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1. 事業概要 

1.1 事業目的（概要） 

「モノのインターネット（ＩoＴ）」「ビッグデータ」「人工知能(ＡＩ)」等の技術革新を背景に、世界

各国で「第四次産業革命」の動きが活発化している。第四次産業革命のもとでは、センサーや

機器から得られる膨大な量のデータをベースに、解析した結果を用いることで、製造業の生産

性の一段の向上だけでなく、製造業のあり方、ビジネスモデルをも革新（単なる「モノ売り」からサ

ービスでも稼ぐようになる等、以下の例参照）することが可能となる。 

 

（例１） 生産ライン上の各種製造設備の稼働状況を、設備から得られる様々なデータをネット

ワークを介して遠隔からタイムリーに把握し、これらのデータを分析して設備設定等

に活用することで更なる生産の効率化を実現する。 

 

（例２） 工場における生産管理データをネットワークを介して本社の業務管理システムに入

力し、本社側のデータと統合して分析することにより、受発注の状況や市況に応じた

柔軟な生産管理を実現する。 

 

（例３） 製品の販売後の使用状況をデータを通じて把握・分析し、顧客に対してより最適な

稼働方法（省エネ等）を提案する、当該製品の使用頻度データ等の分析により機器

故障の可能性の予知や部品交換時期の提案（生産ラインの突発的な停止の防止に

寄与）を行うなど、製品販売に付随するアフターサービスの提供といった新しいサー

ビスモデルを実現する。 

 

ドイツが進める「インダストリー４．０」を始めとして、諸外国においては、ＩｏＴ等の新たな技術を

活用し、製品だけでなく、サービスやソリューションを提供するといった方向へ製造業の転換を

進めている。また、機械同士のデータのやり取り（M2M）や、モバイルデバイスの利用等、製造現

場の IT 化を進めるにあたって、製造・生産システムを中心とした標準化を目指す取組みが活発

化しており、我が国においてもこれらの取組を進めていくことは重要な課題となっている。 

 

本事業は、製造事業者等が、製品の設計・生産・販売の各種工程から得られるデータを活用

し、製品のみならずサービスやソリューションを含む新たな付加価値を提供する取り組みを促進

することを目的とする。具体的には、個別顧客への要求への対応、納期の短縮、最適な工場へ

の自動発注、顧客に対する保守サービスの実行等の先進事例を創出するための仕組み作りに

向け、製造現場のデータを生産システム全体の中での利活用するための実証事業を行う。 
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1.2 事業内容 

○ 生産現場の機器と生産管理等の業務系アプリケーションとのやり取りにかかるデータプロファ

イル標準の設定 

現在、生産ライン上の機器やセンサーから集まる現場データを活用するにあたって、アプリケ

ーションごとに必要なデータプロファイルを定めることは、機器メーカー側にとっても、アプリケー

ション開発側にとっても、効率化の妨げとなっている。ITアプリケーションの活用を進めるにあた

って、IT系と現場系でやり取りをするデータの内容を標準化することが必要である。 

本事業では現場データを利用して多様なアプリケーションの活用につなげるため、アプリケ

ーションの目的に応じてデータを提供するためのデータプロファイルを策定する。アプリケーショ

ンの目的は、生産ラインや生産管理計画の設定、品質管理や在庫管理の最適化等を想定する

が、それらに限定しないこととする。 

ここで、データプロファイルとは、「ユーザー同士がデータをやり取りする際のデータ流通ルー

ル」と定義する。データプロファイルの作成に当たっては、以下を前提条件とする。 

 

(a) 既存の企業や組織の枠を超えたデータの共有・活用を可能とする汎用的なプロフ

ァイルとすること。 

(b) 上記プロファイルを前提とした機器とアプリケーション間のデータ流通において考慮

すべきセキュリティリスクと対応策（技術的対応、問題発生時の対応手順の整備等）

を整理し、当該整理を踏まえたプロファイル作成及び実証を行うこと。 
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2. はじめに 

2.1 背景 

2.1.1 世界的な大変革の潮流 

IoT機器や AI、ロボット等の技術の革新は、現実社会に存在する様々なものをつなげ、多様

かつ膨大なデータを収集・分析し、その結果を現実社会にフィードバックを可能にすることで、

従来に無い新たな付加価値を生み出しつつある。これらの技術革新によって、従来の業界の枠

を超えた新たなサービスの提供が可能となり、産業・社会構造が劇的に変化しつつある。こうし

た大変革の動きは世界的な潮流となっており、国家間あるいは企業間で様々な競争や連携を

生みつつある(図 2-1)。 

 

 
出典: 一般社団法人 日本経済団体連合会「新たな経済社会の実現に向けて ～「Society 5.0」の深化による経済社会の革新～」 

図 2-1: 世界的なデジタル化の潮流 
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2.1.2 CPS/IoTが実現する新しい社会 

経済産業省「平成 27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(水道事業

における CPS(サイバーフィジカルシステム)実装のための調査研究)」の報告書では、CPS/IoT 

が実現する新しい社会の姿が示された(図 2-2)。 

この新しい社会の姿では、「現実社会をサイバー空間に写し取り、モデル化されたノウハウや

経験・知識を活用し、誰でも自由に情報・データを組み合わせることで新たな気付きや発見を得

ることができる。」と示されている。 

 

 
出典: 経済産業省「平成 27 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（水道事業における CPS（サイバーフィジカルシステム） 

実装のための調査研究）報告書」 

図 2-2: CPS/IoT が実現する新しい社会 

 

ここで示されている CPS/IoT とは、人・IoT 機器・システムなどがお互いにつながり、様々なデ

ータをシェア（やり取り）することで、新たな価値を生み出す仕組みである。これにより、関連する

様々なデータがリアルタイムで利用可能となり、それらのデータから最適な価値を導出すること

ができるようになる。 
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同報告書では、CPS/IoTによって導出される価値として、以下の四つの例が示されている。 

 

○ 「自動化」 

従来の担当者が行っていたことを自律的に実施し、無人化する。 

○ 「人の実行支援」 

従来の担当者が経験と勘で行っていたことを補完し、より効率的かつ、より付加価値のあ

る業務にシフトさせる。 

○ 「センターコントロール」 

管理者が担当者や経営者等のステークホルダーとリアルタイムに現場、経営の状況を共

有し、状況に応じた最適な意思決定を行う。 

○ 「ビジネスコラボレーション」 

企業内の部門間または企業間でお互いのバリューチェーンをシンクロさせ、ビジネスル

ールに基づいた、双方の利益を最大化する協業を行う。 

 

本事業では、この「CPS/IoT が実現する新しい社会の姿」に基づき、製造事業者が、製品の

設計・生産・販売の各種工程から得られるデータを活用し、製品のみならずサービスやソリュー

ションを含む新たな付加価値を提供する取組みを促進することを目的とする。具体的には、個

別顧客の要求への対応、納期の短縮、最適な工場への自動発注、顧客に対する保守サービス

の実行等の先進事例を創出するための仕組み作りに向け、製造現場のデータを生産システム

全体の中での利活用するための実証事業を行う。 
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2.1.3 CPS/IoTにおける標準化とセキュリティの検討 

CPS/IoT では、サイバー空間(Cyber)と現実社会(Physical)との相互連関（Cyber Physical 

System）が、社会のあらゆる領域に実装され、大きな社会的価値を生み出していく社会、即ち

「データ駆動型社会」を目指す。データを中心にして、データを駆動させながら描いていく社会

を作る。国際的な動きの中で、日本として、諸外国の戦略と協調しつつも、どう対抗していくか、

技術開発や人材育成も含めて国レベルでの戦略が期待されている。 

経済産業省「平成２７年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（水道事業

におけるＣＰＳ（サイバーフィジカルシステム）実装のための調査研究）報告書」においても、

CPS/IoTの社会実装に向け、既存の法制度や商習慣等を十分に考慮した上で、日本の社会に

あったデータシェアのメカニズムを構築することの重要性が示されている。このメカニズムの枠組

みの中で、CPS/IoT における標準化およびセキュリティについて検討する必要がある(図 2-3)。 

 

 
経済産業省「平成 27 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（水道事業における CPS（サイバーフィジカルシステム）実装 

のための調査研究）報告書」を元に作成 

図 2-3: 日本の社会にあったデータシェアのメカニズム 
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2.1.4 CPS/IoTにおける標準化の必要性 

エンドユーザーの利便性/生産性と安全安心に主眼を置いたルールや規則の整備が必須で

ある。世界の経済活動にとって、無用に無理・無駄となるネガティブな多様化・複雑化・無秩序

化する事柄を、利便性や生産性等エンドユーザーの権利および安心安全の社会を築く観点に

おいて、標準化の推進が求められている。 

標準化を進めることで、サイバー空間上の AI等分析付きサービスと現実社会の AI等分析付

き機器・デバイス両極の価値を最大化することができる。その結果、業務プロセスの生産性や効

率性が向上し、製品やサービスのそのものの品質や性能が良くなり、需要家はより良い製品・サ

ービスをより低コストで利用することができるようになる(図 2-4)。 

 

 

図 2-4: 標準化の必要性 
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廃棄・
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また、サイバー空間上の AI等分析付きサービス、現実社会の AI等分析付き機器・デバイス

を提供するベンダーにとっても、重複投資を抑制する効果が期待できる。 

価値最大化を実現する標準化による協調領域、競争領域について以下に示す(図 2-5)。 

 

 

図 2-5: 標準化による協調領域、競争領域 

 

ここでいう標準化は、「データ流通ルール」と言い換えることができる。ルールに則してデータ

のやり取りを行うことで、様々なデータをベンダーに依存せず取得できるようになり、ベンダーに

依存しない汎用的なアプリケーションを利用できることにつながる。その結果、現在の特定ベン

ダーに依存した仕組み(ベンダーロックイン)を解消することができる。 

 

AI等分析付きサービス
(ProActive)

価値

多種・多ベンダからの情報（データ）を活用

AI等分析付き機器・デバイス
(ReActive)

Intelligentな
Operationシステムへ
(遠隔操作、自動化、
学習)

⇒競争領域

標準化

価値

CO2
天候

CO2

天候

SOx

SOx

Intelligentな
サービスへ
(予兆、予測)

⇒競争領域

地図情報
点検/保守

情報
設備情報 運転情報 環境指標

多種・多ベンダからの情報（データ）を活用

データ処理

点検/
保守情報

設備情報

運転情報

地図情報

統合情報

環境指標

標準化
機器・デバイスの
Intelligent化やサービ
スに係るデータ処理(収
集、クレンジング)などの
手順を標準化すること
で重複投資を抑制

⇒協調領域
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2.1.5 CPS/IoTにおけるセキュリティの必要性 

CPS/IoT が活用される時代においては、インターネットにつながるモノ(IoT 機器)が爆発的に

増加していくことが予想されている。総務省「平成 28年版 情報通信白書」によると、IoT機器は

2015年時点で 154億個であるが、2020年までに約 2倍の 304億個まで増加するとされている。

とりわけ、成長率の観点からみると、「自動車」や「産業用途」の分野での IoT機器数の増加が見

込まれている(図 2-6)。 

 

 
出典: 総務省「平成 28 年版 情報通信白書」 

図 2-6: IoT 機器(IoT デバイス)の増加 
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また、IoT推進コンソーシアム IoTセキュリティワーキンググループによると、CPS/IoT活用に

おける新たなセキュリティ対策には、PCなど既存の IT機器よりもライフサイクルが長く、設置後

に人の関与が少なく監視が行き届きにくいなどの特徴を踏まえたCPS/IoTセキュリティの対策が

求められている(図 2-7)。 

 

出典: IoT 推進コンソーシアム(経済産業省、総務省)  IoT セキュリティワーキンググループ「IoT セキュリティの動向について」 
http://www.iotac.jp/wp-content/uploads/2016/01/資料３-１_IoT セキュリティの動向について.pdf 

図 2-7: CPS/IoT 活用における新たなセキュリティ上の脅威 

 

一方で、近年の制御システムを狙ったサイバー攻撃の状況に目を向けると、鉄鋼や精密機器

など「重要機器製造業」を狙うサイバー攻撃が急増しており、2012年からの２年間で、製造業の

制御システムを狙った攻撃は８倍以上に増加しているとされている(図 2-8)。 

 

 
出典: 日本経済新聞「工場襲う新型サイバー攻撃、ネット未接続でも標的に」(2016 年 1 月 16 日) 

図 2-8: 増加するサイバー攻撃(1) 
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攻撃が増加している原因の一例として、2015年 2月以降に、産業制御システムで使用される

PLCを対象とした情報取得や起動、停止等の制御を可能とすると思われるツールがインターネ

ット上に公開されていることが挙げられる。このツールが悪用されることで、外部から PLCを不正

に操作されるなどのサイバー攻撃をうけ、最悪の場合は工場などの生産が停止するセキュリティ

リスクが発生する。このセキュリティリスクへの対策として、システム管理者は、管理する IoT機器

の設定を確認し、不要な外部接続機能を無効化することや、信用できる特定の接続元からのみ

の接続を許可するよう設定するなどが推奨されている(図 2-9)。 

 

 
出典: 警察庁セキュリティポータルサイト@police「産業制御システムで使用される PLC を標的としたアクセスの観測について」 

図 2-9: 増加するサイバー攻撃(2) 

 

また 2016年 10月には、マルウェア「Mirai(ミライ)」に感染した多数の IoT機器(ネットワークカ

メラや家庭用ルーター等)から米国の企業に対して、大規模な DDoS攻撃が発生した。IoT 機器

のログイン情報が初期設定のままであったため、マルウェアの感染を許してしまったことが原因と

考えられている。 

この事例からもわかるように、IoT 機器の利用においては、IoT 機器自身がサイバー攻撃を受

けるリスクだけではなく、マルウェアに感染することでサイバー攻撃をする側の一部として悪用さ

れるリスクも考慮する必要がある。利用者の社会的責任として、接続時の認証情報などの初期

設定を適切に変更するといった基本的な対策が求められている(図 2-10)。 
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出典: IPA「安心相談窓口だより：ネットワークカメラや家庭用ルータ等の IoT 機器は利用前に必ずパスワードの変更を」 

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20161125.html 

図 2-10: 増加するサイバー攻撃(3) 

 

こうした状況を踏まえ、IoT機器やシステム、サービスの供給者や利用者が自己の役割を認

識しつつ、分野ごとの性質に応じたセキュリティ確保の取組みが促進されることを目的に、IoT推

進コンソーシアム IoTセキュリティワーキンググループより、「IoTセキュリティガイドライン ver 1.0」

が公開された(図 2-11)。 

 

 
経済産業省／総務省「IoT セキュリティガイドライン ver 1.0」を元に作成 

図 2-11: 課題解決に向けた動き 

 

• IoT 機器やシステム、サービスの
供給者及び利用者を対象とし
て、サイバー攻撃などによる新た
なリスクが、モノやその利用者の
安全や、個人情報・技術情報
などの重要情報の保護に影響を
与える可能性があることを認識し
たうえで、IoT 機器やシステム、
サービスに対してリスクに応じた
適切なサイバーセキュリティ対策
を検討するための考え方を、分
野を特定せず「IoTセキュリティガ
イドライン ver 1.0」としてまとめ
た。

• これまでインターネット等のネットワークに接続していなかった「モノ」が通信機能をもち、ネットワークに接続して動作するIoT(Internet of 
Things)が急速に普及している。2020 年にはこうしたネットワークに接続する「モノ」（IoT 機器）が530 億個に増加すると予測され
ており、これによりネットワークを経由した「モノ」へのサイバー攻撃の脅威が増大することが懸念される。

• 平成27 年9 月に閣議決定されたサイバーセキュリティ戦略においても、IoT 機器やシステム、サービスのセキュリティが確保された形で
の新規事業の振興やガイドラインの策定などの制度整備、技術開発などを進めることとされている。今後、IoT を活用した革新的なビジ
ネスモデルを創出していくとともに、国民が安全で安心して暮らせる社会を実現するために、こうした基盤整備は不可欠である。

※「IoTセキュリティガイドライン ver
1.0」の詳細は、「9.1」を参照。
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また、2016年 11月に開催された「Cyber3 Conference Tokyo 2016」では、IoT機器において

は、機能性が重視されセキュリティ対策が疎かになる傾向にあるため、従来のセキュリティルー

ルとは異なる「IoTシステムとしてのルール」を適用していくことが必要であると提案され、互いに

密接に関連する 3分野(相互接続性/サイバー犯罪/セキュリティ課題)について議論されている

(図 2-12)。 

 

 

日本経済新聞社「Cyber3 Conference Tokyo 2016 Summary」を元に作成 

図 2-12: 問題認識と今後について 

 

前述(図 2-6)で示したように、今後、公共インフラや製造業などの産業分野において、

CPS/IoTの普及が進んでいく。これにより、人の実行支援や自動化などの新たな付加価値を得

ることができるようになる。一方では現場の設備や機器がインターネットとつながることになるため、

外部からサイバー攻撃を受けるなどのセキュリティリスクも増加する。 

そのため、セキュリティリスクが発生することを前提として、機器とアプリケーション間のデータ

流通において考慮すべきセキュリティリスクと対応策(技術的対応、問題発生時の対応手順の整

備等)を整理し、対応マニュアルとしてまとめた。 

 

相互接続性
<Connect>

サイバー犯罪
<Cyber Crime>

セキュリティ課題
<Security>

 IoTで攻撃対象領域が爆発的に増加
 OTへの攻撃は、物理的・経済的被害だけでなく人の命が危険となる
 データ管理の法規制は国・地域で異なり、国・地域を超えた調整が困難

 サイバー犯罪の大半が国境を越えたもの
 アウトソース活用も増え、内部犯行のリスクも高い
 新技術が開発されてからの対応では遅すぎる

 文化・言葉の違いから意志疎通の問題につながらないように準備する
 ヒト・プロセス・テクノロジーをバランスよくコントロールする
 独力では対処困難なため、外部との連携が欠かせない

① ヒトの確保（経営者の意識改革、スペシャリストの育成）
② 官民連携（官のリーダシップと、民の自助努力の促進）
③ 国際連携（インターポールとの連携）
④ テクノロジーの導入（国際標準、IoTセキュリティ機能の実装）
⑤ 情報共有（ベストプラクティス、脅威に関する情報）

リスク

・マルウェア

・DDoS

・デジタル窃盗

・ランサムウェア

など

セキュリティ対策はコストではなく、

産業・社会の発展と安定性に

対する投資と位置づける

アクションの実行には、

＝日本独自・日本初の
第4次産業革命を興す

 次のアクション

 問題認識
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2.2 事業の進め方 

本事業では、複数の機器メーカーと連携し、設備や機器から得られるデータを共有・活用す

るための意味づけを設計や製造等の業務の観点から実施し、汎用的なデータプロファイルを作

成する。その際、暗号化や改ざん検知等、セキュリティ対策を考慮したものとする。また、セキュリ

ティ事案発生時には技術的な対応の前に運用上の対応が必要となる。このため、「誰が」「何を」

「どの手順で対応するのか」を工場の実態に即し整理した CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル

を作成し、運用・検証を重ねながら、充実・強化を図る。以下、本事業実施に向けた、対象範囲、

進め方、実施スケジュール、実施体制について述べる。 

 

2.2.1 本事業の対象範囲 

｢図 2-2: CPS/IoT が実現する新しい社会｣を用いて、今年度の事業範囲を述べる。今年度

は、現実社会をサイバー空間に写し取る Physical To Cyberの部分を実証対象範囲とする。また、

現実社会においては、五つの製造領域（マーケティング、設計、生産、サービス、経営）の中の

「生産」領域を対象として、汎用的なデータプロファイルを検討する。 

 

 
出典: 経済産業省「平成 27 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（水道事業における CPS（サイバーフィジカルシステム） 

実装のための調査研究）報告書」を元に作成 

図 2-13: 本事業の対象範囲 
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2.2.2 事業の進め方 

本事業を進めるにあたり、次に示す五つのステップで検討を行った。各検討ステップの概

要を以下に示す(図 2-14)。 

 

 

図 2-14: 本事業の進め方 

 

＜Ⅰ.データプロファイル検討における事前準備＞ 

データプロファイル作成における事前準備として次の３項目を実施する。はじめに、(1)デー

タプロファイルやセキュリティに関する国際標準規格調査を実施し、本事業で参照すべき規格を

選定する。次に、(2)製造分野におけるユースケースを洗い出し、この中から本事業の中で実施

する実証シナリオの選定を行う。また、(3)CPS/IoTセキュリティ対策を検討する。 

 

＜Ⅱ.データプロファイルの作成＞ 

＜Ⅰ．データプロファイル検討における事前準備＞にて選定した国際標準規格に基づき、デ

ータプロファイル作成における基本コンセプト、基本要件、対象領域を定義するとともに、基本

構造の設計、データプロファイルを実装に落とし込む進め方の検討を行う。 

 

2

Ⅴ．事業に関する評価

Ⅲ．CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル
作成

Ⅱ．データプロファイル作成

Ⅰ．データプロファイル検討における事前準備

各種標準化団体、有識者からのヒアリング

平成２７年度製造基盤技術実態等調査
（製造分野におけるIoTシステムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書

(1)国際標準規格調
査及び選定

(2)ユースケースの洗い出しと
実証シナリオの選定

(3)CPS/IoTセキュリティ
対策の検討

データプロファイル作成
CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル

作成

Ⅳ．実証実験

実証実験による検証、評価
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＜Ⅲ.CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルの作成＞ 

＜Ⅰ.データプロファイル検討における事前準備＞｢(3)CPS/IoTセキュリティ対策の検討｣の

検討結果を基に、CPS/IoTセキュリティ対策を具体化して、対策の要点や実施すべき対策を抽

出・整理し、CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルを作成する。また、作成したマニュアルを＜Ⅳ.

実証実験＞の実証実験先で確認頂き、ヒアリングを実施する。 

 

＜Ⅳ.実証実験＞ 

＜Ⅰ.データプロファイル検討における事前準備＞｢(2）ユースケースの洗い出しと実証シナリ

オの選定｣で選定した実証対象シナリオをベースに、実証実験の目的、対象、実施内容、考察、

及びデータプロファイル設計へのフィードバックを実施する。 

 

＜Ⅴ.事業に関する評価＞ 

本事業で検討したデータプロファイルを既存の企業や組織の枠を超えデータの共有・活用を可

能とするべく、国際標準化や各業種・他社・他地域等で展開啓蒙を行っている外部有識者に内

容を説明し意見や助言をいただく。 

 

2.2.3 実施スケジュール 

前述（2.2.2）で記載した項目に対する実施スケジュールを以下に示す(図 2-15)。＜Ⅰ.デー

タプロファイル検討における事前準備＞を 2016年 8月から 2016年 9月の期間で実施した。並

行して、＜Ⅱデータプロファイルの作成＞、及び＜Ⅲ.CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルの作

成＞を 2016年 8月から 2016年 10月に着手し、机上で作成した。その後、＜Ⅳ.実証実験＞を

2016年 11月から 2017年 1月の期間に実施し、その結果をデータプロファイル、及び CPS/IoT

セキュリティ対応マニュアルに反映させた。また、＜Ⅳ.実証実験＞と並行して各標準化団体や

有識者からのヒアリングを 2016年 11月から計画し、2017年 1月から 2月の期間でヒアリングを

実施した。これら検討を踏まえた報告書を 2017年 2月から 3月の期間で作成した。 
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図 2-15: 実施スケジュール 

 

2.2.4 実施体制 

以下に、実施体制図を示す(図 2-16)。本事業は経済産業省からの委託を受け、弊社が、実証

に関連する作業の一部分を社外に外注する形で推進した。各役割は以下の通りである。 

 

(1) 株式会社 日立製作所 

本事業委託の取り纏め、国際標準規格調査、データプロファイル設計、CPS/IoTセキュリティ

対応マニュアルの作成、 社外アドバイザーへのヒアリングを実施する。 

 

(2) 株式会社 日立ソリューションズ 

CPS/IoTセキュリティ対応の検討を支援する。 

 

2016年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

経済産業省殿定例打合せ

ス
マ
ー
ト
工
場
実
証

Ⅰ．
データプロファイル検討に
おける事前準備

Ⅱ．
データプロファイル作成

Ⅲ．
CPS/IoTセキュリティ
対応マニュアル作成

Ⅳ．
実証実験

Ⅴ．
事業に関する評価

報告書の作成

データ
プロファイル
作成

ユースケースの
洗い出しと実証
シナリオの選定

国際標準
規格調査
及び選定

データプロファイル作成

CPS/IoTセキュリティ
対応マニュアル作成

実証実験による検証、評価

各種標準化団体、有識者からのヒアリング

経済産業省殿定例打合せ ①状況報告、②情報共有

CPS/IoT
セキュリティ
対応マニュ
アル作成

報告書作成

CPS/IoT
セキュリティ対策
の検討

実証結果
検証結果を反映

実証結果
検証結果を反映
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(3) 株式会社 日立コンサルティング 

国際標準規格の調査及び CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルの作成を支援する。 

 

(4) 日立ターミナルメカトロニクス 株式会社 

実証実験環境の提供及び実証実験の結果を確認する。 

 

(5) 三菱電機 株式会社 

データプロファイル構造に関する議論、実証実験の実施、実証実験結果の考察を行う。 

 

(6) 社外アドバイザー 

CPS/IoT やセキュリティに関する国際標準の知見を有する大学教授、社団法人、企業有識

者に今回検討した内容に関するアドバイスを提供いただく。 

 

(7) 連携パートナー 

ロボット革命イニシアティブ協議会の製造変革WGに関わるメンバーに今後の活用展開に向

けたアドバイスを提供いただく。 

 

 

図 2-16: 実施体制 

体制
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（ﾛﾎﾞｯﾄ革命ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ

協議会）

外注

社外アドバイザー

三菱電機
株式会社

IT系関連企業

FA系関連企業

ロボット系関連企業

実証実験支援セキュリティ検討支援 実証実験支援セキュリティ検討支援
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3. データプロファイル検討の進め方 

本章では、データプロファイル作成を進めるにあたり検討アプローチを示す。そのアプローチ

に従い、具体的に調査、整理した結果も併せて示す。なお、検討における基本的な進め方は

「2.2事業の進め方」に準じている。 

3.1 検討アプローチ 

本節では、以下の通り、具体的な検討アプローチの内容を説明する(図 3-1)。まず、ステップ

1 として、「データプロファイル検討における事前準備」を行うが、具体的には「(1) 国際標準規

格調査及び選定」、「(2) ユースケースの洗い出し」、「(3) CPS/IoTセキュリティ対策の検討」の

三つの事項を実施する。「(1) 国際標準規格調査及び選定」では、４M(Man、Machine、Material、

Method)、セキュリティ、実装方式の観点で国際標準規格及びリファレンスを調査した後、その中

からデータプロファイル設計で考慮すべき規格を選定していく。次に「(2) ユースケースの洗い

出し」では、製造業における IoT 実装ユースケースを洗い出すとともに、本事業における実証シ

ナリオの選定も行う。「(3) CPS/IoTセキュリティ対策の検討」では、セキュリティリスクとリスク対策

の整理を行い、データプロファイルに実装すべき対策事項を検討する。次に、ステップ 2では、

「データプロファイル作成」を行うが、ステップ 1の調査結果に基づいたデータプロファイル構造

の机上設計を行う。最後のステップ 3は「実証実験」となる。ステップ 1で選定した実証シナリオ

に従って、机上設計したデータプロファイル構造を実際の現場で評価する。 

 

 

図 3-1: データプロファイルの検討アプローチ 
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3.2 国際標準規格調査及び選定 

データプロファイルの検討を進めるにあたり、国内外の主要な文献を調査して、文献内で取り

上げられている各種国際規格、標準規格を抽出し、データプロファイル設計において参照すべ

き規格を選定した。 

また、セキュリティに関しても同様に、国内外の主要な文献を調査して、文献内で述べられて

いるセキュリティリスクと対策を抽出し、データプロファイルに実装すべき対策を選定した。 

 

3.2.1 データプロファイル設計において参照する規格の選定 

データプロファイルは、多様なアプリケーションの目的に応じてデータを提供することができる、

汎用的な流通ルールとする必要がある。また、アプリケーションが対象とする範囲は、単一工場

内のみならず、企業や組織、国の枠を超えることをも想定しなければならない。これらの要件を

満たすプロファイルを設計するには、”標準”が重要な鍵となる。 

製造業における標準化に関して、これまで各国・各種団体で検討・提言が成されており、多く

の標準規格が存在する。データプロファイルの汎用性、普及容易性を担保するためには、現存

のものから将来までを見据えた”標準”に準拠するのが望ましい。そこで、本事業においては、

現存する国内外の標準規格を文献調査により洗い出し、その中からデータプロファイル設計に

おいて参考にする規格を選定することとした。 

まず、調査対象規格の洗い出しにおいては、2016年 7月時点での、日米欧の主要団体が公

表している製造業における CPS/IoT に関する文献をピックアップした(表 3-1)。各文献の詳細

は(9.1)を参照されたい。 

 

表 3-1: 調査対象の文献一覧 

No. 調査対象文献 発行者 発行年月 
詳細 

記載章 

1 
Current Standards Landscape for Smart 

Manufacturing Systems 

National Institute of Stndards 

and Technology (NIST) 
2016 年 2 月 9.1(1) 

2 
Industrial Internet Reference 

Architecture Version 1.7 

Industrial Internet 

Consortium(IIC) 
2015 年 6 月 9.1(4) 

3 
インダストリー4.0 実現戦略 

(Umsetzungsstrategie Industrie 4.0) 

インダストリー4.0 プラットフォ

ーム事務局 
2015 年 4 月 9.1(5) 

4 Structure of the Administration Shell Plattform Industrie 4.0 2016 年 4 月 9.1(7) 
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No. 調査対象文献 発行者 発行年月 
詳細 

記載章 

5 
IAF フォーラム 2015 KPI から CPPS へ

の展開 ～IAF の活動～ 

Industrial Automation 

Forum(IAF) 
2015 年 9 月 9.1(12) 

6 
その他の製造分野における各種標準

化仕様 
－ － 9.2(9) 

 

前述の文献で取り上げている標準規格を以下に示す（表 3-2）。重複を除くと 96 件にのぼり、

製造業における CPS/IoTに関する標準規格が多く発行・提唱されていることがわかる。 

表 3-2: 標準規格一覧 

No. 文書番号 

1 B2MML 

2 BPMN 

3 CMSD 

4 DDS 

5 DIN Property Dictionary 

6 DMIS 

7 DMN 

8 ecl@ss 

9 EN 300328 

10 EtherCAT 

11 Extensible Markup Language (XML) 1.0 

12 HTML5 

13 I&M Profile 

14 IDEF0 

15 IEC 61131 

16 IEC 61131-10 

17 IEC 61131-3 

18 IEC 61158 

19 IEC 61360 (IEC CDD) 

20 IEC 61499 

21 IEC 61508 

22 IEC 61511 

23 IEC 61512 (BatchML) 

24 IEC 61784 

25 IEC 61804-1、IEC 61804-3 

No. 文書番号 

26 IEC 61984 

27 IEC 61987 

28 IEC 62026 

29 IEC 62061 

30 IEC 62424 

31 IEC 62439 

32 IEC 62442 

33 IEC 62443 

34 IEC 62453 

35 IEC 62541(OPC UA) 

36 IEC 62591 

37 IEC 62601 

38 IEC 62657 

39 IEC 62682 

40 IEC 62683 

41 IEC 62714(AutomationML) 

42 IEC 62720 

43 IEC 62734 (ISA 100.11a) 

44 IEC 62769 

45 IEC 62794 

46 IEC 62832 

47 IEC 62837 

48 IEC 62890 

49 IEC/ISO 62264 

50 ISO 10303 
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No. 文書番号 

51 ISO 11179 

52 ISO 13584-42 

53 ISO 13849 

54 ISO 14649 

55 ISO 15531 

56 ISO 15745 

57 ISO 15926 

58 ISO 16100 

59 ISO 18435 

60 ISO 19439 

61 ISO 19440 

62 ISO 20140 

63 ISO 20242 (ORiN) 

64 ISO 22093 

65 ISO 22400 

66 ISO 29002-5 

67 ISO 8000 

68 ISO/IEC 14543-3 

69 ISO/IEC 15026-2:2011 

70 ISO/IEC 15408-1:2009 

71 ISO/IEC 2700x 

72 ISO/IEC 30141 

73 ISO/IEC 7498 

74 ISO/IEC/IEEE 42010:2011 

No. 文書番号 

75 Modbus 

76 MT Connect 

77 NIST 800-82 

78 OAGIS 

79 O-DA 

80 Open AAS 

81 PA Profile 

82 PackML 

83 PMML 

84 PROFIBUS International Profile 3.02 

85 proficl@ss 

86 PSLX 

87 QIF 

88 SACM 

89 SDL 

90 Sercos 

91 URI Unique ID 

92 VDI 2182 

93 VDI 5600 

94 VDMA 24582 

95 XML Encryption Syntax and Processing 

96 XML Signature Syntax and Processing 

 

 

前述の表(表 3-1)の中から、データプロファイル設計において参考にする規格を以下(a)～

(c)に示す三つの観点で選定した。 

(a) ワールドワイドに普及しているか 

今日の製造業の事業範囲は、部材から市場までの E2Eでとらえると、一国内で閉じ

ることは稀である。そのため、ワールドワイドに普及した規格を対象とする。具体的に

は複数の国が参加した団体が発行したもの、複数の文献で引用されているものを

選定する。 

(b) 本委託事業のテーマであるデータ流通という観点が含まれているか 

機器/設備から取得するデータそのものだけでなく、それらを流通させるための仕掛

け、具体的には通信やインターフェースに関する規格を選定する。 
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(c) ４M に関連したものであるか 

製造業の経営資源である、4M製造情報に関連した規格を選定する。 

これらの観点で選定した規格を以下に示す（図 3-2）。 

 

図 3-2: 参照する対象規格 

 

データプロファイル設計において参考にする標準規格の概要を以下に示す(表 3-3)。 

 

表 3-3: 参照する規格の概要 

No. 対象規格 概要 

詳細 

記載章 

※1 

1 Digital Factory 
工場をまるごとデジタル化し、バーチャルな世界と現実世界とを統合

的に管理することを目的とした技術仕様書。 
9.2(1) 

2 eCl@ss 
異なるベンダーのソフトウェア間で製品データを交換する際の共通辞

書を提供。 
9.2(2) 

3 

PSLX (Planning and 

Scheduling Language 

on XMLspecification) 

原価計算システムと生産計画・スケジュール分野の標準仕様。製造マ

ネジメント分野のリファレンスモデル。 
9.2(3) 

4 

CMSD (The Core 

Manufacturing 

Simulation Data) 

製造シミュレーション情報の標準化。生産システムの標準シミュレーシ

ョン情報として開発。 
9.2(4) 

5 
IDEF0 (Integration 

Definition 0) 

機能モデリングのための統合化定義。様々なビジネスフローを包括的

に表現するために利用されている手法。 
9.2(5) 

規格分類カテゴリ 対象規格

データモデ
ル

Man -

Machine
IEC 62832
（①Digital Factory）

IEC 61360
Material

Method
(上記3Mの使い方)

ISA-95/IEC/ISO 62264（一部）（③PSLX）
④CMSD

プロセスモデリング ⑤IDEF0

セキュリティ
⑥ISA/IEC 62443
⑦XML暗号/XML署名

実装方式
IEC 62714（⑧Automation ML）
IEC 62541（⑨OPC UA） ※XML

②eCl@ss
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No. 対象規格 概要 

詳細 

記載章 

※1 

6 ISA/IEC 62443 製造分野の制御システム向けセキュリティ対策に関する国際規格。 
27 年度 

報告書 

7 XML 暗号/XML 署名 

World Wide Web Consortium (W3C)で策定されている XML を暗号化

するための規格、および XML 文書にデジタル署名を付与するための

規格。 

9.2(6) 

8 

AutomationML 

(Automation Markup 

Language) 

エンジニアリングデータの XML 記述標準。エンジニアリング情報の欠

落のない交換を目的に、新しいデータフォーマットを定義するのでは

なく、eCl@ssや OPC などの標準規格を結合する方法にて実現。 

9.2(7) 

9 
OPC UA (OPC Unified 

Architecture) 

工場やプロセス制御装置から上位情報系システムへ情報転送をする

ために設計された規格で、マルチベンダー、マルチプラットフォームに

おけるセキュアで高信頼な相互インターフェースを提供。 

9.2(8) 

※1：当該章に対象規格の詳細を記載した。「27年度報告書」は、「経済産業省 平成２７年度製

造基盤技術実態等調査（製造分野における IoTシステムのセキュリティ対策に関する調査事業）

報告書」(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照 
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3.2.2 データプロファイルに実装すべき CPS/IoTセキュリティ対策の検討 

(1) CPS/IoTセキュリティ関連の文献等調査 

CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクと対策を検討するにあたり、同様の取組みを

進めている国内外の主要な団体における CPS/IoTセキュリティの検討状況や動向を把握する

ため、関連する文献等の調査を実施した。 

調査対象とした国外の文献一覧を以下に示す(表 3-4)。 

表 3-4: 調査対象の文献一覧（国外） 

No. 調査対象文献 発行者 発行年月 

詳細 

記載章 

※1 

1 
重要インフラのサイバーセキュリティを向上

させるためのフレームワーク 1.0 版 
NIST 2014 年 2 月 

27年度 

報告書 

2 
Framework for Cyber-Physical Systems 

Release 1.0 

NIST  

Cyber Physical Systems 

Public Working Group 

2016 年 5 月 9.1(2) 

3 
The Industrial Internet of Things Reference 

Architecture Version 1.8 
IIC 2017 年 1 月 9.1(4) 

4 
Industrial Internet of Things Security 

Framework 
IIC 2016 年 9 月 9.1(3) 

5 
インダストリー4.0 実現戦略

(Umsetzungsstrategie Industrie 4.0) 

インダストリー4.0 

プラットフォーム事務局 
2015 年 4 月 9.1(5) 

6 Security in RAMI4.0 Plattform Industrie 4.0 2016 年 4 月 9.1(6) 

7 Structure of the Administration Shell Plattform Industrie 4.0 2016 年 4 月 9.1(7) 

8 Secure cross-company communication Plattform Industrie 4.0 2016 年 4 月 9.1(8) 

9 Secure Identities Plattform Industrie 4.0 2016 年 4 月 9.1(9) 

10 IEC62443 

International 

Electrotechnical 

Commission (IEC) 

－ 
27年度 

報告書 

11 
XML Encryption Syntax and Processing 

／XML Signature Syntax and Processing 
W3C － 9.2(6) 

※1：当該章に対象規格の詳細を記載した。「27年度報告書」は、「経済産業省 平成２７年度製造基

盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」

(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照 
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調査対象とした国内の文献一覧を以下に示す(表 3-5)。 

 

表 3-5: 調査対象の文献一覧（国内） 

No. 調査対象文献 発行者 発行年月 

詳細 

記載章 

※1 

1 サイバーセキュリティ戦略 
内閣サイバーセキュリテ

ィセンター (NISC) 
2015 年 9 月 

27年度 

報告書 

2 
サイバーセキュリティ経営ガイドライン 

Ver.1.0 

経済産業省／独立行政

法人情報処理推進機構 

(IPA) 

2015 年 12 月 
27年度 

報告書 

3 IoT セキュリティガイドライン ver 1.0 経済産業省／総務省 2016 年 7 月 9.1(10) 

4 
セキュリティ評価基準 CC バージョン 3.1 

リリース 4 
IPA 2015 年 7 月 

27年度 

報告書 

5 
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ

ガイドライン - 2016 年版 - 
IPA 2016 年 5 月 9.1(11) 

6 つながる世界の開発指針 IPA 2016 年 9 月 
27年度 

報告書 

7 ITSMS 適合性評価制度 

一般財団法人日本情報

経済社会推進協会 

(JIPDEC) 

2007 年 4 月 
27年度 

報告書 

※1：当該章に対象規格の詳細を記載した。「27年度報告書」は、「経済産業省 平成２７年度製造基

盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」

(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照 
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また、文献を調査する他に、世界的にサイバー攻撃への対策を行っている金融分野など、実

際に世の中で運用されている既存のセキュリティ対策事例も併せて調査した。調査対象とした

既存のセキュリティ対策事例を以下に示す(表 3-6)。 

 

表 3-6: 既存のセキュリティ対策事例 

No. 既存のセキュリティ対策の事例 概要 

詳細 

記載章 

※1 

1 金融分野におけるセキュリティ対策例 
クレジットカードの仕組みの例を中心としたセ

キュリティの仕組み 

27年度

報告書 

2 
ETC（自動料金支払いシステム）のセキュリ

ティ対策例 

ETC 用 ICカード、車載器、路側装置の相互

認証、暗号化通信を実装したセキュリティの

仕組み 

9.3(1) 

3 ブロックチェーンのセキュリティ対策例 
ブロックチェーンの仕組みと、不正な取引を

防止するための対策 
9.3(2) 

※1：当該章に対象規格の詳細を記載した。「27年度報告書」は、「経済産業省 平成２７年度製造基

盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」

(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照 

 

(2) CPS/IoTセキュリティリスクと対策例の整理 

ここまでで示した CPS/IoTに関連する国内外の文献や、既存のセキュリティ対策事例を調査

した結果を踏まえ、CPS/IoT を社会実装するにあたって考慮すべきセキュリティリスクと各リスク

に対するセキュリティ対策を整理した。 
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整理するうえでの検討フレームとして、経済産業省「平成２７年度製造基盤技術実態等調査

（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」と同様に、

CPS/IoTを構成する三つのステップ毎に検討し整理する。三つのステップぞれぞれの要点を以

下に示す(図 3-3)。 

 

 

出典:経済産業省「平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」 

図 3-3: CPS/IoT を構成する三つのステップにおける CPS/IoTセキュリティの要点 

 

また、CPS/IoTセキュリティリスクと対策例を洗い出す切り口として、ここでも経済産業省「平成

２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する

調査事業）報告書」と同様に、NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」で示さ

れた五つの切り口を採用する(図 3-4)。 

 

 
出典：NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」 

図 3-4: NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」での五つの切り口 

 

ステップ③
分析・シミュレーション結果
（意図した動作）を現実社会
で正しく実現する

ステップ①
現実社会からサイバー空間に
正しく写し取る

ステップ②
サイバー空間において、データを正しく
分析・シミュレーションする
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調査対象の文献などの様々な記載から、CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクや、

そのリスクに対するセキュリティ対策例の全体像を網羅的に把握するため、調査対象の文献に

記載されている CPS/IoTセキュリティリスクと、CPS/IoTセキュリティ対策例について、類似の項

目をまとめ、整理した。 

整理するにあたっては、前述した検討のフレーム(CPS/IoTを構成する三つのステップ(ステッ

プ①～ステップ③)と NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」で示された五つ

の切り口)に基づき、CPS/IoTの各ステップに、どのようなCPS/IoTセキュリティリスクがあるのか、

またそのリスクに対してどのように対策すべきか、対策によって保護される対象を一覧にまとめた

(表 3-7、表 3-8、表 3-9)。なお、管理番号は、CPS/IoTセキュリティにおけるリスクと対策例を

管理する番号であり、“「CPS/IoT を構成するステップ」-「切り口の先頭１文字」「固有の英数

字」 ”で採番している(例：①-リ[1]a)。 
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表 3-7: ステップ①における CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクと対策例 

項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

1 

リライアビリティ 

不正な IoT 機器が混入

する 

 模倣品等品質や信頼性が低い IoT・

機器を利用することで、不正確な情

報(データ)の混入、故障頻度の上昇

を引き起こす 

正規品である IoT 機器の導入 

 

 IoT 機器の提供業者により、正規で・

あることが認証された IoT 機器の導

入 

IoT 機器 ①-リ[1]a 

2 
不正な IoT 機器が混入

する 

 模倣品等品質や信頼性が低い IoT・

ソフトウェアを利用することで、不正

確な情報(データ)の混入、故障頻度

の上昇を引き起こす 

正規品であるソフトウェアの導入 

 

 ソフトウェアの提供業者により、正規・

であることが認証されたソフトウェア

の導入 

IoT 機器 ①-リ[1]b 

3 
不正な IoT 機器が混入

する 

 模倣品等品質や信頼性が低い IoT・

機器を利用することで、不正確な情

報(データ)の混入、故障頻度の上昇

を引き起こす 

正規であることを検証できる仕組みを

実装した IoT 機器の導入 

 

 IoT 機器での ID(識別子)や電子証・

明書等の実装 

IoT 機器 ①-リ[2]a 

4 
不正な IoT 機器が混入

する 

 模倣品等品質や信頼性が低い IoT・

ソフトウェアを利用することで、不正

確な情報(データ)の混入、故障頻度

の上昇を引き起こす 

正規であることを検証できる仕組みを

実装したソフトウェアの導入 

 

 ソフトウェアでの ID(識別子)や電子・

証明書等の実装 

IoT 機器 ①-リ[2]b 

5 プライバシー 

工場において、ユーザ

のプライバシーに関する

情報(データ)が本人の

同意なしに収集・活用さ

れる 

 IoT 機器による収集データの取り扱・

いにおいて、ユーザのプライバシー

に関する情報(データ)が本人の同意

なしに IoTシステムへ収集され、プラ

イバシー侵害の問題を引き起こす 

プライバシー保護 

 

 プライバシー保護の法令に準拠した・

プライバシー情報の取り扱いルール

の作成 

データ ①-プ[1]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

6 

サイバーセキュリティ 

IoT 機器のアクセス制御

機能が不十分で、不正

アクセスされる 

 IoT機器が不正に操作されることで、・

意図していない接続先に情報(デー

タ)を送信することにより、収集データ

が漏えいする 

 IoT機器が不正に操作されることで、・

収集データの漏えい、またはサイバ

ー空間への不正な収集データの送

信が行われる 

セキュリティ対策が実装された IoT 機

器の選択 

 

 第三者機関によるセキュリティ認証・

を取得した IoT 機器の選択 

IoT 機器 ①-サ[1]a 

7 
IoT機器が不正に操作さ

れる 

 IoT 機器への不正ログインにより内・

容を参照されることで、収集データ

が漏えいする 

IoT 機器の適切なセキュリティ設定の

実施 

 

 工場出荷時のパスワードの変更 ・

 IoT 機器の利用環境に適した設定・

値の利用（工場出荷時の設定値を

使用しない） 

IoT 機器 ①-サ[2]a 

8 
IoT機器が不正に操作さ

れる 

 IoT 機器への不正な物理アクセスに・

より内容を参照されることで、収集デ

ータが漏えいする 

 IoT 機器への不正な物理アクセスに・

より IoT 機器がマルウェアに感染す

ることで、収集データの漏えい、また

はサイバー空間への不正な収集デ

ータの送信が行われる 

IoT 機器への物理的セキュリティ対策 

 

 不要なポート(ネットワークポート、・

USB、シリアルポート等)の閉塞 

 監視カメラによる現場の監視 ・

IoT 機器 ①-サ[2]e 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

9 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

IoT機器が不正に操作さ

れる 

 IoT 機器への不正アクセスにより内・

容を参照されることで、収集データ

が漏えいする 

 IoT 機器への不正アクセスにより IoT・

機器がマルウェアに感染すること

で、収集データの漏えい、またはサ

イバー空間への不正な収集データ

の送信が行われる 

IoT 機器への不正な無線接続対策、

マルウェア感染対策 

 

 Bluetooth 等による無線接続の制限 ・

 無線 LANアクセスポイントの認証強・

化 

IoT 機器 ①-サ[2]b 

10 
IoT機器が不正に操作さ

れる 

 IoT 機器への不正ログインにより内・

容を参照されることで、収集データ

が漏えいする 

 IoT 機器への不正ログインにより IoT・

機器がマルウェアに感染すること

で、収集データの漏えい、またはサ

イバー空間への不正な収集データ

の送信が行われる 

外部ネットワークからの不正侵入対策 

 

 ファイアウォール、IDS/IPS の導入 ・

 接続元のMACアドレス、IoT機器の・

設置場所、アクセス時間・頻度等の

情報を元にした不正接続の有無確

認 

IoT 機器 ①-サ[2]c 

11 
IoT機器が不正に操作さ

れる 

 IoT 機器の脆弱性が悪用され、外部・

からの不正ログイン・不正操作・不正

参照が発生する 

 IoT 機器への不正ログインにより IoT・

機器がマルウェアに感染すること

で、収集データの漏えい、またはサ

イバー空間への不正な収集データ

の送信が行われる 

IoT 機器の継続的な脆弱性対策 

 

 IoT 機器のセキュリティパッチの定期・

的な更新 

IoT 機器 ①-サ[2]d 

12 

IoT 機器が盗難にあい、

情報(データ)が不正閲

覧される 

 IoT 機器が盗難され内部に残存して・

いた情報(データ)を解析されること

で、収集データが漏えいする 

IoT 機器内部の不正閲覧対策 

 

 耐タンパー性を備えた IoT 機器を選・

定する 

IoT 機器 ①-サ[3]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

13 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

IoT 機器が盗難にあい、

情報(データ)が不正閲

覧される 

 ユーザが不正に外部へ情報(デー・

タ)を持ち出すことにより、内部に保

存していた情報(データ)が漏えいす

る 

IoT 機器の認証とアクセス管理 

 

 セキュリティポリシーに従ったアクセ・

ス権の定義 

データ ①-サ[3]b 

14 

IoT 機器の盗聴により、

情報(データ)が不正閲

覧される 

 IoT 機器間の通信が盗聴されること・

で、収集データが漏えいする 

IoT 機器間通信の暗号化 

 

 暗号化通信（OPC UA 等）に対応し・

た IoT 機器の導入 

データ ①-サ[3]c 

15 
IoT 機器内の通信デー

タが改ざんされる 

 IoT 機器間の通信データが改ざんさ・

れることで、IoT機器からの収集デー

タが不正となり、サイバー空間での

処理結果に影響を及ぼす 

IoT 機器間通信の改ざん対策 

 

 改ざん検知に対応した通信（OPC ・

UA等）を行う IoT 機器の導入 

データ ①-サ[4]a 

16 IoT 機器が故障する 

 IoT 機器が故障し、情報(データ)の・

収集・送信ができなくなり、業務の運

用に悪影響を及ぼす 

IoT機器、通信機器の故障予防、復旧

対策 

 

 IoT 機器、通信機器の冗長化 ・

 IoT 機器、通信機器の予備機の確・

保 

 IoT 機器、通信機器の品質管理 ・

IoT 機器 ①-サ[5]a 

17 IoT 機器が故障する 

 IoT 機器が故障し、情報(データ)の・

収集・送信ができなくなり、業務の運

用に悪影響を及ぼす 

IoT機器、通信機器の故障予防、復旧

対策 

 

 IoT 機器、通信機器の定期メンテナ・

ンス 

 IoT 機器、通信機器の故障の検知 ・

 IoT 機器、通信機器の交換作業 ・

IoT 機器 ①-サ[5]b 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

18 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

IoT 機器の機器廃棄時

に ID（識別子）が漏えい

する 

 正規の IoT 機器を一意に識別する・

ID（識別子）が漏えいすることで、不

正 IoT 機器の流通量が増大する 

IoT 機器廃棄時に識別子の完全削除 

 

 IoT 機器固有の識別子を読み取りで・

きない状態にする 

IoT 機器 ①-サ[6]a 

19 

不正なソフトウェアが搭

載された IoT機器を導入

する 

 不正なソフトウェアが不正に操作さ・

れることで、意図していない接続先

に情報(データ)を送信することによ

り、IoT 機器の収集データが漏えい

する 

 不正なソフトウェアを実装した IoT 機・

器が不正に操作されることで、収集

データの漏えい、またはサイバー空

間への不正な収集データの送信が

行われる 

不正ソフトウェアの搭載を防ぐ仕組み

を実装した IoT 機器の導入 

 

 導入する IoT 機器に搭載されている・

ソフトウェアを事前に確認する 

 導入後の IoT 機器に対し、ソフトウェ・

アの追加インストールを制限する 

IoT 機器 ①-サ[7]a 

20 
廃棄機器内の情報(デー

タ)が漏えいする 

 廃棄された IoT 機器から、内部に保・

存されている情報(データ)を抜き取

られ解析されることで、内部に保存

していた情報(データ)が漏えいする 

IoT機器廃棄時の情報(データ)完全削

除 

 

 IoT 機器に保存されている情報(デ・

ータ)を読み取りできない状態にする 

データ ①-サ[8]a 

21 
誤った接続先に情報(デ

ータ)を送信する 

 IoT 機器の設定を誤り、本来とは異・

なるサイバー空間に収集データを送

信することで情報(データ)が漏えい

する 

相互認証による接続先の認証 

 

 接続先の電子証明書を利用した、・

接続先の認証 

データ ①-サ[9]a 

22 
通信データが漏えいす

る 

 通信経路上で情報(データ)が盗聴さ・

れることで、IoT 機器の収集データ

が漏えいする 

通信経路の暗号化 

 

 暗号化通信（TLS、DTLS、IPsec 等）・

に対応した通信機器の導入 

データ ①-サ[10]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

23 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

通信データが漏えいす

る 

 通信経路上で情報(データ)が盗聴さ・

れることで、IoT 機器の収集データ

が漏えいする 

通信データの暗号化 

 

 暗号鍵・復号鍵を使用した通信デー・

タの秘匿化 

データ 
①-サ

[10]b 

24 
通信データが改ざんさ

れる 

 通信経路上で情報(データ)が改ざ・

んされることで、IoT 機器からの収集

データが不正となり、サイバー空間

での処理結果に影響を及ぼす 

情報(データ)の改ざん対策 

 

 収集データに対し電子署名やメッセ・

ージ認証コード(MAC)、チェックサ

ム、タイムスタンプ等を付与し、改ざ

んを検知 

データ ①-サ[11]a 

25 
誤った接続元から情報

(データ)を受信する 

 本来とは異なる IoT機器（不正な IoT・

機器や、IoT機器を装った PC等）か

ら不正な情報(データ)をサイバー空

間が受け取ることで、サイバー空間

で不正な処理結果が生成される 

相互認証による接続元の認証 

 

 接続元の電子証明書を利用した、・

接続元の認証 

データ ①-サ[12]a 
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表 3-8: ステップ②における CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクと対策例 

項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

1 レジリエンス 

IoT システム停止の頻発

や、復旧時間の長期化

が生じる 

 IoT システムが停止することで、情報・

(データ)の収集・分析・IoT 機器への

フィードバックができず、業務の運用

に悪影響を及ぼす 

信頼できるサービス提供者の選定 

 

 ITSMS を取得した IoT サービスの・

プラットフォーム提供業者の選択 

アプリケー

ション 
②-レ[1]a 

2 リライアビリティ 

サイバー空間でアプリケ

ーションが不正に操作さ

れる 

 解析を行うプログラムがマルウェア・

感染やサイバー攻撃を受けること

で、サイバー空間の情報(データ)が

漏えいする  

 解析を行うプログラムがマルウェア・

感染やサイバー攻撃によってサイバ

ー空間で不正な処理結果が生成さ

れる 

外部ネットワークからの不正侵入対策 

 

 ネットワーク監視によるサイバー攻撃・

検知 

 ファイアウォール、IDS/IPS の導入 ・

アプリケー

ション 
②-リ[1]a 

3 プライバシー 

サイバー空間において、

ユーザのプライバシーに

関する情報(データ)が本

人の同意なしに収集・活

用される 

 サイバー空間での情報(データ)の取・

り扱いにおいて、ユーザのプライバ

シーに関する情報(データ)が本人の

同意なしに利用されることで、プライ

バシー侵害の問題を引き起こす 

プライバシー保護 

 

 プライバシー保護の法令に準拠した・

プライバシー情報の取り扱いルール

の作成 

データ ②-プ[1]a 

4 

サイバーセキュリティ  

サイバー空間にある情

報(データ)が不正閲覧さ

れる 

 インターネットから IoT システムへの・

不正アクセスが発生し、保管データ

を抜き取られ解析されることで、内部

に保存していた情報(データ)が漏え

いする 

保管データの暗号化 

 

 保管データの秘匿化 ・

データ ②-サ[2]a 

5 

サイバー空間にある情

報(データ)が不正閲覧さ

れる 

 不正なユーザによる IoT システムへ・

のアクセスにより、保管データを抜き

取られ解析されることで、内部に保

存していた情報(データ)が漏えいす

る 

認証とアクセス管理 

 

 パスワード、生体認証、電子証明書・

等、二つの認証機能を組み合わせ

た二要素認証機能の実装 

データ ②-サ[2]b 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

6 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

サイバー空間にある情

報(データ)が不正閲覧さ

れる 

 不正なユーザによる IoT システムへ・

のアクセスにより、保管データを抜き

取られ解析されることで、内部に保

存していた情報(データ)が漏えいす

る 

不審ユーザ・機器の検知 

 

 アクセス履歴（場所・時間･端末等）・

が参照可能な機能の実装 

データ ②-サ[2]c 

7 

サイバー空間のシステム

故障、および解析機能

停止が発生する（サービ

ス停止） 

 サイバー空間のサーバーや通信機・

器類の故障やソフトウェアの不具合

等により、情報(データ)の収集・分

析・IoT 機器へのフィードバックがで

きなくなり、業務の運用に悪影響を

及ぼす 

サイバー空間のサーバー、通信機器

の故障予防、復旧対策 

 

 サーバー、通信機器の定期的なシ・

ステムバックアップ 

 サーバー、通信機器の品質管理 ・

 サーバー、通信機器の冗長化 ・

 サーバー、通信機器の故障の検知 ・

 サーバー、通信機器の交換作業 ・

アプリケー

ション 
②-サ[3]a 
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表 3-9: ステップ③における CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクと対策例 

項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

1 

レジリエンス 

セキュリティインシデント

発生時の実施すべき内

容、対応の優先度がわ

からず、対応着手が遅

れる 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

基本方針の策定 

 

 セキュリティポリシーの策定（PDCA ・

実施体制の整備含む） 

 セキュリティ対策組織立ち上げ ・

IoT 機器 ③-レ[1]a 

2 

組織内で統一的なセキ

ュリティ対策がとれず漏

れが発生し、効率的な

対策ができない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

体制・人材の確保 

 

 セキュリティ管理責任者の任命 ・

IoT 機器 ③-レ[2]a 

3 

セキュリティ対策の内容

や優先順位、範囲がわ

からない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

リスク管理 

 

 リスクアセスメント（リスクの特定・分・

析・評価）の実施 

 セキュリティルールの策定 ・

IoT 機器 ③-レ[3]a 

4 

セキュリティ対策の内容

や優先順位、範囲がわ

からない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

リスク管理 

 

 セキュリティ運用マニュアルの作成 ・

IoT 機器 ③-レ[3]b 

5 

セキュリティ対策の内容

や優先順位、範囲がわ

からない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

リスク管理 

 

 IoT 機器の保守契約手続き ・

IoT 機器 ③-レ[3]d 

6 

セキュリティ対策の内容

や優先順位、範囲がわ

からない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

リスク管理 

 

 IoT 機器に関する脆弱性情報の収・

集 

IoT 機器 ③-レ[3]e 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

7 

レジリエンス（続き） 

組織内で統一的なセキ

ュリティ対策がとれない 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

定期的な教育・訓練 

 

 従業員向けの定期的なセキュリティ・

対策教育の実施 

 従業員向けの定期的なセキュリティ・

インシデント対応訓練の実施 

IoT 機器 ③-レ[4]a 

8 

新たに発生したセキュリ

ティインシデントに対応

できない 

 セキュリティ対策への要員確保、要・

員の専門知識、再発防止の準備が

不十分になり、セキュリティインシデ

ントが再発する 

セキュリティ対策の PDCA実施 

 

 セキュリティリスクに対する PDCA の・

実施 

IoT 機器 ③-レ[5]a 

9 

サイバー空間と接続する

IoT 機器の資産管理の

対応不足 

 セキュリティ対策漏れを引き起こす・

IoT 機器が存在し、外部からの不正

アクセス、マルウェア感染源になる 

IoT 機器の資産管理 

 

 IoT 機器の資産の棚卸しと管理 ・

IoT 機器 ③-レ[6]a 

10 

IoT 機器の脆弱性が発

見された場合に、対策パ

ッチの適用に時間がか

かる 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

リモートアップデート機能の提供 

 

 IoT 機器に対する迅速な脆弱性対・

策の実施 

IoT 機器 ③-レ[7]a 

11 

各 IoT 機器の稼働状況

の把握や、ポリシーの設

定変更に時間がかかる 

 セキュリティインシデントへの対応が・

遅れ、被害が拡大する 

集中管理の仕組みの導入 

 

 IoT 機器の稼働情報等を集中管理・

する仕組みの導入 

IoT 機器 ③-レ[8]a 

12 
IoT機器の基本アーキテ

クチャの確認不足 

 IoT 機器の基本となるアーキテクチ・

ャに問題があり、セキュリティの脆弱

性対策が後手に回り、セキュリティ対

策の費用が増加する 

セキュリティバイデザインの実践 

 

 あらかじめセキュリティ対策が実装さ・

れた IoT 機器の選択 

IoT 機器 ③-レ[10]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

13 

レジリエンス（続き） 

IoT 機器のファームウェ

アアップデート提供元の

真正性確認不足 

 IoT機器のファームウェアアップデー・

ト提供元の真正性を確認しない状態

でファームウェアアップデートを入手

し IoT 機器へ適用することで、動作

の不具合、マルウェアの感染等を引

き起こす 

正規アップデートの利用 

 

 IoT 機器の提供業者より公開された・

正規アップデートの利用 

IoT 機器 ③-レ[11]a 

14 
組織内でコンプライアン

ス違反が発生する 

 組織内でコンプライアンスが守られ・

ず、情報(データ)の不正利用が発生

する 

各種法令への対応 

 

 営業機密の保護等、業界のガイドラ・

インや、法令を考慮したセキュリティ

対策の立案 

IoT 機器 ③-レ[12]a 

15 

リライアビリティ 

サイバー空間から IoT機

器に不適切な処理結果

を送信する 

 サイバー空間で、不適切な収集デ・

ータやモデルを利用した解析や、解

析プログラムの不具合、およびマル

ウェア感染やサイバー攻撃等によ

り、不正な処理結果が生成され、業

務の計画に悪影響を及ぼす 

サイバー空間の処理結果の正当性確

認 

 

 現場の IoT機器がサイバー空間から・

送信された処理結果に対し、IoT 機

器の稼働許容範囲との比較を行

い、不正な処理結果の受信時の動

作停止、または IoT機器のみの判断

でも適切な動作を行う 

IoT 機器 ③-リ[1]a 

16 

サイバー空間からの生

産指示どおりに IoT機器

が動作しない 

 IoT機器の故障により、IoT機器がサ・

イバー空間の処理結果とは異なる

動作を行い、業務の計画に悪影響

を及ぼす 

IoT 機器の動作の正当性確認 

 

 現場の IoT機器がサイバー空間から・

送信された処理結果と実際の IoT機

器の動作結果と比較して、異常を検

知や動作の停止を行う 

IoT 機器 ③-リ[2]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

17 

セーフティ 

サイバー空間から IoT機

器に処理結果が到達し

ない、または到達が遅れ

ることにより IoT機器が適

切に動作しない 

 サイバー空間で、不適切な収集デ・

ータやモデルを利用した解析や、解

析プログラムの不具合、およびマル

ウェア感染やサイバー攻撃等によ

り、不正な処理結果が生成され、現

場人員の怪我や IoT 機器の破損が

発生する 

サイバー空間から送信された不正な

処理結果に対応する仕組み 

 

 現場の IoT機器がサイバー空間から・

送信された処理結果に対し、IoT 機

器の稼働許容範囲との比較を行

い、不正な処理結果の受信時の動

作停止、または IoT機器のみの判断

でも適切な動作を行う 

IoT 機器 ③-セ[1]a 

18 
機能安全を実装せず

IoT 機器を操作する 

 IoT 機器の動作範囲に人や物が侵・

入した場合等、IoT 機器の動作によ

り現場人員の怪我や IoT 機器の破

損が発生する 

IoT 機器が安全に動作する仕組み 

 

 機能安全を考慮した IoT 機器の選・

択 

IoT 機器 ③-セ[2]a 

19 
IoT 機器の故障により、

動作が暴走する 

 IoT 機器の故障によりサイバー空間・

の処理結果とは異なる動作を行い、

現場人員の怪我や IoT 機器の破損

が発生する 

IoT 機器の動作の正当性確認 

 

 現場の IoT機器がサイバー空間から・

送信された処理結果と実際の IoT機

器の動作結果と比較して、異常を検

知や動作の停止を行う 

IoT 機器 ③-セ[3]a 

20 

サイバーセキュリティ 

誤った接続先に情報(デ

ータ)をフィードバックす

る 

 本来とは異なる IoT機器（不正な IoT・

機器や、IoT機器を装った PC等）へ

情報(データ)を送信することで、処

理結果が漏えいする 

相互認証による接続先の認証 

 

 接続先の電子証明書を利用した、・

接続先の認証 

データ ③-サ[4]a 

21 

サイバー空間から IoT機

器へ送信される処理結

果の情報(データ)が漏え

いする 

 通信経路上で情報(データ)が盗聴さ・

れることで、処理結果が漏えいする 

通信経路の暗号化 

 

 暗号化通信（TLS、DTLS、IPsec 等）・

に対応した通信機器の導入 

データ ③-サ[1]a 
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項番 切り口 
CPS/IoT セキュリティリス

ク（要因） 
CPS/IoT セキュリティリスク（影響） CPS/IoT セキュリティ対策例 保護対象 管理番号 

22 

サイバーセキュリティ 

（続き） 

サイバー空間から IoT機

器へ送信される処理結

果の情報(データ)が漏え

いする 

 通信経路上で情報(データ)が盗聴さ・

れることで、処理結果が漏えいする 

通信データの暗号化 

 

 暗号鍵・復号鍵を使用した通信デー・

タの秘匿化 

データ ③-サ[1]b 

23 

サイバー空間から IoT機

器への処理結果の送信

において、IoT 機器が誤

った接続元から通信デ

ータを受信する 

 本来とは異なるサイバー空間（サイ・

バー空間を装った PC等）からの情

報(データ)を受け取ることで、業務の

運用に悪影響を及ぼす 

相互認証による接続元の認証 

 

 接続元の電子証明書を利用した、・

接続元の認証 

データ ③-サ[2]a 

24 

サイバー空間から IoT機

器へ送信される処理結

果の情報(データ)が改ざ

んされる 

 サイバー空間から IoT機器へ送信さ・

れる処理結果が通信経路上で改ざ

んされることで、IoT機器の動作に悪

影響を及ぼす 

サイバー空間から送られる情報(デー

タ)の改ざん対策 

 

 処理結果に対し電子署名やメッセ・

ージ認証コード(MAC)やチェックサ

ム、タイムスタンプ等を付与し、改ざ

んを検知 

データ ③-サ[3]a 
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(3) データプロファイルに実装すべき CPS/IoTセキュリティ対策の抽出 

ここまでで整理した CPS/IoT において考慮すべきセキュリティリスクと対策例から、本事業で

作成するデータプロファイルに実装すべき内容を抽出した。抽出にあたっては、「2.2.1本事業

の対象範囲」で示した「ステップ①」の中で、「データ」を保護対象としている対策例を対象とした。

この中から、対策を実装する箇所をそれぞれ検討し「通信データの暗号化」「情報(データ)の改

ざん対策」をデータプロファイルに実装すべき対策として抽出した。 

抽出結果を以下に示す(表 3-10)。 

 

表 3-10: 「ステップ①」における保護対象が「データ」の CPS/IoTセキュリティ対策例 

No. 管理番号 CPS/IoT セキュリティ対策例 対策例を実装する箇所 

1 ①-プ[1]a 

プライバシー保護 

・ プライバシー保護の法令に準拠したプライバシー情報の

取り扱いルールの作成 

運用手順などのルール 

2 ①-サ[9]a 
相互認証による接続先の認証 

・ 接続先の電子証明書を利用した、接続先の認証 

IoT 機器などの通信可

能な機器 

3 ①-サ[10]a 

通信経路の暗号化 

・ 暗号化通信（TLS、DTLS、IPsec など）に対応した通信機

器の導入 

IoT 機器などの通信可

能な機器 

4 ①-サ[12]a 
相互認証による接続元の認証 

・ 接続元の電子証明書を利用した、接続元の認証 

IoT 機器などの通信可

能な機器 

5 ①-サ[3]c 
IoT 機器間通信の暗号化 

・ 暗号化通信（OPC UAなど）に対応した IoT 機器の導入 

IoT 機器などの通信可

能な機器 

6 ①-サ[4]a 

IoT 機器間通信の改ざん対策 

・ 改ざん検知に対応した通信（OPC UAなど）を行う IoT 機

器の導入 

IoT 機器などの通信可

能な機器 

7 ①-サ[10]b 
通信データの暗号化 

・ 暗号鍵・復号鍵を使用した通信データの秘匿化 
データプロファイル 

8 ①-サ[11]a 

情報(データ)の改ざん対策 

・ 収集データに対し電子署名やメッセージ認証コード

(MAC)、チェックサム、タイムスタンプなどを付与 

データプロファイル 

9 ①-サ[3]b 
IoT 機器の認証とアクセス管理 

・ セキュリティポリシーに従ったアクセス権の定義 
IoT 機器 

10 ①-サ[8]a 

IoT 機器廃棄時の情報(データ)完全削除 

・ IoT 機器に保存されている情報(データ)を読み取りできな

い状態にする 

運用手順などのルール 
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3.3 ユースケースの洗い出しと実証シナリオの選定 

本節では、実証シナリオを選定するために、製造分野における IoT 実装のユースケースの洗

い出しを行い、それらユースケースを組み合わせた IoT 活用シナリオの検討を行う。 

 

3.3.1 製造分野における IoT実装のユースケースの洗い出し 

製造分野における IoT実装のユースケースを整理するにあたり、経済産業省｢平成 27年度製

造基盤技術実態等調査(製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業)

報告書｣を参考とした。同報告書では、製造分野の業務プロセスを横軸に、業務フェーズを縦軸

に配置し、更にそれらを四つの活用領域｢1.生産革新領域｣、｢2.サービス革新領域｣、｢3.設計・

マーケティング領域｣、｢4.経営管理革新領域｣に区分してユースケースを分類している。今回、

その内容を元に再度検討を行い、ユースケースを 2件拡充した(図 3-5)。 

 

 

出典:経済産業省｢平成 27年度製造基盤技術実態等調査(製造分野における IoTシステムのセキュリティ対策に関する調査事業)報告書｣図｢製造分野におけ
る IoT 実装のユースケース｣を元に作成 

図 3-5: IoT 実装のユースケース 

 

今回追加した 2件のユースケースの概要を以下に示す。 

 

[追加ユースケース①]生産ロスの見える化による工場パフォーマンス向上 

製造業の経営資源の主要要素である 4Mには、生産ロスとなる要因が内在している。（例えば、

顧客メーカー 販社/代理店

経営管理

開発・
設計

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・
営業

調達 生産 保守 利用
買替
転売

廃棄・
ﾘｻｲｸﾙ

物流

販売・
出荷

SCM計画

• リードタイム短縮
• 調達先の拡大、調達先
にとっての販路多様化

• 発注・検品コスト削減
• 【追加②】棚残資産の
低減・キャッシュフロー最
適化

品質保証（クレーム対応）

• 工場稼働率の
向上（機会ロス
削減）

• 設備保全コスト
の最適化

• 省エネ・原材料
ロスの最適化

• 歩留・良品率の
向上

• 製品品質向上/
検査コスト削減

• 環境・衛生管理
の強化

• 受注コスト削減
• 販売機会ロスの
削減

• 出荷検査の自動
化・効率化

• 納期遵守

• 工場間での生産
能力融通

• E2Eのスループット
の最大化

• 受発注合理化

• 予防保全型保守
サービス
（顧客満足度向
上による拡販）

• 要員計画・在庫
計画の最適化

• 製品の運転・利
用サポートによる、
製品利用価値の
最大化

• 製品稼動データを
設計に反映し品
質改善

• 設計‐生産連動
で設計変更の早
期反映

• 利用情報から需
要変動予測

• 稼動情報からの
買換え需要や部
品・消耗品販売
機会獲得

• リアルタイムで製
造・出荷・在庫等
を把握し、経営の
スピード向上

• 【追加①】工場パ
フォーマンス評価シ
ミュレーションによる
生産ロス改善

• SCM計画と連動
した物流コスト削
減 （緊急輸送
低減）

• 障害への早期対
応によるクレーム
の削減

• リコール対応の迅
速化・徹底

• 使用履歴を使った、
中古品価格適正
評価

• 中古市場拡大に
よる製品価値向
上

• 部品の再利用率
向上、リサイクル
率の向上（コスト
効果、CSR対
策）

活用領域の凡例

活用領域４ 経営管理革新領域

活用領域３ 設計・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ革新領域

活用領域２ サービス革新領域

活用領域１ 生産革新領域

Ｉ
ｏ
Ｔ
実
装
の

ユ
ー
ス
ケ
ー
ス

Ｉ
ｏ
Ｔ
実
装
の

ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
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Manはオペレーションミス、Machineは設備トラブル、Materialは品質のバラつき、Methodは作

業/チェック手順間違い等）。IoT を活用することでこれらの要素を見える化し、発生原因を突き

止めることで生産ロスの改善を図る。また、生産ロス改善前と改善後の工場パフォーマンスをシミ

ュレーションすることで、改善策の効果を確認し、工場長の意思決定精度及び意思決定スピー

ドの向上を狙う。 

 

[追加ユースケース②]棚卸資産の低減・キャッシュフロー最適化 

製造業では、突発的な需要減少に生産計画の調整が間に合わない等の理由により、棚卸資

産が想定値を超える事態がしばしば発生する。IoTを活用することで、サプライヤーデータと部

品発注・納入日時等の調達データとを的確に紐付け、リアルタイムに棚卸資産推移を見える化

させる。また、それらの情報を元に調達リードタイム変動リスクを分析し、棚卸資産低減及びキャ

ッシュフロー最適化を実現するサプライヤーを選定する。 

 

3.3.2 製造分野における IoT活用シナリオの検討 

本事業にて追加検討を行った IoT 実装のユースケースを元にして、経済産業省｢平成 27年

度製造基盤技術実態等調査(製造分野における IoTシステムのセキュリティ対策に関する調査

事業)報告書｣内で整理されている IoT活用シナリオの中で、本事業の対象テーマである｢生産

革新領域｣に該当するものを再検討した。再検討後の IoT 活用シナリオ及びそのシナリオが包

含する IoT実装のユースケースを以下に示す(表 3-11)。 

 

