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本事業は、スマートコミュニティインフラ分野の国際標準規格を調査・分析し、ひいては同分野における日

本企業の海外展開に資する国際標準化戦略の方向性について示唆を得ることを目的として実施した。

本調査の背景と目的

• 新興国においては、急速な都市化と経済成長により、インフラ需要のさらなる市場の拡大が見込まれている。

• アジア開発銀行（ＡＤＢ）の試算によれば、アジアにおける２０３０年までのインフラ需要が２２．６兆ドル、年間１．５兆ドルを超えるとされている。

• 我が国としては、質の高いインフラの導入を通じて、新興国等の持続的な経済成長の基盤作りに貢献するとともに、インフラ需要を取り込むことにより、我

が国の経済成長に繋げていくことが重要である。

本調査の

背景

• 本事業は、個別分野にも着目しつつ、スマートコミュニティインフラ分野の国際標準規格を調査・分析することで海外のスマートシティ開発における日本企業

の海外展開を促進することを目的として実施した。

• 本分野において、国際標準化を経済産業省として推し進めるべき分野に関する示唆を得ることを目標とした。

本調査の

目的

＜スマートシティ開発の「標準」に関する論点＞

• このような状況の中、先進国及び途上国の一部では、機器インフラの売

り切りにとどまらず、地域特有の社会課題の解決ツールを複合的に組み

合わせた「スマートシティ開発」が進められている。

• 日本国内でも、このような都市開発はいくつか進められているものの、日

本企業による海外での成功事例は極めて限定的である。

• こうした中、スマートシティ開発の「標準」に目を向けると、ＩＳＯやＩＥ

Ｃ等といった国際機関・会議における関連のＷＧ・ＳＣでの規格開発

には日本も積極的に参画をしている。

• 政府としては、こうした議論を俯瞰的に把握した上で、各国の都市開発

の動向把握や日本の強みが活かせる分野の分析を行い、都市開発の

上流から日本企業が都市開発に参画できるよう、支援のあり方を検討

することが必要と考えている。

＜データ品質の論点＞

• 加えて、近年、スマートシティの概念を支える根幹としてデータそのものの

信ぴょう性等を扱う「データ品質」の在り方が注目されている。

• 例えば、スマート工場のように製品プロセスのデジタル化や関連産業にお

けるデータ共有が進む中では、設計・調達・製造・運用・保守など、一連

の過程で必要となるデータを迅速に取り出せるよう、情報の構造化と共

有化のための国際協調が不可欠である。

• このような取組の一貫として、ビジネスプロセスに関する品質・マネジメント

を扱うISO ９０００の関連規格としてISO ８０００等の場でデータの

質に関する議論が行われつつある。

• しかしながら、我が国はこの議論に十分に参画できている状況になく、ま

た新しい概念も現時点では打ち出せていない。

• 他方、国際的な枠組みの下でデータ品質の考え方が整理されれば、国

際コンセンサスに基づく多種多様な情報の連携やこれによる国境を越え

た情報基盤の確立等が可能になるものと想定される。
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ISO、IEC関連の個別要素・ソリューションについては、モビリティ関連は充実するも、エネルギー

と防災はごく一部。それ以外の分野を含め、開発提案の余地は大きい。

（１）国際標準規格の情報整理 ①全体像：スマートシティ関連国際標準規格マップ

 ITU-Tでは、個別ソリューションも活発に議論され、規格が充実しつつある

団体名 ISO IEC ISO/IEC ITU

検討組織

（議長）

ISO/TC268

Mr Bernard Gindroz

（仏）

ISO/TC268/SC1

市川芳明

（日本）

IEC/SEG1 SyC*1 Smart Cities

Mr Michael John Mulquin（英）

ISO/IEC/JTC1 WG11

Mr Heng Quian（中）

ITU-T SG20

Mr. Nasser Saleh Al Marzouqi

（UAE）

（副議長：山田徹（NEC））

個別

要素・

ソリュー

ション

（モビリティ）

[ISO 37154] スマート交通システムとインフラのガイ

ドライン

[ISO 37157] コンパクトシティのためのスマート交通

[ISO 37158] バッテリー駆動バス

[ISO 37159] 都市間交通のためのスマート交通

[ISO FDIS 37161] 省エネのためのスマート交通の

ためのガイダンス

[ISO FDIS 37162] 新規開発地域におけるスマー

ト交通

[ISO DIS 37163] スマート交通のための駐車場の

配置

[ISO DIS 37165] スマート交通におけるキャッシュレ

ス決済

[ISO CD 37164] 燃料電池式路面電車

[ISO CD 37167] 低速運転による省エネ

（エネルギー）

[ISO DIS 37160] 火力発電所の評価指標

（防災）

[IEC 63152 ED1 - SyC Smart 

Cities/87/CDV]

災害時の都市サービス継続性-電力供給の

役割

（コミュニティ）

[PWI SyC Smart Cities-1]

都市サービスコミュニティ（CSC）: 都市サー

ビスの事例とデザインガイドラインの収集

※検討初期段階

なし [Y.4456]

スマートシティにおけるスマート駐車場の

要件と機能的アーキテクチャ

[Y.4458]

スマートシティにおけるスマート照明の要

件と機能的アーキテクチャ

[Y.4556] (draft)

スマート住宅コミュニティの要件と機能的

アーキテクチャ

[Y.4805]

スマートシティアプリケーションの相互運

用性のための識別子サービス要件

・・・等無数に存在

青字は開発中のもの出所）内閣府「スマートシティの構築を通じた Society 5.0 の実現」（2018年11月）をベースに追記
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ISO TC268 SC1、IEC SyC Smart Citiesでのソリューション系規格開発が主要だが、
ISO/IEC JTC 1 WG11、ITU-T SG20でも提案余地はある。

（１）国際標準規格の情報整理③考察：日本としての活かし方

日本主導で活発に提案
特にスマートモビリティ関連
規格が充実

個別技術・ソ
リューション系
規格の特徴

ISO TC268 SC1

検討テーマが少ない上、
IECとの機能重複が指摘さ
れている

ISO/IEC JTC1 WG11

中国主導で活発に提案
量・スピード共に充実

ITU-T SG20（参考）

本来規格の開発が目的で
ない
例は少ないが、日本主導
で提案した案が、唯一の国
際標準規格（防災関
連）として開発中

IEC SyC Smart Cities規格

ソリューション系規格の
開発
（副議長が中国人であり、
ニーズが合えば日中協力も
期待できる）

各協議体の
活かし方
（案）

統合されるリスクあるも、
議長の中国がネタ探しをし
ているのでスピード感を持っ
て規格化できるという見方
もできる

ソリューション系規格の
開発
（規格開発後の「お披露
目」段階ではより広い範囲
の新興国の目に触れる）

ソリューション系規格の
開発

9
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現地の課題・ニーズの把握にあたっては、全体視点を有するADBと、

