話のコンテキストにおける全体的な意

味を表す．我々が理解する事物（我々の理解の対象）

は概念の形式を取り，こういった概念の説明手法は，

言葉やその他コミュニケーション形態を取る．10 人

間はこのプロセスを実行するのに極めて長けている

が，これは，単語がわからない場合でも,使われてい

る文法が間違っている場合においても，人間がコン

テキスト（つまり,すべての個別の情報,知識や経験）

を用いて関与する意味に関して推測できるところま

で単語や概念の意味を限定するためである．つまり，

人間は文法や，多くの場合，共通の語彙／辞書さえ

必要としない．また,我々は声のトーン，句切，表情，

体表現など単語そのもの以外の他の情報を利用する

ことができる． 

とりあえず，機械 11 はこれらの他の認識／コミ

ュニケーションの様式は使用しない，あるいは，そ

うであったとしても人間と同様には利用できないと

考える．結果として，言葉とコンテキストだけが残

る．人間が話し言葉を聞いたり,ページ上でそれを読

んだりする際には，記憶にある概念にその言葉（文

字）を「マップピング」する．同じ単語を用いる概

念が複数存在する場合があるため，その周辺の単語

を用いてコンテキストを特定し，そのコンテキスト

を用い，どの意味が妥当か限定してゆく．これは，

曖昧性除去（正しい意味を選択する行為）と呼ばれ

ている． 

コンテキストの部分は，意図の共通理解である．

指針として対話の意図の利用が可能であれば，その

意図を支持しない単語の意味を無視できる．例えば，

マニュファクチュアリングセルについての話で「ド

第二節 
セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 

__________ 

10 人間の脳内で概念がどう表されるか，またはそれらがどのように取得されるのかに関しては,本白書における議論の範疇ではない． 

11 「機械」という用語は，情報の世界でデジタル表現にて表され，それに従って動作するアセットの物理的または概念上の一般的意味と

して用いられる 
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リル」という単語を用いる場合，頭の中では，装置

のドリル，機能のドリル，訓練のドリル，またはテ

ストのドリルとさえも考えられるが，マニュファク

チュアリングセルのコンテキストにおいては，意味

を成すのは最初の二つのみであり,他の選択肢を無視

できる．さらに「木材」または「部品」などの単語

が続くと，この「ドリル」がデバイスではなく機能

を言及している可能性が高くなる．これが実際に自

然言語理解の範囲であるが，装置同士の相互作用や

コラボレーションにおいても同じ必要条件が成り立

ち，より重要ともいえる． 

 

2.1.2 機械はどのように世界を理解するのか 

機械は，データおよび情報モデルとそれを操る

アルゴリズムを用いて世界を理解する．従来のコン

ピュータ科学においては，これらのモデルは，プロ

グラミング言語で実施されていた．比較的最近では，

少なくとも相互運用とモデルに関しては，またいく

つかのアルゴリズムでさえ,宣言的表現と言語を用い

て実装されている．本白書の目的において，我々は

オントロジーという用語を事物と論理を表現するこ

とができる離散論理の宣言的モデルという意味とし

て使う． 

「オントロジー」という単語は，古代ギリシア

の哲学者に源を発する．彼らは，現実の世界を理解

し，現実の世界と人間が見たり考えたりすることの

間に差異があることを認識しようとした．実利主義

と理想主義の基本的な哲学的パラダイムはこの区別

から生まれた．古代ギリシアの哲学では，世界,つま

り「実在するもの」,の包括的な説明を探求した．そ

れゆえに，用語オントロジーの導入となる．現代の

哲学者の間では，オントロジーの共通定義について

意見が分かれているが，コンピュータ科学において

は，関心のドメインの正式かつ明確なデジタル仕様

（概念化）の確立にこの用語が選ばれている．この

フレームワークにおいて，関心のドメインは，用語，

その関係およびその従属性により特徴づけられる．

これは，オントロジーが，関連した記述を意味論的

に定義する手段であり,データの解釈に使用できるこ

とを示している．データが従う意味論的に関連した

記述は，オブジェクト／アセットの情報モデルとし

て知られている．データを理解することは,データを

適切な情報モデルに一致させることを意味する． 

 

2.1.3 経験，知識および意味 

概念は人間によってどのように取得，理解され

るのか？ 児童期に，大人は子供に世界を説明する．

例えば，コンロが「熱い」と言われとき，もし子供

たちが，コンロの近くで手を握ったり，触ったりな

どして直接経験したことがあるならばこの「熱い」

という単語を理解することができる．これは，単語

にかかわる刺激と応答に関わる．この経験後，コン

ロのコンテキストの「熱い」という単語は，特定の

意味を持つ：コンロが潜在的に危険で，人はそれを

繰り返したいと思わない限り，それを避け（つまり,

触らない）なければいけないということを．「熱い」

という単語の意味は，行動の結果に関係がある．こ

れは，コンロは熱いと言った大人の意図である．熱

いという概念は，熱や温度に関連した物理的現象と

関係がある．「熱」は,手に当てたときに生じる因果

反応から理解できる．「理解」も同様の現象である．

我々は，それを「理解」するのに,結果，反応あるい

は影響を少なくとも１回は経験する必要がある．つ

まり，我々は，経験するすべてをすでに知っている

すべてに関連させなければいけない．子供が成長し

て大人になったときには，もう触ったりしなくても，

その時点で多くの経験を積んでおり，経験と知識の

組み合わせにより熱い事物について推論することが

でき，起こりうる結果を想像／発見することが可能

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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となる．人間は 1 つのサンプルに基づいて一般化で

きるが，このいわゆるエピソード的知識は多くの場

合不正確で，結果として不適当な行動に繋がる場合

がある．つまり，行動には知識と経験を活かした手

段としての理解が必要であるが，必ずしも正しいパ

フォーマンスを保証することはできない． 

類推により，オントロジーは情報モデルを定義

し，情報モデルは因果関係の従属性を記述できる．

データの情報モデルへのマッチングによりデータを

理解でき，その知識を用いて結果をシミュレーショ

ンすることで，検索データと比較できる予測を可能

とする．これは，Figure1-3 のセマンティックデータ

と行動でも示されている．我々がこの白書で伝える

相互運用性とはこういった意味である． 

このプロセスの技術的な例として，温度センサ

によるある特定のオブジェクト／アセットの温度測

定を考える．この測定への応答を理解するには，動

作温度範囲，高温限界,およびオブジェクト／アセッ

ト機能と温度の因果関係をオブジェクト／アセッ

ト・モデルに用意しなければいけない．これにより，

動作温度を越える場合，トルクや速度の減少，また

はオブジェクト／アセットをオフにすることにより，

オブジェクト／アセットの操作を変更して温度を下

げることができる．情報モデルは，温度をデバイス

モデルに結び付け，モデルに従って何をすべきかの

因果関係の予測に繋げてゆくために使用される．機

械が,装置モデルの一部である限りは,温度を理解す

る．この種のデバイスにおけるある温度に対し異な

るアプリケーションで同じ計算結果となる場合，同

じ理解を有することになる（すなわち，温度モデル

はこれらシステム間での相互運用性を支持する）． 

 

2.1.4 コンテキストとは何か，またそれはどう不確

実性の除去の支援となるのか 

これらの知見をより複雑な（人間の）例に適用

するためには，シンボルの曖昧さを複数の可能な意

味（それに表示）に対して除去しなければならず，

これはコンテキストの導入により可能となる．例と

して，Figure2-1 を参照されたい． 

  

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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この図において，「ドリル（drill）」は発話で

示され，この発話は先に示した４つの意味（デバイ

ス（device），機能（function），訓練（exercise），

テスト（test））のどれが，この発話における実際の

文脈上の意味であるかを判断できるコンテキストを

提供する．ここで示すコンテキストは，ドリルでは

ない全てを指し，故に「穴」（すなわち凹部）およ

び「木材」（すなわち部品）は両者ともコンテキス

トである．実際，多くのコンテキストがあれば，我々

は，集約された情報モデルで,これらに関連するまた

別の形式の知識を呼び出すことができる．一つずつ

これらの単語／シンボルを見てみると，到達できる

唯一の期待（概念的な依存関係）は，概念の下で識

別されるものである．凹部，デバイスおよび部品へ

の参照が必要なので，コンテキストに連結した唯一

の意味は，ドリル機能であることが分かる． 

この人工的に構成した発話は「ドリル」の 4 つ

の潜在的な意味を明確にするためのコンテキストの

必要性と価値を示すために,あいまいさを注入する．

装置同士の相互作用においては，曖昧性は依然とし

て残る場合もあるが，意味の誤解は結果として不適

切な結果を導く． 

 

2.2 セマンティック相互運用性の現状 

セマンティックモデルは，セマンティック相互

運用性の基本となる．セマンティックモデルの由来

はなんなのか？そして，エンジニアリングタスクに

おいて，さらに言えばセマンティック相互運用性に

おいて,それがどのように利用できるのか？本小節は，

セマンティック相互運用性の最新技術に影響を及ぼ

す情報モデリングに関連した 6 つの現実について述

べる： 

・情報モデルの質は設計者の知識に制限される 

・人間の知識は，通常は機械解釈が不可能な様式

で表現される 

・人間は中心的な知識を共有し，ドメイン間で情

報を関連付ける 

・多くの装置アプリケーションは，「自身」がデ

ータの評価に用いることができる明確な情報モ

デルが備わっていない 

・装置情報モデルは，通常は単一の知識ドメイン

を網羅するのみである 

・一般的に，学習は情報モデルに組込まれない 

これらの各現実項目に関して，例を示しつつ解

説する． 

 

2.2.1 情報世界に現実の世界をマッピング 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日の人間と現実世界の間の相互作用，そして

技術的アセット間の相互作用（装置間または M2M

相互作用としても知られる）は情報モデルと強い関

連がある．データは，常にそれが従う情報モデルの

観点から表現され，ほとんどの場合，相互運用性を

可能にするのは，データの基礎となる情報モデルで

ある． 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 

現状の最新技術 

例１：情報モデルの質はその設計者の知識の範囲

内に限定される 

現実のアセットの情報モデルは，自身の黙示的知

識を明示的表現形式に変換することが求められ

る 1) アセットをモデル化する人間の知識，およ

び 2)その人間が有するモデル化技能を,超えるも

のではない． 
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全てのデータのデジタル化の出発点は，文字列,

ブーリアンおよび数字の形式，いわゆる古典的 xsd

シンプルデータ種別 12 としてのデータ型表現である．

このデータは，構造化情報モデル（多属性データ構

造やクラス）となる付加記述（エンコーディング，

デフォルト値および値の範囲など）を蓄積する．時

間の経過に伴い，データの表現，格納，伝達方法は

変化し，Figure2-2 で示すようにテキストから表形式

データやさまざまな構造化データ形式へと進化して

きたが，相互作用のいずれの端点においても,人間が

常にデータ解釈に責任を負ってきた． 

つまり，データを使用するための情報モデルへ

の「マッピング」,転送されたデータの検証，および,

データを利用するビジネスロジックの開発は,情報を

送受信する装置ではなく人間の責任となる．2.1.4 で

示す例に関係付けると，シンボルは転送されるデー

タを表し，概念上のクラスはコンテキストにマッピ

ングできる関係性を含めた情報モデルを包含する． 

これらのデジタル情報モデルは，事物の理解と

操作に必要な基本的なビルディングブロックを構成

する．こういったモデルは，質量，長さおよび時間

などの基本特性から装置を用いて取り組んでいる問

題の定義まで，もしくは装置を使うことの倫理さえ

も含む，あらゆる抽象化レベルでの事物に関する知

識表現に使用できる．この知識は現実世界からのデ

ータを記述する情報モデルに基づく．これを達成す

るため，現実世界の暗黙知を人間によってカプセル

化して,機械で使用できるように形式知に変換する試

みがなされている．現実の事物をデジタル化するプ

ロセスには，先に述べた抽象化レベルが含まれる． 

このデジタル化プロセスは，昔から人間によっ

て設計，施行されてきている．（Figure2-3 参照）人

間は特定の概念を用いて,現実の事物を自身の一時的

情報モデルにマッピングする（Figure2-3 の①参照）．

これらの表現モデルは，関係する特定の人間の個人

の知識から導出されるのであって，必ずしも関連す

る概念の集団的な理解から導出されるわけではない．

そういったモデルは，事物の名称付け，事物への特

__________ 

12 約 45 種類の xsd のシンプルデータ型がある，www.w3.org／TR／xmlschema-2 参照． 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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性の割り当て，および事物間で従属性の指定の形式

をとる．結果として生じる表現は，機械での読み取

りが可能でかつ人間による解釈が可能な,ファイル，

データベースの形式か,またはディスプレイで視覚的

に表示される情報などの知覚形式の情報である．こ

れらの情報モデルにより，装置データの受信，およ

び操作が可能となる．人間は定義済みパターンを用

いて，過去に学習したスキーマに従い，既知の可能

性のある幾つかの活動に現在の状況のデータを関連

付け，データがどれくらいそれらのパターンに合致

しているかによりデータを理解することができる． 

例えば，装置のなかのモーターの温度を考える． 

モーターの動作を監視，評価できるよう，温度はデ

ジタル化しなければならない．装置からのアナログ

信号は，電気信号から浮動小数点数などのデジタル

数値に変換しなければならない．これは，通常ＡＤ

変換器で行う（②，③参照）．測定単位（摂氏や華

氏）と同様に，量の種類（ここでは温度）ももちろ

ん重要である．ゆえに,測定量は 3-タプルシーケンス

（すなわちトリプル）として表現できる．それから，

温度は，計測を行うセンサと温度を測定するデバイ

スと関連させる必要があり（空気の周囲温度や 2，3

メートル離れた別のモーターの温度ではなく），そ

して，もちろん，計測を適時行う際には，温度を測

定した正確な時刻が表現される必要がある．この全

てが共に全体のコンテキストの一部を形成する（④

参照）．この情報の全てが利用できる場合，またモ

ーターに対しこれら範囲が定義されている場合のみ，

人間はモーター温度が公称範囲にあるか，もしくは

高すぎるのか，低すぎるのかを理解できる．この例

での「理解」は，この特定のモーターに関して，こ

のアプリケーションおよび定義した特定モードにお

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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いて，温度が公称範囲と比較されることを意味する． 

この理解は，訂正が必要かどうかの確定に必要であ

る．電気機械工学の知識を有する者が,これらを定義，

実施できる． 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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2.2.2 理解および人間生成の記述  

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 

現状の最新技術 

例 2：人間の知識は通常機械解釈不可能な様式で表現される 

人間の知識は，インフォーマルなテキスト，表，図，数式およびその他情報提示など大部分はファイル

形式としてデジタル形式で通常表現される．装置の設計や使用は，これらの文書型式に基づいている．

関連する記述のほとんどは，人間が理解でき，機械で読み取り可能な構成ファイル，ソース・コードサ

ブセット，データベースコンテンツなど種々の表示に変換できる必要がある．これは時間もかかり，結

果としてエラーとなる誤りの元ともなり得る．しかし，機械で読み取り可能な情報モデルは機械解釈が

可能な情報モデルの必要条件であり，それにはより高度な形式主義に向けた追加のステップを必要とす

る．標準の要素をすでに形成する機械で読み取り可能な記述の例としては以下が挙げられる： 

・EDD（電子機器デバイス記述－IEC 61804 パート 3～5 参照）は，プロセス制御用の測定デバイスや

駆動デバイスとともに獲得できる．EDD には機械解釈可能なフォーマットのメタデータ，ビジネスロジ

ックおよびユーザーインターフェース記述が含まれる． 

・OPC UA（OPC 統合アーキテクチャ― IEC 62541 参照）は，情報モデルを含むプラントの運用データ

のインタフェース記述である． 

メタモデルに加えて，型式およびインスタンス記述（いわゆる点集合）は機械で読み取ることができる

ように,情報モデルは標準化されたシリアライゼーションを提供する． 

情報モデルは，OPC UA サーバに接続されるデバイスに関して，人間により設計される． 
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膨大な技術的な記述（例：マニュアル，標準，

文書形式のウェブページや，表，図，オーディオ，

ビデオおよび仮想現実の 3D なども）は，人間によ

り，人間の消費のために生成されているものである

（Figure2-4 の 1 参照）． 

この情報は，人間による通訳・翻訳の必要なし

に機械解釈が可能であることが望ましいが，これは，

機械がより独立して相互運用できるためである．例

えば，OPC UA のコンパニオン仕様などの国際規格

には,それに適合していると認定されるために製品に

組込む必要がある情報（電源信号フォーマットなど）

が含まれる．OPC UA 情報モデルは，（この例では）

自動化デバイスの周波数変換器についての知識を表

す．これは,オートメーションドメインでは一般的だ

が,そのドメイン外では一般的でなない． 

この仕様のモーターモデルへの組込みが可能で

あれば，システムはコンプライアンスコードをアプ

リケーションに組み込むことなくデータを管理でき

る．今日では，モーターのような製品の設計・開発

プロセスはソフトウェアツールに大きく依存してい

る．規格からの情報の抽出およびその情報のデザイ

ンと開発プロセスへの組込みはソフトウェア開発者

によって行われる（②参照）．人間が関連する共通

知識を持っていれば，別のドメインからの情報であ

っても理解できる（⑤参照）．ゆえに,元の情報と機

械に用いるそれの間のマッピングを手動で行わなけ

ればならない（③，④参照）．このようにして，別

のアプリケーションでは，装置の特定の部分の設計

情報を理解できる（⑥参照）． 

また別の例では，オペレーター，メンテナンス

スタッフおよびその他産業従業員の知識と経験を収

集する．この知識はスタッフの頭脳内では暗黙的で

あるが，情報モデルにおいて明示的に表す必要があ

る．ユースケースに関して，これは第三節で更に解

説する． 

  