表 3-11: 生産革新領域の IoT 活用シナリオ 

No. IoT 活用シナリオ バリューチェーン IoT 実装のユースケース 

① 
工場・物流の全体 SCM計画連

動と最適化 

SCM計画 
工場間での生産能力融通 

E2E のスループットの最大 

物流 SCM計画と連動した物流コスト削減（緊急輸送低減） 

調達 
リードタイム短縮 

棚卸資産の低減・キャッシュフロー最適化 

生産 工場稼働率の向上(機会ロス削減) 

販売・出荷 
販売機会ロスの削減 

納期遵守 

② 
受発注業務のビジネスコラボレ

ーション強化・拡大 

SCM計画 受発注合理化 

調達 
発注・検品コスト削減 

調達先の拡大、調達先にとっての販路多様化 

販売・出荷 受注コスト削減 

③ 製造品質要因分析による品質 調達 発注・検品コスト削減 
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No. IoT 活用シナリオ バリューチェーン IoT 実装のユースケース 

向上 生産 製品品質向上/検査コスト削減 

販売・出荷 出荷検査の自動化・効率化 

④ 
生産計画ならびに装置/設備

の製造条件の最適化 
生産 

工場稼働率の向上(機会ロス削減) 

省エネ・原材料ロスの最適化 

歩留・良品率の向上 

環境・衛生管理の強化 

⑤ 工場設備の予防保全 生産 設備保全コストの最適化 

出典:経済産業省｢平成27年度製造基盤技術実態等調査(製造分野における IoTシステムのセキュリティ対策に関する調査事業)報告書｣表｢生産革新領域の
IoT 活用シナリオ｣を元に作成 

 

[IoT活用シナリオ①]工場・物流の全体 SCM計画連動と最適化 

○ 一般的に想定される課題 

工場の需給計画は月次や週次サイクルで運用することが多く、需給計画に基づく生産計画

立案はウォーターフォールで連動するため、需給計画作成時は生産キャパシティに余裕をもた

せる割当となる。そのため、工場の能力を最大限に活用した割付が困難になってしまう。また、

生産計画と出荷計画は個別に作成しており、計画間の調整は人間系で行っていることから、変

更対応及び緊急調整発生時の対応に時間と手間を要する。 

 

○ IoTを活用しためざす姿 

サプライヤー・工場・販売店・顧客を繋ぐ物流ネットワークをサイバー空間上で仮想モデル化

し、サプライヤーを含む各工場の製造工程レベルでの生産計画、サプライヤー・工場・販売店・

顧客間の物流計画、顧客の販売計画といったような様々な計画を日次で（必要に応じて時間単

位で）作成する。それらの計画に対する実績を必要な頻度・スピード・タイミングで比較し、差異

が生じている場合には、タイムリーに仮想モデルを更新することで、計画精度を向上させる。こ

れにより、製造コスト削減、製造リードタイム短縮、短納期化を実現し、収益拡大はもちろんのこ

と、価格競争力向上による売上・シェアの拡大、納期遅れによる機会損失の防止、棚卸資産削

減によるキャッシュフローの向上を実現する。 

 

[IoT活用シナリオ②] 受発注業務のビジネスコラボレーション強化・拡大 

○ 一般的に想定される課題 

調達業務は、契約締結時に調達部門とサプライヤー間で、RFI、RFP、RFQをやり取りする煩

雑なプロセスを踏む。また、契約締結後の受発注処理においても、一部では、EDIや自動 FAX

などを活用した自動化が進んでいるものの、人手での処理が依然として多い。サプライヤーは

調達元会社からの需要変動に対応する為、キャパシティに余裕を持たせているが、そのキャパ

シティを有効活用できないケースが多い。 
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○ IoTを活用しためざす姿 

RFI、RFP、RFQ情報が電子的にクラウドソーシング環境で共有され、企業の枠を超えたビジ

ネスマッチングが実施される。サプライヤーは余ったキャパシティを通常の調達元会社以外にス

ポットで応じることで、有効活用できるようになる。川上のサプライヤー、川下の顧客とネットワー

クで連携し、受発注情報がデジタルデータでやり取りされる。発注業務に関しては、調達計画、

工程の生産進捗に応じて自動で発注データを生成する。 

 

[IoT活用シナリオ③] 製造品質要因分析による品質向上 

○ 一般的に想定される課題 

機械工程は熟練工の経験と勘で設備設定を決定しており、製造品質を維持することが難しく

なってきている。同様な現象がマニュアル工程でも発生し、熟練工でなければ決められた製造

手順の順守や製造品質の維持が困難で、個人スキルに依存してしまっている。また、リコール

やヒヤリハットに対して、それらが発生した当時の状況を把握し、原因究明を行うことに非常に時

間がかかってしまう。 

 

○ IoTを活用しためざす姿 

機械工程における複数の異なるメーカーの装置/設備からの設定データや稼働データを収

集し、サイバー空間上で蓄積させる。そのように蓄積した製造実績状況をサイバー空間上の仮

想モデルで再現し、可視化レベルを上げる。その仮想モデルを用いて製造品質と過去の製造

状況との相関分析を行い、分析によって得られた製造品質向上要件を現場にフィードバックさ

せる。また、マザー工場で勤務する熟練工からの遠隔操作により、子工場(国内外問わず)のマ

ニュアル工程の品質向上を図る(図 3-6)。 

 



 

48 

 

図 3-6: ｢製造品質要因分析による品質向上｣シナリオのめざす姿 

 

[IoT活用シナリオ④] 生産計画ならびに装置/設備の製造条件の最適化 

○ 一般的に想定される課題 

生産計画に対して遅延が発生した場合や不良が発生した場合、その原因を追究しても工程

レベルまでしか追うことができず、何が真因なのかまで突き止められないことが多い。また、装置

/設備に対する設定値（加工速度、圧力、等）は現場熟練工の経験と勘で決定していることが多

く、属人性が高いため、段取り替え作業等は迅速な対応が難しい。同様に、環境・衛生管理の

手順は人手で管理してされており、業務が非常に煩雑になっている。 

 

○ IoTを活用しためざす姿 

ネットワークカメラ等のセンシング技術を用いて機械の稼動状態や作業者の動作状態を可視

化することで、作業遅延や不良品作成となった原因の特定をスムーズに行うことが可能となる。

また、サイバー空間上で蓄積された装置/設備に対する設定の実績値、原材料特性、及び環境

データ（気温、湿度、等）を元にしたシミュレーションを行い、装置/設備に対する最適推奨設定

を導出する。また、最適推奨設定に基づき装置/設備を完全自動で制御する。 

 

[IoT活用シナリオ⑤] 工場設備の予防保全 

○ 一般的に想定される課題 

予防保全業務は定期修理が基本となっているが、定期修理は現場熟練工の経験と勘で異常

マザー工場子工場（国内外）

熟練工による
遠隔操作

工場

共有DB
品質に影響する要

因分析

 過去の製造状況をサイバー上の
仮想モデルで再現し、可視化レ
ベルを上げる

 製造品質と過去の製
造状況との相関分析か
ら製造品質向上要件
を現場にフィードバック

原材料 製品

設備設
定ﾃﾞｰﾀ

設備稼
働ﾃﾞｰﾀ

品質
ﾃﾞｰﾀ

品質
データ

機械工程XX

PLC 各種ｾﾝｻ

設備設
定ﾃﾞｰﾀ

設備稼
働ﾃﾞｰﾀ

機械工程YY

PLC 各種ｾﾝｻ

半製品 半製品

ﾏﾆｭｱﾙ工程ZZ

作業動
態ﾃﾞｰﾀ

各種ｾﾝｻ

治
工
具

検
査
機

検
査
機
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箇所を感知しており、属人性が高い業務である。そのため、習熟度が高くない作業員が実施す

ると表面的なチェックになってしまい、近い将来に発生する可能性がある設備の不良発生箇所

を見抜くことができない。 

 

○ IoTを活用しためざす姿 

加速度センサー、温度センサーなどの各種センサーを用いて設備の稼動データを収集し、

サイバー空間上に蓄積させる。それらのデータを用いた分析・シミュレーションを実行することで、

異常の前兆を検知し、予防保全箇所を導出する。この情報を活用することで、習熟度が高くな

い作業員でも設備の故障が発生する可能性がある箇所を特定することが可能となる。また、この

製造設備点検履歴情報を蓄積し分析・シミュレーションの情報として活用していくことで、不良

発生箇所の特定精度を向上させる。 

 

3.3.3 本事業における実証シナリオの選定 

前述(3.3.2)で、生産革新領域における主な IoT 活用の５シナリオについて検討を行ったが、

本事業では、生産革新領域の中でも一般的に期待されているであろう IoT活用シナリオ④｢生

産計画ならびに装置/設備の製造条件の最適化｣の IoT 実装のユースケース｢工場稼働率の向

上(機会ロス削減)｣を実証対象シナリオとして選定することとする。 
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4. データプロファイル作成 

本章では、データプロファイル作成における設計コンセプトと、そのコンセプトに基づく設計の

考え方、そして実際にデータプロファイルを実装、運用していくための手順について説明する。 

 

4.1 データプロファイル設計コンセプト 

本節では、データプロファイル作成を進めるにあたり、基本となるコンセプト及びそのコンセプ

トに基づき決定したデータプロファイルの基本要件について説明する。 

 

4.1.1 基本コンセプト 

国際標準規格及びリファレンスとして公開されている PSLXや IVI の中でも謳われているが、

組織内の業務は、以下のような概念図で表現できる(図 4-1)。業務に対して、モノや情報が入

力され、それが処理され、モノや情報として出力される。一方、製造業の経営資源の 4要素とし

て Man、Machine、Material、Methodがあるが、製造業の現場情報は、この 4Mで網羅的に分類

できる。今回のデータプロファイル作成は、業務における入出力と、現場の４Mを観点にしたア

プローチとなっている。 

 

 

図 4-1: データプロファイル基本コンセプト  

4M：製造業の経営資源の4要素

業務Input(指示) Output(結果)

Man Machine Material Method

組織内の業務は、「Input(指示)」と「Output(結果)」で表現できる

現場情報は、「4M」で表現できる

「業務におけるInput/Output + 4M」 を観点にしたアプローチ
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4.1.2 データプロファイル設計に折り込む基本要件 

データプロファイル設計に折り込む基本要件を以下に示している(図 4-2)。現実社会には多

くの業務が存在する。例えば、それは、現場における「混ぜる」、「カットする」、「組み立てる」等

の作業系業務もあれば、「作業指示を行う」、「品質管理を行う」等の管理系業務もある。前項

(4.1.1)の基本コンセプトでも説明したように、それらの業務を一つ取り上げてみると、そこには、

必ず 4Mを含むインプットデータとアウトプットデータが存在する。このように業務に着目し、イン

プットデータとアウトプットデータを現実社会から写し取り、それらをサイバー空間へ渡すことが

データプロファイルの役目である。現実社会からデータを写し取るための要件と、写し取ったデ

ータを企業や組織を超えて安全、安心に共有、利用していくための要件をデータプロファイル

に折り込む。まず、1点目の要件として、業務の持つデータを入出力で整理すること、2点目は

業務の持つデータを 4Mで整理することとしており、これは基本コンセプトに従った要件である。

そして、3点目は実装面の要件になるが、データ構造に柔軟性、拡張性を施すことである。具体

的には、メタデータが付与可能なデータ構造とすること、将来的なデータ種の増大に対して柔

軟に拡張できるデータ構造とすること、写し取ったデータ同士が共有空間上で柔軟につながる

データ連携機能を有するデータ構造とすることである。最後に、4点目の要件は、前述(3.2.2)の

結論にもある通り、セキュリティ機能の付与である。具体的には、写し取ったデータを共有空間

から取り出し利用する上で、データの共有可否をデータ項目毎に制御できる暗号化機能、第三

者によるデータ改ざんを検出する電子署名機能を付与することである。 

 

 

図 4-2: データプロファイルに折り込む基本要件 

現実社会(Physical空間)のデータをCyber空間に写し取る
 生産現場の中の業務(業務が持つ4Mデータ)を写し取る

＜データプロファイルに折り込む基本要件＞

業務
イン

プット
アウト
プット

【Physical】

[1]業務

※参照したリファレンス
(IDEF0モデル)

業務(生産現場の中の業務群)

業務オブジェクト 業務オブジェクト

[2]4M

[3]柔軟性、
拡張性

[1] 業務の持つデータを「入出力」で整理

[2] 業務の持つデータを「4M」で整理

[3] 柔軟性/拡張性を付与したデータ構造

(メタデータ、データ構造伸縮、データ連携ID）

[4] セキュリティ機能の付与

[4]セキュリティ

※参照したリファレンス
(PSLX標準仕様)

【Cyber】
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このように、業務を中心にしてインプットデータとアウトプットデータを 4Mで整理して関連付け

ることにより、従来、現場データが各々紐付けなく生成されていたために利用側のデータ活用が

スムーズに進まないという課題の解決が期待できる。 

 

4.1.3 生産におけるデータプロファイルの対象領域 

「2.2事業の進め方」で、本事業範囲は生産領域であると述べたが、生産と言っても範囲は広

い。今年度、生産の中のどの領域をデータプロファイルの対象とするかを、ISA-95の機能階層

モデル(図 4-3)に対応させて説明する。ISA-95で謳われている機能階層モデルでは、レベル 0

は物理的なプロセスそのもの、レベル 1は物理的なプロセスのセンシング層、レベル 2は PLC

等の制御システム層、レベル 3は MES等の製造実行システム層、レベル 4は ERP等の業務/

計画システム層となっている。データプロファイルで扱うデータは、レベル 1から 3 までのデータ

を対象としている。例えば、レベル 1では、現場に設置されているカメラの映像や、設備に取り付

けている各種センサー(電流センサー、振動センサー等)のデータが対象となる。また、レベル 2

は、レベル１のカメラ映像や各種センサーから抽出されるイベントのデータや、設備自体が持つ

生産、品質、アラーム等の稼動実績に関するデータが対象となる。レベル 3では、生産指示、生

産進捗、設備レシピ等の製造実行システム(MES)で扱うデータ等が対象となる。 

 

 
出典: NPO 法人ものづくり APS 推進機構「製造オペレーションマネジメト～ISA-95 が製造業を変える！～」を元に作成 

図 4-3: 生産におけるデータプロファイルの対象領域 
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4.1.4 データプロファイル設計にて考慮する国際標準規格 

前述(4.1.2)のデータプロファイル設計に折り込む基本要件[1]～[4]と、前述(3.2.1)にて選定し

た国際標準規格との関係を以下に整理した(図 4-4)。 

「[1]業務の持つデータを入出力で整理」に関しては、PSLX等で謳われている業務指向的モ

デリングの考え方を参照するだけでなく、入出力データ設計において PSLXの業務オブジェクト

や IVIプラットフォームのオブジェクトモデルを参照する。CMSDはシミュレーションツール間の標

準データ構造を定義したものであり、業務における入出力データ構造定義で参考となる。 

「[2]業務の持つデータを 4Mで整理」に関しては、IDEF0の業務モデリング手法を参照する。

具体的には、階層化する業務の表現方法や、業務に入出力するデータを、入力(Input)、コント

ロール(Control)、出力(Output)、機構(Mechanism)という 3入力 1出力で整理する手法をプロフ

ァイル設計に取り入れる。この 3入力 1出力は、Man、Machine、Material、Methodの 4Mそのも

のである。Man及びMachineが機構、Materialが入力、Methodがコントロールに対応付く。即ち、

IDEF0に準拠した業務モデリングを用いることで 4M情報として漏れのないデータプロファイル

構造の作成が可能となる。 

「[3]柔軟性/拡張性を付与したデータ構造」に関しては、実装面のデータ構造設計の際に、

XML、eCl@ssの内容を参照する。具体的には、メタデータが付与できるデータ構造、将来的な

データ種の増大に対して柔軟に拡張できるデータ構造、写し取ったデータ同士が共有空間上

で柔軟につなげられるデータ構造の検討で参考にする。更に、実際のシステム実装時には、

OPC UAや Automation ML との連携も考え、その仕様と親和性の高いデータ形式を選定する。 

「[4]セキュリティ機能の付与」に関しては、3.2.1項で挙げた XML暗号及び XML署名に関す

る国際標準規格であるW3Cに準拠し、データプロファイルにセキュリティ機能を実装する。 

 

 

図 4-4: 基本要件[1]～[4]と選定した国際標準規格との関係  
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4.2 データプロファイル設計 

本節では、前節(4.1)のデータプロファイル設計コンセプトに従い、実際にデータプロファイル

の設計を行う。以下で、そのデータ構造の内容及び適用事例を説明する。 

4.2.1 データプロファイル基本構造 

本項では、データプロファイル設計コンセプトに従ったデータプロファイルの基本構造を示す。

基本コンセプト及びPSLX、IVI、IDEF0の考え方に準拠し、業務に入出力するデータを基点にし

た構造設計となっている。 

以下のように、業務の持つデータをインプットとアウトプットで大きく分けるデータ構造とする

(図 4-5)。インプットデータは、指示系データとプロセス系データに分かれる。指示系データとは、

生産指示、作業指示等の生産現場の各種業務で扱われる指示データである。また、プロセス系

データとは作業方法、設備レシピ等の生産現場の各種業務に適用されるレシピ、手順、ルール、

規格、制約条件等のデータである。同様に、アウトプットデータも指示系とプロセス系に分かれる。

そして、インプットデータ(指示、プロセス)と、アウトプットデータ(指示、プロセス)は対応付く関係

にある。更に、IDEF0の考え方に則り、Man、Machine、Materialデータが指示系データへ、

Methodのデータがプロセス系データに組み込まれる。それを、構造化したものが以下のデータ

プロファイル基本構造となる(図 4-5)。 

 

 

図 4-5: 基本コンセプトに基づいたデータプロファイル構造化  
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以下に、データプロファイル基本構造(3階層)を示している(図 4-6)。 

第 1階層はヘッダーとボディーであり、ボディーの中はディレクションとトランザクションで構成

される。ディレクションはインプットデータを扱うエリア、トランザクションはアウトプットデータを扱う

エリアである。第 2階層はオーダーとプロセスに分かれ、オーダーが指示系データを扱うエリア、

プロセスがプロセス系データを扱うエリアである。そして、第 3階層は、何を(What)、誰が(Who)、

どこで(Where)、いつ(When)、どのように(How)を表わすデータを扱うエリアであり、その具体的な

データ内容は、①～⑩となる(図 4-6)。 

この 3階層構造が、「企業や組織の枠を超えたデータ共有・活用を可能とする汎用的なプロ

ファイル」であり、生産現場の様々なデータを網羅的に扱える構造となっている。 

 

 

図 4-6: データプロファイル基本構造(3階層) 
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①～④のデータ群は、その業務を遂行する上で必要となるインプットデータであり、⑤～⑩の

データ群は、その業務を遂行した結果、得られるアウトプットデータとなる。以下に、その①～⑩

について具体的な内容を説明する。 

①は指示内容を表わすデータである。何を、どこで、誰が、どれだけ、いつまでにという指示

を表わすデータを扱う。指示は、作業指示、搬送指示等、業務によって様々である。例えば、製

品品目 Xを、設備号機 Nにて、作業者 H さんが、数量 10個、10:00に生産開始し、11:00まで

生産完了させるという生産指示情報等が扱われる。 

②は対象(処理前)であり、①の指示内容に対して実際に業務に投入される「物理的な対象」

を表わすデータである。例えば、業務に投入される材料等が対象であり、その材料を一意にす

る固有 IDを設定する。業務によっては、処理対象がデータ群になるケースもある。なお、固有

ID とは個々の対象を識別する一意の ID である。 

③は資源(処理前)であり、①の指示内容に対して実際に業務で使われる「物理的な資源」を

表わすデータである。例えば、業務に使用する設備及び治工具、業務に従事する作業者等が

対象となり、データとしてはその固有 ID が設定される。 

④はレシピ、手順、ルール、規格、制約条件のHowに相当するデータである。例えば、レシピ、

設備の制御パラメータ、品質上の管理限界値、作業ルールや手順等のデータを扱う。また、関

連するマニュアル等へのリンク先アドレスも扱う。 

⑤は指示結果を表わすデータである。指示に対して、何を、どこで、誰が、どれだけ、いつ実

行したかの結果データ(実績データ)を扱う。結果データは、作業結果、搬送結果等、業務によっ

て様々である。 

⑥は対象(処理後)であり、実際に業務から出力された「物理的な対象」を表わすデータである。

例えば、製品や加工後の部品等が対象となり、データとしてはその固有 IDを設定する。業務に

よっては、出力対象がデータ群になるケースもある。 

⑦は資源(処理後)であり、実際に業務で使われた「物理的な資源及び資源の変化量」を表わ

すデータである。例えば、業務に使用された設備及び治工具の固有 ID と劣化等の変化情報、

或いは業務に従事した作業者に付く固有 ID と作業習熟度 UP等のスキル変化情報である。 

⑧はレシピ、手順、ルール、規格、制約条件を適用した結果のデータである。例えば、実際

に業務に適用したレシピ、設備の制御パラメータ、品質上の管理限界値、作業ルールや手順等

のデータを扱う。更に、業務の中で実測したデータ、及びその実測値が規格等の閾値内に収ま

っていたかの判定結果データ等も扱う。 

⑨⑩は関連情報であり、⑨環境データと⑩アラームデータで構成される。環境データは、業

務を取り巻くデータであり、工場内の温湿度データ、映像データ、設備の電流値等の時系列デ

ータを扱う。これらはオーダーやプロセスでは扱わないデータであり、容量の大きなデータとなる。

従って、その実体データそのものは XMLに組み込まれるわけではなく、実体データへのリンク

先を XML内で指定する形となる。⑩はアラームデータであり、設備、品質、作業等に関する
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様々なアラームを扱うエリアである。 

次に、基本構造の①～⑩のデータが、業務の入出力において、どのような関係性を持ってい

るかを以下のモデル図で示している(図 4-7)。大きくは、ディレクションのオーダーは、トランザク

ションのオーダー結果に対応付いており、またディレクションのプロセスは、トランザクションのプ

ロセス結果に対応付いている。以下に①～⑩間の対応関係を示す。 

・ 指示内容①は、指示結果⑤と対応付いている。 

・ 対象(処理前)②は、対象(処理後)⑥と対応付いている。ただ、必ずしも 1対 1の関係と

いうわけではなく、N個の対象(②)が、業務実行後に 1個の対象(⑥)になるケースもあ

れば、逆に 1個の対象(②)が N個の対象(⑥)になるケースもある。 

・ 資源(処理前)③は、資源(処理後)⑦と対応付く。なお、対象(②)、対象(⑥)が資源に相

当するケースでは、業務実行後の②⑥の変化量情報は⑦に入ってくる。 

・ 「レシピ/手順/ルール/規格/制約条件④」は、「レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

の適用結果/その他結果⑧」と対応付いている。 

・ 環境データ⑨は、前述の通り、オーダー結果、プロセス結果では扱わないデータを扱

うが、プロセス結果のデータ項目と紐付いた形になるケースがある。例えば、時系列デ

ータ実体へのリンク先は環境データ⑨で扱い、その時系列データを計算して求めた平

均値、最大/最小値等の代表データは、「レシピ/手順/ルール/規格/制約条件の適

用結果/その他結果⑧」で扱う等である。 

・ アラームデータ⑩もオーダー結果、プロセス結果では扱わないデータである。 

なお、このモデル図に関する説明は、後述(4.3.3)の業務モデリングの項でも行っている。 

 

図 4-7: データプロファイル基本構造とモデル図  
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次に、データプロファイルで扱う入出力データ①～⑩のイメージを掴むために、幾つかの代

表事例を紹介する。事例は、ディスクリート生産、連続系プロセス生産、バッチ系プロセス生産、

搬送系の 4種類を示す。 

 

4.2.2 事例：ディスクリート生産(曲げ加工) 

まず、ディスクリート生産の事例として、曲げ加工業務を取り上げる。曲げ加工業務とはベン

ディングマシンで金属部品を曲げ、曲げた加工部品の品質確認(寸法精度確認)までを行う一連

の業務を想定する。業務内容を以下に時系列で示す。 

 

(a) 曲げ作業に対して作業指示が与えられる(何を、誰が、どこで、いつ、どれだけ作業するか

の指示情報)。 

(b) 作業者がベンディングマシンに部品をセットする。作業者には固有 ID が付いている。セット

した部品にも固有 ID が付いている。 

(c) 曲げ加工を行うのはベンディングマシンである。そのベンディングマシンにも固有 IDが付い

ている。加工条件としてベンディングマシン用設備レシピデータがある。 

(d) 曲げ加工後部品の品質確認を行うのは作業者である。曲げた後の品質確認には工具（例：

ノギス等）を使用する。その工具には固有 ID が付いている。品質確認には確認項目と判定

条件(閾値)のデータがある。 

(e) 曲げ加工後の部品には固有 ID が付いている(※加工前の固有 ID と同一)。 

(f) 曲げ作業現場はカメラで撮影されており、映像データが存在する。 

(g) ベンディングマシンには電流センサーが付いており電流値時系列データが存在する。 

(h) ベンディングマシンにはアラーム発報機能があり、マシンアラームデータが存在する。 

 

上記の業務内容をモデル図の①～⑩に当てはめると以下になる。 

 

 曲げ作業指示(何を、誰が、どこで、いつ、どれだけ作業するかの指示情報)。 ①

 曲げ加工前の部品の固有 ID。 ②

 使用するベンディングマシン及び工具の固有 ID。作業に従事する作業者の固有 ID。 ③

 ベンディングマシン用設備レシピデータ。品質確認項目と判定条件(閾値)データ。 ④

 ①に対する作業結果(何を、誰が、どこで、いつ、どれだけ作業したかの実績情報)。 ⑤

 曲げ加工後の部品の固有 ID。 ⑥
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 実際に使用されたベンディングマシン及び工具の固有 ID とマシン劣化情報。また、作⑦

業に従事した作業者の固有 ID と作業習熟度 UP情報。在庫から消費された加工前部

品の固有 ID及び消費量。在庫が増えた加工後部品の固有 ID 及び増量数情報。 

 実際の曲げ加工に適用したベンディングマシン用設備レシピデータ。品質確認した際⑧

の実測データ及び判定結果(OK/NG等)。ベンディングマシンの電流値の平均値、ピ

ーク値(⑨の時系列データの統計データ)。 

 ベンディングマシンの電流値時系列データへのリンク先アドレス。作業現場の映像デ⑨

ータへのリンク先アドレス。 

 ベンディングマシンのアラームデータ。 ⑩

 

また、入出力データ①～⑩と、その関係性は以下のモデル図で示している(図 4-8)。 

 

 

図 4-8: ＜モデル図事例＞ディスクリート生産(曲げ加工)  

関連情報

曲げ加工
ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後) 

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

・○時○分までに部品1つ曲げる

・加工前部品(部品固有ID)

・ベンディングマシン(マシン固有ID)
・工具(工具固有ID)
・作業者(作業者固有ID)

・ベンディングマシン用設備レシピ
・角度/寸法値 ※例:10mm
・角度/寸法の許容差(閾値) ※例:±1mm

・○時○分○秒に部品1つ曲げ完了

・ベンディングマシン劣化(マシン固有ID)
・工具劣化(工具固有ID)
・作業者習熟度UP(作業者固有ID)
・加工前部品在庫減(部品固有ID)
・加工後部品在庫増(加工後部品固有ID)

・実際に使用した設備レシピ
・角度/寸法実測値 ※例:10.5mm
・閾値内かどうかの判定結果 ※例:OK

・ベンディングマシン電流値(波形)
・作業動画像

・加工後部品(部品固有ID)

⑩アラームデータ
・ベンディングマシンアラーム

＜業務：曲げ加工＞
業務アクティビティ
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4.2.3 事例：連続系プロセス生産(浄水監視) 

連続系プロセス生産の事例として、水道の浄水監視業務を取り上げる。浄水監視業務とは幾

つかの監視対象を一定周期で監視する業務と想定する。業務内容を以下に時系列で示す。 

 

(a) 監視対象は受水量、送水量、池残増減である。監視対象には固有 ID が付いている。 

(b) 監視業務として永続的な監視を指示される。どの程度の周期で監視を行うかの監視方式は

監視レシピに従う。 

(c) 受水量、送水量の監視(計測)にはセンサーが使われる。そのセンサーには固有 ID が付い

ている。池残増減の監視(計測)は作業者が目視で行う。その作業者にも固有 ID が付いて

いる。計測時には測定器を使用する。その測定器にも固有 ID が付いている。 

(d) 受水量、送水量、池残増減のデータが計測される。その計測データは判定条件(閾値)に

従い判定される。 

(e) 受水量、送水量、池残増減量の時系列測定データが存在する。 

 

上記の業務内容をモデル図の①～⑩に当てはめると以下になる。 

 

 周期的な監視指示。 ①

 監視対象項目となる受水量、送水量、池残増減のそれぞれの固有 ID。 ②

 受水量及び送水量の監視用センサーの固有 ID。池残増減の計測作業に従事する作③

業者の固有 ID。作業者が使用する測定器の固有 ID。 

 監視レシピ(受水量、送水量、池残増減それぞれの監視周期)。 ④

 監視指示及び監視レシピに従い、実際に監視を実行した結果(監視実行日時)。 ⑤

 監視を実行した対象項目として、受水量、送水量、池残増減、それぞれの固有 ID。 ⑥

 実際の監視に使用した受水量、送水量の監視用センサー固有 ID 及びセンサー劣化⑦

情報。池残増減の計測作業に従事した作業者固有 ID及び作業習熟度 UP情報。作

業者が使用した測定器固有 ID 及び機器劣化情報。 

 実際の監視に適用した監視レシピ情報(実際に適用された監視周期)。監視実績周期⑧

(前回監視実行日と今回監視実行日の差) 、受水量／送水量／池残増減の計測値、

判定結果。 

 受水量時系列データ、送水量時系列データ、池残増減量時系列データのそれぞれへ⑨

のリンク先アドレス。 

 センサーが発するアラームデータ。 ⑩
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また、入出力データ①～⑩と、その関係性は以下のモデル図で示している(図 4-9)。 

 

 

図 4-9: ＜モデル図事例＞連続系プロセス生産(浄水監視業務)  

関連情報

浄水監視

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

・監視対象1:受水量(項目固有ID)
・監視対象2:送水量(項目固有ID)
・監視対象3:池残増減量(項目固有ID)

・受水量計測センサー(センサー固有ID)

・送水量計測センサー(センサー固有ID)

・池残量測定担当作業員(作業員固有ID)

・池残量測定器(測定機器固有ID)

・監視実行結果(実行時刻)

・受水量/送水量/池残増減の時系列データ

・周期的な監視指示

業務アクティビティ

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

・監視対象1:受水量(項目固有ID)
・監視対象2:送水量(項目固有ID)
・監視対象3:池残増減量(項目固有ID)

・受水量計測センサー劣化(センサー固有ID)

・送水計測センサー劣化(センサー固有ID)

・作業員測定スキルUP(作業員固有ID)

・池残量測定器劣化(測定器固有ID)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件
・受水量監視周期:1時間
・送水量監視周期:1時間
・池残増減量監視周期:1時間

・受水量監視実績周期:1時間
・送水量監視実績周期:1時間
・池残増減量監視実績周期:2時間
・受水量/送水量/池残増減の計測値、判定結果

＜業務：浄水監視＞

・センサー故障時のアラーム
⑩アラームデータ
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4.2.4 事例：バッチ系プロセス生産(ゴム練り) 

バッチ系プロセス生産の事例として、ゴム練り業務を取り上げる。ゴム練り業務とは、使用する

複数の材料を計量した後、それをゴム練り装置へ投入し練ることで練りゴムを製造する業務と想

定する。業務内容を以下に時系列で示す。 

 

(a) ゴム練りの生産指示(何を、誰が、どこで、いつ、何バッチ生産するかの指示情報)。 

(b) ゴム練り装置に投入される材料は天然ゴム、合成ゴム、薬品等である。各材料には固有 ID

が付いている。ゴム練り装置投入前に各材料は計量される。計量レシピに従い計量され計

量値が許容内であるかの判定が行われる。その結果データは計量結果として計上される。

計量中にアラームが発生した時にはアラームが発報される。 

(c) 計量判定 OK となった材料はゴム練り装置に投入され、練りレシピに従い練られる。その結

果データは練り結果として計上される。ゴム練り装置には固有 IDが付いている。練り中にア

ラームが発生した時にはアラームが発報される。 

(d) 練り終わった練りゴムはゴム練り装置から排出され、シート状になりパレットに積み込まれる。

積み込まれたパレットには固有 ID が付いている。 

(e) 練り業務中、作業者はゴム練り装置の操作等のオペレーションを行う。 

(f) ゴム練り装置がゴムを練っている間の温度及び電力の時系列データが存在する。 

(g) ゴム練り装置がゴムを練っている間の設備動作ログ時系列データが存在する。 

 

上記の業務内容をモデル図の①～⑩に当てはめると以下になる。 

 

 ゴム練りの生産指示(何を、誰が、どこで、いつ、何バッチ生産するかの指示情報)。 ①

 ゴム練り装置に投入される材料(天然ゴム、合成ゴム、カーボン、薬品等)の固有 ID。 ②

 材料を練るゴム練り装置の固有 ID。ゴム練り装置の操作等を行う作業者の固有 ID。 ③

 計量レシピ及び練りレシピ。 ④

 ゴム練りの生産実績(何を、誰が、どこで、いつ、何バッチ生産したかの実績情報)。 ⑤

 練りゴムを積み込んだパレットの固有 ID。 ⑥

 ゴム練り装置の固有 ID 及び劣化情報。作業者固有 ID及び習熟度 UP情報。天然ゴ⑦

ム、合成ゴム、カーボン、薬品それぞれの固有 ID及び在庫が減った量の情報。練りゴ

ムのパレット固有 ID 及び練りゴム在庫が増えた量の情報。 

 実際にゴム練りに適用した計量レシピ及び練りレシピ。計量結果及び練り結果。 ⑧
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 ゴム練りしている間の温度/電力時系列データ及び設備動作ログ時系列データへのリ⑨

ンク先アドレス。 

 計量中のアラーム及び練り中のアラームデータ。 ⑩

 

また、入出力データ①～⑩と、その関係性は以下のモデル図で示している(図 4-10)。 

 

 

図 4-10: ＜モデル図事例＞バッチ系プロセス生産(ゴム練り業務)  

関連情報

ゴム練り

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

・○時○分までに1バッチ練る

・天然ゴム/合成ゴム(固有ID)
・薬品(固有ID)

・ゴム練り装置(号機固有ID)
・作業者(作業者固有ID)

・○時○分○秒に1バッチ練り完了

・ゴム練り装置劣化(号機固有ID)
・作業者習熟度UP(作業者固有ID)
・天然ゴム/合成ゴム/薬品在庫減(固有ID)
・練りゴム在庫増(パレット固有ID)

・練り中の温度/電力時系列データ(波形)
・練り設備動作ログ

・練りゴム(パレット固有ID)

⑩アラームデータ
・計量中のアラーム、練り中のアラーム

業務アクティビティ

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

・計量レシピ：投入質量値など
・練りレシピ : 練り時間/温度など

＜業務：ゴム練り＞

・計量結果：計量実測値、判定結果
・練り結果 ：練り時間/温度実測値、判定結果
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4.2.5 事例：搬送系(工程間の材料搬送) 

搬送系の事例として、工程間の材料搬送業務を取り上げる。材料搬送業務とは材料工程で

製造された材料が、次の組立工程に搬送される業務と想定する。業務内容を以下に時系列で

示す。 

 

(a) 材料工程にあるパレット A を、組立工程まで搬送するという搬送指示(何を、誰が、どこから

どこへ、いつ、どれだけ搬送するかの指示情報)。 

(b) パレットAは材料工程の置き場に置かれている。置き場には固有 IDが付いている。パレット

Aにも固有 ID が付いている。 

(c) 搬送者はフォークリフトを使用して、材料工程置き場からパレットAをピックアップする。搬送

者には固有 ID が付いている。フォークリフトにも固有 ID が付いている。 

(d) パレット Aがピックアップされることで、材料工程置き場は空き状態(フリー)になる。 

(e) 搬送者は指示された搬送ルートで運搬を行う。搬送時のフォークリフトの制限速度は

15km/h 以下というルールがある。搬送時のフォークリフト速度は時系列データで存在する。

フォークリフトは故障時にアラームを発報する。 

(f) パレット Aが組立工程の置き場まで搬送されることで、組立工程の置き場が使用中状態に

なる。組立工程置き場にも固有 IDが付けられている。パレットAの在庫ステータスが材料工

程置き場から組立工程置き場へ変更される。 

(g) 現場作業環境の管理のため、構内の気温、湿度の時系列データが存在する。 

 

上記の業務内容をモデル図の①～⑩に当てはめると以下になる。 

 

 材料工程から組立工程への搬送指示(何を、誰が、どこからどこへ、いつ、どれだけ搬①

送するかの指示情報)。 

 パレット Aの固有 ID。 ②

 搬送者の固有 ID。フォークリフトの固有 ID。材料工程置き場の固有 ID。 ③

 搬送ルート。フォークリフトの制限速度ルール。 ④

 搬送実績(何を、誰が、どこからどこへ、いつ、どれだけ搬送したかの実績情報)。 ⑤

 パレット Aの固有 ID。 ⑥

 搬送者の固有 ID 及び搬送熟練度 UP情報。フォークリフトの固有 ID及び劣化情報。⑦

材料工程置き場の固有 ID 及び使用状態情報。組立工程置き場の固有 ID及び使用

状態情報。パレット Aの固有 ID 及び在庫ロケーション情報。 
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 実際に使用した搬送ルート。搬送中のフォークリフトの実績速度ピーク値、制限速度に⑧

違反がなかったかの判定結果。 

 搬送時のフォークリフト速度の時系列データへのリンク先アドレス。構内の気温及び湿⑨

度の時系列データへのリンク先アドレス。 

 フォークリフト故障時のアラームデータ。 ⑩

 

また、入出力データ①～⑩と、その関係性は以下のモデル図で示している(図 4-11)。 

 

 

図 4-11: ＜モデル図事例＞搬送系(材料搬送業務)  

関連情報

材料搬送

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

・材料工程にあるパレットA(パレット固有ID)

・搬送者(搬送者固有ID)
・フォークリフト(車両固有ID)
・材料工程の置き場(置き場固有ID)：使用中

・○時○分にパレットAを組立工程へ搬送完了

・搬送者習熟度UP(搬送者固有ID)
・フォークリフト劣化(車両固有ID)
・材料工程の置き場(置き場固有ID)：フリー
・組立工程の置き場(置き場固有ID)：使用中
・パレットAのﾛｹｰｼｮﾝ:組立工程(パレット固有ID)

・実際に搬送したルート : ルート2
・フォークリフト実績速度(ピーク):15km/h
・速度許容内判定結果:OK

・フォークリフト速度時系列データ
・工場内気温/湿度

・○時○分までにパレットAを組立工程へ搬送

・組立工程置き場にあるパレットA(パレット固有ID)

⑩アラームデータ
・フォークリフト故障

業務アクティビティ

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

＜業務：材料搬送＞

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

・搬送ルート指定 : ルート1
・搬送時のフォークフリフト速度制約

:15km/h以下
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4.2.6 データプロファイル基本構造(XML形式) 

本項では前述(4.2.1)のデータプロファイル基本構造(3階層)を XML形式で記述する。データ

プロファイルを XML形式で記述する利点としては、今後、将来的なデータ種の増減を XMLの

柔軟な構造変化で対応できる点にある。これは、汎用的なデータ構造を作るために必要不可欠

な特性となる。また、既存データとの連携や、各種国際標準規格との親和性を考えて、本事業

におけるデータプロファイル実証では XMLを採用している。 

以下は、データプロファイル基本構造(第 3階層)をXML形式で記述したものである(図 4-12)。

下図の左側のデータプロファイル基本構造では、最上位階層がヘッダー及びボディー層になっ

ているが、右側の XML形式にした場合には、ヘッダー、ディレクション、トランザクションより上位

階層に、Activities階層と Activity階層が配置された構造になっている。Activityは、ヘッダー、

ディレクション、トランザクションを束ねる要素であり、Activities要素は複数の Activityを束ねる

要素になっている(後述 4.3.6参照)。 

次項(4.2.7)以降で XML構造を構成する各要素について説明する。 

 

 

図 4-12: XML形式で表現したデータプロファイル基本構造(第 3階層) 
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④レシピ/手順・・・

⑤指示結果
⑥対象(処理後)
⑦資源変化(処理後)

⑧レシピ/手順・・・
適用結果など

⑨環境データ
⑩アラームデータ
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情報
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ス

ヘッダー

ボ
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ー

セキュリティ方式・条件

タイムスタンプ(業務からデータが出力された日時)

タイムスタンプ(業務にデータが入力された日時)

タイムスタンプ（データ生成日時）

業務データ(業務を特定するIDなど)

⑨ 環境データ

⑩ アラームデータ

オーダ結果タイプID

オーダタイプID

プロセスタイプID

プロセス結果タイプID

① 指示内容

② 対象(処理前) -Material

③ 資源(処理前) -Man/Machine

④ レシピ/手順/ルール/規格/

制約条件 -Method

⑤ 指示結果

⑥ 対象(処理後)

⑦ 資源変化(処理後) 

⑧ レシピ/手順/ルール/規格/

制約条件の適用結果、その他結果

・複数のActivityを束ねるActivities
・ヘッダー/ディレクション/トランザクション

を束ねるActivity
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4.2.7 データプロファイル基本構造(XML形式)要素説明 

データプロファイルの第 1階層は、ヘッダー及びボディー(ディレクション、トランザクション）で

構成されている。この項では、ヘッダー、ディレクション、トランザクションを構成する各要素につ

いて説明する。加えて、ヘッダー及びボディーの各項目に施す暗号化に関する要素と、XMLフ

ァイル自体に施す電子署名に関する要素についても説明する。 

 

(1) ヘッダー 

ヘッダーは、タイムスタンプ及び業務データで構成されている。このヘッダー内の情報のみで

業務が一意に特定できる。ヘッダーの各要素を下表(表 4-1)に示す。 

この要素の中には、業務 IDという要素があり、特に重要な役割を果たす。業務 IDとは業務を

一意に特定するデータであり、「業務の種類及び業務の親子・兄弟関係」を表わす情報を含ん

でいる。具体的には業務 IDは XXX_yyyymmddhhnnssfffで表現される。XXXは任意の文字列と

なる。仮に XXXを「意味無し文字列」として、その意味を外部マスターで管理しても良い。或い

は、「意味あり文字列」として XXX自体に「業務の種類及び親子・兄弟関係」の意味を埋め込ん

で使用しても良い。どちらを採用するかは実装において任意である。「意味あり文字列」を採用

する場合には、IDEF0のノード番号のルールが参考になる。 

また、XXXに付与する yyyymmddhhnnssfffも重要な役割を持つ。同じ業務のデータ群を一つ

に紐付けるためのキー情報となる。内容は年月日時分秒ミリ秒である。例えば、同じ業務遂行下

で、ディレクションとトランザクションデータが別々に生成された場合に、後からデータを紐付ける

際に使用する情報となる。例えば、業務遂行の中で、最初のデータ群を生成したタイミングで採

番された yyyymmddhhnnssfffを、次のデータ群の生成処理に渡していくことで、業務遂行の一連

のデータに同じ業務 ID を割り付けることができる。ただ、業務 ID の具体的な実装方法はここで

は規定しておらず任意としている。 

 

表 4-1: ヘッダー 

No. 項目名 タグ名 タグ説明 
要素出

現回数 
データ型 

1 ヘッダー Header データプロファイルのヘッダー部 1 
HeaderType

型 

2 

 

タイムスタンプ Time データ生成日時 1 
yyyy/mm/dd 

hh:nn:ss.fff 

3 業務データ - 業務を特定するデータ群 - - 

4 

  

業務 ID ActivityID 
業務を特定する ID 

(XXX_yyyymmddhhnnssfff) 
1 String 

5 企業 Enterprise 業務が属する企業 ID 1 String 
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No. 項目名 タグ名 タグ説明 
要素出

現回数 
データ型 

6 拠点 Site 業務が属する拠点 ID ０又は 1 String 

7 作業区 Area 業務が属する作業区 ID ０又は 1 String 

8 
ワークセンタ

ー 
WorkCenter 業務が属するワークセンターID ０又は 1 String 

9 ワークユニット WorkUnit 業務が属するワークユニット ID ０又は 1 String 

 

一方、Enterprise(企業)、Site(拠点)、Area(作業区)、WorkCenter(ワークセンター)、WorkUnit 

(ワークユニット)要素は、ISA-95の機能階層モデルに準拠した構成となっている。これらは、業

務がどこに属しているかを説明するデータとなる。例えば、「設備 1号機での曲げ加工業務」を

対象とした場合、WorkUnitには設備 1号機の固有 ID、WorkCenter には設備 1号機が属して

いるワークセンターの固有 ID、Areaにはそのワークセンターが属している作業区の固有 ID、Site

にはその作業区が属している拠点の固有 ID、Enterpriseにはその拠点が属している企業の固

有 ID を設定する。また、別の例として、「作業区管理」というような管理系業務を対象とした場合、

Areaには管理対象となる作業区の固有 ID、Siteにはその作業区が属している拠点の固有 ID、

Enterpriseにはその拠点が属している企業の固有 ID を設定し、作業区より下のWorkCenter、

WorkUnitにはデータを設定しない(或いは要素自体が存在しない)。 

 

(2) ディレクション 

ディレクションはボディーを構成する要素の一つである。このディレクションは、タイムスタンプ、

オーダー要素、プロセス要素で構成されている。モデル図(図 4-7)における①～④のデータは、

このディレクションに含まれている。 

オーダー要素にはモデル図の①～③のデータを設定する。この①～③を含むデータ構造は、

オーダータイプ IDで指定される構造が適用される。オーダータイプ ID とは、オーダーライブラリ

から業務に応じて選定される ID である(後述 4.3.4参照)。 

プロセス要素にはモデル図の④のデータを設定する。この④を含むデータ構造はプロセスタ

イプ IDで指定される構造が適用される。プロセスタイプ IDとは、プロセスライブラリから業務に応

じて選定される IDである(後述 4.3.4参照)。 

ディレクションの各要素の説明は下表参照(表 4-2)。 
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表 4-2: ボディーのディレクション 

N

o. 
項目名 タグ名 タグ説明 

要素出

現回数 
データ型 

1 ボディー - データプロファイルのボディー部。 - - 

2 

  

  

  

  

ディレクション(イン

プット) 
Direction 業務に入力されるデータ群。 0 以上 

DirectionTy

pe型 

3 

  

タイムスタンプ Time 業務にデータが入力された日時。 1 
yyyy/mm/d

d hh:nn:ss 

4 オーダー OrderDir 業務に入力される指示データ群。 0 又は 1 
OrderDirTy

pe型 

5 

  

オーダータイ

プ ID 

OrderTypeI

D 
オーダータイプ ID(4.3.4 参照)。 1 

ActivityObje

ctIdType 型 

6 指示内容 OrderObject 

オーダータイプ ID をキーに定義されて

いる指示データ群(4.3.4 参照) ※モデ

ル図の①のデータ。 

0 又は１ 
OrderObject

Type型 

7 対象(処理前) InputObject 

実際に業務に投入される処理対象を表

わす固有 ID。投入対象が複数ある場合

は複数の InputObjectで表現する。※モ

デル図の②のデータ。 

1 以上 
InputObject

Type型 

8 資源(処理前) 
InputResour

ceObject 

実際に業務に使用される資源を表わす

固有 ID。投入対象が複数ある場合は複

数の InputResourceObject で表現する。

※モデル図の③のデータ。 

0 以上 

InputResour

ceObjectTy

pe型 

9  プロセス ProcessDir 

業務に入力されるプロセスデータ群。複

数のプロセスが入力される場合は、複数

の ProcessDir を使用する。 

0 以上 
ProcessDirT

ype型 

10   
プロセスタイ

プ ID 

ProcessType

ID 
プロセスタイプ ID(4.3.4 参照)。 1 

ActivityObje

ctIdType 型 

11   

レシピ/手順/

ルール/規格

/制約条件  

ProcessObje

ct 

プロセスタイプ ID をキーにして定義され

ているプロセスデータ群(4.3.4 参照) ※

モデル図の④のデータ。 

1 以上 
ProcessObje

ctType 型 

 

(3) トランザクション 

トランザクションはボディーを構成する要素の一つである。このトランザクションは、タイムスタ

ンプ、オーダー要素、プロセス要素、関連情報要素で構成されている。モデル図(図 4-7)の⑤

～⑩のデータは、このトランザクションに含まれている。 
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オーダー要素にはモデル図の⑤～⑦のデータを設定する。この⑤～⑦を含むデータ構造は

オーダー結果タイプ IDで指定される構造が適用される。オーダー結果タイプ ID とは、オーダー

結果ライブラリから業務に応じて選定される IDである(後述 4.3.4参照)。 

プロセス要素にはモデル図の⑧のデータを設定する。この⑧を含むデータ構造はプロセス結

果タイプ ID で指定される構造が適用される。プロセス結果タイプ ID とは、プロセス結果ライブラ

リから業務に応じて選定される IDである(後述 4.3.4参照)。 

関連情報要素にはモデル図の⑨⑩のデータを設定する。この⑨⑩を含むデータ構造は業務

によらないデータ構造であり、標準構造を引用する形となる。 

トランザクションの各要素の説明は下表参照(表 4-3)。 

 

表 4-3: ボディーのトランザクション 

N

o. 
項目名 タグ名 タグ説明 

要素出

現回数 
データ型 

1 

  

  

  

トランザクション(アウ

トプット) 
Transaction 業務から出力されたデータ群。 0 以上 

Transaction

Type型 

2 

  

タイムスタンプ Time 業務からデータが出力された日時。 1 
yyyy/mm/d

d hh:nn:ss 

3 オーダー OrderTran 
業務から出力された指示結果データ

群。 
0 以上 

OrderTranT

ype型 

4 

  

オーダー結果

タイプ ID 

OrderResult

TypeID 
オーダー結果タイプ ID(4.3.4 参照)。 1 

ActivityObj

ectIdType

型 

5 指示結果  
OrderResult

Object 

オーダー結果タイプ IDをキーに定義さ

れている指示結果のデータ群(4.3.4 参

照) ※モデル図の⑤のデータ。 

0 又は 1 

OrderResult

ObjectType

型 

6 対象(処理後) 
OutputObje

ct 

実際に業務から出力された対象の固有

ID等。出力対象が複数ある場合は複数

の OutputObject で表現する。※モデル

図の⑥のデータ。 

1 以上 
OutputObje

ctType型 

7 資源(処理後) 
OutputReso

urceObject 

実際に業務で使用/消費された資源(設

備/人等)を表わす固有 ID等。使用/消

費対象が複数ある場合は複数の

OutputResourceObject で表現する。※

モデル図の⑦のデータ。 

1 以上 

OutputReso

urceObjectT

ype型 

8 プロセス ProcessTran 
業務から出力されたプロセス結果データ

群。 
0 以上 

ProcessTran

Type型 

9  
プロセス結果

タイプ ID 

ProcessResu

ltTypeID 

使用するプロセス結果タイプ ID 

(4.3.4 参照)。 
1 

ActivityObj

ectIdType

型 
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N

o. 
項目名 タグ名 タグ説明 

要素出

現回数 
データ型 

10 

 

 

レシピ/手順/

ルール/規格/

制約条件の適

用結果、その

他結果 

ProcessResu

ltObject 

プロセス結果タイプ IDをキーにして定義

されているプロセス適用結果のデータ

群。※モデル図の⑧のデータ 

1 以上 

ProcessResu

ltObjectTyp

e型 

11 

 

 

関連情報 RelatedInfo 

オーダーやプロセスでは扱わない業務

周辺のデータであり、現場映像データ

や電流値時系列データ等のデータ量の

大きなデータとアラームデータを扱う。 

0 又は１ 
RelatedInfo

Type型 

12 

 

環境データ Surrounding 

現場映像データや電流値時系列データ

等のデータ量の大きなデータ群へのリン

ク先アドレス等。複数種の環境データを

扱う場合は、Surrounding を複数使用す

る。※モデル図の⑨のデータ 

0 以上 
Surrounding

Type型 

13 
アラームデー

タ 
Alarm 

業務遂行中に発生したアラームデータ

(ID、時刻、場所等) 。複数のアラームを

扱う場合は、Alarmを複数使用する。※

モデル図の⑩のデータ 

0 以上 
AlarmType

型 

 

(4) セキュリティ 

(a) 暗号化 

本事業におけるデータプロファイルでは XML形式を採用しているため、暗号化機能は、

W3C勧告の XML暗号(XML Encryption Syntax and Processing)を使用している。XML暗号で

用いる要素を下表で説明している(表 4-4)。ヘッダー、ディレクション、トランザクション内のあら

ゆる階層の要素に対しても暗号化を施すことが可能であり、更に複数の要素をまとめて暗号化

することでデータ構造をも秘匿化可能である。最下層のデータ項目レベルから、業務全体(ヘッ

ダー、ディレクション、トランザクション)レベルまで暗号化が可能である。なお、XMLに記述され

る EncryptedData タグは暗号化箇所毎に複数出現する。 

 

表 4-4: XML暗号で用いられる要素 

No. 項目名 タグ名 タグ説明 
要素出

現回数 
データ型 

1 暗号データ EncryptedData 

暗号化されたデータや、復号に必要

な情報(暗号方式、鍵情報)等のデー

タ群。詳細については W3C 勧告の

XML 暗号(XML Encryption Syntax 

and Processing)を参照。 

0 以上 
EncryptedData

型 
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(b) 電子署名 

本事業におけるデータプロファイルでは、XML形式を採用しているため、電子署名機能は、

W3C勧告の XML署名(XML Signature Syntax and Processing)を使用している。XML署名で用

いる要素を下表で説明している(表 4-5)。XML署名は、XMLファイル自体に施すため、業務を

表わす Activity 要素と同階層に出現する。 

 

表 4-5: XML署名で用いられる要素 

No. 項目名 タグ名 タグ説明 
要素出

現回数 
データ型 

1 電子署名 Signature 

署名値や、署名の検証に必要な情報

(署名アルゴリズムや鍵情報)等のデー

タ群。詳細については W3C 勧告の

XML 署名(XML Signature Syntax and 

Processing)を参照。 

1 Signature 型 
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4.2.8 参考：XML 形式と JSON形式 

本事業におけるデータプロファイルは XML形式で記述しているが、JSON形式でも記述可能

である。XML形式と JSON形式での記述比較を以下に示している(図 4-13)。XMLではタグ毎

に開始タグと終了タグが必要になるが、JSONはその代わりに括弧を使用するため、テキスト文

字数が減り、データ量を抑制できる。その結果として、ネットワークトラフィック軽減及びデータ構

文解析処理速度の高速化が期待できる。今後、JSON形式のデータプロファイルについても、ネ

ットワークトラフィック及び構文解析処理速度の評価が必要と考える。 

 

 

図 4-13: XML形式と JSON形式 

{
"Activities": {

"Activity": {
"Header": {

"Time": {
},
"ActivityID": {
},
"Enterprise": {
},
"Site": {
},
"Area": {
},
"WorkCenter": {
},
“WorkUnit": {
}

},
"Direction": {

"Time": {
},
"OrderDir": {
"OrderTypeID": {
},
"OrderObject": {
},
"InputObject": {
},
"InputResourceObject": {
}

},
"ProcessDir": {
"ProcessTypeID": {
},
"ProcessObject": {
}

}
},
"Transaction": {

"Time": {
},
"OrderTran": {
"OrderResultTypeID": {
},
"OrderResultObject": {
},
"OutputObject": {
},
"OutputResourceObject": {
}

},
"ProcessTran": {
"ProcessResultTypeID": {
},
"ProcessResultObject": {
}

},
"RelationInfo": {
"Surrounding": {
},
"Alarm": {
}

}
}

}
}

}

Ｘ
Ｍ
Ｌ

Ｊ
Ｓ
Ｏ
Ｎ
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4.3 データプロファイル基本構造を実装するには 

本節では、「4.2データプロファイル設計」で定義したデータプロファイル基本構造を、実際の

現場に実装していくための手順を説明する。 

データプロファイル基本構造は、あくまで企業、組織の枠を超えた共通の汎用的データ構造

として定義したルールであり、実装システムで利用するためには、実際の現場データが設定でき

るレベルのデータ構造へ詳細化していく必要がある。一方、各企業、組織において具体的な現

場運用レベルで業務を考えると、詳細なデータ構造は業務毎に一品一様なものになるイメージ

がある。ただ、業務に入出力されるデータ群は PSLXの業務オブジェクト及び IVI プラットフォー

ムのオブジェクトモデルを参考にして、幾つかのパターンで整理できる。その幾つかのパターン

が、実装向けの詳細のデータ構造(以下:実装データフォーマット)となり、複数のライブラリ群を

構成する。ライブラリになった実装データフォーマットは、流用・改訂のサイクルの中で利用され

ていく。一方、対象の業務に合致する実装データフォーマットがライブラリに存在しない場合に

は、新たにデータ構造及びデータ項目を設計することになる。その場合でもゼロベースで設計

するのではなく、PSLX、IVI、CMSD 等の既存規格及びリファレンスで謳われているデータ構造

を参照することで設計は効率化できる。 

以下、その流れを「データプロファイル実装、運用の流れ」として示す(図 4-14)。 

 

 

図 4-14: データプロファイル実装、運用の流れ 
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4.3.1 データプロファイル基本構造と実装データフォーマット 

本項では、「データプロファイル基本構造」と「実装データフォーマット」の位置づけを図示す

る(図 4-15)。 

データプロファイル基本構造(第 3階層)に対して、実装に必要となる第 4階層以降のデータ

構造を加えた構造が実装データフォーマットである。第 1階層～第 3階層までは汎用的、普遍

的な部分であるが、第 4階層以降の部分は、業務毎にデータ構造が異なってくる部分である。

第 4階層以降の部分に対しては、対象とする業務内容及び入出力データに合致したデータ構

造を、実装データフォーマットライブラリから選択しなければならない。 

次項以降で、実装データフォーマットを決定する手順を示していく。 

 

 

図 4-15: データプロファイル基本構造と実装データフォーマット  
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4.3.2 データプロファイル実装までの流れ 

本項では、データプロファイル実装までの具体的な手順を示す。以下の通り、大きく四つのス

テップに分かれている。ステップの流れは以下となる(図 4-16)。 

 

【ステップ 1】 業務モデリング 

業務モデリングは、対象とする業務を決定し、業務における入出力データを整理した結果、

データプロファイルの第三階層までを決定することが目的である。また、本ステップでは、業

務決定の中で業務の粒度及び業務の階層関係も決定し、ヘッダーにある業務 IDの設定ま

でを行う。 

【ステップ 2】 ライブラリ参照及び新規設計 

ライブラリ参照及び新規設計では、ステップ 1の業務モデリングの結果を踏まえ、第 4階層

以降のデータ構造をライブラリから選定或いは新規設計し、実装データフォーマットを作成

する。 

【ステップ 3】 データマッピング 

データマッピングでは、ステップ 2にて決定した実装データフォーマットのデータ項目一つ

一つに対して、実際の現場データを割り当てていく。 

【ステップ 4】 実装 

ステップ 4では、ステップ 3のデータマッピング結果を踏まえながら、XML生成単位とタイミ

ング仕様を設計し、ソフトウェア等の具体的な実装システムの構築を行う。 

 

4.3.3以降では、各ステップに関する手順と考え方を説明する。 

 

 

図 4-16: データプロファイル実装までの流れ  
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4.3.3 [ステップ 1] 業務モデリング 

本項の業務モデリングの目的は、対象業務とその入出力データを整理することである。モデリ

ングの考え方やモデリング手法は、国際標準規格のモデリング手法「IDEF0」や、製造業情報連

携プラットフォームリファレンスモデル「PSLX」を参考にしている。業務モデリングの中で、業務を

「業務アクティビティ」と呼ぶが、その言葉の定義についても「IDEF0」、「PSLX」に準じている。 

業務モデリングでは、まず対象とする業務アクティビティを決定する、そして業務アクティビテ

ィに対して入出力するデータを決定していく。このモデリングの中で、業務の粒度や業務の階層

関係を整理し、データプロファイルのヘッダーにある業務 ID の設定までを行う。 

まず、対象とする業務アクティビティを決定するアプローチである。日々の生産活動の中で、

QCD等の側面で改善したい現場があるなら、その現状の生産活動がモデリング対象となる。例

えば、曲げ加工工程において、量産前の段取りに時間がかかっているが、そのロス内訳や発生

要因が見えないため、改善策が講じられないケースがあるとする。業務モデリング対象は、まず

「段取り作業」になる。更にロスの内訳も見えるようにするなら、「段取り作業」と親子関係になる

下位層業務の「曲げ作業」、「寸法確認作業」がモデリング対象になる。この例の業務階層構造

のイメージ図は以下となる(図 4-17)。 

業務モデリングでは、最初から曲げ加工工程全体をモデリングする必要はなく、改善効果を

得たいところにターゲットをおいてコンパクトに進めることができる。その後の拡張で、兄弟関係

の別の業務に範囲を広げるケース、更に粒度を落とした下位層業務でモデリングを行うケース、

或いはマクロ的な粒度の上位層業務でモデリングを拡張するケース等、進め方は様々である。 

 

 

図 4-17: 曲げ加工工程によける業務階層構造の例 
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さて、業務階層構造が決まれば、データプロファイルのヘッダーにある業務 IDを設定すること

ができる。業務 ID の役目や設定の考え方は、「4.2.7(1) ヘッダーデータプロファイル基本構造

(XML形式)要素説明」で説明している。 

前述の曲げ加工工程の例では、「段取り作業」が親業務であり、「曲げ作業」、「寸法確認作

業」が子業務になる。このケースでは、業務 IDを「意味あり文字列」として、段取り作業を

A0_yyyyddhhnnssfff、曲げ作業をA0-1_yyyyddhhnnssfff、寸法確認作業をA0-2_yyyyddhhnnssfff

として設定できる。※但し、A0、A0-1、A0-2の採番ルールはあくまで一例である。 

次に、各業務アクティビティに対する入出力データを洗い出す。その際、前述(4.2.1～4.2.5)

の事例を参考にして、①～⑩のデータを洗い出す。具体的には、下図の右側にあるモデル図を

活用し、図内の[1]～[6]を埋めていく(図 4-18)。更に、入力データと出力データの関係性もモ

デル図上で矢印を用いて表わす。なお、同じ項目で複数個のデータを扱うケース、例えば、②

対象が複数の材料を扱う場合では、前述(4.2.7)データプロファイル基本構造(XML形式)要素

説明で定義されている XML要素の出現回数定義に従い、複数個を扱うことができる。 

実際のところ、入出力データは対象業務によって異なるが、このモデル図に当てはめることの

できたデータは、データプロファイルに実装することが可能である。 

 

図 4-18: 業務モデリングで使用するモデル図 

 

以下事例として、子業務である「曲げ作業」、「寸法確認作業」と、親業務である「段取り作業」
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以下に、対象の「段取り作業」、「曲げ作業」、「寸法確認作業」の業務内容を時系列で示す。 

(a) 段取り作業指示が与えられる(何を、誰が、どこで、いつ、どれだけの指示情報)。※段取り

作業とは、NCデータ登録、金型準備、試し曲げと寸法確認の繰り返しによる寸法精度を出

す作業である。 

(b) 上記の段取り作業指示に連動して、試し曲げ作業への作業指示が与えられる(何を、誰が、

どこで、いつ、どれだけの指示情報)。 

(c) 作業者は、ベンディングマシンにNCデータの登録を行い、金型を取り付けた後、加工前部

品をセットする。作業者にも、セットした部品にも固有 ID が付いている。 

(d) 曲げ加工を行うのはベンディングマシンである。そのベンディングマシンにも固有 IDが付い

ている。加工条件としてベンディングマシン用設備レシピデータがある。 

(e) 曲げ加工後部品の寸法確認を行うのは作業者である。曲げた後の寸法確認には工具（例：

ノギス等）を使用する。その工具には固有 ID が付いている。寸法確認には確認項目と判定

条件(閾値)のデータがある。 

(f) 寸法確認の結果、判定条件を満足することで、段取り作業は完了となる。 

(g) 曲げ作業現場はカメラで撮影されており、映像データが存在する。 

(h) ベンディングマシンには電流センサーが付いており電流値時系列データが存在する。 

(i) ベンディングマシンにはアラーム発報機能があり、マシンアラームデータが存在する。 

 

この業務内容に基づき、「段取り業務」、「曲げ業務」、「寸法確認業務」のそれぞれについて

業務アクティビティのモデル図を作成する。なお、「NCデータ登録」、「金型取り付け業務」は今

回の業務モデリングの対象外としている。 

(1) 曲げ業務(子業務) 

上記業務内容の(b)～(d)及び(g)～(i)が曲げ作業に関係する部分になる。モデル図の①～⑩

にデータを割り当てていくと、図 4-19のように整理できる。 

(2) 寸法確認業務(子業務) 

上記業務内容の(e)及び(f)が寸法確認作業に関係する部分になる。モデル図の①～⑩にデ

ータを割り当てていくと、図 4-20のように整理できる。 

(3) 段取り業務(親業務) 

上記業務内容の(a)～(f)が段取り作業に関係する部分になる。モデル図の①～⑩にデータを

割り当てていくと、図 4-21のように整理できる。親業務の段取り業務では、子業務の持つデー

タの集計値や、複数の子業務を俯瞰した全体を表わすデータを扱う形になる。親業務は、その

下位層の子業務が持つデータをサマライズしたデータを扱うことが多い。 
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図 4-19: ＜業務モデリング事例＞曲げ作業(子業務) 

 

 

図 4-20: ＜業務モデリング事例＞寸法確認作業(子業務) 
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図 4-21: ＜業務モデリング事例＞段取り作業(親業務) 

 

なお、業務モデリングでは、現状の業務で扱われているデータを当てはめていくが、データ

の保存場所、データの収集可否、データの電子化有無等は意識せずに実施することで、網羅

的な入出力データの洗い出しが可能となる。ただ、洗い出したデータの中からどのデータを優

先的にデータプロファイルへ実装し、改善に活用していくかは、現場改善ニーズ及び投資制約

等を踏まえて、戦略的に決定していく部分になる。 

一方で、業務モデリングにより、業務の実態が見えてくるメリットもある。例えば、現場作業が

熟練者による暗黙知で行われており、そのデータ自体が活用できる形で出力されていないこと、

或いは入力された材料と出力された製品間で情報のトレーサビリティが不完全であること、或い

は業務で扱われている現状のデータが紙媒体であり電子化されていないこと等の現場の実態

が見えてくる。このように、業務モデリングは、業務実態の把握にも有効であり、データプロファイ

ル構築とは別に、今後の既存現場システムの IT 側面でのエンハンスに役立つ材料になる。 

 

4.3.4 [ステップ 2] ライブラリ参照及び新規設計 

前項のステップ１の業務モデリングにより、業務アクティビティの構成及び各業務アクティビテ

ィの入出力データ内容を確定することができた。本ステップ 2では、業務アクティビティに適した

データ構造「実装データフォーマット」を決めることが目的となる。それに向けては図 4-16で示

す通り、「ライブラリ参照」と「新規設計」の二つの流れがある。それぞれについて説明する。 

関連情報

段取り
作業

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

・○時○分に段取り開始(予定)
・○時○分までに段取り完了(予定)

・段取りロット(ロット固有ID)

・なし(子業務で扱うため) ・なし(子業務で扱うため)

⑩アラームデータ

業務アクティビティ

・○時○分に段取り開始(実績)
・○時○分までに段取り完了(実績)

・段取りロット(ロット固有ID)

・なし(子業務で扱うため) ・なし(子業務で扱うため)

・なし(子業務で扱うため)

・なし(子業務で扱うため)
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(1) ライブラリ参照 

「実装データフォーマット」を決定していく上で、4種類のライブラリを参照し、第 4階層以降の

データ構造を選定していく(図 4-22)。ライブラリには、以下の 4種類が存在する。 

・ ディレクションのオーダー用ライブラリ 1・・・生産指示、作業指示、稼動指示等 

・ ディレクションのプロセス用ライブラリ 2・・・作業方法、設備レシピ等 

・ トランザクションのオーダー結果用ライブラリ 3・・・生産結果、作業結果、稼動結果等 

・ トランザクションのプロセス結果用ライブラリ 4・・・作業履歴、設備レシピ履歴等 

対象とする業務内容に合致したタイプを各ライブラリから選定し、「実装データフォーマット」を

形成する。具体的には、業務モデリングの内容を踏まえて選定することになる。例えば、作業者

による加工業務は、製造業務として捉え、作業指示、作業方法等のタイプを選定する。一方、設

備自動加工業務なら、稼動指示、設備レシピ等のタイプを選定する。 

下図(図 4-22)では、オーダー用ライブラリ1からは「タイプ:稼動指示」を選定、プロセス用ライ

ブラリ 2からは「タイプ:設備レシピ」を選定、オーダー結果用ライブラリ 3からは「タイプ:稼動結果」

を選定、プロセス結果用ライブラリ 4からは「タイプ:設備レシピ履歴」を選定している。なお、選定

する際、基本的にはディレクションとトランザクションのタイプは対にして利用する。例えば、オー

ダー系では「ディレクションの稼動指示」と「トランザクションの稼動結果」を対にして利用し、プロ

セス系では「ディレクションの作業方法」と「トランザクションの作業履歴」を対にして利用する。 

 

 

図 4-22: ライブラリ参照イメージ(ライブラリ単位)  

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層以降

オーダータイプ
D00003/稼動指示

プロセスタイプ
D10002/設備レシピ

オーダー結果タイプ
T00003/稼動結果

プロセス結果タイプ
T10002/設備レシピ履歴

実装データフォーマット
ライブラリ群

実装に必要となる
第4階層以降のデータ構造

ラ
イ
ブ
ラ
リ
単
位
に
参
照

ラ
イ
ブ
ラ
リ
1

ラ
イ
ブ
ラ
リ
2

ラ
イ
ブ
ラ
リ
3

ラ
イ
ブ
ラ
リ
4

タイプID オーダータイプ

D00001 生産指示

D00002 作業指示

D00003 稼動指示

タイプID プロセスタイプ

D10001 作業方法

D10002 設備レシピ

・・・ ・・・

タイプID オーダー結果
タイプ

T00001 生産結果

T00002 作業結果

T00003 稼動指示

タイプID プロセス結果
タイプ

T10001 作業履歴

T10002 設備レシピ履歴

・・・ ・・・
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本事業で作成した四つのライブラリ例を以下に示す(表 4-6～表 4-9)。表は、「タイプ ID」、

「タイプ名」、「データ構造」を示している。「タイプ ID」は、本事業で設定した独自の採番ルール

に基づいて決定した IDであるが、ライブラリ内のタイプを一意に表わすものである。(図 4-23～

図 4-26)。なお、この「タイプ ID」は、今後企業内外でライブラリを共有し活用していく上で、外

部団体等で統一化、標準化される必要がある。「タイプ名」は、PSLX業務オブジェクトを参考に

決定したタイプ名称であり、タイプ IDと 1対 1の関係にある。「データ構造」は構造の種類を示し

ており、本事業では、PSLX 業務オブジェクトを参考にしながら、【1】(作業指示)、【2】(稼動指示)、

【3】(作業方法)、【4】(設備レシピ)、【5】(作業結果)、【6】(稼動結果)、【7】(作業履歴)、【8】(設備レ

シピ履歴)を作成している。例えば、オーダーライブラリ 1には、今回作成した「作業指示」、「稼

動指示」以外にも、「生産指示」や「保全指示」等の他の指示に関するデータ構造も必要となる。

今後、各ライブラリの作成・流用・改訂サイクルの中で、データ構造の種類の拡充や、より現場で

使い易いデータ構造へ改訂されていくと考える。 

 

表 4-6: オーダー用ライブラリ 1 

No. タイプ ID（OrderTypeID） タイプ名 データ構造 

1 D00001 生産指示 - 

2 D00002 作業指示 【1】 

3 D00003 稼動指示 【2】 

4 D00004 段取指示 - 

5 D00005 在庫指示 - 

6 D00006 搬送指示 - 

7 D00007 保全指示 - 

8 D00008 品質検査 - 

9 追加可 ・・・ ・・・ 

 

 

図 4-23: オーダータイプ ID の採番ルール 

 

 

表 4-7: プロセス用ライブラリ 2 

No. タイプ ID(ProcessTypeID） タイプ名 データ構造 

1 D10001 作業方法 【3】 

2 D10002 設備レシピ 【4】 

3 追加可 ・・・ ・・・ 

D 0 0 0 0 1

業務
業種

業界
0:オーダー

D:ディレクション
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図 4-24: プロセスタイプ ID の採番ルール 

 

表 4-8: オーダー結果用ライブラリ 3 

No. タイプ ID(OrderResultTypeID） タイプ名 データ構造 

1 T00001 生産結果 - 

2 T00002 作業結果 【5】 

3 T00003 稼動結果 【6】 

4 T00004 段取結果 - 

5 D00005 在庫結果 - 

6 D00006 搬送結果 - 

7 D00007 保全結果 - 

8 D00008 品質検査結果 - 

9 追加可 ・・・ ・・・ 

 

 

図 4-25: オーダー結果タイプ ID の採番ルール 

 

表 4-9: プロセス結果用ライブラリ 4 

No. 
タイプ ID 

（ProcessResultTypeID） 
タイプ名 データ構造 

1 T10001 作業履歴 【7】 

2 T10002 設備レシピ履歴 【8】 

3 追加可 ・・・ ・・・ 

 

図 4-26: プロセス結果タイプ ID の採番ルール 

 

D 1 0 0 0 1

業務
業種

業界
1:プロセス

D:ディレクション

T 0 0 0 0 1

業務
業種

業界
0:オーダー

T:トランザクション

T 1 0 0 0 1

業務
業種

業界
1:プロセス

T:トランザクション
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次に、各ライブラリに登録されるタイプ別データ構造が、どのようなものかを説明する。本事業