各対象地域のスマートシティ・プロジェクト・オーナーを中心にヒアリングを行った。

（２）実事例における国際標準規格の調査・分析 サマリ＜海外事例調査のヒアリング対象＞

対象地域 ヒアリング対象組織 属性

東南アジア Asia Development Bank

（アジア開発銀行）
投資銀行

マカティ市

Makati City

Makati City 

Urban Development Department
行政

Makati City 

DRRM Office and C3
行政

Globe Telecom
プロバイダー

(通信キャリア)

バンスー地区

Bang Sue District

JICA（独立行政法人国際協力機構） 調査支援

State Railway of Thailand

（タイ国有鉄道）
土地所有者

PTT Public Company

（タイ石油公社）
パートナー

クアンニン省

Quang Ninh Province
Dept. of Communication and Information of Quang Ninh province 行政

ハロン市

Ha Long City
Ha Long People’s Committee 行政

AMATA

Smart City Ha Long

AMATA Corporation デベロッパー

AMATA City Ha Long JSC. デベロッパー

Yokohama Urban Solution Alliance 調査支援
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モビリティ分野では、既存の規格が多数存在しており、競争環境も厳しい。

標準化のポテンシャルは低いと考えられる。

（２）実事例における国際標準規格の調査・分析 サマリ＜国際標準規格化で後押しすべき分野の検討＞－モビリティ分野

スマートシティの課題・ニーズ / 想定されるソリューション

調査地域 問題 課題・ニーズ 想定されるソリューション

Makati 交通渋滞の抑制
/ 不十分な公共
交通

・マニラ首都圏の交通渋滞の抑制が必要
・幹線交通（地下鉄）の整備 ・地下鉄

Bang Sue 交通渋滞の抑制 ・タイの社会課題として、交通渋滞の抑制が必要
・車両中心の地上空間では、歩行者空間を十分確
保できない
・域内のスムーズな移動が難しい（地上・高架の鉄
道・道路輻輳化による域内エリアの分断、地上の渋
滞）

・歩行者空間を確保するスカイデッキネットワー
クの整備
・域内の移動を支援するモビリティサービス
（PRT）の導入
・駐車システムの整備と、域内流入車両の管
理による渋滞緩和

・スカイデッキネットワーク
・トランジットモール
・域内PRT（Personal mobility 
transport）
・パークアンドライド方式（地区外縁
でのスマート駐車場整備）
・交通流のリアルタイムモニタリング
・交通流の管理センター

AMATA
Smart City
Ha Long

交通渋滞の抑制 ・グリーンフィールドの都市開発で、バイクなどの流入に
起因する将来的な交通渋滞抑止のため、立ち上げ
段階から域内交通の段階的なプランニングが必要

・域内の交通・道路計画（道路上空にスカイ
トレイン用地確保を計画中）
・多様な域内交通オプションの提供（幹線交
通、ラストワンマイル交通など）
・効率的な駐車サービスの導入

・スカイトレイン
・サイクルシェア
・自動運転バス
・センサー付き駐車システム

想定されたソリューションに基づく、標準化ポテンシャルの評価視点

標準規格の開発状況 ・ISO TC268 SC1にて、多数検討されており、新規の提案余地が少ない

日系輸出実績 ・メトロ、都市間高速鉄道など多数存在

その他・事業環境 ・ASEANで聴取したニーズに合致する技術の中で、日本が得意なのは、無人運転技術程度か（e.g.ゆりかもめ）
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防災分野では、規格化がまだ進んでいない。日系の輸出実績も存在し、強みが発揮される分

野と想定される。標準化のポテンシャルは高いと考えられる。

（２）実事例における国際標準規格の調査・分析 サマリ＜国際標準規格化で後押しすべき分野の検討＞－防災分野

スマートシティの課題・ニーズ / 想定されるソリューション

調査地域 問題 課題・ニーズ 想定されるソリューション

Bang Sue 災害対応 ・災害時のBCP対応（鉄道駅・SRT本社が立地予
定）

・災害時の持続可能なエネルギー供給体制の
構築

・コジェネレーションシステム

AMATA
Smart City
Ha Long

洪水リスク ・暴風雨などにより、埋立エリアで河川氾濫時の洪水リ
スクが高い

・河川氾濫時の洪水被害の低減 ・遊水地機能を備えた施設設計

想定されたソリューションに基づく、標準化ポテンシャルの評価視点

標準規格の開発状況
・コジェネレーション機器そのものの技術規格はある(ISO26382）
・SC分野でBCP時の電力供給の規格は開発中（日本主導）であるが、コジェネレーションシステムの規格は存在しない

日系輸出実績
・日系オペレータがマレーシアの工場にコジェネ発電施設を導入
・海外スマートシティで遊水池機能の導入検討中
・ASEANにおける広域防災システムの構築実績

その他・事業環境 ・－
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2017-2020 クアンニン省の主要プロジェクトおよび実施スケジュールのリスト

（２）実事例における国際標準規格の調査・分析 スマートシティ海外事例調査－ Quang Ninh Province / Ha Long City ＜プロジェクトリスト＞

テーマ プロジェクト 実施スケジュール 主導組織

電子政府

電子政府プロジェクト 2017-2020 - -

クアンニン省のスマートオペレーションセンターシステムを開発 2017-2019 クアンニン省人民委員会

スマートシティインフラの整備 2017-2020 クアンニン省情報通信局

ヘルスケア スマートヘルスケアシステムの開発 2017-2018 クアンニン省保健局

教育

スマート教育マネジメントシステムの開発 2017-2019 クアンニン省教育訓練局

ハロン大学の研修の質を向上させるためのITアプリケーションの開発 2017-2019 ハロン大学

IT人材の育成 2018-2020 クアンニン省情報通信局

スタートアップインキュベータの開発 2018-2020 クアンニン省情報通信局

環境 ハロング市のスマート環境システム開発 2017-2020 クアンニン省自然資源と環境局

安全性 交通や安全管理を確保するITシステム開発 2018-2019 クアンニン省警察

観光

観光分野のパフォーマンスを改善するためのITアプリケーションの開発 2017-2019 クアンニン省観光局

ハロン市における無料WiFiシステムの開発 2017-2018 クアンニン省情報通信局

モビリティ

ハロン市の交通運用管理システムの質を向上させるためのITアプリケーションの開発 2017-2020 クアンニン省交通局

ハロン市におけるスマート照明システムの開発 2018-2019 ハロン市人民委員会

* 出所: Smart city development in Quang Ninh province
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ISO 8000とは、組織間・システム間で情報交換する際のデータ頻出要件・品質評価の方法や

プロセスを定めた規格である。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 ISO 8000概説

 ISO 9000が、ビジネスプロセスに関する品質・マネジメントを対象とするのに対し、ISO 8000 は、そこで扱われる様々な「データの質」を

対象とし、組織間・システム間で情報交換する際のデータ品質要件・評価の方法やプロセスを定めている*。

 ISO 8000シリーズの各規格は、Part 1 Introduction、Part 2 Terminology などの各規格が発行済であり、 現在も引き続き更なる

各規格パートが開発中である。

出典）

*ISO 8000 データ・クオリティの国際標準化－

Society5.0 の実現に向けて－：蒲生 秀典

**『データ品質の重要性』 標準化と品質管理2019/4

月号、苑田 義明（2019/4時点)