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 



 

 30 

2.2.3 クロスドメイン理解（補足情報モデルの欠

如;深度または幅のいずれか;再利用） 

  

現状の最新技術 

例 3：人間は中心的知識を共有し，ドメイン間で情報を関連付けできる 

人間利用向けに設計された情報モデルは，知識ドメインを超えて理解されることも可能であるが，

これは，人間が複数のドメインの知識を処理して，この共有知識から欠如した情報を引き出し，アプリ

ケーションのコンテキストにおいてそれを一連の結果と結びつけることができるからである． 

工場の自動化デバイスは，産業通信システムを介した制御システムに接続している． 

これらの通信システムはまた，フィールドバスとして知られている．デバイスの情報モデルは，いわゆ

るフィールドバスプロファイルでインフォーマルに記述される．不都合にも,情報モデルはフィールドバ

ス毎に異なる．結果的として，フィールドバスが異なる自動化デバイスは，アプリケーションデータお

よび機能のレベルにおいて相互運用ができない．種々の嗜好，ビジネス上の配慮およびレガシーニーズ

に従い，エンドユーザーはそのプラントで様々なフィールドバスを選択する．その結果，デバイス製造

業者は，異なるフィールドバス通信インタフェースを持った同じデバイスを提供する． 

例えば，生産ドメインにおいては，PROFINET，CAN，IOLink および EthernetIP など様々な通

信インタフェースが存在する．これらのフィールドバスのユーザー団体は，メタデータで運用および構

成パラメータを特徴づけるデバイスプロファイルを定義している（例：デバイスのフィールドバスに特

有の情報モデル）．デバイス製造業者は，そのデバイスのデータをそれぞれ異なる情報モデルにマッピ

ングする必要がある．測定値は，「出力」，「プロセス値」あるいは「測定値」という異なった名称に

なる可能性がある． 

データ型式は浮動または符号なし整数 32 となり，他のメタデータに関しても同様に異なる．結果的

に，自動化デバイスユーザーは，フィールドバスに依存して種々の情報モデルを解釈する必要がある．1

つのプラントアプリケーションに複数のフィールドバスがある場合，フィールドバス依存のデバイス情

報モデル間でマッピングが必要となるが，これはセマンティック相互運用性が存在しないためである． 

IEC TR 62390 では，共通デバイス情報モデルおよびフィールドバスプロファイルを調和させる方

法を示している．不都合にも,上記テクニカルレポートは現在フィールドバスレガシーモデルとフィール

ドバス組織方策には使用されておらず，ユーザーと製造業者の潜在的利点が失われている．加えて，こ

の情報モデルは，インフォーマル記述であり，機械での読み取りが不可能である．使用前に相応のオン

トロジーモデルで拡張する必要がある． 
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通常，異なる要素（モーター，ロボットおよび

ワーキングセルなど，Figure2-5 参照）の複数のデジ

タル化プロセスが同時に行われる． 

ワーキングセルを計画し操作する技術者は,全構

成要素を取り扱い，また主にこれらの要素に関係が

あるデータおよび情報モデルを取り扱う．セル要素

の明示的知識を共有する場合のみ，セル要素データ

を理解でき，また全要素の情報モデルが共通して表

現される場合のみ（Figure2-5 の④参照），モデルを

効果的に用いてデータを理解できる． 

温度とモーターに関連する例は，異なるコンテ

キストにおいて温度とモーターの両者を一緒に理解

するために必要なモデル関係性がいくつあってもよ

いことを示した（温度，名称，ユニット，時間，場

所，モーター，モーター動作温度範囲など）．これ

らの関係はデジタル世界で記述し，情報モデルの重

要部分を構成する必要がある．全てのコンテキスト

の間に明確に定義された関係がある場合のみ，相互

運用性が実現可能となる． 

単一オントロジーに全てのこの情報を集約する

場合，モデルは極めて複雑になる場合がある．加え

て，とりわけ，モデルチェンジやライフサイクル調

整に起因し，オントロジーは簡単に維持・管理でき

ない．しかしながら，ソフトウェアエンジニアリン

グで学習されている通り，量，単位，寸法，デバイ

スおよび機能の概念をそれぞれのオントロジーで独

立して定義し，その（因果関係の）依存関係により

要素モデル（センサおよびモーターなど）に関連付

けられるよう，再使用可能な構成要素に情報をカプ

セル化することが最良である（例：センサおよびモ

ーター）．その後，必要に応じて，モーターの温度

以外のコンテキストで用いることが可能となる．例

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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えば，Figure2-5 において，同じモデル構成要素のい

くつかは，モーター（①参照），ロボット（②参照）

およびコンベヤー（③参照）のモデルで見られるが，

各要素モデルで別の様式で再実装されるよりは，こ

れらのモデルが各要素で共通とした方が良い．この

例において，個々の量的モデル，単位モデルなどは，

共用あるいは共通モデルになる． 

ただし，機械が人間には依存せずに協働しよう

とする場合，それ自身に割り当てられるモデルを利

用できるのみであり，不明情報との関係について人

間のように推測をすることができない（Figure2-6

参照）．これでは，情報名／ラベルを潜在的に識別

できても，それらラベルをその情報モデルと関連づ

けることができない（プログラマーが直接関連付を

データ値に割り当てる場合を除き）．データの使用

は情報モデル内のこの位置に依存するため,情報モデ

ル内のこの関係が必要である．こういったデータ使

用はつまり，情報モデルにおける位置付けが明確な

場合（つまりコンテキストが特定されているという

こと），機械は意図した動作を導出できることを意

味する．すなわち，データは何があったかについて

示すだけであるが，アプリケーションは情報モデル

および提供されるデータを用い，その意図が何かを

推測できる．これがセマンティック相互運用性であ

り，このコンテキストにおいて，「機械が理解する」

（Figure2-6 の赤線）と言える． 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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Figure2-6 での例において，モーター情報は，ロ

ボットとコンベアベルトの情報モデルとは相互運用

できない．人間は，自身の一般的技術知識を用い，

他の情報モデルから何らかの結論を得るが，モータ

ーが提供する情報は，ロボットとコンベアベルトの

コントローラには，人間と同じようには解釈できな

い．そのような結論に基づき，例えば，温度が高過

ぎる場合，人間は実際に行動を起こし電動機速度ま

たはトルクを減少させるよう対応することができる．

人間とは異なり，ロボットおよびコンベヤーの制御

プログラムは，ロボットおよびコンベアベルト情報

モデルに密に結合している．例においては，ロボッ

ト／コンベヤーは「温度」とラベル付けされる値を

受けるが，ロボット／コンベヤーの制御プログラム

にとって，温度がどこで測定されたかについては必

ずしも明確ではなく，単位がないため，機械は値が

公称動作範囲内かどうかは言うまでもなく，値が実

際モーター温度であるということすら知ることがで

きない．たとえロボット／コンベヤー制御装置が動

作範囲およびアラーム値について明確なアルゴリズ

ムを実装していたとしても，その値とアルゴリズム

の中の対応する正しい場所の関係は，導出できない．

この理由としては，制御装置の情報モデルが制限さ

れており，モーターの情報モデルが除外されている

ためである．ロボット／コンベヤー制御装置が，モ

ーターに適切に応答できるかどうかは，人間のよう

に，制御装置がモーター情報モデルにアクセスでき

るかどうかがキーとなる． 

異なるアプリケーション・ドメインに関する機

械解釈可能な情報モデルは，非常に望ましい

（Figure2-7 参照）．この一つの理由は，企業間や国

家間の流通，生産および包装をカバーする高度に分

散したサプライチェーンや，装置，エレクトロニク

スや制御など種々の業務分野をカバーする複雑なエ

ンジニアリングプロセスなどの存在である．1 つの

選択肢としては，様々な関連データがそのソースと

独立して解釈できるよう，異なる情報モデルの知識

を集約するという方法がある（Figure2-7 の①，②，

③参照）．こういったモデルのマッピングや組み合

わせ（④参照）は人間が主導で行う．結果的に，他

のドメインのマッピングされた，あるいは組み合わ

せられた情報モデルへアクセスできる機械（①参照）

（異種の機械など）は，それらのドメイン／装置に

関連したデータを理解できる 13. 

  

13 ダグラス・アダムス書籍 Hitchhiker's Guide to the Galaxy の「バベル・フィッシュ（汎用言語翻訳プロ

グラムである）」を参照．この場合，我々がよく話す汎用言語翻訳プログラムより汎用的な言語である． 

 

現状の最新技術 

例 4：多くの装置アプリケーションは，「自身」

のデータの評価に使用できる明示的情報モデ

ルがない 

多くの装置アプリケーションには，「自身」

のデータの評価，理解，また新たなモデルへの

応答に使用できる明示的な情報モデルがない

が，これはアルゴリズムの定義がこの目的での

推定には厳格過ぎるためである．実環境データ

の使用は，アルゴリズム的にアプリケーション

ソフトウェアにプログラムされる．現実世界で

のアセットの変化は，装置のアプリケーション

ソフトウェアでの再プログラミングを必要と

する． 

この欠如が意味するのは，長い再認定時間,

データの誤解のリスクを高めるエラーの発生

率の高さ，開発者側の専門技術のニーズの増大

などであり,これらはすべてすくなくともソフ

トウェアを競争力のないものとしてしまう． 

 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 

現状の最新技術 

例 5：装置情報モデルは一般に単一の知識ドメインを網羅する 

多くの場合装置の使用のために設計される情報モデルは,単一の知識ドメインを網羅する．装置が別

の装置からのデータを理解する必要がある場合，その装置の情報モデルの直接的使用は不可能な場合が

多い．これは，不具合のあるセマンティック相互運用性の具体例であるが，これは，情報モデル間の付

加的なマッピングや統合化は，両方の装置に対し共通知識を持つ人間によって手動で設計する必要があ

るためである． 

この問題への対応の 1 つの例は，PLC プログラミングにおいては一般的な PLC プログラミング言語

をカバーしている IEC61131-3 である．PLCopen では，モーションや安全性などドメイン特有のライブ

ラリを規定している．これらには，機械解釈可能な言語で表現されるセマンティックに関連したコンテ

ンツが含まれる．PLC モデルがこれらのドメインに関連付けられている場合，相互運用性は増大される

が，これは一般的なモデルとより限定的なモデルが統合され，更なる多様性に対応できるためである． 

相互運用性を増大させるもう一つの良い例は，OPC UA（現状の最新技術 2 参照）をカバーしてい

る IEC 62541 の使用である．また,OPC UA メタモデルに関するドメイン特有の知識を規定するいわゆ

るコンパニオン仕様が存在する．これらのドメインの例は，ロボット，押出機およびドライブのみなら

ず IEC 61131-3 および AutomationML（IEC 62714）も含む．OPC UA の構成は，明示的ドメイン知

識を包含し，OPC UA の発見機能に基づく．これらは機械解釈可能となり，相互運用性を改善する． 

もう一つの良い例：すでに若干のドメインに提供されているように，ドメイン特有の仕様が共通の

IEC CDD 語彙を使用する場合，セマンティック相互運用性を強化できる．例えば，IEC CDD 標準は，

アプリケーション／システムを選ばない定義を提示している．これらの定義は様々な情報モデルで使用

でき，種々の情報モデルを使用したアプリケーションが，標準定義の解釈を使用できる． 
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2.2.4 クロスドメイン理解と機械学習の統合 

  

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 

現状の最新技術 

例 6：学習は一般に情報モデルには統合されない 

ライフタイムの情報モデルにおける自己適応は，現状の最新技術でままだ実現できてい

ない．この点に関しては依然として各研究で着目されている． 

機械学習（ML）は，イベントの分類，予測に使用できる技術である．知識ベースのア

プローチは無く，どのように,またなぜ分類や予測が解釈されたのかは説明できない．ML は

極めて大規模なデータ量を統計学的に分析することができる．知識表示は学習には役立た

ず，モデル構築や拡張において極めて時間がかかる．ゆえに，モデル拡張は ML の恩恵を受

け，現在ではツールやアプローチの両者が今のところ独自なものとして存在する． 
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人的誘導または手動によるオントロジーマッピ

ングあるいは統合化は，極めて時間かかりリソース

集約型のプロセスである．世界についての学習は，

我々人間の互いの理解の支援となる．ゆえに，機械

学習が既存の情報モデルから学んで,知識を拡張しこ

れを新しい情報モデルに組み入れることに使用でき

れば，これは高度なステップとなる．人間のように，

共通世界について学習を継続する機械は，互いによ

く理解できる（Figure2-8 参照）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2-8 は，モーター信号の新たなデジタル化

（例：Figure2-8 の①参照）は学習の利用により，知

識モデル A の拡張に用いることが可能であり（②参

照），そういったモデルが共通のモーターモデルに

マッピング可能であることを例示している（③，④

参照）．これと同じ手法を，すべての機械に適用で

きる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セマンティック相互運用性：現在のモデル，将来の目的および最新技術 
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これまで，相互運用性の概念，セマンティック

相互運用性，およびセマンティック相互運用性の現

状の最新技術を示してきた．ここでは，これら概念

を実践する産業ユースケースに目を向けてゆく一方，

現状の最新技術とこれらのユースケースの施行に必

要なものとの乖離を確認してゆく． 

 

3.1 ユースケースのアプリケーション領域 

本白書は，機械部品，装置，プラントおよび工

場の設計・開発（Figure3-1 の①参照）において，同

様のツールおよび手法（例：BOP および BOM）が

関わる産業自動化に着目する． 

同様に，プラントおよび工場 14（②参照）にお

ける機械部品や装置の生産にはそれぞれ独自の類似

のツールや手法がある．設計および開発段階の全体

ライフサイクルは,生産の準備段階として,人間が専

用のツールを使って作業する情報の世界で発生する．

生産段階には，現実世界の側面（②参照，例：商品

の生産）と指揮管理などの情報的世界の側面（③参

照）がある．装置・電気工学，エレクトロニクス，

空気圧，計測，アクチュエータ工学，制御理論など，

複数の異種の知識が，これらの設計，開発および生

第三節 
セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

__________ 

14 IEC 62264／ISA-95 の他所において，この構成（例えばロジスティックス，在庫管理，人的資源）および階層構

造がモデル化される． 
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産加工段階に関係する．各プロセス，プロセス間ま

たはプロセスチェーン間で活動する技術者たちは，

相互に連携して，相互運用性をもつ必要がある．例

えば，エンジニアリングツールでパーツをどのよう

に使用しても，それはその部品のままであり，その

ように参照する必要がある．結果として，ツール間

の相互作用は,アプリケーションの相互運用性を実現

するために，データ転送を越えて拡張し，データ理

解を包含しなければならない．これは，設計，開発，

制御や管理ツールを用いて働く人間および直接受信

データに応答する装置に当てはまる．大企業が協力

して顧客に包括的なサービスを提供する傾向には，

シームレスなデータフローのためのセマンティック

な相互運用性が必要である． 

例えば，電力供給網には，部品，アセット（例：

ケーブル，トランス），アセットシステム（例：接

続，変電所）およびアセットポートフォリオ（例：

高電圧電力網）などの物理的階層が含まれ，上記の

部品，装置，工場の関係に似ている．電力供給網の

範囲内のプロセス（例：市場カップリング，電力網

給電および電力網計画）は，電力網全体（すなわち

アセットポートフォリオ）に適用されるものもある．

さらに，電力網運用および電力網更新／アップグレ

ードはアセットシステムに適用され，電力網メンテ

ナンスは（特定の型式の）アセットに適用される．

これらの中でも，市場カップリング，電力網給電お

よび電力網運用はより自動化され，種々のプロセス

に対し，それぞれ別の情報モデルが開発されている．

その結果，プロセス間の相互作用が主な課題となっ

た．詳細は A.2.2.1 参照． 

産業用セマンティック相互運用性関連のユース

ケースでは,異なるライフサイクルステップと知識ド

メインをまたがるエンジニアリングプロセスを取り

上げる．実例となるユースケースを Figure3-2 に示

す． 

Figure3-2 に例示する 7 つのユースケースにつ

いては，以下で項目別に詳細を述べる． 

 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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・UC-MDA-01 人間中心の記録からのモデルおよび

データの取得：セマンティクスを用い，情報を従

来の形式のメディアから機械が理解可能なモデル

に変換する． 

・UC-AA-02 統合意味情報モデルによるオブジェ

クト／アセットへのアクセス（3.2 および 2.3.6 参

照）：セマンティクスは検索および理解で有用と

なる． 

・UC-BS-03 システム初期立ち上げ：セマンティク

スは，デバイスを構成して自動化システムへ配備

するのに役立つ． 

・UC-SE-04 システムエンジニアリング：セマンテ

ィクスは，設計、調達，プラニング，施設，運用，

アセット管理，メンテナンスなど，種々の垂直分

類間のブリッジングの支援となる． 

・UC-AS-05 エンジニアリング要件およびアセット

技術のマッチング：セマンティクスは，複雑な統

合モデルへのデータの結びつけの支援となる． 

・UC-FD-06 セマンティクス・ベースの故障検出

による診断：前のユースケースと同様に，セマン

ティクスは，データを予測に結びつけたり，動作

を説明したりすることに使用できる． 

・UC-CC-07 システム協力／コラボレーション：セ

マンティクスは,互いの能力と産業プロセスでの

役割を理解することによって装置が相互作用する

ことの支援となる． 

これら各ユースケースについては，現在の技術

を用いた施行能力における必要条件と乖離とともに

解説，例示する．ユースケースの詳細添付資料 A，B

に記載する． 

   