で作成したタイプ別データ構造は付録(10.1)に全て示しているが、ここでは一例として、ライブラ

リ 1に属する「オーダータイプ:稼動指示」のデータ構造について示す(表 4-10)。これは前述の

表 4-6の【2】の構造である。 

「稼動指示」のオーダータイプ IDは D00003である。前述(4.2.7)のデータプロファイル基本構

造で決定している通り、その基本となる構成要素は OrderTypeID、OrderObject、InputObject、

InputResourceObjectである。OrderTypeID は、オーダータイプ IDを扱う要素である。

OrderObjectは、業務モデリングにおける入出力データ①～⑩の中の①指示内容データを扱う

要素であり、InputObjectが②対象(処理前)、InputResourceObjectが③資源(処理前)のデータ

を扱う要素となる。 

OrderObjectのデータ構造は、いつ、だれが、何を、どこで等の指示を表わすデータ群で構

成される。OrderObject内のデータ項目の殆どが固有 IDを持つ。それは、社内で定義された独

自の固有 ID(ID要素)と、社外の外部機関等で定義された統一的な固有 ID(ExternalID要素)の

2種類を設定することが可能である。例えば、OrderObject構造には、Machine という要素がある

が、社内活用向けには No.18号機、外部活用向けには X01_971029 というように別々の固有 ID

が設定できる。なお、外部活用向けとして eCl@ssで管理されている ID、例えば、ベンディングマ

シンを表わす AKK110012 というような設備機種情報等も、ここに設定することが可能である。 

InputObjectには、業務に入力される対象を表わす固有 IDを設定する。これも、社内向け固

有 ID と社外向け固有 IDを持つ。例えば、物理的な材料が入力対象の場合には、その材料に

付くシリアル Noやバーコードデータが ID となる。別の例として、生産指示内容(生産指示固有

ID と生産指示データ群)が入力対象となり、業務実行により作業指示が出力されるようなケース

では、入力対象の「生産指示固有 ID」は「ID」要素で扱われ、「生産指示データ群」は

「InputData」要素で扱われる。 

InputResourceObjectには、業務に使用する資源を表わす固有 IDを設定する。資源には、工

場、設備、人、材料、製品、倉庫など多くの種類があり、ResourceTypeIDで指定する(表 4-11)。

これは「PSLXバージョン 3仕様書パート 3製造業情報連携プラットフォームリファレンスモデル

（後編）」の中で扱われている資源及び資材の項目を幾つか列挙したものである。 

一方、ResourceID には、実際に使用される資源を一意に表わす固有 IDを設定する。例えば、

曲げ加工業務で X設備という資源を使用するケースでは、X設備の固有 IDを ResourceIDに設

定する。なお、OperateTime、UsageCount、Statusには、業務遂行前の資源状態を設定する。 

以上のように、タイプ別データ構造の1例として「稼動指示」に関して説明を行ったが、共通的

な仕様として「固有 ID」が随所に存在していることがわかる。これは前述の「データプロファイル

に折り込む基本要件(4.1.2)」に従っているためである。この固有 ID を利用することで、企業内の

様々なデータと連携できるだけでなく、サプライチェーン上のお客様やサプライヤーのデータと

も連携が可能になる想定である。なお、この「固有 ID」指向は、ライブラリ 1～4及び関連情報の

全てのデータ構造設計において考慮されている事項である。 



 

86 

本事業で使用したライブラリ 1～4及び関連情報のデータ構造に関しては付録(10.1)参照。 

表 4-10: 「オーダータイプ：稼動指示」のデータ構造 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 OrderDir 業務に入力される指示データ群。 0 以上 OrderDirType 

2   OrderTypeID 
オーダータイプ ID。※報告書の表 4-6: オー

ダー用ライブラリ 1 参照。 
1 

ActivityObjectIdT

ype 

3     Id 
報告書の表 4-6 のオーダータイプ ID を設

定。「稼動指示」は D00003。 
1 string 

4     Version 
「稼動指示」のバージョンNoを入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0又は1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

7   OrderObject 

いつ、誰が、何を、どこでの指示を表わすデ

ータ群。業務モデリングの入力データ①に該

当。 

0又は1 OrderObjectType 

8     
MachineWorkOr

der 

設備稼動指示に対して割りついている固有

ID。例えばロット No や生産指令 No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

12     ProductionOrder 

WorkOrder よりも上位の指示に対して割りつ

いている固有 ID。例えばロットNoや生産指令

No 等。 

0又は1 
ProductionOrder

Type 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

16     WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例

えばロット No や生産指令 No 等。 
0又は1 IdType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

20     Machine 
業務が実行される予定の設備を表わす固有

ID。 
0又は1 MachineType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

24     WorkArea 
業務が実行される予定の作業区を表わす固

有 ID。 
0又は1 WorkAreaType 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

27         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

28     ProductItem 
設備稼動の結果、生み出したい対象を表わ

す固有 ID。例えば生産品目 ID等。 
1 ProductItemType 

29       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

30       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

31         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

32     Quantity 予定数量。例えば、生産するべき製品数等。 0又は1 QuantityType 

33       Value 値。 1 long 

34       Unit 量を表わす単位。 1 string 

35     StartTime 開始予定日時。 0又は1 DateTimeType 

36       Value 値。 1 dateTime 

37       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

38     EndTime 終了予定日時。 0又は1 DateTimeType 

39       Value 値。 1 dateTime 

40       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

41     Time 開始予定～終了予定までの時間。 0又は1 TimeType 

42       Value 値。 1 long 

43       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

44     Operator 業務に従事予定の作業者の固有 ID。 0又は1 OperatorType 

45       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

46       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

47         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

48   InputObject 
業務に入力される対象を表わすデータ群。業

務モデリングの入力データ②に該当。 
1 以上 InputObjectType 

49     Id 

業務に入力される対象を表わす固有 ID。例

えば、物理的な材料が入力対象の場合のそ

れに付くシリアル No やバーコードデータ等。 

1 string 

50     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

51       eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

52     InputData 

入力対象が固有 ID以外に、入力データ群を

持っている場合に使用するエリア。例えば、

「生産指示を受けて作業指示を行う」業務に

おける、「生産指示データ群」等。 

0又は1 InputDataType 

53       ItemObject 

入力データ群を構成する個々の各データ項

目を一意にする固有 ID、及びそのデータ値、

単位等。この ItemObject はデータ項目個数

分だけ複数出現する。 

1 以上 ItemObjectType 

54         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で

定義された ID。 
1 string 

55         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

56           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

57         Value 数値。 0又は1 float 

58         Unit 上記数値データの単位。 0又は1 string 

59         
Value_Strin

g 
数値では表わせない文字列データ。 0又は1 string 

60   
InputResourceObje

ct 

業務に入力される資源を表わすデータ群。業

務モデリングの入力データ③に該当。 
0 以上 

InputResourceObj

ectType 

61     ResourceTypeID 
業務に使用する資源の種類を表わす固有

ID。※報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

62       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

63       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

64         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

65     ResourceID 
実際に使用される資源を一意に表わす固有

ID。例えば、設備固有 ID等。 
1 IdType 

66       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

67       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

68         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

69     OperateTime 
実際に使用される前の資源の初期データ（使

用・稼動時間)。 
0又は1 TimeType 

70       Value 値。 1 long 

71       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

72     UsageCount 
実際に使用される前の資源の初期データ（使

用・稼動回数、量等）。 
0又は1 UsageCountType 

73       Value 値。 1 long 

74       Unit 単位。 1 string 

75     Status 
実際に使用される前の資源の初期状態デー

タ。 
0又は1 IdType 

76       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

77       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0又は1 ExternalIDType 

78         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0又は1 string 

 

表 4-11: リソースタイプ ID(ResourceTypeID) 

ID 内容 
R20001 工場 

R20002 作業区 

R20003 設備 

R20004 ワークセンター 

R20005 作業者 

R20006 倉庫 

R20007 製品 

R20008 購買品 

R20009 治工具 

R20010 副資材 

R20011 ユーティリティー 

追加可 ・・・ 
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(2) ライブラリ新規作成 

前述のライブラリ参照に続き、ここではライブラリの新規作成について説明する。 

業務アクティビティに適用するデータ構造は、基本的にライブラリから選択するが、対象の業

務アクティビティに合致したデータ構造がライブラリに存在しない場合には、データ項目及び構

造を新たに設計する必要がある。ただ、その場合でもゼロベースで新規設計するのではなく、

PSLX、IVI、CMSD 等の既存規格及びリファレンスで謳われているデータ構造を参照することで

設計は効率化できる。 

以下にライブラリ新規作成の流れを示す。具体的に PSLXを参照しながら新規設計するケー

スである。本事業で作成したライブラリは前述(表 4-6～表 4-9)で示しているが、例えば、搬送

系の業務アクティビティに合致するライブラリは現状存在していない。ここでは、搬送系の業務ア

クティビティを事例として、新規作成の流れを紹介する。 

まず、業務モデリングにより、以下のようなモデル図が得られていることが前提となる(図 

4-27)。 

 

 

図 4-27: 搬送業務の業務アクティビティモデル図  

関連情報

搬送

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

・材料工程にあるパレットA(パレット固有ID)

・搬送者(搬送者固有ID)
・フォークリフト(車両固有ID)
・材料工程の置き場(置き場固有ID)：使用中

・○時○分にパレットAを組立工程へ搬送完了

・搬送者習熟度UP(搬送者固有ID)
・フォークリフト劣化(車両固有ID)
・材料工程の置き場(置き場固有ID)：フリー
・組立工程の置き場(置き場固有ID)：使用中
・パレットAのﾛｹｰｼｮﾝ:組立工程(パレット固有ID)

・実際に搬送したルート : ルート2
・フォークリフト実績速度(ピーク):15km/h
・速度許容内判定結果:OK

・フォークリフト速度時系列データ
・工場内気温/湿度

・○時○分までにパレットAを組立工程へ搬送

・組立工程置き場にあるパレットA(パレット固有ID)

⑩アラームデータ
・フォークリフト故障

業務アクティビティ

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

・搬送ルート指定 : ルート1
・搬送時のフォークフリフト速度制約

:15km/h以下
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次に、業務モデリングにより、洗い出された入出力データを踏まえて、PSLXを参照する。参

照するのは、PSLXバージョン 3仕様書パート 3であり、搬送関連の業務オブジェクトでは、「搬

送オーダオブジェクト」、「搬送指示オブジェクト」、「搬送経路オブジェクト」が存在する。それは、

以下のように定義されている(図 4-28～図 4-29)。中でも「搬送オーダオブジェクト」と「搬送指

示オブジェクト」は、指示系のデータ項目群であるため、この情報を元にしてディレクションのオ

ーダーライブラリの一つとなる「搬送指示」を作成することができる。 

 

 

出典: NPO法人ものづくり APS 推進機構「PSLX バージョン 3 仕様書パート 3 製造業情報連携プラットフォームリファレンスモデル（後編）」 

図 4-28: PSLX搬送オーダオブジェクト 

 

 

出典: NPO法人ものづくり APS 推進機構「PSLX バージョン 3 仕様書パート 3 製造業情報連携プラットフォームリファレンスモデル（後編）」 

図 4-29: PSLX搬送指示オブジェクト  
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「搬送経路オブジェクト」は、どの経路で搬送するか等の搬送方法(How)のデータ項目を含ん

でおり、この情報を元にしてディレクションのプロセスライブラリの一つとなる「搬送方法」を作成

することができる。 

 

 

出典: NPO法人ものづくり APS 推進機構「PSLX バージョン 3 仕様書パート 3 製造業情報連携プラットフォームリファレンスモデル（後編）」 

図 4-30: PSLX搬送経路オブジェクト 

 

なお、トランザクションのオーダー結果に該当する「搬送結果」や、トランザクションのプロセス

結果に該当する「搬送履歴」の新規設計では、参考となるデータ項目群が PSLXには定義され

ていないため、PSLX以外の IVIプラットフォームのオブジェクトモデル或いはCMSDを参照する。

また、IVI、CMSD にも参考になるモデルが存在しない場合には、ディレクションの「搬送指示」、

「搬送方法」をベースにして、トランザクションの「搬送結果」、「搬送履歴」を作成する方法もある。

例えば、トランザクションのプロセス結果ライブラリに「設備レシピ履歴」があるが、これはディレク

ションのプロセスライブラリの「設備レシピ」を元に作成した一例である。 

なお、トランザクションの関連情報(環境データ及びアラームデータ)のデータ構造については、

業務に依存しないデータ構造と考えており、現状では 1種類のみ用意している(付録 10.1.5)。な

お、本事業で作成した関連情報のデータ構造は、今後流用・改訂のサイクルの中で改訂され変

化していくと考える。 

本項の目的は、ライブラリ参照や新規設計を経て、業務アクティビティに適した「実装データ

フォーマット」を作成することであり、実際に「実装データフォーマット」を作成したサンプルを付

録(10.2)で示している。サンプルの内容は曲げ加工業務に適用する「実装データフォーマット」

であり、オーダー用ライブラリ 1(表 4-6)からは「タイプ:D00003/稼動指示」を選定、プロセス用ラ

イブラリ 2(表 4-7)からは「タイプ:D10002/設備レシピ」を選定、オーダー結果用ライブラリ 3(表 

4-8)からは「タイプ:T00003/稼動結果」を選定、プロセス結果用ライブラリ 4(表 4-9)からは「タイ

プ:T10002/設備レシピ履歴」を選定した例になっている。  
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4.3.5 [ステップ 3] データマッピング 

前項のステップ 2で決定した「実装データフォーマット」に対してデータマッピングを行う。デ

ータマッピングとは、各種既存システム内に存在している実データを、「実装データフォーマット」

の各データ項目に対応付ける作業である。つまり、「実装データフォーマット」のデータ項目一つ

一つに対して、既存データの取得先及び取得方法を決定していくことである。これは、実装にお

ける XML生成ソフトウェアの開発仕様となる。 

データ項目毎の「データ取得先及び取得方法」の決定では、既存システムに該当データが

存在しているのか、電子化されているのか、そのデータ値の意味や計算仕様はどうなっている

のか、意図したタイミングでデータ取得できるのか、更には、そのデータはどのネットワーク上の、

どのサーバーに、どんなデータ形式で存在しているのか等、様々な調査から始まる。 

例えば、ディレクションの生産指示データでは、そのデータはMESから取得する場合もあるし、

Excel等の生産スケジューリングシステムから取得する場合もある、或いは製造設備の PLC メモ

リから取得する場合もあり、様々である。特にディレクションに関係するデータは、MESや ERP等

のリソース管理システムとの情報連携が必須になってくる。 

また、既存データの保存形式については、データベースシステムなら RDB内、Excelならワー

クシートのセル内、PLCならデータレジスタ(メモリ)内というように様々である。そこにアクセスする

通信手段も OPC UAなど様々であり、実際の既存システムに合わせて検討しなければならない。

その際、既存システムの安定稼動を阻害することがないように設計することが重要なポイントに

なる。 

また、「実装データフォーマット」に存在する「固有 ID」へのデータマッピングに関して、例えば、

RFIDやバーコード等の個体毎に物理的な固有 IDが備わっている場合、或いは物理的ではな

いが仮想的な固有 IDが生産システム内部に備わっている場合では、適切なマッピングが行える

が、現場の運用上、システム管理上、固有 Noに相当する個体情報が存在しない場合が課題と

なる。その場合は、個体情報の代わりにロット単位の固有 Noや、注文単位での指図 No等を代

用する形になる。ただ、トレーサビリティ活用では、この固有Noの設定次第で、情報の絞込み精

度が変わってくるため、固有 Noのデータマッピングには十分な検討が必要である。 

以上の通り、「実装データフォーマット」で扱うデータ項目数が多ければ多いほど、このマッピ

ング作業には多くの時間と工数が必要になることが予想できる。これはデータプロファイル普及

の一つの課題であるが、マッピングツールの利便性向上や自動処理の導入により改善できると

考える。また、データマッピングを行う上で、マッピング担当者は、既存システムの仕様だけでな

く、業務内容及び運用等についても関係者から多くの情報を収集しなければならないことも認

識しておく必要がある。 
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4.3.6 [ステップ 4] 実装 

[ステップ 3]データマッピングの次ステップとして、本項では「実装データフォーマット」のシス

テム実装について説明する。データマッピングにて決定した「データ項目毎のデータ取得先及

び取得方法」を踏まえて、実装における「XML生成単位とタイミング仕様」を設計する。この設計

は、データを持つデバイスのメモリ機能の有無や、利用目的から来るリアルタイム性の要求によ

っても異なってくる。ただ、将来的にデータプロファイルがリアルタイム処理にも利用されることを

考えれば、基本的には XML生成はリアルタイムに行うことが望ましい。ただ、リアルタイム性を意

識し過ぎて、データ紐付け情報を不完全なままにして XML生成すると、データの利用価値自体

が損なわれる場合もあるので、「XML生成単位とタイミング仕様」を十分検討する必要がある。 

以下で、XML生成単位とタイミングについてパターン分けして説明する。下図は、業務の階

層構造を表わしている(図 4-31)。A0は親業務であり それを細分化したものが A0-1 と A0-2の

子業務になっており、それぞれが親子関係及び兄弟関係を示している。例えば、親業務が、

「製造業務」なら、子業務は「加工業務」と、「検査業務」になる。各業務の中は、データプロファ

イル基本構造である「HEAD: ヘッダー」、「Dir: ディレクション」、「Tran: トランザクション」、「O: 

オーダー」、「P: プロセス」の情報で構成されていることを示している。XML生成パターンは 5種

類あり、各パターンについて説明していく。 

 

 

図 4-31: 業務の階層構造  

親業務:A0

Dir
O P

Tran
O P

Head

子業務:A0-2

＜親＞

＜子＞

＜兄弟＞

＜子＞

ディレクション トランザクション

ディレクションの
オーダー

トランザクションの
プロセス

ディレクションの
プロセス トランザクション

のオーダー

Dir
O P

Tran
O P

Head

子業務:A0-1

Dir
O P

Tran
O P

Head

ヘッダー
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(1) パターン 1:オーダー/プロセス分割生成 

まず、子業務のA0-1に着目する。A0-1は、「DirのO」(ディレクションのオーダー)、「DirのP」

(ディレクションのプロセス)、「TranのO」(トランザクションのオーダー)、「Tranの P」(トランザクショ

ンのプロセス)の四つのデータ群を扱う。この四つのデータ群が業務に入出力するタイミングを、

「Dirの O」→「Dirの P」→「Tranの P」→「Tranの O」の順と想定する。例えば、A0-1を「加工業

務」に例えると、加工指示が入力→加工方法が入力→加工履歴が出力→加工結果が出力とい

う順でデータが入出力されることになる。データが入出力する都度 XML生成するパターンを以

下に表わす(図 4-32)。これが最も基本的な XML生成パターンである。実際の現場では「Dirの

O」1個に対して、「Dirの P」が N個になる場合がある、例えば複数の機能が統合化された生産

システムでは一つの生産指示に対して、機能毎のレシピデータ N個を扱うケースがあるためで

ある。また、「Dirの O」が 1個に対して、「Tranの O」が N個になる場合もある。例えば、生産指

示はロット単位で N 個の指示に対して、生産実績は 1 個ずつデータを持つ場合等である。なお、

このように複数に分割生成されたXMLは、「Head」(ヘッダー)内の同一業務 IDにより、後で紐付

けが可能である。このパターンの XMLは、「DirのO」、「Dirの P」、「TranのO」、「Tranの P」の

それぞれに対して以下のように生成される(図 4-33)。 

 

 

図 4-32: 【パターン 1】オーダー/プロセス分割生成 

 

 

図 4-33: 【パターン 1】の XML生成イメージ 

Dir
O

Head
Dir
P

Head
Tran

P

Head
Tran

O

Head

t

「DirのO」 「DirのP」

「TranのP」 「TranのO」
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(2) パターン 2: ディレクション/トランザクション分割生成 

本パターン 2では、「Dirの O＋P」(ディレクションのオーダーとプロセス)、「Tranの O＋P」(ト

ランザクションのオーダーとプロセス)というように、ディレクション、トランザクション毎で分割生成

される。「DirのO」と「Dirの P」の間にはデータ入力タイミングに時間差があるので、両方が入力

し終わるまで一時的にデータを保持するメモリが必要となる。同様に「Tranの O」と「Tranの P」

の間にもデータ出力タイミングに時間差があるので、最後の出力までデータを保持する必要が

ある。データ保持のためのメモリが確保できないハードウェアでは、このパターンでの XML生成

は行えない。 

なお、このパターンのXMLは、「DirのO+P」、「Tranの P+ O」のそれぞれに対して以下のよう

に生成される(図 4-35)。 

 

 

図 4-34: 【パターン 2】ディレクション/トランザクション分割生成 

 

 

図 4-35: 【パターン 2】の XML生成イメージ 

 

Dir
O P

Head
Tran

O P

Head

t

「DirのO+P」
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(3) パターン 3: 業務全体一括生成 

本パターン 3では、分割せずに業務の入出力データ全体を一つにまとめて XML生成してい

る。「Dir」(ディレクション)と「Tran」(トランザクション)の間には、データ入出力タイミングに時間差

があるので、最後の出力まで全データを保持する必要がある。パターン 2よりも長い期間のデー

タを保持するメモリが必要となる。 

なお、このパターンの XMLは、以下のように Activityの中に Header、Direction、Transaction

データ全てが内包され、一つの XMLを構成する形になる(図 4-37図 4-39)。 

 

 

図 4-36: 【パターン 3】業務全体一括生成 

 

 

図 4-37: 【パターン 3】の XML生成イメージ 

Tran
O P

Dir
O P

Head

「業務全体(DirとTran)」
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(4) パターン 4: 複数業務一括生成 

業務毎に XMLを生成するならば、前述のパターン 1～パターン 3にいずれかになる。ここで

は、複数業務を扱うパターンを説明する。図 4-31の「業務の階層構造」の中の、子業務A0-1と

A0-2の両方に着目する。例えば、「A0-1:加工業務」及び「A0-2:検査業務」は異なる業務であり、

それぞれの業務に入出力するデータのタイミングも異なるが、それを一つの XML として生成す

るパターンである。「A0-1:加工業務」→「A0-2:検査業務」の順で行われるため、最後のデータと

なる検査業務の「TranのO」が出力されるまで、それ以外の全データはメモリに保持されることに

なる。つまり、パターン 3 よりもより大きなメモリを必要とする。 

なお、複数業務を扱う場合の XMLは、以下のように Activitiesの中に複数の Activityが内包

され、一つの XMLを構成する形になる(図 4-39)。 

 

 

図 4-38: 【パターン 4】複数業務一括生成 

 

 

図 4-39: 【パターン 4】の XML生成イメージ 
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(5) パターン 5: 親業務/子業務一括生成 

前述のパターン 4で複数業務を扱う場合について説明したが、ここでは更に広範囲で複数の

業務をまとめる場合について説明する。図 4-31の「業務の階層構造」の中の、子業務 A0-1及

び A0-2 と、親業務 A0に三つの業務に着目する。前述(4.3.3)の業務モデリングで説明している

通り、親業務を詳細化した業務が子業務であり、親業務が持つデータと子業務が持つデータは

粒度面で異なる。親業務が持つマクロ的なデータと、子業務が持つ詳細データをまとめて、一

つの XML として生成するのがこのパターンとなる。 

なお、このパターンの XMLは、基本的には複数業務を扱うパターン 4 と同じで、Activitiesの

中に、親子の複数の Activityが内包され、一つの XMLを構成する形になる(図 4-41)。 

 

 

図 4-40: 【パターン 5】親業務/子業務一括生成 

 

 

図 4-41: 【パターン 5】の XML生成イメージ 
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対象業務に対して「XML生成単位とタイミング仕様」まで決定できると、実際の実装システム

の開発に着手できる。ソフトウェア開発においては、実装データフォーマット、データマッピング

仕様、XML生成単位及びタイミング仕様に基づき設計開発することになる。具体的には、様々

なデバイス、或いはシステムからデータ収集する機能と、そのデータを実装データフォーマット

にセットする変換機能(セキュリティ機能含む)、そしてXMLをデータ共有空間に送信する機能を

有するソフトウェアの開発となる。なお、このソフトウェアの実装先として、ISA-95機能階層モデ

ルのレベル 2に実装するか、レベル 3に実装するかは、実装上任意である。ただ、データを所持

している、或いはデータを作り出している源流に近いところで、データプロファイルが作り出せる

とデータプロファイル作成に係る全体としての工数を低減できると考える。 

また、以上の設計内容を実装する上で、扱うデータ項目が多いと、XML作成ソフトウェアに対

する開発投資が増大する懸念がある。ただ、最初から実装データフォーマットで定義した全項

目についてデータ収集できなくとも、目的に合わせて最小限のデータのみを収集し、残りのデ

ータはまた別の取組みで追加収集していく段階的な進め方もある。このように、各取組みの中で

データ活用による効果を刈り取りながら、徐々に収集データを増やし、最終的には実装データ

フォーマットの全項目のデータ収集が完了するという進め方は、開発投資制約がある中で現実

的な実装の進め方であると考える。 

 

4.4 今後のデータプロファイルの活用 

前節までで、データプロファイル作成のコンセプトから、実際の作成及び実装に関して説明し

てきたが、本節では、そのデータプロファイルの今後の活用に向けた進め方、データプロファイ

ルの将来形について説明する。 

4.4.1 データプロファイル活用の進め方 

データプロファイルを普及するには、現実社会から写し取ったデータを企業内、企業間で共

有化・活用し、何らかのビジネス効果を生み出すというサイクルを小規模でも多く回し続けること

が重要と考える。 

前述(4.3.3)の業務モデリングでも説明しているが、まずは現場改善の目的に合わせて、対象

を決定し、サイクルをスタートさせる。業務モデリング及び実装を経て、現場データが収集できる

ようになるので、そのデータを活用し、改善効果を上げていく。更に、改善効果を積み増すため

に、更に対象範囲を広げていく。対象範囲の拡大は、別の業務を対象にする場合もあれば、更

に粒度の細かい業務、或いは経営側のマクロ的な粒度の業務等、様々な方向がある。 

このような対象範囲拡大のサイクルを多く速く回すことで、現実社会のデータがサイバー空間

に写し取られていくスピードが加速する。現実社会の実業務に対して、粒度の細かい現場作業

レベルからマクロ的な経営の業務レベルまで広範囲にデータを写し取ることで、サイバー空間

上で現実社会のあらゆる業務の動きが再現できるようになる。対象範囲拡大のサイクルが回り続

け、現実社会の広範囲なデータがサイバー空間上に写し取られたなら、そのデータは、企業内

外で共有・活用されて、様々な高度なサービスを生み出すと考える。対象毎、個人毎へ異なる
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最適な情報やサービスの提供が可能になるかもしれない。例えば、ある人のニーズを表わすプ

ロファイルデータを認識した時、それに関連する企業内外のデータを関連付け、その人が、そ

の時、最高のパフォーマンスを上げるための情報やサービスをコンピュータが自動で推定し提

供できる。最終的には、サイバー空間上のXMLデータに対して、イベント起点でAIが自律的に

かつ高速にデータ巡回し、様々な情報やサービスを自動かつリアルタイムに生成し、利用者へ

提供する世界になると考える。そのためには、XMLの中に埋め込まれている多種多様な「固有

ID」を用いて、大量の XMLデータを高速に紐付けて扱える仕組みや、XMLデータを目的のサ

ービス内容に応じて様々な切り口で自動的に関連付けるアルゴリズムの開発が必要となる。 

 

図 4-42: データプロファイル活用サイクル 

 

4.4.2 データプロファイル実装の将来形 

図 4-43は、データプロファイル実装の将来形に向けた段階的な遷移を示したものである。

従来は、アプリケーション開発では、アプリケーション専用でデータフォーマットを設計し、それ

に合わせてアプリケーション開発を行ってきた。そして、その開発は、各業種、各企業、各組織

で重複して取組む形になっており、開発リソースの非効率な投入実態があった。 

一方で、データプロファイルを適用した世界では、データ共有空間上に放たれた XMLはデ

ータ構造やデータ項目が標準化されているため、各社が共通のアプリケーションを用いてデー

タを利用することができる。しかも、データプロファイルのセキュリティ機能により、公開データと

非公開データを柔軟に制御できるため、組織や企業の枠を超えたデータ利用が加速する。こう

して、従来にない企業間データのやり取りが行われ、新たなビジネスが生まれる構図になる。た

だ、大前提として、データプロファイルの普及があるが、本事業の中でも課題が明らかになって

いる。それは、データプロファイルをどこで誰が作るかという点である。本事業では下図のフェー
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ズ 1のような構成で実証実験を行ったケースでは、データプロファイルを扱う上で変換処理が 2

箇所で必要になっている。1箇所目は、既存データを実装データフォーマットへ変換するところ

である。2箇所目は、XMLデータを、既存アプリケーション専用のデータフォーマットへ再度変

換し直すところである。この変換処理がデータプロファイル普及の妨げになると考えており、これ

を解決する将来形がフェーズ 2 となっている。 

フェーズ 2では、変換処理の課題に対して解決策を 2点示している。1点目は、データプロフ

ァイルへ変換する機能をエッジ側にも実装することである。例えば、設備が行う業務では、設備

が持つ測定実績や制御パラメータデータのプロファイル化を、設備自身が PLC等で行うというも

のである。データを所有或いは生み出している末端のシステム自身が、最初からデータプロファ

イルのデータ構造及びデータの意味を意識して生成するので、変換という過程を排除すること

が可能となる。また、2点目として、アプリケーション側では、アプリケーション自身がデータプロ

ファイルのデータ形式に準拠することである。これにより、アプリケーション専用のデータフォー

マットへの再変換を排除にすることが可能である。将来的にはデータプロファイル準拠のアプリ

ケーションが多く登場することが期待される。 

つまり、データプロファイルを作るところ及びデータプロファイルを使うところの両面の整備を

進める必要がある。データプロファイルを作るところとは、現実社会からデータを写し取る部分、

そしてそれをサイバー空間上で共有化する部分である。データプロファイルを使うところとは、そ

のデータをサイバー空間上で活用し、現実社会にフィードバックするアウトプットを生み出すア

プリケーションのことを指す。前者、後者の両面が並行して整備されるとデータプロファイル活用

のサイクルが加速する。 

 

図 4-43: データプロファイル実装の将来形に向けた段階的な遷移 
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5.  CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルの作成 

本章では、「3.2.2データプロファイルに実装すべきCPS/IoTセキュリティ対策の検討」で整理

した CPS/IoTにおいて考慮すべきセキュリティリスクと、そのリスクに対するセキュリティ対策例の

全体像に基づいて、製造分野における CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルを作成する。 

「2.1.5CPS/IoT におけるセキュリティの必要性」で示したように、CPS/IoTを安全に利用する

ためには、CPS/IoT の導入にあたって検討が必要となる CPS/IoT セキュリティリスクへの対策や、

CPS/IoTセキュリティ問題への対応方法を検討する必要がある。そのため、CPS/IoT導入時の

IoT機器選定基準や運用開始後の運用ルールなどの CPS/IoTセキュリティ問題発生前の事前

対策となる「CPS/IoTセキュリティ対策シナリオ」に加えて、CPS/IoTセキュリティ問題が発生した

場合の対応策となる「CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル」をそれぞれ作成する。 

 

5.1 CPS/IoTにおけるセキュリティ対策の要点 

本節では、CPS/IoTセキュリティ対策シナリオや CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルを検討

するうえで、要点となる CPS/IoTセキュリティ対策について示す。 

「2.1.2CPS/IoTが実現する新しい社会」で示したように、CPS/IoTとは『人・IoT機器・システム

などがお互いにつながり、様々なデータをシェア（やり取り）することで、新たな価値を生み出す

仕組み』である。この CPS/IoTを利用して、業務効率化や生産性向上などの新たな価値を生み

出すためには、人・IoT機器・システムなどのつながるもの同士で、重要なデータをお互いに受

け渡す必要がある。そのためには、以下に示す 2点を確保することが重要となる。 

・ つながるもの同士が正当であること 

・ データの受け渡しが安全に行われること 

インダストリー4.0プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略」においても、以下のよ

うに述べられている。 

・ 効率および生産性の向上という目標を達成するためには、機密性のある生産データ

やプロセスデータをパートナー同士で交換できるようにしなくてはならない。そのため

にはパートナー間の信頼関係が必要であり、さもなくば重要なノウハウ（すなわち企業

の核心をなす資産）を一部なりともシェアすることはできない。 

・ 信頼関係を築くためには、情報やデータの交換が正当なアクセス権を持つパートナー

の間でのみ安全かつ正確に検証可能な形で行われることが前提である。 

出典：（原典）「インダストリー4.0 実現戦略プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告（BITCOM・VDMA・ZVEI による共同プロジェクト）」2015 年 4 月刊行、
（翻訳）「インダストリー4.0 実現戦略（翻訳版）」日本貿易振興機構（ジェトロ）ベルリン事務所作成 2015 年 8 月発行 
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また、あらゆる CPS/IoTセキュリティ対策を行ったとしても、CPS/IoT セキュリティ問題の発生

を完全に無くすことはできないため、事前の CPS/IoTセキュリティ対策だけではなく、CPS/IoT

セキュリティ問題の発生後に、迅速に対応し速やかに復旧すること(レジリエンス)も重要となる。

インダストリー4.0プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略」においても、以下のよう

に述べられている。 

・ インダストリー4.0のための 100パーセントのセキュリティはない。セキュリティは、出来

合いの製品のように買えるものではない。セキュリティという課題については、普遍的

に有効な解決策はあり得ないというのが基本である。 

・ 事故が起きるのは時間の問題である。すべてを遮断するファイアウォールは今後も存

在しない。これはすなわち，必要が生じた場合に備えて，事故を検知してそれに対応

し，できる限り迅速に事態を収拾する能力がなくてはならないということを意味する。 

出典：（原典）「インダストリー4.0 実現戦略プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告（BITCOM・VDMA・ZVEI による共同プロジェクト）」2015 年 4 月刊行、
（翻訳）「インダストリー4.0 実現戦略（翻訳版）」日本貿易振興機構（ジェトロ）ベルリン事務所作成 2015 年 8 月発行 

 

これらのことから、CPS/IoTセキュリティ対策を検討するにあたり、以下の 3点が重要となる。 

 つながるもの同士が正当であることを担保する対策 ①

 データの受け渡しにおける安全性を確保する対策 ②

 問題発生時の迅速な対応や速やかな復旧を実現するための対策 ③

それぞれの対策について詳細を以下に述べる。 

 

(1) つながるもの同士が正当であることを担保する対策 

○ 「① つながるもの同士が正当であることを担保する対策」としては、信頼できる認証局(CA) と

安全な ID による確実な識別と認証が挙げられる。つながるもの（人・IoT機器・システムなど）

全てのアイデンティティを管理するためには、信頼できる機関（認証局：CA）の設置が必要で

ある。加えて、偽造防止対策等を施した安全な ID(識別子)を用いることで、つながるもの同士

の一意的かつ整合のとれた確実な識別が実現できる。 

○ 確実な識別を行ったうえで、認証においても、つながるもの同士がお互いに認証をおこなう

「相互認証」や、ID情報に加えて生体情報やハードウェア等の物理要素を併用した「多要素

認証」などによる強力な認証をおこなうことで、つながるもの同士が正当であることを確実に担

保することができる。 

○ また、こうした機能の信頼性・実効性や安全性を確認するための手段として、「EDSA認証(制

御機器のセキュリティ保証に関する認証)」や「Common Criteria(セキュリティ評価基準)」、「IEC 

61508(機能安全の国際規格)」などの第三者機関による認証を取得した IoT機器や、第三者機

関が発行する識別子などを利用して模造品対策を施した IoT 機器、耐タンパー性を確保した

IoT機器を選択することの他、「ISMS認証」「CSMS認証」などを取得した事業者の選択も重要

である。 
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Plattform Industrie 4.0「Secure Identities」や IIC「Industrial Internet of Things Security 

Framework」においても、以下のように述べられている。 

・ 特定のセキュリティドメイン内の全てのエンティティのアイデンティティを管理するため

に、信頼できる機関（認証局、CA）が必要である。 

出典: German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/Plattform Industrie 4.0「Secure Identities」 

 

・ エンドポイント ID は、ID の適切な処理に依存する幅広いセキュリティ制御を可能にす

る基礎的要素である。 たとえば、アイデンティティは、資産管理、認証、承認、および

リモートメンテナンスの信頼の基礎となる。 

・ 可能であれば、認証されていないエンドポイントの偽装を防止するために、一方向の

認証実装よりも相互認証が優先される。 マルチファクタ認証は、可能であれば重要な

エンドポイントに対して推奨される。 

出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

 

(2) データの受け渡しにおける安全性を確保する対策 

○ 「② データの受け渡しにおける安全性を確保する対策」としては、エンドツーエンド暗号化が

挙げられる。現実社会の情報(データ)を収集する場合を例にとると、情報(データ)を生成する

IoT機器において暗号化され、その情報(データ)を利用するアプリケーションにおいて復号す

ることで、その間の通信経路や保存場所に依らず機密性を確保することができ、情報(データ)

の公開範囲を限定することができる。 

○ また、電子署名を利用することで、情報(データ)の改ざんや送信元のなりすましを検知すること

ができる。なお、このいずれにおいても、信頼できる機関（認証局：CA）が発行する電子証明

書や、これらの処理を安全に実施するための対タンパ性を持ったハードウェア(セキュリティモ

ジュール)が重要となる。 
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インダストリー4.0プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略」や IIC「Industrial 

Internet of Things Security Framework」においても、以下のように述べられている。 

・ エンドツーエンド暗号化はデータの改ざんを難しくし，不正アクセスやデータの盗難が

あった場合にデータの解析を困難にする。 

出典：（原典）「インダストリー4.0 実現戦略プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告（BITCOM・VDMA・ZVEI による共同プロジェクト）」2015 年 4 月刊行、
（翻訳）「インダストリー4.0 実現戦略（翻訳版）」日本貿易振興機構（ジェトロ）ベルリン事務所作成 2015 年 8 月発行 

・ 改ざんを検出するための一般的なデータ保全技術は、デジタル署名である。 デジタ

ル署名は秘密鍵を使用して、署名時に実際のデータが何であったかを記録する暗号

署名を生成する。 

・ 暗号化およびメッセージ認証を使用して、交換メッセージの機密性および完全性を達

成する必要がある。  

・ TPM は、資格情報の安全な格納と暗号化操作の保護された実行を提供する信頼でき

る実行環境（ハードウェアの信頼ルート）である。 

出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

 

(3) 問題発生時の迅速な対応や速やかな復旧を実現するための対策 

○ 「③ 問題発生時の迅速な対応や速やかな復旧を実現するための対策」としては、非常時に対

応する為の体制作りが挙げられる。CPS/IoTセキュリティ問題の発生時においては、その問題

を検知するための SOC(Security Operation Center)や、問題解決のための CSIRT(Computer 

Security Incident Response Team)などの体制構築が重要である。また、データをやり取りする

相手としては自組織外(取引相手など)も含まれるため、こうした体制は一つの組織だけではな

く、ステークホルダー全体で構築していく必要がある。 

○ 問題発見時の対応手順などを事前に定め、定期的に教育や訓練の実施も、迅速な対応を行

うためには重要な対策の一つである。 

 

インダストリー4.0プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略」においても、以下のよ

うに述べられている。 

・ すべてを遮断するファイアウォールは今後も存在しない。これはすなわち，必要が生じ

た場合に備えて，事故を検知してそれに対応し，できる限り迅速に事態を収拾する能

力がなくてはならないということを意味する。 

・ 認識不足はセキュリティ対策を意図的にかいくぐるような行為にまでつながりかねな

い。セキュリティ対策によって手間が増えたり時間が余計にかかったりすることも多いか

らである。したがって全社員を対象に定期的な訓練および教育を実施することも重要

な措置である。 

出典：（原典）「インダストリー4.0 実現戦略プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告（BITCOM・VDMA・ZVEI による共同プロジェクト）」2015 年 4 月刊行、
（翻訳）「インダストリー4.0 実現戦略（翻訳版）」日本貿易振興機構（ジェトロ）ベルリン事務所作成 2015 年 8 月発行 
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(1)～(3)で述べた CPS/IoT において重要視すべき事項を以下にまとめる。 

・ 信頼できる CA と安全な ID と強力な認証 

・ 第三者機関により認定された IoT機器や事業者の選択 

・ エンドツーエンド暗号化を用いた機密性の確保 

・ 電子署名などを利用した改ざん、なりすましの検知 

・ ステークホルダー全体での体制構築 

・ CPS/IoTセキュリティ問題発生に備えた準備（教育・訓練など） 
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5.2 製造分野における CPS/IoTセキュリティ対策シナリオ 

本節では、CPS/IoTセキュリティ関連の国内外の文献等を調査し、CPS/IoTにおいて考慮す

べきセキュリティリスクと、そのリスクに対するセキュリティ対策例を整理した結果に基づいて、製

造分野における CPS/IoTセキュリティ対策を具体化する。 

またここでは、製造分野の事業者の目線でよりわかりやすく示すために、「3.3ユースケースの

洗い出しと実証シナリオの選定」で示した本事業における実証シナリオに照らし、製造分野にお

ける「CPS/IoTセキュリティ対策シナリオ」として、CPS/IoTを導入するにあたって「いつ」「だれが」

「何を」すべきなのかを具体的に整理する。 

 

 

図 5-1: 製造分野における CPS/IoTセキュリティマニュアル検討の流れ 

 

製造分野における
CPS/IoTセキュリティ
対策の具体化(5.2)

※括弧内は各項目の記載箇所を表す

Ⅱ-1 CPS/IoT導入後のイメージ(5.2.2)
実証で用いるシナリオをユースケースとして、
CPS/IoT導入後のイメージを図として表す。

Ⅱ-2 関連する人物などの整理(5.2.3)
ユースケースにおいてCPS/IoTセキュリティ対策に
関連する「登場人物」などを具体化し、整理する。

Ⅲ ライフサイクルの各フェーズにおける対策(5.2.4)
CPS/IoTのライフサイクルの各フェーズごとに、「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを具体的に示す。

CPS/IoTセキュリティリスクと対策例
の整理(3.2)

Ⅰ CPS/IoTセキュリティ対策の
社会実装例(5.2.1)

社会実装例を用いて、 CPS/IoTセキュ
リティ対策の具体例を示す。

CPS/IoTセキュリティ関連の文献等
調査(3.2)

製造分野におけるCPS/IoTセキュリティ対応マニュアル(5.3)

実証シナリオの選定(3.3)
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5.2.1 CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例 

ここでは、前述(3.2.2)で整理したCPS/IoTセキュリティ対策の中から主な対策例を、既存のシ

ステム等で採られている社会実装例を用いて具体的に示す。 

 

(1) CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例の概要 

社会実装例を示すにあたり、CPS/IoT の仕組みの中のどこに適用される対策例なのかを示

すため、CPS/IoT を構成する三つのステップ（図 5-2）毎に、各社会実装例の概要をまとめる。 

 

 

出典: 経済産業省「平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」 

図 5-2: CPS/IoT を構成する三つのステップにおける CPS/IoTセキュリティの要点(再掲) 

 

ステップ③
分析・シミュレーション結果
（意図した動作）を現実社会
で正しく実現する

ステップ①
現実社会からサイバー空間に
正しく写し取る

ステップ②
サイバー空間において、データを正しく
分析・シミュレーションする
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i. ステップ①における社会実装例の概要 

ステップ①「現実社会からサイバー空間に正しく写し取る」における社会実装例の概要を以

下に示す(図 5-3)。 

ステップ①においては、写し取るための情報(データ)の生成元である IoT 機器の正当性や真

正性、写し取るために現実社会からサイバー空間に送信されるデータの保護が主な対策の社

会実装例である。 

 

 

図 5-3: ステップ①における社会実装例の概要 

 

IoT機器

第三者機関

分析・シミュレーションモデル

事業者認定

認証局

機器認定

収集されたデータ

製造事業者

プラットフォーム提供業者
事業者認定

証明書発行

証明書発行

IoT機器提供業者

アプリケーション

IoT機器
IoT機器導入

廃棄

データ
(通信中)

•[1] 通信の暗号化と
データの暗号化

•[2] 相互認証
•[3] 電子署名の付与

•[4] ID(識別子)によるIoT機器や
アプリケーションが正規品である
ことの検証

•[8] 耐タンパー性の実装
•[9] EDSA認証
•[13] Common Criteria

(ISO/IEC 15408)

• [6] 物理的セキュリティ対策の実装
• [12] CSMS(Cyber Security Management System)
• [16] セキュリティ関連規格・標準への準拠、および製品の導入

重要

重要
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ii. ステップ②における社会実装例の概要 

ステップ②「サイバー空間において、データを正しく分析・シミュレーションする」における社会

実装例の概要を以下に示す(図 5-4)。 

ステップ②においては、分析・シミュレーションを実行するアプリケーションや、分析・シミュレ

ーション結果の情報(データ)などの保護が主な対策の社会実装例である。 

 

 

図 5-4: ステップ②における社会実装例の概要 

 

IoT機器提供業者

プラットフォーム提供業者

製造事業者

分析・シミュレーションモデル収集されたデータ

アプリケーション データ
(保管中)

IoT機器
機器認定

事業者認定

証明書発行

IoT機器導入
廃棄

第三者機関

認証局

証明書発行

事業者認定

IoT機器

• [10] ISMS(Information 
Security Management 
System)

• [11] ITSMS(IT Service 
Management System)

• [15] 各種法令の遵守
• [16] セキュリティ関連規格・

標準への準拠、および
製品の導入

• [5] 適切なアクセス管理

重要
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iii. ステップ③における社会実装例の概要 

ステップ③「分析・シミュレーション結果（意図した動作）を現実社会で正しく実現する」におけ

る社会実装例の概要を以下に示す(図 5-5)。 

ステップ③においては、分析・シミュレーション結果をサイバー空間から現実社会に送信され

る情報(データ)の保護や、分析・シミュレーション結果(意図した動作)を正しく実現するための

IoT機器の保護が主な対策の社会実装例である。 

 

 

図 5-5: ステップ③における社会実装例の概要 

 

IoT機器

分析・シミュレーションモデル収集されたデータ

プラットフォーム提供業者

IoT機器提供業者

アプリケーション

製造事業者

IoT機器
機器認定

事業者認定

証明書発行

IoT機器導入
廃棄

第三者機関

認証局

証明書発行

事業者認定

データ
(通信中)

• [7] アップデートの真正性の確認
• [12] CSMS(Cyber Security 

Management System)
• [13] Common Criteria

(ISO/IEC 15408)

• [1] 通信の暗号化と
データの暗号化

• [2] 相互認証
• [3] 電子署名の付与

• [15] 各種法令の遵守
• [16] セキュリティ関連規格・

標準への準拠、および
製品の導入

• [14] 機能安全
• [17] サイバー空間の処理結果の

正当性確認

重要

重要
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(2) CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細 

前述で概要を示した各社会実装例について、製造分野における具体例の詳細を以下に示

す。また、前述(5.1)に示した CPS/IoT におけるセキュリティ対策の要点を踏まえ、重要視すべき

社会実装例については解説も併せて示す。 

 

[1] 通信の暗号化とデータの暗号化 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

TLS等の暗号通信ライブラリを利用した通信の暗号化機能や、暗号ライブラリを利用した

データの暗号化機能を実装する IoT機器を選ぶ。 

 

○ 解説 

安全な送受信を確保するため、データ暗号化機能を利用して、インターネットを介した攻

撃による可用性の低下を防止することが重要となる。 

 

 

図 5-6: 通信の暗号化とデータの暗号化のイメージ 

 

「通信の暗号化」では、図中の通信 IF(インターフェイス)と GW(ゲートウェイ)との間の通

信経路を暗号化するため、データはデータレイクに平文で保管される。「データの暗号化」

を実装することで、Agentで暗号化してから通信を行うことになるため、通信経路以外(デー

タレイク内)でも暗号化されたまま、アプリケーションまで安全にデータを送信することができ

る。これにより、データレイクにおける盗聴や不正な閲覧による情報漏えいを防ぐことができ

る。 

プラットフォーム提供業者
(暗号通信対応済み業者)

GW データレイク アプリケーション
(分析・シミュレーション)

結果:0.08mm 結果:0.08mm

IoT機器

Agent 通信
IF

事業者

結果:0.08mm %”$(#)&

IoT機器

Agent 通信
IF

事業者

結果:0.03mm 結果:0.03mm

復号

結果:^)&結果:^)&結果:^)&」 )&#!=$)

暗号化

通
信
の
暗
号
化

デ
ー
タ
の
暗
号
化

暗号通信ライブラリ
(TLSなど)

暗号ライブラリ

通信経路

通信経路

データ(保管中)

データ(保管中)

通信の暗号化により
保護される範囲

通信の暗号化で
保護されない範囲

データの暗号化により
保護される範囲
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[2] 相互認証 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

TLS等の認証ライブラリを利用して、相互認証機能（電子証明書などを利用して、接続

先と接続元の双方が互いに相手を認証する機能）を実装する IoT 機器を選ぶ。 

○ 解説 

接続先と接続元の間で正しく接続できることを確保するため、安全な識別機能を利用し

て、通信パートナーの信頼性を確保することが重要となる。 

 

 

図 5-7: 相互認証のイメージ 

 

接続元

接続先

接続先を認証

認証元を認証

不正な接続元 不正な接続元からの
不正なデータの受信を防ぐ

不正な接続先
不正な接続先への

業務情報の漏えいを防ぐ

電子証明書
など

認証ライブラリ
(TLSなど)

認証ライブラリ
(TLSなど)

電子証明書
など
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[3] 電子署名の付与 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

電子署名ライブラリを利用したデータの改ざん検知機能を実装する IoT 機器を選ぶ。 

○ 解説 

安全な送受信を確保するため、通信に対して電子署名の付与を行い、識別機能による

インターネット上の不正な送信元による「なりすまし」を防止することが重要となる。 

 

 

図 5-8: 電子署名の付与のイメージ 

 

データを送信する前に、図中の Agentでは、送信するデータの電子署名を生成し、この

電子署名をデータに付与して送信する。データを受信したアプリケーションは、データに付

与された電子署名の検証を行うことで、データが改ざんされていないことを確認することが

できる。また同時に、送信元がなりすまされていないこともアプリケーション側で確認するこ

とができる。 

 

デバイス

Agent

事業者

通信
IF

データ

電子署名

電子署名ライブラリ

生成

プラットフォーム提供業者(電子署名対応済み業者)

GW データレイク アプリケーション
(分析・シミュレーション)

データ

電子署名

データ

電子署名

署名の検証
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[4] ID(識別子)による IoT機器やアプリケーションが正規品であることの検証 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

第三者機関が発行する ID(識別子)などを利用し、CPS/IoTへ導入する IoT機器やアプリ

ケーションが正規品であることを検証可能な製品を選ぶ。 

○ 解説 

情報収集する IoT機器の正当性を確保するため、暗号化ベースの識別メカニズムなどを

利用して、ハードウェアやソフトウェアの複製や偽造を防止することが重要となる。 

 

 

図 5-9: ID(識別子)による IoT機器やアプリケーションが正規品であることの検証のイメージ 

 

ユニークな ID(識別子)により、IoT 機器の製造、設置、アプリケーション搭載時までの検

証を行うことで、正規品ではない IoT機器やアプリケーションの導入を各プロセスで防ぐこと

が可能になる。 

 

セキュアモジュール
製造者

端末製造者 事業者
アプリケーション

提供者

セキュアモジュール製造者用ID

端末製造者用ID
事業者用ID

アプリケーション提供者用ID

セキュア
モジュール

設置

アプリ機器

セキュア
モジュール

機器

セキュア
モジュール

製造製造 開発ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

搭載輸送 輸送

第三者機関
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[5] 適切なアクセス管理 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

CPS/IoT の運用において、複数のユーザ認証方式(パスワード認証や、ICカード認証、

生体認証など)を組み合わせた「二要素認証機能」や、IoT 機器やデータのアクセス範囲、

システムの操作内容の権限を正しく管理する機能に対応したセキュリティ関連製品を導入、

またはプラットフォーム提供業者を選定する。 

○ 解説 

正しいシステムで分析・シミュレーションを行うため、ユニークかつ複数の要素による識別

と認証を行い、正しいユーザからのアクセスを確保することが重要となる。 

 

 

図 5-10: 適切なアクセス管理のイメージ 

 

[6] 物理的セキュリティ対策の実装 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

鍵・入退室リストの管理、生体認証の導入、監視カメラの設置、持ち物や体重検査などの対

策を実装する。 

 

[7] アップデートの真正性の確認 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

IoT機器のアップデートファイル(ファームウェアや、不具合修正パッチなど)に対し、電子署名

などによる真正性確認が行える IoT 機器を選ぶ。 

 

ログイン

ユーザB

ユーザA

サイバー空間

分析・シミュレーションモデル

データの参照、
削除が可能

データの参照のみ

・パスワード認証
・ICカード認証
・生体認証

などを組み合わせた二要素認証

ユーザ毎のアクセス権限を管理

管理DB

現実社会
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[8] 耐タンパー性の実装 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

耐タンパー性（非正規な手段による内部データの読み取りを防ぐ能力）を実装した IoT機器を

選ぶ。 

○ 解説 

IoT機器への不正アクセスによる情報漏えいを防ぐため、さまざまな攻撃方法に対し強力な

防護を備えたセキュリティチップを搭載して、IoT機器内部の情報を読み取りにくくすることが重

要となる。耐タンパー性をもつハードウェアの例として、「ICカード(integrated circuit card)」、

「TPM(Trusted Platform Module)」などがある。 

IoT機器への攻撃手法と、攻撃に対する耐タンパー技術の具体的な例を以下に示す。 

 

 

図 5-11: 耐タンパー性の実装の具体例 

 

[9] EDSA認証 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

制御機器のセキュリティ保証に関する認定制度である「EDSA認証」を取得した製品を選ぶ。 

 

[10] ISMS(Information Security Management System) 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

組織のマネジメントとしてシステムを運用管理する仕組みである「ISMS」などの認定基準に基

づく運用手順、セキュリティマネジメントルールを策定するプラットフォーム提供業者を選ぶ。 

 

IoT機器への攻撃手法

・物理的な攻撃
物理的な破壊、リバースエンジニアリングによる分
析 など

・故障誘導攻撃
規定外動作による誤動作の発生 など

・サイドチャネル攻撃
電磁波/消費電力/処理時間などの変動の検出

攻撃に対する耐タンパー技術

・物理的なセキュリティ対策
モジュールや筐体の堅牢な構成、回路構造の複雑
化、アクセス制御 など

・異常検出機能の実装
外部からの規格外の信号の検知 など

・各種変動の抑止機能の実装
電磁波/消費電力/処理時間などの変動の抑止
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[11] ITSMS(IT Service Management System) 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

提供する IT サービスのマネジメントを効率的・効果的に運営管理するための仕組みである

「ITSMS」などの認定制度を取得したプラットフォーム提供業者を選ぶ。 

 

[12] CSMS(Cyber Security Management System) 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

産業用オートメーション及び制御システムを対象としたサイバーセキュリティマネジメントシス

テムである「CSMS」などを構築し、CPS/IoT のセキュリティマネジメントルールを策定する。 

 

[13] Common Criteria(ISO/IEC 15408) 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

「Common Criteria 認証」を取得した、あらかじめセキュリティ機能が設計された IoT機器を選

ぶ。 
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[14] 機能安全 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

機能安全(人間や周囲の環境などに影響を与えるリスクを、機能や装置により低減する方法)

に考慮した製品を選ぶ。 

○ 解説 

分析・シミュレーション結果による意図した動作を IoT機器で正しく実現するため、機能安全

を実装した IoT機器を利用し、人間や環境に対して危険が生じないような対策を行うことが重要

となる。 

機能安全の国際規格である「IEC 61508」の概要を以下に示す。 

・ プロセス産業向けの、プラントやシステムのリスク軽減のために使用される電気･電子

系ならびにソフトウェア(安全計装システム)の信頼性を規定する国際規格。 

・ “機能安全”は、「安全ライフサイクル」の 16 のフェーズに沿って検討され、計画、開発、

運用、廃棄されるべきものとしている。 

・ 安全性の目標は、「安全度水準(SIL:Safety Integrity Level)」のように具体的に数値化

し、評価できるように定めている。 

 

[15] 各種法令の遵守 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

CPS/IoT で取り扱う個人情報やプライバシーの保護や、業務上の公正な競争秩序の維持を

行うため、各種法令（個人情報保護法、不正競争防止法など）の遵守、および法令遵守を行っ

ているプラットフォーム提供業者を選ぶ。 
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[16] セキュリティ関連規格・標準への準拠、および製品の導入 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

セキュリティ関連規格・標準に基づく第三者機関の認証を取得したプラットフォーム提供業者

の選定、またはセキュリティ関連製品の導入を行う。 

プラットフォーム提供業者が取得する第三者機関の認証に関わる規格・標準の例を以下に示

す(表 5-1)。 

 

表 5-1: セキュリティ関連規格・標準 

No. 規格・標準 概要 

1 ISO 27001 

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格。組織が ISMS を確立

し、実施し、維持し、継続的に改善するための要求事項を提供することを目的として

作成されている。 

2 FIPS 140-2 

機密情報を保護する暗号モジュールのセキュリティ要件を規定する米国政府のセキ

ュリティ基準。FIPS 140-2 は、「暗号モジュール仕様」や「暗号鍵管理」など 11 の規

定分野に関してそれぞれ要件を示している。 

3 PCI DSS 
クレジット決済サービスに関わる事業者のクレジットカード情報や決済情報を保護す

るため、セキュリティレベルを確保・維持することを目的とした基準。 

4 SP800-171 
米国の連邦政府外のシステムおよび組織に存在する、仕様書、設計図などの管理

すべき重要情報を保護するための指針をまとめている。 

5 NERC CIP 
北米電力信頼性評議(North American Electric Reliability Corporation :NERC)が重

要インフラ事業遂行上、実施すべきセキュリティ規準を分類・定義したもの。 

セキュリティ関連製品の例を以下に示す(表 5-2）。 

 

表 5-2: セキュリティ関連製品 

No. 製品名 説明 

1 ファイアウォール 

ネットワーク上の通信を解析し、送信元アドレス、送信先アドレス、プ

ロトコルの種類、ポート番号、通信のステータス等の情報に基づき、あ

らかじめ設定されたルールに従って、通信の許可や遮断などを行う。 

2 

不正侵入検知システム 

／不正侵入防御システム 

(IDS/IPS) 

ネットワーク上の通信の内容や状態を一定の方法・技術に基づき判

断し、侵入もしくは攻撃と判断される通信に対して報告･警告･遮断･

阻止・監視･ログ記録等の対策を行う。 

3 
ファイル/データベース 

暗号化製品 

メール、ファイル、ディスク、記憶デバイス等のデータを暗号化するこ

とで、覗き見、改ざん、漏えい等を防止する。 

4 
システムセキュリティ 

管理製品 

ファイアウォール等のセキュリティ監視･制御装置のログまたはサーバ

ーのイベントログ等の情報を統合･監視･分析し、ネットワークシステム

のセキュリティ状態を総合的に管理する機能を持つ。 
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[17] サイバー空間の処理結果の正当性確認 

○ 製造分野における社会実装の具体例 

サイバー空間の処理結果が不正かどうかを判断する仕組みを実装する IoT機器を選ぶ。 

○ 解説 

IoT機器が正しく動作するためには、IoT機器での重要な制御コマンド実行前の妥当性チェ

ックにより、不適切なパラメータの実行を防止することが重要となる。 

社会実装の具体例を以下に示す。 

・ サイバー空間の処理結果の正当性確認 

現場の IoT 機器が受信した、サイバー空間の処理結果に対し、IoT機器の稼働許容

範囲との比較を行い、不正な処理結果の受信時の動作停止、または IoT機器のみの

判断で適切な動作を行う。 

サイバー空間に対するサイバー攻撃などの影響により、サイバー空間の処理結果が不正とな

る場合がある。このような問題が発生した場合に、現実空間における影響を最小限に抑えるた

めには、IoT機器は、自身の入出力データなどを元に、動作を継続すべきかどうか、あるいはサ

イバー空間の処理結果に依らずに周囲の IoT 機器などと協調して自律的に動作するなどの判

断を行う必要がある。 
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5.2.2 CPS/IoT導入後のイメージ 

本実証事業で用いるシナリオは、前述(3.3.3)に示したように IoT 活用シナリオ④｢生産計画な

らびに装置/設備の製造条件の最適化｣の IoT 実装のユースケース｢工場稼働率(工場・機会ロ

ス削減)｣である。このシナリオに基づく、CPS/IoT 導入後のイメージ図を以下に示す(図 5-12)。 

 

 

図 5-12: CPS/IoT 導入後のイメージ図 
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5.2.3 関連する人物などの整理 

前項の CPS/IoT導入後のイメージ図(図 5-12)に記載した登場人物に加え、CPS/IoTセキュ

リティ対策の実施に必要となる関係者を、一般的な人物名称、今回のシナリオに基づく実証サイ

トにおける名称、その役割で整理すると、以下のようになる。まずは、実証現場内の登場人物を

示す(表 5-3)。 

 

表 5-3: CPS/IoTセキュリティの対策における登場人物（実証現場内） 

No. 登場人物 
実証サイトにおける 

役職・部署名 
役割 

1 経営者 取締役 

事業の経営者。事業体全体でCPS/IoTセキュリテ

ィ対策を行う体制整備のため、セキュリティ管理責

任者を任命する。 

2 
セキュリティ 

管理責任者 
経営企画部門 

事業体全体におけるセキュリティの管理責任者。

事業体全体のセキュリティ対策の方針を決定す

る。また、CPS/IoT セキュリティ対策の観点で、IoT

機器の選定基準や、運用ルールなどを決定する。 

3 
システム 

管理責任者 
経営企画部門 

事業体全体におけるシステムの管理責任者。

CPS/IoT セキュリティ対策の運用ルールなどに基

づき、システムの導入(仕様の決定や製品の選択)

や運用管理、セキュリティ対策を行う。 

4 品質保証担当者 品質保証部門 製品の出荷・販売における品質管理を行う。 

5 調達担当者 調達部門 製品の製造に利用する設備などを調達する。 

6 設計担当者 設計部門 製品を開発・設計する。 

7 

生産技術担当 

生産技術部門 

工場全体の生産設備などの導入・運用管理を行

う。CPS/IoT セキュリティ対策の運用ルールなどに

基づき、工場全体で利用する IoT 機器の導入・運

用管理を行う。 

8 部品加工部門 

部品加工に用いる生産設備などの導入・運用管

理を行う。CPS/IoTセキュリティ対策の運用ルール

などに基づき、部品加工部門で利用する IoT機器

の導入・運用管理を行うとともにアプリケーションの

利用・監視を行う。 
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No. 登場人物 
実証サイトにおける 

役職・部署名 
役割 

9 ライン管理者 
部品加工部門 

 ライン管理者 
部門内の設備管理者。 

10 現場担当者 部品加工部門 担当者 部門内の部品加工担当者。 

 

次に、実証現場外部の登場人物を示す(表 5-4)。なお、実証現場外部であることから、「実証

サイトにおける名称」は存在しない。 

 

表 5-4: CPS/IoTセキュリティの対策における登場人物（外部） 

No. 登場人物名称 
実証サイトにおける 

役職・部署名 
役割 

1 プラットフォーム提供業者 要因分析業者 
サイバー空間における分析の機能/

サービスを提供する。 

2 IoT 機器提供業者 ベンディングマシン提供業者 IoT 機器の製造を行う。 

 

本ユースケースで利用対象となるデータをまとめると、以下のようになる(表 5-5)。 

 

表 5-5: 本ユースケースにおける利用データ一覧 

No. 入手方法 4M区分 データ名 データ内容 

1 

測定データ 

Man 作業者動態データ 人/モノの映像データ 

2 Machine 設備稼働データ 
電流センサーデータ 

(設備モーター駆動電流) 

3 

既存の生産管

理システム保有

データ 

Material 
原材料特性データ 

／部品検査データ 
原材料データ、品質データ 

4 

Method 

設備設定データ 設備設定レシピ 

5 製造方法データ 生産計画、作業手順書 

6 設計情報データ 設計図面 

7 全体 生産進捗データ 
生産進捗データ（生産品目／作業者

など） 
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本ユースケースで対象となる機器およびアプリケーションをまとめると、以下のようになる(表 

5-6、表 5-7)。 

なお、本ユースケースでは、下記の機器や設備を IoT 機器として扱っている。 

 

表 5-6: 本ユースケースにおける利用機器一覧 

No. 機器・設備名 詳細 

1 ベンディングマシン 

実証対象の NC装置。本実証では、設備状態を監視するセンサ(電

流センサ)を追加し、設備稼働データを出力できるようにすることで、

IoT 機器とみなしている。 

2 カメラ 
ベンディングマシンや、同機の上部に設置されたカメラ。作業者の動

態データを収集し、サーバーへ送付する。 

 

表 5-7: 本ユースケースにおける利用アプリケーション一覧 

No. アプリケーション名 詳細 

1 
要因分析用 

アプリケーション 

カメラから収集した作業者の動態データや、ベンディングマシンに追加

されたセンサーから収集した設備稼働データを解析し、マンマシンチャ

ートを出力する。 
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5.2.4 ライフサイクルの各フェーズにおける対策 

CPS/IoTセキュリティ対策を具体化する上で、その対策を「いつ」行うのかの観点が必要とな

る。「いつ」を検討する上では、CPS/IoT のライフサイクルに基づくことで抜け漏れの無い検討が

可能となる。その上で、実証シナリオに基づき、「3.2.2データプロファイルに実装すべき

CPS/IoTセキュリティ対策の検討」で整理した結果に当てはめ、CPS/IoT のライフサイクルにお

ける各フェーズ（「いつ」）ごとに、「誰が」「何を」すべきなのかを前述(5.2.1)で示した社会実装例

と共に具体的に示していく。 

 

○ CPS/IoTのライフサイクル 

まずは、ここで用いる CPS/IoT のライフサイクルを以下に示す（図 5-13、表 5-8）。 

 

 

図 5-13: CPS/IoT のライフサイクル 

 

表 5-8: CPS/IoT のライフサイクルの概要 

No. フェーズ 概要 

1 全体計画 
組織内の CPS/IoT セキュリティ対策を行う体制の整備や、特定のシステムの

みを対象としない組織全体のルール作りなど 

2 システム導入 CPS/IoT 導入のための設計や業者選定、導入作業など 

3 IoT 機器導入 IoT 機器導入ための設計や IoT 機器の選定、導入作業など 

4 運用・保守 CPS/IoT や IoT 機器の運用・保守 

5 廃棄 IoT 機器の廃棄または CPS/IoT の廃止 

 

全体計画 システム導入 運用・保守 廃棄IoT機器導入

ライフサイクル
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○ CPS/IoTセキュリティ対策の分類 

前述「3.2.2データプロファイルに実装すべき CPS/IoTセキュリティ対策の検討」で整理した

CPS/IoT対策を、実証サイトの現場の視点で同様の項目をまとめ、五つの分類に集約した。こ

の分類を用いて整理することにより、CPS/IoT を導入するにあたり必要となる CPS/IoTセキュリ

ティ対策(「何を」)を俯瞰して把握することができる。五つの分類を以下に示す（表 5-9）。 

 

表 5-9: CPS/IoTセキュリティ対策の分類 

No. 分類 内容 

1 
分類１:CPS/IoTセキュリティ対策実施の体制・

規則の整備 

CPS/IoT セキュリティを実施するための体制や規則

を整備する。 

2 分類２:IoT 機器の選択 
CPS/IoTセキュリティ対策の機能を実装している等の

基準により、導入する IoT 機器を選択する。 

3 分類３:プラットフォーム提供業者の選択 
第三者認定を取得している等の基準により、利用す

るプラットフォーム提供業者を選択する。 

4 分類４:セキュリティ関連製品/設備の選択 
CPS/IoT セキュリティ確保に必要なセキュリティ関連

製品や設備を導入する。 

5 分類５:初期導入 
CPS/IoT セキュリティの観点で、IoT 機器やシステム

の初期導入作業を実施する。 

 

前述(表 5-8)の CPS/IoTのライフサイクルにおけるフェーズ毎に、CPS/IoT セキュリティ対策

として、「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを整理した結果を以下に示す。 
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(1) 「全体計画」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

「全体計画」フェーズにおいて、「5.2.3関連する人物などの整理」で整理した対策を実施する

登場人物の実証サイトにおける役職・部署毎に、実施するCPS/IoTセキュリティの対策内容と対

策ポイントを以下に示す。 

 

i. 「取締役（経営者）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-10: 「全体計画」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策（取締役（経営者）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策 

実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

体制・人材の確保 

 

・ セキュリティ管理責

任者の任命 

セキュリティ管理責任者を任命し、

組織内でセキュリティ対策を取る体

制を整えることで、効果的なセキュリ

ティ対策を取る。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[2]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 

 



 

130 

ii. 「経営企画部門（セキュリティ管理責任者）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-11: 「全体計画」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（経営企画部門（セキュリティ管理責任者）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

プライバシー保護 

 

・ プライバシー保護

の法令に準拠した

プライバシー情報

の取り扱いルール

の作成 

作業者動態データ等の取り扱うデ

ータに対し、個人情報保護やプライ

バシー保護に関する国際的な基本

原則「OECD 8 原則」に則り、運用

管理を行うルールを作成すること

で、CPS/IoT の運用におけるプライ

バシー侵害を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [15] 参照(個

人情報保護法)。 

データ － ○ 
①-プ

[1]a 

2 

基本方針の策定 

 

・ セキュリティポリシ

ーの策定（PDCA 

実施体制の整備

含む） 

・ セキュリティ対策組

織立ち上げ 

セキュリティポリシーを策定し、セキ

ュリティ対策組を立ち上げることで、

セキュリティ問題に対して十分な対

策を取り、セキュリティ問題の発生

や拡大を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[1]a 

3 

リスク管理 

 

・ リスクアセスメント

（リスクの特定・分

析・評価）の実施 

・ セキュリティルール

の策定 

組織内に存在するリスクの特定や

分析、評価を行い、そのリスクに対

するセキュリティ対策の内容、優先

順位、対策範囲の特定等をあらか

じめ行うことで、重大なセキュリティ

問題の発生や拡大を防ぐ。 また、

セキュリティルールを策定すること

で、セキュリティ対策の推進を図るこ

とができる。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[3]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

4 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

リスク管理 

 

・ セキュリティ運用マ

ニュアルの作成 

セキュリティ対策を考慮した運用を

確立することで、重大なセキュリティ

問題の発生や拡大を防ぐ。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[3]b 

5 

セキュリティ対策の

PDCA実施 

 

・ セキュリティリスク

に対する PDCAの

実施 

セキュリティ対策運用の継続的な見

直しを行うことで、新たなリスクへの

対応の特定や、既存の対策の改善

を図ることができ、重大なセキュリテ

ィ問題の発生や拡大を防ぐ。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[5]a 

6 

各種法令への対応 

 

・ 業機密の保護等、

業界のガイドライン

や、法令を考慮し

たセキュリティ対策

の立案 

既存のガイドラインや、個人情報保

護法、不正競争防止法等の法令を

考慮した社内ルールを策定する。こ

れにより、他の事業者との間でデー

タを共有した場合においても、業務

上の公正な競争秩序を維持するこ

とができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [15] 参照(個

人情報保護法、不正競争防止法)。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[12]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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(2) 「システム導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

「システム導入」フェーズにおいて、「5.2.3関連する人物などの整理」で整理した対策を実施

する登場人物の実証サイトにおける役職・部署毎に、実施するCPS/IoTセキュリティの対策内容

と対策ポイントを以下に示す。 

 

i. 「経営企画部門（システム管理責任者）」が実施する CPS/IoT セキュリティ対策 

 

表 5-12: 「システム導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（経営企画部門（システム管理責任者）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

相互認証による接続

先の認証 

 

・ 接続先の電子証

明書を利用した、

接続先の認証 

ベンディングマシン等の IoT 機器が

生成した設備稼働データ等をサイ

バー空間へ送信する際、接続先の

電子証明書等を利用して、接続先

のサイバー空間を認証することで、

意図しない接続先への業務情報の

漏えいを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [2] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[9]a 

2 

通信経路の暗号化 

 

・ 暗号化通信

（TLS、DTLS、

IPsec 等）に対応し

た通信機器の導

入 

ベンディングマシン等の IoT 機器で

生成された設備稼働データ等をサ

イバー空間へ送信する際、暗号化

通信（TLS、DTLS、IPsec 等）の機

能を利用し通信経路上の情報(デ

ータ)を暗号化することで、情報(デ

ータ)の盗聴による業務情報の漏え

いを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [1] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[10]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

3 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

相互認証による接続

元の認証 

 

・ 接続元の電子証

明書を利用した、

接続元の認証 

要因分析用アプリケーション等を実

行するサーバーがベンディングマシ

ン等の IoT 機器で生成された設備

稼働データ等を受信する際、接続

元の電子証明書等を利用して、接

続元の IoT 機器を認証することで、

意図しない IoT機器（不正な IoT機

器や、IoT機器を装った PC等）から

の情報(データ)を受け取り、業務の

運用に悪影響を及ぶことを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [2] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[12]a 

4 

通信経路の暗号化 

 

・ 暗号化通信

（TLS、DTLS、

IPsec 等）に対応し

た通信機器の導

入 

サイバー空間で得られた分析結果

を工場へ送信する際、暗号化通信

（TLS、DTLS、IPsec 等）の機能を利

用し通信経路上の情報(データ)を

暗号化することで、情報(データ)の

盗聴による業務情報の漏えいを防

ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [1] 参照。 

データ ○ － 
③-サ

[1]a 

5 

相互認証による接続

元の認証 

 

・ 接続元の電子証

明書を利用した、

接続元の認証 

IoT機器がサイバー空間で得られた

分析結果を受信する際、接続元の

電子証明書等を利用して、接続元

のサイバー空間を認証することで、

本来とは異なるサイバー空間（サイ

バー空間を装った PC等）からの情

報(データ)を受け取り、業務の運用

に悪影響を及ぼすことを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [2] 参照。 

データ ○ － 
③-サ

[2]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

6 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

相互認証による接続

先の認証 

 

・ 接続先の電子証

明書を利用した、

接続先の認証 

要因分析用アプリケーション等を実

行するサーバーが分析結果を工場

へ送信する際、接続先の電子証明

書等を利用して、接続先の IoT 機

器を認証することで、意図しない接

続先への業務情報の漏えいを防

ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [2] 参照。 

データ ○ － 
③-サ

[4]a 

7 

分
類
３:
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
業
者
の
選
択 

外部ネットワークから

の不正侵入対策 

 

・ ネットワーク監視に

よるサイバー攻撃

検知 

・ ファイアウォール、

IDS/IPS の導入 

サイバー空間にファイアウォール

や、IDS/IPS、ネットワーク監視等を

導入しているプラットフォーム提供

業者を選ぶ。これにより、外部ネット

ワークからの不正アクセス、利用を

許可していないアプリケーションに

よる通信を検知・防御し、サイバー

空間の要因分析用アプリケーション

のマルウェア感染や、サイバー攻撃

を受けることによる情報(データ)の

漏えい、誤動作による不正な分析

結果(マンマシンチャート情報等)の

生成を防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [16] 参照。 

※以下製品を導入しているプラット

フォーム業者を選ぶ。 

・ ファイアウォール 

・ 不正侵入検知システム/不正侵

入防御システム(IDS/IPS) 