凡例)

IS ; International Standard

TS ; Technical Specification

NP ; New Proposal

DIS ; Draft International Standard

※赤字は現在審議中、黒字は発行済を表す

ISO 8000シリーズの各規格**
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データ品質に関する国際標準ISO 8000に係る現状とメリット、デメリット、さらには、今後の国際標準化

のニーズを明らかにするため、エンジニアリング協会を対象とするアンケート調査を実施した。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 調査方法

 「（３）スマートシティを構成する個別分野における、データ品質に係る「国際標準規格の提案」に関する情報収集に際し、アンケート

調査を通じて、産業界のニーズを調査・分析した。

 アンケートについては、データ品質に係る課題の有無と内容の確認、ISO 8000の利用状況や、その利用メリット・デメリット、新たな

ISOに対するニーズ等の把握を目的とした。

 また、課題・ニーズを具体的に把握するため、アンケート実施後、回答企業の一部にヒアリングを実施した。

対象となる分野の決定 調査項目の検討
（有識者ヒアリングの実施）

調査の実施 調査結果の分析
（企業ヒアリングの実施）

 カバーする業界の範囲が広く、
データ品質に関する論点につい
ても協議を行っている、エンジニ
アリング協会会員企業をアン
ケート調査の対象として選定し
た。(2020年3月現在246社、
専業エンジニアリング、総合建設、
鉱業・石油精製、化学・窯業、
産業機械等により構成）

 調査項目の精査や、仮説のブ
ラッシュアップを目的に、有識者
や企業に対してヒアリングを実施
した。

 上記で得た意見等を参考にし
ながら、調査票を確定した。

 調査は、専門的な内容であるこ
と、適切な回答者に回答頂きた
いこと等の事情に鑑み、エンジニ
アリング協会経由で、配布・回
答の呼びかけを行った。

 本調査は、インターネットアン
ケートで実施した（特設サイトを
設置し、業界団体経由でURL
やパスワード等を配布して回答
してもらった）。

 調査結果を分析する。
 以下の点を把握する。

 ISO 8000の適用状況（製品や
サービス）

 ISO 8000取得のメリット、デメリッ
トの整理

 ISO 8000のコスト優位性について
の把握

 今後のISO 8000の国際標準化
ニーズ

 課題・ニーズの具体的な把握のた
め、回答企業の一部に対して事後
ヒアリングを実施した。
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ISO 8000自体があまり知られておらず、そのニーズの有無を判断できない状況にある。一方で、言葉の定義や、実効

性の高い記録方法の標準化にはニーズがあり、組織的な対応を期待する声もある。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 サマリ＜企業アンケート調査・ヒアリング結果＞

データ品質の標準化に関して抱える課題

 多くの企業がデータの標準化に関して何らかの課題を抱えているが、ISO 8000自体があまり知られておらず、そのニーズの有無

を判断できない状況が見られる。

 他方、言葉の定義（モノの表現の仕方）に関する標準化のニーズや、情報を適切かつ実効性が高い形で記録したり保存し

たりすることに関するルールの標準化に関してはニーズが高い。

 さしあたり、各国の定義する「モノ」や「仕様」の互換性を参照するための「対応表」だけでも欲しいということが共通認識である。

データ品質の標準化の取り組み

 各社とも各々の方法でデータや情報の標準化に取り組んでいるが、それらの取り組みに相当する国際標準の存在を知らないか、

これらを策定した海外組織ほどには国際標準化の必要性を感じていない。

 BIM等、海外で適用が始まったことから必然的に取り入れるようになった仕組みもある。

 プロセス系プラントに関しては、契約により顧客側の標準化手法の適用を要求されるケースが多く、顧客に合わせた「標準化」が

なされていたり、顧客ごとの「標準化」対応をしていたりすることもある。

データ品質の標準化に関して期待されること

 国や業界が中心となって標準化を推進することが、社内への働きかけのためにも良いという声もある。

 ただし、標準化の推進に当たっては、あくまで実効性があるものを標準化すべきであり、手段であるべき標準化を目的とするこ

とへの抵抗がある。

 現在うまく機能している仕組みや基準を「標準」として認めることが現実的との認識もある。
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アンケートから抽出された、日本提案による標準化に向けたヒントは下記の通り。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 サマリ＜企業アンケート調査・ヒアリング結果＞

 データ構造の標準化に関するヒント

異なる企業間で、同じ仕様のものを識別するための、世界でユニークなコードによる紐付け。

データのプロパティの名前の付け方。

ライフサイクルの局面毎(設計時・メンテ時・ロジスティクス・運用保守時、etc.)で異なる、モノの定義

プラントのハードに関してはほぼ標準化できているので、今後はデータに関する標準。

 データ品質の標準化に関するヒント

データクレンジング自体は技術的に確立しているので、データの背番号の付け方を確立させる必要あり。

データ品質の重要性・ISO 8000自体が知られていないので、周知する取り組みや、国がその活動の報告義務化をするなどが必要。

事業分野や業種毎のデータ品質要件が具体的に知りたい。設備エンジニアリングやデジタルツインなど。

日本ならではのノウハウに関するヒント

BIMは利用しているが、各社で付与しているコードが違うとBIMで交換したモノの情報が壊れてしまう。BIMでもユニークに特定するための背番号・識別

子が必要。

モノの定義や背番号が統一されたとして、ユーザがそれを利用して装置を選ぶ際に、省エネといった付加価値を知ることができるようになるとよい。（そ

うすれば自社製品が選択されることになる。）

属人的な「勘」に類する情報を3Dデータに付加できれば、遠隔での設備管理がしやすくなる。

 その他全般事項

国（例えば中国や中近東）によって、データを国外に出さないところがある。（強制的に出させる標準があるとよい）

製造フェーズ(CAPEX)とメンテナンス(OPEX)では、業務のやり方がかなり違うので、メンテナンスフェーズでは、記録の仕方なら標準化してもよいかもしれ

ない。

10数年前からシステム統合を試みているが、うまくいっていない。（システム統合ではなく、データ構造標準化が肝）

日本では、標準化は国や業界主導が望ましい。なぜなら標準化は長期的な戦略的投資だが、その効果が見えにくく可視化しにくい。従い個々の

企業の中でボトムアップでは上を説得しにくい。
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相手先 と自社で定めている規格条件（単位、温度、長さ

等）が異なり、想定と異なる仕様の製品や設計図が届い

た

海外と設計・仕様条件等が異なるため、設計や仕様設定

を変える必要が生じた

英語等の外国語の定義や翻訳による齟齬が原因で相手先

の認識と異なり、支障が生じた

電源等の仕様・規格が異なることが相手先からの情報で

はわからず、支障をきたした

輸入品と国産品の規格が異なり支障をきたした

相手先と異なるインターフェースやソフトウェアを利用

していて、齟齬が生じた

その他

特になし

Q1：貴社において、他社等とのデータのやり取りにおいて、何か問題が生じたことはあります

でしょうか。[複数回答](N=51)