 

 

ユースケースタイプの根元的テーマには，全ユ

ースケースに対する 4 つ一般的要求事項および乖離

が含まれる： 

・モデル開発およびベストプラクティス：モデルの

開発者らは，これらを読み，理解しなければなら

ない． 

―特定された乖離は，命名規約，設計の慣例，メ

タデータに影響を及ぼすものも含めた，一貫性

のないセマンティックのベストプラクティスに

関連している． 

・モデル統合化：モデルを統合する開発者は，相応

の技法や手順を必要とする． 

―関連する乖離は,そういった技法のアプリケーシ

ョンや使用に関係している．このプロセスにお

ける支援が得られるようなそういったツールは

未だ存在しない． 

・モデル管理：標準を統制する者は，それら標準規

格に関連した情報モデルを管理する必要がある． 

―管理された標準規格の多く 15 は，公式の（標準

化された）情報モデルを含まない． 

―ドメインモデルの作製のため，管理した標準情

報モデルの調整された統合化を必要とする

（S_A→S_B）． 

・モデル作成および標準化：標準規格の多くは，標

準規格の形式を取らない一般的合意によって「規

格化された」知識に依存している（例：教科書）． 

―標準化組織は，工学物理学の例のような「書籍

知識」を包含するための情報モデルエコシステ

ムの拡張を検討する必要がある（モデルを拡張

するための大学への資金供給など）． 

 

  

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

 

__________ 

15 規格は誤りの訂正，ドメインの観察および内容の改善や適応など今後永続的な加工を必要とする．本白書

においては，「標準の管理」という用語は，こういった加工を示す． 
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3.2 ユースケース 1：UC-MDA-01 人間中心の記

録からのモデルおよびデータの取得 

モデルおよびデータ取得は明確なセマンティッ

ク相互運用性のユースケースではないが，セマンテ

ィックモデルがない場合，セマンティクスは産業自

動化を支援できず，利用できる技術的ノウハウの多

くは無数の文書に分散している点を考えると，そう

いった事例自体は多く得られる．ユースケース 1 は，

Figure1-1 の「検索，更新」シナリオ b に基づく． 

 

3.2.1 ユースケース解説 

Figure3-3 で示す通り，このユースケースは化学

プラントにおけるシステムエンジニアリングの例で

あり産業自動化およびセマンティック相互運用性と

関連付けできる．プラントのさまざまな要素とそれ

らの間の相互作用にアクセスし，それについて推論

するためには，人間中心の記録でみられる情報とそ

れに関連するモデル（Figure3-3 の①～⑥参照）は，

機械が理解可能な形式で利用でき（⑦～⑫参照），

共通モデル（⑬参照）に集約しなければならず，そ

れにより，設計や運用などのエンジニアリングタス

クにおいて相互参照して用いることが可能となる．

この図に示される特定のドキュメント種別には，化

学反応の一般モデル（①参照），配管および計装図

中の計測ポイント（P&ID）（IEC 62424）（②参照），

制御図（③参照）および配線図（④参照）が含まれ

る．このユースケースとそれに続く 2 つのユースケ

ースの詳細な考察については付録 A を参照されたい． 

 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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3.2.2 要件 

システムエンジニアリングにおける人間中心の

記録への依存の解消には，2 つの必要条件がある： 

・モデル：人間中心（非構造化）ドキュメントで伝

送される知識およびデータを表示する情報モデル

が存在し，問い合わせ可能でなければならない． 

・モデル／データ移送：非構造化ドキュメントを基

礎モデルへと構文解析するための技術が必要とさ

れる． 

 

3.2.3 乖離 

・人間中心（非構造化）ドキュメントによって伝え

られる概念情報を示す情報モデルが存在しない． 

・人間中心（非構造化）ドキュメントをセマンティ

ックな要素と関係性として構文解析するメカニズ

ムが開発されていない． 

 

3.3 ユースケース 2：UC-AA-02 統合意味情報モ

デルによるオブジェクト/アセットへのアクセ

ス 

これは，特定のインスタンスや問い合わせ制約

を満たすインスタンスを取得するモデルおよびリポ

ジトリに対して問い合わせを行う Figure1-1 の「検

索，更新」シナリオ a, b に基づくセマンティック相

互運用性ユースケースで最も一般的なものである．

これは，実際には，オントロジーの能力と限界を理

解し，モデル実施を検証する手法であり，全てのモ

デルに基づく推論の土台となる． 

 

3.3.1 ユースケース解説 

化学プラントに戻り，図 3-3 で示すリアクター

について考える．先のユースケースにおいて，リア

クター，プラント，等に関する情報が現在人間中心

ドキュメントで得られるという事実に着眼する．こ

れらのドキュメントが機械により理解可能なモデル

に変換可能と仮定すると（Figure3-3 の⑦～⑫参照），

これらは，統合した全体または共通モデルとして利

用できない限り，システムエンジニアリングタスク

（例：設計や運用）においては完全に有用とはなら

ない．再び図を見てみると，反応に適切な温度をモ

ニター，制御できるよう，一般化学的反応モデル（⑦

参照）が必要である．加えて，プラント装置データ

（⑧参照），DCS（⑨参照），電気（⑩参照），制

御ロジック（⑪参照）および管理（⑫参照）は全て

システムモデルで利用可能でなくてはならない（⑬

参照）．この詳細な考察は付録 A，および以下のユ

ースケースを参照されたい． 

 

3.3.2 要件 

システムエンジニアリングにおける個別の局所

モデルへの依存の解消には 3 つの必要条件がある： 

・統合モデル：さまざまなモデルが単一モデルとし

て働くように統合されたユースケースの深度と幅

を示す情報モデル． 

・統合化：オントロジーを組込むための構造および

方策． 

・アクセス：情報モデルを横断し，データベースの

ようなCRUD 16運用を行う構造が用意されていな

くてはならない． 

 

3.3.3 乖離 

・再使用可能なものとしては十分でない情報モデル

が存在する．大規模なオントロジーを構築するほ

かには，複数のオントロジーを統合するために利

用できる受け入れられる手法がない．個別モデル

__________ 

16 SPARQL は,リポジトリの CRUD 操作（作成,読み取り,更新,削除）をサポートする． SPARQL では,それら

は構築,選択,挿入,削除と呼ばれる． 実際,SQL では名前は同じである． 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

 



 

 42 

の統合に必要な接着剤（または共通性）は，多く

の場合物理学であり，工学物理学には共通のオン

トロジーが存在しない． 

・モデルに対して再使用可能な問い合わせを開発す

るための十分な技術が不足しており，まだ一律に

は利用できない専門知識の開発が必要とされる． 

 

3.4 ユースケース 3：UC-BS-03 システムブートス

トラッピング 

新たなデバイスが既存の自動化システムに追加

される場合，「スマート」なシステムは，システム

が認識，理解し，新たなデバイスと相互作用を開始

するための「プラグ，自動化」機能をサポートする

必要がある．このブートストラッピング機能は，

Figure1-1 のシナリオ b，c に示される（ｂはモデル

相互運用，ｃはそれにより有効化される相互作用）．

このユースケースの詳細な考察については，付録 A

を参照されたい． 

 

3.4.1 ユースケース解説 

自動化システムは，時間の経過に伴い進化する．

こういった進化の一般的な理由としては，必要な新

機能の導入である．Figure3-4 に，システムに追加す

る必要がある既存の自動化システム（①参照）と新

たなデバイス（②参照）を示す． 

制御アプリケーション（③参照）は動作し，新

たなデバイスの追加後にその機能を継続する．既存

の標準規格のおかげで既存のセンサとアクチュエー

タの値は，制御装置に公開され，垂直システムに取

り入れられる（④参照）（例：IEC 61804，IEC 61784，

IEC 62769，IEC 62453 等，⑤参照）．これらの標

準規格は，デバイス特性およびデータのセマンティ

クスを特徴づける．目標が,補助装置を必要とする新

たなアプリケーションの開発であると仮定する．

我々は，新たなデバイスに新たな温度センサを追加

する必要があり，新たな温度センサ（⑥参照）の情

報モデルは，垂直統合型自動化システムとは適合し

ないとする．一方，希望としては，ただ新たなデバ

イスを接続し，できるだけ簡単にそれを新たなアプ

リケーションに利用できるようにしたい． 

自動化システムが新たなデバイスを理解できる

唯一の方法は，新たなデバイス情報モデルが既知か

どうか，デバイスが出現した場合にシステムに追加

されるかどうかによる． 

  

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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3.4.2 必要条件 

・採用可能なセマンティックデバイスモデル：シス

テム情報モデルが新たなデバイスモデルに適合す

ることができる（例：接続と動作の作業に関して

意味論的に適合）． 

・セマンティックモデル間のマッピング：オントロ

ジー間でマッピングを構築するための構造が必要

である． 

・セマンティックモデルの構築における人間の専門

技術：情報モデル間でのマッピング構築において

専門技術が必要である． 

 

3.4.3 乖離 

・ほとんどのエンジニアリングシステムは浅いセマ

ンティックモデルから構築され，これはシステム

に未知のデバイスの追加を極めて困難にする． 

・統合化問題に合うオントロジーの統合手法となる

セマンティックベストプラクティスが存在しない． 

 

3.5 ユースケース 4：UC-SE-04 システムエンジ

ニアリング 

ほとんどの産業自動化ユースケースは，データ

の作成，分析を行うことによりタスクを支援する．

セマンティック相互運用性に関して，これは，

Figure1-1 の「更新」または「運用」シナリオ b，c

に基づく． 

 

3.5.1 化学プラントのユースケース解説 

  Figure3-5 で示す通り，我々が調べていた例は化

学プラントのリアクターである． 

エンジニアリングチーム（④参照）がプラント

および制御システムの設計，運用およびメンテナン

スをまとめなくてはならない，一般的なシステムエ

ンジニアリングを代表する化学処理プラントの側面

を,Figure3-5 に例示する．これらのデータ中心の運

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

 



 

 44 

用のタスクはモデル化でき，データの塊の様々なデ

ータブロックレベルで動作し，統合モデル，データ

を統合モデルにマッチさせる能力および様々な様式

における全体的な論理判断能力に依存する． 

エンジニアリングプロセスは，2 つの半製品 1

と 2 を組み合わせ（本稿の例），結果として製品 3

（Figure3-5 の①参照）となる化学反応を定義するこ

とから始まる．いわゆる P&ID と称される，リアク

ターで構成されるプラント（②の概略図）によりこ

の化学プロセスは行われる．P&ID は，計測および

作動ポイントに関する自動化システムの要件と合わ

せて，プラントの技術リソース（配管，バルブ，導

管，ポンプ，熱交換器等）の全てを説明する．これ

らの計測および作動ポイントは適切な自動化デバイ

ス（⑤参照）で施行する必要があり，制御システム

（③参照）の要素（⑥参照）となる．このユースケ

ースの詳細な考察については，付録 A を参照された

い． 

 

3.5.2 要件 

様々なシステムエンジニアリングタスクを支援

するには，2 つの要件が必要である： 

・データマッチング：データ分析のため，パターン

マッチを用いてデータを情報モデルにマッピング

しなければならない． 

・分析：運用のタスクを行う際に，ロジックを適用

できなくてはならない．そのために,ロジックを情報

モデルの不可欠な部分として開発するか，情報モデ

ルとは別に開発する必要がある． 

 

3.5.3 乖離 

・統合の際に必要とする全ての知識ドメインへのア

クセスを提供するための，標準化された情報モデ

ルと標準化されていない情報モデルの組み合わせ

が必要である． 

・慣例的には，論理モデルは情報モデルとは別のも

のである． 

・さらに，温度センサにボルト径などの機械的特性

または内部抵抗などの電気特性を示すなど，複数

の知識ドメインの関係を説明する規格化された情

報モデル 17が存在しない．PLC プログラムや監視

システムにおけるそのような表現は，エンジニア

リングドメインではまだ使用されていない． 

 

3.6 ユースケース 5：UC-AS-05 エンジニアリン

グ要件とアセット技術のマッチング 

その技術/機能を要件などの提供データとマッチ

ングさせることによるデバイスの候補の特定は，

Figure1-1 の相互運用性シナリオ a，b の” 検索”

および”更新”の古典的ユースケースである． 

 

3.6.1 ユースケース解説 

タービン保守などの自動化のある側面に対し機

能要求を示す（Figure3-6 の①参照）状況を考える．

ここでは，磨耗した軸受を交換し，タービン設計要

件（最高速度，注油種別，ベアリング型式など）を

満たすベアリング（②参照）の特定が必要となる．

マッチングがうまくゆけば，既知の属性値や要件に

合致した候補ベアリングは，プロセスに利用できる

ようになる． 

  

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

 

__________ 

17 いくつかの一時的なエンジニアリング・セマンティックモデルが利用可能である． 
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Figure3-7 は，この目標達成に何が必要かを示してい

る．プロセスへの入力は，タスク（Figure3-7 の①参

照）に特有の一連の要件（データの形式としての）

であり，関連デバイスと要素モデル（いくつかは標

準規格で定義されているかもしれないし,他はタービ

ン会社により定義されているかもしれない）がプロ

セスに利用可能となる． 

スキルモデルがデバイスモデルに埋め込まれて

いる場合，各デバイスはスキルモデルを実装しなけ

ればならない．スキルモデルが切り離され，タービ

ンモデルと統合される場合（3～5 に例示），全デバ

イスにおけるスキルの定義に使用できる．つまり，

オブジェクト指向カプセル化に類似したモジュール

方式を施行する．他のあらゆるモデルの要件にも同

じことが言える． 

企業側で定義済みのタービンモデルは，一連の

連結成分としてのタービン羽根，ローター，固定子，

ハウジングおよびベアリングなどの要素をモデル化

するのみである．デバイスモデルと分ける場合，こ

れらの各要素の各々には，スキルモデルでモデル化

できる一つ以上のスキルや機能がある（③参照）． 

このシナリオは，複数の従属的相互作用モデル

およびそれらのモデルと要件をマッチさせるパター

ンマッチ能力が必要なため，セマンティック相互運

用性の一例となる． 

 

3.6.2 要件 

複雑かつおそらく管理された（すなわち不変の）

情報モデルに対しデータをマッチさせる様々なシス

テムエンジニアリングタスクの支援においては，2

つの厳格な要件および１つの任意要件がある： 

・データマッチング：要件データの分析のためには，

それらを何らかのパターンマッチ形式を用いた

（要件）情報モデルにマッピングしなければなら

ない． 

 

・モデル統合化：慣習的には，論理モデルは情報モ

デルとは別である． 

・一時的モデルとシステムを選ばないモデル：情報

モデルを最大限に利用するため，局所的に定義し

たモデルをより一般的かつ再使用可能モデルとは

切り離すことが必要であり，後者は再使用可能な

情報集積（コーパス）になっている． 

 

3.6.3 乖離 

・マルチオントロジーSPARQL の問い合わせと機能

を開発するスキルが不足している． 

・ユースケースに必要とされる知識を扱う一般知識

の情報モデルが存在しない． 

・モデルは特定のユースケースのソリューションに

制限される用途を定義し，再使用が不可能な場合

がある． 

・他のシステムとの相互運用性は，直接的マッピン

グを必要とする（非効率で時間がかかり，メンテ

ナンスコストが莫大）． 

 

3.7 ユースケース６：UC-FD-06 セマンティク

ス・ベースの故障検出による診断 

発生前の問題の特定あるいは発生後の説明は,両

者ともデータのモデルへのマッチングと推論を要す

る．この問題の第一の特徴は，過去のユースケース

で明瞭に説明されるので，ここでは再び説明するこ

とはしない．推論は，Figure1-1 の「運用」相互運用

シナリオ c の代表ユースケースである．これが予測

（モーダスポネンス）であるか説明（モーダストレ

ンス）であるかどうかにかかわらず，同じ推論構造

を利用するため，前向き推論とシミュレーションを

含む予測に着目する． 

 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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3.7.1 ユースケース解説 

デバイスおよび要素は故障する可能性がある．

これは装置またはプラントのダウン時間を引き起こ

し，プラントの修理および再始動のための追加の努

力が必要となる．潜在的故障とエラーの発生前にそ

れらが検知されることが望ましい．オンラインデー

タおよびデバイスや要素の機能/動作に関する情報モ

デルに基づく，実行デバイス（または要素）のシミ

ュレーションまたは分析が存在すれば，これは可能

である．ポンプ，熱交換器，溶着または接着ツール，

コンベアベルト，ターンテーブルおよび多くのその

他構成要素など，より大規模な要素の集合体が産業

で多用される．各要素には，一般的な機能／動作モ

デル（工学物理学も含めて）に基づいて，それぞれ

に対応する機能／動作モデルが構築されている．こ

れらのモデルは，センサおよび他のコンテキスト情

報に由来する，コンテキスト上の従属性（有効化，

無効化，条件の開始・終了など）を有する． 

例えば，流速の上昇，圧力の上昇に対し定義し

た機能を有するポンプは，ポンプの入力圧と出力圧，

流量および温度によって管理できる（これらは，ポ

ンプのプロセス変数とポンプ分析の計算に使用され

る変数である）．タスクは，アルゴリズム変数をセ

ンサのデータに結合ことにより,一般的／共通的に達

成される．変数へのアクセス経路がアプリケーショ

ンプログラミングインタフェース（API）で隠され

るため，大部分は手動で行われる． 

ポンプの情報モデルが意味論的に相互運用可能

な場合，アルゴリズムと計測データの間の自動接続

が可能である．推論アルゴリズムを構成するには，

センサをポンプに結合しなければならない．センサ

は自動化システム全体の要素で，そのどこかに位置

し，制御システムに接続される． 

 