アプリ

ケー 

ション 

○ － 
②-リ

[1]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

8 

分
類
３:

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
業
者
の
選
択 

認証とアクセス管理 

 

・ パスワード、生体

認証、電子証明書

等、二つの認証機

能を組み合わせた

二要素認証機能

の実装 

二つの認証機能を組み合わせた二

要素認証機能を利用するプラットフ

ォーム提供業者を選ぶ。これによ

り、不正なユーザによるサイバー空

間に保管される設備稼働データ、

マンマシンチャート情報の不正閲覧

による業務情報の漏えいを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [5] 参照。 

以下機能に対応したプラットフォー

ム業者を選ぶ。 

・ 二要素認証機能 

データ ○ － 
②-サ

[2]b 

9 

不審ユーザ・機器の

検知 

 

・ アクセス履歴（場

所・時間･端末等）

が参照可能な機

能の実装 

要因分析用アプリケーション等を実

行するサイバー空間のサーバーや

通信機器に対し、ユーザのアクセス

履歴を分析し、不正アクセスを検知

する運用を行うプラットフォーム提

供業者を選ぶ。これにより、アクセス

元の場所・時間、アクセス頻度等の

情報を元に不正アクセスを検知す

ることができ、サイバー空間に保管

される設備稼働データ、マンマシン

チャート情報等の業務情報の不正

閲覧・漏えいを防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [5] 参照。 

以下機能に対応したプラットフォー

ム業者を選ぶ。 

・ アクセス範囲、権限の管理機能 

データ ○ － 
②-サ

[2]c 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

10 

分
類
３:

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
業
者
の
選
択 

サイバー空間のサー

バー、通信機器の故

障予防、復旧対策 

 

・ サーバー、通信機

器の定期的なシス

テムバックアップ 

・ サーバー、通信機

器の品質管理 

・ サーバー、通信機

器の冗長化 

・ サーバー、通信機

器の故障の検知 

・ サーバー、通信機

器の交換作業 

要因分析用アプリケーション等を実

行するサーバーや通信機器に対

し、可用性の維持を考慮した運用を

行うプラットフォーム提供業者を選

ぶ。これにより、サイバー空間のサ

ーバー、通信機器が故障した場合

においても迅速な原因の特定、サ

ービスの復旧等により、被害の拡大

を防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [10] 参照。 

アプリ

ケー 

ション 

－ ○ 
②-サ

[3]a 

11 

分
類
４:

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
製
品/

設
備
の
選
択 

外部ネットワークから

の不正侵入対策 

 

・ ファイアウォール、

IDS/IPS の導入 

・ 接続元の MACア

ドレス、IoT 機器の

設置場所、アクセ

ス時間・頻度等の

情報を元にした不

正接続の有無確

認 

工場とサイバー空間の間の経路上

にファイアウォール、IDS（不正侵入

検知システム）/IPS（不正侵入防止

システム）を導入し、外部ネットワー

クからの不正アクセス、利用を許可

していないソフトウェアによる通信を

検知・防御する。これにより、ベンデ

ィングマシン等の IoT 機器に対する

不正アクセス、マルウェア感染等に

よる情報(データ)の漏えい、IoT 機

器での不正な情報(データ)の生成

を防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [16] 参照。 

以下製品を導入する。 

・ ファイアウォール 

・ 不正侵入検知システム/不正侵

入防御システム(IDS/IPS) 

IoT 

機器 
○ － 

①-サ

[2]c 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

12 

分
類
５:

初
期
導
入 

IoT 機器への不正な

無線接続対策、マル

ウェア感染対策 

 

・ Bluetooth 等による

無線接続の制限 

・ 無線 LAN アクセス

ポイントの認証強

化 

ベンディングマシン等の IoT 機器に

対し、以下の接続制限を行う。 

・ 不特定な Bluetooth 対応 IoT 機

器への接続停止、または

Bluetooth 機能を無効化する 

・ 現場で無線 LAN を利用する場

合、ESSID の設定、MAC アドレ

スフィルタリング、強固な暗号化

方式(WPA2 等)の設定等を行

い、認証機能を強化する 

等上記の制限を行うことで、IoT 機

器に対する不正アクセスによる内容

の参照、マルウェアに感染等による

情報(データ)の漏えい、IoT 機器に

よる不正な情報(データ)の生成を防

ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [16] 参照(PCI 

DSS)。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[2]b 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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ii. 「生産技術部門（生産技術担当）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-13: 「システム導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（生産技術部門（生産技術担当）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

IoT 機器間通信の暗

号化 

 

・ 暗号化通信（OPC 

UA等）に対応した

IoT 機器の導入 

工場の IoT 機器（HMI、SCADA、

PLC等）間で通信が行われる際、暗

号化通信（OPC UA 等）の機能を利

用し通信経路上の情報(データ)を

暗号化することで、情報(データ)の

盗聴による業務情報の漏えいを防

ぐ。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [1] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[3]c 

2 

IoT 機器間通信の改

ざん対策 

 

・ 改ざん検知に対応

した通信（OPC 

UA等）を行う IoT

機器の導入 

工場において、OPC UA 等、通信

データの改ざん検知機能を実装し

た IoT 機器（HMI、SCADA、PLC

等）を使用することで、受信側の IoT

機器で情報(データ)の改ざんを検

知することができる。その結果、不

正な処理結果の生成による業務運

用効率低下等の発生を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [3] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[4]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

3 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

通信データの暗号化 

 

・ 暗号鍵・復号鍵を

使用した通信デー

タの秘匿化 

ベンディングマシン等の IoT 機器か

らサイバー空間へ送信する設備稼

働データ等の情報(データ)を、暗号

鍵・復号鍵を使用して暗号化するこ

とで、インターネット等を経由する情

報(データ)の不正閲覧による業務

情報の漏えいを防ぐ。この際、通信

ごとに異なる暗号鍵・復号鍵を使用

することで、特定の製造事業者の暗

号化データに対し、他の製造事業

者からの内容の解読を防ぐことがで

きる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [1] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[10]b 

4 

情報(データ)の改ざ

ん対策 

 

・ 収集データに対し

電子署名やメッセ

ージ認証コード

(MAC)、チェックサ

ム、タイムスタンプ

等を付与し、改ざ

んを検知 

ベンディングマシン等の IoT 機器で

生成された設備稼働データ等をサ

イバー空間へ送信する際、電子署

名や、メッセージ認証コード

（MAC）、チェックサム、タイムスタン

プ等を付与した情報(データ)を送信

することで、情報(データ)の改ざん

を検知することができる。サイバー

空間にて改ざんされた設備稼働デ

ータ等の情報(データ)の受け取りを

拒否することで、サイバー空間での

不正な分析結果(マンマシンチャー

ト情報等)の生成を防ぐことができ

る。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [3] 参照。 

データ ○ － 
①-サ

[11]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

5 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

サイバー空間から送

信された不正な処理

結果に対応する仕組

み 

 

・ 現場の IoT 機器が

サイバー空間から

送信された処理結

果に対し、IoT 機

器の稼働許容範

囲との比較を行

い、不正な処理結

果の受信時の動

作停止、または

IoT 機器のみの判

断でも適切な動作

を行う 

工場にて、過去の分析結果の情報

(データ)を元に、サイバー空間から

の受信した情報(データ)の異常を

検知する等、機能安全を考慮した

IoT 機器を導入する。これにより、工

場の現場人員の判断で異常を検知

し、IoT 機器の動作を停止すること

で、IoT 機器の誤動作による現場人

員の怪我、IoT 機器の破損を防ぐこ

とができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [14] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

③-セ

[1]a 

6 

通信データの暗号化 

 

・ 暗号鍵・復号鍵を

使用した通信デー

タの秘匿化 

サイバー空間から工場への分析結

果を暗号鍵・復号鍵を使用して暗

号化することで、インターネット等を

経由する通信データの盗聴による

業務情報の漏えいを防ぐ。この際、

通信ごとに異なる暗号鍵・復号鍵を

使用することで、特定の製造事業

者の暗号化データに対し、他の製

造事業者による解読を防ぐことがで

きる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [1] 参照。 

データ ○ － 
③-サ

[1]b 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

7 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

サイバー空間から送

られる情報(データ)

の改ざん対策 

 

・ 処理結果に対し電

子署名やメッセー

ジ認証コード

(MAC)やチェック

サム、タイムスタン

プ等を付与し、改

ざんを検知 

サイバー空間で得られた分析結果

を工場へ送信する際、電子署名

や、メッセージ認証コード（MAC）、

チェックサム、タイムスタンプ等を付

与した情報(データ)を送信すること

で、情報(データ)の改ざんを検知す

ることができる。改ざんされた分析

結果の受け取りを IoT 機器側で拒

否することで、IoT 機器の誤動作に

よる、業務の運用への悪影響を防

ぐことができる。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [3] 参照。 

データ ○ － 
③-サ

[3]a 

8 

分
類
３:

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
業
者
の
選
択 

信頼できるサービス

提供者の選定 

 

・ ITSMS を取得した

IoT サービスのプ

ラットフォーム提供

業者の選択 

CPS/IoT の運用において、サービ

スのマネジメントを効率的、効果的

に運営管理を行うプラットフォーム

提供業者を選ぶ。これにより、サー

ビス停止時間の長期化、サービス

停止の再発等による、業務運用効

率の低下を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [11] 参照。 

アプリ

ケー 

ション 

－ ○ 
②-レ

[1]a 

9 

プライバシー保護 

 

・ プライバシー保護

の法令に準拠した

プライバシー情報

の取り扱いルール

の作成 

作業者動態データ等の取り扱うデ

ータに対し、個人情報保護やプライ

バシー保護に関する国際的な基本

原則「OECD 8原則」に則り管理・運

用を行うプラットフォーム提供業者

を選ぶ。これにより、CPS/IoT の運

用におけるプライバシー侵害を防ぐ

ことができる。 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [15] 参照。 

データ － ○ 
②-プ

[1]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

10 

分
類
３:

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
業
者
の
選
択 

保管データの暗号化 

 

・ 保管データの秘匿

化 

設備稼働データ等の保管データを

暗号化して保管するプラットフォー

ム提供業者を選ぶ。これにより、イ

ンターネット経由によるサイバー空

間に保管される設備稼働データ、

マンマシンチャート情報の不正閲覧

による業務情報の漏えいを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [16] 参照。 

※以下製品を導入しているプラッ

トフォーム業者を選ぶ。 

・ ファイル/データベース暗号

化製品 

データ ○ － 
②-サ

[2]a 

11 

分
類
４:

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
製
品/

設
備
の
選
択 

集中管理の仕組み

の導入 

 

・ IoT 機器の稼働情

報等を集中管理

する仕組みの導入 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

稼働情報や設定情報等を集中管

理することで、管理対象となる IoT

機器の状態確認や設定変更を迅

速に行うことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [16] 参照。 

以下製品を導入する。 

・ システムセキュリティ管理製品 

IoT 

機器 
○ － 

③-レ

[8]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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iii. 「部品加工部門（生産技術担当）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-14: 「システム導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策（部品加工部門 

（生産技術担当）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の

体
制
・
規
則
の
整
備 

IoT 機器の動作の正

当性確認 

 

・ 現場の IoT 機器が

サイバー空間から

送信された処理結

果と実際の IoT 機

器の動作結果と比

較して、異常を検

知や動作の停止を

行う 

サイバー空間から工場の IoT 機器

へ送信した結果と、IoT 機器の動作

結果を比較し、不正と判断できる動

作結果を IoT 機器が検知する仕組

みを実装することで、業務の計画に

悪影響を及ぼすことを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-リ

[2]a 

2 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

サイバー空間の処理

結果の正当性確認 

 

・ 現場の IoT 機器が

サイバー空間から

送信された処理結

果に対し、IoT 機

器の稼働許容範

囲との比較を行

い、不正な処理結

果の受信時の動

作停止、または

IoT 機器のみの判

断でも適切な動作

を行う 

あらかじめ決められた閾値を超える

分析結果や、過去の分析結果の情

報(データ)を元に不正と判断できる

分析結果の検知により、サイバー空

間から IoT 機器への送信停止や、

IoT機器側での動作停止、IoT機器

のみの判断による適切な動作を行

うことにで、業務の計画に悪影響を

及ぼすことを防ぐ。 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [17] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

③-リ

[1]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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(3) 「IoT機器導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

「IoT 機器導入」フェーズにおいて、「5.2.3関連する人物などの整理」で整理した対策を実施

する登場人物の実証サイトにおける役職・部署毎に、実施するCPS/IoTセキュリティの対策内容

と対策ポイントを以下に示す。  

 

i. 「部品加工部門（生産技術担当）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-15: 「IoT 機器導入」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（部品加工部門（生産技術担当）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

正規品である IoT 機

器の導入 

 

・ IoT 機器の提供業

者により、正規で

あることが認証さ

れた IoT 機器の導

入 

正規の IoT 機器を利用することで、

模倣品等の品質や信頼性が低い

IoT 機器の利用による、不正な情報

(データ)の混入や誤動作の発生、

故障頻度の上昇に伴う業務運用効

率の低下等を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [4] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-リ

[1]a 

2 

正規品であるソフトウ

ェアの導入 

 

・ ソフトウェアの提供

業者により、正規

であることが認証さ

れたソフトウェアの

導入 

正規のソフトウェアを利用すること

で、模倣品等の品質や信頼性が低

いソフトウェアの利用によるマルウェ

ア感染や、不正確な情報(データ)

の混入に伴う業務運用効率の低下

等を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [4] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-リ

[1]b 

3 

正規であることを検

証できる仕組みを実

装した IoT 機器の導

入 

 

・ IoT 機器での

ID(識別子)や電子

証明書等の実装 

正規であることを検証する仕組みを

実装した IoT 機器を利用すること

で、模倣品等の品質や信頼性が低

い IoT機器の利用による、不正な情

報(データ)の混入や誤動作の発

生、故障頻度の上昇に伴う業務運

用効率の低下等を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [4] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-リ

[2]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

4 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

正規であることを検

証できる仕組みを実

装したソフトウェアの

導入 

 

・ ソフトウェアでの

ID(識別子)や電子

証明書等の実装 

正規であることを検証する仕組みを

実装したソフトウェアを利用すること

で、模倣品等の品質や信頼性が低

いソフトウェアの利用によるマルウェ

ア感染や、不正確な情報(データ)

の混入に伴う業務運用効率の低下

等を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [4] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-リ

[2]b 

5 

セキュリティ対策が実

装された IoT 機器の

選択 

 

・ 第三者機関による

セキュリティ認証を

取得した IoT 機器

の選択 

セキュリティ認証を取得したベンデ

ィングマシン等の IoT機器を導入す

ることで、外部からの不正アクセス

による設備稼働データ等の情報(デ

ータ)の漏えい、IoT 機器の誤動作

による不正な情報(データ)の生成等

の被害を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [9] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[1]a 

6 

IoT 機器内部の不正

閲覧対策 

 

・ 耐タンパー性を備

えた IoT 機器を選

定する 

耐タンパー性を備えたベンディング

マシン等の IoT 機器を工場で利用

することで、IoT 機器の盗難・不正

閲覧による、IoT 機器内の情報(デ

ータ)の漏えいを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [8] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-サ

[3]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

7 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

不正ソフトウェアの搭

載を防ぐ仕組みを実

装した IoT 機器の導

入 

 

・ 導入する IoT 機器

に搭載されている

ソフトウェアを事前

に確認する 

・ 導入後の IoT機器

に対し、ソフトウェ

アの追加インスト

ールを制限する 

特別な権限を必要とする等、ソフト

ウェアのインストールを制限する機

能を実装した IoT機器を導入するこ

とで、意図しないソフトウェアの動作

による誤動作、マルウェア感染等に

よる情報(データ)の漏えい、IoT 機

器での不正な情報(データ)の生成

を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [4] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-サ

[7]a 

8 

リスク管理 

 

・ IoT 機器の保守契

約手続き 

問い合わせ窓口やサポート体制等

が確立された IoT機器を選定するこ

とで、IoT 機器提供業者からの定期

的な修正プログラムの入手、IoT 機

器故障発生時の交換作業を迅速に

行うことができ、IoT 機器のセキュリ

ティレベル低下、業務運用効率の

低下等を防ぐ。 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[3]d 

9 

リモートアップデート

機能の提供 

 

・ IoT 機器に対する

迅速な脆弱性対

策の実施 

脆弱性が残存した IoT 機器が稼働

し続けることで、外部からの不正ア

クセスを引き起こしやすくなる。ベン

ディングマシン等の IoT 機器に対

し、リモート環境から迅速に脆弱性

対策を行うことで、IoT 機器に対す

る不正アクセスによる、情報(データ)

の漏えい、IoT 機器での不正な取

得データの生成を防ぐことができ

る。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[7]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

10 

分
類
２:Io

T

機
器
の
選
択 

セキュリティバイデザ

インの実践 

 

・ あらかじめセキュリ

ティ対策が実装さ

れた IoT 機器の選

択 

あらかじめセキュリティ対策が実装

されたベンディングマシン等の IoT

機器を導入することで、運用フェー

ズでの IoT 機器へのセキュリティ対

策費用の増加を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [13] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[10]a 

11 

IoT 機器が安全に動

作する仕組み 

 

・ 機能安全を考慮し

た IoT 機器の選択 

機能安全を考慮したベンディングマ

シン等の IoT 機器を利用すること

で、正常動作・異常動作に関わら

ず、IoT機器の動作による現場人員

の怪我、IoT 機器の破損を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [14] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-セ

[2]a 

12 

IoT 機器の動作の正

当性確認 

 

・ 現場の IoT 機器が

サイバー空間から

送信された処理結

果と実際の IoT 機

器の動作結果と比

較して、異常を検

知や動作の停止を

行う 

サイバー空間から工場の IoT 機器

へ送信した結果と、IoT 機器の動作

結果を比較し、不正と判断できる動

作結果を IoT 機器が検知する、機

能安全の仕組みを実装することで、

IoT 機器の誤動作による現場人員

の怪我、IoT 機器の破損を防ぐこと

ができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [14] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

③-セ

[3]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

13 

分
類
４:

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
製
品/

設
備
の
選
択 

IoT 機器への物理的

セキュリティ対策 

 

・ 不要なポート(ネッ

トワークポート、

USB、シリアルポー

ト等)の閉塞 

・ 監視カメラによる

現場の監視 

ベンディングマシン等の IoT機器本

体、および IoT 機器導入エリアに対

し、以下の対策を行う。  

・ IoT 機器本体の不要なネットワー

クポート、USB、シリアルポート等

を物理的に閉塞する  

・ IoT 機器導入エリアの鍵・入退室

リストの管理、生体認証の導入、

監視カメラの設置、持ち物や体

重検査等の対策を実装する 等 

上記対策を行うことで、IoT 機器に

対する許可されたユーザ以外の不

正アクセスによる内容の参照、マル

ウェアに感染等による情報(データ)

の漏えいを防ぐ。また、IoT 機器導

入エリアに対する入退場の状況を

確認でき、不正侵入者を検知する

ことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [6] 参照。 

IoT 

機器 
○ － 

①-サ

[2]e 

14 

分
類
５:

初
期
導
入 

IoT 機器の適切なセ

キュリティ設定の実施 

 

・ 工場出荷時のパス

ワードの変更 

・ IoT 機器の利用環

境に適した設定値

の利用（工場出荷

時の設定値を使用

しない） 

ベンディングマシン等の IoT 機器に

対し強固なパスワードの設定、パス

ワードの定期的な変更、IoT 機器上

の不要なサービスの停止、利用環

境に適した設定値を使用する等の

対策を行うことで、IoT 機器に対す

る不正アクセスによる設定変更、情

報(データ)漏えい等、業務の運用

に悪影響を及ぼすような被害を防

ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12]、[16] (PCI 

DSS) 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[2]a 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

15 

分
類
５:

初
期
導
入 

IoT 機器、通信機器

の故障予防、復旧対

策 

 

・ IoT 機器、通信機

器の冗長化 

・ IoT 機器、通信機

器の予備機の確

保 

・ IoT 機器、通信機

器の品質管理 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

構成の冗長化や、予備機確保によ

る故障発生時の迅速な交換対応を

行うことで、IoT 機器が故障した場

合でも IoT 機器の稼働が完全に停

止してしまうことを防ぐ。また、可用

性を実現するため、情報(データ)の

送受信が行えない場合でも情報(デ

ータ)を再送する設計、情報(デー

タ)が欠損した場合でも、IoT 機器の

継続動作が可能な設計を行う。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [13] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[5]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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(4) 「運用・保守」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

「運用・保守」フェーズにおいて、「5.2.3関連する人物などの整理」で整理した対策を実施す

る登場人物の実証サイトにおける役職・部署毎に、実施する CPS/IoTセキュリティの対策内容と

対策ポイントを以下に示す。  

 

i. 「経営企画部門（セキュリティ管理責任者）」が実施する CPS/IoTセキュリティ対策 

 

表 5-16: 「運用・保守」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（経営企画部門（セキュリティ管理責任者）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

定期的な教育・訓練 

 

・ 従業員向けの定

期的なセキュリティ

対策教育の実施 

・ 従業員向けの定

期的なセキュリティ

インシデント対応

訓練の実施 

セキュリティ対策を考慮した運用

や、セキュリティ問題発生時の対応

を組織内の全従業員へ教育により

周知徹底し、定期的な見直しを行う

ことで、セキュリティ問題発生時の

対応の遅れ、被害の防止、被害の

拡大を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[4]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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ii. 「部品加工部門（生産技術担当者）」が実施する CPS/IoT セキュリティ対策 

 

表 5-17: 「運用・保守」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

（部品加工部門（生産技術担当者）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

IoT 機器の継続的な

脆弱性対策 

 

・ IoT機器のセキュリ

ティパッチの定期

的な更新 

脆弱性が残存した IoT 機器が稼働

し続けることで、外部からの不正ロ

グイン・不正操作・不正参照を引き

起こしやすくなる。ベンディングマシ

ン等の IoT 機器に対し定期的な脆

弱性対策を行うことで、IoT 機器に

対する不正アクセス、マルウェアに

感染等による、情報(データ)の漏え

い、IoT 機器での不正な情報(デー

タ)の生成を防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[2]d 

2 

IoT 機器、通信機器

の故障予防、復旧対

策 

 

・ IoT 機器、通信機

器の定期メンテナ

ンス 

・ IoT 機器、通信機

器の故障の検知 

・ IoT 機器、通信機

器の交換作業 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

定期メンテナンス、故障検知機能の

実装、IoT 機器交換作業の明確な

手順の確立等、IoT 機器の品質管

理を徹底する。これにより、IoT 機器

が故障した場合においても迅速な

原因の特定、サービスの復旧等に

より、被害の拡大を防ぐことができ

る。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[5]b 

3 

リスク管理 

 

・ IoT 機器に関する

脆弱性情報の収

集 

セキュリティベンダーが用意した脅

威情報サイトの情報を逐次入手す

ることで、最新のセキュリティインシ

デント情報、ベンディングマシン等

の IoT 機器に関する脆弱性情報を

把握することができる。IoT 機器に

脆弱性がある場合、IoT機器の提供

業者より修正パッチを入手し該当の

IoT 機器へ適用することで、

CPS/IoT 全体のセキュリティレベル

の低下を防ぐことができる。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[3]e 
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No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

4 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

IoT 機器の資産管理 

 

・ IoT 機器の資産の

棚卸しと管理 

現場において無断で導入された

IoT 機器等、資産管理されていない

ベンディングマシン等の IoT 機器が

知らないうちにマルウェアに感染す

ることによる、セキュリティインシデン

トの対応遅れを防ぐ。  

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[6]a 

5 

正規アップデートの

利用 

 

・ IoT 機器の提供業

者より公開された

正規アップデート

の利用 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

アップデートファイル（マルウェア対

策ソフトの最新の定義ファイル、ファ

ームウェア、不具合修正パッチ等）

提供元の真正性を確認することで、

不正なアップデートファイルを IoT

機器へ適用することによるマルウェ

アの感染等の問題を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [7] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

③-レ

[11]a 

6 

分
類
４:

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
製
品/

設
備
の
選
択 

IoT機器の認証とアク

セス管理 

 

・ セキュリティポリシ

ーに従ったアクセ

ス権の定義 

セキュリティポリシーに基づきベン

ディングマシン等の IoT機器に対す

るアクセス権の管理を行うことで、権

限の無いユーザによる IoT 機器へ

のアクセスによる設計情報データな

どの情報(データ)の不正取得、不

正な設定値投入による誤動作、マ

ルウェア混入等の被害等を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [5] 参照。 

以下機能に対応した製品を導入す

る。 

・ アクセス範囲、権限の管理機能 

データ ○ － 
①-サ

[3]b 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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(5) 「廃棄」フェーズにおける CPS/IoTセキュリティ対策 

「廃棄」フェーズにおいて、「5.2.3関連する人物などの整理」で整理した対策を実施する登場

人物の実証サイトにおける役職・部署毎に、実施するCPS/IoTセキュリティの対策内容と対策ポ

イントを以下に示す。 

 

i. 「部品加工部門（生産技術担当）設備保全管理者」が実施する CPS/IoT セキュリティ対

策 

 

表 5-18: 「廃棄」フェーズにおける CPS/IoT セキュリティ対策（部品加工部門（生産技術担当）） 

No. 分類 対策内容 対策ポイント(※1) 
保護

対象 

技術

による

対策 

運用

による

対策 

管理 

番号 

(※2) 

1 

分
類
１:C

P
S
/
Io

T

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
の
体
制
・規
則
の
整
備 

IoT 機器廃棄時に識

別子の完全削除 

 

・ IoT 機器固有の識

別子を読み取りで

きない状態にする 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

廃棄時に、IoT 機器内部に保存さ

れている正規 IoT 機器を一意に識

別する ID（識別子）や認証情報を読

み取りできない状態（記憶領域の物

理的破壊、製造元指定の方法等）

にすることで、これらの情報を流用

した不正な IoT 機器の流通を防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

IoT 

機器 
－ ○ 

①-サ

[6]a 

2 

IoT 機器廃棄時の情

報(データ)完全削除 

 

・ IoT 機器に保存さ

れている情報(デ

ータ)を読み取りで

きない状態にする 

ベンディングマシン等の IoT 機器の

廃棄時に内部に保存されている情

報(データ)を読み取りできない状態

（記憶領域の物理的破壊、製造元

指定の方法等）にすることで、廃棄

後の情報(データ)を読み取られるこ

とによる設計情報データなどの情報

(データ)の漏えいを防ぐ。 

 

【対策の具体例】 

社会実装の具体例 [12] 参照。 

データ － ○ 
①-サ

[8]a 

※1: 社会実装の具体例は（5.2.1(2)CPS/IoTセキュリティ対策の社会実装例詳細）参照。 

※2: 各項目の対策に対する CPS/IoTセキュリティリスクの詳細は、(3.2.2)を参照。 
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5.3 製造分野における CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル 

「5.1CPS/IoT におけるセキュリティ対策の要点」で示したように、問題発生時の迅速な対応や

速やかな復旧を実現するための対策も重要な対策の一つである。ここまで、製造分野における

CPS/IoTセキュリティ対策を具体化してきたが、本ユースケースにおいて、これらの CPS/IoT セ

キュリティの対策がとられていなかった場合を想定し、その場合に発生しうる問題と、その問題が

発生した場合の対応手順を検討する。今回の想定においては、本ユースケースにおける実証

現場で発生する可能性があると思われる問題に絞って検討を行った。また、想定される問題が

発生した場合の対応手順として、「誰が」「何を」するのかを明確にする為に、フローの形式での

整理を行った。 

今回想定した問題の例と、その問題に対応するフローを以下に示す。 

 

表 5-19: 事例として取り上げる CPS/IoT セキュリティ問題① 

不足した対策 

(想定) 

管理番号:①-サ[2]b 

「システム導入」フェーズにおいて、「経営企画部門（システム管理責任者）」が未実施。 

対策内容：IoT 機器への不正な無線接続対策、マルウェア感染対策(表 5-12 No.12) 

発生する問題 IoT 機器の動作が停止。 

発見の状況 
一部の IoT 機器からサイバー空間にデータが届かないため、サイバー空間のアプリケ

ーションを起動すると、情報が収集できていないというアラートが表示。 

原因 

認証設定を行っていない無線 LANのアクセスポイントに、社外の PCが接続し、不正な

データを工場内の IoT 機器宛に送信した。一部の IoT 機器では、不正なデータを受信

したためにエラーが発生し、動作を停止した。 

対応 

＜対応＞ 

・ 問題の発生した IoT 機器が設置されているエリアを、ネットワークから切断。 

・ IoT 機器のアクセスログ、ネットワーク機器のアクセスログの調査。 

・ 動作を停止した IoT 機器を再起動し、正常な状態に戻す。 

＜再発防止策＞ 

・ アクセスポイントの認証設定を有効にし、不正な接続を排除。 

・ IDS や IPS を導入し、不正な通信を検知・遮断。 

 

前述の表(表 5-19)に示す CPS/IoTセキュリティ問題に対応するフローを以下に示す(図 

5-14、図 5-15、図 5-16)。 
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図 5-14: CPS/IoTセキュリティ問題①に対応するフロー(1/3) 

検知／連絡受付

状況把握／判断

経営企画部門
(システム管理
責任者)

・状況把握
問題のIoT機器が接続して
いるシステムを調査。
・調査結果回答

通報

状況把握の依頼

事実関係の確認指示

調査結果回答

結果報告

暫定対策の指示

作業結果報告
（状況に応じて）

作業結果報告

・問題の発見
・通報
業務手順に従い通報。

部品加工部門

・暫定対策の指示
問題のIoT機器を含むエリ
アをネットワークから切
断するように指示。
・作業結果報告

・事実関係の確認
・状況把握の指示
・状況把握の依頼

・結果報告

IoT機器提供業者

調査結果報告

状況把握の指示

部品加工部門
(ライン管理者)

・状況把握
問題のあるIoT機器を調査。
・調査結果報告

・暫定対策の実施
・作業結果報告

暫定対策の指示

作業結果報告

取締役

・問題発生状況、業務影
響の把握
・暫定対策の指示

・通報の受付
・問題の記録

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

・暫定対策の指示
・作業結果報告

・事実関係の確認指示
・問題発生状況の報告

問題発生状況の報告
（状況に応じて）

暫定対策の指示

次ページへ続く
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図 5-15: CPS/IoTセキュリティ問題①に対応するフロー(2/3) 

調査／対策

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

経営企画部門
(システム管理
責任者)

取締役 部品加工部門

・事業への影響と対応方
針を経営判断
・原因調査の指示

・恒久対策の指示

・原因調査
ネットワークアクセスログ
を入手し、調査を実施。
・調査結果報告

・原因調査の指示
・調査結果報告

・原因調査の指示
問題のあるIoT機器のログ
を入手し、調査を指示。
・調査結果報告

・恒久対策の指示
・作業結果報告

・恒久対策の指示
・作業結果報告

原因調査の指示

原因調査の指示

原因調査の指示

恒久対策の指示

恒久対策の指示

作業結果報告
（状況に応じて）

作業結果報告

調査結果報告

調査結果報告

調査結果報告

原因調査の指示

調査結果報告
（状況に応じて）

IoT機器提供業者

・原因調査
・調査結果報告

部品加工部門
(ライン管理者)

・原因調査
問題のあるIoT機器の調査
を実施。
・原因調査の依頼
・調査結果報告

調査結果報告

原因調査の依頼

・恒久対策の実施
・作業結果報告

恒久対策の指示

作業結果報告

前ページから

次ページへ続く
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図 5-16: CPS/IoTセキュリティ問題①に対応するフロー(3/3) 

 

調査／対策

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

経営企画部門
(システム管理
責任者)

取締役 部品加工部門

・再発防止策の指示

・継続対応の監督責任
以後、再発防止策の対応状
況についての継続的な監督
を行う。

・再発防止策の検討
・再発防止策の指示
・作業結果報告

・再発防止策の指示
・作業結果報告

再発防止策の指示

再発防止策の指示

作業結果報告

作業結果報告
（状況に応じて）

IoT機器提供業者
部品加工部門
(ライン管理者)

・再発防止策の実施
・作業結果報告

作業結果報告

再発防止策の指示

・継続対応の指示
・実施状況報告

・継続対応の指示
・実施状況報告

・継続対応の実施
・実施状況報告

前ページから

継続対応の監督責任

継続対応の指示

実施状況報告

作業結果報告
（状況に応じて）
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表 5-20: 事例として取り上げる CPS/IoT セキュリティ問題② 

不足した対策 

(想定) 

管理番号:③-レ[11]a 

「運用・保守」フェーズにおいて、「部品加工部門（生産技術担当者）」が未実施。 

対策内容：正規アップデートの利用(表 5-17 No.5) 

発生する問題 IoT 機器が不正な動作。 

発見の状況 現場担当者が、作業に利用している IoT 機器の異常な動きを発見。 

原因 

前日に IoT 機器に適用したパッチが、正規のパッチファイルではなく、マルウェアが仕

込まれたパッチファイルであった。このパッチファイルを使用して IoT 機器へのパッチ適

用作業を実施したため、IoT 機器がマルウェアに感染した。 

対応 

＜対応＞ 

・ 問題の発生した IoT 機器をネットワークから切断。 

・ IoT 機器の初期化(OS からインストールしなおし）を実施。 

・ IoT 機器に新たなパスワードを設定。 

＜再発防止策＞ 

・ IoT機器に適用するパッチは、必ず IoT提供業者から提供されたパッチファイルを利

用するよう、運用手順を更新。 

・ 通信機器にて、IoT 機器間の通信を遮断（他の IoT 機器への感染することで被害が

拡大することの防止策）。 

 

前述の表(表 5-20)に示す CPS/IoTセキュリティ問題に対応するフローを以下に示す(図 

5-17、図 5-18、図 5-19)。 
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図 5-17: CPS/IoTセキュリティ問題②に対応するフロー(1/3) 

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

経営企画部門
(システム管理
責任者)

取締役
社外の専門家
(JPCERT/CC
など)

部品加工部門
部品加工部門
(ライン管理者)

検知／連絡受付

状況把握／判断

・通報の受付
・問題の記録

・暫定対策の指示
問題のIoT機器を含む
エリアをネットワーク
から切断するよう指示。
・作業結果報告

・暫定対策の指示
・作業結果報告

暫定対策の指示

作業結果報告
（状況に応じて）

作業結果報告

通報

事実関係の確認指示

状況報告

部品加工部門
(担当者)

・状況把握
問題のあるIoT機器が
接続しているシステム
を調査。
・調査結果回答

・事実関係の確認
・状況把握の指示
・状況把握の依頼

状況把握の依頼

調査結果回答

結果報告
・結果報告

・状況把握
問題のあるIoT機器を
調査。
・調査結果報告調査結果報告

状況把握の指示

・問題の発見
IoT機器の異常な動き
を発見。
・状況報告・事実関係の確認

担当者と共にIoT機器
の稼働状態を確認。
・状況報告・通報

業務手順に従い通報。

状況報告

・暫定対策の実施
・作業結果報告

暫定対策の指示

作業結果報告

・事実関係の確認指示
・問題発生状況の報告

・問題発生状況、業
務影響の把握
・暫定対策の指示

問題発生状況の報告
（状況に応じて）

暫定対策の指示

次ページへ続く
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図 5-18: CPS/IoTセキュリティ問題②に対応するフロー(2/3) 

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

経営企画部門
(システム管理
責任者)

取締役
社外の専門家
(JPCERT/CC
など)

部品加工部門
部品加工部門
(ライン管理者)

調査／対策

・事業への影響と対
応方針を経営判断
・原因調査の指示

・問い合わせ対応
同様事例の有無確認、
関連するマルウェア情
報の開示など。
・問い合わせへ回答

・社外の専門家への問
い合わせ
・原因調査の指示
・状況報告

・原因調査の指示
問題発見時のIoT機器
での作業の調査を指示
・調査結果報告

・恒久対策の指示
・作業結果報告

・恒久対策の指示
・作業結果報告

・恒久対策の指示
恒久対策の指示

恒久対策の指示

作業結果報告
（状況に応じて）

作業結果報告

問い合わせ

原因調査の指示

調査結果報告

原因調査の指示

状況報告
（状況に応じて）

部品加工部門
(担当者)

・恒久対策の実施
・作業結果報告

恒久対策の指示

作業結果報告

前ページから

・原因調査
問題のあるIoT機器で
の作業内容を調査。
・調査結果報告調査結果報告

原因調査の指示

次ページへ続く

問い合わせへの回答
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図 5-19: CPS/IoTセキュリティ問題②に対応するフロー(3/3) 

 

経営企画部門
(セキュリティ
管理責任者)

経営企画部門
(システム管理
責任者)

取締役
社外の専門家
(JPCERT/CC
など)

部品加工部門
部品加工部門
(ライン管理者)

調査／対策

・再発防止策の検討
・再発防止策の指示
・作業結果報告

・再発防止策の指示
・作業結果報告

・再発防止策の指示

・継続対応の監督責任
以後、再発防止策の対
応状況についての継続
的な監督を行う。

再発防止策の指示

再発防止策の指示

作業結果報告

作業結果報告
（状況に応じて）

部品加工部門
(担当者)

・再発防止策の実施
・作業結果報告

再発防止策の指示

作業結果報告

・継続対応の指示
・実施状況報告 ・継続対応の指示

・実施状況報告

・継続対応の実施
・実施状況報告

継続対応の監督責任

継続対応の指示

実施状況報告

実施状況報告
（状況に応じて）

前ページから



 

162 

5.4 実証サイトでの評価 

ここまでで作成した、CPS/IoTセキュリティ対策シナリオと CPS/IoTセキュリティ対応マニュア

ルについて今回の実証サイトでの工場の現場から評価を頂いた。 

実証サイトの方に頂いた主な評価を以下に示す。なお、評価内容の詳細は「10.3実証サイト

での評価（詳細）」を参照。 

 

○ 主な評価 

・ CPS/IoTセキュリティ対策シナリオに挙げられている対策を実施すれば、サイバー空

間にデータを出すことには不安は無い。 

・ CPS/IoTセキュリティ対策の知識を持った人員が必要となったり、CPS/IoTセキュリティ

対策の実施責任などが、CPS/IoT を導入する部門の負担になる。 

・ インターネットへの接続やCPS/IoTセキュリティ対策は、グループ会社全体の統一ポリ

シーに従っている。そのため、CPS/IoTを導入し、CPS/IoTセキュリティ対策を実施す

る為には、対象となる IoT機器の基準の定義や、各種ルールの見直し、タスク分担の

再検討が必要。 

・ CPS/IoTセキュリティ対応フローのタスクの分担や流れは特に問題は無いが、現状で

は各設備は外部とのデータ送受信が無いため、生産技術部門の担当者の判断で対

処する場合が多いと思われる。 

 

ここで頂いた評価やご意見は、今後の CPS/IoTセキュリティ対策シナリオ、CPS/IoTセキュリ

ティ対応マニュアルの改善において反映していく。 
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6. 実証実験 

本章では、「3.1検討アプローチ」、「4データプロファイル作成」の内容を基に、データプロフ

ァイルの作成、データプロファイルに付与した CPS/IoTセキュリティ機能の確認、データプロファ

イルのアプリケーション活用まで行った実証実験の内容を示す。 

 

6.1 実証実験の目的および対象 

本節では、実証実験の目的と実証実験を行う対象のコンセプト、流れを示す。 

 

本実証実験の目的は、以下の三つの観点にて検証を行い、その結果をデータプロファイル

にフィードバックすることである。 

 

 選定した作業現場のデータを折り込んだデータプロファイルを作成できることを検証。 ①

「4.3データプロファイル基本構造を実装するには」を基に選定した作業現場からデータ

を収集し、4Mを示すそれぞれのデータが実装データフォーマットの各項目に折り込めるこ

とを確認する。 

なお、本章におけるデータプロファイルの作成とは、「4.3データプロファイル基本構造を

実装するには」に示された手順に従って業務モデリング、ライブラリの参照や新規設計を経

て実装データフォーマットを作成し、データマッピング、実装までを指す。 

 データプロファイルの特定の項目にセキュリティ機能を付与し、その機能動作を検証。 ②

「4.2.7(4)セキュリティ」を基に CPS/IoTセキュリティ機能(暗号化機能、デジタル署名機

能)をデータプロファイルに組み込み、当該機能の動作を確認する。 

 データプロファイルによるアプリケーション活用の有効性検証。 ③

既存アプリケーションにデータプロファイルが活用できることを確認し、その有効性の確

認と、課題を抽出する。 

以下に、上記①～③の観点に対する検証内容を示す（図 6-1）。 
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図 6-1: 実証実験の観点と検証内容 

 

本事業では、前述（3.3.3）通り、｢生産革新領域｣の中で期待される IoT 活用シナリオ「生産計

画ならびに装置/設備の製造条件の最適化」・ユースケース｢工場稼動率の向上(機会ロス削

減)｣を、実証実験の対象とし、実験をする生産現場および活用するアプリケーションを選定し

た。 

ディスクリート生産の現場は、人間が主体となって作業を行う性質のものと、自動機やロボット

が主体となって作業を行う性質のものに大別できる。そこで本実験では、両方で検証することが

適当と判断、前者を実証実験 1、後者を実証実験 2 とし、実証実験 1を株式会社 日立製作所

（以下、日立製作所）、実証実験 2を三菱電機 株式会社（以下、三菱電機）の 2社で行うことと

した。 

実証実験 1では、レガシーな設備の使用も想定した人間主体で業務を行う現場を対象とし、

4Mに対応する現場データを収集し、そのデータを折り込んだデータプロファイルを作成、

CPS/IoTセキュリティ機能を付与した上で、アプリケーションでの活用を試みる。現場データは、

既存システムから得られる生産データに加え、カメラやセンサーから得られる測定データを対象

とした。アプリケーションは、生産ロスの見える化（マンマシンチャート）を選定した。 

実証実験 2では、人の作業が無く自動生産システムが稼働している現場を対象に、現場から

得られる多種多様な大量のデータを折り込んだデータプロファイルを作成し、データプロファイ

ルのアプリケーション活用を試みる。アプリケーションには、ボトルネック工程の見える化を選定

した。 

以下に、実証実験を行う対象と実証実験の流れを示す（図 6-2）。 

 

実証実験の観点 検証内容

① 選定した現場のデータを折り込
んだデータプロファイルを作成
できることを検証

② データプロファイルに施した
セキュリティ機能(暗号化機能、
デジタル署名機能)動作を検証

 CPS/IoTセキュリティ機能の設計や実
装における課題の抽出

③ データプロファイルがアプリケー
ションに活用できるか検証

 アプリケーション活用における
データプロファイル構造の課題抽出

Man Machine Method Material
実証実験
データ

データ
プロファイル

現場の4Mデータが実装データフォーマットの
各項目に当てはまること
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図 6-2: 実証実験を行う対象と内容の流れ 

 

各実証実験の特徴を以下に示す（表 6-1）。 

 

表 6-1: 実証実験の特徴と検証内容 

No. 特徴 実証実験 検証内容 

1 

レガシーな設備の使用も想定した

人間主体の業務を行う現場を対象

としてデータを収集、バッチ処理で

データプロファイルを作成 

実証実験 1 

①データプロファイルの作成 

②CPS/IoT セキュリティ機能確認 

③アプリケーションへの活用 

2 

自動生産システムが稼働している

現場を対象としてデータを収集、

データプロファイルを作成 

実証実験 2 
①データプロファイルの作成 

③アプリケーションへの活用 

ボトルネック工程の見える化

データプロファイル作成

【実証実験２(実証現場:三菱電機)】

生産ロスの見える化
(マンマシンチャート)

データプロファイル作成

【実証実験１(実証現場:日立製作所)】

暗号/デジタル署名付与

【現場データ]
①現場映像
②生産管理
④センサー

人間主体/レガシー設備
関連の現場データ

【現場データ]
①現場映像
②生産管理
③PLC
④センサー FA系デバイス

関連の現場データ

曲げ加工業務の現場データ

XML

復号/デジタル署名の検証

自動化ラインのサーボモーター工程
の現場データ

XML
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6.2 実証実験結果(サマリー) 

本節では、実証実験の結果のサマリーを示す。 

 

前述(6.1)した三つの観点を検証するため、実証実験項目と確認項目を設定して実験を行っ

た。その結果を以下に示す（表 6-2）。 

 

表 6-2: 実証実験項目と結果 

No. 実証実験項目 確認項目 

実証実験結果 

○: 確認項目を満たす 

×: 確認項目を満たさない 

実証実験 1 

（日立製作所） 

実証実験 2 

（三菱電機） 

1 

①データ 

プロファイルの

作成 

(a) 現場データの収集 

目的に対応した評価

対象の現場を選定

し、現場データを収

集すること。 

○ ○ 

2 

(b) 収集した現場デー

タの実装データフォー

マットへのマッピング

可否を確認 

使用する現場データ

が、実装データフォ

ーマットで定義した

各項目に対してマッ

ピング可能かを確認

すること。 

○ ○ 

3 (c) 実装 

マッピングした実装

データフォーマットか

ら XML 生成できるこ

と。 

○ ○ 

4 

②CPS/IoT 

セキュリティ 

機能確認 

(d) CPS/IoTセキュリテ

ィ機能の組込み 

要求された機能をデ

ータプロファイルに

実装できること。 

○ 

対象外 

5 
(e) CPS/IoTセキュリテ

ィ機能の動作確認 

実装した機能が要求

仕様通り動作するこ

と。 

○ 
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No. 実証実験項目 確認項目 

実証実験結果 

○: 確認項目を満たす 

×: 確認項目を満たさない 

6 
③アプリケーショ

ンへの活用 

(f)作成したデータプロ

ファイルがアプリケー

ションに活用できること

を確認 

作成した XML ファイ

ルが既存アプリケー

ションに活用できるこ

と。 

○ ○ 

7 

データプロファ

イルへのフィー

ドバック 

(g)データプロファイル

初版に対して上記実

証実験を通して判った

改善点をフィードバッ

ク 

改善点をフィードバ

ックしたデータプロフ

ァイル構造が作成さ

れること。 

○ ○ 

 

①データプロファイル作成の観点では、実証実験項目として、以下(a)～(c)を行い、全ての実

証実験で確認項目を満たした。 

(a) 現場データの収集 

前述（6.1）した、実証実験の目的に適する作業現場を選定し、作業現場から目的に対応

したデータを収集できることを確認項目とした。 

結果、全ての実証実験で必要なデータを収集できることを確認した。特に、実証実験 1

では 4M全てのデータを収集することができた。 

(b) 収集した現場データの実装データフォーマットへのマッピング可否を確認 

それぞれの実証実験で使用する現場データが前述(4.3.1)で示したデータプロファイル

構造を含んだ実装データフォーマットの各項目に当てはめられる（マッピングできる）ことを

確認項目とした。 

結果、4Mそれぞれの要素の現場データを実装データフォーマットの各項目にマッピング

することができることを確認した。 

(c) 実装 

現場データをマッピングした実装データフォーマットから XML生成できることを確認項目

として設定した。 

結果、全ての実証実験で現場データをマッピングした実装データフォーマットから XML

生成することができた。 

 

②CPS/IoTセキュリティ機能確認の観点では、実証実験項目として、以下(d)、(e)を行い、実

証実験１にて確認項目を満たす結果を得た。実証実験２では本評価項目は評価対象外とした。 
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(d) CPS/IoTセキュリティ機能の組込み 

前述(4.2.7(4))に従い、データプロファイルに要求される CPS/IoTセキュリティ機能の要

求仕様を設定し、仕様通りにデータプロファイル（XMLファイル）に実装できることを確認項

目とした。 

結果、CPS/IoT セキュリティ機能をデータプロファイルに付与することができた。 

(e) CPS/IoTセキュリティ機能の動作確認 

実装した CPS/IoTセキュリティ機能が、要求仕様通りに動作することを確認項目とした。 

結果、CPS/IoT セキュリティ機能が仕様通りに動作することを確認した。 

 

③アプリケーションへの活用の観点では、実証実験項目として、以下(f)を行い、実証実験 1 と

実証実験 2共に確認項目を満たす結果を得た。 

 

(f) 作成したデータプロファイルがアプリケーションに活用できることを確認 

作成したXMLファイルのデータプロファイルが、既存のアプリケーションで活用できること

を確認項目とした。 

結果、作成したデータプロファイルが既存アプリケーションで活用できることを確認した。 

 

上記①～③の実証実験項目を通して、以下(g)を行い、確認項目を満たす結果を得た。 

 

(g) データプロファイル初版に対して実証実験を通して判った改善点をフィードバック 

上記①～③の実証実験項目を通して判った改善点をフィードバックしたデータプロファイ

ル構造が作成されることを確認項目とした。 

結果、フィードバックしたデータプロファイル基本構造および実装データフォーマットを「4

データプロファイル作成」に示した。 
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6.3 実証実験１（実証現場: 日立製作所） 

本節では、日立製作所が主導で行った実証実験１の詳細を示す。 

 

6.3.1 目的および対象 

本項では、実証実験１の目的と検証する対象を示す。 

 

(1) 目的 

実証実験１の目的は、前述(6.1)した通り、レガシーな設備の使用も想定した人間主体の作業

を行う現場を対象とし、その現場から４M 要素に対応するデータを取得して、以下の①～③の 3

項目を確認することである。 

  収集した現場データを折り込んだ、当該現場で発生した事象を再現できるデータプロファ①

イルを作成すること。 

  「4.2.7(4)セキュリティ」を基に CPS/IoTセキュリティ機能（暗号化機能, デジタル署名機能）②

をデータプロファイルに付与し、その動作を確認すること。 

  ①で作成したデータプロファイルを既存アプリケーションで活用できること。 ③

 

本実験では、レガシーな設備の使用も想定した人間主体の業務を行う現場を対象とした。こ

のため、4Mデータを収集することが困難だったことから、ネットワークカメラ（以下、NWカメラ）や

電流センサーなどの測定機器を追加設置してデータを収集した。 

また、本実験で使用するアプリケーションには 4Mデータを扱うものが適当と考え、マンマシン

チャートを選定した。マンマシンチャートは、ロット（連続して同じ条件で製造する)業務の進捗状

態を、作業時間の長さを棒グラフで作業者（Man）、設備（Machine）別に表示するガントチャート、

および映像データで見える化するツールで、ガントチャートと作業映像を同時に確認できるのが

特長である。また、作業に用いる材料情報（Material）や曲げ回数（Method）もロットに紐づけて

表示できる。 
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(2) 対象 

実証実験１にて現場データの収集を行う製造拠点を日立ターミナルメカトロニクス株式会社

（以下、（日立 TM））とした。本拠点の概要を示す（表 6-3）。 

 

表 6-3: 実証実験１で現場データの収集を行う製造拠点の概要 

会社名 日立ターミナルメカトロニクス株式会社 

Hitachi Terminal Mechatronics, Corp. 

所在地 (本社)愛知県尾張旭市晴丘町池上１ 

会社設立日 2011 年 4 月 1 日 

事業内容 (1) ATM・金融端末の生産 (2) エンジニアリングサービス (3) EMS サービス 

 

実証実験１の目的である「人間主体で業務を行う現場」の観点から、前述（表 6-3）した製造

拠点の ATM・金融端末の生産ラインにおける工作工程の一つである板金加工工程に注目した。

板金加工工程は、カスタマイズ部品の生産が多く、多品種少量生産を行っているため、人手作

業が多い。板金加工工程には穴明け工程、抜き工程、曲げ加工工程、品質検査工程と様々な

作業がある。その中でも曲げ加工工程は、その作業時間が板金加工工程全体の大半を占める

工程で、板金加工工程の中でも特に人手作業が多いため、本工程を実証実験 1の対象業務に

選定した。 

以下に、ATM・金融端末の生産ラインにおける曲げ加工工程の位置付けと作業内容を示す

（図 6-3）。 
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図 6-3: 曲げ加工工程の位置付けとその作業内容 

 

曲げ加工工程は、設備（ベンディングマシン）を使用して作業者が板金を曲げる業務である。

曲げ加工工程は、段取り作業と量産作業で構成されており、段取り作業は、設備への金型取付

けや設備レシピの補正など量産作業の準備を行う。具体的には、設備内に保存されている設備

レシピの呼び出しや設備への金型取り付け、設計図面の表示、呼び出した設備レシピを設定し

た設備を用いての板金曲げ、曲げた板金に対してノギスや分度器などの計測治工具を用いて

の角度・寸法確認、角度・寸法確認結果を受けての設備レシピ補正など様々な作業が行われる。

設計図面にて設定されている全ての曲げ箇所に対して、板金曲げ、角度・寸法確認、設備レシ

ピの補正を繰り返し行い、量産で使用する設備レシピを設定する。量産作業では、段取り作業

で設定した設備レシピを基に、１ロット分の板金曲げ加工を行う作業である。量産作業の間でも、

品質確認のため、角度・寸法確認を行う作業や設備レシピを補正する作業も行う。角度・寸法確

認を行う頻度は、量産作業の途中と最後の数回である。角度・寸法確認の結果から必要に応じ

て設備レシピの補正が行われる。 

工作工程

板金加工

ユニット品 調達

材料
調達

組立工程
機能
試験
工程

内装組立
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工程

出荷
試験
工程

ASSY

抜き
工程

穴明け
工程
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工程

品質検査
工程・・・ ・・・ ・・・ ・・・

対象業務

段取り 量産

板金
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設備レシピ
の補正

角度・寸法
確認

段取りで設定した
設備レシピを基に、
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・・・

繰り返し

段取り
準備

金型取付け
設備レシピ呼出
し

設計図面表示
など

・・・

読み出した設備レ
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治工具を用いて
角度・寸法確認。

板金バラツキ影
響に対応して設
備レシピを補正
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(3) 実証実験１の現場データの流れ 

実証実験１で用いる現場データの流れを以下に示す（図 6-4）。 

 

 

図 6-4 実証実験１のデータ流れ 

 

既存の生産管理システムから得られるデータは、生産指示データ、生産進捗データなど、主

にMachine、Material、Methodに関するものであり、Manの動態に関するデータと Machineの稼

働データが含まれていない。不足データを補うため、NWカメラとクランプ式の電流センサーの

③ アプリケーション活用による見える化(マンマシンチャート）

波形データ
(大容量)

NWカメラ
映像データ

（作業者動態など）

生産管理DB
（生産指示、進捗管理、

手順書, レシピなど）

センサーデータ
（電流波形など）

数値化
（容量圧縮）

数値
データ

(社内LAN)

① データプロファイル化
1st ４Mデータ収集
2nd 実装フォーマットへの入力
3rd XML生成
4th CPS/IoTセキュリティ機能付与

動画データ
(大容量)

社内クラウド
(サイバー空間)

追加 測定機器 既存の生産管理システム

② CPS/IoTセキュリティ機能の確認

データ共有空間
動画
データ

波形
データ

(社内LAN)(社内LAN)

(媒体による
移動)

(媒体による
移動)

生産進捗データ

生産指示データ
NWカメラ

電流センサ

作業手順書

マシンアラーム
データ

作業現場
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測定機器を追加することにした。 

NWカメラは 3台用い、それぞれ作業者の手元撮影、作業者の頭上からの撮影、作業現場全

体の撮影を行い作業者の動態データを取得する。電流センサーは設備（ベンディングマシン）

の駆動モーターの入力電流を測定し、電流値の変動により設備(ベンディングマシン)の稼働状

態データを取得する。NWカメラと電流センサーの制御は PCで行い、データ収集期間中はその

PC外付けの記憶媒体に保存した。 

実証実験１で使用する現場データ一覧を下表（表 6-4）に示す。 

 

表 6-4: 実証実験１で扱う現場データ一覧 

No. ４M要素 収集対象データ データ種類 データ内容 

1 Man 作業者動態データ 
映像データ 

（測定データ） 

NWカメラで人/モノの映像データ 

(時系列データ) 

2 

Machine 

設備稼働データ 

センサーデータ 

（測定データ） 

設備の駆動モーター電流値データ 

(時系列データ) 

3 

既存の生産管理 

システム保有データ 

設備動作ログデータ 

4 
設備アラーム 

データ 
設備アラームログデータ 

5 

Material 

原材料データ 原材料データ(購買記録、材料種類) 

6 品質データ 品質データ(品質チェック結果, NG数) 

7 

Method 

生産計画 生産計画(マニュアル) 

8 作業手順書 作業手順書(マニュアル) 

9 作業指示書 
作業指示 

(担当作業者への作業指示書) 

10 設備設定レシピ 設備設定 NCデータ 

11 設定工数 設定された標準作業時間(ST) 

12 設計図面 設計図面(許容差) 

13 

全体 

生産進捗データ 
作業工程進捗管理データ 

(生産品目/作業者/作業進捗など) 

14 環境データ 
センサーデータ 

（測定データ） 
設備の駆動モーター電流波形データ 

 

既存の生産管理システムからは Machine, Material, Method といった 3要素のデータが得ら

れ、追加した測定機器からは Man, Machine といった 2要素のデータが得られるので、4Mの全

ての要素に対応したデータを収集できる。 
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NWカメラや電流センサーで得られるデータは容量が大きいため、保存した記憶媒体から手

動で大容量ストレージにデータを移動し、大容量ストレージに保存した状態で各データの特徴

量を数値化して容量を圧縮し、数値化したデータを社内クラウドに保存した。 

既存の生産管理システムから得られるデータは、容量が小さいため、社内 LAN経由で前述

の社内クラウドに保存した。 

次に、BI ツール(ビジネスインテリジェンスツール)を用いて、前述の社内クラウドに保存したデ

ータからデータプロファイルを作成、CPS/IoTセキュリティ機能を付与し、前述した 6.3.1(1)目的

の①②の項目を確認した。最後にマンマシンチャートを用いて③のデータプロファイルのアプリ

ケーション活用を確認した。データプロファイルのアプリケーション活用においては、データプロ

ファイルに紐づけられている NWカメラや電流センサーの大容量データ（動画データ、波形デー

タ）も利用した。 
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6.3.2 データプロファイル作成結果 

本項では、前述（図 6-3）で示した対象に対して、「4.3データプロファイル基本構造を実装す

るには」で示された手順に従ってデータプロファイルを作成した結果を示す。 

 

(1) 業務のモデリング 

データプロファイル化する業務を設定するにあたり、曲げ加工工程における現場作業者のニ

ーズを確認した結果、段取り作業の内訳を詳しく分析したいという要望があった。曲げ加工工程

における段取り作業は量産作業と同様に、作業者が設備を使用して作業を繰り返す。活用アプ

リケーションであるマンマシンチャートは、作業者の業務状態、設備の稼働状態をガントチャート

で見える化するので、現場作業者のニーズと合致する。従って段取りおよび量産時に行う板金

曲げの作業をデータプロファイル作成の対象とした。併せて板金曲げの作業に付随して行われ

る角度・寸法確認や、設備レシピ補正の作業もデータプロファイル作成の対象とした。 

段取り作業の手順について確認したところ、1回の板金曲げを行った後に角度・寸法確認や

設備レシピの補正を行う場合と、設計図面に指定されている全ての曲げ箇所について連続して

板金曲げを行った後に角度・寸法確認や設備レシピの補正を行う場合があることが判った。そ

のため、1回の板金曲げを行った後に角度・寸法確認や設備レシピの補正を行う作業を 1 ヵ所

曲げの業務と定義し、設計図面に指定されている全ての曲げ箇所について連続して板金曲げ

を行った後に角度・寸法確認や設備レシピの補正を行う作業を連続曲げの業務と定義した。こ

の 1ヵ所曲げと連続曲げの作業セットもデータプロファイル作成の対象業務とした。1ヵ所曲げや

連続曲げは、アプリケーション活用側で定義した名称であり、現場では定義されていない作業

である。 

量産作業は、連続して複数回の板金曲げを行うが、途中で角度・寸法確認の作業と、必要に

応じて設備レシピ補正の作業が行われる。実証実験 1では、量産作業は、板金曲げと角度・寸

法確認、そして設備レシピ補正の三つの作業から構成される作業としてデータプロファイル作成

の対象とした。 

実証実験 1では、曲げ加工工程は、段取り作業と量産作業から構成される業務としてデータ

プロファイル作成の対象とした。 

上述した実証実験 1にてデータプロファイル作成を行う対象業務の一覧を以下に示す（表 

6-5）。 
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表 6-5: 実証実験１で作成するデータプロファイルの業務の一覧 

No. 作業種類 
業務 

アクティビティ 
作業内容 

1 板金曲げ [1]曲げ 

設計図面で設定されている曲げ加工箇所の内、1 ヵ所の曲げ

加工を、作業者が設備(ベンディングマシン)を操作しながら行う

作業。 

2 角度・寸法確認 [2]確認 

作業者が板金曲げ作業を行った 1 個の板金に対して、ノギス

や分度器などの治工具を用いて角度・寸法の許容値（閾値）を

満たしているか確認する作業。 

3 設備レシピ補正 [3]補正 

材料ロットによる板金厚さのバラツキによる影響を補正するた

めに行う作業であり、設備(ベンディングマシン)に設定されてい

る設備レシピの制御値（NC データ）の補正を行う作業。 

4 1 ヵ所曲げ [4]1 ヵ所曲げ 

板金曲げ、角度・寸法確認、設備レシピ補正の 3 種類の作業

から構成される作業。板金曲げ作業を 1 回行い、その 1 回の板

金曲げ作業の後で、角度・寸法確認または設備レシピ補正の作

業、もしくはその両方を行う。 

5 連続曲げ [5]連続曲げ 

板金曲げ、角度・寸法確認、設備レシピ補正の 3 種類の作業

から構成される作業。設計図面で設定されている全ての曲げ箇

所について連続で板金曲げ作業を行い、連続で行った板金曲

げ作業の後で、角度・寸法確認または設備レシピ補正の作業、

もしくはその両方を行う作業。連続曲げと 1 ヵ所曲げの違いは、

板金曲げを連続して行うか・行わないかのみ。 

6 段取り作業 [6]段取り 

量産作業の準備を行う作業で、実証実験 1では、設計図面で

設定されている全ての曲げ箇所分の 1 ヵ所曲げ作業と、連続曲

げ作業から構成されていると定義した作業。指示された作業内

容により連続曲げが実施されない場合がある。 

7 量産作業 [7]量産 

板金曲げ、角度・寸法確認、設備レシピ補正の 3 種類の作業

から構成されていると定義した作業。ロットで指定されている数

量分の板金曲げ作業を連続で行う。角度・寸法確認は、連続で

行われている板金曲げ作業の途中と最後で行われる。角度・寸

法確認作業にて必要な精度を満たしていれば継続して板金曲

げ作業を行うか、量産作業が終了となる。必要な精度を満たし

ていなければ必要に応じて設備レシピの補正作業を行う。 

8 曲げ加工工程 [8]ロット 段取り作業と量産作業から構成される工程。 

実証実験 1では、表 6-5に示す[1]～[8]の業務アクティビティ単位でデータプロファイルを作

成した。[1]～[8]の業務アクティビティ単位でみたときの曲げ加工工程の構成を以下に示す（図 



 

177 

6-5）。 

 

 

図 6-5: 業務アクティビティ単位で示した曲げ加工工程の構成 

 

図 6-5に示す曲げ加工工程において、データプロファイルを生成するタイミングを以下に示

す（図 6-6）。 
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図 6-6: データプロファイル生成タイミング 

 

[4]1 ヵ所曲げのデータプロファイルは、構成する 1個の[1]曲げのデータプロファイルとそれに

付随して行われる[2]確認、[3]補正のデータプロファイルが生成された後に生成する。 

[5]連続曲げのデータプロファイルは、構成する数の[1]曲げのデータプロファイルとそれに付

随して行われる[2]確認、[3]補正のデータプロファイルが生成された後に生成する。 

[6]段取りのデータプロファイルは、構成する複数の[4]1 ヵ所曲げと[5]連続曲げのデータプロ

ファイルが生成された後に生成する。 

[7]量産のデータプロファイルは、構成する全ての[1]曲げ、[2]確認、[3]補正のデータプロファ

イルが生成された後に生成する。 

[8]ロットのデータプロファイルは、構成する[6]段取りと[7]量産のデータプロファイルが生成さ

れた後に生成する。 

 

実証実験 1でモデリングする曲げ加工工程における[1]～[8]の各業務アクティビティの階層

構造および実証実験１で設定した業務 IDを以下に示す（図 6-7）。  
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図 6-7: 曲げ加工工程の業務階層および実証実験１で設定した業務 ID 

 

上記、[1]～[8]の各業務アクティビティについてモデリングを行った。各業務アクティビティを

モデリングした結果を以下に示す（図 6-8～図 6-15）。 
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【曲げ加工工程 業務階層】
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[1]曲げ業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-8: [1]曲げ 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[1]曲げ 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の①

～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書 ①

（作業指示書内にて一つの部品を 1 ヵ所曲げること。） 

 対象（処理前）: 加工前部品 ②

(本対象では、部品１個単位で固有 IDを設定していないので、作業指示書で設定している

加工板金の型名を固有 ID として使用した。) 

 資源（処理前）: 設備、作業者 ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: 設計図面、作業手順書、設備設定レシピ ④

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、[1]「曲げ」業務の開始・完了時刻 ⑤

 対象（処理後）: 加工後部品 ⑥

 資源（処理後）: 設備劣化、作業者習熟度 UP、加工前部品在庫減、加工後部品在庫増 ⑦

関連情報

[1]曲げ
ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
部品１つの1ヵ所曲げる。

- 加工前部品(部品固有ID)

- 設備（ベンディングマシン）(マシン固有ID)
- 作業者(作業者固有ID)

- 設計図面（図面固有ID）
- 作業手順書（手順書固有ID）
- 設備設定レシピ(NCデータ)

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 開始・完了の時刻

- 設備劣化(マシン固有ID)
- 作業者習熟度UP(作業者固有ID)
- 加工前部品在庫減(加工前部品固有ID）
- 加工後部品在庫増(加工後部品固有ID)

- 実際に使用した設計図面（図面固有ID）
- 実際に使用した作業手順書（手順書固有ID）
- 実際に使用した設備設定レシピ(NCデータ)

- 設備電流データ(波形)
- 作業者映像データ

- 加工後部品(部品固有ID)

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: 実際に使用した設計図⑧

面、実際に使用した作業手順書、実際に使用した設備設定レシピ  

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

 

 

[2]確認 業務アクティビティのモデリング結果:  

 

 

図 6-9: [2]確認 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[2]確認 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の①

～⑨となる。 

 指示内容: 作業指示書 ①

（作業指示書内にて部品一つの角度・寸法を確認すること。） 

 対象（処理前）: 確認前部品 ②

関連情報

[2]確認
ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
部品１つの角度・寸法を確認

- 確認前部品(部品固有ID)

- 作業者(作業者固有ID)
- 治工具(工具固有ID)

- 作業手順書 (手順書固有ID）
- 角度・寸法値
- 角度・寸法の許容値（閾値）

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 開始・完了の時刻

- 作業者習熟度UP(作業者固有ID)
- 治工具劣化(工具固有ID)
- 確認前部品在庫減(確認前部品固有ID）
- 確認後部品在庫増(確認後部品固有ID)

- 実際に使用した作業手順書（手順書固有ID）
- 角度・寸法実測値
- 実測値が許容値(閾値)内がどうかの判定結果

・設備電流データ(波形)
・映像データ

- 確認後部品(部品固有ID)

業務アクティビティ
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（本対象では、部品１個単位で固有 IDを設定していないので、作業指示書で設定してい

る加工板金の型名を固有 ID として使用した。） 

 資源（処理前）: 作業者 、治工具 ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: 作業手順書、角度・寸法値、角度・寸法の許容④

値（閾値）  

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、[2]「確認」業務の開始・完了時刻 ⑤

 対象（処理後）: 確認後部品  ⑥

 資源（処理後）: 作業者習熟度 UP、治工具劣化、確認前部品在庫減、確認後部品在庫⑦

増 

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: 角度・寸法実測値、実測⑧

値が許容値（閾値）内かどうかの判定結果  

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨
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[3]補正 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-10: [3]補正 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[3]補正 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の①

～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書 ①

（材料ロットによる板金バラツキによる影響を補正するために設備設定レシピの制御値

（NCデータ）を補正すること。） 

 対象（処理前）: 補正前設備設定レシピ ②

 資源（処理前）: 作業者 ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: 作業手順書、角度・寸法確認結果 ④

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、[3]「補正」業務の開始・完了時刻 ⑤

 対象（処理後）: 補正後設備設定レシピ ⑥

 資源（処理後）: 作業者習熟度 UP ⑦

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: 実際に使用した作業手⑧

順書 

関連情報

[3]補正
ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
制御値補正指示

- 補正前設備設定レシピ（NCデータ）

- 作業者（作業者固有ID）

- 作業手順書（手順書固有ID）
- 角度・寸法確認結果

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 開始・完了の時刻

- 作業者習熟度UP(作業者固有ID)

- 実際に使用した作業手順書（手順書固有ID）

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 補正後設備設定レシピ(NCデータ)

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

 

 

[4]1 ヵ所曲げ 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-11: [4]1 ヵ所曲げ 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[4]1 ヵ所曲げ 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以

下の①～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書 ①

（[1]曲げ を 1回行い、その後で[2]確認 または[3]補正、その両方を行うこと） 

 対象（処理前）: 加工前部品、補正前設備設定レシピ ②

 資源（処理前）: [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で使用する資源（処理前） ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: なし  ④

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正で必要としたプロセスと同一のため、本業務アクティ

関連情報

[4]1ヵ所
曲げ

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
[1]曲げを1回行い、その後で[2]確認
または[3]補正、その両方を行う

- 加工前部品(部品固有ID)
- 補正前設備設定レシピ（NCデータ)

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
使用する資源（処理前）

- なし

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 開始・完了の時刻

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
実際に使用・変更された資源（処理後）

- なし

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 加工後部品(部品固有ID)
- 補正後設備設定レシピ（NCデータ)

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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ビティでは設定しない 

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正を合わせ⑤

た作業の開始・完了時刻 

 対象（処理後）: 加工後部品、補正後設備設定レシピ ⑥

 資源（処理後）: 構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正で実際に使用・変更された資源（処⑦

理後） 

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: なし ⑧

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正に対して追加のデータが無ければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正に対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 
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[5]連続曲げ 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-12: [5]連続曲げ 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[5]連続曲げ 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下

の①～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書 ①

（設計図面で指定されている全ての曲げ箇所について[1]曲げ を連続で行い、その後で

[2]確認 または[3]補正、その両方を行うこと） 

 対象（処理前）: 加工前部品、補正前設備設定レシピ ②

 資源（処理前）: 構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正で使用する資源（処理前） ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: なし ④

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 で必要としたプロセスと同一のため、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 を合わせ⑤

た作業の開始・完了時刻 

 対象（処理後）: 加工後部品、補正後設備設定レシピ ⑥

関連情報

[5]連続
曲げ

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
[1]曲げを連続で指定回数行い、その後で
[2]確認 または[3]補正、その両方を行う

- 加工前部品(部品固有ID)
- 補正前設備設定レシピ（NCデータ)

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
使用する資源（処理前）

- なし

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 開始・完了の時刻

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
実際に使用・変更された資源（処理後）

- なし

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 加工後部品(部品固有ID)
- 補正後設備設定レシピ（NCデータ)

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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 資源（処理後）: 構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 で実際に使用された資源（処理⑦

後） 

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: なし ⑧

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 
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[6]段取り 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-13: [6]段取り 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[6]段取り 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の

①～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書（構成する[4]1 ヵ所曲げと[5]連続曲げを行うこと）、開始日時 ①

 対象（処理前）: 作業指示書で指定されている品目（構成する[4]1 ヵ所曲げと[5]連続曲②

げ を行う対象） 

 資源（処理前）: [4]1 ヵ所曲げ、[5]連続曲げで使用する資源（処理前） ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: なし ④

構成する[4]1 ヵ所曲げ と[5]連続曲げで必要としたプロセスと同一のため、本業務アクテ

ィビティでは設定しない 

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、構成する[4]1 ヵ所曲げ と[5]連続曲げを合わ⑤

せた作業の開始・完了の日時 

 対象（処理後）: 作業指示書で指定されている品目（構成する[4]1 ヵ所曲げ と[5]連続⑥

関連情報

[6]段取り
ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
[4]1ヵ所曲げを指定回数行った後で、
[5]連続曲げを行う

- 開始日時

- 作業指示書で指定されている品目（処理前）
(構成する[4]1ヵ所曲げと[5]連続曲げ
を行う対象)

- [4]1ヵ所曲げと[5]連続曲げで
使用する資源（処理前）

- なし

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）

最初の[4]1ヵ所曲げの開始日時
[5]連続曲げの完了の日時

- [4]1ヵ所曲げと[5]連続曲げで
実際に使用した資源（処理後）

- なし

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 作業指示書で指定されている品目（処理後）
(構成する[4]1ヵ所曲げと[5]連続曲げ
が行われた対象)

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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曲げ が行われた対象） 

 資源（処理後）: [4]1 ヵ所曲げ、[5]連続曲げ で使用された資源（処理後） ⑦

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: なし ⑧

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

構成する[4]1 ヵ所曲げ、[5]連続曲げに対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

構成する[4]1 ヵ所曲げ、[5]連続曲げに対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 
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[7]量産 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-14: [7]量産 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[7]量産 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の①

～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書、作業数量、開始日時 ①

 対象（処理前）: 加工前部品（本対象では、作業指示書で設定されている加工板金の型②

名と数量） 

 資源（処理前）: 構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 で使用する資源（処理前） ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: なし ④

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 で必要としたプロセスと同一のため、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、指示数量を処理した開始・完了の日時 ⑤

 対象（処理後）: 加工後部品 ⑥

 資源（処理後）:構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 で実際に使用された資源（処理後）、⑦

加工前部品在庫減、加工後部品在庫増 

関連情報

[7]量産

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
- 作業数量
- 開始日時

- 加工前部品（部品固有ID、数量）

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
使用する資源（処理前）

- なし

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 指示数量を処理した開始・完了の時刻

- [1]曲げ、[2]確認、[3]補正で
実際に使用した資源（処理後）

- 加工前部品在庫減(加工前部品固有ID）
- 加工後部品在庫増(加工後部品固有ID)

- なし

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 加工後部品（部品固有ID、数量）

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件適用結果/その他結果: なし ⑧

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

構成する[1]曲げ、[2]確認、[3]補正 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティ

ビティでは設定しない 

 

 

[8]ロット 業務アクティビティのモデリング結果: 