大多数ではないものの、一定割合の企業が他者等とのデータのやり取りに課題ありと回答し

た。規格条件の違い（国内外）、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ・ソフトの違い等がその主な理由となっている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜問題の有無＞

Q1：貴社において、他社等とのデータのやり取りにおいて、何か問題が生じたことはありますでしょうか。

[複数回答](N=51)
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【参考】その他のデータやり取りにおける問題

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜問題の有無＞

Q1：貴社において、他社等とのデータのやり取りにおいて、何か問題が生じたことはありますでしょうか。｜その他

回答数=4 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

ドキュメントで複数の外国語を使用することとなり、作業効率が低下した

独自のセキュリティの課題があり、データ流通の難易度が高い

相手の送信データがこちらのセキュリティチェックに引っ掛かり、データが到着しなかった。データを送信されたこともわからなかったため、送信

したつもりの相手との間で支障が生じた。

センサーデータから加工されたデータの品質を保つために、センサーデータ自身の品質が問題になっている

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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データのやり取りに関して発生した問題については、根本的な解決ができていないとの回答や、

愚直に対応しているとの回答があり、必ずしも効率的に解決できていないことが推察される。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜解決方法＞

Q2：貴社において、Q1でご回答いただいたようなデータのやり取りに関する問題に対して、どのような対応をとったか

具体的にお書きください。[自由記述]

回答数=22 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

退却先との第1回打ち合わせにおいて、チェックリストに基づく仕様確認の徹底を実施している。

海外プロジェクトで、図面等のドキュメントで日本語、英語以外に加え他の言語での記載も要求され、対応したものの作業負荷が上が

り効率が低下した。対応については、愚直に翻訳するしかなかった。

現場個別でのチェック体制を組み対応している。（各担当がチェックしていくことの徹底。）標準図面の見直しなども行っているが、抜本

的な処理はできていない。

鋼材の規格が仕様にあわず，実験結果等を用いてお客様を説明するのに時間を要した。

先方との、初期の取り決めで合意していたたが、相違する部分はパイロット案件でコミュニュケーションを取りワークフローを確認した。

メールによる最低限のやりとり（パスワード付）。20GBまで可能な大容量転送システムの利用（上覧承認行為あり）。データの流通に

ついては、ハードルが高い。

設計・使用の変更およびマニュアルの整備

国際コンサルを入れて解決

標準仕様書に反映するなど、再発防止措置をとる

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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手順書や仕様書等を整備することで対応しているケースもあるが、ファイルのバージョンといった

初歩的な対処も行われている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜解決方法＞

Q2：貴社において、Q1でご回答いただいたようなデータのやり取りに関する問題に対して、どのような対応をとったか

具体的にお書きください。[自由記述]

回答数=22 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

相手先とは、以下の具体的な相違点があることを認識したうえ、やり取りを進めていった。 ・坑井の坑口装置(Xmas tree)とフローライン

のフランジ規格の相違(API/ASME) ・異なるDCS間の通信 ・Oil Field Unit / SI unit ・FPSO(浮体式生産貯油出荷設備)で使われる

電気機器の周波数と設置した国(マレーシア)の周波数の相違(50Hz/60Hz)

・相手国規格にあわせた転換設計を実施

単に規格番号を参照するのでは無く、具体的な数値を示してもらい、規格間で異なるデータを明確にしました。

データファイルのファイルのバージョンを以前のバージョンに落として作成し確認した。 エクセルやPDFなど。

ファイルを読み込めないor開けない場合は、相手に連絡をとり共有できる形式でデータ受渡しを行った。相手の送信データが自動セキュリ

ティチェックで引っかかって届かなかったときは、送ったはずの相手と受け取っていない当方の間でトラブルになりかけた。それ以降、その相

手からのデータ送信時は、着信確認するようにお願いした。

社内技術標準DBを構築しており、各種設計基準、要領書、手順書、データシート、フォーマットを整備している。業務上の支障や変更

が発生した場合は都度修正し、周知する。 メーカーや国毎の対応で注意すべき点やトラブルの事例などは、技術伝承DBへ登録し、周

知ならびに再発防止に活用する。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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中間フォーマットに変換できるソフトを経由させるといった試みも行われている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜解決方法＞

Q2：貴社において、Q1でご回答いただいたようなデータのやり取りに関する問題に対して、どのような対応をとったか

具体的にお書きください。[自由記述]

回答数=22 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

自社製品のプロトタイプで使用したモジュールの取引先企業と用語の解釈や試験方法が異なり、意図しない仕様の製品が届いた。取

引先企業の生産技術担当者を含めて打合せを行い、書面を取り交わし、当社の意図した仕様での納品を依頼した。 センサデータから

加工したデータの品質を保つため、どのような条件でデータを測定したかという情報を得た。

調査しこちらの認識を再送して、問題がないことを確認した。

IFCデータとして出力し、メーカー側が読み込み可能な中間フォーマットに変換できるソフトを経由させてデータ交換を行った。変換できない

場合は、再度手入力することで対応している。

図書・文書だけのやり取りでなく、出来るだけFace to Faceで内容を確認することや、こちらが指定するフォーマットにデータを記入させるこ

となど、地道で泥臭い対応をすることが多い。

各部門において、データの変換を行うことで対応している。 顧客とのやり取りにおいては、顧客側に合わせる必要があるし、サプライヤに対

しては可能な限り、こちらの仕様に合わせるよう依頼している。

①弊社と異なる仕様や設計の場合は、弊社の仕様や設計となるように、相手先と交渉した。 ②中国語などの日本語翻訳が難しく、

高度な技術内容がわからない翻訳者がいない場合は、 社内である程度中国語がわかる人間に一部翻訳を依頼した。 ③相手の仕様

詳細がわからないために、実物を調査した。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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15.7 43.1 41.2
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Q3：あなたは、ISO 8000についてご存知ですか。 (N=51)

名前も知っており、内容も知っている（※概要程度ご存知であれば、「知っている」とお答えください）

名前は知っているが内容は知らない

名前も内容も知らない

ISO 8000について内容まで知っている企業は約16%にとどまる。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜ISO 8000浸透度＞

Q3：あなたは、ISO 8000についてご存知ですか。 (N=51)
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Q4：貴社では、ISO 8000に準拠してデータのやり取りをされたり、その基準に沿ったデータの

整備をしたりしていますか。実施の有無についてお知らせください。 (N=8)

実施している

実施を予定している

実施していない（※検討したことはあるが実施していない場合もこちらに回答ください）

ISO 8000に準拠してデータのやり取りをされたり、その基準に沿ったデータの整備をしたりしてい

る企業は回答社数を鑑みるとほとんどないと考えられる。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜ISO 8000準拠状況＞

Q4：貴社では、ISO 8000に準拠してデータのやり取りをされたり、その基準に沿ったデータの整備をしたりしています

か。実施の有無についてお知らせください。 (N=8)
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ISO 8000に準拠したデータ整備のためにはセキュリティー強化 サーバーの再構築を行っている

ケースがあり、それが導入ハードルを高めていることが考えられる。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜ISO 8000準拠の準備＞