3.7.2 要件 

故障検出は，データへのアクセス，動的機能／

動作のデバイスモデル，およびデータの供給時に動

的モデルに関する推論能力を必要とする．予測と説

明には，前のユースケースの３要件に加えて，デー

タについてのセマンティック推論に対し 2 つの付加

的要件が必要となる： 

・セマンティック推論：動的モデル（例：法則）へ

のデータのマッチングを行い，結果を生成し，解

が得られるまでプロセスを繰り返す． 

・知識ベース推論：これらのモデルはすべて,あるい

はほとんど，ダイナミック・ロジックの形式とな

る． 

 

3.7.3 乖離 

・推論エンジンは別のシステムに存在し，情報リポ

ジトリとの双方向の翻訳を必要とするため脆い． 

・論理実行は，既知の相互作用に制限され，情報の

従属性の変化に対しては容易に適応できない． 

 

3.8 ユースケース：UC-Pm-06 送電網における予

防メンテナンスを促進するセマンティクス 

電力網のメンテナンスは，反応的もしくは主体

的であるが，その情報モデルは，常にアセット・モ

デルに依存する．ほとんどの場合，異種のアセット

（異なった製造業者やシステムからの）は，データ

交換において相容れず 18，あるデバイスまたはシス

テムから別のものへのデータ変換に人間の関与が求

められる．ユースケースでは，相互運用シナリオ

Figure1-1a-c の「理解」，「検索」，「更新」およ

び「運用」を実現する前述の２つのユースケースの

観点が示される．このユースケースの商業的背景は，

付録 A の A.2.2.1 を参照されたい． 

 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 

 

__________ 

18 同じ事を行うデバイスのデータがシステムで共有できないことを意味する． 
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3.8.1 ユースケース解説 

送電網（電力網）の運用における本質的責任は，

そのアセットとアセットシステムの稼働率または不

稼働率の管理である．電力網の要素稼働率に影響を

及ぼすシナリオは複数ある．因習的には，低中電圧

電力網は，保護機能が不具合を分離するかクライア

ントが問題を報告するまで待機する修正的手法を取

る．高圧電力網は，予防メンテナンスを通して不稼

働率をプランする傾向があり，一方で安全時期やメ

ンテナンスの頻度は，予測情報（アセット年齢，検

査，診断など）によって示される．いずれの場合も，

データは，アセットおよび不具合モデルに対してマ

ッチングされ，必要な動作が指示され，後に実ハー

ドウェアとシステム上で実行される． 

 現在は，予測情報のほぼ全てが，人間によって

処理される．しかしながら，電力網における多くの

ユースケースにおいて，予測情報を収集する機械が

関わる．1 つのユースケースにおいて，現場のスタ

ッフ，ロボット，ドローン（UAV）やヘリコプター

など，複数の目視検査からの出力を調和し，明確で

一貫性があり，機械が理解可能なコマンドを（より

自動化した）運用側に提供する． 

 

3.8.2 要件 

予防的メンテナンスのセマンティック要件は４

つある： 

・セマンティックアセットモデル：レガシーモデル

へのアダプターが備わった一貫したアセット情報

モデルもしくは一般的モデルが存在しなければな

らない． 

・セマンティック故障モードモデル：資産の機能と

用途を表す情報モデルが存在し,それによって望

ましい機能を無効にするイベントを捕捉しなけれ

ばならない． 

・セマンティックメンテナンスプラン：アクション

プラン（プラニングモデル）のモデル，そしてプ

ラニングモデルのデバイス使用モデルへの統合が

必要である． 

・セマンティックリスク認定および評価：原因とな

るイベントをシミュレーションしたり,イベント

がどのように発生したかを説明したりするための

メカニズムが備わっていなくてはならない． 

 

3.8.3 乖離 

・予測情報モデルは,いまのところ一時的な様式とし

てでしか開発されておらず，同じ電力網オペレー

ターのアセットに対してもさえも統一されていな

い．明確に定義された理論的，学術的内容に従っ

てはいるが，故障モードはアセット仕様範囲まで

標準化されない． 

・IEC 60300-3-11 のような標準規格は存在している

が，メンテナンス計画は電力網オペレーターイン

フラに準じない．メンテナンスの相互運用は，次

の 10 年も手動で理解されていくことが避けられ

ない． 

・因果関係連鎖のリンクとして個々の危険事象を説

明する際の標準情報モデルに欠いている． 

・推論エンジンは別のシステムに存在し，情報リポ

ジトリへ／から翻訳を必要とするため脆い． 

 

3.9 ユースケース 7：UC-CC-07 システム協調/コ

ラボレーション 

協調と協働は，近代の自動化の本質的な特徴で

あり，機械は，その機能とスケジューリング稼働率

の観点から，相互作用し，最小限に理解し合う必要

がある．将来アプリケーションについては，矛盾，

競合および補完機能に取り組む必要がある．これが

達成された場合のみ，マニュファクチュアリングセ

ルレベルで自律的な動作が可能となる．このコンテ

キストにおける協調および協働はメッセージ通信，

メッセージの理解，メッセージで伝送される知識に

則った動作などが関連する．これは，Figure1-1 相互

運用シナリオ a, b, c の組み合わせを表す．本白書に

関しては，著者らは協調に着目し，要件と乖離を導

出する． 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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3.9.1 ユースケース解説 

2 台の組立ロボット，コンベヤーおよび組み立

てられる車両から成る自動車組立のマニュファクチ

ュアリングセルを仮定する．両ロボットは，組み立

て工程での自身の役割（例：車両の運転席のドア取

付など），そのタスクの実行方法（例：取付けにつ

いての基本的理解と留め金具，接続，アライメント

などについての関連情報），ならびにセルにおける

他の装置の役割およびそれら役割が何か，またそれ

らから何を期待できるのか（使用，機能およびスキ

ル）を理解していることが重要となる．加えて，こ

れらの装置はソフト（機能的）ユニットの働きをす

るため，それらがスケジューリング情報（および情

報モデル）を利用できることが重要となる． 

このユースケースは前述のユースケースを越え，

機能および動作記述を介して情報モデルを拡張する．

一つの例としては，ロボット（例：Figure3-8 システ

ム A）が，別のロボット（システム B）に,車両に対

する加工位置の調整するためドアに少し大きめの穴

を開けるよう要求することなどが挙げられる．シス

テム A は，ドア，車両とプロジェクトデータ（およ

び関連する共有情報モデル（①参照））からドア，

車両，元の直径，既存の穴の配置，調整誤差などの

詳細な属性を取得し，他のシステムへの要求プロセ

ス（②参照）を開始する． 

システム A は，可能な回答に対し待機状態にあ

る．穴開けの位置にあるシステムが他にも複数ある

場合もあるであろうが，おそらくこのタイプの穴，

この材料，またはこの例で必要とされる再調整にお

いてそれはない．Figure3-8 の例は，1 つのシステム

B のみを示す．システム B は，可能な要求（②参照）

を認識している状態である必要がある．要求がシス

テム B に来る場合，意図するドリルタスクの特性と

そのドリルスキル情報モデル（④参照）を照合する

（③参照）論理が存在しなくてはならない．セマン

ティック相互運用性において，システム B はその特

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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性とスキルモデルをマッチングさせ，適切な論理を

認識する必要がある．このマッチング論理にはシミ

ュレーションも含まれたり，内部のスキルと要求さ

れる能力を比較する機能を開始したり，あるいは人

間やまた別のシステムに要求を転送などもできる．

システム B がこのマッチング論理の要求を認識しな

い場合，メッセージを理解したことになる．これは，

Figure1-1 の「検索」および「運用」シナリオ a，c

の組み合わせである．システム B の機能が要求され

る穴の属性をサポートする場合，回答（⑤参照）を

生成し，要求しているシステム A に提案を送ること

ができる．システム B は，提案の持続時間が有効な

限り提示するタスクに関する生産能力をブロックす

る必要がある．続いて，システム B は指示の待機状

態となる．システム A は，受信データをその内部モ

デル（⑧参照）のインスタンスデータと照合し，指

示が適切か（ドリルの例においては，特定の直径の

穴開けができるか，穴開けが可能な材料か，ロボッ

トが加工位置にとどくかなど）どうかを決定する（⑥

参照）．システム A の情報モデルに特性をマッチン

グさせることが可能で，決定論理を開始するよう提

案が認識される場合，セマンティック相互運用性が

支持される．システム B と同様に，こういったアル

ゴリズムは，簡単な機能，最適化アルゴリズムまた

は人間に対する要求であったりする．決定に従い，

回答がシステム B に送られる（⑦参照）．システム

B が指示を受けない場合，ブロックされた生産能力

を解放できる．それが指示を受ける場合，機能を呼

び出す必要がある． 

 

 

 

 

 

3.9.2 要件 

・アルゴリズムを含む情報モデル：実行するアル

ゴリズムの識別とアルゴリズムに関連したデー

タは，情報モデルの要素である（例：機能，ス

キル，タスクスケジュール操作，目標，動作，

要件等）． 

・セマンティック動作モデルの接続：情報モデル

は動作モデルに関連付けられている必要がある． 

・相互作用パターンのセマンティックモデル：相

手システムは，一般相互作用パターンを知って

いる必要がある． 

・協調の学習：システムが逐次に協調，コラボレ

ーション，矛盾，競合と補完機能を段階的に学

習する． 

 

3.9.3 乖離 

・オントロジーレベルにおける機能情報モデルと

セマンティックプロトコル 19 の接続は一般的で

ない． 

・概念/用語レベルの情報モデル構成要素間のマッ

ピングが存在する場合，用語／概念が識別され

たときに何をすべきかわかるリンクが欠如して

いる場合が多い． 

    

__________ 

19 プロトコルメッセージの機械が理解可能な内容を持つアプリケーション間のプロトコル． 

セマンティック相互運用性の課題と動機付け：7 つの使用事例 
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一般的なセマンティック相互運用性シナリオに

は，それぞれが情報モデルおよびビジネス論理を有

する 2 つのシステム間で伝達されるデータが関連す

る．1.2 節では，4 つのセマンティック相互運用性シ

ナリオを紹介し，それらは第三節の各ユースケース

から参照されている．シナリオは，「理解」（すな

わちモデルが「ある」）は「検索」には必要条件で

あり，「検索」は「変更」には必要条件であり，「変

更」は「運用」の必要条件であるという様式で連続

して配置されている． 

 

4.1 セマンティック相互運用性の一般要件 

ユースケースで示される要件は，以下のシナリ

オでまとめられる．装置同士の相互作用がある場合，

要件が発生する．人間はそのループには入らない． 

・理解（Figure1-1 参照）． 

―モデル：人間中心の（構造化されていない）ド

キュメントで伝達される知識とデータを表すこ

とができる情報モデルが存在し、問い合わせ可

能である必要がある． 

―要件に対するデータマッチング：要件データを

分析するため，パターンマッチを用いて，それ

を（要件）情報モデルにマッピングできる必要

がある． 

―モデル統合化：ユースケースに特有のドメイン

モデルに加えて，要件，スキルおよびその他の

一般情報モデルが存在していなければならない． 

 

 

―一時的モデルとシステムを選ばないモデル：情

報モデルを最大限に利用するため，局所的に定

義済みモデルをより一般的な再利用可能なモデ

ルから切り離すことが必要で，後者は再利用可

能な情報コーパスとなる． 

―セマンティックアセットモデル：一貫性のある

アセット・モデルまたはレガシー・モデルへの

アダプターを備えた共通モデルのいずれかが存

在していなければならない． 

―セマンティック故障モードモデル：アセットの

機能と使用を表し，それによって望ましい機能

を無効にするイベントをキャプチャする情報モ

デルが存在していなくてはならない． 

―セマンティックメンテナンスプラン：アクショ

ンプランのモデル（すなわちプラニングモデル

と，計画モデルとデバイス使用モデルを統合し

なくてはならない． 

・検索：（Figure1-1 参照）． 

―モデル／データ移送：基礎モデルに非構造化文

書をパージングする技法が必要とされる． 

―統合モデル：複数のモデルが単一モデルの働き

をするように,ユースケースの深度と幅を表す情

報モデルを統合しなければならない． 

―統合化：オントロジーを統合するためのメカニ

ズムとポリシーを開発しなければならない． 

―データマッチング：データを分析するため，パ

ターンマッチングを使用して情報モデルにマッ

ピングしなければならない． 

―専門技術：情報モデル間のマッピングを構築す

る専門知識が必要である． 

第四節 
使用事例に関連するセマンティック相互運用性シナリオ 
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・更新（Figure1-1b 参照） 

―アクセス：情報モデルをトラバースし，データ

ベース様のCRUD運用を行うメカニズムを導入

しなければならない． 

―適応可能なセマンティックデバイスモデル：シ

ステム情報モデルが新しいデバイスモデルに適

応可能であること（すなわち接続と運用に関し

て,意味論的に適合できること）． 

―協調の学習：システムが協調，協働，矛盾，競

合および補間機能を逐次に学習できること． 

・運用（Figure1-1 参照）． 

―分析：運用タスクの実行に関してロジックの展

開，呼び出しが可能でなければならない． 

―セマンティック推論：このメカニズムには,デー

タを動的モデル（ルールなど）と照合し,結果を

生成し,解決策が見つかるまでプロセスを繰り返

さなければならない． 

―知識ベース推論：すべて／ほとんどのダイナミ

ック・ロジックの形式を包含するモデルが必要

である． 

―セマンティック予測または説明：原因となるイ

ベントをシミュレートしたり,イベントがどのよ

うに発生したかを説明したりするためのメカニ

ズムを導入しなければならない． 

―アルゴリズムを含む情報モデル：実行する予定

のアルゴリズムの識別とアルゴリズムに関連す

るデータは,情報モデルの一部でなければならい

（例：機能，スキル，タスクスケジュール操作，

目標，動作，要件，等）． 

―セマンティック動作モデルの接続：情報モデル

が動作モデルと接続していなければならない． 

―相互作用パターンのセマンティックモデル：相

手システムが一般な相互作用パターンを知って

いなければいけない． 

 

4.2 セマンティック相互運用性を複雑にする一般

的な乖離 

ユースケースで示される乖離は，以下のシナリ

オでまとめられる．装置同士の相互作用がある場合

に乖離が発生する．人間はそのループには入らない． 

・理解（Figure1-1 参照）． 

―所定の産業工学および一般運用の概念の集合体に

関して形式的もしくは標準化された情報モデルが

存在しない． 

・既存の補助的，付随的モデル（いわゆる一時的

モデル）は標準化されていない． 

・基本的または基本的な構造と動作を記述し,まだ

標準化されていないモデルは確かに存在する．

おそらく，これらを特定し，必要に応じてモデ

ルを開発するための努力をすることができる． 

―物理的現象のような問題に関する一般知識は，モ

デル全体で違って説明される．一般的な知識情報

モデルはそれほど多くは用いられない． 

・特定の標準規格において一般的/共通知識を認識

し，それを広く利用可能にするプロセスが必要

である． 

・QUDT，SSN／SOSA 等 IEC／ISO 標準化フレ

ームワーク外の情報モデルも同様に検討する必

要がある． 

―情報モデルの形式化の度合いは十分には高くはな

い（付録 B 参照）． 

・情報モデルは，均一にマッチングと推論を可能

にする形式的記述に変換する必要がある． 

  

使用事例に関連するセマンティック相互運用性シナリオ 
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・検索（Figure1-1 参照）． 

―知識範囲または用途が異なる情報モデルでは語

彙も異なる．これは同一のピース（訳注：単語）

に対して異なる記述が存在する（同名異義語），

もしくは同一・類似情報が異なる単語を使用す

る（同義語）ことを意味する．一般的な語彙は

あまり多くは用いられない． 

・既存の語彙が適切に使用されているかに関し

て，また新たな語彙の識別に関して，標準規

格を評価する検出・評価手法が必要である． 

―システムエンジニアリングにおいては，人間中

心の文書の使用が，依然として支配的である

（例：管理された規格化情報モデルが無い）． 

・システムを選ばない現象の識別および，それ

らがどのように形式的問い合わせが適用され

る一連の接続情報モデルに適用されるかの判

断にキャンペーン 20が必要となる． 

―ドメイン特有の完全な標準規格を記述する小規

模の管理した標準化オントロジーの組み合わせ

手法に関する戦略が無い． 

・ブリッジングオントロジーは，大規模な包括

的オントロジーの構築より好ましい． 

・更新（Figure1-1b 参照）． 

―装置，電子機器および空力のような物理ドメイ

ンの関係を説明するモデルが無く，自動的な技

術的結果の導出を不可能にしている． 

―パターンマッチングおよびインスタンス生成が

必要である． 

 

 

・運用（図 1-1c 参照）． 

―標準化され管理された機能・運用モデルは，標

準化の主流では用いられない．加えて，データ

と機能性モデルを設計し，共に使用する必要が

ある．システムを選ばない機能を識別，標準化

する方法を確定する戦略が必要である． 

―オントロジーレベルの情報機能モデル間の接続

やセマンティックプロトコルは一般的でない． 

  

使用事例に関連するセマンティック相互運用性シナリオ 

 