 

 

図 6-15: [8]ロット 業務アクティビティのモデリング結果 

 

[8]ロット 業務アクティビティをモデリングした結果、ディレクション・トランザクションは以下の

①～⑩となる。 

 指示内容: 作業指示書、作業数量、開始・完了日時 ①

 対象（処理前）: 加工前部品（本対象では、作業指示書で設定されている加工板金の型②

関連情報

[8]ロット

ディレクション(インプット) トランザクション(アウトプット)

オーダー オーダー結果

プロセス プロセス結果

⑨環境データ

①指示内容

②対象(処理前)

③資源(処理前)

④レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件

⑤指示結果

⑥対象(処理後)

⑦資源(処理後)

⑧レシピ/手順/ルール/規格/
制約条件 適用結果/その他結果

- 作業指示書（指示書固有ID）
- 作業数量
- 開始・完了日時

- 加工前部品（部品固有ID、数量）

- [6]段取り、[7]量産 で
使用する資源（処理前）

- 設備設定レシピ(NCデータ)

- 実際に使用した作業指示書（指示書固有ID）
- 指示数量を処理した開始・完了の時刻

- [6]段取り、[7]量産で
実際に使用した資源（処理後）

- 加工前部品在庫減(加工前部品固有ID）
- 加工後部品在庫増(加工後部品固有ID)

- 実際に使用した設備設定レシピ(NCデータ)

- 設備電流データ(波形)
- 映像データ

- 加工後部品（部品固有ID、数量）

⑩アラームデータ
- 設備アラームログデータ

業務アクティビティ
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名と数量） 

 資源（処理前）: 構成する[6]段取り、[7]量産で使用する資源（処理前） ③

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件: 設備設定レシピ ④

構成する[6]段取り、[7]量産 で必要としたプロセスの他に、ベンディングマシンのショット

数など[8]ロット毎に設定する設備設定レシピがあるため、本業務アクティビティでは設備

レシピを設定した。 

 指示結果: 実際に使用した作業指示書、指示数量を処理した開始・完了の日時 ⑤

 対象（処理後）: 加工後部品 ⑥

 資源（処理後）: 構成する[6]段取り、[7]量産 で実際に使用した資源（処理後）、加工前⑦

部品在庫減、加工後部品在庫増 

 レシピ/手順/ルール/規格/制約条件 適用結果/その他結果: 実際に使用した設備設⑧

定レシピ 

 環境データ: 設備電流データ、映像データ ⑨

構成する[6]段取り、[7]量産 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティビティで

は設定しない 

 アラームデータ: 設備アラームログデータ ⑩

構成する[6]段取り、[7]量産 に対して追加のデータがなければ、本業務アクティビティで

は設定しない 
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(2) ライブラリの選定 

上述した[1]～[8]の各業務アクティビティについて、適切な実装データフォーマットを形成す

るため、第 4階層以降のデータ構造のライブラリを「4.3.4[ステップ 2] ライブラリ参照及び新規設

計」で示した表 4-6～表 4-9の中から選定した。結果を以下に示す（表 6-6）。 

 

表 6-6: 実証実験１におけるライブラリ選定結果 

No. 
業務 

アクティビティ 

ディレクション（インプット） トランザクション（アウトプット） 

オーダー プロセス オーダー結果 プロセス結果 

1 [1]曲げ 

D00003 

稼働指示 

データ構造[2] 

D10002 

設備レシピ 

データ構造[4] 

T00003 

稼働結果 

データ構造[6] 

T10002 

設備レシピ履歴 

データ構造[8] 

2 [2]確認 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

D10001 

作業方法 

データ構造[3] 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

T10001 

作業履歴 

データ構造[7] 

3 [3]補正 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

D10001 

作業方法 

データ構造[3] 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

T10001 

作業履歴 

データ構造[7] 

4 [4]1 ヵ所曲げ 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

- 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

- 

5 [5]連続曲げ 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

- 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

- 

6 [6]段取り 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

- 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

- 

7 [7]量産 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

- 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

- 

8 [8]ロット 

D00002 

作業指示 

データ構造[1] 

D10002 

設備レシピ 

データ構造[4] 

T00002 

作業結果 

データ構造[5] 

T10002 

設備レシピ履歴 

データ構造[8] 

 

[1]～[8]の業務アクティビティについて、それぞれオーダー、プロセス、オーダー結果、プロセ

ス結果の要素毎に第 4階層以降のデータ構造のライブラリを選定した。 

[1]曲げの業務アクティビティは、設備主体の業務のため、オーダーにはD00003(稼働指示)、
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プロセスには D10002(設備レシピ)、オーダー結果には T00003(稼働結果)、プロセス結果には

T10002(設備レシピ履歴)を選定した。 

[2]確認と[3]補正の業務アクティビティは、作業者主体の業務のため、オーダーには

D00002(作業指示)、プロセスには D10001(作業方法)、オーダー結果には T00002(作業結果)、

プロセス結果には T10001(作業履歴)を選定した。 

[4]1 ヵ所曲げ、[5]連続曲げ、[6]段取り、[7]量産の業務アクティビティは、作業者主体の業務

だが、モデリング結果ではプロセス、プロセス結果を「なし」としているため、オーダーには

D00002(作業指示)、オーダー結果には T00002(作業結果)を選定し、プロセス、プロセス結果に

はライブラリの参照や新規作成によるデータ構造は設定しなかった。 

[8]ロットの業務アクティビティは、作業者主体の業務だが、モデリング結果ではプロセス、プロ

セス結果に設備設定レシピを設定しているため、オーダーには D00002(作業指示)、プロセスに

は D10002(設備レシピ)、オーダー結果には T00002(作業結果)、プロセス結果には T10002(設

備レシピ履歴)を選定した。 
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(3) データマッピングおよび XMLデータの生成 

実証実験 1では、表 6-6に示したライブラリを用いて、「4.3.5[ステップ 3] データマッピング」

の手順に従い、実装データフォーマットを形成し、データをマッピングした。 

前述（4.2.1）の通り、データプロファイルの基本構造は第 3階層までであるが、[1]曲げ 業務

アクティビティのヘッダー、オーダー、プロセス、オーダー結果、プロセス結果の各要素を実装

するにあたり、表 6-6で選定したライブラリを用いて、ヘッダーは第 5階層まで、オーダーとオー

ダー結果は第 6階層まで、プロセスとプロセス結果は第 7階層までデータ構造を設定した。 

また、形成した実装データフォーマットの各項目には、データプロファイルのオーダー、オー

ダー結果には Man、Machine、Materialの要素をデータマッピングでき、プロセス、プロセス結果

には Methodの要素をデータマッピングできた。以上により、4M を示すそれぞれのデータがデ

ータプロファイルの各項目に当てはまることを確認できた。 

次に、「4.3.6[ステップ 4] 実装」に記載された手順に従って、XMLデータ生成を行った。 

データマッピングから XML生成を行う流れとして、[1]曲げ 業務アクティビティのヘッダー、オ

ーダー、プロセス、オーダー結果、プロセス結果を例として以下に示す（図 6-16～図 6-20）。 
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図 6-16: [1]曲げ業務アクティビティ ヘッダーの XML生成の流れ 

 

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 7階層 8階層 マッピングしたデータ

Mage
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Id

Time

Value

Unit
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ExternalID
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Enterprise

Id

Site

Id

Header

データ
マッピング

XML生成

データ生成日時

業務ID

業務
データ
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図 6-17: [1]曲げ業務アクティビティ オーダーの XML生成の流れ 

 

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 7階層 8階層 マッピングしたデータ

Mage

2017/01/12 16:09:46.fff
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H
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回
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H
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回

Unit
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InputResourceObject

ResourceTypeID
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ResourceID
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OperateTime

Unit
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InputObject
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InputResourceObject

ResourceTypeID
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ResourceID
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OperateTime

Unit

UsageCount
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WorkArea

Id
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Id

Quantity

Value

Unit

Time

Value

Unit

Machine
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OrderTypeID
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Version

OrderObject

MachineWorkOrder
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ProductionOrder
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WorkOrder

Id

Direction

Time

Value

Unit

Activityデータ
マッピング

指示内容

対象
（処理前）

資源
（処理前）

XML生成 XML生成 XML生成

Material

Machine

Man
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図 6-18: [1]曲げ業務アクティビティ プロセスの XML生成の流れ 

 

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 7階層 8階層 マッピングしたデータ

Mage
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図 6-19: [1]曲げ業務アクティビティ オーダー結果の XML生成の流れ 

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 7階層 8階層 マッピングしたデータ

Mage
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図 6-20: [1]曲げ業務アクティビティ プロセス結果の XML生成の流れ 

 

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 7階層 8階層 マッピングしたデータ
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(4) 曲げ加工工程をデータプロファイルで表現する例 

データプロファイル作成を行った実際の曲げ加工工程を以下に示す（表 6-7）。 

 

表 6-7: 実証実験１でデータプロファイル作成を行った実際の曲げ加工工程 

作業指示書番号 5ALB36C80070 

（日立 TM）では、「指図番号」として設定している。 

加工板金の品目コード PH7P104876 

加工板金の曲げ回数 加工板金 1 個あたり 3 回 

作業実施日時 2017 年 1 月 12 日（木曜日） 16 時７分～16 時 36 分 

作業者 Worker H 

 

表 6-7に示す曲げ加工工程を[1]～[8]の業務アクティビティの粒度でデータプロファイルを

作成したところ、合計 168個のデータプロファイルで表現出来た。表 6-7に示す曲げ加工工程

のデータプロファイル一覧を以下に示す（表 6-8）。 

表 6-8では構成するデータプロファイルを一部省略して掲載しているが、表 6-7の曲げ加

工工程は、[1]曲げ、[2]確認、[3]補正、[4]1 ヵ所曲げ、[6]段取り、[7]量産、[8]ロットの 7種類の

業務アクティビティのデータプロファイルから構成されることが判った。 
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表 6-8: 表 6-7の曲げ加工工程で作成したデータプロファイルの一覧 

No. 業務アクティビティ 業務 ID 

1 [8]ロット 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      A0 

2 [6]段取り 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    A0-1 

3 [4]一箇所曲げ   A0-1-1 

4   [1]曲げ A0-1-1-1 

5   [3]確認 A0-1-1-3 

6 [4]一箇所曲げ   A0-1-1 

7   [1]曲げ A0-1-1-1 

8   [2]確認 A0-1-1-2 

9   [3]確認 A0-1-1-3 

10 [4]一箇所曲げ   A0-1-1 

11   [1]曲げ A0-1-1-1 

30   [3]確認 A0-1-1-3 

31 [7]量産 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    A0-2 

32 [1]曲げ   A0-2-1 

33 [1]曲げ   A0-2-1 

34 [1]曲げ   A0-2-1 

35 [1]曲げ   A0-2-1 

160 [1]曲げ   A0-2-1 

161 [1]曲げ   A0-2-1 

162 [1]曲げ   A0-2-1 

163 [1]曲げ   A0-2-1 

164 [1]曲げ   A0-2-1 

165 [1]曲げ   A0-2-1 

166 [1]曲げ   A0-2-1 

167 [1]曲げ   A0-2-1 

168 [2]確認   A0-2-2 

 

以上により、現場データを折り込んで作成したデータプロファイルにより実際の曲げ加工工程

を表現できた。よって、実証実験１では、前述「6.3.1(1)目的」で示した” ①収集した現場データ

を折り込んだ、当該現場で発生した事象を再現することが出来るデータプロファイルを作成する

こと”を実証することができた。 

表 6-8に示すデータプロファイルの内、一つの[1]曲げ業務アクティビティをXML生成した結

果を別紙 1に示す。 
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6.3.3 CPS/IoTセキュリティ機能確認結果 

本項では、データプロファイルに付与した暗号化機能（XML暗号）とデジタル署名機能（XML

署名）の確認結果を示す。 

 

(1) 暗号化/復号化機能確認結果 

データプロファイルの一部の項目に対して暗号化処理を施し、対象項目が暗号化されている

かを確認した。以下に、暗号化の方式、暗号化対象の箇所、確認方法を示す。 

・ 暗号方式: AES-128bit 

・ 対象箇所: ディレクション/トランザクションのプロセス（Process）タグに設定した項目 

・ 確認方法: BI ツールの機能を用いて、暗号化/複合化の処理を確認 

対象箇所の暗号化前後のデータプロファイルを以下に示す（図 6-21）。 

 

 

図 6-21: データプロファイルの暗号化機能の確認結果 

 

図 6-21で示す通り、データプロファイルのプロセスタグに設定した設備設定レシピデータの

原点”1”のタグを暗号化/複合化できることを確認した。 

他のデータ項目やプロセス要素そのものなど、暗号化したい内容に対しても、タグ内に図 

6-21 と同様の処理を行えば、暗号化できると判断できる。 

＜暗号化前＞

＜暗号化後＞

暗号

復号

【暗号方式】
AES-128bit

【対象箇所】
プロセス（Process）タグ内
設備レシピデータの原点 “1”の値

【確認方法】
BIツールの機能を用いて、
暗号/復号処理を確認
秘密鍵は、暗号処理後に自動で生成
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(2) デジタル署名機能確認結果 

データプロファイルに対してデジタル署名を付与し、データプロファイル化した XMLデータの

改ざんが検知できるかを確認した。以下にデジタル署名の方法、改ざんを検知する範囲、確認

方法を示す。 

・ デジタル署名方式: XMLファイルそのものにデジタル署名を付与 

            （</Activity>タグと</Activities>タグの間にデジタル署名タグを挿入） 

・ 改ざん検知範囲: データプロファイル全項目 

・ 確認方法: BI ツールの機能を用いて、データを改ざんした場合と、データを改ざんしない

場合の改ざんチェック結果を比較した。 

以下にデジタル署名前とデジタル署名後のデータプロファイルを示す（図 6-22）。 

また、デジタル署名の確認結果を以下に示す（表 6-9）。 

 

表 6-9: デジタル署名確認結果 

No. デジタル署名 データ改ざん BIツールによるチェック結果 

1 あり あり 
 

データ改ざんがあることを検知 

2 あり なし 
 

データ改ざんが無いことを検知 
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図 6-22: データプロファイルのデジタル署名機能を付与したデータプロファイル 

 

図 6-22に示すとおり、データプロファイルにデジタル署名機能を付与すれば、表 6-9に示

す通り、データ改ざんを検知できることを確認した。 

 

よって、実証実験 1では、前述「6.3.1(1)目的」で示した“②「4.2.7(4)セキュリティ」を基に

CPS/IoTセキュリティ機能（暗号化, デジタル署名）をデータプロファイルに付与し、その動作を

確認すること”を実証することができた。 

 

【データプロファイル（デジタル署名付与前）】

【データプロファイル（デジタル署名付与後）】
デジタル署名
付与

【デジタル署名方法】
BIツールを用いてXMLファイルに

デジタル署名を付与
(</Activity>と</Avtivities>の間に
デジタル署名タグを挿入）

【改ざん検知範囲】
全項目（データプロファイル全体）

【確認方法】
BIツールの改ざんチェック機能を用いて、

データを改ざんした場合と改ざんしない場合
とで改ざんチェック結果の違いを確認

デジタル署名
タグ
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6.3.4 アプリケーションへの活用結果 

本項では、前述（6.3.2）で作成したデータプロファイルを既存のアプリケーションに活用した

結果を示す。 

 

前述（6.3.1）で示した通り、実証実験 1では、既存アプリケーションとして日立製作所が所有

するマンマシンチャートを用いる。本報告では、表 6-7に示した曲げ加工工程のデータプロファ

イルをマンマシンチャートに活用した結果を示す。 

マンマシンチャートは、XML形式のデータを取り込むことが出来ないので、マンマシンチャー

トが取り込めるデータ形式に変換する必要がある。実証実験 1では、作成したデータプロファイ

ルからマンマシンチャートに取り込むデータ形式への変換を、データプロファイル作成に用いた

BIツールにて行った。データプロファイルを既存アプリケーション（マンマシンチャート）に取り込

むまでの流れを以下に示す（図 6-23）。 

 

 

図 6-23: データプロファイルを既存アプリケーションに取り込むまでの流れ 

 

表 6-7に示した曲げ加工工程のデータプロファイルを活用したマンマシンチャートを以下に

示す（図 6-24）。 

 

【変換後データ】

【既存アプリケーション】

XMLデータ

【データプロファイル】

データ
変換

データ取り込み

実証実験１においては

マンマシンチャートで検証
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図 6-24: 表 6-7に示した曲げ加工工程のデータプロファイルを活用したマンマシンチャートの画面 

 

マンマシンチャートは、各ロット業務の進捗状態に加え、作業者の作業状態、設備の稼働状

態がガントチャートで示され、映像データもリンクされる。 

(a)  ガントチャートでは、横軸に時間、縦軸に対象（表 6-7）の曲げ加工工程を構成する業務

アクティビティを列挙することで、対象の曲げ加工工程の進捗状態に加え、[1]～[8]の業務

アクティビティに対応した作業者の作業状態、設備の稼働状態を見える化している。ガント

チャートは、[1]～[8]の業務アクティビティのオーダー結果（開始・完了の時刻）を用いて描

画し、各業務アクティビティを、角度寸法確認や設備レシピ補正などの作業名称で表示し

ている。[8]ロットの業務アクティビティは作業指示書番号（指図番号）で表示している。 

(b)  マンマシンチャートの画面右側に示している映像は、曲げ加工工程の動画で、データプ

ロファイルで紐付けされている。このように、ガントチャートで表示している各業務アクティビ

ティの状態を動画映像からも確認できる。 

(c)  職場名称や作業指示書番号、生産数、作業日時、作業者など、マンマシンチャートに表

示している曲げ加工工程の属性は、データプロファイルのヘッダーおよびボディーの各要

時間軸

業務
アクティビティ

（a) 構成する業務アクティビティ
に対する作業順序/時間を表示

(b) マンマシンチャートの
時間に連動して、
各NWカメラの

動画映像を再生

(c) データプロファイルで紐づけられている情報を表示
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素にマッピングされているデータを用いている。 

 

データプロファイルを活用したマンマシンチャートから、曲げ加工工程の進捗を、ガントチャー

トに併せて映像データで見える化でき、さらに、人間主体の作業が行われる板金曲げ工程では、

作業手順書などのマニュアルに記載されていない様々な作業の見える化ができた。以下に、そ

の例を示す。 

  曲げ加工工程の作業者は、図面確認の要請など、他の作業者からの呼び出しにより作業

場所から一時離れる場合がある。 

  1 ヵ所曲げでは、角度寸法確認を行っている時間が、板金曲げや設備レシピ補正を行っ

ている時間よりも長い傾向にある。 

  段取り作業で時間が長くかかっている場合、曲げの回数が多く、回数増加に伴い角度寸

法確認や設備レシピ補正も回数が増加する傾向にある。 

 

よって、実証実験 1では、前述「6.3.1(1)目的」で示した”③ ①で作成したデータプロファイル

を、既存アプリケーションで活用できること”を実証できた。 
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6.3.5 実証実験１における考察 

実証実験１の考察を、(1)データプロファイル作成、(2)現場作業、(3)データ収集、(4)CPS/IoT

セキュリティ、(5)アプリケーション開発 の観点で整理した。 

また、(6)考察に関して補足実験 を実施した。 

 

(1) データプロファイル作成の観点からの考察 

以下に、データプロファイル作成の観点から得た考察を示す。 

(a)  4Mを入出力データとしてモデリングした業務アクティビティにおいて、現場の4Mデータを

マッピングし、XML生成できたことから、「4.3データプロファイル基本構造を実装するには」

の記載内容に従ってデータプロファイルを作成する手順の有効性を確認した。 

(b)  「データプロファイル基本構造」に基づき「実装データフォーマット(詳細データ項目)」を設

計する際、ゼロから設計すると多くの工数/時間を要する。そのため、「データプロファイル

基本構造」のみをルールとして標準化するだけでなく、「実装データフォーマット」も共有ラ

イブラリとして 共有･流用・更新できる仕組みが必要と考える。 

(c)  実装データフォーマットに現場の実データをマッピングする際、そのデータ種類が多いと、

多くの時間/工数を要する懸念がある。そのため、データを取得、所有するエッジ(例えば

PLC)でデータプロファイルが作成できると望ましい。 

(d)  業務アクティビティが持つ情報が多いと、それに伴い生成される XMLファイルのサイズが

巨大になり、生成側/利用側で多くのコンピュータリソースを消費し、実装コストが上がる。今

後は、XMLを高速で処理できるコンピューティング技術の検討、或いは XMLの代わりに

JSONなど軽いマークアップ言語の適用を考える必要がある。 

(e)  現場には電子されていない情報、電子化されているがデータプロファイルと連携しにくい

形式の情報(エクセルファイルなど)が多い。情報を電子化する際には、最初からセマンティ

ック化(XML形式など)して構築することが、工数削減の観点からも望ましい。 

 

(2) 現場作業の観点からの考察 

以下に、現場作業の観点から得た考察を示す。 

(a)  NWカメラを取り付けて撮影を行ったため、個人情報保護の配慮が必要であった。作業者

の中には「監視」と捉え拒否反応を示すことも想定されたため、実証実験１では「人物を特

定できないようにする（画像と人名を結びつけない）」、「撮影される可能性のある作業者に

は事前に趣旨を説明し同意を得る」を行った。 

 



 

210 

(3) データ収集の観点からの考察 

以下に、データ収集の観点から得た考察を示す。 

(a)  4Mデータを収集することが困難な設備には、NWカメラや電流センサーなどの測定機器

を追加設置することで、データの収集が可能になる。まず、現行システムで収集することが

出来ない要素を洗い出した上で測定機器を選定するのが望ましい。 

(b)  NWカメラや電流センサーの測定データは、容量が大きいため、公衆回線や LANなどの

通信回線を利用してクラウドなどのサイバー空間にデータを転送すると、通信速度低下な

どの問題が発生し、同じ通信回線を利用している他のシステムに影響を及ぼす。通信負荷

軽減のためには、測定機器や測定機器で検出したデータを最初に保存するエッジ側で圧

縮するなどのデータ軽量化が必要である。 

(c)  現場で取得したデータの意味を、データプロファイル作成者やアプリケーション開発者に

伝える必要があった。現場データの意味が判らないとデータプロファイルを作成するための

データマッピング作業で、多くの時間/工数を要する。そのため、現場データの意味を把握

している現場管理者もしくは作業現場に詳しい者がデータプロファイルを作成する方が好

ましい。 

 

(4) CPS/IoTセキュリティの観点からの考察 

(a)  レガシー設備を使用している現場は、インターネット接続へのセキュリティ対策が脆弱な

場合がある。また、設備付属の OSがサポート終了している場合があり、最新のセキュリティ

ソフトを適用出来ない可能性があるため、現在ではレガシー設備をサイバー攻撃から保護

する方法は、レガシー設備をインターネットや LANなどのネットワークに接続しないことであ

る。CPS/IoT の将来を鑑みると、レガシー設備をもインターネットを介してデータ共有空間

へ接続する必要性が想定されるので、レガシー設備を介したサイバー攻撃を防御する仕

組みを検討する必要がある。 

(b)  実証実験１では、データプロファイルに暗号化とデジタル署名を付与し、動作確認を行っ

た。インターネット上のデータ共有空間では、社外の不特定の人間がデータプロファイルに

アクセスできるので CPS/IoTセキュリティ機能が必須である。別の利用形態として、特定の

部署でプライベートクラウドを立ち上げ、データプロファイルを利用するならば、CPS/IoTセ

キュリティ機能を付与せずに使用することが多い。CPS/IoTセキュリティ機能そのものが、デ

ータプロファイルを保管しているデータ共有空間のレイヤーを判別して、社内なのか社外な

のか、部署内なのか、部署外なのかによって自動的にセキュリティ機能を付与、強度変更

をする仕組みがあれば良い。 

 

(5) アプリケーション開発の観点からの考察 

以下に、アプリケーション開発の観点から得た考察を示す。 
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(a)  データプロファイルを既存のアプリケーションで活用するためには、そのアプリケーション

が取り込める形式へデータ変換する必要がある。扱うデータ量が多いと、このデータ変換に

工数/時間を要するため、アプリケーション側がデータプロファイルや実装データフォーマッ

ト構造のデータをそのまま取り込む機能を有せば、そのデータ変換にかかる工数/時間を

削減でき、データプロファイルの普及にもつながる。 

(b)  データプロファイルは、ID により対象作業に関連データが紐付いているため、各データを

管理しているそれぞれの担当者が必要なデータを探す時間が省かれ、そのデータをアプリ

ケーションに活用する側もデータ管理者に問い合わせする必要がなくなるため、アプリケー

ションを活用するまでの時間短縮が期待できる（図 6-25）。 

 

 

図 6-25: アプリケーションにデータプロファイルを使用する場合の時間短縮のイメージ 

 

(c)  データプロファイルには、ID により対象作業にデータが紐付いているため、アプリケーショ

ン開発者はデータプロファイルの IDを参照することで、アプリケーションに必要なデータに

関連する情報が判り、その関連情報のデータを取得することができるため、当該データを

活用したアプリケーションの拡充が促進される（図 6-26）。 

 

 

マンマシンチャート作成に必要なデータを揃える為に、

[1] データ管理者に、該当作業のデータを要求する必要がある。
⇒ 回答を得るまでにタイムロスが生じる。

[2] データ管理者は、該当作業のデータを探す必要がある。
⇒ 探し出すアクションが必要であり、そのタイムロスが生じる。

マンマシンチャート作成に必要なデータを揃える為に、

[1] データ管理者に、該当作業のデータを要求する必要が無い。

⇒ 回答を得るまでにタイムロスが生じない。

[2] データ管理者は、該当作業のデータを探す必要が無い。
⇒ 探し出すアクションが不要になる。

①必要なデータを揃える
・・・ 各データ管理者に

データを要求する。

生産進捗データ カメラ映像データ 電流センサーデータ

②マンマシンチャートの作成

該当データを探す 該当データを探す 該当データを探す

要求から

1日後に
データを連絡

要求から

3時間後に
データを連絡

要求から

3日後に
データを連絡

タイムロス

データプロファイルを利用しない場合

①必要なデータを揃える
・・・ データプロファイルに

IDで紐づけられた
データを取得する。

生産進捗データ カメラ映像データ 電流センサーデータ

②マンマシンチャートの作成

IDで紐づけられた
該当データを取得

タイムロス
なし

＝時間
短縮

データプロファイルを利用する場合

データプロファイル

IDで紐づけられた
該当データを取得

IDで紐づけられた
該当データを取得
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図 6-26: アプリケーションにデータプロファイルを使用する場合の機能拡充イメージ 

 

(6) 考察に関する補足実験 

前述(6.3.5(1)(c))の通り、エッジ側(PLC)でデータプロファイルを作成することが望ましいが、

実証実験1では、作業現場のエッジ側(PLC)で、データプロファイルをリアルタイムで作成する環

境構築に至らなかった。 

そこで、日立製作所内実験室にて以下の補足実験を行った。 

(a) 作業現場のエッジ側(PLC)で、現場データを自動収集し、リアルタイムでデータプロファイ

ルを作成できること。 

(b) 作業現場のエッジ側(PLC)で、データプロファイルに XML 暗号化を施せること。暗号化に

は、鍵の格納用にセキュアモジュールを用いること。 

 

上記補足実験において、エッジ側(PLC)でのリアルタイムなデータプロファイル作成、及びセ

キュアモジュールを用いた XML暗号化の実装を確認できた。これにより、前述(4.4.2)の実装の

将来形に向けた基礎検討ができたと考える。 

 

①データを揃える
・・・ 各データ管理者に要求のため、

必要最低限のデータの取得。

生産進捗データ カメラ映像データ 電流センサーデータ

②マンマシンチャートの作成

該当データを探す 該当データを探す 該当データを探す

データプロファイルを利用しない場合

①必要なデータを揃える
・・・ データプロファイルに

IDで紐づけられた
データが全て取得できる。

生産進捗データ カメラ映像データ 電流センサーデータ

②マンマシンチャートの作成

IDで
紐づけられた
該当データ

データプロファイルを利用する場合

データプロファイル

IDで
紐づけられた
該当データ

IDで
紐づけられた
該当データ

③マンマシンチャート
の拡充

マンマシンチャート
（拡充前）

マンマシンチャート
（拡充後）

設計データ
品質データ
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6.4 データプロファイル実証実験２（実証現場: 三菱電機） 

本節では、三菱電機が主導で行った実証実験 2の詳細内容を示す。 

 

6.4.1 目的および対象 

本項では、実証実験 2の目的と検証対象を示す。 

 

(1) 目的 

実証実験 2の目的は、6.1節で示した通り、自動機やロボットが主体となっている自動生産シ

ステムが稼働している現場を対象とし、その現場から得られる多種多様な現場データを折り込ん

だデータプロファイルを作成し、以下の 2項目を確認することである。 

①  収集した現場データを折り込んだ、当該現場で発生した事象を再現できるデータプロファ

イルを作成すること。 

②  ①で作成したデータプロファイルを既存アプリケーションで活用できること。 

 

本実験では、「リアルタイム」に現場データを収集でき、人手が殆ど介在しない自動化生産ラインと

して、サーボモータ製造工場の中にあるステータ製造工程を対象にして、業務のモデリング、データ

プロファイルの作成・検証を行った。 
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(2) 対象 

実証実験 2で対象とする製造拠点の概要を以下に示す(表 6-10)。 

 

表 6-10: 実証実験 2で現場データの収集を行う製造拠点の概要 

会社名 三菱電機株式会社 

Mitsubishi Electric Corporation 

所在地 (名古屋製作所) 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号 

会社設立日 1921 年 1 月 15 日 

事業内容 (名古屋製作所) 

サーボモーター（AC サーボ）、シーケンサ、表示器、インバーター、数値制御装置、

放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、三相モートル、電磁開閉器、配電用

変圧器（油入り、モールド、乾式、ガス）、マグネットモータドライブ、FAプラットフォー

ム 

 

本実験では、産業用途サーボモーターの製造工程を対象とした。サーボモーターは、高応

答、高速、高精度を特徴とする産業用モーターであり、多彩な分野の装置や設備で用いられて

いる。当該工程で製造している図 6-27のようなサーボモータのイメージを｢図 6-27｣に、またサ

ーボモータの構造を示すカットモデルを｢図 6-28｣に示す。 

 

 

図 6-27: サーボモータ 
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図 6-28:サーボモータカットモデル 

 

ロータは軸状の部品であり、ステータの電磁力を受けて回転する。ステータと同心に組立てら

れており、回転軸と磁石で構成されている。 

ステータは電磁石の一種であり、ロータを回転させる電磁力を発生する。コアとコイルなどで

構成されており、外周を製品の筐体であるモールドで覆われている。 
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(3) サーボモータ製造工程 

本実験では、サーボモーターのステータ製造工程を検証に活用する。名古屋製作所のサー

ボモーター工場内で、小容量タイプのサーボモーター5機種を製造する工程であり、生産性や

品質の改善に活用するために、製造データの収集を強化している。 

 ステータ製造工程を含むサーボモーター製造工程全体の概要を下記に示す。 

 

 

図 6-29: サーボモーター製造工程 

 

サーボモーターの製造工程は四つに分類できる(①ロータ製造工程、②ステータ製造工程、

③モールド製造工程、④モーター組立工程)。詳細を以下に示す。 

  

ステータ
製造工程

ロータ
製造工程

梱包 出荷

INS挿入 溶接巻線 Ｐ板結線

モーター組立工程

コア 電線

モールド
製造工程

：工程の流れ

：モノの流れ：モノ

：工程

INS： インシュレータ

巻線搬送

INS ｶﾗｹﾞﾋﾟﾝ P板、ｺﾈｸﾀ

１ ２

４

３
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① ロータ製造工程：回転するロータを製造する工程である。主な内容は回転軸と磁石の組立

てである。 

 

② ステータ製造工程：電磁石の一種であるステータを製造する工程である。主な内容はコアと

インシュレータの組立て、コイルの巻線、コアの溶接、コイルの結線などである 

 

③ モールド製造工程：ステータ外周に高熱伝導性の樹脂で製品の筐体となるモールドを成形

する工程である。主な内容は樹脂成形である。 

 

④ モーター組立工程：サーボモーターの製品として組立てる工程である、主な内容はロータと

ステータの組立、モーターの特性試験である。 
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(4)  ステータ製造工程のシステム構成 

サーボモーター製造の１工程であるステータ製造工程のシステム構成を以下に示す(図 

6-30)。 

  

 

図 6-30: ステータ組立システム構成 

 

ステータ組立システムは、生産計画に基づく生産指示情報によって制御される。 

ステータ組立は、インシュレータ挿入→巻線搬送→巻線（分散処理）→溶接→P板結線の工

程で製造されており、工程別にシーケンサ（PLC#02～#08）により制御されている。 

統括シーケンサ（PLC#01）では、それぞれの工程で行われた制御実績情報を取りまとめ、トレ

ーサビリティなどの生産履歴として活用することを可能にしている。 

それぞれの工程の詳細を以下に示す。 

 

巻線搬送
（巻線搬送PLC）

PLC#03

巻線A
（巻線A用PLC）

PLC#04

ｲﾝｼｭﾚｰﾀ挿入
（ｲﾝｼｭﾚｰﾀPLC）

PLC#02

巻線B
（巻線B用PLC）

PLC#05

溶接
（溶接用PLC）

PLC#07

P板結線
（P板PLC）
PLC#08

端末 端末 端末 端末 端末 端末

統括シーケンサ
（マスタPLC）

PLC#01

フィールドネットワーク

巻線C
（巻線C用PLC）

PLC#06

端末

生産計画

営業

（分散処理）
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① インシュレータ挿入 

表 6-11: インシュレータ挿入工程内作業 

No. 作業名 概要 イメージ 

1 コア投入 ロボットによりコアを投入

する 

 

2 ボビン挿入 ロボットによりボビンを挿

入する 

 

3 ピン打ち ボビンを挿入されたコア

にカラゲピンを打ち込む 
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No. 作業名 概要 イメージ 

4 ピンの高さ 

測定 

カラゲピンの高さを測定

する 

 

5 ピンの幅測定 カラゲピンの幅を測定 

する 
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② 巻線搬送 

表 6-12: 巻線搬送工程内作業 

No. 作業名 概要 イメージ 

1 トロリー搬送 トロリーにより巻線機

A,B,Cのいずれかに搬

送する 

 

 

③ 巻線 

表 6-13: 巻線搬送工程内作業 

No. 作業名 概要 イメージ 

1 巻線機 巻線機により電線を整

列巻線する 
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④ 溶接 

表 6-14: 溶接工程内作業 

No. 作業名 概要 イメージ 

1 丸め フラット状のコアを円状

に丸める 

 

2 段差測定 円状のコアの突合せ部

の段差がないことを確認

する 

 

3 溶接 溶接トーチにて溶接す

る 
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No. 作業名 概要 イメージ 

4 中心ズレ測定 ビジョンセンサーにて位

置を測定し、中心ズレが

無いことを確認する 

 

5 溶接隙間測

定 

ビジョンセンサーにて隙

間測定を行い、隙間が

ないことを確認する 

 

 



 

224 

⑤ P板結線工程 

表 6-15: P板結線工程内作業 

No. 作業名 概要 イメージ 

1 フラックス 

浸漬 

コアのカラゲピン、アー

スピン部をフラックス槽に

浸漬する 

 

2 予備半田 

付け 

コアのカラゲピン、アー

スピン部を半田槽に浸

漬する 

 

3 導通/耐圧 

試験 

コイルとコアに交流高電

圧を印加して、導通/耐

圧試験を行う 
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(5) 検証方法 

ステータ製造工程のリードタイム短縮に向けたデータ分析を行うという想定で、データプロフ

ァイルの検証を行う。 

 

［対象生産ライン］ 

小容量サーボモーターのステータ製造工程。 

 

［想定ユースケース］ 

ステータ製造工程におけるリードタイム向上を図るため、各工程の処理時間を計測し、ボトル

ネック工程を特定する。可能なら、その原因まで特定して改善を図る。 

（詳細は 6.4.3項を参照） 

 

［検証方法］ 

・データプロファイル作成 

ステータ製造工程の業務を特定し、その入力・出力を分析。その結果を元に、実装データフ

ォーマットを設計する。想定ユースケース実現のために生産現場から取得する情報が、データ

プロファイルにて表現できることを検証する。 

 

・ユースケース分析 

ステータ製造工程において、生産現場のデータからデータプロファイルを作成するシステム

構成を明確化し、作成したデータプロファイルからボトルネック工程が特定できることを検証す

る。 
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6.4.2 データプロファイル作成結果 

本実験で実施したデータプロファイルの作成手順を以下に示す。 

 

(1) 業務のモデリング 

 

i. ステータ工程業務のモデリング 

ステータ製造工程は、図 6-31に示すように[1]～[5]の五つの工程がある。 

 

 

図 6-31: ステータ製造工程 

  

[1]
ｲﾝｼｭﾚｰﾀ
挿入工程

[2]
巻線搬送

[4]
溶接

[5]
P板結線

[3]-1
巻線A

[3]-2
巻線B

[3]-3
巻線C

分散処理
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ii. 各工程の業務アクティビティの確認 

上記の工程内の業務を明確化するために、全ての業務を明確化しアクティビティをまとめた。 

 

表 6-16: 業務アクティビティ 

No. 業務アクティビティ 作業区分* 

[1] インシュレータ挿入業務 生産指示 

[1-1] コア投入業務 稼働指示 

[1-2] ボビン挿入業務 

[1-3] ピン打ち業務 

[1-4] ピンの高さ測定業務 品質検査 

[1-5] ピンの幅測定業務 

[2] 巻線搬送業務 生産指示 

[2-1] トロリー搬送業務 稼働指示 

[3]-1 巻線Ａ業務 生産指示 

[3-1] 巻線加工業務 稼働指示 

[3]-2 巻線Ｂ業務 生産指示 

[3-1] 巻線加工業務 稼働指示 

[3]-3 巻線Ｃ業務 生産指示 

[3-1] 巻線加工業務 稼働指示 

[4] 溶接業務 生産指示 

[4-1] 丸め業務 稼働指示 

[4-2] 段差測定業務 品質検査 

[4-3] 溶接処理業務 稼働指示 

[4-4] 中心ズレ測定業務 品質検査 

[4-5] 溶接隙間測定業務 

[5] P 板結線業務 生産指示 

[5-1] フラックス浸漬（ロボット） 稼働指示 

[5-2] 予備半田付け（ロボット）  

[5-3] 導通/耐圧試験（サーボシステム） 品質検査 

[6] 段取り替え 段取指示 

[7] アラーム処置 保全指示 

*作業区分は、図 6-55を参照したオーダータイプ ID を設定する時に使用する。 
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業務アクティビティを図 6-32に示す。 

 

 

図 6-32: ステータ工程の業務アクティビティの構成 

 

  

[1-1] コア投入業務

[1] ｲﾝｼｭﾚｰﾀ挿入業務 [2] 巻線搬送業務 [4] 溶接業務 [5] 結線業務[3]-1 巻線A業務

[3]-2 巻線B

[3]-3 巻線C

分散処理

[1-4] ピンの高さ測定業務

稼働指示

品質検査

[2-1] トロリー搬送業務

稼働指示

[6] 段取指示業務（治具交換）

[7] 保全指示業務（アラーム処置）

ステータ製造業務

[3-1]巻線加工業務 [4-1] 丸め業務

[1-2] ボビン挿入業務

[1-3] ピン打ち業務

[1-5] ピンの幅測定業務

[4-2] 段差測定

品質検査

[5-3] 導通/耐圧試験業務

品質検査

[5-1] フラックス浸漬業務

[5-2] 予備ハンダ付け業務[4-3] 溶接処理業務

[4-4] 中心ズレ測定

[4-5] 溶接隙間測定

稼働指示 稼働指示 稼働指示
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iii. ディレクションとトランザクション要素の確認 

上記で定めた業務アクティビティごとに、インプット情報とアウトプット情報をまとめた。 

 

[1] インシュレータ挿入業務（生産指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務のアクティビティのインプット

情報とアウトプット情報を図 6-33に示す。 

 

 

図 6-33: インシュレータ挿入業務のインプット・アウトプット 

[1]
ｲﾝｼｭﾚｰﾀ
挿入業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・生産指示No.
・製品型名
・生産ライン
・生産個数

・PLC#02

・コア仮想ID

業務アクティビティ

関連情報

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

プロセス結果

⑨環境データ

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・生産指示No.
・製品型名
・生産ライン
・生産個数

・コア仮想ID

・PLC#02

・エアー使用量
・電力使用量

・製品型名タイプ

・部品供給アラーム

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプレシピ
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[1-1] コア投入業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務内のコア投入業務のアクティ

ビティのインプット情報とアウトプット情報を図 6-34に示す。 

 

 

図 6-34: コア投入業務のインプット・アウトプット 

 

  

[1-1]
コア投入

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

③制御対象装置

②資源

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプ

・コアパレットチェンジャー

・コア仮想ID

・製品タイプ制御レシピ

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・コアパレットチェンジャー

関連情報

プロセス結果

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・サーボアナログモニタ出力

・製品タイプ

・コアパレットの有無
・ｺｱﾊﾟﾚｯﾄﾁｪﾝｼﾞｬｰｻｰﾎﾞｱﾗｰﾑ
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[1-2] ボビン挿入業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務内のボビン挿入業務のアク

ティビティのインプット情報とアウトプット情報を図 6-35に示す。 

 

 

図 6-35: ボビン挿入業務のインプット・アウトプット 

 

 

 

 

  

[1-2]
ボビン

挿入業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

②資源

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプ

・コア仮想ID
・ボビン

・製品タイプ制御レシピ

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・ロボットID

関連情報

プロセス結果

・製品タイプ制御レシピ

・ボビンの有無
・ロボットアラーム

③制御対象装置

・ロボットID

・ロボットアナログモニタ出力

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[1-3] ピン打ち業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務内のピン打ち業務のアクティ

ビティのインプット情報とアウトプット情報を図 6-36に示す。 

 

 

図 6-36: ピン打ち業務のインプット・アウトプット 

  

[1-3]
ピン打ち

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

③制御対象装置

②資源

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプ

・ピン挿入機

・コア仮想ID
・ピンリール

・製品タイプ制御レシピ

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・ピン挿入機

関連情報

プロセス結果

・製品タイプ制御レシピ

・ピンリールの有無
・ピン挿入機サーボアラーム

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・サーボアナログモニタ出力
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[1-4] ピンの高さ測定業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務内のピンの高さ測定業務の

アクティビティのインプット情報とアウトプット情報を図 6-37に示す。 

本業務では、個別の環境データの計測しないため適用はない。 

 

 

図 6-37: ピンの高さ測定業務のインプット・アウトプット 

  

[1-4]
ピンの

高さ測定
業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

③制御対象装置

②資源

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプ

・ビジョンセンサ

・コア仮想ID

・上限値
・下限値

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・ビジョンセンサ

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・測定値

・測定結果

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[1-5] ピンの幅測定業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したインシュレータ挿入業務内のピンの幅測定業務のア

クティビティのインプット情報とアウトプット情報を図 6-38に示す。 

本業務では、個別の環境データの計測しないため適用はない。 

 

 

図 6-38: ピンの幅測定業務のインプット・アウトプット 

  

[1-5]
ピンの
幅測定
業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

①指示内容

③制御対象装置

②資源

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・製品型名タイプ

・ビジョンセンサ

・コア仮想ID

・上限値
・下限値

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・ビジョンセンサ

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・測定値

・測定結果

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[2] 巻線搬送業務（生産指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した巻線搬送業務のアクティビティのインプット情報とアウ

トプット情報を図 6-39に示す。 

 

 

図 6-39: ピンの幅測定業務のインプット・アウトプット 

[2]
巻線搬送

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・PLC#03

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・設備稼働情報

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・PLC#03

・コア仮想ID

・エアー使用量
・電力使用量

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[2-1] トロリー搬送業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した巻線搬送業務内のトロリー搬送業務のアクティビティ

のインプット情報とアウトプット情報を図 6-40に示す。 

 

 

図 6-40: トロリー搬送業務のインプット・アウトプット 

[2-1]
トロリー
搬送
業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

巻線工程の空き情報

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・トロリー搬送

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・巻線機号機

・トロリーサーボアラーム

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・トロリー搬送

・コア仮想ID

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・サーボアナログモニタ出力
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[3] 巻線業務（生産指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した巻線業務のアクティビティのインプット情報とアウトプ

ット情報を図 6-41に示す。 

巻線機は A号機、B号機、C号機の 3台で分散処理を行っている。 

 

 

図 6-41: 巻線業務のインプット・アウトプット 

[3]
巻線業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・PLC#04 *1

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・設備稼働情報

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・PLC#04 *1

・コア仮想ID

*1：A号機：PLC#04、B号機：PLC#05、C号機：PLC#06

・エアー使用量
・電力使用量

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[3-1] 巻線加工業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した巻線業務内の巻線加工業務のアクティビティのイン

プット情報とアウトプット情報を図 6-42に示す。 

巻線機は A号機、B号機、C号機の 3台で分散処理を行っている。 

 

 

図 6-42: 巻線加工業務のインプット・アウトプット 

[3-1]
巻線加工

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID
・電線ドラムID

・巻線機*１

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・巻線機サーボアラーム

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・巻線機A*１

・コア仮想ID
・電線ドラムID

*1：A号機：巻線機A、B号機：巻線機B、C号機：巻線機C

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・サーボアナログモニタ出力
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[4] 溶接業務（生産指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務のアクティビティのインプット情報とアウトプ

ット情報を図 6-43に示す。 

 

 

図 6-43: 溶接業務のインプット・アウトプット 

[4]
溶接業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・PLC#07

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・設備稼働情報

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・PLC#07

・コア仮想ID

・エアー使用量
・電力使用量

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[4-1] 丸め業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の丸め業務のアクティビティのインプット

情報とアウトプット情報を図 6-44に示す。 

 

 

図 6-44: 丸め業務のインプット・アウトプット 

  

[4-1]
丸め加工

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・ロボット

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・丸めロボットアラーム

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・ロボット

・コア仮想ID

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ

・ロボットアナログモニタ出力
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[4-2] 段差測定業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の段差測定業務のアクティビティのイン

プット情報とアウトプット情報を図 6-45に示す。 

 

 

図 6-45: 段差測定業務のインプット・アウトプット 

  

[4-2]
段差測定

業務

ディレクション(インプット)
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業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・溶接機

：適用なし

関連情報

プロセス結果

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・ビジョンセンサ

・コア仮想ID

・上限値
・下限値

・測定結果

・測定値

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[4-3] 溶接処理業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の溶接処理業務のアクティビティのイン

プット情報とアウトプット情報を図 6-46に示す。 

 

 

図 6-46: 溶接処理業務のインプット・アウトプット 
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③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・溶接機

・コア仮想ID

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[4-4] 中心ズレ測定業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の中心ズレ測定業務のアクティビティの

インプット情報とアウトプット情報を図 6-47に示す。 

 

 

図 6-47: 中心ズレ測定業務のインプット・アウトプット 
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・ビジョンセンサ
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⑤指示結果
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⑩アラームデータ
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[4-5] 溶接隙間測定業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の溶接隙間測定業務のアクティビティの

インプット情報とアウトプット情報を図 6-48に示す。 

 

 

図 6-48: 溶接隙間測定業務のインプット・アウトプット 
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④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件
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トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・溶接機

：適用なし

関連情報

プロセス結果

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・ビジョンセンサ

・コア仮想ID

・上限値
・下限値

・測定結果

・測定値

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[5] P板結線業務（生産指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した P板結線業務のアクティビティのインプット情報とアウ

トプット情報を図 6-49に示す。 

 

 

図 6-49: P板結線業務のインプット・アウトプット 

[5]
結線業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ

・コア仮想ID

・PLC#08

：適用なし

関連情報

プロセス結果

・設備稼働情報

①指示内容

③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・PLC#08

・コア仮想ID

・エアー使用量
・電力使用量

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績

⑨環境データ

⑧レシピ/測定値

⑩アラームデータ
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[5-1] フラックス浸漬業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内のフラックス浸漬業務のアクティビティの

インプット情報とアウトプット情報を図 6-50に示す。 

 

 

図 6-50: フラックス浸漬業務のインプット・アウトプット 
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③制御対象装置

②資源

・製品型名タイプ

・ロボット

・コア仮想ID

⑤指示結果
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⑨環境データ
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⑩アラームデータ

・ロボットアナログモニタ出力
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[5-2] 予備半田付け業務（稼働指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の予備半田付け業務のアクティビティの

インプット情報とアウトプット情報を図 6-51に示す。 

 

 

図 6-51: 予備半田付け業務のインプット・アウトプット 
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[5-3] 導通/耐圧試験業務（品質検査） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した溶接業務内の導通/耐圧試験業務のアクティビティ

のインプット情報とアウトプット情報を図 6-52に示す。 

 

 

図 6-52: 導通/耐圧試験業務のインプット・アウトプット 
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249 

[6] 治具交換業務（段取指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類した治具交換業務のアクティビティのインプット情報とアウ

トプット情報を図 6-53に示す。 

 

 

図 6-53: 治具交換のインプット・アウトプット 
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[7] アラーム処置業務（保全指示） 

業務アクティビティ(表 6-16)で分類したアラーム処置業務のアクティビティのインプット情報と

アウトプット情報を図 6-54に示す。 

 

 

図 6-54: アラーム処置のインプット・アウトプット 

 

  

[7]
アラーム

処置

業務

ディレクション(インプット)

オーダー

プロセス

④レシピ/手順/ルール/規格/制約条件

・エラーコード
・マニュアル

業務アクティビティ

トランザクション(アウトプット)

オーダー結果

・製品型名タイプ
・アラーム処置開始時間
・アラーム処置完了時間

アラーム対象の装置

：適用なし

関連情報

プロセス結果

アラームなし

①指示内容

③制御対象装置

②資源

アラーム対象の装置

・生産指示No.
・製品型名
・生産ライン

⑤指示結果

⑥資源の状態

⑦装置の実績
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(2) データマッピングおよび XML生成 

ここまでで纏めたインプット・アウトプット情報を元に、データプロファイルを作成する。 

データプロファイルに折り込むデータは、サーボモーター工場のステータ製造工程における

仮想的な情報であり、実際の値ではないことを前提とする。 

さらに、作成したデータプロファイルを活用し、どのような分析が可能になるかを想定し、ユー

スケースとして検証する。 

作成した複数のデータプロファイル(XMLファイル)の内、一つを別紙 2に紹介する。 

 

i. 生産指示に関する業務アクティビティ 

 

表 6-16において作業区分を生産指示とした業務アクティビティである、インシュレータ挿入

業務、巻線搬送業務、巻線 B業務、溶接業務、P板結線業務の五つの業務についてデータプ

ロファイルを作成する。 

以下に、インシュレータ挿入業務を例として、データマッピングと XML生成した例を示す。 
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① ヘッダー 

作業時間取得のために、以下の内容をヘッダーに適用する。 

 

表 6-17: 作業時間のヘッダー 

No XML タグ名 仕様 適用値 

1 Time XML 生成日時 2016/12/01/ 08:45:08 

2 Activity*1 業務 ID(ユニーク性の保証が必要) インシュレータ挿入 

20161201084508 

3 Enterprise  業務を実行する拠点または企業 三菱電機株式会社 

4 Site 業務を実行する工場または拠点 521(名古屋製作所 W3) 

5 Area 業務を実行する作業区 S 組立 

6 WorkCenter 業務を実行するワークセンタ No.7 

7 Machine 業務を実行する設備 PLC#02 

*1 Activity には各業務名称（表 6-16 参照）+データ取得日時を設定する 
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② インプット・アウトプット情報 

作業時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をディレクションに

適用することにした。ディレクションのオーダーに適用する、インプット・アウトプット情報(図 

6-33)図 6-33: インシュレータ挿入業務のインプット・アウトプットを参照する。 

 

③ ディレクション／オーダー 

インシュレータ挿入工程作業時間のディレクション・オーダーを表 6-18のように設定した。ラ

イブラリのデータ構造は表 4-6の作業指示[1]を用いた。 

 

表 6-18: 工程間作業時間のディレクション・オーダーの設定項目 

No XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderTypeID オーダータイプ ID*1 生産指示（“D00001”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 PLC#02 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 300（個） 

10 StartTime 生産開始予定日時 未使用* 

11 EndTime 生産終了予定日時 未使用* 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 Operator 作業者 0874211 

14 InputObject 材料（部品） 841(コア仮想 ID) 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

（備考）*1：オーダータイプ ID は、図 6-55 の PSLX を参照する。 
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図 6-55: オーダータイプ ID一覧(将来的な候補含む)  

  

ディレクション（Direction） トランザクション（Transaction）

オーダー
タイプID

オーダー
オブジェクト名

オーダー結果
タイプID

オーダー結果
オブジェクト名

D00001 生産指示 T00001 生産結果

D00002 稼動指示 T00002 稼動結果

D00003 作業指示 T00003 作業結果

D00004 段取指示 T00004 段取結果

D00005 在庫指示 T00005 在庫移動結果

D00006 搬送指示 T00006 在庫移動結果

D00007 保全指示 T00007 保全実行履歴

D00008 品質検査伝票 T00008 品質検査明細

D00009 設備修理依頼 T00009 設備修理作業

D00010 品目修理依頼 T00010 品目修理作業

D00011 品質不良対策 T00011 品質不良対策

D00012 作業不良対策 T00012 作業不良対策

D00013 生産計画指示 T00013 生産指示(生産計画の結果として)

D00014 環境管理指示 T00014 環境管理結果

D00015 安全防災管理指示 T00015 安全防災管理結果

追加可 ・・・ 追加可 ・・・
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④ トランザクション／オーダー結果 

インシュレータ挿入工程作業時間のトランザクション・オーダー結果を表 6-19のように設定し

た。ライブラリのデータ構造は表 4-8の作業結果[5]を用いた。 

 

表 6-19: 作業時間のトランザクション・オーダー結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderResultTypeID オーダー結果タイプ ID*1 生産結果（“T00001”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No ZZZ0422 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 PLC#02 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード n6507652501831 

9 Quantity 生産個数 300（個） 

10 StartTime*2 作業開始実績日時 2016/12/01 08:47:51 

11 EndTime*2 作業終了実績日時 2016/12/01 08:48:56 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 NetTime 正味時間 未使用* 

14 Cost 生産コスト 未使用* 

15 Operator 作業者 0874211 

16 OutputObject 製品 ID情報 未使用* 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダー結果タイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2：StartTimeには作業開始実績日時を、EndTime には作業終了実績日時を設定する。 
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⑤ ディレクション／プロセス 

インシュレータ挿入工程作業時間のディレクション・プロセスを表 6-20のように設定した。ライ

ブラリのデータ構造は表 4-7の設備レシピ[4]を用いた。 

 

表 6-20: 作業時間のディレクション・プロセス設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 ProcessTypeID プロセスタイプ ID*1 設備レシピ(“D10002”) 

2 MachineRecipe 設備レシピ HG-KR43 35 

3 Machine レシピが実行される設備 未使用* 

4 Tool 設備に使用する治工具の種類 未使用* 

5 ProductItem 生産品目コードなど 未使用* 

6 SerialNumber 生産品目コードの Revison  未使用* 

7 RecipeData 業務(設備制御)のレシピ 未使用* 

8 ConditionData 閾値設定 未使用* 

9 RelatedDocument 関連文書 未使用* 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：プロセスタイプ ID は、図 6-56の PSLXを参照する。 

 

 

図 6-56: プロセスタイプ ID 一覧(将来的な候補含む) 

 

⑥ トランザクション／プロセス 

トランザクション・プロセスの各項目は、作業時間取得に不要なため未使用とした。  

ディレクション（Direction） トランザクション（Transaction）

プロセスタイプID
プロセス

オブジェクト名
プロセス結果
タイプID

プロセス結果
オブジェクト名

D10001 作業方法 T10001 作業履歴

D10002 設備レシピ T10002 稼動結果

D10003 品質検査項目 T10003 品質結果明細

追加可 ・・・ 追加可 ・・・
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⑦ 環境情報 

インシュレータ挿入工程内で情報収集している電力とエアの環境データを以下のように適用

した。 

 

表 6-21: 作業時間のトランザクション・環境データ（電力）の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 SurroundingID 環境タイプ ID*1 電力（“T30005”） 

2 ItemID 環境データ名称 電力 

3 MeasurePlaceID 環境データ測定位置 PLC#02 

4 ID データタイプ ID*2 波形データ（“T40001”） 

5 SamplingInterval データ収集間隔 60(秒) 

6 XaxisUnit 波形データなどの横軸単位 Sec 

7 YaxisUnit 波形データなどの縦軸単位 kwh 

8 RecordStartTime 環境データ収集開始時間 2016/12/01 08:45:00 

9 RecordEndTime 環境データ収集終了時間 2016/12/01 08:45:00 

10 LinkAddress 環境データの保存先リンク \\meiAS2BC\SVQDIR\Up\ 

DATA 

*1：環境タイプ ID は、図 6-57 の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 

*2：データタイプ IDは、図 6-58 の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 
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図 6-57: 環境タイプ ID一覧(将来的な候補含む) 

 

 

図 6-58: データタイプ ID一覧(将来的な候補含む)  

トランザクション（Transaction）

環境タイプID 内容

T30001 電流

T30002 振動

T30003 映像

T30004 動作データ

追加可 ・・・

T30005 電力（kwh）

T30006 エアー（Nm3）

T30007 サーボモータ回転速度（rpm）

T30008 トルク（N・m）

T30009 電流指令（A）

T30010 バッテリ残容量時間（hr）

T30011 グリス残時間（hr）

T30012 ベルト残時間（hr）

トランザクション（Transaction）

データタイプID 内容

T40001 波形データ

T40002 静止画データ

T40003 動画データ

T40004 音声データ

T40005 文書データ

追加可 ・・・
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表 6-22: 作業時間のトランザクション・環境データ（エア）の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 SurroundingID 環境タイプ ID*1 エア（“T30006”） 

2 ItemID 環境データ名称 エア 

3 MeasurePlaceID 環境データ測定位置 PLC#02 

4 ID データタイプ ID*2 波形データ（“T40001”） 

5 SamplingInterval データ収集間隔 60(秒) 

6 XaxisUnit 波形データなどの横軸単位 Sec 

7 YaxisUnit 波形データなどの縦軸単位 Nm3 

8 RecordStartTime 環境データ収集開始時間 2016/12/01 08:45:00 

9 RecordEndTime 環境データ収集終了時間 2016/12/01 08:45:00 

10 LinkAddress 環境データの保存先リンクス \\meiAS2BC\SVQDIR\Up\ 

DATA 

*1：環境タイプ ID は、図 6-57 の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 

*2：データタイプ IDは、図 6-58 の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 
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⑧ アラーム情報 

インシュレータ挿入工程で発生したアラームをアラーム情報の項目に適用する。 

 

表 6-23: 作業時間のトランザクション・アラーム情報の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 AlarmTypeID アラームタイプ ID*1 設備アラーム（“T50001”） 

2 AlarmID アラーム内容を表わす固有 ID 4401 [1]側パーツフィーダ  

ボビン不足異常 

3 AlarmStartTime 異常発生日時 2016/12/01 08:47:09 

4 AlarmEndTime 異常終了日時 2016/12/01 08:48:55 

5 AlarmPeriod アラーム発生していた時間 106(秒) 

6 AlarmSpot アラーム発生箇所/位置 パーツフィーダ 

*1：アラームタイプ IDは、図 6-59の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 

 

 

図 6-59: アラームタイプ ID 一覧(将来的な候補含む)  

トランザクション（Transaction）

アラームタイプID 内容

T50001 設備アラーム

T50002 品質アラーム

T50003 作業アラーム

T50004 安全/防災アラーム

T50005 環境アラーム

追加可 ・・・
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⑨ XML生成 

インシュレータ工程の作業時間は、以下の XML形式で表現ができることを確認した。 

これと同様に、他工程（巻線搬送、巻線A、巻線B、巻線C、溶接、P板結線）も同様に作成す

ることで、各工程の開始時刻と終了時刻が入力できることが確認できた。 

 

図 6-60: インシュレータ挿入の XML作業時間取得イメージ 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Activities>

<Activity>
 <Header>

～(省略)～
<Activity>

<Id>インシュレータ挿入20160130084632</Id>
+ <ExternalID>

</Activity>
～(省略)～
<Machine>

<Id>PLC#02</Id> インシュレータ挿入工程
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

 </Header>
<Direction>

+ <Time>
<OrderDir>

<OrderTypeID>
<Id>D00001</Id> オーダータイプID(生産指示)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderTypeID>
<OrderObject>
～(省略)～

<WorkArea>
<Id>インシュレータ挿入工程全体</Id> インシュレータ挿入工程全体
+ <ExternalID>

</WorkArea>
～(省略)～
</OrderObject>

</OrderDir>
+ <ProcessDir>

</Direction>
<Transaction>

+ <Time>
<OrderTran>

<OrderResultTypeID>
<Id>T00001</Id> オーダータイプID(生産結果)
+ <Version>
+ <ExternalID>

</OrderResultTypeID>
<OrderResultObject>
～(省略)～

<StartTime>
<Value>2016/12/01 08:47 :51</Value> インシュレータ工程開始実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</StartTime>
<EndTime>

<Value>2016/12/01 08:48 :56</Value> インシュレータ工程終了実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</EndTime>
～(省略)～
</OrderResultObject>
+ <OutputObject>
+ <OutputResourceObject>

</OrderTran>
+ <ProcessTran>
 <RelationInfo>

+ <Surrounding>
+ <Alarm>

</RelationInfo>
</Transaction>

</Activity>
</Activities>
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ii. 稼動指示に関する業務アクティビティ 

表 6-16において作業区分を稼動指示とした業務アクティビティについて、データプロファイ

ルを作成する。 

以下においては、溶接工程内の丸め業務を例として、データマッピングと XMLデータを生成

した例を示す。 

 

① ヘッダー 

作業時間取得のためには、以下の内容をヘッダーに適用する。 

 

表 6-24: 工程内作業時間のヘッダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 Time XML 生成日時 2016/12/01/ 08:46:32 

2 Activity*1 業務 ID(ユニーク性の保証が必要) 丸め 20161201084632 

3 Enterprise  業務を実行する拠点または企業 521(名古屋製作所場所番号) 

4 Site 業務を実行する工場または拠点 58(サーボモータ工場番号) 

5 Area 業務を実行する作業区 S 組立 

6 WorkCenter 業務を実行するワークセンタ No.7 

7 Machine 業務を実行する設備 PLC#07 

*1 Activity には各業務名称（表 6-16 参照）+データ取得日時を設定する 
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② ディレクション／オーダー 

作業時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をディレクションの

項目に適用することにした。インプット・アウトプット情報は図 6-44: 丸め業務のインプット・アウ

トプット図 6-44溶接業務（生産指示）を参照し、丸め業務の作業時間のディレクション・オーダ

ーを表 6-25のように設定した。ライブラリのデータ構造は表 4-6の稼働指示[2]を用いた。 

 

表 6-25: 工程内作業時間のディレクション・オーダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderTypeID オーダータイプ ID 稼働指示（“D00002”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 ロボット 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime 生産開始予定日時 未使用* 

11 EndTime 生産終了予定日時 未使用* 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 Operator 作業者 0874211 

14 InputObject 材料（部品）固有の ID情報 841(コア仮想 ID) 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダータイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 
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③ トランザクション／オーダー結果 

丸め業務の作業時間のトランザクション・オーダー結果を表 6-26のように設定した。ライブラ

リのデータ構造は表 4-8の稼働結果[6]を用いた。 

 

表 6-26: 工程内作業時間のトランザクション・オーダー結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderResultTypeID オーダー結果タイプ ID*1 稼働結果（“T00002”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No ZZZ0422 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 ロボット* 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime*2 作業開始実績日時 2016/12/01 09:08:42 

11 EndTime*2 作業終了実績日時 2016/12/01 09:10:10 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 NetTime 正味時間 未使用* 

14 Cost 生産コスト 未使用* 

15 Operator 作業者 0874211 

16 OutputObject 製品 ID情報 未使用* 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダー結果タイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2:StartTimeには作業開始実績日時を、EndTime には作業終了実績日時設定する。 

上記は丸め作業の作業開始実績日時、作業終了実績日時を設定する場合の例。 
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④ ディレクション／プロセス 

丸め業務の作業時間のトディレクション／プロセスを表 6-27のように設定した。ライブラリの

データ構造は表 4-7の設備レシピ[4]を用いた。 

 

表 6-27: 作業時間のディレクション・プロセス設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 ProcessTypeID プロセスタイプ ID*1 設備レシピ(“D10002”) 

2 MachineRecipe 設備レシピ HG-KR43 35 

3 Machine レシピが実行される設備 未使用* 

4 Tool 設備に使用する治工具の種類 未使用* 

5 ProductItem 生産品目コードなど 未使用* 

6 SerialNumber 生産品目コードの Revison  未使用* 

7 RecipeData 業務(設備制御)のレシピ 未使用* 

8 ConditionData 閾値設定 未使用* 

9 RelatedDocument 関連文書 未使用* 

*：「未使用」箇所は、作業時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダータイプ ID は、図 6-56 の PSLXを参照する。 

 

⑤ トランザクション／プロセス 

トランザクション・プロセスの各項目は、作業時間取得に不要なため未使用とした。 

 

⑥ 環境情報 

環境情報の各項目は、工程内で環境データ収集を行っていないため未使用とした。 
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⑦ アラーム情報 

丸め業務で発生したアラーム情報を表 6-28のように設定した。 

 

表 6-28: 作業時間のトランザクション・アラーム情報の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 AlarmTypeID アラームタイプ ID*1 設備アラーム（“T50001”） 

2 AlarmID アラーム内容を表わす固有 ID 4401 [1]側パーツフィーダ  

インシュ不足異常 

3 AlarmStartTime 異常発生日時 2016/12/01 08:47:09 

4 AlarmEndTime 異常終了日時 2016/12/01 08:48:55 

5 AlarmPeriod アラーム発生していた時間 106(秒) 

6 AlarmSpot アラーム発生箇所/位置 パーツフィーダ 

*1：アラームタイプ IDは、図 6-59の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 

  



 

267 

⑧ XML生成 

上の表で説明した内容で生成した XMLをヘッダーと、作業時間取得用のボディーの二つに

分割して以下に示す。 

 

 

図 6-61: 丸め業務の XMLヘッダー 

 

<Activities>
<Activity>

 <Header>
<Time>

<Value>2016/12/01 08:46:32</Value> XML生成日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</Time>
<Activity>

<Id>丸め20161101094500</Id> 業務ID
+ <ExternalID>

</Activity>
<Enterprise>

<Id>521</Id> 業務を実行する拠点または企業
+ <ExternalID>

</Enterprise>
<Site>

<Id>58</Id> 業務を実行する工場または拠点
+ <ExternalID>

</Site>
<Area>

<Id>S組立</Id> 業務を実行する作業区
+ <ExternalID>

</Area>
<WorkCenter>

<Id>No.7</Id> 業務を実行するワークセンタ
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
<Machine>

<Id>PLC#0７</Id> 溶接工程
+ <ExternalID>

</Machine>
 </Header>
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図 6-62: 丸め業務の XML工程内作業時間取得用ボディー 

 

 

 

 

 

 

<Direction>
+ <Time>
<OrderDir>

<OrderTypeID>
<Id>D00001</Id> オーダータイプID(生産指示)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderTypeID>
<OrderObject>
～(省略)～

<MachineWorkOrder>
<Id>ZZZ0422</Id> 生産指示No
+ <ExternalID>

</MachineWorkOrder>
<ProductionOrder>

<Id>HG-KR43</Id> 製品タイプ
+ <ExternalID>

</ProductionOrder>
～(省略)～

<WorkCenter>
<Id>No.7</Id> 生産ライン
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
～(省略)～
</OrderObject>

</OrderDir>
+ <ProcessDir>

</Direction>
<Transaction>

+ <Time>
<OrderTran>

<OrderResultTypeID>
<Id>T00001</Id> オーダータイプID(生産結果)
+ <Version>
+ <ExternalID>

</OrderResultTypeID>
<OrderResultObject>
～(省略)～

<StartTime>
<Value>2016/12/01 09:08 :42</Value> 丸め作業開始実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</StartTime>
<EndTime>

<Value>2016/12/01 09:10 :10</Value> 丸め作業終了実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</EndTime>
～(省略)～
</OrderResultObject>
+ <OutputObject>
+ <OutputResourceObject>

</OrderTran>
+ <ProcessTran>
 <RelationInfo>

+ <Surrounding>
+ <Alarm>

</RelationInfo>
</Transaction>
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iii. 品質検査に関する業務アクティビティ 

表 6-16において作業区分を品質検査とした業務アクティビティについてデータプロファイル

を作成する。 

以下においては、溶接工程内の段差測定業務を例として、データマッピングと XMLデータを

生成した例を示す。 

 

① ヘッダー 

品質検査時間取得のためには、以下の内容をヘッダーに適用する。 

 

表 6-29: 品質検査時間のヘッダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 Time XML 生成日時 2016/12/01 09:06:29 

2 Activity*1 業務 ID(ユニーク性の保証が必要) 段差測定 20161201084503 

3 Enterprise  業務を実行する拠点または企業 521(名古屋製作所場所番号) 

4 Site 業務を実行する工場または拠点 58(サーボモーター工場番号) 

5 Area 業務を実行する作業区 S 組立 

6 WorkCenter 業務を実行するワークセンタ No.7 

7 Machine 業務を実行する設備 PLC#07 

*1 Activity には各業務名称（表 6-16 参照）+データ取得日時を設定する。 
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② ディレクション／オーダー 

品質検査時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をディレクショ

ンの項目に適用することにした。インプット・アウトプット情報は図 6-45を参照し、品質検査時間

のディレクション・オーダーを表 6-30のように設定した。ライブラリのデータ構造は表 4-6の作

業指示と同じ[1]を用いた。 

 

表 6-30: 品質検査時間のディレクション・オーダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderTypeID オーダータイプ ID*1 品質検査伝票（“D00008”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 未使用* 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime 生産開始予定日時 未使用* 

11 EndTime 生産終了予定日時 未使用* 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 Operator 作業者 0874211 

14 InputObject 材料（部品）固有の ID情報 841(コア仮想 ID) 

15 InputResource 

Object 

品質検査を実施する機器 ビジョンセンサー 

*：「未使用」箇所は、品質検査時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダータイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 
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③ トランザクション／オーダー結果 

品質検査時間のディレクション・オーダー結果を表 6-31のように設定した。ライブラリのデー

タ構造は表 4-8の作業結果と同じ[5]を用いた。 

 

表 6-31: 品質検査時間のトランザクション・オーダー結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderResultTypeID オーダー結果タイプ ID*1 品質検査明細（“T00008”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. 未使用* 

3 ProductionOrder 製品型名 未使用* 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン 未使用* 

6 Machine 設備 未使用* 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime*2 品質検査開始実績日時 2016/12/01 09:10:39 

11 EndTime*2 品質検査終了実績日時 2016/12/01 09:14:28 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 NetTime 正味時間 未使用* 

14 Cost 生産コスト 未使用* 

15 Operator 作業者 0874211 

16 OutputObject 材料（部品）固有の ID情報 841(コア仮想 ID) 

17 OutputResourceObject 品質検査を実施した機器 ビジョンセンサー 

*：「未使用」箇所は、品質検査時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダー結果タイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2：StartTimeには品質検査開始実績日時を、EndTime には品質検査終了実績日時を設定する。  



 

272 

④ ディレクション／プロセス 

品質検査時間のディレクション・プロセスを表 6-32のように設定した。ライブラリのデータ構

造は表 4-7の設備レシピ[4]を用いた。 

 

表 6-32: 品質検査時間のディレクション・プロセス設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 ProcessTypeID プロセスタイプ ID*1 設備レシピ(“D10002”) 

2 MachineRecipe 設備レシピ 未使用* 

3 Machine レシピが実行される設備 未使用* 

4 Tool 設備に使用する治工具の種類 未使用* 

5 ProductItem 生産品目コードなど 未使用* 

6 SerialNumber 生産品目コードの Revison  未使用* 

7 RecipeData 業務(設備制御)のレシピ 未使用* 

8 ConditionData 閾値設定 段差品質検査閾値 

9 RelatedDocument 関連文書 未使用* 

*：「未使用」箇所は、品質検査時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：プロセスタイプ ID は、図 6-56の PSLXを参照する。 

 

 

 

  



 

273 

⑤ トランザクション／プロセス結果 

品質検査時間のトランザクション・プロセス結果を表 6-33のように設定した。ライブラリのデー

タ構造は表 4-9の設備レシピ[8]を用いた。 

 

表 6-33: 品質検査時間のトランザクション・プロセス結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 ProcessResultTypeID プロセス結果タイプ ID*1 設備レシピ(“T10002”) 

2 MachineRecipeResult 実行した設備レシピ 未使用* 

3 MachineWorkResult 実行したロット No. 未使用* 

4 Machine 実行した設備 未使用* 

5 Tool 使用した治工具の種類 未使用* 

6 ProductItem 実施した生産品目コードなど 未使用* 

7 SerialNumber 生産品目コードの Revison  未使用* 

8 RecipeData 適用したレシピ 未使用* 

9 MeasuredData*2 業務(設備制御)のレシピの判定結果 段差品質検査の検査結果 

10 RelatedDocument 関連文書 未使用* 

*：「未使用」箇所は、品質検査時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：プロセスタイプ ID は、図 6-56の PSLXを参照する。 

*2：MeasuredData には、複数の品質検査項目の実測値と判定結果が設定される場合があるが、その中

で一つでも判定結果が NG の場合は不良と判断する。 

 

⑥ 環境情報 

環境情報の各項目は、品質検査で環境データ収集を行っていないため未使用とした。 
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⑦ アラーム情報 

品質検査で発生したアラームをアラーム情報の項目に適用する。 

 

表 6-34: 作業時間のトランザクション・アラーム情報の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 AlarmTypeID アラームタイプ ID*1 品質アラーム（“T50002”） 

2 AlarmID アラーム内容を表わす固有 ID 1643 測定段差閾値 

オーバー 

3 AlarmStartTime 異常発生日時 2016/12/01 09:08:30 

4 AlarmEndTime 異常終了日時 2016/12/01 09:09:55 

5 AlarmPeriod アラーム発生していた時間 85(秒) 

6 AlarmSpot アラーム発生箇所/位置 段差測定 

*1：アラームタイプ IDは、図 6-59の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 
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⑧ XML生成 

上の表で説明した内容で生成した XMLをヘッダー及びディレクションと、トランザクションの 2

分割して以下に示す。 

 