Q5：貴社では、ISO 8000に準拠したデータ整備等のために、どのような準備を行いましたか。（行う予定ですか。）

また、準備を行う上での課題はありますか。具体的にお書きください。[自由記述]

回答数=2 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

セキュリティー強化 サーバーの再構築など

プロジェクトデータに関するISO 8000視点の分析を行う

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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ISO 9001との代替性や維持管理のための社員を当てられないことも導入が進まない原因と

なっている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜ISO 8000を利用しない理由＞

Q6：貴社では、なぜISO 8000を利用しないのですか。具体的にお書きください。[自由記述]

回答数=6 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

会社の規模（社員数）からISO維持管理の専任職を割り当てられなし。

まだデータについての重要性について認識が十分でない。 会社として、今後データの蓄積と活用について積極的に取組みことを検討して

いるため、今後ISO 8000にも関心が高くなると考えている。

ISO9001により品質がバリデーションされた製品をベースにしたサービスの品質も確保でき、ISO 8000の一部を包含していると考えている。

現状では電子化必要性が薄く、データ品質の重要性を感じなかったため。

その必要性がないため。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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3.9 96.1
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Q7：貴社では、ISO25000等、他のデータのやり取りに関する標準・規格等の活用や準拠等を進

めていますか。(N=51)

活用や準拠等を進めている 活用や準拠等を進めていない

ほとんどの企業においてISO 8000以外のデータのやり取りに関する標準・規格等の活用や準

拠等を進めていない。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜その他規格等の活用＞

Q7：貴社では、ISO25000等、他のデータのやり取りに関する標準・規格等の活用や準拠等を進めていますか。

(N=51)
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※Q8は有効回答なし

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜その他規格等の活用＞

Q8：貴社において、データを各種標準や規格に準拠するために行っていることを具体的にお書きください。よろしけれ

ば、どのような標準・規格を活用されているかもお書きください。[自由記述]

回答数=2 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

社内製品

ASME， ISO9000

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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品質管理を担当する部署が行っている

情報システムを担当する部署が行っている

業務管理を担当する部署が行っている

各事業部（現場の部署）が個別に対応している

その他

特に担当している部署はない

Q9：貴社において、データ品質に係る対応や、データ品質の標準化等に関する取組について、社内の

どの部署で対応されておられますか。下記の中からあてはまるものを選択してください。[複数回

答](N=51)

データ品質に係る対応や、データ品質の標準化等に関する取組は、情報システム担当部署、

各事業部、品質管理担当部署が対応していることが多いが、対応部署がない場合も多い。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜社内体制＞

Q9：貴社において、データ品質に係る対応や、データ品質の標準化等に関する取組について、社内のどの部署で対

応されておられますか。下記の中からあてはまるものを選択してください。[複数回答](N=51)
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【参考】その他のデータ品質に係る対応や、データ品質の標準化等に関する取組に対応する部

署

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜社内体制＞

Q9：貴社において、データ品質に係る対応や、データ品質の標準化等に関する取組について、社内のどの部署で対

応されておられますか。下記の中からあてはまるものを選択してください。[複数回答]｜その他

回答数=7 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

IoT関連部署

部署間横断で共有

よく分からない

品質保証を担当する部署

品質保証を担当する部署が行っている

社内情報システムに関わるものはそれを担当する

どのような対応をしているか把握していない

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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データ品質を高めたり、データの標準化に対処したりするには、国が横断的に推進することを望

む声もある。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜望まれる政策・取組＞

Q10：貴社において、データ品質を高めたり、データの標準化に対処していくにあたって、今後望まれる政策や業界と

しての取組等についての希望やお考えがあれば教えてください。[自由記述]

回答数=30 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

特になし（現在検討中）

データのクオリティ、ISO 8000自体、一般的に知られていない、理解されていない状況だと思います。ISO9000や14000のように、周知し

て理解していただく取り組みが必要かと思います。

国の方針として、企業が積極的に標準化を推進していかなければならないことを強制力をもって進めるべきだと考えます。 何を行うにして

もコストが発生するため、自主性に任せているのでは、経営者の関心事として人、金、情報を提供するような環境にならないと推察され

ます。 資本金１００億以上、東証一部上場の会社などを対象として、活動報告の義務化を進めれば、見に見えて変わるのではない

でしょうか。

国としての、標準がまず大事。社内のデータの監視と交信責任者が組織的にISOと一体となること。

（私見です） エンジニアリング協会、IPA、JIPDEC、JPCERTと、火力原子力発電技術協会、電力中央研究所、発電技研

（JAPEIC）、 そして、プラントエンジニアリングにおける主体となる建設業法を総括する国土交通省の指針の中で、機械機器設置工

事 及び厚生労働省における労働安全衛生法の拘束力が高い為、これらを総括したユーザーとメーカのデータ流通メリットが必要。 また、

SCMにおけるBOM的なデータ利用の中でプロジェクトマネジメントの体系における「レベル５」はだれもデータ化しておらず、 これを体系化し

ていく気概を業界団体を横つなぎして、世界に打って出る為に必要である。 エンジニアリング協会が音頭をとるにはあまりにも負荷が高い

と思われる。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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国際的な標準化の情報のニーズがある一方で、そもそもデータ以前の書面による商取引に課

題を抱えているケースもある。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜望まれる政策・取組＞

Q10：貴社において、データ品質を高めたり、データの標準化に対処していくにあたって、今後望まれる政策や業界と

しての取組等についての希望やお考えがあれば教えてください。[自由記述]

回答数=30 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

各国毎の標準化の状況を実例を含めて情報収集したい

まだ対応を考えておらず、今後指針等がアナウンスされれが検討してゆく

データの品質向上や標準化への対処に対して特段の要求は生じていない。

・業界統一のマスタ整備（区分やカテゴリ等の業界統一）など

データ品質以前の課題ではありますが、いまだに納品書、請求書、契約書等、書面での処理が多数残っています。各企業がデータを保

有しているにも関わらず、企業間取引においては書面になってしまいます。非常に困難だとは思いますが、特定の業界にとどまらず、横断

的に、これらをデータ化し活用できるような環境、規格等が整備されると良いと思います。

客先に納入し、客先のプラントオペレーションに直結する資機材リストなどのCFIHOS等の標準化が国際的に進むことを希望する

一律的に全てのデータに対して質の向上や標準化を実施するのではなく、それが必要なデータを抽出し、実行するよう取組んで行ってほ

しい。

とくにない

特になし

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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データに関する海外の規格とJISとの相互認証や、他社の取り組み情報を共有といったニーズも

ある。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜望まれる政策・取組＞

Q10：貴社において、データ品質を高めたり、データの標準化に対処していくにあたって、今後望まれる政策や業界と

しての取組等についての希望やお考えがあれば教えてください。[自由記述]