__________ 

20 技術知識の形式化を加速させるには，標準化関連機関，学術研究機関および資金提供機関などさまざ

まなステークホルダーによる調整された取り組みが必要である． 
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5.1 セマンティック相互運用性情報モデルの設計

に関する技術的考察 

ICT 通信チャネルの両端において，交換情報が

人間だけではなく，コンピュータシステムとその関

連するソフトウェアによっても理解されるようにす

ることがセマンティック相互運用性の課題である． 

そのような交換に関連した以下の項目を標準化

に直接反映できる： 

・用語集 

―セマンティクス関連用語を扱っている ISO／

IEC JTC 1／SC 41および IEC TC 65/WG 23の

いくつかのプロジェクトは，標準化の開始に利

用できる十分なインプットとなる（例：国際電

子技術用語（IEV）） 

・物理現象に関するシステムに依存しないオントロ

ジー 

―たとえ標準規格および事実上の標準がこの領域

に存在するとしても，関連する概念を用いた標

準全てに関して規範となる単一かつ一貫した包

括的標準は存在しない． 

 

5.2 正確なアクションを提案するためにさらに多

くの構造化/作業を必要とするテーマ 

ドメイン特有のモデルと標準モデルを繋ぎ合わ

せるための機能，動作および使用モデルに,十分な注

意が払われてこなかった． 

 

 

・特に以下の機能に関して,機能は形式的手法で記述

しなくてはならない： 

―「if-then」のルール． 

―数式 

―機能を表す共通の「動詞」はあるか？ 

―アプリケーション・ドメインに依存せずに適用で

きる一般的な法則や機能があるか？ 

・共通する物理現象 

・単位（例：kPa，kg） 

・コンテキストに依存するがドメインに依存しな

い，位置，場所および方向など物理的関係 

・動作，接続，力の伝達，エネルギ貯蔵，弾性・

塑性変形などの物理動作（他の技術分野のメカ

ニクスやアナログ）など 

―どのようにドメイン特有の規則／機能を識別する

のか？ 

・教科書では，物理現象が説明されている（例：

水力学，空気力学，バルブ，電子デバイス等が

どのように作用するのか） 

・情報モデルは，世界そのものを構成するレンガ

で組み立てる必要がある（Figure5-1 参照） 

・誰がこの教科書の一般知識を機械解釈可能なモ

デルに持ち込むことに関与すべきか？  

第五節 
セマンティック相互運用性の達成に関係する課題 
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実際，我々が生活する技術界は，それ自身,階

層化モデルである．初期段階（上位のオントロジー）

では，極めて一般的な概念（概念の概念）を取得し，

そこからゆっくりとすべてのモデルを構築する．人

間がループに加わりタスクにその知識を導入すると

仮定されるため，大部分の技術現場では，この階層

化を故意に無視する．しかし，機械の場合，その知

識を作り上げなければならない．我々は，人間がど

うこれらの概念を（書籍，教師，教授，研究室等を

通して）学習するか知っており，唯一不足している

のは，これら概念を情報モデルに変換する努力だけ

だということは，救いである． 

5.3 さらなる研究を必要とするテーマ 

・セマンティック定義の変更（例：バージョン履歴） 

・セマンティックモデルの潜在的変化の取扱手法 

・これをどのように識別でき，どのようにプロセス

と記述を設計できるか． 

・セマンティック変更の自動検査の確立 

・結果として生じる動作の自動的な導出（例：ユー

ザーがバージョンに関係なくモデルを操作できる

ようにするブリッジの構築） 

・ユーザーの観点からのセマンティックモデルの変

更の取扱手法 

 

セマンティック相互運用性の達成に関係する課題 
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5.4 統合アプリケーションおよび技術のためのセ

マンティック相互運用性の概観 

セマンティック相互運用性の現状の最新技術と

乖離の分析により，産業の標準化と IT 標準化が異な

る経路で進んでいることが明らかとなった

（Figure5-2 の⑨参照）． 

上記は，必要な標準は，3 つの基本分類に関係

しているであろうことを示唆している：ドメインか

ら独立したモデル（Figure5-2 の①，⑤，⑫参照），

クロスドメインモデル（Figure5-2 の②，⑥，⑬参照），

およびドメイン特有のモデル（Figure5-2 の③，⑦，

⑭参照）21． 

物理に関連していてドメインから独立した（一

般的な）情報モデル（①参照）は，ほとんどの工業

標準規格においては,オントロジーの形式としては未

だ整備されていない（④参照）．これらの観点は,必

要に応じて，クロスドメイン標準（②参照）または

ドメイン特有の（③参照）標準に統合される．QUDT

オントロジー（⑤参照）は物理現象を扱うものであ

り，IT 標準化におけるこれらの普遍的な情報モデル

のベストプラクティスの例である．クロスドメイン

（②参照）標準およびドメインに特有の（③参照）

標準は，産業ドメインでは代表的である．これは，

セマンティック相互運用性のために強固な土台を構

成する．ほとんどの場合，形式化（⑯参照）のレベ

ルは不十分である．クロスドメイン（⑥参照）およ

びドメイン特有の（⑦参照）レベルの形式的オント

ロジーは，IT 標準において利用できる．ただし，両

ドメインの既存の標準は，実際には統合されていな

い（⑨参照）． 

段階的に，これらの 2 つの異なる領域をまとめ

る必要がある（⑩，⑪参照）．上で示唆する通り，

ドメインから独立した現象は塊に分け，標準化する

必要がある（⑫参照）．クロスドメイン標準（⑬参

照）は，必要に応じて，形式化を強化して，既存の

ものから導出する必要がある．将来的には（⑮参照），

セマンティック相互運用性の達成に関係する課題 

 

__________ 

21 図 5-1 の 8 階層は,読みやすくするために抽象化されている． 
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ドメイン特有の標準を，既存のものを用いて構築し，

他のドメインに特有の問題を包含して拡張する必要

がある（式 14a において，仕様はドメイン特有の問

題を意味する）．今後の検討は全て，情報モデル記

述の高レベルな形式化（⑯参照）を強調する必要が

ある． 

この戦略は，標準化され管理された共通知識に

至るまでの道のりを描き（Figure5-3 の⑤参照），セ

マンティック相互運用性を支援する情報モデル（②，

④参照）の設計の土台となる． 

これらの共通モデルは，システム間のデータ交

換・理解の基本となる個別の情報モデル（①，③参

照）を構築するために,特定の側面に従って構成する

必要がある（⑥およびシステム A，B 参照）．ドメ

インに依存しない情報モデルとドメイン間の情報モ

デルはどちらも,ライフサイクル全体（⑦参照）およ

びドメイン間（⑧参照）のシームレスなセマンティ

ック相互運用性,および垂直方向と水平方向の両方の

データ理解のための強固な基盤を構成する． 

  

セマンティック相互運用性の達成に関係する課題 
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本白書に含まれる調査結果によれば，多くの日

常業務を直接的な人間による制御無しに行う手法を

システムに与え，セマンティック相互運用性を前進

させるいくつかの機会が存在する． 

 

6.1 IEC およびその委員会における推奨 

IEC は，世界的に認められたデジュールスタン

ダード(公的標準)組織の 1 つとして，セマンティック

相互運用性を進め，アプリケーション内およびアプ

リケーション間の相互運用性の改善，達成のための

セマンティック技術アプリケーションを利用できる

条件を特定する独自の位置付けにある． 

 

6.1.1 セマンティック相互運用性情報モデル設計

の構成に関する推奨 

・情報モデルならびにその管理の両方の展開に対す

る，セマンティック相互運用性標準の策定の開始 

・IEC および ISO 標準化グループ間の調査を含むセ

マンティック相互運用性ベストプラクティスガイ

ドライン策定のためのワーキンググループの設置

を，IEC 標準化管理委員会（SMB）に要請する．

こういった調査では，現在それぞれが担当するセ

マンティック相互運用性標準，近い将来策定する

標準，およびこれらさまざまな標準が互いにどの

ように関連するのかを明らかにする必要がある

（リソースマップ）． 

 

・本白書で示されるユースケースから導出される推

奨には以下が挙げられる： 

―システムに依存しないモデルの集合体のレジス

トリを作成し，モデルの発見手段を提供する． 

―モデル統合化のための標準とツールを開発する． 

―標準化委員会の専門知識を整理し,標準ユーザー

がクエリ言語を操作するための手段を作成する． 

―必要な情報モデルとアセット情報モデルが，付

加的手段なくマッチングできるか判断する研究

を行う．もしなければ,これらの手法を特定し，

標準化する必要がある． 

―アドホックな 1 回限りの情報モデルから,組織的

または業界全体のモデルに移行することをコミ

ットする． 

―ベストプラクティスの例の形で情報モデルの統

合メカニズムを設計および公開する．共通の協

力的，協同的，対立的で，競争的，補完的プラ

ニングパターンについて調査を展開する活動を

開始する：そして，セマンティックプロトコル

標準化に関する推奨をこの調査からを導き出す． 

・セマンティック相互運用性に関するベストプラク

ティスの推奨には更に以下のツールの開発が含ま

れる： 

―メンテナンスツールのようなアプリケーション

用の最小限の一貫したメタデータの明示的記述． 

  

第六節 
推     奨 
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―クラス内のコメントおよび文書記録． 

―ネーミング規約（フォルダ，ファイル，クラス，

属性，実例，等）． 

―設計指標（制約，他の公理，属性，分類学，列

挙法，制御された語彙）． 

―論理の実装（バリデーション制約，法則，機能，

例）． 

・上述のベストプラクティスガイドラインに基づき，

広く知られているが標準化されていない知識（教

科書学習など），および現在機械解釈が可能では

ない既存の標準化情報モデルに関して情報モデル

の開発を行う． 

・バージョン管理（Maven ツール）を含む，ただの

GitHub ではなくオントロジープレフィックスや

インポート従属性など，オントロジーを管理する

ツールの開発の促進．これには以下が含まれる： 

―コンテンツディスカバリー（および問題に対す

るオントロジーの妥当性を識別する段階）． 

―（SME による）アプリケーション開発と実装． 

・IEC は，IEC と ISO で作成するセマンティック相 

互運用性情報モデル，オントロジーおよびデータ 

辞書を管理する必要がある． 

―IEC は，コンテンツの責任を有する専門委員会 

およびワーキンググループによりオントロジー 

とデータ辞書を取り扱うツールとリソースをま 

とめる必要がある． 

―IEC は，情報モデルとオントロジーが発見可能 

になり，これらが API などのデータライブラリ 

を提供することを体系的に保証する必要がある． 

―IEC は，モデルのライフサイクルの進化を機械 

で解釈できるようにセマンティック相互運用性 

情報モデル，オントロジーとデータ辞書を管理 

する必要がある． 

―IEC は，条件の検証のため，意味論的に相互運

用 可能な情報モデルとオントロジーを一般に

提供 する必要がある． 

 

6.1.2 IECおよびその他の標準化団体に対する一般

的推奨 

・標準化団体は以下を行う必要がある： 

―管理／整理している標準規格の情報モデルを統

括． 

―標準情報モデルの統合化を統括． 

―管理する標準の情報モデルを構築するためのベ

ースとなるベストプラクティスを提案． 

―標準の情報モデルとオントロジーの統合のため

の，ベストプラクティスを提案． 

―工学物理学で提供されるような，「一般知識」

を包含する情報モデルのエコシステムの拡張を

検討（これにはモデルの拡張を試みる大学の努

力への資金助成も含まれる）． 

・モデルのオーナー（種々の専門委員会）は，5 つ

の機能（協調，コラボレーション，競合，競争お

よび補完）を促進する目的で，互いに密接に取り

組む必要がある． 

・IEC は，共通のオントロジーの開発，維持に関し

て，他の標準化組織との合意を求める必要がある． 

 

6.1.3 セマンティック相互運用性情報モデルの設

計に関する技術的推奨 

・一般的推奨： 

―知識を再使用可能な塊に分ける． 

―管理している標準規格からの既存の塊の探索． 

―ドメイン特有のユースケースまたはアプリケー

ションに関してこれらの塊間の関連付けを定義． 

 

推     奨 
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―一般的な記述の情報モデルの仕様に，形式記述

を追加（付録 B 参照）． 

―XML や OWL/RDF など機械が理解可能な形式

での人間中心（非構造化）ドキュメントの内容

を表現するモデルの探索と開発（付録 B 参照）． 

―要件を実現するシステム情報モデルとマッチン

グできる様式での，制約条件を含む要件のため

の機械が理解可能な情報モデルの定義． 

・情報モデル－クロスドメイン 

―システムライフサイクルに亘って途切れのない

連鎖を表現する一連のエンジニアリングモデル

を選択し，これらのエンジニアリング関連の情

報モデル間の橋渡しを定義し，標準化すること． 

―機械学，電気回路，空気力学等，理論的に明確

に定義された現象の故障モードの標準化． 

―電力網のドメインとそれと相互作業するドメイ

ンの間の意味論的な橋渡しを設計，標準化． 

―イベント連鎖に沿ったリスクアセスメントを可

能にする，電力網情報と機能モデル間の意味的

橋渡しの設計と標準化． 

―明確に定義された測定および作動現象と技術に

ついてシステムを選ばない深い情報モデルの設

計，標準化． 

・情報モデル－機能/動作/動態の統合 

―理論的に明確に定義された現象に関して 1 つの

一貫したモデルの形式で動作モデルを情報モデ

ルに含めること． 

―性能，スキル，タスク・スケジューリング，目

標，動作，要件および他の構成要素のアルゴリ

ズムをより広範囲に情報モデルに集約． 

―機能モデルと情報モデルの間の意味論的橋渡し

を提供． 

 

―データにより起動可能な論理を組み込めるよう

情報モデルの増強（構築中など） 

―動的モデルの特定，開発，標準化 

―機能とセマンティックプロトコルなど情報モデ

ル間の接続の設計，標準化 

・セマンティック相互運用可能なシステム使用の推

奨 

―論理処理のためにトリプルストアで利用可能な

推論の機会を活用． 

―標準化上の問題を特定するために，ML とセマ

ンティック相互運用性の関係に関するサーベイ

の展開． 

・最新の傾向と技術を検討するマルチ SDO 研究班の

編成 

 

6.2 産業およびコンソーシアムに対する推奨 

現在，セマンティック相互運用性に関して,つな

がりがないままに産業およびコンソーシアムの活動

が行われている．この状況は，標準化の最適化にお

ける課題を呈するが，政府，民間のセクターおよび

ユーザーのニーズを支援するための標準化エコシス

テムを創造する前向きな機会も提供する．以下の推

奨で概説される通り，このエコシステムは産業とコ

ンソーシアムの全範囲に亘るコラボレーションに主

眼を置くべきものである． 

・ユースケースのオーナーに付加価値を提供するセ

マンティック相互運用性技術の導入など，シンプ

ルなユースケースを特定．例えば，わずかな統合

IEC（またはその他）標準規格のみで表されるコ

ンテンツを共有する 2 つのアプリケーションは，

統合 IEC（またはその他）情報モデルとオントロ

ジーを通したマッピングにより相互運用であるこ

推     奨 
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とが示される．これが，O(n)マッピングである． 

・オントロジー仕様の標準化のサポート：標準の有

無にかかわらず関係するタスクが実行される必要

があるため，共通的な活動は長期的には労力を節

約することができる． 

・上記のベストプラクティスを用いて既存の IEC 標

準規格をオントロジーに変換する． 

・ベストプラクティスを用いて標準オントロジーを

ドメインモデルに統合する． 

・エンジニアにトレーニングを施しセマンティック

相互運用性スキルを育成する． 

・学者に意味情報モデリング関連プロジェクトを提

供する． 

 

6.3 規制のニーズに関する推奨 

6.3.1 技術的要求事項以外の考察 

セマンティックモデルとそのコンテンツを用い

て次第に自動化される将来に関して，技術的要求事

項に加えて経済的，法的，規制状態を考慮する必要

がある． 

自動化には，標準化されたセマンティック相互

運用可能な情報モデルのデータ構造と交換方法が必

要となる（相互作用モデル，エンジニアリング・ソ

フトウェアおよび自動化システム間のインタフェー

ス）．これには，実施，使用モデルの提供（オープ

ンソースの実装など）およびライフサイクルにおけ

る自動化可能な使用に関する標準化を必要とする． 

 

6.3.2 セマンティック相互運用性情報モデルの自

動化の使用はモデル，コンテンツおよびイン

タフェースの信頼性を必要とする 

標準化されたセマンティック相互運用可能な情

報モデルと関連したインタフェースは，バリューチ

ェーン，技術システムおよび自動処理を行う製品の

要素となる．これには，結果（モデル，コンテンツ，

インタフェース）の高度で実績のある認定を必要と

する． 

 

6.3.3 セマンティック相互運用可能な情報モデル

の自動使用には,モデルの提供における信頼

できる可用性と,標準規格を使用するための

自動化されたビジネス関係が必要である 

これには，法的使用（自動契約）におけるデー

タおよび手順への自動アクセスも必然的に含まれる． 

 

6.3.4 製品，システムおよびサービスは国際市場に

出され，使用される 

標準の国際性に加えて,ユーザーおよび製造業者

による将来の標準規格の使用のための確実な基礎を

築くために、国際的に効力を発する規制も必要であ

る．この文脈において，今後明らかにしなくてはな

らない主な法的課題は以下の通りである： 

・情報モデルにおけるエラーに起因する誤りの法的

責任はどうなるのか？ 

・異なる複数の自動セマンティックモデルが使用さ

れるシステム（ツールなど）の結果に関する法的

責任はどうなるのか？ 

これら疑問の回答には必然的に，標準規格の策

定および標準およびツールの試験，評価および検証

における新たな要件の策定が含まれる．また,この努

力には，プロセスの精緻化が付随する（要件，評価，

検証を含む V-モデル）．また,自動化にはインタフェ

ース（データおよび通信構成）を検討する必要があ

る． 

  