 

図 6-63: 溶接工程の XML品質検査時間取得用ヘッダ及びディレクション 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Activities>

<Activity>
 <Header>

～(省略)～
<Activity>

<Id>段差測定20161201084503</Id> 業務ID
+ <ExternalID>

</Activity>
～(省略)～
<Machine>

<Id>PLC#0７</Id> 溶接工程
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

 </Header>
<Direction>

+ <Time>
<OrderDir>

<OrderTypeID>
<Id>D00008</Id> オーダータイプID(品質検査伝票)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderTypeID>
～(省略)～
+ <OrderObject>
～(省略)～
+ </InputObject>
+ <InputResourceObject>

</OrderDir>
<ProcessDir>

<ProcessTypeID>
<Id>D10002</Id>
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</ProcessTypeID>
<ProcessObject>

～(省略)～
<ConditionData>

<ConditionItemObject>
<Id>段差#1</Id> しきい値を設定するRecipeDataの名称
+ <ExternalID>
<AllowableValueMin>

<Value>0.1</Value> 最小値データ
<Unit>mm</Unit> 最小値の単位
<Value_String></Value_String>

</AllowableValueMin>
<AllowableValueMax>

<Value>9.9</Value> 最大値データ
<Unit>mm</Unit> 最大値の単位
<Value_String></Value_String>

</AllowableValueMax>
<MeasureMethod>

<Type>自動測定</Type> 判定手段
</MeasureMethod>
<Tool>

<Id>ビジョンセンサ</Id> 判定に使用する工具、機器
+ <ExternalID>

</Tool>
</ConditionItemObject>

</ConditionData>
～(省略)～

</ProcessObject>
</ProcessDir>

</Direction>
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図 6-64: 溶接工程の XML品質検査時間取得用トランザクション 

  

<Transaction>
+ <Time>
<OrderTran>

+ <OrderResultTypeID>
<OrderResultObject>
～(省略)～

<StartTime>
<Value>2016/12/01 09:10 :39</Value> 品質検査開始実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</StartTime>
<EndTime>

<Value>2016/12/01 09:14 :28</Value> 品質検査終了実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</EndTime>
～(省略)～
</OrderResultObject>
+ <OutputObject>
+ <OutputResourceObject>

</OrderTran>
<ProcessTran>

<ProcessResultTypeID>
<Id>T10002</Id>
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</ProcessResultTypeID>
<ProcessResultObject>

～(省略)～
<MeasuredData>

<MeasuredItemObject>
<Id>段差#1</Id> 実測して判定したRecipeDataの名称
+ <ExternalID>
<MeasuredValue>

<Value>1.0</Value> 実測データ
<Unit>mm</Unit> 実測データの単位
<Value_String></Value_String>

</MeasuredValue>
<StatisticTypeID>

<Id>1(代表値)</Id> 実測データのタイプを表すID
+ <ExternalID>

</StatisticTypeID>
<JudgeResult>NG</JudgeResult> 品質検査の結果（OKは良品、NGは不良）
<MeasureMethod>

<Type>自動測定</Type> 実際に行った判定手段
</MeasureMethod>
<Tool>

<Id>ビジョンセンサ</Id> 実際に判定に使用した工具、機器
+ <ExternalID>

</Tool>
</MeasuredItemObject>

</MeasuredData>
～(省略)～

</ProcessResultObject>
</ProcessTran>
 <RelationInfo>

+ <Surrounding>
+ <Alarm>

</RelationInfo>
</Transaction>

</Activity>
</Activities>
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iv. 段取指示に関する業務アクティビティ 

 

表 6-16において作業区分を段取指示とした業務アクティビティについてデータプロファイル

を作成する。 

以下においては、段取り替えについて、巻線 A工程の巻線治具の段取り替えを例として、デ

ータマッピングと XMLデータを生成した例を示す。 

 

① ヘッダー 

段取り替え時間取得のためには、以下の内容をヘッダーに適用する。 

 

表 6-35: 工程毎段取り替え時間のヘッダー 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 Time XML 生成日時 2016/12/01/ 12:58:11 

2 Activity*1 業務 ID(ユニーク性の保証が必要) 巻線 A／段取り替え 

20161201125717 

3 Enterprise  業務を実行する拠点または企業 三菱電機株式会社 

4 Site 業務を実行する工場または拠点 521(名古屋製作所 W3) 

5 Area 業務を実行する作業区 S 組立 

6 WorkCenter 業務を実行するワークセンタ No.7 

7 Machine 業務を実行する設備 PLC#04 

*1 Activity には各業務名称（表 6-16 参照）+データ取得日時を設定する 
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② ディレクション／オーダー 

段取り替え時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をディレクショ

ンの項目に適用することにした。インプット・アウトプット情報は図 6-53を参照し、段取り時間の

ディレクション・オーダーを表 6-36のように設定した。ライブラリのデータ構造は表 4-6の作業

指示と同じ[1]を用いた。 

 

表 6-36: 段取り替え時間のディレクション・オーダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderTypeID オーダータイプ ID*1 段取り指示（“D00004”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備*2 巻線治具 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime 生産開始予定日時 未使用* 

11 EndTime 生産終了予定日時 未使用* 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 Operator 作業者 0874211 

14 InputObject 材料（部品） 841(コア仮想 ID) 

*：「未使用」箇所は、段取り替え時間取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダータイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2：段取り替え時間を取得する設備を設定する 
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③ トランザクション／オーダー結果 

段取り時間のトランザクション・オーダー結果を表 6-37のように設定した。ライブラリのデータ

構造は表 4-8の作業結果と同じ[5]を用いた。 

 

表 6-37: 段取り替え時間のトランザクション・オーダー結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderResultTypeID オーダー結果タイプ ID*1 段取り結果（“T00004”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No ZZZ0422 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 巻線治具 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime*2 段取り替え開始実績日時 2016/12/01 13:10:55 

11 EndTime*2 段取り替え終了実績日時 2016/12/01 13:30:23 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 NetTime 正味時間 未使用* 

14 Cost 生産コスト 未使用* 

15 Operator 作業者 0874211 

16 OutputObject 製品 ID情報 未使用* 

*：「未使用」箇所は、段取り替え時間取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダー結果タイプ ID は、図 6-55 の PSLX を参照する。 

*2：StartTime には段取り替え開始実績日時を、EndTime には段取り替え終了実績日時を設定す 

る。 

 

④ プロセス 

プロセスの各項目は、段取り替え時間取得に不要なためディレクション、トランザクション共に

未使用とした。 

 

⑤ 環境情報 

環境情報の各項目は、段取り替え時間取得で環境データ収集を行っていないため未使用と

した。 
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⑥ アラーム情報 

環境情報の各項目は、段取り替え時間取得ではアラーム発生しないため未使用とした。 

 

⑦ XML生成 

上の表で説明した内容で生成した段取り替え時間取得用XMLをヘッダー及びディレクション

と、トランザクションの 2分割して以下に示す。 

 

図 6-65: 巻線 A工程の XML段取り替え時間取得用ヘッダー及びディレクション 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Activities>

<Activity>
 <Header>

～(省略)～
<Activity>

<Id>巻線A／段取り替え20161201125717</Id> 業務ID
+ <ExternalID>

</Activity>
～(省略)～
<Machine>

<Id>PLC#04</Id> 巻線B工程
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

 </Header>
<Direction>

+ <Time>
<OrderDir>

<OrderTypeID>
<Id>D00004</Id> オーダータイプID(段取指示)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderTypeID>
<OrderObject>

<MachineWorkOrder>
<Id>ZZZ0422</Id> 生産指示No
+ <ExternalID>

</MachineWorkOrder>
<ProductionOrder>

<Id>HG-KR43</Id> 製品タイプ
+ <ExternalID>

</ProductionOrder>
～(省略)～
<WorkCenter>

<Id>No.7</Id> 生産ライン
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
<Machine>

<Id>巻線機治具</Id> 設備
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

</OrderObject>
+ <InputObject>
+ <InputResourceObject>

</OrderDir>
+ <ProcessDir>

</Direction>
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図 6-66: 巻線 A工程の XML段取り替え時間取得用トランザクション 

  

<Transaction>
+ <Time>
<OrderTran>

<OrderResultTypeID>
<Id>T00004</Id> オーダー結果タイプID(段取結果)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderResultTypeID>
<OrderResultObject>

<MachineWorkResult>
<Id>ZZZ0422</Id> 生産指示No
+ <ExternalID>

</MachineWorkResult>
<ProductionOrder>

<Id>HG-KR43 35</Id> 製品タイプ
+ <ExternalID>

</ProductionOrder>
～(省略)～
<WorkCenter>

<Id>No.7</Id> 生産ライン
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
<Machine>

<Id>巻線機治具</Id> 設備
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～
<StartTime>

<Value>2016/12/01 13:10:55</Value> 段取開始実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</StartTime>
<EndTime>

<Value>2016/12/01 13:30:23</Value> 段取終了実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</EndTime>
～(省略)～

</OrderResultObject>
+ <OutputObject>
+ <OutputResourceObject>

</OrderTran>
+ <ProcessTran>
 <RelationInfo>

+ <Surrounding>
+ <Alarm>

</RelationInfo>
</Transaction>

</Activity>
</Activities>
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v. 保全指示に関する業務アクティビティ 

表 6-16において作業区分を保全指示とした業務アクティビティについて、データプロファイ

ルを作成する。 

以下においては、P板結線工程を例として、データマッピングと XMLデータを生成した例を

示す。 

 

① ヘッダー 

保全時間取得のためには、以下の内容をヘッダーに適用する。 

 

表 6-38: 保全作業時間取得のヘッダー 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 Time XML 生成日時 2016/12/01/ 09:11:27 

2 Activity 業務 ID(ユニーク性の保証が必要) P 板結線／アラーム 

20161201084632 

3 Enterprise  業務を実行する拠点または企業 三菱電機株式会社 

4 Site 業務を実行する工場または拠点 521(名古屋製作所 W3) 

5 Area 業務を実行する作業区 S 組立 

6 WorkCenter 業務を実行するワークセンタ No.7 

7 Machine 業務を実行する設備 PLC#08 

*1 Activity には各業務名称（表 6-16 参照）+データ取得日時を設定する 
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② ディレクション／オーダー 

保全時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をディレクションの

項目に適用することにした。インプット・アウトプット情報は図 6-54を参照し、保全時間のディレ

クション・オーダーを表 6-39のように設定した。ライブラリのデータ構造は表 4-6の作業指示と

同じ[1]を用いた。 

 

表 6-39: 保全作業時間取得のディレクション・オーダーの設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderTypeID オーダータイプ ID*1 保全指示（“D00007”） 

2 MachineWorkOrder*3 生産指示 No.  ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 半田ユニット（サーボ制御） 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime 生産開始予定日時 未使用* 

11 EndTime 生産終了予定日時 未使用* 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 Operator 作業者 0874211 

14 InputObject 材料（部品）固有の ID情報 未使用* 

15 InputResourceObject*2 業務で使用する設備、機器 ロボット 

16 InputResourceObject*2 業務で使用する設備、機器 半田槽 

17 InputResourceObject*2 業務で使用する設備、機器 半田ユニット（サーボ制御） 

18 InputResourceObject*2 業務で使用する設備、機器 半田ごて洗浄ユニット 

*：「未使用」箇所は、保全時間取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダータイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2：対象となる工程で使用する設備、機器を設定する。 
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③ トランザクション・オーダー結果 

保全時間のトランザクション・オーダー結果を表 6-40のように設定した。ライブラリのデータ

構造は表 4-8の作業結果と同じ[5]を用いた。 

 

表 6-40: 保全作業時間取得のトランザクション・オーダー結果の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 OrderResultTypeID オーダー結果タイプ ID*1 保全実行履歴（“T00007”） 

2 MachineWorkOrder 生産指示 No. ZZZ0422 

3 ProductionOrder 製品型名 HG-KR43 35 

4 WorkOrder ロット No や生産指令 No 未使用* 

5 WorkCenter 生産ライン No.7 

6 Machine 設備 半田ユニット（サーボ制御） 

7 WorkArea 作業区 未使用* 

8 ProductItem 生産品目コード 未使用* 

9 Quantity 生産個数 未使用* 

10 StartTime*2 保全作業開始実績日時 2016/12/01 08:47:55 

11 EndTime*2 保全作業終了実績日時 2016/12/01 08:48:35 

12 Time 生産開始～終了までの時間 未使用* 

13 NetTime 正味時間 未使用* 

14 Cost 生産コスト 未使用* 

15 Operator 作業者 0874211 

16 OutputObject 材料（部品）固有の ID情報 未使用* 

17 OutputResourceObject 業務で使用した設備、機器 未使用* 

*：「未使用」箇所は、保全時間取得に不要なため、未使用とした。 

*1：オーダー結果タイプ ID は、図 6-55 の PSLXを参照する。 

*2：StartTimeには保全対応開始実績日時、EndTime に保全対応終了実績日時設定する。 
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④ ディレクション／プロセス 

保全時間のディレクション・プロセスを表 6-41のように設定した。ライブラリのデータ構造は

表 4-7の設備レシピ[4]を用いた。 

 

表 6-41: 作業時間のディレクション・プロセス設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 ProcessTypeID プロセスタイプ ID*1 設備レシピ(“D10002”) 

2 MachineRecipe 設備レシピ 未使用* 

3 Machine レシピが実行される設備 未使用* 

4 Tool 設備に使用する治工具の種類 未使用* 

5 ProductItem 生産品目コードなど 未使用* 

6 SerialNumber 生産品目コードの Revison  未使用* 

7 RecipeData 業務(設備制御)のレシピ 未使用* 

8 ConditionData 閾値設定 未使用* 

9 RelatedDocument 関連文書 未使用* 

*：「未使用」箇所は、保全時間の取得に不要なため、未使用とした。 

*1：プロセスタイプ ID は、図 6-56の PSLXを参照する。 

 

⑤ トランザクション／プロセス 

トランザクション・プロセスの各項目は、保全時間取得に不要なため未使用とした。 

 

⑥ 環境情報 

環境情報の各項目は、保全時間取得に不要なため未使用とした。 
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⑦ アラーム情報 

保全時間取得のためにデータプロファイルの内容を検討し、以下の内容をアラーム情報の項

目に適用することにした。 

 

表 6-42: 工程毎保全作業時間取得のトランザクション・アラーム情報の設定項目 

No. XML タグ名 仕様 適用値 

1 AlarmTypeID アラームタイプ ID*1 設備アラーム（“T50001”） 

2 AlarmID アラーム内容を表わす固有 ID 4114 半田Ｒ：コテ先補正異常 

3 AlarmStartTime 異常発生日時 2016/12/01 08:47:09 

4 AlarmEndTime 異常終了日時 2016/12/01 08:48:55 

5 AlarmPeriod アラーム発生していた時間 106(秒) 

6 AlarmSpot アラーム発生箇所/位置 半田ユニット（サーボ制御） 

*1：アラームタイプ IDは、図 6-59の PSLXを参照し、必要に応じ追加することとした。 

 

⑧ XML生成 

上の表で説明した P板結線工程の保全作業時間を取得するための生成した XMLを P板結

線保全作業時間取得のボディーのディレクションと、トランザクションの二つに分けて以下に示

す。 
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図 6-67: P板結線工程 XML保全作業時間取得のボディー（ディレクション） 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Activities>

<Activity>
 <Header>

～(省略)～
<Machine>

<Id>PLC#08</Id> P板結線工程
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

 </Header>
<Direction>

+ <Time>
<OrderDir>

<OrderTypeID>
<Id>D00007</Id> オーダータイプID(保全指示)
<Version>1</Version>
+ <ExternalID>

</OrderTypeID>
～(省略)～
<OrderObject>
～(省略)～

<MachineWorkResult>
<Id>ZZZ0422</Id> 生産指示No
+ <ExternalID>

</MachineWorkResult>
<ProductionOrder>

<Id>HG-KR43 35</Id> 製品タイプ
+ <ExternalID>

</ProductionOrder>
～(省略)～
<WorkCenter>

<Id>No.7</Id> 生産ライン
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
<Machine>

<Id>半田ユニット（ｻｰﾎﾞ制御）</Id> 設備
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～
</OrderObject>
～(省略)～
+ </InputObject>
<InputResourceObject>

<ResourceTypeID>
<Id>R20003</Id> リソースタイプID(設備)
+ <ExternalID>

</ResourceTypeID>
<ResouceID>

<Id>ロボット</Id> 業務で使用する設備、機器
+ <ExternalID>

</ResouceID>
+ <OperateTime>
+ <UsageQuantity>

</InputResourceObject>
<InputResourceObject>

<ResourceTypeID>
<Id>R20003</Id> リソースタイプID(設備)
+ <ExternalID>

</ResourceTypeID>
<ResouceID>

<Id>半田槽</Id> 業務で使用する設備、機器
+ <ExternalID>

</ResouceID>
+ <OperateTime>
+ <UsageQuantity>

</InputResourceObject>
<InputResourceObject>

<ResourceTypeID>
<Id>R20003</Id> リソースタイプID(設備)
+ <ExternalID>

</ResourceTypeID>
<ResouceID>

<Id>半田ユニット(SV制御)</Id> 業務で使用する設備、機器
+ <ExternalID>

</ResouceID>
+ <OperateTime>
+ <UsageQuantity>

</InputResourceObject>
<InputResourceObject>

<ResourceTypeID>
<Id>R20003</Id> リソースタイプID(設備)
+ <ExternalID>

</ResourceTypeID>
<ResouceID>

<Id>半田小手洗浄ユニット</Id> 業務で使用する設備、機器
+ <ExternalID>

</ResouceID>
+ <OperateTime>
+ <UsageQuantity>

</InputResourceObject>
</OrderDir>
+ <ProcessDir>

</Direction>
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図 6-68: P板結線工程 XML保全作業時間取得のボディー（トランザクション） 

 

 

 

<Transaction>
+ <Time>
<OrderTran>

+ <OrderResultTypeID>
<OrderResultObject>
～(省略)～

<MachineWorkResult>
<Id>ZZZ0422</Id> 生産指示No
+ <ExternalID>

</MachineWorkResult>
<ProductionOrder>

<Id>HG-KR43 35</Id> 製品タイプ
+ <ExternalID>

</ProductionOrder>
～(省略)～
<WorkCenter>

<Id>No.7</Id> 生産ライン
+ <ExternalID>

</WorkCenter>
<Machine>

<Id>半田ユニット（ｻｰﾎﾞ制御）</Id> 設備
+ <ExternalID>

</Machine>
～(省略)～

<StartTime>
<Value>2016/12/01 08:47 :55</Value> 保全作業開始実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</StartTime>
<EndTime>

<Value>2016/12/01 08:48 :35</Value> 保全作業終了実績日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</EndTime>
～(省略)～
</OrderResultObject>
+ <OutputObject>
+ <OutputResourceObject>

</OrderTran>
+ <ProcessTran>
 <RelationInfo>

+ <Surrounding>
<Alarm>

<AlarmTypeID>
<Id>T50001</Id> アラームタイプID
+ <ExternalID>

</AlarmTypeID>
<AlarmID>

<Id>4114 Ｐ板半田Ｒ：コテ先補正異常</Id> アラーム内容を表わす固有ID
+ <ExternalID>

</AlarmID>
<AlarmStartTime>

<Value>2016/12/01  09:09 :23</Value> 異常発生日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</AlarmStartTime>
<AlarmEndTime>

<Value>2016/12/01 09:14 :28</Value> 異常終了日時
<Unit>yyyy/mm/dd hh:mm:ss</Unit>

</AlarmEndTime>
<AlarmPeriod>

<Value>305</Value> アラーム発生していた時間
<Unit>sec</Unit>

</AlarmPeriod>
<AlarmSpot>

<Id>ハンダユニット(ｻｰﾎﾞ制御)</Id> アラーム発生箇所/位置
+ <ExternalID>

</AlarmSpot>
</Alarm>

</RelationInfo>
</Transaction>

</Activity>
</Activities>
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6.4.3 アプリケーション活用結果（ユースケースの分析結果） 

 

本項では、前述（6.4.2）で作成したデータプロファイルがどのようにアプリケーションへ活用で

きるか、以下のユースケースに基づいて検証を行う。 

ユースケースとして、ステータ製造工程にて生産性向上を図るためカイゼン活動を行うべく、

その初動としてカイゼンの着目点を探すための分析作業を行うこととする（表 6-43）。 

 

表 6-43: カイゼンの着目点を探す作業手順 

No. 視点 分析作業 

１ 
生産性を阻害している 

ボトルネックを探す 

（1）ステータ製造工程における 

ボトルネック工程の抽出 

２ 
ボトルネック工程に潜む 

カイゼンの着目点を探す 

（2）溶接工程の作業別時間分析 

3 
生産性を阻害している 

他の要素を探す 

（3）工程毎の段取り替え時間分析 

4 
（4）工程毎の品質不良分析 

5 
（5）工程毎の保全作業時間分析 

 

以下、この作業手順に従った分析作業の作業例を示す。 
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(1) ステータ製造工程におけるボトルネック工程の検出 

生産工程から収集する情報を活用してボトルネック工程検出を試行してみる。 

まず、ステータ組立ラインの工程毎に作業開始時刻と作業終了時刻データをデータプロファ

イルから取得する。 

 

 

図 6-69: ステータ組立ラインの工程 

 

巻線A、巻線B、巻線Cは空いている設備を利用するという分散処理を行っているため、巻線

A、巻線 B、巻線 C工程のいずれかでの製造となる。 
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工程毎の作業開始時刻と作業終了時刻データを表 6-44のように取得できる。このケースで

は、巻線 B工程での製造とし、巻線 A、巻線 Cはの作業時間は空白となる。 

 

表 6-44: 工程毎の作業時間 

No. 工程名 作業開始時間 作業終了時間 

1 インシュレータ挿入 2016/12/01 08:46:06 2016/12/01 08:49:16 

2 巻線搬送 2016/12/01 08:49:25 2016/12/01 08:50:31 

3 巻線 A － － 

4 巻線 B 2016/12/01 08:50:55 2016/12/01 09:06:59 

5 巻線 C － － 

6 溶接 2016/12/01 09:07:21 2016/12/01 09:30:12 

7 P 板結線 2016/12/01 09:30:33 2016/12/01 09:38:23 

 

アプリケーションで各工程の時間を集計し、見える化することにより、ボトルネック工程を特定

できる。図 6-70に仮想の検証用データを入力した結果を示す。工程毎の作業時間を定量的

に比較し、ボトルネック工程が溶接で、その次が巻線 Bであると特定できた。 

 

 

図 6-70: 工程毎の作業時間 

 

実際の現場では、アプリケーションがない場合でも人や物の流れを観察することにより、ボト

ルネック工程を特定できると想定される。しかし、全工程での作業時間測定は、工数の制約によ
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り不可能な場合があると想定される。いつでも早く自動で、各工程の作業時間を数値化できる

点で、アプリケーションの活用を期待できる。 

一方、各工程の作業時間の見える化だけでは、工程の作業時間が長い要因を分析できない

ため、工程内の各作業について時間分析が必要となる。次項では溶接工程内の各作業の時間

を取得して分析する。 

 

(2) 溶接工程の作業別時間分析 

溶接工程がボトルネックになってしまう要因を調査するために、溶接工程の工程内作業の作

業時間を算出して分析する。溶接工程内には、下図のように丸め、溶接処理の二つの業務、お

よび段差測定、中心ズレ測定、溶接隙間測定の三つの品質検査、計五つの工程内作業があ

る。 

 

  

図 6-71: 溶接工程の工程内業務 
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溶接工程内の作業である丸め及び溶接処理業務の作業開始時刻、作業終了時刻は、稼働

指示のデータプロファイル、品質検査伝票のデータプロファイルをから取得できる。 

取得する作業時間の内訳は、以下のようになる。 

 

表 6-45: 溶接工程の作業時間内訳 

No. 工程名 作業開始時間 作業終了時間 

1 丸め 2016/12/01 09:08:42 2016/12/01 09:10:10 

2 段差測定 2016/12/01 09:10:39 2016/12/01 09:14:28 

3 溶接処理 2016/12/01 09:14:51 2016/12/01 09:19:24 

4 中心ズレ測定 2016/12/01 09:19:47 2016/12/01 09:25:08 

5 溶接隙間測定 2016/12/01 09:25:30 2016/12/01 09:29:31 

 

アプリケーションで各工程内作業の作業時間を集計し、見える化する。図 6-72に仮想の検

証用データを入力した結果を示す。溶接工程各作業の時間を定量的に比較し、段差測定、中

心ズレ測定、溶接隙間測定など、溶接以外の作業で時間の割合が高いことを確認できた。 

 

  

図 6-72: 溶接工程の作業時間内訳グラフ 

 

実際の工程ではラインバランスを考慮して、複数の作業を一つの工程に集約する場合が想

定される。そのため、各工程内の作業時間の数値化と時間の長い作業の特定に、アプリケーシ

ョンを活用できると期待できる。 

各工程の作業時間に含まれる段取り替え作業では工程の生産を止める必要がある。時間の

長い段取り替え作業は工程の稼働時間を縮める要因となるため、作業時間の数値化が必要で
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ある。次項では、ステータ製造の各工程で段取り替え作業の時間を取得して分析する。 

 

(3) 工程毎の段取り替え時間分析 

i. 概要 

段取り替え時間の効率化の可否を検討するために各工程の段取り替え時間を取得して分析

する。 

 

 

図 6-73: 工程毎の段取り替え時間 

 

段取り替え時間は、段取指示のデータプロファイルを適用することで取得できる。取得する段

取り替え時間の内訳は、以下のように設定した。 
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表 6-46: 工程毎の段取り替え時間 

No. 工程名／設備名 段取り替え開始時間 段取り替え終了時間 

1 (インシュレータ挿入) 

パーツフィーダ 

2016/12/01 13:01:23 2016/12/01 13:03:58 

2 インシュレータ挿入 

（コアパレット） 

2016/12/01 13:04:23 2016/12/01 13:09:47 

3 巻線搬送 

（トロリー治具） 

2016/12/01 13:11:06 2016/12/01 13:14:18 

4 巻線 A（巻線機治具） 2016/12/01 13:16:55 2016/12/01 13:36:23 

5 巻線 B（巻線機治具） * * 

6 巻線 C（巻線機治具） * * 

7 溶接（溶接治具） 2016/12/01 13:38:41 2016/12/01 13:41:36 

8 P 板結線（半田ユニット） 2016/12/01 13:44:38 2016/12/01 13:48:01 

*：巻線工程では三つの設備で分散処理を行っているので、ある製品を製造する際は巻線 A、巻線 

B、巻線 Cどれか一つの設備に割り付けられる。 

 

アプリケーションで各工程の段取り替え作業時間を集計し、見える化する。図 6-74に仮想の

検証用データを入力した結果を示す。各工程の段取り替え時間を定量的に比較し、巻線機 A

で治具の段取り替え時間が長いことを確認できた。 

段取り替え時間を取得し、図 6-74のようなアプリケーションで検討してみると、以下のように

巻線機 A治具の段取り替え時間が突出していることが確認できた。 
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図 6-74: 工程別設備毎の段取り替え時間 

 

実際の工程では生産機種の変更に伴い、使用する部品や治具の段取り替え作業が必要とな

る。段取り替えの作業時間は大小様々であると想定されるため、各段取り替え作業の時間を数

値化することにより、ライン全体のリードタイム短縮や生産効率向上の課題を明らかにできると期

待できる。 

(1)(2)(3)で着目した工程や工程内作業の時間から視点を変えて、製造工程内による品質検

査により確認された製造不良や設備の異常停止が各工程の作業時間に与える影響を調査す

る。 
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(4) 工程毎の品質不良分析 

本項では工程毎の製造不良発生状況を取得して、(1)項で分析した工程毎の作業時間との

関連を分析する。 

 

各工程の不良数を取得するためには、各工程の品質検査のデータプロファイルの、トランザ

クション内“MeasuredItemObject”の“JudgeResult”の値を調べて、“OK”の場合は良品、“NG”の

場合は不良と判断することができる。 

アプリケーションで各工程の不良数を集計し、見える化する。図 6-66に仮想の検証用デー

タを入力した結果を示す。各工程の不良数を定量的に比較し、溶接工程で不良数が多いことを

確認できた。 

 

 

図 6-75: 工程別不良数 

 

実際の工程で発生する品質不良は、部品などの物質的な損失や生産計画の遅延などの時

間的な損失の要因となる。そのため、このアプリケーションで工程別の不良数を集計することに

より、ラインの生産性やコスト改善の課題を明らかになると期待できる。 
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(5) 保全業務の分析 

次に、保全業務の分析を行う。 

 

自動化ラインでは、部品・材料切れや設備異常などのアラームに対応するための保全業務が

ある。保全業務の回数や保全時間が掛かる場合、これもボトルネックの要因と考えられる。 

すべての工程の保全作業時間を分析し、ボトルネック要因の分析に活用してみる。 

 

各工程の保全作業時間を取得するためには、工程毎の保全指示データプロファイルを集計

することで、保全回数を取得することができる。 

アプリケーションで各工程の保全回数を集計し、見える化する。図 6-76に検証用データを

入力した結果を示す。各工程の保全回数を比較し、P板結線工程で回数が多いことを確認し

た。 

実際の工程でも保全回数の多い設備の特定に活用を期待できる。 

 

  

図 6-76: 工程毎の保全回数 

 

一方、回数データだけでは要因を分析できないため、P板結線工程で設備のアラーム回数を

集計した。図 6-77に仮想の検証用データを入力した結果を示す。各アラームの回数をを数値

化し、フラックス浸漬装置の保全回数が多いことが確認できた。 
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図 6-77: P板結線工程の保全回数設備内訳 

 

実際の工程でもアラーム回数の見える化により、工程全体のスループット改善に繋がる改善

につなげることを期待できる。 

設備で一つのエラーに対する要因は複数想定されるため、設備のエラーコードから直接エラ

ー要因を特定することは困難である。そのため、データプロファイルと機器や装置が保有するデ

ータモデルの連携を行うことにより、エラーコードと内容や処置方法を結び付け、保全担当者向

けの指示に扱うことが期待される。 
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6.4.4 実証実験２における考察 

 

今回検証したデータプロファイルでは、業務をアクティビティとして分解することで、様々な視

点からボトルネック工程を検出することができるデータプロファイルであることが確認できた。 

工場でのボトルネック工程を検出するには、様々な要因が絡みあっており、要因分析が困難

である。 

これまでも、個別にデータを収集し、生産性向上のために様々な分析や改善を進めてきたが、

企業によって様々なデータ管理が行われており、データの意味が分かりにくくアプリケーション

開発には、管理データの分析に多くの時間を費やさなければならなかった。 

しかし、この実装データフォーマットにより、統一されたデータの形式でデータを収集できれ

ば、アプリケーションもより汎用的で容易に構築することが可能になり、工場経営に必要な様々

な分析が可能になり工場全体の生産性向上を実現に寄与できることが想定できた。 

機器・装置側にあってアプリケーションとのインターフェースを提供するエッジコンピュータに

よって、データプロファイルと機器や装置が保有するデータモデルの連携を行うことを、今後の

課題として取り組むべきと考えられる。 

 

(1) データプロファイルの作成に関する考察 

i. ヘッダー部の作成方法 

データプロファイルのヘッダー部では、ISA-95を参考に、業務の実施場所を五つの階層

（Enterprise、Site、Area、WorkCenter、Machine）で表現している。各階層に記述すべき内容に

ついては ISA-95で定義されているものの、実証実験の対象のサーボモーター製造工場では会

社（Enterprise）から装置（Machine）に至るまでに合計 6つの階層（会社、製作所、工場、工程、

生産ライン、装置）が存在しており、かつ明確なマッピングルールが無かったため、これら 6つの

階層をどのように 5階層にマッピングすべきか、データプロファイルの作成者が判断しなければ

ならなかった。 



 

301 

 

図 6-78: データプロファイル（ヘッダー部）作成時の階層決定方法 

 

データプロファイルの作成者によって判断が異なると困るため、明確なマッピングルールを定

めるか、ISA-95ではなく RAMI4.0を参考に、業務の実施場所を三つの階層（Enterprise、

WorkCenters、Machine）で表現し、最上位層（会社）と最下位層（装置）以外はすべて中間層

（WorkCenters）にマッピングするという方法が考えられる。ただし後者の方法では、データプロ

ファイルで管理できる階層の粒度が荒くなるため、例えば業務アプリケーションを用いて特定の

Areaの業務を全てピックアップするといった作業が困難になる。したがって、少なくとも社内にお

いては明確なマッピングルールを定めるのが良いと思われる。 
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Work units
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Time
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（設備の役割階層モデル）
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(ヘッダー部)

明確なマッピングルールが
無く、データプロファイル
作成者の判断に依存
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図 6-79: RAMI4.0の階層を用いた階層決定方法 

 

なお、仮に明確なマッピングルールを定めたとしても、各作成者が正しく利用できるためには、

システムによる支援が必要である。この実現手段の一例として、エッジコンピュータが工場内の

階層を一括管理することで、上位層（IT システム）から下位層（生産現場）までの各レイヤで設定

された階層情報を即座に水平展開し、さらに、データプロファイルを作成する際のマッピングを

自動化するという方法が考えられる。 

 

ii. ボディー部の作成方法 

データプロファイルのボディー部を作成する際は、各業務の入出力を洗い出した後、各入出

力に対応する適切な実装データフォーマットを選定、あるいは開発する必要がある。対象とする

業務数が少ない場合であれば、ボディー部の作成を人手で実施しても問題ないが、業務数が

多い、あるいは業務の更新頻度が高い場合には、データプロファイルの作成コストが大きくなる。

特に、多品種混流生産を実施するような業務では、レシピデータが多数存在するため、データ

プロファイルの作成コストの増大が顕著である。したがって、ボディー部の作成作業は可能な限

り自動化できることが望ましい。例えば図 6-80に示すように、レシピデータやコンディションデ

ータについては装置内にも同様の情報が存在するため、装置内の情報を取得して自動設定で

きるような仕組みが存在すると良い。 
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業務（P板結線） データプロファイル

ヘッダ ・・・

ディレク
ション

オーダー ・・・

プロセス 設備ID P板結線装置

レシピ
データ

アイテム レシピID テンション（HG-KR43用）

設定値 3.0

単位 N

アイテム レシピID ワーク高さ（HG-KR43用）

・・・ ・・・ ・・・

コンディ
ション
データ

アイテム レシピID テンション（HG-KR43用）

最小値 2.8

単位 N

最大値 3.2

単位 N

アイテム レシピID ワーク高さ（HG-KR43用）

・・・ ・・・ ・・・

トランザク
ション

オーダー ・・・

プロセス ・・・

データプロファイル化

レシピ
データ

コンディショ
ンデータ

レシピ
データ
レシピ
データ

コンディショ
ンデータ

コンディショ
ンデータ

P板結線装置

データプロファイル化の際に、
装置内のレシピデータやコン
ディションデータを取得して自
動設定できると良い

 

図 6-80: レシピデータとコンディションデータ 

 

この実現手段の一例として、エッジコンピュータが、機器や装置が保有するデータモデルをイ

ンポートし、データプロファイルの一部のフォーマットを自動で作成するという方法が考えられ

る。 

 

(2) データプロファイルの運用に関する考察 

i. データの収集方法 

各業務において、例えば実績値などのデータを集め、データプロファイルを作成する際、そも

そも当該データをどこからどのような方法で収集すれば良いのかを知る仕組みが必要である。

具体的には、実績値などのデータの格納場所（データベースのフィールド名や PLCのデバイス

番号）や、データの取得方法を定義した情報をどこかで定義しておき、この定義された情報に基

づいて自動でデータを収集し、データプロファイルを作成する仕組みが必要である。 

 

この実現手段の一例として、エッジコンピュータが、データの格納場所や取得方法の定義さ

れた機器や装置が保有するデータモデルをインポートすることで、当該定義に基づいて自動で

データを収集し、データプロファイルを作成するという方法が考えられる。上位層から下位層ま

での各レイヤーの業務は、エッジコンピュータに問い合わせることで、データプロファイルで整形

されたデータを取得できる。 
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ii. データの保持／保存方法 

データプロファイルには、データの実体と、データの実体への参照（例えば、電流波形データ

への直接参照）の両方が記載されている。また、図 6-81に示すように、データの実体への参照

（直接参照）を持つ場合、企業内で取得されるデータは常に同じ場所（ストレージ）で管理される

とは限らないため、データの欠損（リンク切れ）が発生する可能性がある。これらの問題を回避す

るために、データプロファイルには、データの実体への直接参照ではなく、データの実体の格納

先を管理する仕組みへのリンク（＝データの実体への間接参照）を記載するのが良いと思われ

る。 

 

 

図 6-81: 直接参照と間接参照 

 

この実現手段の一例として、エッジコンピュータが、リアルタイムデータやヒストリカルデータの

格納場所や取得方法の定義を保持しておき、業務アプリケーションの要求に応じて適宜実デー

タを取得して返却するという方法が考えられる。 
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7. 事業に関する評価 

 今回検討した製造業分野におけるデータプロファイルに関する評価として、 IoT やセキュリ

ティに関する国際標準の知見を有する大学教授、社団法人、企業有識者よりご助言を頂いた。 

 

7.1 社外アドバイザーからのヒアリング 

IoTやセキュリティに関する国際標準の知見を有する大学教授、社団法人、企業有識者の６

名の方から、今回検討した内容に関するご助言を頂いた。なお、以下は、名前順で掲載。 

 

図 7-1: アズビル株式会社 石隈様ご意見 

 

 

図 7-2: 横河電機株式会社 小田様ご意見 

氏名 石隈 徹 アズビル株式会社

技術標準部

略歴 1981年山武ハネウェル(現:アズビル株式会社)入社。現在、アズビル技術標準部に所属。

IEC TS 62872 Ed.1(工場とスマートグリッド間のシステムインタフェース)の開発国際コンベナ。

IEC TR 62837 Ed.1(産業オートメーションにおけるエネルギー効率)の開発国際エキスパート。

IEC ACEE(エネルギー効率技術諮問委員会)日本代表。

TC65の国内委員会、諮問委員会副幹事。

ご意見・ご指摘 ・データプロファイルのコンセプトとして、標準規格を活用することにより既存技術を包含すると

いう考え方は良い。データ項目を可変にできる点、外部に保持されているデータと連携できる

点等、フレキシビリティが良く考慮されている。

・データプロファイルが、レベル2(エッジ)のリアルタイムフィードバック制御にも適用できると現場

での活用の幅は広がる。

・今後のIEC/TC65の国際標準検討の中で、インフォメーションモデル・スマートマニュファクチャリ

ングに関して整理する活動があるので、その活動への提言及びその活動内容の取り込みを行う

と良い。

氏名 小田 信二 横河電機株式会社

標準化戦略室長

略歴 1986年横河北辰電機(現横河電機)に入社、分散制御システムのソフトウェア開発に従事。その後、

米国開発センター長、シンガポール開発センター長を経て、2014年から現職でIA(Industrial 

Automation)分野における標準化戦略を担当。標準化活動においては、2008年から2009年まで

日本OPC協議会代表幹事を務め、現在は、IEC/SMB/SEG7国際エキスパート 兼 日本国内委員

会委員長および IEC/TC65日本国内委員会諮問委員。

ご意見・ご指摘 ・データプロファイルの対象領域が、ISA-95機能階層モデルのレベル1～3と広範囲なスコープで

あることを理解した。

・連続系/バッチ系プロセス生産では、組立系のようなデータの区切れのない連続データを多く

扱っている。データプロファイルでの連続データの扱い方についても触れられると良い。

・国際標準規格のDigital Factory、OPC UAを参照しているとのことだが、データプロファイル

のどこに活かされているかを明示すると良い。なお、OPC UAは、通信仕様だけでなく、

情報モデルの概念や仕様も定義しているので、それを参考にすることも有効である。
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図 7-3: 東京大学 木村様ご意見 

 

 

図 7-4: 電気通信大学 新先生ご意見 

 

図 7-5:サプライチェーン情報基盤研究会 菅又様ご意見 

氏名 木村 文彦 東京大学 名誉教授

略歴 東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻教授を経て、現在に至る。設計、生産システ

ム研究に従事。ICPE やCIRP などの国際会議の組織委員長及びプログラム委員長をはじめ、日

本工業標準調査会標準部会産業オートメーション技術専門委員会委員長、独立行政法人産業

技術総合研究所デジタルものづくり研究センター研究顧問などの委員を歴任。ISO 

TC184(Automation Systems and Integration)日本代表、ISO TC184/SC5/WG10 Convenor。

ご意見・ご指摘 適用のスコープを決めて、ボトムアップにデータプロファイル設計を進めているようであるが、トッ
プダウンに進める考え方もある。すなわち、
・どのような場面でデータプロファイルを活用しようとするのか、ユースケースを整理する。
・業務シナリオのモデルに基づく階層や粒度に従い、データプロファイルの要件を明確にする。
・設計するデータプロファイルがカバーする領域及び位置づけを明確にする。
・データプロファイルの要件として、業務シナリオに基づき、サイバー空間と物理空間を明示的に
写像するような仕掛けの検討も有用である。

氏名 新 誠一 電気通信大学

情報理工学研究科 機械知能システム学専攻

計測・制御システムプログラム

教授

略歴 1980年東京大学工学系研究科修士課程修了。1987年工学博士(東京大学)。

同大学助手、筑波大学助教授を経て2006年より電気通信大学教授。

2012年より制御システムセキュリティセンター理事長を兼務。

ご意見・ご指摘 ・機器情報がつながる、成長するデータプロファイルである点を表現すると良い。

・今後、活用されるデータプロファイルにしていくには、従来の延長上の技術だけでなく、最新の

技術も取り入れていく必要がある。21世紀のフレーバとなる技術(IFTTT、ハッシュタグ、JSON、

HANA、ブロックチェーン、VR等)の要素を入れ込むことが望ましい。

・CPS/IoTセキュリティとデータプロファイルを分けずに統合的に考えて訴求すると良い。

・知財の流出の問題もあるので、流出元を判別できるようなユニークな情報を付加するなどの

対策も考慮してほしい。

氏名 菅又 久道 国連CEFACT日本委員会

一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会

略歴 1968年セントラルコンサルタント株式会社。その後、日本アイビーエム株式会社にて、主として

EDIを中心としたネットワーク・サービス事業を担当。1998年８月より企業間電子商取引推進機構

(2000年４月より電子商取引推進協議会に統合)に出向し、幅広く国内・国際のEDI標準化活動に

参画。

ご意見・ご指摘 ・今回設計したデータプロファイルを今後どうのように活用していくかが重要である。

装置側、ユーザ側はメリットを感じないとデータを共有化しない傾向があるので、データから課

題等の発見が得られメリットが創出できる仕掛け作りが必要となってくる。

・CPS/IoTセキュリティのコンセプトは理解できる。CPS/IoTセキュリティ対応マニュアルに関しては、

ユーザー目線に立って理解できるように資料をわかりやすくし訴求すると、活用されると考える。
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図 7-6: 法政大学 西岡先生ご意見 

 

7.2 各種国際規格・標準化団体からのヒアリング結果 

今回、外部有識者のヒアリングとともに、IoT に関して、企業や関係団体が政府との連携の下、

課題共有や課題解決のための横断的な取組みを推進しているロボット革命イニシアティブ協議

会（RRI）の中のWG1 SWG(サブワーキング)の定期連絡会にて内容を共有した。その結果として、

ディスカッションの中で頂いたご意見及びアドバイスを以下に示す(図 7-7)。 

 

氏名 西岡 靖之 法政大学デザイン工学部 システムデザイン学科、法

政大学大学院デザイン工学研究科 教授

略歴 1996年に年東京理科大学・理工学部経営工学科助手、1999年法政大学・工学部経営工学科専

任講師を経て、2007年から現職。先進的計画スケジューリング(APS)対応XML標準仕様の策定、

その利用を通じて戦略的なIT化を推進するPSLXコンソーシアムの発起人。Industrial Value 

Chain Initiative 理事長、FA国際標準化委員会委員 ISO TC184 SC5国内対策委員、IEC 

TC65A JWG15国内対策委員。

ご意見・ご指摘 ・今回作成したデータプロファイルが、実際の現場でどこまで適用可能となったか等、現状のレベ

ルと残項目を整理した上で、今後の取り組みの進め方を決定すると良い。

・FA機器にもプロファイルがあり、明確な目的がある。今回のデータプロファイルについても活用

の仕方含め、目的を明確にして進める必要がある。

・CPS/IoTセキュリティに関しては、事前対策、事後対処のためのマニュアルに加えて、セキュリ

ティに強い仕組みやアーキテクチャーによる対応が必要となる。

・CPS/IoTセキュリティマニュアルでは、民間レベルでも活用できるようにセキュリティ項目のチェッ

クポイントやセキュリティ対応の優先度がわかると良い。
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図 7-7: RRI WG1 SWGご意見 

SWG名称 ロボット革命イニシアティブ
WG1 SWG
「ITシステムとFA現場の融合をめ
ざした情報連携」

メンバー オムロン株式会社、東洋ビジネスエンジニ
アリング株式会社、日本電気株式会社、株
式会社日立製作所、富士通株式会社、三
菱電機株式会社、株式会社安川電機

アドバイザー 可部明克（早稲田大学教授）、経済産業省、
国立研究開発法人産業技術総合研究所

説明日、場所 日時：2017年1月17日（火）
場所：三菱電機株式会社 本社

ディスカッション項目（アドバイス、質問事項） 回答内容

「指示」ありきの考え方はFAの現場に合わない場
合がある。

データプロファイルで意味する「指示」は、物理的なモノの入
力も含めて考えているので、FAの現場にも合致すると考える。

4Mデータを写し取ると言うが、レガシー設備を対
象とする場合、コスト制約がある場合には、現実的
ではない部分があるのではないか。

レガシー設備の場合は、後付けセンサー(電流・振動･カメラ
等)の活用でデータ収集が可能であり、また、コスト面でも現場
ニーズに応じて最小限のデータを対象とする等、コスト抑制も
可能である。

現実からサイバーへの写し取りだけでなく、サイ
バーから現実への戻しの検討も必要である。

サイバーから出力されるアウトプットの形を整理する必要があ
る。来年度の課題として、報告書に記載予定。

4MのMan(人)の情報は収集しにくいと考えている
が、今回の実証実験ではどのように対応したか。

カメラを使用した動線監視技術を活用することで、人の位置や
動きの情報をデジタル化し、データ収集した。

Man(人)の動きの情報だけでなく、人のスキルに相
当する情報も扱えるか。

作業従事時間で習熟度が表わせる。また、動線監視技術によ
り習熟度の高さを情報にすることも可能である。
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8. 今後の取組みに向けた検討 

本事業で設計したデータプロファイルに関する実証実験結果、及び外部有識者や企業・関

係団体からのご意見及びアドバイスを基に、「活用推進(使い勝手の向上)」、「活用領域拡大」、

「標準化」の三つの視点から今後の取組みについて検討を行った。 

 

(1) 「活用促進(使い勝手の向上)」 

 本事業の実証実験では、現場担当者、設備担当者、業務管理担当者、IT 担当者等立①

場の異なるメンバーがデータプロファイル活用に向けた議論を通じて、共通理解を持ち

ながら実証実験を推進し、現場改善に繋がる気づきを発掘できた。今後、様々な業種、

業務でデータプロファイルを活用し、改善を推進していくには、様々な利用者の視点で、

活用ノウハウや留意点などをまとめた運用マニュアルや事例集作りが求められる。 

 

 データプロファイルを実際に活用していくには、本データプロファイルと各種マスタデー②

タとの関係性を明確にしていく必要がある。例えば、前述(4.3.5)の通り、MESや ERPなど

のリソース管理業務では、設備・機器の諸元などマスタデータとともに使用履歴や保全作

業履歴などを蓄積・利活用しているが、業務を効率的に遂行するためにはこれらのデー

タのうちどこまでをデータプロファイル側に取り込むのが適切かという課題が出てきた。他

にも BOM 管理業務やヒューマンリソース管理業務などでも同様に、本データプロファイ

ルと各種マスタデータとの関係性を明確にしていく必要がある。 

 

(2) 「活用領域の拡大」 

今回の実証実験では図 2-13の通り「生産」領域を対象にデータプロファイルを検証したが、

製造業を網羅するためには更に、「マーケティング」「設計」「サービス」「経営」の領域でも活用

できるようにしていく必要がある。これについては、各領域で知見を持つ企業・組織にて拡大の

進め方検討及び有効性検証を進めていくことが望ましい。 

データプロファイルの活用領域を拡大させるためには、実際の現場で利用する「実装データ

フォーマット」を、効率的に流用できるためのライブラリの整備が必要である（4.3.4項)。今回の実

証実験で作成した実装データフォーマットが、日立製作所（機械加工）、と三菱電機（組立）の間

で流用、活用できたことから、様々な業種、業務の間においても流用可能であると考える。今後

はそれぞれの活用領域において、実装データフォーマットのライブラリを整備、拡充する必要が

ある。 
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(3) 「標準化によるエコシステムの普及」 

今回の国際標準規格調査や外部有識者へのヒアリングを通じて、各地域、各国で標準化に

向けた各種議論及び活動が、活発に進められていることが確認できた。本事業内容は、国内の

みの活用に留まらず、グローバルでの活用も視野に入れて、国際標準規格の取組みに歩調を

合せることや、逆に国際標準規格へ組み込み可能な内容を提言していくこともエコシステム実

現に向けて重要である。例えば、ロボット革命イニシアティブ協議会の中でも標準化の活動を推

進しているが、そのスキームを利用して、IEC/TC65等の国際標準規格検討へ情報発信してい

くことも考えられる。 
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9. 参考 

9.1 調査対象文献の概要 

(1) NIST「Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems」 

i. 背景 

今日の製造業は、製品の多品種少量化、サプライチェーンの変更や断絶といった環境変化に直面し

ている。このような中で成功するためには、急激な変化に素早く適応し、製品の品質を高め、エネルギー

とリソースの使用を最適化する技術が必要となる。これらの技術は、企業におけるデータの流れと利活用

を最大限にする、スマートマニュファクチャリングシステム（Smart Manufacturing Systems、以下 SMSと呼称）

の根幹になる。これらの技術を利用し、異種システムが製品、製造、及びビジネスデータを交換・解釈・利

用するためには、情報の標準化がキーである。 

ii. 目的 

本文献では、将来の SMS の基盤となる、標準規格への展望をレビューする。レビューに先立ち、スマ

ートマニュファクチャリングにおけるエコシステムを示す(図 9-1)。 

 

 
出典: NIST「Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems」 

図 9-1: スマートマニュファクチャリングエコシステムにおける 3軸 

 

エコシステムでは、製造ライフサイクルの 3 軸(製品、生産システム、ビジネス)、及び ISA-95 の階層に

準拠したマニュファクチャリングピラミッドが相互に情報を交換する関係にある。これらの軸、およびピラミッ

ドにおいて現存する標準を整理することで、SMS における標準規格の過不足を洗い出す。 
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iii. 要点 

SMS において、生産性、俊敏性、品質、持続性といったケイパビリティを最適化するためには標準化が

キーとなる。まず、前記の 3 軸について、製造情報に関する標準規格が、どのような目的で何に使われて

いるかを分析した。次に、3軸が融合しエコシステムとして作用するモデルを ISA-95の階層に従って製造

ピラミッドの形で図示し、各階層における標準規格をプロットした。なお、階層を跨って関連するセキュリテ

ィ、品質、管理プロセス、エネルギー、環境に関する規格はピラミッド図の右側に記載した。現存の規格は

産業界に多くの利益を生み出した一方で、問題を二つ抱えている。一つ目は、標準規格の利用状況がト

レースされていない点である。標準規格がリリース後に無効になることはめったにない。結果、実際に使わ

れている規格は一部であり、米国の 25～30%の規格が時代遅れとの調査報告がある。二つ目は、標準規

格の重複、冗長性である。例えば、国や地域ごとに決められた標準は、国際標準とオーバーラップするこ

とがある。また、同じ技術領域であってもアプリケーションが異なる場合、それぞれで標準が策定されるこ

とがあり、一貫性を欠くことがある。更には、市場を優位に主導するために競って規格を策定するケースが

あり、乱立状態となった状況に苦言を呈す声も聞かれる。これらの問題を解決するためには、標準化団体

の調和と協力が必要である。 

SMS の実現には、旧来の階層的制御モデルに基づくアーキテクチャパラダイムの置き換えが必要とな

る。新しいサービス指向へのパラダイムにより、スマートマニュファクチャリングにおけるエコシステムの究

極は、相互につながったシステムとなる(図 9-2)。3 軸と製造ピラミッドが有する機能は、一部を除き統合

システムとして仮想化され、サービス提供が可能である。サービス指向スマートマニュファクチャリングエコ

システムを考えたとき、既存の規格は十分ではない。新しい標準が必要な分野として、リファレンスアーキ

テクチャー、サイバーセキュリティ、工場ネットワーク、サプライチェーン統合、工場フロアからエンタープラ

イズへのデータ変換などがある。新しい標準化のために、世界中でイニシアティブが登場し、議論がなさ

れている。 

 
出典: NIST「Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems」 

図 9-2: サービス指向スマートマニュファクチャリングエコシステム 
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iv. 引用規格 

スマートマニュファクチャリングシステムにおける関連規格を示す(図 9-3)。 

 

 
出典: NIST「Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems」 

図 9-3: スマートマニュファクチャリングシステムにおける関連規格 
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(2) NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」 

※ここでは、NIST「DRAFT Framework for Cyber-Physical Systems」からの改定内容について示す。本文

献の背景や目的、要点は、経済産業省「平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における

IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」

(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照。 

i. 「DRAFT Framework for Cyber-Physical Systems」からの改定内容 

サイバーフィジカルデバイス、サイバーフィジカルシステム、システムオブシステムの潜在的な相互作

用を強調したモデル図を以下に示す(図 9-4)。 

 

○ CPS Conceptual Model 

図 9-4は、システムオブシステム（SoS）（例えば、CPSインフラストラクチャなど）におけるデバイスとシス

テムの潜在的な相互作用を強調している。CPS は、個々のデバイスと同じくらいシンプルなものでも、シス

テムを構成する一つ以上のサイバーフィジカルデバイスまたは複数のデバイスで構成される複数のシステ

ムで構成される SoS でも良い。 

このパターンは再帰的であり、自己の視点に依存する（すなわち、ある視点からの装置は別の視点から

はシステムであってもよい）。最終的に、CPSは、「Info」フローまたは「Action」フローの少なくとも一つととも

に「Decision」フローを含む必要がある。「Info」フローは物理的な世界の物理的状態の測定をデジタルで

表し、「Action」フローは物理的な世界の物理的状態に影響を与える。これにより、中小規模から都市/国

/世界規模までのコラボレーションが可能になる。 

 

 
出典: NIST「Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0」 

図 9-4: CPS Conceptual Model 

 

「DRAFT Framework for Cyber-Physical Systems」からの改定内容として、「CPS Conceptual Model」に

対し「human」との相互作用を追記している。 

CPS環境には通常「human」が含まれ、「human」は CPSの他のコンポーネントとは異なる方法で機能す

る。アーキテクチャは、CPS と「human」との相互作用のさまざまなモードをサポートする必要がある。モード

には、CPS コントローラまたは制御のパートナーとしての「human」、CPS ユーザとしての「human」、CPS 出

力の消費者としての「human」、CPS の直接的な対象として測定され行動することになる「human」、などが

含まれる。 
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(3) IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

i. 背景 

Industrial Internet of Things (IIoT)は、エネルギー、ヘルスケア、製造、輸送、公共部門の多くの参加

者によって形作られており、それぞれがセキュリティを考慮する必要がある。 特に異なるセクターのシステ

ムが相互運用し、それらの間の隙間に搾取の試みが行われるようなセキュリティ上の危険を避けるために

は、IIoT のセキュリティに関する参加者の間で早期の合意を構築することが重要で緊急である。 

ii. 目的 

「インダストリアル IoT（第 4 版）：セキィリティ・フレームワーク（IISF）」の目的は、セキュリティ関連のアー

キテクチャ、デザイン、テクノロジーを特定、説明、位置づけると共に、IIoTシステムの信頼度を向上させる

ための手順を明らかにすることである。具体的には、セキュリティの特徴、適用すべき技術と技法、セキュリ

ティに対処する方法、ステークホルダーの期待に応え得る課題の洗い出し方法を示す。 

既にスマートグリッド、輸送、産業設備の保守など各分野で実施中のインダストリアルインターネットコン

ソーシアムテストベッドでは、本ドキュメントがリファレンスされている。これらテストベッドでのセキュリティ評

価は、本ドキュメントの改訂版に継続してフィードバックしていく予定である。 
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iii. 要点 

○ Trustworthiness of an IIoT System 

IIoT システムは、その各種コンポーネントのプロパティとそれらの相互作用の性質の結果として現れる

E2E の特性を示す。IIoT 展開の信頼決定に影響を与える五つの特徴は、セキュリティ、セーフティ、信頼

性、レジリエンスとプライバシーである。これらは、重要な「System Characteristics」と呼ばれる(表 9-1)。 

 

表 9-1:  五つの重要な「System Characteristics」 

No. 要件 内容 

1 セキュリティ 

セキュリティは、システムが意図しないアクセスや変更、破壊から保護されている状態である。

セキュリティの保証は、リスクに関して評価されることが多い。 セキュリティリスクの要素には、

脅威、ターゲット資産、脅威が悪用する資産の潜在的な脆弱性または弱点、 あらゆるセキュリ

ティインシデントの可能性と影響がある。情報とシステム資産のセキュリティを提供するために

必要な要素は機密性、完全性、可用性であり、頭字語の CIA と呼ばれることが多い。 

2 セーフティ 

セーフティは、物的損害や環境への損害の結果、直接的または間接的に人の健康に有害な

危険を及ぼすことなく、システムが作動している状態を言う。伝統的な OT の安全性評価技術

は、物理的なアイテムやプロセスに焦点を当て、経験的に導出されたコンポーネントの故障確

率をトータルシステムリスクに組み合わせる。 ハザードを特定するためのリスク分析は、誤動

作を防止し、予期しない事象に対するシステムの回復力を向上させることを意図している。 

3 信頼性 
信頼性は、指定された条件下で、指定された期間、必要な機能を実行するシステムまたはコン

ポーネントの能力である。 

4 レジリエンス 

レジリエンスは、割り当てられたミッションを完了している間に、動的な敵対的な条件を避け、

吸収し、管理し、因果関係の後の操作能力を再構成するように振る舞うシステムの緊急の特性

である。 

5 プライバシー 

プライバシーは、個人またはグループが、それらに関連するどのような情報を収集し、処理し、

保存し、誰によって誰に公開し、その情報を開示するかを制御または影響を与える権利であ

る。 

 
出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-5: Trustworthiness of an IIoT System 
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「Trustworthiness」は、環境破壊、人為的ミス、システム障害、および攻撃に直面しているすべての主

要なシステム特性に関して、システムが予想通りに実行する信頼の度合いであり、IT と OTのニーズは共

に満たす必要がある。 

 

○ Security Building Blocks 

セキュリティフレームワークの機能的な視点は、相互作用する 6つのビルディングブロックで構成されて

いる。これらは三つの層に編成されており、最上位層は、エンドポイント保護、通信と接続の保護、セキュリ

ティ監視および分析、およびセキュリティ構成管理の四つのコアセキュリティ機能からなる。この四つの機

能は、データ保護レイヤーとシステム全体のセキュリティモデルとポリシーレイヤーによってサポートされて

いる。 これらの三つの層は、インダストリアルインターネットセキュリティフレームワークの機能的観点から

構成されている(図 9-6、表 9-2)。 

 

 
出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-6: Security Framework Functional Building Blocks 
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表 9-2:  6 つのビルディングブロック 

No. ビルディングブロック 内容 

1 

セキュリティ機能  

 エンドポイント保護 

各エンドポイントは、達成可能な保護レベルに影響を与える異なる要件とハー

ドウェアの制約を有している。エンドポイント保護はエンドポイントによって実行

される機能の可用性、機密性と完全性を保証する。 

2  通信と接続の保護 

通信と接続の保護は、ネットワーク内の情報の流れを保護するネットワークへ

のエンドポイント接続の物理的セキュリティ、およびエンドポイント間の通信の

暗号化保護を提供する。 

3  
セキュリティ監視及び分

析 

セキュリティ監視および分析は、エンドポイントと接続トラフィックからシステムの

全体的な状態のデータをキャプチャし、可能性があるセキュリティ違反や潜在

的なシステムの脅威を検出するために、それを分析する責任がある。 

4  セキュリティ構成管理 

セキュリティ構成管理は、（信頼性や安全性行動を含む）システムの運用機能

の両方を変更し、その保護を確保するセキュリティコントロールの制御を担当し

ている。 

5 データ保護レイヤー 

データは IIoTシステム全体に広がっており、 データの各セットには、ライフサイ

クル、関連性の時間、およびその妥協に関連する潜在的なリスクがある。 脅威

は、変更、傍受または重複の結果として生じる可能性がある。 データへの攻

撃の影響は、システムの動作の即時の変更から将来の微妙な否定的な動作ま

でさまざまである。 

6 
セキュリティモデルとポリシー

レイヤー 

セキュリティモデルとポリシーは、規制、組織、およびマシンのセキュリティレベ

ルをカバーする。 セキュリティポリシーは、システムのセキュリティ目標につい

て説明し、セキュリティモデルは、システムに施行されたセキュリティポリシーの

形式的な表現である。 

 

○ セキュリティ機能 

表 9-2 で述べられている以下四つのセキュリティ機能について、以下整理する。 

 エンドポイント保護 ・

 通信と接続の保護 ・

 セキュリティ監視及び分析 ・

 セキュリティ構成管理 ・
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セキュリティ機能「エンドポイント保護」の構成、および対策一覧を以下に示す(図 9-7、表 9-3)。 

 

 
出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-7: セキュリティ機能「エンドポイント保護」の構成 

 

表 9-3:  セキュリティ機能「エンドポイント保護」の対策一覧 

No. セキュリティ機能 対策 

1 

エンドポイント保

護 

エンドポイントの物理的

なセキュリティ 

制御されていない変更またはエンドポイントの削除を防止する

ための改ざんや盗難防止機構を持つエンドポイントの物理的な

保護を提供する。 

2 
エンドポイントの信頼の

ルート 

ハードウェアからファームウェア、仮想化レイヤー、オペレーティ

ングシステム、実行環境やアプリケーションなどのアプリケーショ

ンに、エンドポイントで他の機能を確保するための基盤を提供

する。また、エンドポイントのアイデンティティに信頼を提供す

る。 

3 
エンドポイントのアイデ

ンティティ 

他のエンドポイントからそれを区別する、エンドポイントの固有の

特性に基づいている。アイデンティティは、クレデンシャルと呼

ばれるアイデンティティの資格を裏付ける証拠や証明書でサポ

ートされる必要がある。 

4 
エンドポイントの完全性

保護 

エンドポイントが、予想通りその機能を実行するために必要な構

成であることを保証する。 

5 
エンドポイントアクセス

制御 

適切な識別、認証と認可がすべてのリソースやサービスを許可

する前に行われることを保証する。 
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No. セキュリティ機能 対策 

6 

エンドポイント保

護（続き） 

エンドポイントの安全な

構成と管理 

アップグレードや既知の脆弱性のパッチを含むエンドポイントで

のセキュリティポリシーおよび設定の更新を制御する。 

7 
エンドポイントの監視と

分析 

完全性チェック、悪質な使用パターンの検出、サービス活動の

拒否、セキュリティポリシーの実施とセキュリティパフォーマンス

指標を追跡する分析を含んでいる。 

8 
エンドポイントデータ保

護 

データの完全性、機密性、および可用性を維持するためのコン

トロールを提供する。 

9 
エンドポイントセキュリテ

ィモデルとポリシー 
エンドポイントのセキュリティ機能の実装を管理する。 
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セキュリティ機能「通信と接続の保護」の構成、および対策一覧を以下に示す(図 9-8、表 9-4)。 

 
出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-8: セキュリティ機能「通信と接続の保護」の構成 

 

表 9-4:  セキュリティ機能「通信と接続の保護」の対策一覧 

No. セキュリティ機能 対策 

1 

通信と接続の保

護 

接続の物理的セキュ

リティ 

ネットワークへの物理接続層（ケーブル、無線機）が保護されるこ

とを保証する。 

2 
通信エンドポイント保

護 

エンドポイント間の通信を保護するために、暗号化鍵などの機能

セキュリティビルディングブロックの一部を提供する。 

3 暗号化保護 
通信相手の信頼性と交換されるデータとメタデータの完全性と機

密性を保護するための暗号化技術を使用している。 

4 情報の流れの保護 

許された種類のメッセージと内容だけがネットワークセグメンテー

ションと周辺部保護技術を用いたネットワークフローを孤立させる

ことによって機密システムとネットワークに着くことを保証する。 

5 
ネットワークの設定と

管理 

すべてのネットワーク要素への更新を制御し、ネットワークセグメ

ンテーション、暗号で保護された通信の設定、およびゲートウェイ

やファイアウォールの設定など、通信のためのセキュリティポリシ

ーおよび設定の強制を提供する。 

6 
ネットワークの監視と

分析 

分析のためにネットワークデータを収集し、侵入検出、ネットワー

クアクセス制御、ディープパケットインスペクションとネットワークロ

グの解析を含む。 

7 
流れているデータの

保護 

データの完全性、機密性、および可用性を維持するための制御

を提供する。 

8 

通信と接続の保護の

ためのセキュリティポ

リシー 

通信上のセキュリティ機能の実装を管理する。 
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セキュリティ機能「セキュリティ監視及び分析」の構成、および対策一覧を以下に示す(図 9-9、表 

9-5)。 

 

 
出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-9: セキュリティ機能「セキュリティ監視及び分析」の構成 

 

表 9-5:  セキュリティ機能「セキュリティ監視及び分析」の対策一覧 

No. セキュリティ機能 各サイクルでの対策 

1 

セキュリティ監視及

び分析 

モニター 
セキュリティモデルとポリシーにより決定され、システム内

の各ソースからデータを取得し、集めて監視する。 

2  エンドポイントと通信 

データの監視は、それぞれのエンドポイントで実行されて

いるローカルエージェントとシステムのセキュリティポリシ

ーに従ってセキュリティ制御の実装に関する情報を得て

いるシステム内の通信によって収集される。 

3  安全なリモートロギング 安全な通信を使用したログメッセージの送受信。 

4  サプライチェーン 

セキュリティ要件が満たされることを保証する為に、サプラ

イチェーン内のすべてのコンポーネント構築者やインテグ

レーターからのデータを収集すること。 

5 分析 

分析は、特定のシステムのセキュリティの脆弱性や脅威を

明らかにすることができるイベント（例えば、セキュリティ入

口の違反）や傾向の捜索を使用する。このフェーズは、監

査またはその他のマイニング目的のために情報を蓄積し

保存する。分析には二つのタイプがある。 
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No. セキュリティ機能 各サイクルでの対策 

6 

セキュリティ監視及

び分析（続き） 

 行動分析 
システム内の使用パターンを観察し、システムのための適

切な行動が何であるかを学習する。 

7  ルールベースの分析 
システムで決して起きてはならないイベントを定めるあらか

じめ定義されたポリシーの違反を監視する。 

8 実施 
イベントや傾向を分析し、アクションが取られなければなら

ない。三つのタイプがある。 

9  先取的/予測的 
差し迫っている攻撃の先行指標を観察することによって

攻撃開始前に脅威を軽減するのを試みる。 

10  反応検出と回復 

進行中の攻撃に手動および自動の応答を提供し、通常

の実行時の状態に回復し復帰するようにそれらを緩和し

ようとする。 

11  根本原因的/弁論的 
分析と弁論により攻撃後の根底にある脆弱性を調査す

る。 
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セキュリティ機能「セキュリティ構成管理」の構成、および対策一覧を以下に示す(図 9-10、表 9-6)。 

 

出典: IIC「Industrial Internet of Things Security Framework」 

図 9-10: セキュリティ機能「セキュリティ構成管理」の構成 

 

表 9-6: セキュリティ機能「セキュリティ構成管理」の対策一覧 

No. セキュリティ機能 対策 

1 

セキュリティ構成

管理 

セキュア運用管理 

それがセキュリティ管理により別々に行われるためのセキュ

リティコントロールを除いて運用システムのすべての側面へ

の安全かつ制御の変更を管理する責任がある。 

2 セキュリティ管理 

システム全体のセキュリティポリシーや機能への安全と制御

の変更を確保し、実行する責任がある。これは、セキュアな

運用管理とは別のままでなければならない。 

3 
エンドポイントアイデンティ

ティ管理 

エンドポイントの識別に使用されるマシン（およびユーザ）本

体と暗号材料（鍵、証明書など）を生成し、更新し、取り消

す。 

4 エンドポイント構成管理 

エンドポイント運用とセキュリティ機能の両方を含むエンドポ

イントへの安全と制御の変更の構成管理を担当している。こ

の機能は、エンドポイントのローカルエージェント、または共

有信頼できるセントラル施設を介して実行することができ

る。 

5 通信構成管理 
通信とネットワークのために特別にセキュリティコントロール

を設定し、管理する。 

6 
セキュリティモデル変更管

理 

構成管理プロセスで管理されているセキュリティモデルとセ

キュリティポリシーを変更するプロセスである。 

7 データ保護構成管理 

システムの構成管理に関連するすべてのデータ（保存され

ている、使用されている、流れている）を保護する責任があ

る機能である。 

8 
変更管理のためのセキュリ

ティモデル及びポリシー 
セキュリティ構成管理機能を司るプロセスである。 
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(4) IIC「The Industrial Internet of Things Reference Architecture」 

※ここでは、IIC「Industrial Internet Reference Architecture Version 1.7」からの改定内容と、同文献から

引用した規格の一覧について示す。本文献の背景や目的、要点は、経済産業省「平成２７年度製造基

盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する調査事業）報告書」

(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照。 

 

i. 「Industrial Internet Reference Architecture Version 1.7」からの改訂内容 

○ Industrial Internet Viewpoints 

「Industrial Internet Viewpoints」は、さまざまな IIoTユースケースを分析し、IIoTシステムの関連ステー

クホルダーを特定し、懸念の適切な枠組みを決定することによって定義される。 

 
IIC「The Industrial Internet of Things Reference Architecture」を元に作成 

図 9-11: Industrial Internet Viewpoints 

 

○ Functional Domains 

主なシステムの機能を有効にするため、「Functional Domains」に対して「追加機能」を提供する必要が

ある。 

 

IIC「The Industrial Internet of Things Reference Architecture」を元に作成 

図 9-12: Functional Domains 

「Industrial Internet Reference Architecture Version 
1.7」からの改定内容として、「Industrial Internet 
Viewpoints」に対し、「Industrial Sectors（各産業部門）」、
「ライフサイクルプロセス」の関わりを追記している。

・「セーフティ」と「セキュリティ」などの懸念を考慮し、
「Industrial Internet Viewpoints」全体にわたって一貫し
た検討が必要である。
・リファレンスアーキテクチャは、汎用的なフレームワーク
から出発し、共通のアーキテクチャパターンを探して、
すべての産業部門にわたるインダストリアルインター
ネットアプリケーションへの幅広い適用性を保証する。
・このリファレンスアーキテクチャに基づいた、アーキテク
チャーに関する懸案事項は、システムの設計段階を超
えてライフサイクル全体を考慮し対処する必要がある。

「Industrial Internet Reference Architecture Version 
1.7」からの改定内容として、「Functional Domains」に
対して、「System Characteristics」と 「Crosscutting 
Functions」 との関わりを追記している。

・セーフティ、セキュリティ、レジリエンス、信頼性、プラ
イバシーなどを「System Characteristics」とし、これら
に基づく、システムを信頼できる度合いを
「Trustworthiness」として定義する。

・システム内のセキュリティを保証するため、
「Crosscutting Functions」として、セキュリティ機能の
特定のセットを機能コンポーネントとその通信（暗号化
や認証など）のそれぞれで実装する必要がある。シス
テム全体の安全性は、これらの機能がどのように実装
され、どのようにしてこれらの機能コンポーネントが統
合され、相互に作用するかに依存する。



 

326 

ii. 引用規格 

「Industrial Internet Reference Architecture Version 1.7」で引用されている規格を以下に示す(表 

9-7)。 

 

表 9-7: 「Industrial Internet Reference Architecture Version 1.7」で引用されている規格 

No. 記載されている章 規格番号 
1 2.1 KEY SYSTEM CHARACTERISTICS Functional Safety 

(IEC 61508) 
2 

2.2 SYSTEM CHARACTERISTIC ASSURANCE 

ISO/IEC 15026:2:2011 

3 SACM 

4 OPENGROUP 

5 ISO/IEC 15408-1:2009 

6 3.1 INDUSTRIAL INTERNET ARCHITECTURE FRAMEWORK ISO/IEC/IEEE 42010:2011 

7 4.2 SECURITY CONCERNS IN THE BUSINESS CONTEXT SDL 

8 6 THE FUNCTIONAL VIEWPOINT / 6.1 BACKGROUND NIST 800-82 

9 6.7 COMMON SECURITY FUNCTIONS ISO/IEC 15408-1:2009 

10 8 SAFETY ISO/IEC 61508 

11 
9.2.1 ARCHITECTURAL CONSIDERATIONS FOR 
 INFORMATION EXCHANGE SECURITY 

DDS 

12 OPC Unified Architecture 
(IEC 62541) 

13 Modbus 

14 12.1 ARCHITECTURAL ROLE ISO/IEC 7498 

15 13 DATA MANAGEMENT / 13.5 INTEGRATION ISO 11179 

 

 



 

327 

(5) インダストリー4.0プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略」 

※ここでは、インダストリー4.0 プラットフォーム事務局「インダストリー4.0 実現戦略(Umsetzungsstrategie 

Industrie 4.0)」から引用した規格の一覧について示す。本文献の背景や目的、要点は、経済産業省

「平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関する

調査事業）報告書」(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照。 

 

i. 引用規格 

「インダストリー4.0 実現戦略」で引用されている規格を示す(表 9-8)。 

 