回答数=30 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

データの取り扱いや品質に関するJIS規格と海外の規格の相互認証を行ない、当該JIS規格の有用性を周知されるのが良いと考えます。

建設系業務においては、国交省の電子納品要領や、国土地理院の仕様書によって標準可がなれているとともに、チェックシステムも整

備されており、要素データとなる地質調査データについても、国土地盤情報センターによるチェックシステムが整備されていることから、大き

な観点からの問題はないものと考えている。

各社が持つCAD等のフォーマットが異なるため、標準化を推進いただきたい。

業界として方向を示し、各社が統一した考えや内容で取り組む必要性を感じる。

現状ISO 8000に関してどのような規格内容かよく理解していません。今後同業者を含めた他社がどのように方法等でデータ品質及び標

準化を行なっているのか、情報の共有化を出来れば、弊社内で参考にしたい。

当社は事業活動において社内外とのデータのやり取りを行っており、必要に応じて国際規格への準拠、認証取得を行っていますが、主な

事業が建設鉱山機械の開発・製造・販売の製造メーカでありデータそのものが主体ではないため、本アンケートには適切ではない企業と

思われますので特に意見などはありません。

該当する業界、業種において、データ品質を十分にするためには何が必要かという具体的指針がほしい。 例えば設備のエンジニアリング

やデジタルツインの構築のためのデータ品質例があると有難い。 人材育成やこれらの問題の認知度の向上が必要だと考えている。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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具体的な指針や国際基準への統一も求められている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜望まれる政策・取組＞

Q10：貴社において、データ品質を高めたり、データの標準化に対処していくにあたって、今後望まれる政策や業界と

しての取組等についての希望やお考えがあれば教えてください。[自由記述]

回答数=30 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

日本でのみ使用されている規格や基準をやめ、国際基準にそろえるべき。

建設業では、今後のBIM活用推進において、専門工事会社やメーカーとの円滑なデータ交換実現が必要だと考えている。多岐にわたる

会社間のデータの標準化に当っては、関係官庁の主導力を発揮していただけると助かります。

建設業界はBIMデータの連携の歴史が浅く、データ形式の細かなルール化などが厳格化できておらず、それによる不便不都合が顕在化

している。今後は、専門工事会社やメーカーとの円滑なデータ交換実現に向けて業界としての取組みが必要だと考えている。多岐にわた

る会社間のデータ標準化に当っては、関係官庁の主導力を発揮していただけると助かります。

特に無し。

プロセス産業におけるデータ標準化には長い歴史があるが、いまだ末端の現場では問題を抱えているのが現状。今までは特に石油ガス

業界においてはオーナーオペレータの潤沢な資金力により労働集約的な手法、いわば力づくでデータの不整合等に対応してきたわけだが、

SDGsが強調されるなかで、そういったやり方にも限界が見えつつあり、メジャーオイルに代表される欧米各社はデータ標準化に本腰をあげ

て始めているように感じる。日本国内のプロセス産業関連企業は、その業態(オーナー、EPC， サプライヤとも)そういった動きに取り残され

るとあっという間に競争力を失うリスクがあるわけで、データの国際標準化に対して日本国内企業がしっかりとフォローできるようなことにな

ると良い。

特にありません（記入できるだけの知見をもっていません）

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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業界の中心的な企業が中心となって標準化を推進しながら、パッケージベンダーがうまく対応し

ていくことも求められている。

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜望まれる政策・取組＞

Q10：貴社において、データ品質を高めたり、データの標準化に対処していくにあたって、今後望まれる政策や業界と

しての取組等についての希望やお考えがあれば教えてください。[自由記述]

回答数=30 /集計母数=51 リストから除外した回答値:無回答

回答内容

建設土木業界においては、データをやり取りする場合の、その共有・標準化はある程度すすんでいるため、特に支障をきたしているわけで

はない。その反面、国土交通省の施策である、i-Constructionにおける「ICTの全面的な活用」を推進するため、調査、設計段階から

３次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても、属性情報（材料、強度等）を付与しながら一連の建設生産・管理 シ

ステムにおいて BIM/CIMを活用することで、品質確保と共に生産性向上を図る目的としているものの、部分的な工種に限られ、かつ、

各企業でそのシステムを浸透させるのには時間と経費がかかる現状があり、大なり小なり、無理が生じている。

現時点では、標準的なパッケージソリューションを導入していく中で、社外との情報連携がスムーズになっていくことを期待している。業界の

中心的な企業が音頭をとって標準化を推進しながら、パッケージベンダーがうまく対応していくことが望ましい。

データの標準化が一般的になれば、情報のやり取りの標準化が可能となり、非構造化データに関しての間違いやずれがすくなり、業務の

効率化も図れると考えます。

※回答内容については、企業からの回答に記載された通り（原文ママ）に記載している。
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23.5 76.5
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Q11：本調査結果を受けて、改めてヒアリングをお願いさせていただく可能性がございます。あ

なたは、ヒアリングにご協力をいただけますか。 (N=51)

ヒアリングに協力できる ヒアリングに協力できない

【参考】ヒアリング可能企業数

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 企業アンケート調査結果＜ヒアリング可能企業＞

Q11：本調査結果を受けて、改めてヒアリングをお願いさせていただく可能性がございます。あなたは、ヒアリングにご

協力をいただけますか。 (N=51)
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A社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• プラントは部品を集めて作るものだが、その部品にはJIS等いろいろな規格がある。また、プラントの設計にあたってはISO等の規格もあ

る。

• どのメーカーのどの部品同士の互換性があるのかといったことは、コード体系の紐づけができていないので、すぐにはわからない。

• CADの問題はある。当社でも３Dを使い始めたところである。昔のAuto CADの形式がオープンにされておらず各社ばらばらで統一

できていないのが現状だ。こうした状況はどこも困っているはずなので、日本じゃないところが国際標準を担ぐのかもしれない。

• 流量計、圧力計、成分を分析する機械にはJIS規格がある。他方、JIS規格化されていない測定方法もある。

• 別の業界からの参入があると、データや規格が業者によって違うことがある。

データ標準化の

取り組み

• 業界では標準化の動きはない。

• 実際には企業としてはデータの標準化だけでは差別化できないので、作業自体の標準化は特に競争力等とは関係ない。その他の

点で勝負だと思っている。

• 価格競争にならない次元で優位にたてる（あるいは勝負できる）ための標準化を導入すれば日本の良さが鮮明になると考えられる。

データ標準化に

関して期待され

ること

• JISとISOの紐づけ、企業ごとの品番同士で事実上同じ仕様のものの紐づけ等のDB等があるとありがたいと思う。

• 現地調達とかもあるので、現地の規格と日本の規格との紐づけとかもわかるとありがたい。品質の良いものをより安くといったニーズは

どのクライアントでも存在するので部品の互換性の情報は大切だ。

• 当社が作った装置や欧州メーカが作った装置等、現状ではバラバラでわからないのが、名前を付けて信号のとり方等が定められてい

ると便利だと思う。データがどういうプロパティーをもっているか、名前の付け方の基準みたいなものがあるとよい。

• 紐づけをするための読替表を作れるかもしれないが、解析を進めるためにはデータの体系化が必要だ。

• 場所や位置に関する情報が受発注データにあるとよい。具体的にはDUNSナンバーのような事業者コードが世界共通できちんと整備

されているとよい。

• データの背番号の付け方が大事だと思う。データクレンジング自体は技術的には確立している。元の付け方が確立していないことが

問題だ。

• 背番号があると、繋いで連携できる。今納めている装置をより省エネとか問題を起こさないような装置に替えるといったことが簡単に

できるようになる。
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B社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• エンジニアリングは受注産業で顧客の標準が基準になる。当社にとっては大手メジャーの基準が標準になる。