推     奨 
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A.1 「検索，更新」のユースケース 

A.1.1 化学プラント技術におけるユースケース解

説 

システムエンジニアリングの 1 つの例は化学プ

ロセシング（Figure3-5，以下 FigureA-1 として提示）

であり，化学反応の概要は 1 で解説される．また，

エンジニアリングチームは，（図中 2 で示すような）

ダイアグラムで，キャプチャされるプラント設計，

制御システム，そして最終的にはプラント構造，コ

ミッショニング，運転を調整する必要がある（３で

解説）．エンジニアリングプロセスは，2 つの半製

品 1 と 2 を組み合わせ、製品 3 を生成する（ここで

の例では）化学反応の定義から始まる（①参照）．

この化学プロセスは，IEC 62424 で定義されている

いわゆる P＆ID で表される反応器の詳細を示すプラ

ント（2 を参照）によって実行される．P&ID は，測

定および作動ポイントに関する自動化システムの要

件を説明すると同時に，プラントの技術的リソース

全て（パイプ，バルブ，導管，ポンプ，熱交換器お

よびその他多くの要素など）を説明する．これらの

測定および作動ポイントは，適切な自動化デバイス

（⑤参照）で実行する必要があり，それは制御シス

テム（③参照）の要素（⑥参照）となる．化学プロ

セス（製品および反応）は，プラントと制御システ

付録 A 
 使用事例詳細解説 
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ムの設計の構築ブロックを構成する．技術スタッフ

（④参照）は，現在プラントと制御システムを設計，

運用，維持する． 

リアクターは，全体プラント構成の要素である．

適切なリアクター機能には測定が必要とされるため，

副次的である例としてリアクターの温度測定を取り

上げる．化学反応（FigureA-2 の①参照），装置（②

参照），DCS（③参照），電気（④参照），制御ロ

ジック（⑤参照），および監視（⑥参照）の制約の

全てを満たす可能なソリューションの整合性チェッ

クさらに生成までもが,セマンティックモデルを使用

して可能となることが将来的には望ましい．しかし

ながら，正しい決定への到達に必要な共通知識（⑦

参照）は，機械の解釈可能な情報モデルでは利用で

きないため，現在では多くのステップが手動で行わ

れる．以下は，更に詳細に技術課題を説明する． 

化学反応を開始するには，リアクターは，反応

物（半製品，⑧参照）を収容し，特定の温度に達す

る必要がある（反応の属性，⑧参照）．温度は，通

常リアクター容器（P&ID（IEC 62424）の測定ポイ

ント，⑨参照）に取り付けられるセンサと送信器か

らなる温度測定デバイスで測定する必要がある．こ

の接続で，正しい取付け位置と取付け様式を定義す

るためには,装置，幾何学モデルが必要である（例：

センサの導管フランジへのボルト締め．FigureA-2

には提示無し）． 

使用事例詳細解説 
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加えて，センサは，リアクターが晒される温度

範囲に耐性があるよう設計されたハウジングを必要

とする（また,FigureA-2 には提示無し）．設計技師

は，金属-液体適合性，センサハウジングおよびフラ

ンジマウントのネジの直径／ピッチおよびリアクタ

ー／センサ温度範囲など多くの特性を検証検査，比

較する必要がある．この例においては，送信器がセ

ンサハウジング内に取り付けられると仮定する．結

果は，全てのリソースとその関係から構成されるプ

ラント構造である．温度特性のデータ値は化学反応

のモデルに使用され，これは化学反応情報モデルで

記述される．この温度は，送信器で測定可能な温度

範囲にある必要がある．この範囲は，送信器情報モ

デルで記述される．人間，または，願わくは将来的

には，エンジニアリングツールが，必要な反応温度

と送信器の範囲値を比較する必要がある．ユースケ

ースのこのタスクは，Figure1-1 のシナリオ b「検索」

に基づく．正しいセンサボルトおよびその他機械的，

機能的特性の検索では，同じシナリオパターンを実

行する．ここでの着目点：システムエンジニアリン

グユースケースのデータは全て，いまのところ設計

ドキュメントの中にある．これは，情報モデルが技

術的記述を元にしたモデルであることを意味する．

現実のデバイスや要素は，これら設計段階には存在

しない． 

妥当な温度測定を選択した状態では，電力と送

信器から制御装置まで温度データ送信経路が供給さ

れない限り測定はできない．送信器からフィールド

バス，または直接遠隔 IO や制御装置の入力モジュー

ルへの電気的接続が必要である．これには，入力モ

ジュールに対し適切なケーブル型式，許容ケーブル

長さおよび電気特性を選択するために電気的モデル

が必要となる（配線図，⑪参照）．ケーブルの設置

には，機械的ノウハウおよび最小曲げ半径のような

ケーブル特性を定義するモデルを必要とする

（FigureA-2 では提示無し）．設計技師は，距離に

関連するケーブルの抵抗範囲およびダンピングに合

ったケーブルや入力モジュールなどの特性を検証，

比較する必要がある．結果は，E-CAD 図と通信網の

電気部分である．ユースケースのこれらのタスクは，

Figure1-1 のシナリオ b「検索と更新」（設計ドキュ

メントからの抽出データ，センサの電気的，機械的

インタフェース型式など）および Figure1-1 のシナ

リオ c「運用」（適正なケーブルとケーブル長さなど

結果的な設計決定の計算）の両者に基づく． 

制御システムは，多くの測定，駆動デバイス，

遠隔 IO，制御装置，ブリッジングデバイス，ネット

ワーク交換機（Ethernet ベースの通信用）エッジゲ

ートウェイおよびより多くの要素で構成される．同

時に，プラント要件にしたがって設計，設定された

構造を持つ自動化，監視システム（分散制御システ

ム（DCS）としても知られる）で構成される

（FigureA-2 の 10 に示す構造例）．設計者は，塵，

湿気および温度など環境状況の範囲に対してデバイ

ス特性を検証，比較する必要がある．必要な制御装

置入力と出力モジュールは全て定義する必要がある．

デバイスはケーブル接続および十分な電力を有する

電源を必要とするため，これらの情報は,電気系統へ

とフィードバックされる．その結果が DCS の構造

（例：デバイス，通信網への接続，全てのリソース

との関係）である．ここでも,Figure1-1 のシナリオ

b「検索と更新」（設計ドキュメントからの抽出デー

タ，湿気や塵の許容範囲など）および Figure1-1 の

シナリオ c「運用」（フィールドバスや IP アドレス，

およびその他の結果的な設計決定の計算）の両者に

基づく． 
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温度センサが制御装置に電気的に接続される場

合，温度を処理する制御プログラムは書き込む必要

がある（FigureA-2 の⑫参照）．プログラマブルロ

ジックコントローラ（PLC）のプログラミング言語

において，IEC 61131-3 を満たす最も普及している

制御装置言語では，変更可能なシンボリック名が，

PLC の入力モジュールの 1 つのポートに接続してい

る必要がある．プログラミング・エンジニアは，ポ

ート ID をシンボリック名に割り当てる（例：温度リ

アクター1 から PLC 入力モジュール 1 ポート 3）．

結果が PLC プログラムとなる．ユースケースのこれ

らのタスクは，大部分は Figure1-1 シナリオ b「更

新」に基づく（両モデルの特性，電気入力および制

御ソフトウェアプログラムのシンボリック名の比較

等）． 

監視端末は，グラフィックシンボルを使用して

構成され（例：FigureA-2 の 13 のセンサ付リアクタ

ー），PLC 外の変数と繋がれる．PLC は，IEC 61131-3

に従って，変数にアクセスする監視端末によって使

用される特定の情報モデルを持つ．PLC 変数を扱え

るよう，プログラミング・エンジニアがこれを理解

している必要がある．加えて，監視端末でのアラー

ムの監視のため，化学反応に必要とされる上下温度

閾値を理解している必要がある．反応ノウハウは監

視端末において関連した閾値変数の定義のために必

要となる．エンジニアは，監視端末でプロセス変数

（ここではリアクターの温度）の評価に関して正し

い情報を取得するために．化学反応記述を理解する

必要がある．結果は，監視端末のコンフィギュレー

ションである．ユースケースのこのタスクは，

Figure1-1 のシナリオ b「検索と更新」の両者（化学

反応設計ドキュメントからデータを抽出）および反

応の可変閾値で制御プログラム変数を割り当てる

Figure1-1 シナリオ c「運用」に基づく． 

通常，監視端末および制御システムの論理に必

要な情報は，人間が生成した資料を通して提供され

る．この事前取得知識への依存の他，プラントで生

成されるデータを分析し，プラントの制御を最適化

するために新たな制御と監視論理知識を生成する,解

析システムや機能に期待する者もいるであろう．例

えば，より微調整した温度閾値を過去のデータに基

づいて設定したり，監視端末がアラームの関連付け

を学習し，回復すべき根本的障害を識別したりも可

能である．これにより，技術者はシステムに分析論

理を与えることが求められ，システムは新たな制御

論理を生成し，古いものと入れ替えることが可能と

なる．ユースケースのこれらのタスクは，Figure1-1

のシナリオ b「検索と更新」（制御最適化ドキュメ

ントから分析論理を抽出）および Figure1-1 のシナ

リオ c「運用」（制御システムまたは監視端末の更新

論理）の両者に基づく． 

技術者は，意図する化学反応に基づいて,プラン

トの機械的および幾何的構造，DCSとそのデバイス，

要素，配線および PLC と監視端末中のソフトウェア

を設計する（節 3.5.2 の要件参照）．選択するセンサ

は，機械，電気，幾何，制御および環境条件の全て

に適合する必要があるため，このコンテキストにお

いて，多種の異なる知識が同時に密接に働く． 

デバイスおよび要素は故障する可能性がある．

これに関して，装置またはプラントのダウンタイム

およびプラントの修繕および再始動に関して付加的

な労力を要するが，発生前に潜在的故障とエラーが

検知されることが望ましい．オンラインデータやデ

バイス，要素の機能/動作モデルに基づく運転デバイ

スや要素のシミュレーションや分析を行うことがで

きれば，これが可能となる．ポンプ，熱交換器，溶

接または接着ツール，コンベアベルト，ターンテー

ブル等，産業で多用される要素の大規模な集合が存

在する．各要素には，関連センサからの決まった入

力変数を含む基本的な動作モデルがある． 
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例えば，ポンプは，入出力圧，流量および温度

のモニターにより管理可能な定義された一つの動作

を持っている（これらはポンプ分析の計算中に使用

するポンプのプロセス変数である）．分析端末で分

析アルゴリズムを実行し，アルゴリズムの変数とセ

ンサデータを繋げることがタスクとなる．変数への

アクセス経路が API で隠れているため，現在はこの

大部分は手動で行われる．もしポンプの情報モデル

が意味論的に相互運用可能であるならば，自動接続

が可能となる．アルゴリズムの構成においては，ど

のセンサが個々のポンプに属しているかわかってい

る必要がある．センサは全体自動化システムの要素

を形成し，制御システムのいずれかで配置，接続さ

れる．値は，解析アルゴリズムに利用できるまで，

種々のデバイスやサブシステムを横断する必要があ

る．最初に，センサは目的の値を測定し，それを現

実世界の信号をデータストリーム（サンプリングし

たデジタル値の時間配列によって表すアナログ値で

構成）に変換する測定デバイスに送る（例：送信器）．

このデバイスは，名称，タイムスタンプや関連する

単位などプロセス変数を記述する自身の情報モデル

を有する．測定デバイスは，ゲートウェイやエッジ

デバイスに接続される．多くの場合，これは,デバイ

ス，デバイスの変数，名称および単位に関して別の

プロセス変数記述がある自身の情報モデルを有する．

単位は，常に UNECE または ISO 80000 または IEC 

CDD に従ってコード化できる．データは，続いて自

身の情報モデルを有するデータ・レイクに送られる．

種々の情報モデルがプロセス変数に対し同じモデル

を使用すれば都合が良い．これは，Figure1-1 シナリ

オで例示した「検索」である．プロセス変数の理解

だけでは不十分である．これは，プラントの構造と

関連付ける必要がある（例：変数はポンプの適切な

入出力と関連付けし，ポンプの情報モデルで統合さ

れる）．また,センサモデル―ポンプモデル間のマッ

ピングが必要である．これは，Figure1-1 シナリオ b

で示した「更新」である．分析アルゴリズムはデー

タ・レイクの上側に位置づけられる．プロセス変数

は，アルゴリズムの変数として理解される必要があ

る．これは，プロセス変数と形式的アルゴリズム変

数の間でマッチングが必要であることを意味する．

つまり，動作モデルを，デバイスとポンプのモデル

にリンクさせる必要がある．これは，Figure1-1d シ

ナリオで例示される「運用」である．この値は，異

なる情報モデルの複数ドメインを跨る．最終的に有

効なマッチングがプロセス変数と変数アルゴリズム

の間に存在するよう，情報モデル間の関係性の定義

が必要となる． 

 

A.2 人間が設計する情報源から情報モデルとデー

タを導出 

人間の知識は，技術的記述，自然言語またはグ

ラフィクスなど種々のフォーマットにおいて表され

る．セマンティック相互運用性シナリオでの統合化

において，この知識は情報モデルの形式で提供する

必要がある．本小節は，この変換のさまざまな例を

提供する． 

 

A.2.1 ユースケース：人間設計の記述に関する人間と

機械の理解 

製品，機械要素，装置，プラントおよび工場の

開発プロセスに必要な重要情報 22 など大量の技術文

書が存在する．ソフトウェアツールでも稼働する運

用段階の設計，開発または実施においてもこれらの

技術文書記述に含まれるコンテンツが必要である．

最新技術としては，ソフトウェアツールを使用して

編集した技術ドキュメント記述が挙げられる．その

ようなドキュメントのコンテンツは，ほとんどはイ

ンフォーマルもしくは非構造化でさえもある（例：

情報は，テキスト，リスト，式および公式，表，図，
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グラフおよびこれら形式全てを混ぜ合わせた形式で

記録される）．この情報を必要とするソフトウェア

ツールや機械はそれらを理解できない．人間はこれ

らの記述を理解し，適切なツールデータベースでそ

れらを維持する必要がある．産業オートメーション

において，これらのドキュメントの背後のモデル情

報とセマンティックモデルの形式の関連データコン

テンツの両者の取得が必要である．これは，インフ

ォーマルにファクトを記述する多くの国際規格にも

当てはまる．ユーザーは，ニーズを満たすよう標準

ドキュメントにある情報を発見，抽出，維持する必

要がある．IEC CDDなどの標準規格は，P&IDの IEC 

62424 または AutomationML の IEC 62714 などの

仕様の機械で読取り可能なバージョンを提供する．

これは都合の良い開始点となる． 

このユースケースは以下の通りにまとめられ，

FigureA-3 で示す通りである． 

 ・技術的記述であり人間中心の知識を提供するデ

ータソースが存在し（FigureA-3 の①参照），

人間や機械などの（②参照）ユーザーは，デー

タおよび情報にアクセスする必要がある 

・主な目標は，プロセス段階ツールや装置を人間

の干渉なしに解釈できるようにすることである 

・このユースケースは，Figure1-1 の「理解」シナ

リオがベースとなる 

このユースケースは，とりわけ 4-20mA 信号を

定義する IEC 60381-1 に示される．これには，最小

電流値（4mA），最大電流値（20mA），誤差電流

値（3．5mA），負荷（消費），配線長（例：最長

1000 m）および他の構成要素の記述が含まれる．こ

のデータは全て信号に属しており，関係する負荷は

ユーザーなどに属する抵抗体であることを明確にし
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ておく必要がある．標準ドキュメントは，インフォ

ーマルなテキストでこの全てを記述する．標準信号

を提供するセンサと信号を消費する PLC の入力モ

ジュールは共に適合する必要があるため，このデー

タ全てを取り扱うことができるエンジニアリングツ

ールが必要である．これは，人間の干渉なくエンジ

ニアリングツールによって行う必要がある．ツール

開発者は，現在手動でそのツールに関連情報モデル

を統合させる必要がある． 

 

A.2.1.1 要件 

技術的記述は，機械解釈可能な情報モデルにエ

クスポートする必要がある．任意に複雑な記述から

の情報を情報モデルに準拠したリポジトリに抽出す

るための信頼できる手法が必要とされる． 

 