表 9-8: 「インダストリー4.0 実現戦略」で引用されている規格 

No. 記載されている章、引用資料 規格番号 

1 

6 リファレンスアーキテクチャー・標準化・規格化 

IEC 62541 

2 IEC 61360-1, IEC 61360-2 

3 ISO 13584-42 

4 ecl@ss V9.0 

5 

6.1 序論 インフォメーションレイヤー実装のための手法 

IEC 61360-1, IEC 61360-2 

6 ISO 13584-42 

7 ecl@ss V9.0 

8 IEC 62541 

9 6.2 インダストリー4.0 リファレンスアーキテクチャモデル（RAMI4.0） ISO/IEC 62264 

10 6.2.4 ライフサイクルと価値連鎖（Life Cycle & Value Stream） IEC 62890 

11 6.2.5 階層レベル（Hierarchy Levels） ISO/IEC 62264 

12 6.3.3.10 インダストリー4.0 コンポーネントの一般的プロパティ IEC TR62794 

13  プロパティ(1)について：識別可能性 IEC 62832 

14 
6.3.3.10 インダストリー4.0 コンポーネントの一般的プロパティ 

 プロパティ(5)について：インダストリー4.0 対応セマンティックス 
IEC 61987 

15 

6.4.3 標準化・規格化団体の協力体制 

IEC 62541 

16 IEC 61987 

17 IEC 61131-3 

18 7.4.2 インダストリー4.0 用のセキュリティバイデザイン IEC 62443 

19 
7.4.9 標準および規定 

IEC 62443 

20 VDI 2182 

21 

7.6 展望と要求事項 

ISO/IEC 2700x 

22 IEC 62443 

23 VDI 2182 

24 

6.4.3 標準化・規格化団体の協力体制 

「表 1：インダストリー4.0 に関連があるとみなされる規格のオープンリス

ト」への記載のみ 

IEC 62683 

25 IEC 61804-1, IEC 61804-3 

26 IEC 62453 

27 IEC 62769 

28 IEC 62714 

29 ISO 15926 

30 ISO 8000 

31 IEC 62439 

32 IEC 61158 

33 IEC 61784 

34 IEC 62591, IEC 62601, EN 300328 

35 IEC 61984 

36 IEC 61508 

37 IEC 61511 

38 IEC 62061 

39 VDMA 24582 

40 IEC CDD 

41 PROFIBUS International Profile 3.02 



 

328 

No. 記載されている章、引用資料 規格番号 

42 Sercos 

43 Recommendation 5th Edition 2008 

44 Recommendation 5th edition 2014 

45 VDI 5600 
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(6) Plattform Industrie 4.0「Security in RAMI4.0」 

i. 趣旨 

RAMI4.0（Reference Architecture Model Industrie 4.0、インダストリー4.0 のリファレンスアーキテクチャ

モデル）とセキュリティとの関係をまとめている。 

 

 
出典: German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/Plattform Industrie 4.0「Security in RAMI4.0」 

図 9-13: インダストリー4.0 のリファレンスアーキテクチャモデル 

 

RAMI4.0 の三つの軸とセキュリティとの関係を以下に示す(表 9-9)。 

 

表 9-9: RAMI4.0 の三つの軸とセキュリティとの関係 

No. 軸 セキュリティの要点 

1 
アーキテクチャ軸 

(レイヤー) 

・通信層では、安全なアイデンティティに基づいてデータを暗号化するための対策が必

要となる場合がある。 

2 
プロセス軸 

(バリューストリーム) 

・「セキュリティバイデザイン」は、組織が保有する責任の種類に応じて、製造元、インテ

グレーター、資産所有者など、関与するさまざまなアクターのすべてに関係する。 

・他のコンポーネントによるリスク分析や要件に基づいて必要であると示されているセキュ

リティ機能を計画プロセスから考慮する必要がある。 

3 ヒエラルキー軸 

・脅威と潜在的可能性の診断を含むリスク分析が必要。 

・機械のオペレータは自分自身が識別されることが必要であり、さまざまな種類の制御指

定できる認証コンセプトが必要になる。 
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(7) Plattform Industrie 4.0「Structure of the Administration Shell」 

i. 背景 

このドキュメントは、Industrie 4.0 コンポーネントが有する”管理シェル(Administration Shell)”の構造に

関して、ZVEI の Study Group(SG) 「モデルと標準」において、技術的な議論をまとめたものである。 

ii. 目的 

本ドキュメントの目的は、管理シェルにどのような特性、データ、機能を含めるべきか、そしてそれらの

表現方法について、参加委員会間でコンセンサスを確立することである。 

iii. 要点 

現存する国際的な規範や標準のうち、管理シェルにとって有用なものを以下に示す(図 9-14)。これら

の多くは、Industrie 4.0 の定義とは独立して開発される。また、Industrie 4.0 コンポーネントのアセットにお

いては、RAMI 4.0 モデルのどこに属するかに応じて、その管理シェルの規範や標準を決定する必要があ

る。 

 

 
出典: German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/Plattform Industrie 4.0「Structure of the Administration Shell」 

図 9-14: 管理シェルのサブモデルとして有用な規格および標準 

 

また、管理シェルはアプリケーションのシナリオに応じ、適切なデータと機能を提供できなければならな

い。管理シェルで提供すべき視点には、ビジネス状況、コンポーネントの構造、セキュリティやライフサイク

ルなどが考えられる。シナリオのバリエーションが増えたとしても、それに応えられる程の汎用性が求めら

れる。 
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iv. 引用規格 

「Structure of the Administration Shell」で引用されている規格を示す(表 9-10)。 

 

表 9-10: 「Structure of the Administration Shell」で引用されている規格 

No. カテゴリ 規格番号 

1 
Administration Shell 

IEC 62794 

2 IEC 62832 

3 
Identification 

ISO 29002-5 

4 URI Unique ID 

5 Communication IEC 61784 

6 

Engineering 

IEC 61360 

7 ISO 13584-42 

8 IEC 61987 

9 ecl@ss 

10 
Configuration 

IEC 61804 

11 IEC 62453 

12 

Safety (SIL) 

ISO 13849 

13 IEC 61508 

14 IEC 61511 

15 IEC 62061 

16 Security (SL) IEC 62443 

17 Lifecycle Status IEC 62890 

18 Energy Efficiency ISO 20140 

19 Condition Monitoring VDMA 24582 
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(8) Plattform Industrie 4.0「Secure cross-company communication」 

i. 目的 

Industrie 4.0 の環境で特に会社間のバリューネットワークのニーズを扱う、安全な通信のための基本的

な要件、セキュリティの課題、各種アプローチについての共通の立場を策定する。また、セキュリティに関

連する基本的な枠組みの条件、指針の原則、教訓を示している。 

ii. 要点 

○ コミュニケーション 

「Industrie 4.0」では、企業境界を越えてデータと情報を直接交換することにより、新たな機会が発生す

る。管理レベル（MES/ERP）だけでなく、特定のマシンやコンポーネントからサプライヤーなどの従属レベ

ルでも発生する。 

セキュリティの観点からは、さまざまな分野の要件が適用される。これらは、常に従来のセキュリティ対

策方針（機密性、完全性、可用性）によって表される。 

企業間通信は、通信機密性の要求が高まる。 Industrie 4.0 のビジネスプロセスの中で、データと通信

接続の可用性を確保することはますます重要な役割を果たす。 

単に ITセキュリティに技術的ソリューションを実装するだけでは不十分である。例えば、能力成熟度モ

デル統合（CMMI）に基づいて、セキュリティ基準を評価する必要がある。大規模なビジネスでも、情報セ

キュリティ管理システム（ISMS）を適切に構築する必要がある。 

 

○ 安全なコミュニケーションの目的と利点 

異なる企業間のデータ交換は、通常、インターネットを介して行われるため、企業の境界を越える安全

なコミュニケーションに特に重点を置く必要がある。 

将来の通信セキュリティは、Industrie 4.0 シナリオの即時かつ不可欠な部分であるため、通信参加者

（マシンなど）は最低限のセキュリティ基準を満たし、新しい生産プロセスに参加して形作ることが容易に

なる。将来、この特性を持たない機械を販売することは困難または不可能になる。 

セキュリティの目標を達成するためには、保護を必要とする企業資産を特定する必要がある。全ての貴

重な情報には、それぞれの場合に適切な措置を講じなければならない、いわゆる「保護要件」がある。 

 

○ 安全な通信チャネル 

通信パートナーが信頼できるものであることを確認するための手順が必要である。 

原則として安全な通信チャネルを導入する際には、以下のセキュリティ上の考慮事項を守らなければ

ならない。 

 可用性：インフラストラクチャは、停止から保護する必要がある。 ・

 完全性：データは、権限のない変更から保護する必要がある。 ・

 機密性：データは、不正アクセスから保護する必要がある。通信パートナーの認証は重要な課・

題である。 

エラーまたは攻撃が発生した場合に原因を分析できるようにするには、説明責任の証明が保証されて

いなければならない。 

機密性と完全性を確保するための従来の予防的なセキュリティ対策を以下に示す。 

 ユーザと IDの管理（認証、認可） ・

 データの暗号化と署名 ・

産業界では、システム、コンポーネント、ネットワーク接続、データの可用性が最優先。安全な通信にお

ける重要な要素は、通信可用性の確保である。 

コミュニケーションプロセスの可用性と信頼性を確保するための重要な設計要素の有効性を、設計段

階から早期に、そして継続的に確認することが重要である。 

安全な通信の可用性と信頼性に関して組織的に取り組むためには、通信プロセスにおける障害、不正
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操作または停止の可能性のあるシナリオのリスクを評価し、適切な対策を計画する必要がある。 

リスク評価は、必要とされる保護レベルを評価するための基本的な第 1 のステップとして実施されなけ

ればならない。重要な企業資産を分類することは、リスクを評価するためには有用であり、実際に不可欠と

なる。 

レジリエンスは Industrie 4.0 において重要な役割を果たす。関係するコンポーネントは、人為的ミスや

妨害に対する回復力を示さなければならない。 

重要な制御コマンドを処理する前に、コンポーネントは妥当性チェックを実行することができる。ここで

の難しさは、もっともらしいパラメータの範囲を特定することにある。 

企業が現在の脅威に対応できるようにするには、最新のセキュリティ侵害の知識の入手が不可欠であ

る。 

機密通信の暗号化は、分析の透明性を損なう可能性がある。全体的なリスク評価の一環として、暗号

化とトレーサビリティの正確なバランスを決める必要がある。 

リスクアセスメントを実施し保護のレベルを決定することが基本的な措置である。「全てに保護が必要で

ある」と仮定するのはコストがかかるために競争力を低下させる可能性がある。 

 

○ コミュニケーションパートナー 

通信パートナー（生産工場）の識別と認証は、セキュリティドメインの基本要件である。制御およびプラ

ントデータの交換に必要な信頼を生み出すために、識別されたユーザ/プラント/コンポーネントとの通信

のみを確立する必要がある。 

接続をネゴシエートしている間、通信パートナーはそれぞれ、E2E のチェックを実行して、相手方が相

互のセキュリティプロファイルとアイデンティティの要件を満たしているかどうかを確認する。 

これらの要件は、根本から、つまり通信メカニズムの設計段階から考慮する（セキュリティバイデザイン）

必要がある。 

関連する全てのプロパティと、アイデンティティを確認するためのデジタル証明書などの必要なデータ

は、Industrie 4.0 コンポーネントの機能であり、管理シェルで表される。 

 

○ 選択された法的考慮事項 

データ保護、独占禁止法、妨害に対する保護などは、今後も既存の法的要件を検討する必要がある。

機械間通信の分野における責任または拘束力に関する更なる考察および議論は、法的枠組みに関する

Plattform Industrie 4.0 作業部会で扱われている。 

 

○ 推奨されるアクション 

Industrie 4.0 のビジョンにおけるセキュアな通信プロセスを導入する際の推奨事項を以下に示す。 

 信頼できる通信チャネル：バリューネットワークのアジャイルな構築と、プライベートクラウドやパ・

ブリッククラウドのインフラストラクチャを使用したサービスの実装は、Industrie 4.0の必須要素で

ある。参加する企業は信頼できるインターネット接続にアクセスする必要がある。 

 安全なアイデンティティ：全ての安全な通信プロセスの基礎は、通信パートナーの安全な識別・

とセキュリティプロファイルの安全な交換である。Technical Overview「Secure Identities」では、

要件と技術的な概念について説明する。 

 セキュリティプロファイルの交換：情報セキュリティの確保は、情報交換の重要な要素である。通・

信パートナーは、通信リンクが確立されている間、この目的のためにセキュリティプロファイルを

交換できる必要がある。セキュリティプロファイルは、Industrie 4.0 コンポーネントの必須機能で

ある。 

 情報分類の技術サポート：通信パートナー間で交換される情報は、分類システムに従って分類・

されなければならない。 
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(9) Plattform Industrie 4.0「Secure Identities」 

i. 目的 

Industrie 4.0 環境での secure identities のセキュリティの課題、要件、およびアプローチの概要を記

載しており、secure identities の使用を確実にするために必要な追加的な取組みについてまとめている。 

ii. 要点 

○ secure identities が必要な理由 

情報を安全に交換するには、個人、機械およびプロセスの明白でユニークな識別、認証、および特定

の特性の検証が必要である。 

secure identities は、機密性、完全性、可用性の保護をサポートする。 

アイデンティティの信頼性が高く、追跡可能であれば、人、機械、およびコンポーネントへの執行およ

び意思決定権限の移転が考えられ、 secure identities は効率の向上を可能にする。 

 

○ Industrie 4.0 での状況 

アイデンティティは、特に企業がプロセスの柔軟性を高めたい場合など、ビジネスプロセスにとって必

要な出発点になる。お互いを信頼する人（人や機械）だけが互いにコミュニケーションを取るべきであり、

アイデンティティはプロセス全体にとって重要である。 

機械とコンポーネント間の通信の場合、正当な関心がある場合にのみアクセスが許可され、その情報

は特定のセンサーから得られ、そのデータは特定の機械にのみ送信されることが保証されなければなら

ない。 

 

○ アイデンティティの共通使用 

製造業者、インテグレーター、および資産所有者にとって、身分証明が必要な場合は以下としている。 

 コンポーネントと機械のシステム・完全性の確認と検証 ・

 時間、場所およびドメインに関するプロセス、アクセスおよび権限の制御可能性 ・

 コンポーネントおよびスペアパーツの認証 ・

 遠隔保守または予測保守の実施 ・

 生産プロセスにおける品質保証（プロセスロックなど） ・

 製品の在庫 ・

 コンプライアンスと文書化の要件対応 ・

 トレーサビリティ要件対応 ・

 

○ アイデンティティのプロパティ 

アイデンティティのプロパティは以下のとおり。 

 IDの一意性のレベル（シンプル(ID)、ユニーク(UID)、セキュア(SID)） ・

 アイデンティティの所有者：個人、機械、製品など ・

 資格情報キャリア(RFID、TPMなど)と所有者との結びつき（時間（1回限り/再利用可能）、リンク・

の堅牢性） 

 アイデンティティの有効性の制限（空間（会社の敷地/グローバル）、時間（1 時間/永久）） ・

 

ターゲットシステムが満たさなければならないセキュリティ要件のレベルに基づいてアイデンティティを

区別する。偽造、盗難および/または誤用に対する保護が必要な場合は、secure identities を選択する必

要がある。 

○ アイデンティティのライフサイクル 
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アイデンティティのライフサイクルは、四つのフェーズで構成されている。 

 生成：それぞれのエンティティのアイデンティティ属性が記録され、アイデンティティに割り当て・

られる。セキュアなアイデンティティの場合、デジタル証明書と署名が発行機関によって生成さ

れる。機械メーカーまたはインテグレーターの場合、IDが割り当てられたコンポーネントが結合

されて機械が構築される。この場合生成される識別情報は、製品としての機械に適用される。こ

こでは、機械の secure identities または機械のシリアル番号として機能するデジタル証明書の

形式を取ることができる。  

 使用/管理：機械は secure identities に基づいて自身を認証し、身元属性のメンテナンスを行・

う。 

 アーカイブと削除：プロセスは、アイデンティティのアーカイブと削除によって終了する。これが・

完了すると、IDはもはや使用できなくなり、新しい安全な IDを生成する必要がある。 

 

多くの場合、アイデンティティは寿命が限られており、物理的性質の劣化、技術進歩による暗号危殆化

などの影響を受ける。そのような側面は、特定の機械またはプラントの全ライフサイクルにわたりコンポー

ネントのアイデンティティを検証しなければならない場合の工業的な適用シナリオにおいて特に考慮され

なければならない。 

 

○ セキュアなアイデンティティとシステムの完全性 

エンティティの secure identities に加えて、提供された機能が実際にエンティティからユーザが期待

する機能であることを確実にするための措置を取る必要がある。たとえば、エンティティには、それぞれの

エンティティの機能上の完全性を損なうウイルスやトロイの木馬が含まれていないことが保証されている必

要がある。 

完全性の維持は、適切なプロセスと、価値創造ネットワークの全ての関係者のプロセスにおけるセキュ

リティを保護するために使用されるコントロールの問題である。 

完全性は、例えば、機械が納品された時点で知られていなかった種類の攻撃につながるセキュリティ

ギャップによって変化する可能性がある。自動化プラントの資産所有者にとって、これはプラントの完全性

を確認し、維持するという問題を提起する。さらに、プラントの可用性に割り当てられた優先順位に従って、

対応する対策を実行する必要がある。 

 

○ 現状との比較 

本ドキュメントで参考にしている規格は以下のとおり。 

 ISO/IEC 24760：アイデンティティ管理フレームワーク ・

 ISO/IEC 29115：エンティティ認証保証フレームワーク ・

 ISO/IEC 29191：部分的に匿名で部分的にリンク解除可能な認証の要件 ・

 ISO/IEC 29146：アクセス管理フレームワーク（進行中） ・

 ISO/IEC 29003：アイデンティティプルーフィング（進行中） ・

 

○ secure identities を実装するための要件 

セキュリティ要件は、保護目的、リスクアセスメント、ユースケースの脅威分析（または、より一般的には

ユースケースの分野）に基づいている。 

安全な認証のレベルの要件に影響を与える典型的な保護目的は以下のとおり。 

 製造元、インテグレーター、資産所有者のノウハウ保護 ・

 製品機能とシステム機能の整合性 ・

 通信されるデータの機密性 ・

 意図的な破壊に対する安全メカニズムの確保 ・

 

特定のセキュリティドメイン内の全てのエンティティのアイデンティティを管理するために、信頼できる機
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関（認証局、CA）が必要である。PKI は可能な解決策であると考えられる。 

異なるセキュリティドメイン間でアイデンティティを検証することが可能でなければならない。権限の付

与と取り消しは、それぞれのドメインによって管理されなければならない。 

それぞれのセキュリティドメインの認証局（CA）間の信頼できるリンクのための標準とプロセスが必要で

ある。 

企業（セキュリティドメイン）は、他の企業（他のセキュリティドメイン）を信頼する必要がある。 

組織間で文書化された保証レベルを使用できるようにするには、関連する全ての企業にとって、ガイド

ラインと検証要件を包括的なセキュリティコンテキストに組み込む必要がある。アイデンティティ管理は、全

てのレベルで知的財産の保護をサポートする必要がある。 

 

○ 製品開発フェーズでのセキュリティで保護された IDの要件（セキュリティバイデザイン） 

アイデンティティ情報のセキュリティは、セキュリティバイデザインとの関連においても重要な役割を果

たす。追加のセキュリティ機能は、セキュリティバイデザインのプロセスの中でシステムのセキュリティアン

カーにリンクされる。これに関連して、セキュリティアンカーのセキュリティレベルは、将来、機密性および

完全性に関連する機能のセキュリティレベルを決定する。 

設計上のセキュリティは、実装とプロセスの信頼性にも関係する。アイデンティティのセキュリティは、実

装の弱点やサポートプロセスの脆弱性によって損なわれないようにする必要がある。 

 

○ 行動のための提言 

アイデンティティ概念の実装は、常にそれぞれの会社の責任となる。一方、政治部門は産業部門と協

力して相互運用可能で効率的な国際インフラに必要な条件を確立する責任がある。 

VDI/VDEガイドライン 2182（産業オートメーション用の ITセキュリティ）では、いくつかのプロセスステッ

プを備えた一般的なモデルについて説明している。 

 資産所有者：ドメインのセキュリティコンセプトを開発、管理、および定期的に更新する。セキュ・

リティドメインの管理インスタンスとしての信頼できる認証局（CA）の確立など、アイデンティティ

の概念から生じる要件を満たす必要がある。 

 機械メーカー/インテグレーター：それぞれの機械のアイデンティティの概念は、機械製造業者・

の立場から、また優先順位付けされたセキュリティ保護目的に基づいて開発されるべきである。

機械の製造においては、資産所有者としての企業に対する行動のための提言も考慮に入れる

べきである。 

 コンポーネントメーカー：製造業者は、コンポーネントに適切なアイデンティティを提供する。レ・

ベル（ID、UIDまたは SID）と保護の堅牢性は、システム内のコンポーネントの使用方法によって

決まる。 

 政治部門：法律や規制を使用して、政治部門は、資産所有者、インテグレーター、コンポーネ・

ントメーカーなどのプレーヤーが活動する法的枠組みを確立します。 Industrie 4.0 に必要なア

イデンティティの概念は、この法的枠組みの中で実行可能でなければならない。 

 未解決の問題：会社の境界を越えたエンティティ間の自動的に検証可能な信頼に適した方法・

とプロセスを説明する必要がある。企業間協力に必要なプロセスと製品が、価値創造ネットワー

クの関係者によって決定されたセキュリティ基準を満たさなければならないかが問題である。 
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(10) 経済産業省／総務省「IoTセキュリティガイドライン ver 1.0」 

i. 目的 

本ガイドラインは、IoT 特有の性質と IoT でのセキュリティ対策の必要性を踏まえて、IoT 機器やシステ

ム、サービスについて、セキュリティバイデザインを基本原則としつつ、セキュリティ確保等の観点から求め

られる基本的な取組みを明確化するものである。取組みの明確化によって、産業界による積極的な開発

等の取組みを促すとともに、安心して IoT 機器やシステム、サービスを利用できる環境を生み出す。 

サイバー攻撃などによる被害発生に備えて、関係者が取り組むべき IoTのセキュリティ対策の認識を促

すとともに、その認識の元、関係者間の相互の情報共有を促すための材料を提供する。 

同時に対象者に対し、守るべきものやリスクの大きさ等を踏まえ、役割・立場に応じて適切なセキュリテ

ィ対策の検討が行われることを目的としている。 

ii. 要点 

○ ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、IoT のライフサイクル「方針」、「分析」、「設計」、「構築・接続」、「運用・保守」に沿っ

て複数の要点を挙げ、要点ごとにポイントと解説、対策例を示している。 

また、数多くの IoT 機器やシステム、サービスが、既に国民の日常生活に浸透していることから、「一般

利用者のためのルール」として、一般利用者が IoT 機器を利用する際の注意すべき点をまとめている。 

 

○ IoT セキュリティ対策の五つの指針 

IoT 機器の開発から IoT サービス提供までのライフサイクルを、「方針」、「分析」、「設計」、「構築・接

続」、「運用・保守」に分けた際のセキュリティ対策指針、具体的な対策例（要点、ポイント）を五つの指針と

してまとめている(表 9-11)。 

 

表 9-11:  IoT セキュリティ対策の五つの指針 

No. 大項目 指針 要点 ポイント 

1 

方針 

指針１ 

IoTの性

質を考

慮した

基本方

針を定

める 

要点 1. 経営者が IoT

セキュリティにコミット

する 

 経営者は、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン(※)」を踏・

まえた対応を行う。IoT セキュリティの基本方針を企業として

策定し社内に周知するとともに、継続的に実現状況を把握

し、見直していく。また、そのために必要な体制・人材を整備

する。 

2 
要点 2. 内部不正や

ミスに備える 

 IoT の安全を脅かす内部不正の潜在可能性を認識し、対策・

を検討する。 

 関係者のミスを防ぐとともに、ミスがあっても安全を守る対策を・

検討する。 

3 

分析 

指針２ 

IoT のリ

スクを認

識する 

要点 3. 守るべきもの

を特定する 

 IoTの安全安心の観点で、守るべき本来機能や情報などを特・

定する。 

 つなげるための機能についても、本来機能や情報の安全安・

心のために、守るべきものとして特定する。 

4 

要点 4. つながること

によるリスクを想定す

る 

 クローズドなネットワーク向けの機器やシステムであっても、・

IoT 機器・システムとして使われる前提でリスクを想定する。 

 保守時のリスク、保守用ツールの悪用によるリスクも想定す・

る。 
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No. 大項目 指針 要点 ポイント 

5 

分析 

（続き） 

指針２ 

IoT のリ

スクを認

識する

（続き） 

要点 5. つながりで波

及するリスクを想定す

る 

 セキュリティ上の脅威や機器の故障の影響が、他の機器とつ・

ながることにより波及するリスクを想定する。 

 特に、対策のレベルが低い機器やシステムがつながると、影・

響が波及するリスクが高まることを想定する。 

6 
要点 6. 物理的なリス

クを認識する 

 盗まれたり紛失した機器の不正操作や管理者のいない場所・

での物理的な攻撃に対するリスクを想定する。 

 中古や廃棄された機器の情報などの読み出しやソフトウェア・

の書き換え・再販売などのリスクを想定する。 

7 
要点 7. 過去の事例

に学ぶ 

 パソコン等の ICT の過去事例から攻撃事例や対策事例を学・

ぶ。 

 IoT の先行事例から攻撃事例や対策事例を学ぶ。 ・

8 

設計 

指針３ 

守るべ

きものを

守る設

計を考

える 

要点 8. 個々でも全

体でも守れる設計を

する 

 外部インターフェース経由／内包／物理的接触によるリスク・

に対して個々の IoT 機器・システムで対策を検討する。 

 個々の IoT機器・システムで対応しきれない場合は、それらを・

含む上位の IoT 機器・システムで対策を検討する。 

9 

要点 9. つながる相

手に迷惑をかけない

設計をする 

 IoT 機器・システムの異常を検知できる設計を検討する。 ・

 異常を検知したときの適切な振る舞いを検討する。 ・

10 

要点 10. 安全安心を

実現する設計の整合

性をとる 

 安全安心を実現するための設計を見える化する。 ・

 安全安心を実現するための設計の相互の影響を確認する。 ・

11 

要点 11. 不特定の相

手とつなげられても安

全安心を確保できる

設計をする 

 IoT 機器・システムがつながる相手やつながる状況に応じて・

つなぎ方を判断できる設計を検討する。 

12 

要点 12. 安全安心を

実現する設計の検

証・評価を行う 

 つながる機器やシステムは、IoTならではのリスクも考慮して・

安全安心を実現する設計の検証・評価を行う。 

13 
構築・接

続 

指針４ 

ネットワ

ーク上

での対

策を考

える 

要点 13. 機器等がど

のような状態かを把

握し、記録する機能

を設ける 

 機器等の状態や他の機器との通信状況を把握して記録する・

機能を検討する。 

 記録を不正に消去・改ざんされないようにする機能を検討す・

る。 
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No. 大項目 指針 要点 ポイント 

14 

構築・接

続 

（続き） 

指針４ 

ネットワ

ーク上

での対

策を考

える 

（続き） 

要点 14. 機能及び用

途に応じて適切にネ

ットワーク接続する 

 機能及び用途に応じてネットワーク接続の方法を検討し、構・

築・接続する。 

 ネットワーク接続の方法を検討する際には、IoT 機器の機能・・

性能のレベルも考慮する。 

15 
要点 15. 初期設定に

留意する 

 IoTシステム・サービスの構築・接続時や利用開始時にセキュ・

リティに留意した初期設定を行う。 

 利用者へ初期設定に関する注意喚起を行う。 ・

16 
要点 16. 認証機能を

導入する 

 IoTシステム・サービス全体でセキュリティの確保を実現する・

認証機能を適用する。 

 IoT機器の機能・性能の制約を踏まえた適切な認証方式を使・

用する。 

17 

運用・保

守 

指針５ 

安全安

心な状

態を維

持し、情

報発信・

共有を

行う 

要点 17. 出荷・リリー

ス後も安全安心な状

態を維持する 

 IoTシステム・サービスの提供者等は、IoT機器のセキュリティ・

上重要なアップデート等を必要なタイミングで適切に実施す

る方法を検討し、適用する。 

18 

要点 18. 出荷・リリー

ス後も IoT リスクを把

握し、関係者に守っ

てもらいたいことを伝

える 

 脆弱性情報を収集・分析し、ユーザや他のシステム・サービ・

スの供給者・運用者に情報発信を行う。 

 セキュリティに関する重要な事項を利用者へあらかじめ説明・

する。 

 出荷・リリース後の構築・接続、運用・保守、廃棄の各ライフサ・

イクルで関係者に守ってもらいたいことを伝える。 

19 

要点19. つながること

によるリスクを一般利

用者に知ってもらう 

 不用意なつなぎ方や不正な使い方をすると、自分だけでな・

く、他人に被害を与えたり、環境に悪影響を与えたりするリス

クや守ってもらいたいことを一般利用者に伝える。 

20 

要点 20. IoT システ

ム・サービスにおける

関係者の役割を認識

する 

 IoT 機器メーカや IoT システム・サービス提供者及び一般利・

用者の役割を整理する。 

21 

要点 21. 脆弱な機器

を把握し、適切に注

意喚起を行う 

 ネットワーク上で IoT 機器を把握する仕組みを構築し、脆弱・

性を持つ IoT 機器の特定を行う。 

 脆弱性を持つ IoT機器を特定した場合には、該当する IoT機・

器の管理者へ注意喚起を行う。 

経済産業省／総務省「IoT セキュリティガイドライン ver 1.0」を元に作成 

※：「経済産業省 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ

対策に関する調査事業）報告書」(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf)を参照 
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○ 一般利用者のためのルール 

IoT 機器を安全に利用するため、一般利用者が留意すべき四つの IoT セキュリティ対策（要点、ポイン

ト）を以下のようにまとめている(表 9-12)。 

表 9-12: 一般利用者のためのルール 

No. 要点 ポイント 

1 

問合せ窓口やサポートがない

機器やサービスの購入・利用

を控える 

何か不都合が生じたとしても、適切に対処すること等が困難になるため、問合

せ窓口やサポートがない機器やサービスの購入・利用は行わない。 

2 初期設定に気をつける 
機器を初めて使う際には、ID やパスワードの設定を適切に行う。また、取扱説

明書等の手順に従い、自分でアップデートを実施してみる。 

3 
使用しなくなった機器につい

ては電源を切る 

知らないうちに機器が不正利用されることを防ぐため、使用しなくなった機器

は、そのまま放置せずに電源を切る。 

4 
機器を手放す時はデータを

消す 

機器を手放す際は、自分や家族等の利用者のプライバシー情報が漏れない

よう、情報を確実に削除する。 

 

 

 

○ 今後の検討事項 

将来における IoTの利用拡大、新たな IoT機器やサービスの出現に向け、引き続き以下の検討が必要

になるとしている(表 9-13)。 

表 9-13:  今後の検討事項 

No. 項目 検討事項 

1 
リスク分析に基づく分野別の

対策について 

多くの IoT 機器の利用が想定され、かつセキュリティレベルの異なる分野にお

ける、具体的な IoT の利用シーンを想定した詳細なリスク分析、その分野の性

質、特徴に応じた対策の検討。 

2 法的責任関係について 

製造メーカ、SIer、サービス提供者、利用者が複雑な関係になる環境下で、サ

イバー攻撃により被害が生じた場合の責任の在り方について、今後出現する

IoT サービスの形態や IoT が利用されている分野において規定されている法

律などに応じた整理。 

3 
IoT 時代のデータ管理の在り

方について 

サービス形態による、利用者の個人情報等のデータを保持・管理等を行う者

又は場所の変化に応じ、IoT システムの特徴を踏まえた、個人情報や技術情

報など重要データの適切な保持・管理、及びその具体的な方法の検討。 

4 
IoT に対する総合的なセキュ

リティ対策について 

IoT 社会の健全な発展の実現に向け、既に実施されているサイバーセキュリテ

ィに関する取組みに加え、一般利用者に対する IoT 機器のマルウェア感染に

関する注意喚起などの取組みについての官民連携による強化。 

5 
IoT に対する総合的なセキュ

リティ対策について 

上記のような検討事項の取組みや、IoT を取り巻く社会的な動向、脆弱性・脅

威事象の変化、対策技術の進歩等を踏まえたガイドラインの改訂。 
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(11) IPA「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン - 2016年版 -」 

i. 背景 

近年、日本国内においてソフトウェアやウェブアプリケーションの脆弱性が発見されることが増えており、

これらの脆弱性を悪用した不正アクセス行為やコンピュータウイルスの増加により、企業活動が停止したり

情報資産が滅失したり個人情報が漏えいしたりといった、重大な被害が生じている。そこで、脆弱性関連

情報が発見された場合に、それらをどのように取り扱うべきかを示した、経済産業省告示「ソフトウェア等

脆弱性関連情報取扱基準」が制定された。 

ii. 目的 

本ガイドラインは、上記告示を踏まえ、脆弱性関連情報の適切な流通により、コンピュータ不正アクセ

ス、コンピュータウイルス等による被害発生を抑制するために、関係者に推奨する行為をとりまとめたもの

である。 

iii. 要点 

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が受付機関、一般社団法人 JPCERTコーディネーションセン

ター（JPCERT/CC）が調整機関という役割を担い、発見者、製品開発者、ウェブサイト運営者と協力をし

ながら脆弱性関連情報に対処するための、その発見から公表に至るプロセスを詳述している。 

 

「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン-2015年版-」からの改定内容を以下に示す。 

(a) 「ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱」に関する改訂 

 発見者への公表連絡について ・

 自社製品の脆弱性届出について ・

(b) 「ウェブアプリケーションに係る脆弱性関連情報取扱」に関する改訂 

 受理条件 ・

 取扱を終了する条件およびその際の手続き ・

 関連省庁への連絡について ・
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主な脆弱性関連情報の取扱い関係者が情報セキュリティ早期警戒パートナーシップに対応するメリット、

および当パートナーシップの構成を以下に示す(表 9-14、図 9-15)。 

 

表 9-14: 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップのメリット 

No. 関係者 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップのメリット 

1 発見者 

 公的機関を介して製品開発者やウェブサイト運営者に脆弱性対応を促す・

ことができる 

 製品脆弱性の発見者は、脆弱性対策情報の公表時に名前を掲載すること・

ができる 

2 製品開発者 

 自社製品に影響する未公表の脆弱性を知ることができる ・

 脆弱性の対策方法を利用者に広く周知することができる ・

 脆弱性問題に真摯に取り組む姿勢を示すことができる ・

3 ウェブサイト運営者 

 脆弱性の存在が広く知れ渡る前に、修正することができる ・

 自分では気づかなかった脆弱性を確認し修正することができる ・

 自分のウェブサイトの利用者の安全性向上につながる ・

出典: IPA「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの紹介 -脆弱性取扱プロセスの要点解説-」 
https://www.ipa.go.jp/files/000044731.pdf 

 

 

出典: IPA「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの紹介 -脆弱性取扱プロセスの要点解説-」 
https://www.ipa.go.jp/files/000044731.pdf 

図 9-15: 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの構成 
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(12) IAF「IAFフォーラム 2015 KPIから CPPSへの展開 ～IAF の活動～」 

i. 趣旨 

IAF(Industrial Automation Forum)では、次世代の工場を考える製造業関係者が、多くの標準化団体と

協力し、個々の情報システムやバリューチェーンの連携・統合を目ざして協働する場を提供している。
その一つが IAFフォーラムであり、年次で開催している。題記フォーラム開催の趣旨を、IAFのホームペー

ジ「http://www.mstc.or.jp/iaf/event/2015f/forum2015.html」から一部引用する。 

 

IoT、Industrial4.0、CPPS など、生産システムにおける IT 技術の適応がクローズアップされています。

一方 IAFでは以前より実稼働する生産装置と生産システムの運用計画との整合を求めて調査を行って参

りました。その実態は ISA95 であり KPI（ISO22400）であって、IAF では独自に標準規格の MAP を作り体

系化も行って参りました。本年度の IAFフォーラムでは IoTなどの新たな要求に適合させる為に有効な手

段、方法について実装に有効なテクノロジーを関係団体の協力し発表いたします。 

その背景には、これまでの活動の１つである国際標準規格に関する MAP の作成、関連性の強い団体

と IoT を実現する上でのユースケース分析を行い、具体的な目標である KPIについて議論してまいりまし

た。 

今回、その成果を報告し新たなプロジェクトの発足を発表させていただくと同時に、関連の情報連携に

関する最新情報をお伝えする「IAF フォーラム２０１５」を開催いたします。 

出典: IAF「IAF フォーラム 2015 趣旨」 

 

ii. 要点 

IAF では、製造業を対象に「KPIで評価できる製造ラインモデル」「モデル上でシミュレーション・連携・

パフォーマンス評価を可能とする」を目ざし、KPIによるプロセス評価を実現するためのモデルを検討して

いる。モデル化においては、ISA-95、ISO-22400 を中心に関連する標準規格や団体との連携を行い、日

本の物作りの強みを国際標準化の枠組みで支援していく。 
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iii. 引用規格 

「IAF フォーラム 2015 KPIから CPPS への展開 ～IAF の活動～」で引用されている規格を示す(表 

9-15)。 

 

表 9-15: 「IAF フォーラム 2015 KPI から CPPS への展開 ～IAF の活動～」で引用されている規格 

No. カテゴリ 規格番号 

1 アーキテクチャ IEC/ISO 62264 

2 

エンジニアリング、プログラミング、デジタル工場 

IEC 61131 

3 IEC 61360 

4 IEC 61499 

5 IEC 61987 

6 IEC 62424 

7 IEC 62683 

8 IEC 62714 

9 IEC 62794 

10 IEC 62832 

11 

コミュニケーション 

IEC 61158 

12 IEC 61784 

13 IEC 62026 

14 IEC 62591 

15 IEC 62601 

16 ISO/IEC 14543-3 

17 サービス指向アーキテクチャ IEC 62541 

18 セキュリティ IEC 62443 

19 

デバイス記述とデバイス統合 

IEC 61804-1、IEC 61804-3 

20 IEC 62453 

21 IEC 62769 

22 
機能安全 

IEC 61508 

23 IEC 61511 
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9.2 参照する標準規格の概要 

 

(1) Digital Factory (IEC 62832) 

工場をまるごとデジタル化し、バーチャルな世界と現実世界とを統合的に管理することを目的とした技

術仕様書。生産設備やラインの監視や制御を始めとして、設計・保全など、工場のライフサイクル全体を

サイバー空間上でつなげることで、現実の世界との連携をめざしている。IEC 62832 では、デジタルファク

トリのフレームワークを定義しており、具体的には、生産システム資産のモデル、異なる生産システム間の

関係モデル、生産システム資産に関する情報の流れを対象とする。本フレームワークでは工場の建物自

体や生産で使う原材料や部品、消耗品、仕掛品、完成品をカバーしていない。 
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(2) eCl@ss 

ecl@ssは、企業間で製品データを交換する際の共通辞書を提供するシステムで、IEC 61360 や ISO 

13548をはじめとする ISO/IECに準拠した業界標準である。41,000の製品クラスと約 17,000のプロパティ

を有しており、多くの製品やサービスをカバーしている。データフォーマットは XML ベースであり OPC UA

などと親和性が高い。検索用語や同義語による名寄せ機能、標準化されたプロパティと値を備えた機能リ

ストを提供しており、製品やサービスの購入を検討する際に、要望に合うターゲットを絞り込みやすい。 

ecl@ssが有するデータの構造を示す(図 9-16)。4 階層のツリー構造でクラスを分類し、クラスの下にプ

ロパティが登録されている(図 9-17)。  

 
出典: ecl@ss e.V.「Category:Structure and structural elements - wiki.eclass.eu」 

図 9-16: ecl@ssの構造 

 

 
出典: ecl@ss e.V.「Category:Structure and structural elements - wiki.eclass.eu」 

図 9-17: ecl@ssのツリー構造例 

http://wiki.eclass.eu/w/images/4/49/EClass_pyramid_with_header.jpg
http://wiki.eclass.eu/w/images/1/12/EClass_tree_structure_example_01.JPG
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(3) PSLX (Planning and Scheduling Language on XML specification) 

PSLXは，製造業におけるプランニングとスケジューリングを、IT技術の元で統合させることで、新しい

生産管理のしくみを構築するための標準仕様およびガイドラインである。2017 年 3 月時点での最新は

PSLXバージョン 3(PSLX3 と呼称)で、NPO 法人ものづくり APS 推進機構「「つながる工場」のための情報

連携プラットフォーム－PSLX3 活用の手引き－」によると、PSLX3 は情報連携プラットフォームとして、異

なる業務ソフトウェアにおいて、業務データを共通解釈するためのモデルを提供し、それぞれの業務シス

テム間でのインテグレーションのための手順を示すとともに、実際にデータを送受信するための基本的な

しくみを提供していいる。 

また、製造業のグローバル展開を見据えて国際標準への準拠に取り組んでおり、国際標準である

ISA-95 の一部に PSLXバージョン 2、国際標準規格 IEC/ISO 62264-3 の本文および二つの付属文書に

PSLX仕様が採用されている(図 9-18)。また、インターネット上でのデータ交換規約の標準化団体である

OASIS が推進している標準仕様の中にも PSLX3 のデータ連携のしくみが反映されている。 

 

 
出典: NPO 法人ものづくり APS 推進機構「IEC62264（ISA-95)チュートリアルセミナー 

製造業の階層モデルとスケジューリング問題の関係」 

図 9-18: IEC62264-3 での PSLXの位置づけ 

 

異なる企業の業務アプリケーションを連携させようとしたとき、よく障壁となるのが、用語、データ項目、

データ構造などの意味づけの違いである。PSLX3 では、既存のデータを最大限活用できるよう、標準スキ

ーマ「リファレンスモデル」を提供している(図 9-19)。連携したいデータ項目をリファレンスモデルと対応

付け、連携モデルを作成する。この連携モデルを介して業務アプリケーションをつなげる。 
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出典: PSLX フォーラム「PSLX バージョン 3 仕様書パート 1 「つながる工場」のための情報連携プラットフォーム」 

図 9-19: 各業務アプリケーションを繋ぐための連携モデル作成イメージ 
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(4) CMSD (The Core Manufacturing Simulation Data) 

NIST(National Institute of Standards and Technology)が中心となって開発した、生産システムにおける

標準シミュレーションモデル(図 9-20)。UML、XML に対応しており、生産シミュレータのデータ項目の違

いを媒介し、シミュレータのシームレスな統合を実現する。生産プロセスの確率的特性をモデリングする機

能を持ち、様々なイベントベースシミュレータとの接続が可能。2009 年にシミュレーション技術の標準団体

SISO(Simulation Interoperability Standards Organization)標準に承認され、サプライチェーン、生産エンジ

ニアリング、建設、サスティナブルマニュファクチャリングなどの分野で利用されると共に、商用シミュレータ

も本規格を採用している。 

 

 
出典: 日本機械学会「エンジニアリングチェーンにおける生産システムのシミュレーション技術」 

図 9-20: CMSD の役割 
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(5) IDEF0 (Integration Definition 0) 

IDEFは、米国の空軍にて1970年代に開発され、現在では様々な業種のビジネスフローを包括的に表

現するために利用されている図的記述手法である。IDEFファミリーの一つである IDEF0は、組織やシステ

ムの意思決定、行動、活動をモデル化するために設計された。組織における一つの作業をアクティビティ

(activity)、入力(Input)、制御(Control)、出力(Output)、および機構(Mechanism)で表現する(図 9-21)。ア

クティビティ・モデルは、階層的に構造化され、上位のアクティビティはその詳細を表す分割アクティビティ

で構成される(図 9-21)。 

NIST（National Institute of Standards and Technology）によって 1993 年に米国の FIPS(Federal 

Information Process Standard)に採用され、多くの企業で採用されている。また、ISO/IEC/IEEE 31320-1

にて、IDEF0 の構文とセマンティクスについて標準化されている。 

 

 

図 9-21: IDEF0 のアクティビティ・モデル 

Man Machine

Material

Method

アクティビ
ティ

入力
(Input)

制約
(Control)

機構
(Mechanism)

出力
(Output)
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(6) XML暗号/XML署名 

○ XML 暗号 

2002 年 12 月に World Wide Web Consortium (W3C)で策定された、XML 文章を暗号化するための規

格。XML の要素単位で暗号化が可能であり、必要な部分のみを暗号化することができるため、暗号化し

ない部分の可読性を維持することができる。 

XML暗号は暗号化アルゴリズムなどを XMLの文法で統一して表現できるため、XML 文書との親和性

が高く、柔軟な暗号化が可能となる。 

 

以下にクレジットカードを使った支払いデータの暗号化前の XML 文書（例）を示す(図 9-22)。 

 

図 9-22: XML 文書（暗号化前） 

 

図 9-22 に対し、暗号化を行った XML 文書（例）を以下に示す(図 9-23)。 

クレジットカード番号は機密情報なので、<CreditCard>要素を暗号化する必要がある。<CreditCard>

要素の開始タグから終了タグまでの全体を暗号化することにより該当の情報を秘匿化することができる。

<CreditCard>要素の暗号化された情報は、<CipherData>要素へ格納される。 

 

 

図 9-23: XML 文書（暗号化後） 

 

<?xml version="1.0"?> 

 

<PaymentInfo xmlns="http://example.org/paymentsample"> 

  <Name>Taro Suzuki</Name> 

  <CreditCard Limit="100,000" Currency= '\'> 
    <Number>0123 4567 7891 0111</Number> 

    <Issuer>Example Bank</Issuer> 

    <Expiration>01/01</Expiration> 

  </CreditCard> 

</PaymentInfo> 

<?xml version="1.0"?> 

 

<PaymentInfo xmlns="http://example.org/paymentsample"> 

  <Name>Taro Suzuki</Name> 

  <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 

                 xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

    <CipherData> 

      <CipherValue>A1B2C3D4</CipherValue> 

    </CipherData> 

  </EncryptedData> 

</PaymentInfo> 

暗号化対象 

暗号化情報 
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XML 暗号化で使用する主な要素とその説明を以下に示す(表 9-16)。 

表 9-16: XML 暗号化で使用する主な要素（タグ）と説明 

No. 要素 詳細 

1 EncryptedData XML 暗号データの要素。暗号化された XML の要素がこの要素で置換される。 

2 EncryptionMethod 暗号化に使用した暗号アルゴリズムの情報が格納される。 

3 ds:KeyInfo 

暗号化に使用した鍵の情報が格納される。この要素の子要素としては、以降の

「EnctyptedKey / AgreementMethod / ds:KeyName / ds:RetrievalMethod」の 4 

つの要素を記述することができる。 

4 EnctyptedKey 
暗号化に使用する鍵の情報が格納される領域で、主に鍵配送方式にて暗号鍵を

共有する場合に必要となる。 

5 AgreementMethod 
暗号化に使用する鍵を、DH(Diffie-Hellman)鍵共有で暗号鍵にて生成する場合

に用いる。 

6 ds:KeyName 
暗号化に使用する鍵に関連づけられた名前が格納される。暗号化に使用する鍵

を取得する時に使用する。 

7 ds:RetrievalMethod 暗号化に使用する鍵の位置情報が格納される。 

8 CipherData 
暗号化されたデータの情報が格納され、以降の「CipherValue / 

CipherReference」のいずれかを子要素として持つことができる。 

9 CipherValue 
base64 エンコードされたテキストとして暗号化されオクテットシーケンスが格納さ

れる。 

10 CipherReference 暗号化されたデータの位置を示す情報が格納される。 

11 EncryptionProperties 日付/タイムスタンプなどの付加的な情報が格納される。 
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○ XML 署名 

2002 年 2 月に World Wide Web Consortium (W3C)で策定された、XML 文書に電子署名を付与する

ための規格。XML文書の改ざんや模倣を防止し、電子商取引などの安全性を高めるために開発された。 

XML 署名では、XML 文書全体にも一部にも署名を付けることができる。また、署名検証時の様々な条

件を保持することもできる。 

 

XML 署名の構文例を以下に示す(図 9-24)。 

 

図 9-24: XML 署名の構文例 

 

XML 署名文書は、Signature という名前の要素をルート要素とする XML フォーマットで表現され、

Signature要素の子要素に署名値や署名時の様々な条件が保持される。 

 

<Signature Id="MyFirstSignature" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  

   <SignedInfo>   

   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11"/>  

   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>  

   <Reference URI="http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/">  

     <Transforms>  

       <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11"/>  

     </Transforms>  

     <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>  

     <DigestValue>fGkecWce4pHubQyuSkjWdu5rXR1yjU...</DigestValue>  

   </Reference>  

 </SignedInfo>  

   <SignatureValue>wT8I56FJv8jQ...</SignatureValue>  

<KeyInfo> 

       <KeyValue> 

         <KeyName>example@example.com#RSAKey</KeyName> 

       </KeyValue> 

     </KeyInfo> 

</Signature> 
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XML 署名で使用する主な要素とその説明を以下に示す(表 9-17)。 

表 9-17 XML署名で使用する主な要素（タグ）と説明 

No. 要素（タグ） 説明 

1 Signature 
XML署名文書のルート要素であり、XML 署名に関するすべての情報が格納

される。 

2 SignedInfo XML署名文書の生成/検証時に必要な構成情報が格納される。 

3 CanonicalizationMethod 署名対象XML文書に適用される正規化アルゴリズムの識別子が格納される。 

4 SignatureMethod 
XML署名文書の生成/検証で用いる署名アルゴリズムの識別子が格納され

る。 

5 Reference 
ダイジェストアルゴリズムの識別子、ダイジェスト値、署名対象文書の識別子と

型、ダイジェストを実行する前に実行される変換のリストが格納される。 

6 Transforms 

順序付けられた Transform 要素のリストが格納される。 

※Transform 要素：実行する XML変形アルゴリズムの識別子とパラメータが

格納される。 

7 DigestMethod 

署名対象文書に対して実行されるダイジェストアルゴリズムの識別子が格納さ

れる。送信先側の検証で使用するハッシュ関数情報を開示するために使用す

る。 

8 DigestValue 

署名対象文書に対して実行されたダイジェスト計算の結果であるダイジェスト

値を Base64エンコードした値が格納される。 

送信先側で改ざん有無の検証に使用する。 

9 SignatureValue 
Base64でエンコードされた署名値が格納される。送信元の正当性を確認する

ために使用する。 

10 KeyInfo XML署名文書の検証で用いる公開鍵に関する情報が格納される。 

11 KeyValue 公開鍵の情報が格納される。 

12 KeyName 署名検証時に使用する鍵情報が格納される。 
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(7) AutomationML(Automation markup language) 

AutomationML は、エンジニアリング情報を対象とした XML ベースのデータ交換フォーマットで、IEC 

62714 にて標準化が進められている。その設計思想は、現存する各種標準を最大限活用するもので、

COLLADA、PLCopeｎ、OPC、ecl@ssなどと連携している(図 9-25)。さまざまな分野のエンジニアリングツ

ールを相互接続することを目ざし、プラント設計、機械、電気、プロセス、プロセス制御、PLC プログラミン

グ、ロボットプログラミングなどが一例としてあげられている。 

本フォーマットを用いれば、異なるエンジニアリングツール間で情報の欠落を起こさずにデータを授受

することができるため、相互運用可能性を拡大し、データ交換コストの削減が期待できる。 

 

 
出典: AutomationML e.V.「AutomationML - story」 

図 9-25: AutomationML の構造 
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(8) OPC UA (OPC Unified Architecture) 

OPC UAは、センサー及び現場レベルから、製造レベル及び生産計画またはERPシステムへ、生デー

タや前処理情報のセキュアで信頼性の高い中立的な伝送を行うための通信技術である(図 9-26)。前身

である OPC(OLE for Process Control)は、1996 年に Microsoft社と大手制御機器メーカー等により、制御

装置間、制御製品間の通信プロトコル、外部インターフェースの通信プロトコルについ、策定された、通信

インターフェースの統一規格である。OPC はその後、ウェブサービスやセキュリティの課題等に対応すべ

く、IEC/TC65/SC65E での検討を経て、OPC UA へと進化した。 

 
出典: 日本 OPC 協議会「OPC UA（IEC62541）のセキュリティ」(公開日：2011 年 11 月 16 日) 

図 9-26: OPC UA の概要 
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産業オートメーション分野やその他業界において、複数ベンダーの製品間で安全で信頼性あるデータ

交換を行える標準規格（IEC62451）となっている。複数の OS に対応したマルチプラットフォーム環境が実

現されており、認証/暗号などのセキュリティ機能を備えている(表 9-18)。 

 

表 9-18 OPC UA が実装しているセキュリティ機能 

No. 機能 実装方法 

1 トランスポート 

数多くのプロトコルが定義され、例えば超高速の OPC バイナリ・ トラン

スポートまたは普遍的で互換性のある SOAP-HTTPS というオプション

が利用可能。 

2 セッション暗号化 メッセージは 128 または 256 ビットの暗号化レベルで安全に送信。 

3 メッセージ署名 メッセージを送信された通りに受信。 

4 シーケンス・パケット 順序づけによりメッセージ・リプレ-アタックへの無防備を取り除く。 

5 認証 

各 UA クライアントとサーバーは OpenSSL 証明書を通じて確認され

る。そしてどのアプリケーションまたはシステムに対し、相互接続を許可

するかコントロールが与えられる。 

6 ユーザコントロール 

ユーザ認証（ログイン資格情報、証明書等）を行うよう、アプリケーション

を設定可能。またアクセス権やアドレス空間の「View」を使って、アプリケ

ーション性能をさらに制限したり拡張したりすることも可能。 

7 監査 
ユーザまたはシステムのアクティビティは、アクセス監査証跡として提供

するようにログに記録される。 
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(9) その他の製造分野における各種標準化仕様 

その他、文献で取り上げられている製造分野における各種標準化仕様を示す(表 9-19)。 

 

表 9-19: 製造分野における各種標準化仕様 

No. 標準化仕様 引用元 引用理由 

1 ISO/IEC 30141 

ISO/IEC JTC1/WG10 委員会活動

「Recommendations of the 4th ISO/IEC JTC 

1/WG 10 Meeting, 18 – 22 January 2016 in 

Shanghai, China」 

IoT のリファレンスアーキテクチャーを規定

しており、「セキュリティとプライバシー」に

ついて取り上げられている。 

2 
IEC 62734(ISA 

100.11a) 
- 

「無線通信ネットワークと通信プロファイル

の指定」について取り上げられている。 

3 CMSD 
NIST「Current Standards Landscape for Smart 

Manufacturing Systems」 

生産シミュレーションの標準として NIST が

開発。 

4 IEC 62682 
IEC TC65国内委員会 第 4回 SG８分科会資

料 

EC TC65 国内委員会 第 4 回 SG８分科会

で取り上げられている。 

5 Open AAS http://acplt.github.io/openAAS/ 
i4.0 アドミニストレーションシェルのプロトコ

ル。 

6 proficl@ss 非公開資料 
ISO SAG industory4.0/smart 

manufacturing で取り上げられている。 

7 

ISO TC172 

Property 

Dictionary 

非公開資料 
ISO SAG industory4.0/smart 

manufacturing で取り上げられている。 

8 

XML Encryption 

Syntax and 

Processing 

World Wide Web Consortium 

インターネット上での情報交換で使用され

る XML 文書の「情報漏えいを防ぐための

暗号化機能」について取り上げられてい

る。 

9 

XML Signature 

Syntax and 

Processing 

World Wide Web Consortium 

インターネット上での情報交換で使用され

る XML 文書の「改ざん、なりすましを防ぐ

ためのデジタル署名機能」について取り上

げられている。 

10 IDEF0 - 
様々なビジネスフローを包括的に表現する

ために利用されており、汎用性が高い。 

11 PSLX NPO法人 ものづくり APS 推進機構 
製造マネジメント分野のリファレンスモデル

のため。 
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9.3 既存のセキュリティ対策 

(1) ETC(自動料金支払いシステム)のセキュリティ対策例 

ETCで実際に運用している既存のセキュリティ対策事例を元に、CPS/IoTセキュリティ確保の観点から、

ハードウェア、ソフトウェア、データ、オペレータ等の CPS/IoT を構成する要素ごとに考慮すべき事項と対

応を検討・整理する。 

 

○ ETC セキュリティの全体像 

ETC セキュリティの全体像を以下に示す(図 9-27)。 

 機器間では、「鍵情報」を使用し、相互の認証と通信の暗号化を行っている。目的は、プライバ・

シー保護と確実な通行料金授受である。 

 車載器のセットアップ作業では、セットアップ店は、「一般財団法人 ITS サービス高度化機構」・

(以降 ITS-TEA)が発行する「セットアップカード」を使用して、車載器に車両情報を登録する。

目的は、確実な通行料金授受である。 

 

 
出典：一般財団法人 ITS サービス高度化機構「平成 28 年版 ETC 便覧 Web 版」 

図 9-27: ETCセキュリティの全体像 

 

※一般財団法人 ITS サービス高度化機構 

（ITS-TEA、ITS Technology Enhancement Association）。高度道路交通システムサービスにおける有

料道路自動料金収受システム（以降ETCシステム）及び狭域通信を応用したシステム（以降DSRCシステ

ム）に関するセキュリティを確保するための機能・役割を担う業務並びに ETCシステムやDSRCシステムの

技術の高度化に関する調査研究業務等を行うとともに、それらの技術を活用した社会のニーズに応える

高度道路交通システムサービスの実施を支援することにより、道路使用者の利便性の向上と道路の効率

的な利用に寄与し、もって国民生活の向上と経済の活性化に資することを目的とする。 

 

○ 車載器のセットアップ 

セキュリティ確保の観点から、ETC の「車載器セットアップ」を例に求められる対応のイメージを以下に

示す(図 9-28)。 
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出典：一般財団法人 ITS サービス高度化機構「平成 28 年版 ETC 便覧 Web 版」 

図 9-28: ETCの「車載器セットアップ」を例に求められる対応のイメージ 

 

車載器に対して異なる車両情報が登録されることで、不正な通行料金授受の問題が発生する。この問

題を防ぐため、車載器のセットアップ作業においては、ITS-TEA とセットアップ店の間で以下の対策が行

われている。 

 セットアップ作業で取り扱う車両情報を隠蔽し、情報の改ざんを防止する ・

 ITS-TEA からセットアップ店に対し「セットアップカード」を発行することで、正当なセットアップ・

店を限定する 

 

○ ETC のデータ処理フロー 

セキュリティ確保の観点から、ETCの「データ処理フロー」を例に求められる対応のイメージを以下に示

す(図 9-29)。 

 

 

図 9-29: ETCの「データ処理フロー」を例に求められる対応のイメージ 

※SAM：セキュアアプリケーションモジュール。車載器内で車両情報等を保護し、耐タンパー性を確保す

るための暗号モジュール。 

 

車載器ETCカード ETC路側装置 料金所サーバ
ネットワーク

相互認証 相互認証 相互認証

暗号化 暗号化 暗号化

SAM(※)
鍵情報

鍵情報
鍵情報

鍵情報

無線通信挿入

ETC
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○ 相互認証の仕組み 

ETC のシステムでは、「ETC カード」、「車載器」、「ETC 路側装置」、「料金所サーバー」の各々で保持

された鍵情報を使用し、以下のタイミングで相互認証が行われている。 

 「ETC カード」⇔「車載器」間：車載器への ETC カード挿入時 ・

 「車載器」⇔「ETC 路側装置」間：無線通信実施時 ・

 「ETC 路側装置」⇔「料金所サーバー」間：ETC 路側装置の運用(稼動)開始時 ・

 

○ 暗号化の仕組み 

ETC のシステムでは、相互認証の完了後、鍵情報を使用した暗号化通信が行われている。 

 「ETC カード」⇔「車載器」間：ETC カードに格納されている利用者情報の読み出し、及び ETC・

カードへの課金情報等の書き込み 

 「車載器」⇔「ETC 路側装置」間：車載器情報や利用情報の送受信 ・

 「ETC 路側装置」⇔「料金所サーバー」間：料金データ、及び利用履歴情報の送受信 ・
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(2) ブロックチェーンのセキュリティ対策例 

ブロックチェーンの仕組みと、不正な取引を防止するための対策の例を以下に示す(図 9-30)。 

 

 

図 9-30: ブロックチェーンの仕組みと、不正な取引を防止するための対策 

 

○ ブロックチェーンの仕組みと不正な取引を防止する対策 

ブロックには送金者が登録した複数の取引内容と、前回のブロックを表す情報(ハッシュ値など)が含ま

れ、時系列順にブロックがチェーン状につながっている。不正な取引（二重送金など）を防ぐため、以下の

対策がとられている。 

改ざん防止：ブロックの中に、前回のブロックのハッシュ値などが含まれるため各ブロックの改ざんを検

知できる他、改ざんに伴ってハッシュ値の整合性をとるためには、そこから続く全てのブロックを書き換え

なければならず、過去の取引内容の改ざんを難しくしている。また Bitcoin では、ハッシュ値のほかに、計

算に非常に時間のかかる数学的問題の解を含めることで、さらに改ざんの困難さを高くしている。 

なりすまし防止・否認防止：取引内容に、送金者のデジタル署名を付与することで、取引のなりすまし

を防止すると共に、否認を防止するための対策としている。なお、送金者のデジタル署名を生成するため

の秘密鍵の管理責任は個人(送金者)に委ねられており、秘密鍵を安全に保管するための対タンパ性を

備えたハードウェアや、厳格な管理を行う鍵管理サービスが必要とされている。 

 

時系列

・・・

ブロック

取引内容①

前ブロック
の情報

(ハッシュ値など)

取引内容②

取引内容③
…

ブロック

取引内容①

前ブロック
の情報

(ハッシュ値など)

取引内容②

取引内容③
…

ブロック

取引内容①
XさんからYさんに

100の送金

前ブロック
の情報

(ハッシュ値など)

取引内容②
MさんからNさんに

100の送金取引内容③
AさんからBさんに

100の送金
Aさん(送金者)

・・・

取引内容に
デジタル署名を
付与して登録

ブロックの内容か
らハッシュ値など
を計算し、次の
ブロックに含める



 

363 

10. 付録 

10.1 ライブラリ集 

10.1.1 オーダータイプ ライブラリ 1 

 

表 10-1: オーダータイプ ライブラリ 1の「作業指示」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 OrderDir 業務に入力される指示データ群。 0 以上 OrderDirType 

2   OrderTypeID 
オーダータイプ ID。※報告書の表 4-6: オーダー

用ライブラリ 1 参照。 
1 

ActivityObjectI

dType 

3     Id 
報告書の表 4-6のオーダータイプ IDを設定。「作

業指示」は D00002。 
1 string 

4     Version 
「作業指示」のバージョン Noを入れる。データ構造

が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   OrderObject 
いつ、誰が、何を、どこでの指示を表わすデータ

群。業務モデリングの入力データ①に該当。 
0 又は 1 

OrderObjectTy

pe 

8     WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例えば

ロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     ProductionOrder 
WorkOrder よりも上位の指示に対して割りついて

いる固有 ID。例えばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 

ProductionOrde

rType 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     WorkCenter 
業務が実行される予定のワークセンターを表わす

固有 ID。 
0 又は 1 

WorkCenterTyp

e 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     WorkArea 
業務が実行される予定の作業区を表わす固有

ID。 
0 又は 1 WorkAreaType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

24     ProductItem 
作業の結果、生み出したい対象を表わす固有 ID。

例えば生産品目 ID 等。 
0 又は 1 

ProductItemTyp

e 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

27         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     Quantity 予定数量。例えば、生産するべき製品数等。 0 又は 1 QuantityType 

29       Value 値。 1 long 

30       Unit 量を表わす単位。 1 string 

31     StartTime 開始予定日時。 0 又は 1 DateTimeType 

32       Value 値。 1 dateTime 

33       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

34     EndTime 終了予定日時。 0 又は 1 DateTimeType 

35       Value 値。 1 dateTime 

36       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

37     Time 開始予定～終了予定までの時間。 0 又は 1 TimeType 

38       Value 値。 1 long 

39       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

40     Operator 業務に従事予定の作業者の固有 ID。 0 又は 1 OperatorType 

41       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

42       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

43         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

44   InputObject 

業務に入力される対象を表わすデータ群。固有 ID

と外部向け固有 ID を持つ。業務モデリングの入力

データ②に該当。 

1 以上 
InputObjectTyp

e 

45     Id 

業務に入力される対象を表わす固有 ID。例えば、

物理的な材料が入力対象の場合のそれに付くシリ

アル No やバーコードデータ等。 

1 string 

46     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

47       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

48     InputData 

入力対象が固有 ID 以外に、入力データ群を持っ

ている場合に使用するエリア。例えば、「生産指示

を受けて作業指示を行う」業務における、「生産指

示データ群」等。 

0 又は 1 InputDataType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

49       ItemObject 

入力データ群を構成する個々の各データ項目を

一意にする固有 ID、及びそのデータ値、単位等。

この ItemObjectはデータ項目個数分だけ複数出

現する。 

1 以上 ItemObjectType 

50         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定義さ

れた ID。 
1 string 

51         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

52           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

53         Value 数値。 0 又は 1 float 

54         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

55         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

56   InputResourceObject 
業務に入力される資源を表わすデータ群。業務モ

デリングの入力データ③に該当。 
0 以上 

InputResourceO

bjectType 

57     ResourceTypeID 
業務に使用する資源の種類を表わす固有 ID。※

報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

58       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

59       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

60         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

61     ResourceID 
実際に使用される資源を一意に表わす固有 ID。

例えば、作業者固有 ID 等。 
1 IdType 

62       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

63       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

64         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

65     OperateTime 
実際に使用される前の資源の初期データ（使用・

稼動時間）を設定。 
0 又は 1 TimeType 

66       Value 値。 1 long 

67       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

68     UsageCount 
実際に使用される前の資源の初期データ（使用・

稼動回数、量等）を設定。 
0 又は 1 

UsageCountTyp

e 

69       Value 値。 1 long 

70       Unit 単位。 1 string 

71     Status 
実際に使用される前の資源の初期状態データを

設定。 
0 又は 1 IdType 

72       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

73       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

74         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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表 10-2: オーダータイプ ライブラリ 1の「稼動指示」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 OrderDir 業務に入力される指示データ群。 0 以上 OrderDirType 

2   OrderTypeID 
オーダータイプ ID。※報告書の表 4-6: オーダー用

ライブラリ 1 参照。 
1 

ActivityObjec

tIdType 

3     Id 
報告書の表 4-6のオーダータイプ IDを設定。「稼動

指示」は D00003。 
1 string 

4     Version 
「稼動指示」のバージョンNoを入れる。データ構造が

改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

6       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   OrderObject 
いつ、誰が、何を、どこでの指示を表わすデータ群。

業務モデリングの入力データ①に該当。 
0 又は 1 

OrderObjectT

ype 

8     MachineWorkOrder 
設備稼動指示に対して割りついている固有 ID。例え

ばロット No や生産指令 No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

11         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     ProductionOrder 
WorkOrder よりも上位の指示に対して割りついてい

る固有 ID。例えばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 

ProductionOr

derType 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

15         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例えばロ

ット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

19         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     Machine 業務が実行される予定の設備を表わす固有 ID。 0 又は 1 MachineType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

23         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

24     WorkArea 業務が実行される予定の作業区を表わす固有 ID。 0 又は 1 
WorkAreaTyp

e 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

27         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     ProductItem 
設備稼動の結果、生み出したい対象を表わす固有

ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItemT

ype 

29       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

30       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

31         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

32     Quantity 予定数量。例えば、生産するべき製品数等。 0 又は 1 QuantityType 

33       Value 値。 1 long 

34       Unit 量を表わす単位。 1 string 

35     StartTime 開始予定日時。 0 又は 1 
DateTimeTyp

e 

36       Value 値。 1 dateTime 

37       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd hh:mm:nn

等。 
1 string 

38     EndTime 終了予定日時。 0 又は 1 
DateTimeTyp

e 

39       Value 値。 1 dateTime 

40       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd hh:mm:nn

等。 
1 string 

41     Time 開始予定～終了予定までの時間。 0 又は 1 TimeType 

42       Value 値。 1 long 

43       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

44     Operator 業務に従事予定の作業者の固有 ID。 0 又は 1 OperatorType 

45       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

46       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

47         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

48   InputObject 
業務に入力される対象を表わすデータ群。業務モデ

リングの入力データ②に該当。 
1 以上 

InputObjectT

ype 

49     Id 

業務に入力される対象を表わす固有 ID。例えば、物

理的な材料が入力対象の場合のそれに付くシリアル

No やバーコードデータ等。 

1 string 

50     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

51       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

52     InputData 

入力対象が固有 ID 以外に、入力データ群を持って

いる場合に使用するエリア。例えば、「生産指示を受

けて作業指示を行う」業務における、「生産指示デー

タ群」等。 

0 又は 1 
InputDataTyp

e 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

53       ItemObject 

入力データ群を構成する個々の各データ項目を一

意にする固有 ID、及びそのデータ値、単位等。この

ItemObjectはデータ項目個数分だけ複数出現す

る。 

1 以上 
ItemObjectTy

pe 

54         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定義さ

れた ID。 
1 string 

55         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

56           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

57         Value 数値。 0 又は 1 float 

58         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

59         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

60   InputResourceObject 
業務に入力される資源を表わすデータ群。業務モデ

リングの入力データ③に該当。 
0 以上 

InputResource

ObjectType 

61     ResourceTypeID 
業務に使用する資源の種類を表わす固有 ID。※報

告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

62       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

63       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

64         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

65     ResourceID 
実際に使用される資源を一意に表わす固有 ID。例

えば、設備固有 ID 等。 
1 IdType 

66       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

67       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

68         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

69     OperateTime 
実際に使用される前の資源の初期データ（使用・稼

動時間)。 
0 又は 1 TimeType 

70       Value 値。 1 long 

71       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

72     UsageCount 
実際に使用される前の資源の初期データ（使用・稼

動回数、量等）。 
0 又は 1 

UsageCountT

ype 

73       Value 値。 1 long 

74       Unit 単位。 1 string 

75     Status 実際に使用される前の資源の初期状態データ。 0 又は 1 IdType 

76       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

77       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理デ

ータとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDTy

pe 

78         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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10.1.2 プロセスタイプ ライブラリ 2 

 

表 10-3: プロセスタイプ ライブラリ 2の「作業方法」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 ProcessDir 

業務に入力されるプロセスデータ群。複数のプ

ロセスが入力される場合は、複数の ProcessDir

を使用する。 

0 以上 
ProcessDirT

ype 

2   ProcessTypeID 
プロセスタイプ ID。※報告書の表 4-7: プロセ

ス用ライブラリ 2参照。「作業方法」は D10001。 
1 

ActivityObj

ectIdType 

3     Id 報告書の表 4-7 のプロセスタイプ ID。 1 string 

4     Version 
「作業方法」のバージョン No を入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

6       eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   ProcessObject 

レシピ/手順/ルール/規格/制約条件の How

を表わすデータ群。業務モデリングの入力デ

ータ④に該当。 

1 
ProcessObje

ctType 

8     WorkMethod 
作業方法を一意にする固有 ID。例えば品目

ID、レシピ No、作業手順 No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

11         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     WorkArea 作業方法を適用する作業区を表わす固有 ID。 1 
WorkAreaT

ype 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

15         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     Tool 
作業方法に適用される治工具の種類を表わす

固有 ID。 
0 以上 ToolType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

19         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     ProductItem 
作業の結果、生み出したい対象を表わす固有

ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItem

Type 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

23         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

24     SerialNumber 作業方法の Revison。 0 又は 1 
SerialNumbe

rType 

25       Value 値。 1 string 

26     RecipeData 

作業方法の内容等を表わすデータ群。作業に

よって作業方法は異なるため、この RecipeData

は作業に応じたデータ項目となる。作業別に

標準化されたデータ構造が存在する場合、そ

の構造を取り込む。 

0 又は 1 
RecipeData

Type 

27       ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デー

タ項目を一意にする固有 ID、及びそのデータ

値、単位等。この ItemObjectはデータ項目個

数分だけ複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

28         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

29         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

30           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

31         Value 値。 0 又は 1 float 

32         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

33         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

34     ConditionData 

RecipeDataで指定された設定値に従い、業務

実行された結果の良し悪しを判定するための

ルール/閾値データを扱うエリア。本項目は、

RecipeData項目に対応して規定されるため、

RecipeDataの項目に応じて変わる。 

0 又は 1 
ConditionDa

taType 

35       ItemConditionObject 

ConditionData データ群を構成する個々の各

データ項目を一意にする固有 ID、及びその管

理限界値(許容値)、測定方法等。この

ItemConditionObjec はデータ項目個数分だけ

複数出現する。 

1 以上 

ItemConditi

onObjectTy

pe 

36         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

37         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

38           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

39         AllowableValueMin 
データ項目の許容値(最小値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableVa

lueMinType 

40           Value 値。 0 又は 1 float 

41           Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

42           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

43         AllowableValueMax 
データ項目の許容値(最大値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableVa

lueMaxType 

44           Value 値。 0 又は 1 float 

45           Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

46           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

47         MeasureMethod 判定方法。例えば目視、自動測定等。 0 又は 1 
MeasureMet

hodType 

48           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

49           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

50             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

51         Tool 
判定に使用する工具や測定器の種類を表わ

す固有 ID。例えばカメラ、ゲージセンサー等。 
1 ToolType 

52           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

53           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

54             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

55     RelatedDocument 

作業方法に関する関連資料(手順、規格、ルー

ル等)を表わす固有 ID 及び保存先リンクアドレ

ス。 

0 以上 
RelatedDoc

umentType 

56       Id 
作業方法に関する関連資料を一意にする固有

ID。 
1 string 

57       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

58         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

59       LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 

 

 

表 10-4: プロセスタイプ ライブラリ 2の「設備レシピ」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 ProcessDir 

業務に入力されるプロセスデータ群。複数のプ

ロセスが入力される場合は、複数の ProcessDir

を使用する。 

0 以上 
ProcessDirT

ype 

2   ProcessTypeID 

プロセスタイプ ID。※報告書の表 4-7: プロセ

ス用ライブラリ 2 参照。「設備レシピ」は

D10002。 

1 
ActivityObj

ectIdType 

3     Id 報告書の表 4-7 のプロセスタイプ ID。 1 string 

4     Version 
「設備レシピ」のバージョンNoを入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

6       eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   ProcessObject 

レシピ/手順/ルール/規格/制約条件の How

を表わすデータ群。業務モデリングの入力デ

ータ④に該当。 

1 
ProcessObje

ctType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

8     MachineRecipe 
設備レシピに対して割りついている固有 ID。例

えば品目 ID、レシピ No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

11         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     Machine レシピが実行される設備を表わす固有 ID。 1 
MachineTyp

e 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

15         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     Tool 
設備レシピに適用される治工具の種類を表わ

す固有 ID。 
0 以上 ToolType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

19         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     ProductItem 
設備稼動の結果、生み出したい対象を表わす