• 何を使うかは最終的には顧客の要求に合わせるので、その途中を各社違ったやり方でやっているのが現状だ。

• 顧客が利用しているツールを使うという指定がある。配線図、配管図や2Dなど3Dも同様だ。どれも指定されたもので作って出すこと

になる。これはエンジニア各社どこも同じだと思う。

• オペレーションのためのデータの標準がなくて、オペレーションをするために必要なITデジタルツールのデファクトがない。顧客ごとにそれ

ぞれスタンダードがあって、事業所ごとにも少しずつ違う。

• 顧客は日々新しいことをやるので、そのたびに要求が変わる。仕様を固めてしまうとそれはそれで使えないというジレンマがある。その

都度都度変わるアプリケーションは、実際に使おうとするといつの間にか形式は変わってきてしまう。

• 設計して物を収めるときにベンダーがデータを付加して顧客が必要としたデータを渡すのだが、これも顧客ごとに違う。

• 毎回違うので、なかなか標準化されない一方で、データの横の流れとしては標準化がないと支障があるという面もある。例えば、設

計の時はメートルで、ベンダーからくるデータがフィート単位だと困ることになる。

• 顧客からきっちりしたデータが来るが、それをベンダーに出す時に間違いが発生することがある。

• このような本来はあっているはずの間違いを見つけるのが難しい。特にある程度構成が決まっていないデータは厳しいのが現状だ。

データ標準化の

取り組み

• 文書管理・資材管理それぞれの効率化をするモデルがある。次のフェーズはそれらをつないで共通の部分のデータを回せると良いと

思っている。文書管理と資材管理のモデルは違うので変換しないといけないが、その分データも大きくなる。

• システム統合は１０数年前から試みているが、正直うまくいっていない。

• データマネジメントが重要だといわれているが、その本質的なことは社内では理解されていない可能性がある。データセントリックエンジ

ニアリングとかよく言われるが、それは何といわれると、答えられない人も少なくないと思う。

データ標準化に

関して期待され

ること

• モデルを作るためのメタルール、すなわちルールの作り方のルールのようなものは標準化が必要だ。

• ポンプ１つとっても必要なデータを定義するには、モノの定義をしないといけないが、どの種類なのかというそこが障害になる。設計した

い時の分類とメンテナンスしたい時、資材を運ぶ時の分類の仕方は違うので、そこを共通化するのは無理だ。ある部分のモデルを作

る時のタグクラス（要素に対しての分類）を決めて、業界の知識として成熟させていくことが重要だ。

• 同じ標準化するのであれば自分たちにとってやりやすいようにしたい。
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C社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• Industry 4.0 、デジタルに対する政府や業界の意識が低いことに危機感がある

• BIM推進部署はバズワードに敏感な人たちのみで盛り上がっている状態。一方で、どうやって使ったら良いかわからないというのが現場

の思い。

• CADに出会い、感動したものの、CADは所詮アナログ。エクセルと連携し、計算結果を設計図に戻す作業を手動で行ってきた。

• BIM（Building Information Modeling）は、触ればモノの内容や中身がわかる情報の組み合わせ。AIにも選別させることが可能

になるが、BIMの認知度・導入状況は日建連所属企業の8割が活用していることになっているものの、各社で幅がある。

• BIMについて、各社がソフトを出しており、共通フォーマット・互換性がない状態。

• 日本に足りないのは情報のコード体系である。例えば、壁と、ディスプレイ付きの壁をどう表現するか等。日本語は曖昧なところがある。

業者間のデータのやり取りがよくある中で、各社で付与しているコードが違えばBIMでは物体が壊れてしまうので、大きな課題である。

データ標準化の

取り組み

• 当社としてはオートデスク社のRevitというソフトに絞り、活用を推進している。

• BIM推進部が、社内のBIMの使用環境を整えている。

• 製造業の３Dデータの使用は進んでおり、設計図から生産ライン、加工機械等に流し込んで活用されている。一方で、建設業は一品

生産のためデータ化が煩雑である。

• BIM推進部は、今まで人の手でやっていたことをデジタルにしようとしているが、年配の人はデジタルを嫌がる傾向があり、悩ましい。

データ標準化に

関して期待され

ること

• BIM等の活用が進んで、属人的な「勘」に類する情報を３Dデータとして表現・共有できれば、（遠隔で）データを見ている人と現場

にいる人とで同じデータをやりとりしながら維持管理可能となる。

• データベースから吐き出された３Dの物体が道案内し、図面がものづくりに使われ、CSV形式・シミュレーションデータが出てきて描けるの

がデジタルの活用方法だと思っている。

• 非競争領域のデジタルの標準を作ることが重要ではないか。

• デジタルの活用の際に苦労しないようにするための標準化の必要を感じる。

• 日本でコード化が進まないのは、細かすぎる、競争意識（自社のコード体系は門外不出）等が理由。

• 日建連等が取り組み、建設業界のDXを実現していけば良い。

• 国が負けたら企業も負けると認識し、この策を考えるべき。
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D社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• 即時性・共通性が常に求められるが、例えば設計変更が生じた場合、瞬時に変更内容が上・下流工程に周知されなければならな

いが、現実には伝達の遅延や誤った情報伝達のために手戻りや誤った製品の製作や工事発生する事象が起きている。

• 単位系など同じ基準を適用していれば防げるはずの情報不一致に起因する事故は情報品質の問題の例である。

• プラント操業によって蓄積されるノウハウはプラントオーナー知見であり、外部に公開することはない。機密性を保持した上での操業

データの公開方法の標準化が成されればかなり有益な情報取得の可能性が得られる。

• プラント操業診断のために、何万というセンサーを使って膨大なデータを取得しても、どの様な異変が生じた場合に何の問題が発生して

いるかを特定することは困難である。他方、プラントの操業や設計の知見をもってデータを取得分析すれば効率的に問題点の特定が

可能になる。従いデータの取得分析は、闇雲にデータを取得するのではなく、有用なデータを選別して取得し、当該分野係る知見を

もって関連を調査分析することが求められる。

• プロセスプラントは、ディスクリート系の工場とは異なり、基本的に全てのラインが分断されることなく繋がっているため、プロセス全体の仕

組みを理解していなければ、（設計・施工。操業に至るまでの）問題点の発見や事故の防止は困難である。従いデータの標準化に

際しても、当該データに求められる精度・頻度・状態を理解した上で決める必要がある。

データ標準化の

取り組み

• 米国のPMIがPMBOK(Project Management Body of Knowledge)というプロジェクトマネジメントに関するガイドブックを発行してお