A.2.1.2 乖離 

二種類の乖離が人間中心の情報源と関連する：

１）知識獲得の乖離および 2）知識モデリングの乖

離．前者は，人間からのデータやモデルや人間作成

のドキュメントの取得の自動化することに関わるこ

ことであり，後者はモデルを作り出す人間に関する

ものである． 

自動的なモデル／データ取得：自動的な知識抽出は，

これまで長きにわたり人工知能の聖杯（訳注：重要

な未解決問題）であった．非構造化ドキュメント，

公式，グラフおよび表から情報を抽出することで産

業は改良されているが，これらのドキュメント種別

に関して 100%信頼できるものではなく，配線図，フ

ローチャート，ヒストグラム，写真等他のドキュメ

ント形式は全く取り組みがなされていない．最高条

件のシナリオにおいても，特定分野の専門家がイン

フォーマルなフォーマットで技術的記述を提供する

ため，特性，ファクトおよび動作の機械解釈可能な

記述が不十分もしくは欠如している．例えば，標準

規格においては，規定は，shall，should，should not，

may，need not，will，will not，can および cannot

などの単語を使用した記述の適用範囲を定義する場

合がある．これらの用語は，仕様の詳細に関連した

責務に関して明確なヒントを提供するが，詳細自体

は，多くの場合インフォーマルなテキストや表およ

び他のテキストレイアウトフォーマットに隠される．

機械解釈可能なバージョンは，多くの場合概して欠

如している．モデルやデータの自動取得は常に標的

となり，おそらくしばらくは理解困難なものであり

続けるだろうが，自動化と人間介在ループの取得の

組み合わせにより，部分的に取り組むことが可能で

ある． 

知識モデリング：明暸性および標準規格に関して変

動する人間創造の，機械解釈可能な記述が多く存在

し，これらは情報モデリングの質的乖離とも関連し

てくる．セマンティック相互運用性に役立つモデル

を構成するのは何か？これらの乖離の範囲を立証す

る例もある．セマンティックセンサーネットワーク

オントロジー23 は，センサとアクチュエータの一般

的なモデルである．これは W3C によって標準化され

ており，オントロジー設計のベストプラクティスを

用いて構造化している．また，量，単位，寸法およ

びデータ型 24に関する QUDT オントロジーは，いく

つかの国際標準に準拠し（ただし，それ自体標準化

はされていない），良好な実践がなされる．また別

の「オントロジー」（schema.org）は，標準化も，

標準に対応してもいない構造の集合体である．そし

て，最後に，自動化ドメイン（主に IEC TC 65）に

おいて，OPC UA，eCl@ss，AML および EDDL な

ど多くの標準規格は，自動化に使用される場合も多

く，一定の構造も有する．情報モデルの品質の範囲

が非常に広いため，セマンティック相互運用性の達

成前に，これらのモデル化のベストプラクティスは

標準化する必要があることが明確となる．OWL への

変換がある場合でも，これらはシステムエンジニア

リング利用では多用されない． 

SAREF や oneM2M 標準のスマートデバイステ

ンプレートのようなオントロジーにより，一般的な

デバイス関連の概念とその関係が得られる．これら

のオントロジーは，ビルディングオートメーション
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ドメインに起源を有する．周波数制御による変速駆

動装置，膨大な数の可変要素を有する遠隔 IO，モジ

ュール構成，または要素およびデバイス階層そして

電気，運動力学で，行動に関する記述がある装置な

どの複雑なデバイスは現在の標準にはモデル化され

ないため，こういった実装はすべて臨時的なモデル

である． 

 

A.2.2 電力網におけるユースケース 

A.2.2.1 ユースケース UC-Pm-06b の背景 

電力網における予防メンテナンスを促進するセマン

ティクス 

電力網は，物理的に部品（例：導体，絶縁体），

アセット（例：ケーブル，トランス），アセットシ

ステム（例：接続，変電所）およびアセットポート

フォリオ（例：高度な電圧電力網）で構成される． 

送電事業者（TSO）は，基本的にプロセスの 2

つのクラスター，すなわち市場カップリングと電気

電力網運用，投資とメンテナンスを行う．特に，

FigureA-4 の一行目において，TSO は，電力網レベ

ルで電力市場からの結果に従い，アセットシステム

レベルのコマンドによって電力網を運用しつつ，ロ

ードをディスパッチする．二行目では，過去のディ

スパッチに従い，TSO は物理的に，財政的に電力網

を計画し，そのアセットシステムの能力と稼働率を

管理し，そのアセットにてメンテナンスプランを実

行する．これらのプロセスは様々なレベルで機械が

読み込めるデータや情報を生成できる．一般に，著

者の経験では以下の通りとなる： 

・規制撤廃された電気バルク市場は，今日では，

デジタル方式で十分に運用でき，電力網は，情

報モデルが地域／国内公共機関によって頻繁に

規定されるフレームワークの中で高度に自動化

された方法で市場と結合する． 

・電力網の運用は半自動化される（例：人間が制

御する手法から人間が管理する自動故障検出／
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ディスパッチまで変換されている）．そのよう

な変革は，高電圧電力網に最初に現れ，コスト

制約の理由から中電圧および低電圧の電力網に

続いて現れる．欧州においては，個々の電力網

運用者が開発する電力網モデルは，CIM に基づ

く ENTSO- e のCGMES を遵守する必要がある

（IEC 61970 と IEC 61968）．アセットシステ

ムのレベルでは，IEC 61850 は広く適用されて

いる 

・電力網投資（交換，拡張等）とメンテナンスは

アセット管理システムの範囲内において現状で

は手動で接続されていて,制約があって互いに独

立したデータソースのために,非常に人手に頼っ

ている．この状況を部分的に反映し，アセット

の標準情報モデルは，開閉装置の IEC 62271-3

など数種類にのみ利用できる． 

―特には ,ユースケース UC-Pm-06b は，

FigureA-4 で例示するように「メンテナンス

図」が代表的な「ライフサイクル」活動であ

る「アセットシステムの管理」に属している． 

 

A.2.2.2 ユースケース：送電網における自然言語で

プロセスの開始 

このユースケースにおいては，自然言語処理を

使用し，クライアントから要求の分類，また可能な

場合は送電網の範囲内でそれらのアセットとのマッ

チングにおいて，中電圧と低圧電力網オペレーター

を支援する（例：電力網運用者）．このタスクのセ

マンティック要素は，Figure1-1 シナリオ a に示す

理解と発見機能である． 

 

解説 

このユースケースは，電力網の自動サービスホ

ットラインシステムに関するものである．システム

では，電力停止，修理，調査，苦情，フィードバッ

ク，プロフィール変化，情報リリース等に関するク

ライアントからの要求が電話を通して収集される．

AI 装備の機械によって生成される声にて回答し，そ

の間にクライアントの意図が識別され，その後最も

関連のある内部プロセスがそれに応じて開始される．

FigureA-5 が示すように，2 つのシステムが対話を生

成し，クライアントと直接的に相互作用する： 

・ナビゲーションサブシステムは出発点で電話を受

け，対話からクライアント要求の分類（技術的問

題，クライアントプロフィール管理，法的問題な

使用事例詳細解説 
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どに対応できる「シナリオ」と称される）を把握

し，要請をフロントエンドシステムにあるシナリ

オ特有のモジュールにリダイレクトする． 

・フロントエンドのサブシステムは，特定モジュー

ルで構成される．各モジュールは，特定のシナリ

オに対し設計されており，これらの要求に応じる

1 つ，もしくはまたは 2，3 の内部プロセスに対応

している． 

フロントエンドのモジュールがアセットの障害

の登録やそれに応じた工程管理の生成など内部プロ

セスを自動的に開始できる要求を得る際に，相互運

用が発生する（FigureA-5 右側に例示）．フロント

エンドのモジュールは，クライアントから内部プロ

セスの起動に必要なパラメータへの口頭入力をマッ

ピングする．例えば，メンテナンススタッフがクラ

イアントの家を訪問する必要がある場合，クライア

ントは，自身の電気メーターを指定するよう依頼さ

れる．事前に得られたデータから，電気メーターな

どのアセットは，クライアントからの非構造化記述

に基づいて識別される必要がある． 

ナビゲーションシステムがシナリオを確定でき

ないか，フロントエンドモジュールが要求を具象化

できない場合，バックアップとして，電話は人間の

要員にリダイレクトされる．さらに，それは，全て

の内部のプロセスが自動的に開始されることができ

るというわけではない点に注目する価値がある．例

えば，シナリオに法的問題が含まれる場合，クライ

アント要求は手動での取り扱いとなる． 

 

要件 

バックエンドサブシステムは，自然言語処理技

術（AI のサブセット）に強化されており，以下の 3

つの側面に関してナビゲーションとフロントエンド

サブシステムを支援し，電話において人間と機械を

互いに理解させる： 

 

・音声―セマンティクス間の変換：音声ベースの

アプリケーション全ての基本機能として,機械が

電話で人間の言語を聞いたり話したりできるよ

うにする 

・ダイアログ管理：シナリオの確定に十分な情報

が収集されるまで（ナビゲーションシステム），

もしくは内部プロセスを具象化するまで（フロ

ントエンドシステム）クライアントとの対話を

続ける 

・語彙管理：既存の対話データから新たなオント

ロジーとセマンティクスを抽出する必要がある．

この上，対話および語彙管理の範囲内で，内部

プロセスがクライアント要求によって自動的に

開始できるよう，自然言語の言葉とフレーズと

文を，内部プロセスと内部アイデンティティに

マッピングする必要がある（例：FigureA-5 の

アセット）．この意味で，セマンティック発見

機能は，必要条件である． 

 

乖離 

自然言語からのセマンティクスは，AI の分析を

通して生成される．AI モデルの急速な進化は，ほと

んどのアプリケーションによって受け入れられる情

報モデルの出現を遅らせた．この件に関する唯一の

IEC 規格であり，ISO／IEC JTC 1／SC 42 により

発行された標準規格は，ユーザー向けの標準インタ

フェースではなく AI アプリケーションの開発に関

して，JTC 1，IEC および ISO 委員会に一般的なフ

レームワークを提供する．加えて，自然言語処理技

術は，あいまいな意味で人間の言語を処理すること

を目的としているため,人間の言語のセマンティクス

の標準化を妨げる．広く受け入れられている情報モ

デルまたは非専門家言語のセマンティクス無しには，

このユースケースにおける相互運用は，短期的に無

人様式においてはほとんど達成できない． 
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A.2.3 ユースケース：情報モデルへのグラフィック

データ変換 

CAx エンジニアリングツールにおける制御キャ

ビネットのデジタルエンジニアリングに関して，多

くの補完的なデータが必要である．これには，CPU

性能，電力喪失診断データなどの技術データのみな

らずドライブトレーン構成のトルクや化学リアクタ

ーの温度などの特性も含まれる． 

このデータは機械で読取可能な様式で提供でき，

IEC CDD，eCl@ss Advanced やツール特有のものな

ど，標準的な構成やフォーマットのものとなる．し

かし，その他データが 2D や 3D 図，回路図，モータ

ー特性曲線などのグラフィックで存在する（例：*.dxf，

*.step，*.jt）． 

回路図の例を考える．これらは，電気的に接続

されたコンデンサ，スイッチ，抵抗体，誘導子，半

導体等，単一の電子的要素やコンポーネントで構成

される．これらの接続は，Automation Designer 25

や EPLAN 26など，代表的な CAx ツールで設計され

る． 

グラフィックデータの生成，読み込み，解釈，

そしてこのデータをその他の技術的で機械で読取り

可能なデータフォーマットで組み合わせることには，

電気工学の知識を用いて，常に人間が関わる． 

このコンテキストにおいて，意味論的に相互運

用可能なアプリケーションで解釈，使用できるよう

に，このグラフィック知識を，機械で読み取り可能

なフォーマットに変換することが必要かどうかにつ

いて疑問が生じる． 

IEC 60617 はそれに対する試みを行っている． 

各単一電子機器構成要素に関して，電子機器コンポ

ーネントのグラフィック表現があり，各々は独自の

ID が与えられている．電子機器コンポーネントは名

称で記述され，アプリケーションクラスに割り当て

られる．表 A.1 に例をいくつか示す．すでに，モー

ター（S00830），スイッチ（S00254）および他の

コンポーネントなど複数の電子的要素から構成され

る機械式三極切替装置（FigureA-6）は，単一機能の

構成要素間の接続と従属性を記述する目的を持つ曖

昧さのないな機械読取り可能な分類に関して現実の

問題をもたらしている． 

次の改良レベルは，結果として回路図となる上

記デバイスのさらに複雑な相互接続である．曖昧さ

のない（数学的）モデルによるこれらの相互接続の

記述は，特殊な問題をもたらす． 

FigureA-7 と FigureA-8 は，そのような回路図

の例で，電子デバイス間で代表的な複雑な相互接続

から構成される．以下の要件が導出される： 

・グラフィック記述を機械で理解可能な情報モデル

に変換する方法が必要である（例：階層的な相互作

用） 

 

A.2.4 ユースケース：複合デバイス 

トラクションシステムやポンプのような機械の

一部の機械的構造は，システム全てのコンポーネン

トの全ての詳細を含む情報モデルの構築が伴う．こ

れらのコンポーネントに必要な情報の概要を

FigureA-9 に示す．これらコンポーネントの寸法決

定では，関連する全ての情報モデル間でセマンティ

ック相互運用性を必要とする．これは，セマンティ

ック相互運用性を表す Figure1-1 のシナリオ b「更

新」を表す．システムのいくつかの要素モデルへの

情報の取りまとめは「オンボード」として知られる． 
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トラクションシステムは，モーター，ギア，パ

ワーエレクトロニクスとホイールで構成され，ポン

プは，モーター，ホイール付バルブ，パワーエレク

トロニクスとフランジで構成される．これらのシス

テム要件は，異なるサイズ，電源電圧範囲および接

続型で指定されるコンポーネントの詳細な特性およ

び機能を特定する．これらの特性および機能には，

互いの関係とその相互作用の規定がある．システム

の適切な寸法決定を確保するため，カスタマーは各

コンポーネントについて多くのデータおよびそれら

の間に適用する規定を必要とする．これらのデータ

と規定は，通常，システムとともに提供される製造

業者特有のツールに隠される．システムに対するコ

ンポーネントの組合せ／構成の制限因子には物理的

制約が含まれる場合がある（例：ハウジング，プラ

グおよびコネクタは，特定の組合せを禁じたり，ソ

フトウェア／ファームウェアレベルで付加的に付与

されたりする場合がある）．デジタル通信接続を介

して信号変換モジュールとラックに組み合わせるモ

ジュラーコネクタ（遠隔 IO として知られる）のもう

一つの例を考える．可能な組合せの合計数は，数千

にまで急激に増加する． 

製品製造業者は，全てのモジュール，ラックの

バリアントの記述および組み合わせ規定を保有する．

製造業者においては，1 つのモノリシックな情報モ

デルで全モジュールの全バリアントとのすべての組

使用事例詳細解説 
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合せを記述，維持することは単純に不可能である． 

この具体的ユースケースにおいて，適用するア

プローチは，IEC 61360 に従った特性標準と各単一

モジュールの記述である（例，IEC CDD または

eCl@ss Advanced）．こういった標準は，成分およ

びその特性間の関係や規定の記述に関しては制約が

あった．このため，付加的記述が必要となる．

Automation Markup Language （AutomationML）

はこの手段となりえる．AutomationML は，たとえ

ば我々の例では許容／非許容近傍など，システムエ

レメントの関係を記述する機会を提供する．

AutomationMLには非特定的な特性情報モデルが含

まれる．これにより，AutomationML 情報モデルと

IEC 61360 の特性情報モデルの両モデルの統合化が

表現力を増強する．続いて，システム構築のための

エンジニアリングツールは，情報モデルにおける関

係に対してユーザー選択の組合せを検証し，特性デ

ー タ を 確 定 で き る ． 両 標 準 （ eCl@ss と

AutomationML）の組合せは，全てのカスタマーが

特定機能に関するカスタマーのニーズ満たす複合デ

バイスを簡単に見つけて構築することを可能にする 

． 

 

A.3 要件 

・表現力豊かなモデルの構成には種々の長所・短所

がある情報モデルの組合せが必要 

・モデル間の協調とコラボレーションも必要 
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B.1 構造化した表示言語ニーズをベースとした選

択肢 

システム間のデータ交換は何十年も存在してお

り，計算のニーズと能力に合わせてゆっくりと変化

してきた．コンピュータ使用の早期において，プロ

グラムは,データのための ASCII テキストファイル

として書かれ提供されていた．ASCII は構造化され

ておらず，構造と内容の両方の構文解析が必要であ

った．つまり，すべてはソフトウェア開発者の腕に

かかっていた． 

その後，コンマ区切り，タブ区切りのテキスト

が現れ，特定の構造を想定できるようになったが，

内容のその処理の前にその構造の解析が依然として

必要だった．35 年前，XML が導入された．XML は

それ自体が言語であり,はるかに多くの構造をデータ

に与えた．また，重要なことに，パーシングとバリ

デーションの機構があり，データが XML 言語に対

応していれば，そのバリデーションとパーシングが

可能であった．この後 XML スキーマが続き，これ

により XML に加えて再利用のレイヤーが得られ，

複数の XML テンプレートを生成して共有すること

ができるようになった．25 年前，OWL 言語が考案

された．OWL の長所を改善し,いくつかの制限を取

り除く言語の開発はかなり遅れているが，これが，

XML スキーマと OWL に関する概要である． 

最終的に，データ交換言語の使用はニーズ次第

である（ニーズがいくつかの測定基準に従って定義

できることが前提）．一つの測定基準は情報伝達ま

たは情報交換に関係している．例えば，温度値をプ

ログラムに取り込む必要がある場合，値が現実的な

温度を表しているかどうかをチェックし，プログラ

ム内において温度に対し必要な論理を実行すれば十

分である．これはニーズにおける最も基本的なレベ

ルを構成し，データ交換のバックボーンを形成する．

システムが相互作用する場合，同じモデルが使用さ

れてきたが，結果は好ましくない．上述のとおり，

データ交換はそれに伴うパーシングやバリデーショ

ンを必要とし，ロジック開発においてはメンテナン

ス要項が生成される．また，相互作用するシステム

数が増大すると，より自律的で順応性があり，より

強力となる必要がある．これでは，開発者が，直接

パーシング，バリデーション，ロジック開発，コー

ドメンテナンス能力を提供するような古典的なモデ

ルは,スケーリングに対応できないため，十分ではな

い． 

 