り、世界的にデファクト化しているといえる。

• プロセスプラント業界の多くの事業はオイルメジャーによるプロジェクトが多く、契約によってPMBOKの手法によるマネジメントが求められ

てきた経緯がある。当社でもプロジェクト業務の大部分をこの手法によって管理している。（下記「WBS」も当該手法の一部である）

• WBS(Work Breakdown Structure)とは業務の作業･機械･材料・外注・機械の全てを分解してコードによって体系化したものである。

• WBSは、全ての情報(設計･調達･建設･試運転・引渡し・操業・メンテナンス)に適用され、プロジェクトに関するコントロールは、自社

内をはじめ顧客から末端の協力会社まで統一されたコード体系をPJ遂行計画書によって規定して運用される。

• これらの手段は、当社独自のスタンダードに規定され、周知されているが、情報の齟齬によるインシデントは後を絶たず、毎月のように

当該スタンダードの見直しを行っている。

データ標準化に

関して期待され

ること

• ISO 8000に関しては、その策定に人的リソースと経費を費やしてまで参画する価値があるのか疑問である。ISO 9000が有効に機能

している事例が殆ど見られないように、ISO 8000も同じ道を通る可能性もある。

• 標準を策定することが目的ではなく、実需があってはじめて標準化の意義がある。自らの域に関しては、顧客からベンダー等も含めて

取り組んでいる情報の標準規定以上のものが、ISO 8000で同等以上に有益な規格と成り得ることを期待する。

• 現代では情報やデータの殆ど全てがコンピュータ上にあるので、テストアプリケーションのようなもので、自社の情報管理の仕組みをISO 

8000の要求に適合しているか否かを判定し、不適合個所を抽出するようなシステムを期待する。
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E社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• 発電所やプラントでは、ISOよりはASMEが強い。ASMEで規定されていないもの、例えば中国の案件等ASMEが反映されていなくて

やりにくい。

• 商務的には、保険の取り扱いをどうするのかといったことが課題になる。どこからどこまで責任を負うのかといったことが標準化されてお

らず、見えにくくなっている。

• 海外の場合は、逆に顧客が当社のやり方で対応できないこともある。

• 国によってはデータを国外に出さないということもある。中国だと出さないし、中近東にはプラントが多いが、そこもデータを出せないと

いっている。

• ある単語が意味する定義が違うことが問題だ。例えば、ボイラーにバーナーという部品があるが、バーナーが厳密に何を指すのか標準

化されていない。バーナーの定義方式が国によっても違う。例えばバーナーシステムと言ったときに空気や燃料を供給するシステムのこと

なのか、単に火をつけるところだけを表しているのかといったことが言葉からは読み取れないことがある。

• 発電所になると、機密の関係で写真や図面を送ることができないことも多く、自分で調べないとわからない。自社でおろした製品の

メンテナンスならできるが、そうでない時は、情報がないと大変だ。その確認をしているうちに競合が先に動いていることも多い。

• 標準化の費用対効果が見えにくいのでコーポレートとしては推進しにくいのではないか。効果がわかりにくくて頓挫したプロジェクトもあ

る。費用対効果がわからないと、必要性はわかってもやりにくい。

データ標準化の

取り組み

• 当社で理解できない基準や規格やトラブル等に関しては、それがどんな思想からきているのかということをバックエンジニアリング的に

調べて解決したり、紐づけをしたりしている。

データ標準化に

関して期待され

ること

• 特に海外の顧客にスペックを渡された際に、海外の言葉が共有できないことが課題だ。言語なり設計仕様なりが標準化できればう

れしい。

• プラントの規格はある程度完成しているので、これ以上細かくする余地は少ない。むしろデータの規格の方が日本も入りやすいのでは

ないか。

• 標準化にあたっては、国なり業界なりが動いた方が、動きが早くなる。標準化で失うものは少ないと思う。長期というと設備投資と

か人材開発とかになってしまい標準化のような見えない作業に人員を投入するのは難しい。そのため、効果を可視化することが大切

だ。そういう話が会社内に醸成されないと難しいが、国家戦略とか言われれば社内も変わるかもしれない。

• 標準化を進めるのであれば、協議体だけでもあると嬉しい。
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F社

（４）データ品質にかかる国際標準規格の提案 データ標準化に関するヒアリング結果

意見

データ標準化に

関して抱える課

題

• 今までのデータ標準化はPLM等プロダクト寄りであったと思う。その一方で、人の動きのデータ等は標準化されていない。

• データの認識には対応できているが、それを格納するプラットフォームがバラバラだ。

• 現在では、3DCADを使って物を作る前にモノの良し悪しがわかってしまい、BIMをモノづくりに活用し、図面は２次元ではなくなってきて

いる。だが、１本数千万円のCADソフトはそうそう使えず、当社でも２事件から脱却できていない。

• 特に関連する法律様式と行政様式の統一がないのがネックだ。例えば、消防や運送に関する法令は個別になっており、複数にまた

がること等がわかりにくい。中には形骸化している法令もある。電気事業法の中でも電機の設置に関する計測方法が定められている

が、実際のやり方や運用方法は法律を作った行政サイドもしらない。

• ISO 9000は実効性においてはやや形骸化している。電力会社系の会社でも今はISOを返上していることもある。

• 元々決まったことをやる製造と日々変わるメンテナンスは違う。ISO 9000は製造ラインなら良いがメンテナンスには必ずしも適していな

い。

• メンテナンスはそれ自体のプロセスを標準することは難しいが、記録の仕方位なら標準化してもよいかもしれない。

• 新しい設備ならよいが、昔の履歴がない更新はブラックボックスになっている。

• 現場では第１世代のマニュアルが残っていないといったことはよくある。同じギヤを使うのでも、新しい時代には新しい発想が出る。その

時その時の発想が現場で実装されて次の世代に受け継がれていくナレッジマネジメントが本質的には重要なので、どちらかというと法

律優先で大義名分だったのが形骸化していっているのではないか。

データ標準化の

取り組み

• 現状では、ISO 9000をとっているが、あまりメリットがない。

• ISOは部署ごとに取得している。全社イントラに不適合情報の共有はできている。部門横断現場の品質にかかわるトラブル等の事象を

共有している。無駄をなくす取り組みのために現場で5Sならぬ独自の2S活動を集団でとして取り組んできた。

• ３＋ＳＣといった品質管理を発電ではやっており、長年培ってきた。他方ISO取得がその会社の信用力になっているかというとそうでな

く、実業では、経済合理性を求められる。

データ標準化に

関して期待され

ること

• 中国の規格とかわからない。図面には規格に関するそういう情報がない。部品や資材等の早見表とか対応表とかがあると嬉しい。

• 当社にとっては過渡期である。中小企業にはノウハウを国が共有してくれるとありはたい。

• 海外ではBIMではないと認められない。今は国内では２で次元でも大丈夫だが、それではだめだということになれば日本も変わると思

う。こうした変革はトップダウンで決めて、現場の意見も反映させるというのが現実的だ。

• 標準化を進めるのであれば、目的と手段を明確にした上で、それを日本の強みとするような形で取り組むべきだ。
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