B.2 選択肢 

三つの言語が現在広く使用されており，相互運

用性で種々の役割をはたしている：JSON，XML お

よび RDF である．JSON は，主に配列，辞書，キー

と値を表す目的で定義が少なく，シンタックス，文

法および言語セマンティクスが極めて限られている

という点で，構造に対するコミットメントが最少の

言語である．構造的なコミットメントが極めて少な

いため，高度に柔軟な言語であり，体系化されたデ

ータのシリアル化においては秀逸である．近年の

JSON（JSON-LD）への拡張セットでは，より多く

の構造を言語に提供しているが，その強みはやはり

簡便性/柔軟性と考えられる．XML は，XML スキー

マのシリアライゼーションであり，既に述べたよう

に，さらに深いコミットメントのセットを構造に提

供し，故に豊富なシンタックス，文法および言語セ

マンティクスを有する．また,これはコンテンツの関

連性を表すことができる． 

付録 B 
形式化のレベル―ML スキーマおよび OWL 
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RDF は OWL のシリアライゼーションで，オブジェ

クト指向プログラミング（OOP）と密接に関連があ

り，最も豊富なシンタックス，文法および言語セマ

ンティクスが得られる． 

これらの言語の全てがシリアライゼーションを

提供するため，様々なレベルでのデータ交換で全て

有用である．しかし，それらはすべて，伝達してい

る情報を理解することに関してオーバーヘッドが伴

う． 

 

B.3 大きな差 

最終的に，JSON や XML と RDF などの言語間

の最も大きな差は，前者は構文構造を特徴づけるこ

とを目的とする一方，後者はセマンティック構造（ま

たは意味）を特徴づけることを目的としている点で

ある． 

無数のシステムが互いに通信し，データを交換

し合っている世界において，焦点が単なるデータ交

換からデータ理解へ移ることが重要となった．この

コンテキストにおいて，言語はシンタックス，文法

および言語レベル・セマンティクスに加えて意味を

伝達する必要があり，この要件を満たすのはこの３

つのうち OWL のみである．関係する差に関する更

な る 考 察 に 関 し て は 以 下 の 論 文 を 参 照 ：

www.w3.org/DesignIssues/RDF-XML27 

www.cambridgesemantics.com/blog/ 

semantic-university/learn-rdf/rdf-vs-xml 

 

B.4 小さな差 

前述の通り，XML スキーマは情報の構造を表示

する機能を提供し，メカニズム（パーサ）が備わっ

ており,その構造に適合しているシステム間でのデー

タ伝達についてのみ保証することができる． 

B.4.1 XML スキーマの利点 

・インポート 

・ネームスペースをサポート 

・再利用のためシンプルで複雑な型式をサポート 

・序数や値などの制約をサポート 

 

B.4.2 XML スキーマの弱点 

・継承をサポートしない． 

・クラスをサポートしない． 

・分類をサポートしない． 

・クラス／インスタスの関連をサポートしない． 

・埋め込みロジックをサポートしない． 

・コンテンツの意味にコミットメントしない． 

・規定に関して埋め込みの手続きモデルを含まない． 

・基本配列やハッシュテーブルモデルを含まない． 

・相互運用の境界付けに関する形状の概念を含まな

い． 

 

B.4.3 OWL の利点 

・継承をサポート 

・クラスと分類をサポート 

・クラス/インスタンスの関係をサポート 

・埋め込みロジックをサポート 

・コンテンツの意味に特異なコミットメントを行う． 

 

B.4.4 OWL の弱点 

・規定に関して埋め込みの手続きモデルを含まない． 

・基本配列とハッシュテーブルモデルを含まない． 

・相互運用の境界付けに関する形状の概念を含まな

い． 

 

形式化のレベル―ML スキーマおよび OWL 

 

__________ 

27 Tim Berners Lee によって書かれたこの記事は,優れた説明を提供する． 
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B.5 まとめ 

OWL 実装をよりオブジェクト指向なものにす

るという点においてOWLとXMLスキーマの間に大

きな差がある． 

言語間の最大の差は，それぞれ意味（OWL）と

構造（XML）に焦点を当てている点である．XML

スキーマは，型式または項目のうち一連の型式，項

目または選択を指定する場合があるが，XML のコン

テンツ（XML スキーマ定義に対応）が XML スキー

マ定義を満たす（そもそもモデル化の理由）ことを

確約するものではない．XML スキーマが情報モデル

というよりもむしろ構造的モデルであるというのが

この理由である．フィールドが文字列または何らか

のオブジェクトを構成すると XML スキーマで定義

され，構造が定義された型式を満足している限り，

コンテンツが何を表示するかは重要でない．コンテ

ンツを確認するのは XML を受け取るエージェント

の責任であり，結果として，誰かがコードを書き込

む必要があり，相互運用性の問題は残されたままと

なる． 

  

形式化のレベル―ML スキーマおよび OWL 
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C.1 基本モデル 

セマンティック相互運用性のキーは意味がどの

ようにシステム間で伝達されるかであり，単にデー

タ交換のみに関するものではない．システム間のセ

マンティック相互運用性問題の一般的概観を

FigureC-1 に示す．  

多くのエンジニアリングシナリオやユースケー

スにおいて問題が生じる．そのうち 4 つを以下に示

す： 

・データまたはロジックをシステム間で共有（これ

はデータ相互運用ユースケースである） 

・異なるシステムにおいて異なる様式で使用される

データを統合する． 

・異なるシステムで同じタスク（検証，バリデーシ

ョンなど）を行う． 

・異なるシステムで異なるタスクを行う 

これらの 4 つのシナリオを，FigureC-2 におい

て概略的に示す． 

セマンティック相互運用性シナリオの実装には

３つの方法がある： 

・誰もが採用することができる単一の万能のモデル 

・複数モデルの直接的な統合化 

・複数モデルの間接的な統合化 

 

C.2 単一で万能の情報モデル 

最良のソリューションとしては，FigureC-3 で

示す通り，世界全体が，あらゆるものを表せるほど

表現力豊かな単一（普遍的）情報モデルの使用に同

意し，皆がそれを承認するということである．全員

が既にその単一モデルを使用しているから，この手

法に翻訳は必要とされない．   

この手法に関する問題は，それが実装できない

という点である．単一情報モデルの採用に関しては 

付録 C 
セマンティック相互運用性を可能にする一般的概念―システムを選ばない情報モデルの事例 
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セマンティック相互運用性を可能にする一般的概念―システムを選ばない情報モデル
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世界的には合意が得られておらず，そういった合意

がなされた場合でも，既存のモデル全てを変換する

必要がある．したがって，その理論的完全性は実証

されているものの，この手法は実装されることはな

い． 

 

C.3 複数モデルの直接的統合化 

FigureC-4 で示すように，最もシンプルなソリ

ューションは，既存モデルを使い一対一でそれらを

統合することである． 

この手法は機能することができるが，結果とし

てレガシーモデルのアダプター（個々のモデルの変

更とともにメンテナンスが必要となる N の二乗引く

N 台のアダプター）を非常に多く開発しなければな

らないため，実際には実装することはできない．代

わりに，ユーザーはそれぞれの独立した（サイロの

ような）企業情報モデルに固執し，相互運用を無視

する． 

企業モデルの代わりに標準規格を使用すること

で問題がやや軽減できるが，必要とされるアダプタ

ー数は変わらない． 

全てのモデルを単一オントロジーの下で統合す

るような変更を想定することはできるが，必要とす

る統合化の数は変わらず，脆弱さは変わらない． 

 

 

セマンティック相互運用性を可能にする一般的概念―システムを選ばない情報モデル
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C.4 複数モデルの間接的統合化 

第三の手法は，主に組み込まれた標準およびそ

の統合（FigureC-5）で構成される集合体である，い

わゆるシステムを選ばない情報モデル（SAIM）の構

築である． 

この手法においては，SAIM の構造を無視すれ

ば，アダプターは個々のシステムモデルと SAIM の

間に設置するだけでよく，結果として N 台のアダプ

ターとなる．SAIM は標準に基づいて構成されるた

め，ゆっくりと変化し，企業は自身のアダプターを

開発，維持でき，プロセスはずっと単純になる． 

では，SAIM とは何か，そしてどのように開発

するのか？ 

SAIM を FigureC6 に例示する．SAIM は，最

大限可能な範囲において，よく整備された標準規格

で構成される．これが SAIM 開発に与える最大の影

響としては，オントロジーが修正てきないという点

であり，それぞれのモデルに必要と考えられる意味

論的な統合ごとに，ブリッジオントロジーマッピン

グが必要となる．これらの整備された標準規格の例

としては，物理現象のための QUDT や,特性・動作

記述を有するドライブライブラリなどのOPC UAの

コンパニオン標準規格がある．この利点は，

FigureC-4 で示すシステムモデルの直接的統合化と

は異なり，標準規格に概念依存性があるため，N の

二乗引く N 個のブリッジマッピングが不要である点

である（例：IFC や SAREF などの 2 つの構造モデ

セマンティック相互運用性を可能にする一般的概念―システムを選ばない情報モデル
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ルは，QUDT などの数量モデルや SSN などのセン

サモデルに間接的に統合にできるため，直接統合さ

れる必要はない）．さらに，これらのマッピングは,

統合するオントロジーと同様に，極めてゆっくり変

わり，SAIM のオーナーにより管理される．これが，

SAIM がブラックボックスと見なせる理由であり，

レガシーシステムに対するアダプターの数が N 台で

済む理由である． 

本手法に関する 5 つの明確な利点は以下であ

る： 

・既存システムモデルに対する翻訳の必要数の減少 

・SAIM の管理／維持の責任は，他の誰かに割り当

てられる． 

・翻訳の展開の労力／リスクの減少 

・翻訳の維持における労力／リスクの減少 

・ソフトウェア開発が速い． 

最初の 2 つの利点は既に説明した．実際に変更

が必要なのは企業側のみであるため，翻訳の展開，

維持に関係した労力やリスクは低減する．標準規格

が安定を維持し，標準規格の変化が小さい限り，

SAIM 側は比較的安定している．SAIM は標準規格

を実装しているのでデータ検証装置（データ・バリ

データー）を直接接続することができ，標準ベース

に準拠したプログラム・コードのすべてを（開発の

対象から）除外することができるため，ソフトウェ

アの開発時間は短縮される． 

 

C.5 概要 

システム間のセマンティック相互運用性に対す

るニーズ，普遍的・直接的なモデル統合化手法の問

題点，および間接的統合化の強み／利点を考えると，

レガシーシステムモデルからそのようなモデルへの

アダプターの開発と並び，共通情報モデルに関する

探求は続けられる． 

セマンティック相互運用性を可能にする一般的概念―システムを選ばない情報モデル
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D.1 ETSI TR 103 535 V0.2.2 (2019-03) 

SmartM2M 委員会による，ETSI 技術レポート 

産業におけるセマンティック相互運用性使用ガイド

ラインはその目的を以下としている：「本文書の主

な目的は，産業におけるセマンティック相互運用性

の重要性についての認識の向上に向け IoT における

セマンティック相互運用性を促進し，IoT の潜在的

経済価値を広めることである．主な着眼点は，産業

におけるセマンティック相互運用性の使用方法に関

するガイドラインの策定である．」 

報告では現状の最新技術について述べ，学術研

究機関，標準および産業における既存のソリューシ

ョンに関して言及している．主要な部分は欧州およ

びコンソーシアムプロジェクトからの引用である．

標準に関してはわずかな言及に留まっている．著者

らは，セマンティック相互運用性の利点は必要な技

術の熟成に寄与する形では活かされていないと結論

付ける．上記ガイドラインでは，大部分はこの状況

に関する組織的，主観的根拠を記述し，限界の克服

手法に関する推奨を提示している．以下は，本白書

および ETSI TR の共通の知見である： 

・公共政策支援は，セマンティック相互運用性，特

に標準化の認識の促進において大きな利点である． 

―主にセマンティック相互運用性の重要性および

必要な標準／技術の開発の認識を改善するイニ

シアチブに主眼をおいた推奨 6.1.1 を参照され

たい． 

・すでに存在しているオントロジーは,新たなプロジ

ェクトで使用されるべきである． 

―推奨 6.1.3，特に「知識を再使用可能な塊に分類」

および「管理された標準からそのような既存の

知識を検索」を参照されたい． 

―これは，共通の機械理解の収束的進化のキーと

なる構成要素である． 

本白書の以下の知見は，追加の視点を示してい 

る： 

・セマンティック相互運用のベースとなる，産業標

準，公的標準またはコンソーシアム標準の中に，

既に多くのセマンティック関連の情報モデルが存

在している．これらのモデルは ETSI TR のスコー

プには入らない． 

―乖離および推奨の導出において統合にされるセ

マンティック関連の標準リストについては，参

考文献を参照されたい． 

・ETSI TR で示すセマンティック相互運用性の概念

は，情報世界のみを反映している．ETSI TR は，

データを使用するアプリケーションへの垂直な情

報フローのみに主眼を置いている．産業ドメイン

には水平的なデータフローもあり，現実世界の応

答も考慮する必要がある． 

―第三節および付録 A のユースケースの記載を参

照されたい． 

ETSI TR は，運用期間にのみ着眼していると思

われる．製品およびプラントのライフサイクル，設

計・計画から運用・管理への拡張は，部分的に反映

されるのみである． 

―特に 3.5 節のエンジニアリングでのユースケー

スの記載を参照されたい． 

  

付録 D 
既存の標準化プロジェクトとの関係 
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D.2 ISO／IEC 21823-3（JTC 1／SC 41/66/CD） 

ISO／IEC JTC 1／SC 41 には草案 3 がある：

ISO／IEC 21823 のセマンティック相互運用性，モ

ノのインターネット（IoT）ー IoT システムの相互

運用．ここでは，セマンティック相互運用性を「十

分に定義済みのドメイン概念レベルでシステム共用

のデータで理解される機能（ソース：ISO 18308：

2011，3.45）」として定義している．ドキュメント

のスコープでは次のように記載されている：「この

仕様において，オントロジーを使用しセマンティッ

ク相互運用性を達成することにより，センサ，デバ

イス，システムおよびサービスが，そのコンテキス

トの情報とデータを表現できるよう，セマンティッ

ク相互運用性のためのオントロジーによるアプロー

チが規定されている」．オントロジーとしてモデル

化され，ISO 21823-1 のセマンティック相互運用性

の 5 つの側面（トランスポート，構文，セマンティ

ック，行動，およびポリシー相互運用）に着目する

ISO／IEC 30141 に基づいている．以下の問題が文

書内で示される：「oneM2M［xx］，OCF［xxx］，

LwM2M［xxx］および AllJoyn［xx］など，複数の

市販 IoT プラットホームがある．また,複数の IoT プ

ラットホームが共存し，IoT 環境で互いに競合して

いる．特に，スマートファクトリー，スマートシテ

ィなど，各業界の垂直アプリケーションは,独自の特

定の異質性を作り上げている．この不均一性により，

アプリケーション提供者による IoT サービスの展開

が困難となる」．加えて，オントロジー管理のヒン

トが記述されている．このセマンティック相互運用

性の主な寄与は以下である： 

・IoT リファレンス・アーキテクチャの OWL 仕様を

ともなうドメイン・ベースの IoT 参照モデル 

 

以下のオントロジーが簡潔に述べられている： 

・W3C セマンティックセンサネットワークオントロ

ジー 

・W3C IoT ライトオントロジー 

・oneM2M ベースオントロジー 

 

・センサモデル言語（SensorML） 

・IoT-O（Internet of Things オントロジー） 

・Open Connectivity Foundation（OCF）オントロ

ジー 

・Smart Appliances REFerence（SAREF）オント

ロジー 

以下は本白書と ISO／IEC 21823-3 の共通の知

見である： 

・クロスドメイン情報モデルの不均一性を克服する

必要がある． 

・ドメイン特有のトップレベルオントロジーとその

配下のオントロジーから構成されるマルチオント

ロジーおよびハイブリッドオントロジーのアプロ

ーチが好ましい． 

―両知見に関しては，主に推奨 6.1.3 の「知識を再

使用可能の塊に分ける」および「管理した標準

における既存の塊の探索」を参照されたい． 

・ドメイン・ベースの IoT リファレンスモデルは，

フォーマルな機械で読み取り可能な記述を用いる． 

―セマンティック相互運用性情報モデル設計の構

成に関しては推奨 6.1.1，特に４つ目の項目を参

照 

本白書の知見では以下の追加の側面が含まれ 

る： 

・産業のセマンティック相互運用性の観点からは，

垂直統合およびシステム運用段階に関する IoT の

着眼点は制約が多すぎると思われる．本白書では，

複数のライフサイクル段階が，セマンティック相

互運用性によって網羅する必要があることを示し

ている． 

―特に 3.5 節の技術的ユースケースの記載を参照

されたい． 

・既存標準規格の意味論的に関連するコンテンツを

どのようにオントロジーとして統合できるかを示

既存の標準化プロジェクトとの関係 

L 
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す必要がある．既存標準と導入した「ドメイン・

ベースのリファレンスモデル」の間にどのような

乖離があるのか分かっていない．例えば，リファ

レンスモデルと IEC 61131-3 の PLCopen ドライ

ブライブラリの関係はどういったものか，リファ

レンスモデルとOPC UAコンパニオン仕様の関係

どういったものかなど．これらは，意味論的に相

互運用可能なアプリケーションに導入する必要の

ある日々の産業におけるソリューションを扱った

標準規格である． 

 

  

既存の標準化プロジェクトとの関係 
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