固有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItem

Type 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

23         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

24     SerialNumber 設備レシピの Revison。 0 又は 1 
SerialNumbe

rType 

25       Value 値。 1 string 

26     RecipeData 

レシピ/制御情報等を表わすデータ群。設備に

よってレシピ/制御情報は異なるため、この

RecipeDataは設備に応じたデータ項目となる。

設備別に標準化されたデータ構造が存在する

場合、その構造を取り込む。 

0 又は 1 
RecipeData

Type 

27       ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デー

タ項目を一意にする固有 ID、及びそのデータ

値、単位等。この ItemObjectはデータ項目個

数分だけ複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

28         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

29         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

30           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

31         Value 値。 0 又は 1 float 

32         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

33         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

34     ConditionData 

RecipeDataで指定された設定値に従い、業務

実行された結果の良し悪しを判定するための

ルール/閾値データを扱うエリア。本項目は、

RecipeData項目に対応して規定されるため、

RecipeDataの項目に応じて変わる。 

0 又は 1 
ConditionDa

taType 

35       ConditionItemObject 

ConditionData データ群を構成する個々の各

データ項目を一意にする固有 ID、及びその管

理限界値(許容値)、測定方法等。この

ItemConditionObjec はデータ項目個数分だけ

複数出現する。 

1 以上 

ConditionIte

mObjectTyp

e 

36         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

37         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

38           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

39         AllowableValueMin 
データ項目の許容値(最小値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableVa

lueMinType 

40           Value 値。 0 又は 1 float 

41           Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

42           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

43         AllowableValueMax 
データ項目の許容値(最大値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableVa

lueMaxType 

44           Value 値。 0 又は 1 float 

45           Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

46           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

47         MeasureMethod 判定方法。例えば目視、自動測定等。 0 又は 1 
MeasureMet

hodType 

48           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

49           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

50             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

51         Tool 
判定に使用する工具や測定器の種類を表わ

す固有 ID。例えばカメラ、ゲージセンサー。 
1 ToolType 

52           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

53           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

54             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

55     RelatedDocument 

設備レシピに関する関連資料(手順、規格、ル

ール等)を表わす固有 ID及び保存先リンクアド

レス。 

0 以上 
RelatedDoc

umentType 

56       Id 
設備レシピに関する関連資料を一意にする固

有 ID。 
1 string 



 

374 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

57       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalIDT

ype 

58         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

59       LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 
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10.1.3 オーダ結果タイプ ライブラリ 3 

 

表 10-5: オーダ結果タイプ ライブラリ 3の「作業結果」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 OrderTran 業務から出力された指示結果データ群。 0 以上 OrderTranType 

2   OrderResultTypeID 

オーダー結果タイプ ID。※報告書の表 4-8: オ

ーダー結果用ライブラリ 3 参照。「作業結果」は

T00002。 

1 
ActivityObjectI

dType 

3     Id 報告書の表 4-8 のオーダー結果タイプ ID。 1 string 

4     Version 
「作業結果」のバージョン No を入れる。データ構

造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   OrderResultObject 

いつ、誰が、何を、どこでの指示に対する結果を

表わすデータ群。業務モデリングの出力データ

⑤に該当。 

0 又は 1 
OrderResultObj

ectType 

8     WorkResult 
作業結果に対して割りついた固有 ID。例えばロ

ット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例え

ばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 

WorkOrderTyp

e 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     WorkCenter 
業務が実行されたワークセンターを表わす固有

ID。 
0 又は 1 

WorkCenterTyp

e 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     WorkArea 業務が実行された作業区を表わす固有 ID。 0 又は 1 WorkAreaType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

24     ProductItem 
作業の結果、生み出した対象を表わす固有 ID。

例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItemTyp

e 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

27         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     Quantity 実績数量。例えば、生産した製品数等。 0 又は 1 QuantityType 

29       Value 値。 1 long 

30       Unit 量を表わす単位。 1 string 

31     StartTime 開始実績日時。 0 又は 1 DateTimeType 

32       Value 値。 1 dateTime 

33       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

34     EndTime 終了実績日時。 0 又は 1 DateTimeType 

35       Value 値。 1 dateTime 

36       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

37     Time 開始～終了までの実績時間。 0 又は 1 TimeType 

38       Value 値。 1 long 

39       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

40     Cost 業務実行に費やしたコスト。 0 又は 1 CostType 

41       Value 値。 1 long 

42       Unit コストの単位。 1 string 

43     Operator 業務に従事した作業者の固有 ID。 0 又は 1 OperatorType 

44       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

45       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

46         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

47   OutputObject 
業務から出力された対象を表わすデータ群。業

務モデリングの出力データ⑥に該当。 
1 以上 

OutputObjectT

ype 

48     Id 

業務から出力される対象を表わす固有 ID。例え

ば、物理的な製品が出力対象の場合のそれに

付くシリアル No やバーコードデータ等。 

1 string 

49     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

50       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

51     OutputData 

出力対象が固有 ID 以外に、出力データ群を持

っている場合に使用するエリア。例えば、「生産

指示を受けて作業指示を行う」業務における、

「作業指示データ群」等。 

0 又は 1 
OutputDataTyp

e 

52       ItemObject 

出力データ群を構成する個々の各データ項目を

一意にする固有 ID、及びそのデータ値、単位

等。この ItemObjectはデータ項目個数分だけ複

数出現する。 

1 以上 ItemObjectType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

53         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定義

された ID。 
1 string 

54         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

55           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

56         Value 値。 1 float 

57         Unit 上記数値データの単位。 1 string 

58         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

59     OutputJudge 
ディレクションのオーダー(指示)に対する

OK/NG判定結果。 
0 又は 1 

OutputJudgeTy

pe 

60       Value 値。例えば OK:1、NG:2。 1 string 

61   OutputResourceObject 
業務で使用された資源を表わすデータ群。業務

モデリングの出力データ⑦に該当。 
0 以上 

OutputResource

ObjectType 

62     ResourceTypeID 
業務に使用した資源の種類を表わす固有 ID。※

報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

63       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

64       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

65         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

66     ResourceID 
実際に使用された資源を一意に表わす固有 ID。

例えば、設備固有 ID 等。 
1 IdType 

67       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

68       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

69         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

70     OperatedTime 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動時間）。 
0 又は 1 TimeType 

71       Value 値。 1 long 

72       Unit 時間の単位。 1 string 

73     UsedCount 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動回数、消費数等）。 
0 又は 1 UsedCountType 

74       Value 値。 1 long 

75       Unit 単位。 1 string 

76     Status 実際に使用された後の資源の状態データ。 0 又は 1 IdType 

77       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

78       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

79         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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表 10-6: オーダ結果タイプ ライブラリ 3の「稼動結果」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 OrderTran 業務から出力された指示結果データ群。 0 以上 OrderTranType 

2   OrderResultTypeID 

オーダー結果タイプ ID。※報告書の表 4-8: オ

ーダー結果用ライブラリ 3 参照。「稼動結果」は

T00003。 

1 
ActivityObjectI

dType 

3     Id 
報告書の表 4-8 のオーダー結果タイプ ID を設

定。 
1 string 

4     Version 
「稼動結果」のバージョン No を入れる。データ構

造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   OrderResultObject 

いつ、誰が、何を、どこでの指示に対する結果を

表わすデータ群。業務モデリングの出力データ

⑤に該当。 

0 又は 1 
OrderResultObj

ectType 

8     MachineWorkResult 
設備稼動結果に対して割りついた固有 ID。例え

ばロット No や生産指令 No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     ProductionOrder 
WorkOrderよりも上位の指示に対して割りついて

いる固有 ID。例えばロットNoや生産指令No等。 
0 又は 1 

ProductionOrde

rType 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     MachineWorkOrder 
設備稼動指示に対して割りついている固有 ID。

例えばロット No や生産指令 No等。 
0 又は 1 

MachineWorkO

rderType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     Machine 業務が実行された設備を表わす固有 ID。 0 又は 1 MachineType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

24     WorkArea 業務が実行された作業区を表わす固有 ID。 0 又は 1 WorkAreaType 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

27         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     ProductItem 
設備稼働の結果、生み出した対象を表わす固有

ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItemTyp

e 

29       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

30       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

31         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

32     Quantity 実績数量。例えば、生産した製品数等。 0 又は 1 QuantityType 

33       Value 値。 1 long 

34       Unit 量を表わす単位。 1 string 

35     StartTime 開始実績日時。 0 又は 1 DateTimeType 

36       Value 値。 1 dateTime 

37       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

38     EndTime 終了実績日時。 0 又は 1 DateTimeType 

39       Value 値。 1 dateTime 

40       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

41     Time 開始～終了までの実績時間。 0 又は 1 TimeType 

42       Value 値。 1 long 

43       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

44     NetTime 上記 Timeの中の正味時間。 0 又は 1 TimeType 

45       Value 値。 1 long 

46       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

47     Cost 業務実行に費やしたコスト。 0 又は 1 CostType 

48       Value 値。 1 long 

49       Unit コストを表わす単位。 1 string 

50     Operator 業務に従事した作業者の固有 ID。 0 又は 1 OperatorType 

51       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

52       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

53         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

54   OutputObject 
業務から出力された対象を表わすデータ群。業

務モデリングの出力データ⑥に該当。 
1 以上 

OutputObjectT

ype 

55     Id 

業務から出力される対象を表わす固有 ID。例え

ば、物理的な製品が出力対象の場合のそれに

付くシリアル No やバーコードデータ等。 

1 string 

56     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

57       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

58     OutputData 

出力対象が固有 ID 以外に出力データ群を持っ

ている場合に使用するエリア。例えば、「生産指

示を受けて作業指示を行う」業務における、「作

業指示データ群」等。 

0 又は 1 
OutputDataTyp

e 

59       ItemObject 

出力データ群を構成する個々の各データ項目を

一意にする固有 ID、及びそのデータ値、単位

等。この ItemObjectはデータ項目個数分だけ複

数出現する。 

1 以上 ItemObjectType 

60         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定義

された ID。 
1 string 

61         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

62           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

63         Value 値。 0 又は 1 float 

64         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

65         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

66     OutputJudge 
ディレクションのオーダー(指示)に対する

OK/NG判定結果。 
0 又は 1 

OutputJudgeTy

pe 

67       Value 値。 1 string 

68   OutputResourceObject 
業務で使用された資源を表わすデータ群。業務

モデリングの出力データ⑦に該当。 
0 以上 

OutputResource

ObjectType 

69     ResourceTypeID 
業務に使用した資源の種類を表わす固有 ID。※

報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

70       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

71       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

72         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

73     ResourceID 
実際に使用された資源を一意に表わす固有 ID。

例えば、設備固有 ID 等。 
1 IdType 

74       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

75       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

76         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

77     OperatedTime 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動時間）。 
0 又は 1 TimeType 

78       Value 値。 1 long 

79       Unit 時間の単位。 1 string 

80     UsedCount 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動回数、消費数等）。 
0 又は 1 UsedCountType 

81       Value 値。 1 long 

82       Unit 単位。 1 string 

83     Status 実際に使用された後の資源の状態データ。 0 又は 1 IdType 

84       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

85       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管理

データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

86         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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10.1.4 プロセス結果タイプ ライブラリ 4 

 

表 10-7 : プロセス結果タイプ ライブラリ 4の「作業履歴」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

1 ProcessTran 業務から出力されたプロセス結果データ群。 0 以上 
ProcessTranTy

pe 

2   ProcessResultTypeID 

プロセス結果タイプ ID。※報告書の表 4-9: 

プロセス結果用ライブラリ4参照。「作業履歴」

は T10001。 

1 
ActivityObjectI

dType 

3     Id 
報告書の表 4-9 のプロセス結果タイプ ID を

設定。 
1 string 

4     Version 
「作業履歴」のバージョン No を入れる。デー

タ構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   ProcessResultObject 

ディレクションの Howに対する結果を表わす

データ群。業務モデリングの出力データ⑧に

該当。 

1 
ProcessResultO

bjectType 

8     WorkMethodResult 
作業履歴に対して割りついている固有 ID。例

えば品目 ID、レシピ No、作業手順 No 等。 
1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     WorkResult 
作業結果に対して割りついた固有 ID。例え

ばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     WorkMethod 
作業方法を一意にする固有 ID。例えば品目

ID、レシピ No、作業手順 No 等。 
1 IdType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例

えばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

24     WorkArea 業務が実行された作業区を表わす固有 ID。 1 WorkAreaType 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

27         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     Tool 
実際に作業に適用された治工具の種類を表

わす固有 ID。 
0 以上 ToolType 

29       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

30       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

31         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

32     ProductItem 
作業の結果、生み出した対象を表わす固有

ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItemTyp

e 

33       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

34       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

35         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

36     SerialNumber 実際に適用した作業方法の Revison。 0 又は 1 
SerialNumberTy

pe 

37       Value 値。 1 string 

38     RecipeData 

ディレクションのプロセスで指示された手順

(作業方法の RecipeData)に対する実際に適

用したデータ群。データ項目はディレクション

のプロセスの RecipeData と同じになる。 

0 又は 1 
RecipeDataTyp

e 

39       ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デ

ータ項目を一意にする固有 ID、及びそのデ

ータ値、単位等。この ItemObjectはデータ項

目個数分だけ複数出現する。 

1 以上 ItemObjectType 

40         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で

定義された ID。 
1 string 

41         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

42           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

43         Value 値。 0 又は 1 float 

44         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

45         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

46     MeasuredData 

RecipeDataで指定された手順に対する実行

結果及び判定結果。項目内容は、ディレクシ

ョンのプロセスの ConditionData と同じにな

る。 

0 又は 1 
MeasuredDataT

ype 

47       MeasuredItemObject 

MeasuredData データ群を構成する個々の各

データ項目を一意にする固有 ID、及びその

データ値、単位等。この MeasuredItemObject

はデータ項目個数分だけ複数出現する。 

1 以上 
MeasuredItemO

bjectType 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出

現回数 
データ型 

48         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で

定義された ID。 
1 string 

49         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

50           eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

51         MeasuredValue 実測データ。例えば、質量、長さ等。 1 
MeasuredValue

Type 

52           Value 実測値。 0 又は 1 float 

53           Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

54           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

55         StatisticTypeID 
実測データの統計方法を表わす固有 ID。例

えば、代表値、平均値、MAX、Min、σ等。 
1 IdType 

56           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

57           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

58             eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

59         JudgeResult 実際の判定結果。OKorNG等。 0 又は 1 string 

60         MeasureMethod 
実際に用いた判定方法。例えば目視、自動

測定等。 
0 又は 1 

MeasureMethod

Type 

61           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

62           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

63             eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

64         Tool 
実際に判定に使用した工具や測定器の種類

を表わす固有 ID。 
0 以上 ToolType 

65           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

66           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

67             eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

68     RelatedDocument 

作業方法に関する関連資料(手順、規格、ル

ール等)を表わす固有 ID 及び保存先リンクア

ドレス。 

0 以上 
RelatedDocume

ntType 

69       Id 
作業方法に関する関連資料を一意にする固

有 ID。各企業で定義された ID。 
1 string 

70       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

71         eclassID eCl@ssで定義されている ID。 0 又は 1 string 

72       LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 
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表 10-8: プロセス結果タイプ ライブラリ 4の「設備レシピ履歴」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

1 ProcessTran 
業務から出力されたプロセス結果データ

群。 
0 以上 

ProcessTranTy

pe 

2   ProcessResultTypeID 

プロセス結果タイプ ID。※報告書の表 4-9: 

プロセス結果用ライブラリ 4参照。「設備レシ

ピ履歴」は T10002。 

1 
ActivityObjectI

dType 

3     Id 
報告書の表 4-9のプロセス結果タイプ IDを

設定。 
1 string 

4     Version 

「設備レシピ履歴」のバージョン No を入れ

る。データ構造が改訂される都度、更新され

る No。 

0 又は 1 string 

5     ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6       eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

7   ProcessResultObject 

ディレクションのHowに対する結果を表わす

データ群。業務モデリングの出力データ⑧

に該当。 

1 
ProcessResultO

bjectType 

8     MachineRecipeResult 

実際に実行された設備レシピに対して割り

ついている固有 ID。例えば品目 ID、レシピ

No 等。 

1 IdType 

9       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

10       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

11         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

12     MachineWorkResult 
設備稼動結果に対して割りついた固有 ID。

例えばロット No や生産指令 No等。 
0 又は 1 IdType 

13       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

14       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

15         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

16     Machine 
設備レシピを適用する設備を表わす固有

ID。 
1 MachineType 

17       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

18       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

19         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

20     Tool 
実際に設備稼働に適用された治工具の種

類を表わす固有 ID。 
0 以上 ToolType 

21       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

22       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

23         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

24     ProductItem 
設備稼働の結果、生み出した対象を表わす

固有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductItemTyp

e 

25       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

26       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

27         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

28     SerialNumber 実際に適用した設備レシピ履歴の Revison。 0 又は 1 
SerialNumberTy

pe 

29       Value 値。 1 string 

30     RecipeData 

ディレクションのプロセスで指示された手順

(設備レシピの RecipeData)に対する実際に

適用したデータ。データ項目はディレクショ

ンのプロセスの RecipeData と同じになる。 

0 又は 1 
RecipeDataTyp

e 

31       ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デ

ータ項目を一意にする固有 ID、及びそのデ

ータ値、単位等。この ItemObjectはデータ

項目個数分だけ複数出現する。 

1 以上 ItemObjectType 

32         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で

定義された ID。 
1 string 

33         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

34           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

35         Value 値。 0 又は 1 float 

36         Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

37         Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

38     MeasuredData 

RecipeDataで指定された設備レシピに対す

る実行結果及び判定結果。項目内容は、デ

ィレクションのプロセスの ConditionData と同

じになる。 

0 又は 1 
MeasuredDataT

ype 

39       MeasuredItemObject 

MeasuredData データ群を構成する個々の

各データ項目を一意にする固有 ID、及びそ

のデータ値、単位等。この

MeasuredItemObject はデータ項目個数分

だけ複数出現する。 

1 以上 
MeasuredItemO

bjectType 

40         Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で

定義された ID。 
1 string 

41         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

42           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

43         MeasuredValue 実測データ。例えば、質量、長さ等。 1 
MeasuredValue

Type 

44           Value 実測値。 0 又は 1 float 

45           Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

46           Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

47         StatisticTypeID 

実測データの統計方法を表わす固有 ID。

例えば、代表値、平均値、MAX、Min、σ

等。 

1 IdType 

48           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

49           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

50             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

51         JudgeResult 実際の判定結果。OKorNG等。 0 又は 1 string 

52         MeasureMethod 
実際に用いた判定方法。例えば目視、自動

測定等。 
0 又は 1 

MeasureMethod

Type 

53           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

54           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

55             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

56         Tool 
実際に判定に使用した工具や測定器の種

類を表わす固有 ID。 
1 ToolType 

57           Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

58           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

59             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

60     RelatedDocument 

設備レシピに関する関連資料(手順、規格、

ルール等)を表わす固有 ID 及び保存先リン

クアドレス。 

0 以上 
RelatedDocume

ntType 

61       Id 
設備レシピに関する関連資料を一意にする

ID。 
1 string 

62       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

63         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

64       LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 
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10.1.5 関連情報 

 

表 10-9: 「関連情報」 

No. タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

1 RelatedInfo 

オーダーやプロセスでは扱わない業務周辺

のデータであり、データ量の大きなデータと

アラームデータを扱う。業務モデリングの入

力データ⑨⑩に該当。 

0 又は 1 RelatedInfoType 

2   Surrounding 

映像データや電流値時系列データ等、容量

が大きなデータを扱うエリア。業務モデリング

の出力データ⑨に該当。 

0 以上 
SurroundingTyp

e 

3     SurroundingID 
環境データの種類を表わす固有 IDを設定。

例えば、映像、電流、振動データ等。 
1 IdType 

4       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

5       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

6         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

7     ItemID 

環境データを一意に表わす固有 ID。

MeasuredItemObject の ID に相当するデー

タが入る。 

1 IdType 

8       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

9       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

10         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

11     MeasurePlaceID 環境データの測定位置を表わす固有 ID。 0 又は 1 IdType 

12       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

13       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

14         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

15     DataTypes 環境データのタイプを表わす固有 ID。 1 DataTypesType 

16       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

17       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

18         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

19       SamplingInterval データ収集のサンプリング周期時間。 0 又は 1 
SamplingInterva

lType 

20         Value 値。 1 long 

21         Unit 上記サンプリング時間の単位。 1 string 

22       XaxisUnit データの X軸の単位。 0 又は 1 string 

23       YaxisUnit データの Y 軸の単位。 0 又は 1 string 

24     RecordStartTime 環境データの収集開始日時。 0 又は 1 DateTimeType 

25       Value 値。 1 dateTime 
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No. タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

26       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

27     RecordEndTime 環境データの収集終了日時。 0 又は 1 DateTimeType 

28       Value 値。 1 dateTime 

29       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

30     LinkAddress 環境データの保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 

31   Alarm 

⑩は設備、品質、作業等に関する様々なア

ラームを扱うエリア。業務モデリングの出力

データ⑩に該当。 

0 以上 AlarmType 

32     AlarmTypeID 
アラームタイプを表わす固有 ID を設定。例

えば設備アラーム、品質アラーム等。 
1 IdType 

33       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

34       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

35         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

36     AlarmID アラーム内容を一意に表わす固有 ID。 1 IdType 

37       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

38       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

39         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

40     AlarmStartTime アラーム発生日時。 0 又は 1 DateTimeType 

41       Value 値。 1 dateTime 

42       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

43     AlarmEndTime アラーム終了日時。 0 又は 1 DateTimeType 

44       Value 値。 1 dateTime 

45       Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

46     AlarmPeriod アラーム発生期間。 0 又は 1 TimeType 

47       Value 値。 1 long 

48       Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

49     AlarmSpot アラーム発生箇所/位置。 0 又は 1 IdType 

50       Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

51       ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部

管理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 ExternalIDType 

52         eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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10.2 実装データフォーマットサンプル 

 

表 10-10: 実装データフォーマットサンプル 

No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

1 Activities 複数の Activity(業務)が一つになったもの。 1 
ActivitiesT

ype 

2   Activity 
ヘッダー/ディレクション/トランザクションで構成

される業務データ群。 
1 以上 

ActivityTyp

e 

3     Header データプロファイルのヘッダー部。 1 
HeaderTyp

e 

4       Time データ生成日時。 1 
DateTimeT

ype 

5         Value 日時の値。 1 dateTime 

6         Unit 単位(yyyy/mm/dd hh:nn:ss.fff)。 1 string 

7       ActivityID 
業務を特定する ID(XXX_yyyymmddhhnnssfff)※

報告書本文の説明参照。 
1 IdType 

8         Id 業務 ID。 1 string 

9         ExternalID 
外部管理のデータと連携するための ID。外部

機関定義で統一化/標準化された ID 等。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

10           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

11       Enterprise 業務が属する企業 ID。 1 IdType 

12         Id 企業の固有 ID。 1 string 

13         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

14           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

15       Site 業務が属する拠点 ID。 0 又は 1 IdType 

16         Id 工場/拠点の固有 ID。 1 string 

17         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

18           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

19       Area 業務が属する作業区 ID。 0 又は 1 IdType 

20         Id 作業区 ID の固有 ID。 1 string 

21         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

22           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

23       WorkCenter 業務が属するワークセンターID。 0 又は 1 IdType 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

24         Id ワークセンターID の固有 ID。 1 string 

25         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

26           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

27       WorkUnit 業務が属するワークユニット ID。 0 又は 1 IdType 

28         Id ワークユニット ID の固有 ID。 1 string 

29         ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

30           eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

31     Direction 業務にインプットされる情報群(指示系)。 0 以上 
DirectionTy

pe 

32       Time 

ディレクションでは業務にデータが入力された

日時。トランザクションでは、業務からデータが

出力された日時。 

1 
DateTimeT

ype 

33         Value 日時の値。 1 dateTime 

34         Unit 日時の形式。 1 string 

35       OrderDir 業務に入力される指示データ群。 0 以上 
OrderDirTy

pe 

36         OrderTypeID 
オーダータイプ ID。※報告書の表 4-6: オー

ダー用ライブラリ 1 参照。 
1 

ActivityObj

ectIdType 

37           Id 報告書の表 4-6 のオーダータイプ ID を設定。 1 string 

38           Version 
「稼動指示」のバージョン No を入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

39           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

40             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

41         OrderObject 
いつ、誰が、何を、どこでの指示を表わすデー

タ群。業務モデリングの入力データ①に該当。 
0 又は 1 

OrderObjec

tType 

42           MachineWorkOrder 
設備稼動指示に対して割りついている固有

ID。例えばロット No や生産指令 No 等。 
1 IdType 

43             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

44             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

45               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

46           ProductionOrder 

WorkOrder よりも上位の指示に対して割りつい

ている固有 ID。例えばロット Noや生産指令 No

等。 

0 又は 1 
Production

OrderType 

47             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 



 

392 

No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

48             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

49               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

50           WorkOrder 
作業指示に対して割りついている固有 ID。例え

ばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

51             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

52             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

53               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

54           Machine 
業務が実行される予定の設備を表わす固有

ID。 
0 又は 1 

MachineTy

pe 

55             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

56             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

57               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

58           WorkArea 
業務が実行される予定の作業区を表わす固有

ID。 
0 又は 1 

WorkAreaT

ype 

59             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

60             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

61               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

62           ProductItem 
設備稼動の結果、生み出したい対象を表わす

固有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductIte

mType 

63             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

64             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

65               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

66           Quantity 予定数量。例えば、生産するべき製品数等。 0 又は 1 
QuantityTy

pe 

67             Value 値。 1 long 

68             Unit 量を表わす単位。 1 string 

69           StartTime 開始予定日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

70             Value 値。 1 dateTime 

71             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

72           EndTime 終了予定日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

73             Value 値。 1 dateTime 

74             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

75           Time 開始予定～終了予定までの時間。 0 又は 1 TimeType 

76             Value 値。 1 long 

77             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

78           Operator 業務に従事予定の作業者の固有 ID。 0 又は 1 
OperatorTy

pe 

79             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

80             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

81               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

82         InputObject 
業務に入力される対象を表わすデータ群。業

務モデリングの入力データ②に該当。 
1 以上 

InputObject

Type 

83           Id 

業務に入力される対象を表わす固有 ID。例え

ば、物理的な材料が入力対象の場合のそれに

付くシリアル No やバーコードデータ等。 

1 string 

84           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

85             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

86           InputData 

入力対象が固有 ID以外に、入力データ群を持

っている場合に使用するエリア。例えば、「生産

指示を受けて作業指示を行う」業務における、

「生産指示データ群」等。 

0 又は 1 
InputDataT

ype 

87             ItemObject 

入力データ群を構成する個々の各データ項目

を一意にする固有 ID、及びそのデータ値、単

位等。この ItemObjectはデータ項目個数分だ

け複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

88               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

89               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

90                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

91               Value 数値。 0 又は 1 float 

92               Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

93               Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

94         InputResourceObject 
業務に入力される資源を表わすデータ群。業

務モデリングの入力データ③に該当。 
0 以上 

InputResou

rceObjectT

ype 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

95           ResourceTypeID 
業務に使用する資源の種類を表わす固有 ID。

※報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

96             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

97             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

98               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

99           ResourceID 
実際に使用される資源を一意に表わす固有

ID。例えば、設備固有 ID 等。 
1 IdType 

100             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

101             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

102               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

103           OperateTime 
実際に使用される前の資源の初期データ（使

用・稼動時間)。 
0 又は 1 TimeType 

104             Value 値。 1 long 

105             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

106           UsageCount 
実際に使用される前の資源の初期データ（使

用・稼動回数、量等）。 
0 又は 1 

UsageCoun

tType 

107             Value 値。 1 long 

108             Unit 単位。 1 string 

109           Status 
実際に使用される前の資源の初期状態デー

タ。 
0 又は 1 IdType 

110             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

111             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

112               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

113       ProcessDir 

業務に入力されるプロセスデータ群。複数のプ

ロセスが入力される場合は、複数の ProcessDir

を使用する。 

0 以上 
ProcessDir

Type 

114         ProcessTypeID 
プロセスタイプ ID。※報告書の表 4-7: プロセ

ス用ライブラリ 2 参照。 
1 

ActivityObj

ectIdType 

115           Id 報告書の表 4-7 のプロセスタイプ ID。 1 string 

116           Version 
「設備レシピ」のバージョン Noを入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

117           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

118             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

119         ProcessObject 

レシピ/手順/ルール/規格/制約条件のHowを

表わすデータ群。業務モデリングの入力データ

④に該当。 

1 
ProcessObj

ectType 

120           MachineRecipe 
設備レシピに対して割りついている固有 ID。例

えば品目 ID、レシピ No 等。 
1 IdType 

121             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

122             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

123               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

124           Machine レシピが実行される設備を表わす固有 ID。 1 
MachineTy

pe 

125             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

126             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

127               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

128           Tool 
設備レシピに適用される治工具の種類を表わ

す固有 ID。 
0 以上 ToolType 

129             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

130             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

131               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

132           ProductItem 
設備稼動の結果、生み出したい対象を表わす

固有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductIte

mType 

133             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

134             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

135               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

136           SerialNumber 設備レシピの Revison。 0 又は 1 
SerialNumb

erType 

137             Value 値。 1 string 

138           RecipeData 

レシピ/制御情報等を表わすデータ群。設備に

よってレシピ/制御情報は異なるため、この

RecipeDataは設備に応じたデータ項目となる。

設備別に標準化されたデータ構造が存在する

場合その構造を取り込む。 

0 又は 1 
RecipeData

Type 

139             ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デー

タ項目を一意にする固有 ID、及びそのデータ

値、単位等。この ItemObjectはデータ項目個

数分だけ複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

140               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

141               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

142                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

143               Value 値。 0 又は 1 float 

144               Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

145               Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

146           ConditionData 

RecipeDataで指定された設定値に従い、業務

実行された結果の良し悪しを判定するための

ルール/閾値データを扱うエリア。本項目は、

RecipeData項目に対応して規定されるため、

RecipeDataの項目に応じて変わる。 

0 又は 1 
ConditionD

ataType 

147             
ConditionItemObj

ect 

ConditionDataデータ群を構成する個々の各デ

ータ項目を一意にする固有 ID、及びその管理

限界値(許容値)、測定方法等。この

ItemConditionObjec はデータ項目個数分だけ

複数出現する。 

1 以上 

ConditionIt

emObjectT

ype 

148               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

149               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

150                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

151               
AllowableValue

Min 

データ項目の許容値(最小値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableV

alueMinTyp

e 

152                 Value 値。 0 又は 1 float 

153                 Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

154                 Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

155               
AllowableValue

Max 

データ項目の許容値(最大値)、管理限界下限

等。 
1 

AllowableV

alueMaxTy

pe 

156                 Value 値。 0 又は 1 float 

157                 Unit 上記数値の単位。 0 又は 1 string 

158                 Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

159               
MeasureMetho

d 
判定方法。例えば目視、自動測定等。 0 又は 1 

MeasureMe

thodType 

160                 Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

161                 ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

162                   eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

163               Tool 
判定に使用する工具や測定器の種類を表わす

固有 ID。例えばカメラ、ゲージセンサー等。 
1 ToolType 

164                 Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

165                 ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

166                   eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

167           RelatedDocument 

設備レシピに関する関連資料(手順、規格、ル

ール等)を表わす固有 ID 及び保存先リンクアド

レス。 

0 以上 
RelatedDoc

umentType 

168             Id 
設備レシピに関する関連資料を一意にする固

有 ID。 
1 string 

169             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

170               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

171             LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 

172     Transaction 業務からアウトプットされる情報群(結果系)。 0 以上 
Transaction

Type 

173       Time 

ディレクションでは業務にデータが入力された

日時。トランザクションでは、業務からデータが

出力された日時。 

1 
DateTimeT

ype 

174         Value 日時の値。 1 dateTime 

175         Unit 日時の形式。 1 string 

176       OrderTran 業務から出力された指示結果データ群。 0 以上 
OrderTran

Type 

177         OrderResultTypeID 
オーダー結果タイプ ID。※報告書の表 4-8: 

オーダー結果用ライブラリ 3 参照。 
1 

ActivityObj

ectIdType 

178           Id 
報告書の表 4-8のオーダー結果タイプ IDを設

定。 
1 string 

179           Version 
「稼動結果」のバージョン No を入れる。データ

構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

180           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

181             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

182         OrderResultObject 

いつ、誰が、何を、どこでの指示に対する結果

を表わすデータ群。業務モデリングの出力デー

タ⑤に該当。 

0 又は 1 

OrderResul

tObjectTyp

e 

183           MachineWorkResult 
設備稼動結果に対して割りついた固有 ID。例

えばロット No や生産指令 No 等。 
1 IdType 

184             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

185             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

186               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

187           ProductionOrder 

WorkOrder よりも上位の指示に対して割りつい

ている固有 ID。例えばロット Noや生産指令 No

等。 

0 又は 1 
Production

OrderType 

188             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

189             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

190               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

191           MachineWorkOrder 
設備稼動指示に対して割りついている固有

ID。例えばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 

MachineWo

rkOrderTyp

e 

192             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

193             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

194               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

195           Machine 業務が実行された設備を表わす固有 ID。 0 又は 1 
MachineTy

pe 

196             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

197             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

198               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

199           WorkArea 業務が実行された作業区を表わす固有 ID。 0 又は 1 
WorkAreaT

ype 

200             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

201             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

202               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

203           ProductItem 
設備稼働の結果、生み出した対象を表わす固

有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductIte

mType 

204             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

205             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

206               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

207           Quantity 実績数量。例えば、生産した製品数等。 0 又は 1 
QuantityTy

pe 

208             Value 値。 1 long 

209             Unit 量を表わす単位。 1 string 
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回数 
データ型 

210           StartTime 開始実績日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

211             Value 値。 1 dateTime 

212             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

213           EndTime 終了実績日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

214             Value 値。 1 dateTime 

215             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

216           Time 開始～終了までの実績時間。 0 又は 1 TimeType 

217             Value 値。 1 long 

218             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

219           NetTime 上記 Timeの中の正味時間。 0 又は 1 TimeType 

220             Value 値。 1 long 

221             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

222           Cost 業務実行に費やしたコスト。 0 又は 1 CostType 

223             Value 値。 1 long 

224             Unit コストを表わす単位。 1 string 

225           Operator 業務に従事した作業者の固有 ID。 0 又は 1 
OperatorTy

pe 

226             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

227             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

228               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

229         OutputObject 
業務から出力された対象を表わすデータ群。

業務モデリングの出力データ⑥に該当。 
1 以上 

OutputObje

ctType 

230           Id 

業務から出力される対象を表わす固有 ID。例

えば、物理的な製品が出力対象の場合のそれ

に付くシリアル No やバーコードデータ等。 

1 string 

231           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

232             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

233           OutputData 

出力対象が固有 ID 以外に出力データ群を持

っている場合に使用するエリア。例えば、「生産

指示を受けて作業指示を行う」業務における、

「作業指示データ群」等。 

0 又は 1 
OutputData

Type 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

234             ItemObject 

出力データ群を構成する個々の各データ項目

を一意にする固有 ID、及びそのデータ値、単

位等。この ItemObjectはデータ項目個数分だ

け複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

235               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

236               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

237                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

238               Value 値。 0 又は 1 float 

239               Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

240               Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

241           OutputJudge 
ディレクションのオーダー(指示)に対する

OK/NG 判定結果。 
0 又は 1 

OutputJudg

eType 

242             Value 値。 1 string 

243         OutputResourceObject 
業務で使用された資源を表わすデータ群。業

務モデリングの出力データ⑦に該当。 
0 以上 

OutputRes

ourceObjec

tType 

244           ResourceTypeID 
業務に使用した資源の種類を表わす固有 ID。

※報告書本文の表 4-10 参照。 
1 IdType 

245             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

246             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

247               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

248           ResourceID 
実際に使用された資源を一意に表わす固有

ID。例えば、設備固有 ID 等。 
1 IdType 

249             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

250             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

251               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

252           OperatedTime 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動時間）。 
0 又は 1 TimeType 

253             Value 値。 1 long 

254             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

255           UsedCount 
実際に使用された後の資源の変化データ（使

用・稼動回数、消費数等）。 
0 又は 1 

UsedCount

Type 

256             Value 値。 1 long 

257             Unit 単位。 1 string 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

258           Status 実際に使用された後の資源の状態データ。 0 又は 1 IdType 

259             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

260             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

261               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

262       ProcessTran 業務から出力されたプロセス結果データ群。 0 以上 
ProcessTra

nType 

263         ProcessResultTypeID 
プロセス結果タイプ ID。※報告書の表 4-9: プ

ロセス結果用ライブラリ 4 参照。 
1 

ActivityObj

ectIdType 

264           Id 
報告書の表 4-9 のプロセス結果タイプ ID を設

定。 
1 string 

265           Version 
「設備レシピ履歴」のバージョン No を入れる。

データ構造が改訂される都度、更新される No。 
0 又は 1 string 

266           ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

267             eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

268         ProcessResultObject 

ディレクションの Howに対する結果を表わすデ

ータ群。業務モデリングの出力データ⑧に該

当。 

1 

ProcessRes

ultObjectT

ype 

269           MachineRecipeResult 
実際に実行された設備レシピに対して割りつい

ている固有 ID。例えば品目 ID、レシピ No 等。 
1 IdType 

270             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

271             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

272               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

273           MachineWorkResult 
設備稼動結果に対して割りついた固有 ID。例

えばロット No や生産指令 No 等。 
0 又は 1 IdType 

274             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

275             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

276               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

277           Machine 設備レシピを適用する設備を表わす固有 ID。 1 
MachineTy

pe 

278             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

279             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

280               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

281           Tool 
実際に設備稼働に適用された治工具の種類を

表わす固有 ID。 
0 以上 ToolType 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

282             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

283             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

284               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

285           ProductItem 
設備稼働の結果、生み出した対象を表わす固

有 ID。例えば生産品目 ID 等。 
1 

ProductIte

mType 

286             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

287             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

288               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

289           SerialNumber 実際に適用した設備レシピ履歴の Revison。 0 又は 1 
SerialNumb

erType 

290             Value 値。 1 string 

291           RecipeData 

ディレクションのプロセスで指示された手順(設

備レシピの RecipeData)に対する実際に適用し

たデータ。データ項目はディレクションのプロセ

スの RecipeData と同じになる。 

0 又は 1 
RecipeData

Type 

292             ItemObject 

RecipeDataデータ群を構成する個々の各デー

タ項目を一意にする固有 ID、及びそのデータ

値、単位等。この ItemObjectはデータ項目個

数分だけ複数出現する。 

1 以上 
ItemObject

Type 

293               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

294               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

295                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

296               Value 値。 0 又は 1 float 

297               Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

298               Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

299           MeasuredData 

RecipeDataで指定された設備レシピに対する

実行結果及び判定結果。項目内容は、ディレク

ションのプロセスの ConditionData と同じにな

る。 

0 又は 1 
MeasuredD

ataType 

300             
MeasuredItemObj

ect 

MeasuredDataデータ群を構成する個々の各デ

ータ項目を一意にする固有 ID、及びそのデー

タ値、単位等。この MeasuredItemObject はデ

ータ項目個数分だけ複数出現する。 

1 以上 

MeasuredIt

emObjectT

ype 

301               Id 
データ項目を一意にする固有 ID。各企業で定

義された ID。 
1 string 

302               ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

303                 eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

304               MeasuredValue 実測データ。例えば、質量、長さ等。 1 
MeasuredV

alueType 

305                 Value 実測値。 0 又は 1 float 

306                 Unit 上記数値データの単位。 0 又は 1 string 

307                 Value_String 数値では表わせない文字列データ。 0 又は 1 string 

308               
StatisticTypeI

D 

実測データの統計方法を表わす固有 ID。例え

ば、代表値、平均値、MAX、Min、σ等。 
1 IdType 

309                 Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

310                 ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

311                   eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

312               JudgeResult 実際の判定結果。OKorNG等。 0 又は 1 string 

313               
MeasureMetho

d 

実際に用いた判定方法。例えば目視、自動測

定等。 
0 又は 1 

MeasureMe

thodType 

314                 Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

315                 ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

316                   eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

317               Tool 
実際に判定に使用した工具や測定器の種類を

表わす固有 ID。 
1 ToolType 

318                 Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

319                 ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

320                   eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

321           RelatedDocument 

設備レシピに関する関連資料(手順、規格、ル

ール等)を表わす固有 ID 及び保存先リンクアド

レス。 

0 以上 
RelatedDoc

umentType 

322             Id 
設備レシピに関する関連資料を一意にする

ID。 
1 string 

323             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

324               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

325             LinkAddress 関連資料の保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 

326       RelatedInfo 

オーダーやプロセスでは扱わない業務周辺の

データであり、データ量の大きなデータとアラー

ムデータを扱う。業務モデリングの入力データ

⑨⑩に該当。 

0 又は 1 
RelatedInfo

Type 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

327         Surrounding 

映像データや電流値時系列データ等、容量が

大きなデータを扱うエリア。業務モデリングの出

力データ⑨に該当。 

0 以上 
Surroundin

gType 

328           SurroundingID 
環境データの種類を表わす固有 ID を設定。例

えば、映像、電流、振動データ等。 
1 IdType 

329             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

330             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

331               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

332           ItemID 

環境データを一意に表わす固有 ID。

MeasuredItemObjectの IDに相当するデータが

入る。 

1 IdType 

333             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

334             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

335               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

336           MeasurePlaceID 環境データの測定位置を表わす固有 ID。 0 又は 1 IdType 

337             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

338             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

339               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

340           DataTypes 環境データのタイプを表わす固有 ID。 1 
DataTypes

Type 

341             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

342             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

343               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

344             SamplingInterval データ収集のサンプリング周期時間。 0 又は 1 
SamplingInt

ervalType 

345               Value 値。 1 long 

346               Unit 上記サンプリング時間の単位。 1 string 

347             XaxisUnit データの X軸の単位。 0 又は 1 string 

348             YaxisUnit データの Y 軸の単位。 0 又は 1 string 

349           RecordStartTime 環境データの収集開始日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

350             Value 値。 1 dateTime 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

351             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

352           RecordEndTime 環境データの収集終了日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

353             Value 値。 1 dateTime 

354             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

355           LinkAddress 環境データの保存先リンクアドレス。 0 又は 1 string 

356         Alarm 

⑩は設備、品質、作業等に関する様々なアラ

ームを扱うエリア。業務モデリングの出力データ

⑩に該当。 

0 以上 AlarmType 

357           AlarmTypeID 
アラームタイプを表わす固有 IDを設定。例えば

設備アラーム、品質アラーム等。 
1 IdType 

358             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

359             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

360               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

361           AlarmID アラーム内容を一意に表わす固有 ID。 1 IdType 

362             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 

363             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

364               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 

365           AlarmStartTime アラーム発生日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

366             Value 値。 1 dateTime 

367             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

368           AlarmEndTime アラーム終了日時。 0 又は 1 
DateTimeT

ype 

369             Value 値。 1 dateTime 

370             Unit 
日時を表わす単位。例えば yyyy/mm/dd 

hh:mm:nn 等。 
1 string 

371           AlarmPeriod アラーム発生期間。 0 又は 1 TimeType 

372             Value 値。 1 long 

373             Unit 時間の単位。時、分等。 1 string 

374           AlarmSpot アラーム発生箇所/位置。 0 又は 1 IdType 

375             Id 固有 ID。各企業で定義された ID。 1 string 
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No タグ名 タグ説明 
タグ出現

回数 
データ型 

376             ExternalID 
外部機関が定義/標準化した固有 ID。外部管

理データとの連携に使用する。 
0 又は 1 

ExternalID

Type 

377               eclassID eCl@ss で定義されている ID。 0 又は 1 string 
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10.3 実証サイトでの評価（詳細） 

本事業で作成した、CPS/IoT セキュリティ対策シナリオと CPS/IoT セキュリティ対応マニュアルについ

て、今回の実証サイトでの工場の現場から評価を頂いた。頂いた評価を以下に示す。 

 

○ 全体へのご意見 

 サイバー空間で分析した結果を現場に反映するときの、受け入れ基準などのルールがしっかり・

出来ていないと安心して利用できない。 

 CPS/IoT セキュリティ対策シナリオに挙げられている対策を実施すれば、サイバー空間にデー・

タを出すことには不安は無いが、周囲の理解や環境の準備が必要。 

 実証などで誰かが実際に外部につなぎ、メリットや使いやすさを示さないと、CPS/IoT の導入は・

難しい。 

 ソフトウェアのアップデートが頻繁に行われると、全ての設備に適用するのが困難。 ・

 CPS/IoT セキュリティ対策シナリオに挙げられている対策を行うためには、それぞれの対策の・

知識を持った情報管理責任者や担当者が必要となってくる。 

 CPS/IoT セキュリティ対策の実施責任や、CPS/IoT セキュリティ問題へのリスク、導入に伴って・

適用されるルールなどが CPS/IoT を導入した部門に負担になるのではないか。 

 

○ CPS/IoT セキュリティ対策シナリオへのご意見 

CPS/IoTセキュリティ対策シナリオで示したCPS/IoTセキュリティ対策について、実証サイトにおいて実

際に対応できるかどうか、対応する際の課題は何か、という観点でご意見を頂いた。ご意見を以下に示す

(表 10-11)。 

表中の「対応内容」欄の凡例を以下に示す。 

①：現状の運用体制で対応できる 

②：対応するためには、ネットワーク管理部門との検討・調整が必要となる 

③：グループ会社全体の統一ポリシーに従っているため、対応するためには統一ポリシーやタスク分

担の再定義が必要となる 

④：現状のルールでは同様の基準・ルールがないため、対応するためには基準・ルールの定義が必

要となる 

⑤：現状のルールでは、IoT 機器の対象範囲を未定義のため、対応するためには定義が必要となる 

⑥：対応の内容は、他の設備と同等の保守対応となる 

 

表 10-11: CPS/IoT セキュリティ対策シナリオへのご意見 

No. 
管理 

番号 

実施 

フェーズ 
対策実施者 対策内容 

対応 

内容 

1 
③-レ

[2]a 
全体計画 取締役 

体制・人材の確保 

 ・セキュリティ管理責任者の任命 
⑤ 

2 
①-プ

[1]a 
全体計画 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

プライバシー保護 

 ・プライバシー保護の法令に準拠したプライバシ

ー情報の取り扱いルールの作成 

⑤ 

3 
③-レ

[1]a 
全体計画 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

基本方針の策定 

 ・セキュリティポリシーの策定（PDCA 実施体制の

整備含む） 

 ・セキュリティ対策組織立ち上げ 

⑤ 

4 
③-レ

[3]a 
全体計画 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

リスク管理 

 ・リスクアセスメント（リスクの特定・分析・評価）の

実施 

 ・セキュリティルールの策定 

① 
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No. 
管理 

番号 

実施 

フェーズ 
対策実施者 対策内容 

対応 

内容 

5 
③-レ

[3]b 
全体計画 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

リスク管理 

 ・セキュリティ運用マニュアルの作成 
① 

6 
③-レ

[5]a 
全体計画 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

セキュリティ対策の PDCA 実施 

 ・セキュリティリスクに対する PDCA の実施 
① 

7 
③-レ

[12]a 
全体計画 

経営企画部門 

(セキュリティ管理責

任者) 

各種法令への対応 

・営業機密の保護等、業界のガイドラインや、法令

を考慮したセキュリティ対策の立案 

① 

8 
①-サ

[2]b 
システム導入 

経営企画部門 

(システム管理責任

者) 

IoT 機器への不正な無線接続対策、マルウェア感

染対策 

 ・Bluetooth 等による無線接続の制限 

 ・無線 LAN アクセスポイントの認証強化 

① 

9 
①-サ

[2]c 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

外部ネットワークからの不正侵入対策 

 ・ファイアウォール、IDS/IPS の導入 

 ・接続元の MACアドレス、IoT機器の設置場所、

アクセス時間・頻度等の情報を元にした不正接続

の有無確認 

③ 

10 
①-サ

[9]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

相互認証による接続先の認証 

 ・接続先の電子証明書を利用した、接続先の認

証 

③ 

11 
①-サ

[10]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

通信経路の暗号化 

 ・暗号化通信（TLS、DTLS、IPsec 等）に対応した

通信機器の導入 

③ 

12 
①-サ

[12]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

相互認証による接続元の認証 

 ・接続元の電子証明書を利用した、接続元の認

証 

③ 

13 
②-リ

[1]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

外部ネットワークからの不正侵入対策 

 ・ネットワーク監視によるサイバー攻撃検知 

 ・ファイアウォール、IDS/IPS の導入 

③ 

14 
②-サ

[2]b 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

認証とアクセス管理 

 ・パスワード、生体認証、電子証明書等、二つの

認証機能を組み合わせた二要素認証機能の実装 

③ 

15 
②-サ

[2]c 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

不審ユーザ・機器の検知 

 ・アクセス履歴（場所・時間･端末等）が参照可能

な機能の実装 

③ 

16 
②-サ

[3]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

サイバー空間のサーバー、通信機器の故障予

防、復旧対策 

 ・サーバー、通信機器の定期的なシステムバック

アップ 

 ・サーバー、通信機器の品質管理 

 ・サーバー、通信機器の冗長化 

 ・サーバー、通信機器の故障の検知 

 ・サーバー、通信機器の交換作業 

③ 

17 
③-サ

[1]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

通信経路の暗号化 

 ・暗号化通信（TLS、DTLS、IPsec 等）に対応した

通信機器の導入 

③ 

18 
③-サ

[2]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

相互認証による接続元の認証 

 ・接続元の電子証明書を利用した、接続元の認

証 

③ 

19 
③-サ

[4]a 
システム導入 

経営企画部門(シス

テム管理責任者) 

相互認証による接続先の認証 

 ・接続先の電子証明書を利用した、接続先の認

証 

③ 

20 
①-サ

[3]c 
システム導入 生産技術部門 

IoT 機器間通信の暗号化 

 ・暗号化通信（OPC UA 等）に対応した IoT 機器

の導入 

④ 
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21 
①-サ

[4]a 
システム導入 生産技術部門 

IoT 機器間通信の改ざん対策 

 ・改ざん検知に対応した通信（OPC UA 等）を行う

IoT 機器の導入 

④ 

22 
①-サ

[10]b 
システム導入 生産技術部門 

通信データの暗号化 

 ・暗号鍵・復号鍵を使用した通信データの秘匿化 
④ 

23 
①-サ

[11]a 
システム導入 生産技術部門 

情報(データ)の改ざん対策 

 ・収集データに対し電子署名やメッセージ認証コ

ード(MAC)、チェックサム、タイムスタンプ等を付与

し、改ざんを検知 

④ 

24 
②-レ

[1]a 
システム導入 生産技術部門 

信頼できるサービス提供者の選定 

 ・ITSMS を取得した IoT サービスのプラットフォ

ーム提供業者の選択 

③ 

25 
②-プ

[1]a 
システム導入 生産技術部門 

プライバシー保護 

 ・プライバシー保護の法令に準拠したプライバシ

ー情報の取り扱いルールの作成 

③ 

26 
②-サ

[2]a 
システム導入 生産技術部門 

保管データの暗号化 

 ・保管データの秘匿化 
③ 

27 
③-レ

[8]a 
システム導入 生産技術部門 

集中管理の仕組みの導入 

 ・IoT 機器の稼働情報等を集中管理する仕組み

の導入 

① 

28 
③-リ

[1]a 
システム導入 部品加工部門 

サイバー空間の処理結果の正当性確認 

 ・現場の IoT機器がサイバー空間から送信された

処理結果に対し、IoT 機器の稼働許容範囲との比

較を行い、不正な処理結果の受信時の動作停

止、または IoT 機器のみの判断でも適切な動作を

行う 

① 

29 
③-リ

[2]a 
システム導入 部品加工部門 

IoT 機器の動作の正当性確認 

 ・現場の IoT機器がサイバー空間から送信された

処理結果と実際の IoT 機器の動作結果と比較し

て、異常を検知や動作の停止を行う 

① 

30 
③-セ

[1]a 
システム導入 生産技術部門 

サイバー空間から送信された不正な処理結果に

対応する仕組み 

 ・現場の IoT機器がサイバー空間から送信された

処理結果に対し、IoT 機器の稼働許容範囲との比

較を行い、不正な処理結果の受信時の動作停

止、または IoT 機器のみの判断でも適切な動作を

行う 

① 

31 
③-サ

[1]b 
システム導入 生産技術部門 

通信データの暗号化 

 ・暗号鍵・復号鍵を使用した通信データの秘匿化 
① 

32 
③-サ

[3]a 
システム導入 生産技術部門 

サイバー空間から送られる情報(データ)の改ざん

対策 

 ・処理結果に対し電子署名やメッセージ認証コー

ド(MAC)やチェックサム、タイムスタンプ等を付与

し、改ざんを検知 

① 

33 
①-リ

[1]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

正規品である IoT 機器の導入 

 ・IoT 機器の提供業者により、正規であることが認

証された IoT 機器の導入 

① 

34 
①-リ

[1]b 
IoT 機器導入 部品加工部門 

正規品であるソフトウェアの導入 

 ・ソフトウェアの提供業者により、正規であることが

認証されたソフトウェアの導入 

① 

35 
①-リ

[2]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

正規であることを検証できる仕組みを実装した IoT

機器の導入 

 ・IoT 機器での ID(識別子)や電子証明書等の実

装 

① 
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36 
①-リ

[2]b 
IoT 機器導入 部品加工部門 

正規であることを検証できる仕組みを実装したソフ

トウェアの導入 

 ・ソフトウェアでの ID(識別子)や電子証明書等の

実装 

① 

37 
①-サ

[1]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

セキュリティ対策が実装された IoT 機器の選択 

 ・第三者機関によるセキュリティ認証を取得した

IoT 機器の選択 

① 

38 
①-サ

[2]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器の適切なセキュリティ設定の実施 

 ・工場出荷時のパスワードの変更 

 ・IoT 機器の利用環境に適した設定値の利用（工

場出荷時の設定値を使用しない） 

① 

39 
①-サ

[2]e 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器への物理的セキュリティ対策  

 ・不要なポート(ネットワークポート、USB、シリアル

ポート等)の閉塞 

 ・監視カメラによる現場の監視 

① 

40 
①-サ

[3]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器内部の不正閲覧対策 

 ・耐タンパー性を備えた IoT 機器を選定する 
① 

41 
①-サ

[5]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器、通信機器の故障予防、復旧対策 

 ・IoT 機器、通信機器の冗長化 

 ・IoT 機器、通信機器の予備機の確保 

 ・IoT 機器、通信機器の品質管理 

⑥ 

42 
①-サ

[7]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

不正ソフトウェアの搭載を防ぐ仕組みを実装した

IoT 機器の導入 

 ・導入する IoT 機器に搭載されているソフトウェア

を事前に確認する 

 ・導入後の IoT 機器に対し、ソフトウェアの追加イ

ンストールを制限する 

① 

43 
③-レ

[3]d 
IoT 機器導入 部品加工部門 

リスク管理 

 ・IoT 機器の保守契約手続き 
① 

44 
③-レ

[7]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

リモートアップデート機能の提供 

 ・IoT 機器に対する迅速な脆弱性対策の実施 
① 

45 
③-レ

[10]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

セキュリティバイデザインの実践 

 ・あらかじめセキュリティ対策が実装された IoT 機

器の選択 

① 

46 
③-セ

[2]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器が安全に動作する仕組み 

 ・機能安全を考慮した IoT 機器の選択 
① 

47 
③-セ

[3]a 
IoT 機器導入 部品加工部門 

IoT 機器の動作の正当性確認 

 ・現場の IoT機器がサイバー空間から送信された

処理結果と実際の IoT 機器の動作結果と比較し

て、異常を検知や動作の停止を行う 

① 

48 
③-レ

[4]a 
運用保守 

経営企画部門(セキ

ュリティ管理責任

者) 

定期的な教育・訓練 

 ・従業員向けの定期的なセキュリティ対策教育の

実施 

 ・従業員向けの定期的なセキュリティインシデント

対応訓練の実施 

① 

49 
①-サ

[2]d 
運用保守 部品加工部門 

IoT 機器の継続的な脆弱性対策 

 ・IoT 機器のセキュリティパッチの定期的な更新 
① 

50 
①-サ

[3]b 
運用保守 部品加工部門 

IoT 機器の認証とアクセス管理 

 ・セキュリティポリシーに従ったアクセス権の定義 
① 

51 
①-サ

[5]b 
運用保守 部品加工部門 

IoT 機器、通信機器の故障予防、復旧対策 

 ・IoT 機器、通信機器の定期メンテナンス 

 ・IoT 機器、通信機器の故障の検知 

 ・IoT 機器、通信機器の交換作業 

① 

52 
③-レ

[3]e 
運用保守 部品加工部門 

リスク管理 

 ・IoT 機器に関する脆弱性情報の収集 
① 

53 
③-レ

[6]a 
運用保守 部品加工部門 

IoT 機器の資産管理 

 ・IoT 機器の資産の棚卸しと管理 
① 
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54 
③-レ

[11]a 
運用保守 部品加工部門 

正規アップデートの利用 

 ・IoT 機器の提供業者より公開された正規アップ

デートの利用 

① 

55 
①-サ

[6]a 
.廃棄 部品加工部門 

IoT 機器廃棄時に識別子の完全削除 

 ・IoT 機器固有の識別子を読み取りできない状態

にする 

① 

56 
①-サ

[8]a 
.廃棄 部品加工部門 

IoT 機器廃棄時の情報(データ)完全削除 

 ・IoT 機器に保存されている情報(データ)を読み

取りできない状態にする 

① 

 

○ CPS/IoT セキュリティ対応マニュアルへのご意見 

 対応の分担や流れはフローに記載の通りで問題ない。 ・

 IoT 機器が起動していても反応がない場合は、その時点で再起動してしまうと思われる。起動・

管理のルールを決めて、徹底させる必要があると感じた。 

 現状の外部とのデータ送受信が無い設備などについては、セキュリティ管理のレベルは低く生・

産技術部門の担当者以下で判断・対処するものが多いと思われる。 
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10.4 用語集 

表 10-12: 用語集 

No. 用語 説明 

1 AI 「Artificial Intelligence」の略称。 

2 B2B 「Business to Business」の略称。 

3 B2C 「Business to Consumer」の略称。 

4 BI ツール 

「Business Inteligence Tool (ビジネスインテリジェンス・ツール)」の略称。蓄積された社

内のデータを収集して分析するためのツールで、経営戦略や意思決定、マーケティン

グ分析に役立てることができる。 

5 Bluetooth 
数 m程度の IoT機器間接続に使われる短距離無線通信技術の一つ。ケーブルを使わ

ずに接続し、音声やデータをやり取りすることができる。 

6 CAEX 「Computer Aided Engineering Exchange」の略称。 

7 COLLADA 「COLLAborative Design Activity」の略称。 

8 CPPS 「Cyber Physical Production System」の略称。 

9 DDoS 

「Distributed Denial of Service」の略称。ネットワークを通じた攻撃手法の一種で、標的

となる送信先に対し、複数の送信元から一斉に大量の処理負荷を与えることで、送信

先のサービスを停止させる攻撃。 

単一の送信元から送信先への攻撃である DoS 攻撃に対し、DDoS 攻撃は複数の送信

元からの分散攻撃手法へと発展させたもの。 

10 DTLS 

「Datagram Transport Layer Security」の略称。ネットワーク上で、データグラム(宛先アド

レス等の制御情報を付加されたデータの小さなまとまり)を暗号化して送受信するプロト

コル(通信手段)の一つ。TLSと同様に、データグラムを送受信する一対の IoT機器間で

通信を暗号化し、ネットワーク上の他の機器によるなりすましやデータの盗み見、改ざ

ん等を防ぐことができる。 

11 E2E 「End To End」の略称。 

12 ERP 「Enterprise Resources Planning」の略称。企業資源計画。 

13 ESSID 
「Extended Service Set Identifier」の略称。IEEE 802.11 シリーズの無線 LAN（Wi-Fi）に

おけるネットワークの識別子の一つ。現在では SSID と同じ意味で使う場合が多い。 

14 HMI 
「Human Machine Interface」の略称。人間と機械が情報をやり取りするための手段や、

そのための装置、ソフトウェア等の総称。 

15 IAF 「Industrial Automation Forum」の略称。 

16 IDS 
「Intrusion Detection System」の略称。不正侵入検知システム。通信回線を監視し、ネッ

トワークへの侵入を検知して管理者に通報するシステム。 
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17 IoT 「Internet of Things」の略称。 

18 IPS 
「Intrusion Prevention System」の略称。不正侵入防止システム。IDS に加えて、異常な

通信を行う対象を自動的に遮断するシステム。 

19 IPsec 

「Security Architecture for Internet Protocol」の略称。ネットワーク上で、暗号通信を行

うためのプロトコル（通信手段）の一つ。アプリケーションが暗号化に対応していなくても

安全に情報のやり取りが可能。 

20 ISA-95 

ISA は「Industry Standard Architecture」の略称。制御システムと経営システムをつなぐ

ためのフレームワークについて定義した国際標準。グローバルな製造企業を意識して

検討されている。 

21 ITSMS 
「IT Service Management System（IT サービスマネジメントシステム）」の略称。IT サービ

スを PDCA サイクルに基づいて管理し、品質の確保や改善を行う仕組み。 

22 IVI 「Industrial Value Chain Initiative」の略称。 

23 IVI プラットフォーム IVI が提唱する「つながる工場」のためのしくみ。 

24 KPI 

「Key Performance Indicator」の略称。 

事業の実行状況と目標の達成度合いを的確かつ定量的に測定・可視化・評価するた

めに設定する基準指標。 

25 LAN 

「Local Area Network」の略称。家庭内や会社内など限られた範囲で電子計算機や通

信機器、情報機器などをケーブルや無線電波などで接続してデータ通信をできるよう

にしたネットワーク。 

26 MACアドレス 
「Media Access Control address」の略称。ネットワーク接続装置・部品毎に割り当てられ

る一意の識別番号。 

27 MES 「Manufacturing Execution System」の略称。 

28 NCデータ 
「Numerical Control データ」の略称。 

加工現場で使用される設備(工作機械)を数値制御するためのデータ。 

29 NIST 「National Institute of Stndards and Technology」の略称。 

30 NWカメラ 
Network カメラ (ネットワークカメラ)有線や無線のLAN接続機能をもち、映像信号や音

声信号を TCP/IP（インターネットの通信手順）に流すことができるカメラ。 

31 OASIS 
国際的な非営利目的の協会で、インターネット上でのデータ交換規約の標準化を推

進。 

32 OECD 8 原則 

OECD（経済協力開発機構）が定めた「プライバシー保護と個人データの国際流通につ

いての勧告」の中に記述されている以下 8つの原則。個人情報保護の考え方の基礎に

なっている。(1)収集制限の原則、(2)データ内容の原則、(3)目的明確化の原則、(4)利

用制限の原則、(5)安全保護の原則、(6)公開の原則、(7)個人参加の原則、(8)責任の原

則 

33 OPC 「Openness Productivity Collaboration」の略称。 

34 OPC UA 

「OPC Unified Architecture 」の略称。IoT 機器を制御するソフトウェア同士を連携する

ためのインターフェース規格である OPCの機能をベースとし、機能拡張のために再設

計された標準規格。業界団体の OPC Foundation が規格の保守・更新を行っている。 
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35 OpenSSL 暗号通信プロトコル(SSL および TLS)を実装したオープンソースライブラリ。 

36 OS 
「Operating System」の略称。IoT機器の基本的な管理や制御のための機能や、多くの

ソフトウェアが共通して利用する基本的な機能を有するソフトウェア。 

37 PC 「Personal Computer」の略称。個人利用を目的とした電子計算機。 

38 PDCA 
計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act）という活動を繰り返すことで、継続的

に業務プロセスを改善していく管理手法。 

39 PLC 「Programmable Logic Controller」の略称。シーケンサの一般用語。 

40 PLCopen PLCプログラミングに関する国際基準 IEC 61131-3 の普及活動を行う機関。 

41 PLM 
「Product Life cycle Management」の略称。製品ライフサイクル管理 

 

42 PSLX 
製造業におけるプランニングとスケジューリングを、IT 技術の元で統合させることで、新

しい生産管理のしくみを構築するための標準仕様およびガイドライン。 

43 P板 複数の電線を接続し、ステータの電気回路を構成するためのプリント基板。 

44 QCD 「Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期」の略称。 

45 RAMI4.0 
「Reference Architecture Model Industrie 4.0」の略称。インダストリー4.0 のリファレンス

アーキテクチャモデル。 

46 RDB 「Relational Database」の略称。 

47 RFI 「Request for Information」の略称。 

48 RFP 「Request For Proposal」の略称。 

49 RFQ 「Request For Quotation」の略称。 

50 SCADA 
「Supervisory Control And Data Acquisition」の略称。コンピュータによるシステム監視と

プロセス制御を行える、産業用の制御システム。 

51 SCM 「supply chain management」の略称。 

52 SISO 「Simulation Interoperability Standards Organization」の略称。 

53 SMS 「Smart Manufacturing Systems」の略称。 



 

415 

No. 用語 説明 

54 ST 「Standard Time」の略称。標準作業時間。 

55 S 組立 ステータ（ロータ）組立。 

56 TLS 

「Transport Layer Security」の略称。ネットワーク上で、データを暗号化して送受信する

トランスポート層のプロトコル（通信手段）。データを送受信する一対の IoT 機器間で通

信を暗号化し、ネットワーク上の他の機器によるなりすましやデータの盗み見、改ざん

等を防ぐことができる。 

57 UML 「Unified Modeling Language」の略称。 

58 VC 
「Value Chain」の略称。原材料の調達から製品やサービスの販売までの企業活動を、

一連の価値の連鎖と捉える考え方。 

59 W3C 「World Wide Web Consortium」の略称。 

60 WPA2 

「Wi-Fi Protected Access 2」の略称。無線 LAN の暗号化方式の規格であるWPA

（Wi-Fi Protected Access）の新バージョンで、米標準技術局（NIST）が定めた暗号化標

準の「AES（Advanced Encryption Standard）暗号」に対応している。 

61 XML 「Extensible Markup Language」の略称。 

62 アーキテクチャ 
ハードウェアや OS、ネットワークなど情報システムの基本設計や設計思想及びその設

計思想。 

63 アウトプットデータ 業務から出力されるデータ。 

64 アプリケーション 特定の目的のために使用されるソフトウェア。 

65 アルゴリズム 問題を解くための計算手順や処理手順。 

66 インシュレータ ステータのコイルとコアを絶縁する部品。電線を巻きつけるため、「ボビン」とも呼ぶ。 

67 インテグレーション 
コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどを組み合わせて一体化し、

目的を達成するために情報システムを構築すること。 

68 
イントルージョン・ディ

テクション・システム 
コンピュータ及びネットワークに対する不正行為を検出、通知するシステム。 

69 インプットデータ 業務に入力されるデータ。 

70 エコシステム 「Smart Manufacturing Systems」の略称。 

71 エッジコンピュータ 
通信遅延の短縮、応答性の向上、またはデータの一時保存を目的としてセンサー近く

に配置されるサーバー機能を持つ機器。 

72 エンドポイント ネットワークに接続されたパソコン等のネットワーク端末の総称。 
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73 オーケストレーション 複雑なコンピュータシステム、サービスの設定及び管理を自動化すること。 

74 オーダー 業務の指示に関するデータ群。 

75 オープン 公開されていること。 

76 カーボン カーボンブラック(炭素の粉)。 

77 カイゼン 
製造業の生産(作業)現場にて、作業者が中心となって行われる作業の見直し・改善活

動。 

78 カラゲピン コアに巻いた電線の端末に電流を供給するための金属部品。 

79 クラウド 
データをネットワークに接続された電子計算機(サーバー、ストレージ)群に保存する使

い方やサービス。 

80 クラウドソーシング 不特定多数の人に作業を募り、サービス等を取得すること。 

81 コア 通電により、コイルで発生する磁界を集める部品。 

82 サーボアンプ 
シーケンサや位置決めユニット、モーションコントローラなどの上位装置からの指令どお

りにサーボモータを回転させるための制御装置。 

83 サーボシステム 
サーボシステムコントローラ、サーボアンプ、サーボモーターにより構成される駆動シス

テム。 

84 サーボモータ 
エンコーダで回転する軸の角度と速度を検出できるモーター。高速、高精度、高トルク

などを実現できる。 

85 サンドボックス 
外部からのプログラムを保護領域で動作させることで、不正なシステム操作を防止する

セキュリティ機構。 

86 シーケンサ 

様々な入出力機器や駆動機器を接続し、リレー回路をプログラミングし制御を行うコント

ローラ。入力機器のON/OFF（指令信号）に応じて出力機器（負荷）をON/OFF してシ

ーケンス制御を行う、工業用マイコン装置。一般用語では、PLC と呼ばれる。 

87 ステータ 通電により、サーボモーターを回転させる磁界を発生する部品。 

88 スループット 工場や機械などが単位時間に処理できる作業量。 

89 
セーフティコンポーネ

ント 

機械の安全性確保を目的に、安全にかかわる制御システムを構築するための制御機

器。 

90 セットメーカー ブランド力のある最終消費者へ製品販売する製造業者。 

91 セマンティック 
Semantic。電子計算機が自動的に処理を行えるために、文書や情報に意味づけ・関連

付けさせること。 
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92 センサー 
音・光・振動・熱など、ある対象の物理量を検知し、電気信号に変換して出力する機器

や装置。 

93 タイムスタンプ 
電子データに付与される時刻の情報。データの作成や最終更新、最終アクセス等の日

時を記録するために利用される。 

94 タグ 要素の境界を示す文字列(開始タグと終了タグ)。 

95 チェックサム 
誤り検出符号の一つで、データ列を整数値の列とみなして和を求め、これをある定数で

割った余り（余剰）を検査用データとするもの。 

96 ディスクリート生産 組立、加工のように、扱う主要な材料や製品が固体である生産。 

97 ディレクション 業務に入力される指示系のデータ群。 

98 
データプロファイル基

本構造 
データプロファイルの第 3 階層までの構造。 

99 データレジスタ 数値データ、文字列データが扱えるワードデバイス。 

100 トランザクション 業務から出力される結果系のデータ群。 

101 トレーサビリティ 

品種ごとの組立指示情報、検査規格値に従って、組立、検査を行い、組立実績、検査

実績を製品単位に記録する。組立部品も部品によって、シリアル番号管理かロット番号

管理を行うことにより、製品情報を追跡可能にする仕組み。 

102 ノギス 長さを測定する測定器。 

103 パーツフィーダ 部品供給するための治具。 

104 バッチプロセス生産 バッチ処理で行われるプロセス生産。 

105 バッチ処理 一定量、あるいは一定期間のデータを収集し、一括処理するための処理方法。 

106 
パブリッシュ・サブス

クライブ通信 

メッセージの送信者（パブリッシャー）が特定の受信者（サブスクライバー）を想定せずに

メッセージを送受信する通信方式。 

107 ビジョンセンサー 
モーター製造時に画像検査を行うために用いるカメラ。ステータ製造では、カラゲピン

の高さを計測するためなどに用いる。 

108 ヒヤリハット 
重大な事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事象を発見するこ

と。 

109 ファームウェア 
コンピュータ等に内蔵されるソフトウェアの一種で、本体内部の回路や装置等の基本的

な制御を司る機能を持ったもの。 

110 ファイアウォール 
コンピュータやネットワークと外部ネットワークの境界に設置され、内外の通信を中継・

監視し、外部の攻撃から内部を保護するためのソフトウェアやシステムなどのこと。 
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111 
フィールドネットワー

ク 

PLC等のコントローラとフィールド機器間での、制御の通信を主目的とするネットワー

ク。 

112 フォークリフト 荷物を持つための爪(フォーク)を有した運搬機械。 

113 フォールトトレランス 耐障害性。 

114 フラックス槽 
半田のノリを良くするために塗布するフラックスが溜められているケース。ここに半田付

け予定の部品を浸けることでフラックスを塗布する。 

115 プラットフォーム コンピュータにおいて、ソフトウェアが動作するための土台として機能する部分のこと。 

116 プロセス 業務の方法に関するデータ群。 

117 プロビジョニング 
ネットワークやコンピュータ設備などのリソースを、必要に応じて提供できるよう予測し備

えること。 

118 ヘッダー データプロファイル基本構造の第 1 階層であり、業務を特定するデータ群。 

119 ベンディングマシン 板金加工機械。 

120 ボディー データプロファイル基本構造の第 1 階層であり、業務に対する入出力データ群。 

121 ボトルネック工程 
生産工場（ライン）のなかで最も能力の低い工程であり、生産性を下げている要因のこ

と。 

122 マクロ 大きな視点。 

123 マルウェア ワーム、スパイウェアなどの「悪意のこもった」ソフトウェアのこと。 

124 マンマシンチャート 

相互関係で作業が成り立っているような場合の分析方法の一種。 

 作業者が機械や設備を用いながら作業を行なう場合、作業者だけをとらえて分析して

は問題が不明瞭となるし、機械だけをとらえても同様である。そこで、作業者と機械が、

お互いどのように関連しながら作業が行なわれていくのかを、時系列的に分析するため

のもの。 

125 メタデータ 作成日時や作成者など、データそのものに関するデータ。 

126 
メッセージ・リプレ-ア

タック 

不正侵入の手段の一つで、パスワードや暗号鍵などを盗聴し、そのまま利用することで

そのユーザになりすます方法。 

127 ライブラリ 汎用性のある再利用可能なオブジェクトを集めたもの。 

128 レガシーな設備 最新および近年標準的に具備している機能を有していない設備のこと。 
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129 レジリエンス CPS/IoTセキュリティ問題の発生後に、迅速に対応し速やかに復旧する力のこと。 

130 ロギング 装置の動作や通信履歴などを時系列に記録すること。 

131 ロット 
連続して同じ条件（同じ原料・設備・冶具など）で製造した製品の、グループ分けされた

数量単位。 

132 ワークセンター 作業区をさらに生産管理上の単位として細かく分けたもの。 

133 ワークユニット ワークセンターを構成するもの。 

134 暗号鍵 データを暗号化する際に、暗号方式に従い使用するパラメータ（鍵情報）のこと。 

135 管理シェル Administration Shell の邦訳。 

136 管理限界値 管理図における管理限界の値。 

137 現場データ 

実証実験の対象現場にて発生する（取得できる）データのこと。対象の現場に対してカ

メラやセンサーなどの機器を追加してデータを取得する場合は、そのデータも現場デ

ータに含む。 

138 公衆回線 不特定多数の利用者によって共有して利用される通信回線。 

139 合成ゴム 弾性を有する合成高分子物質の総称。 

140 作業区 工場を機能別に分けた場合の単位。 

141 需給計画 
需要や販売計画に基づき、在庫量および在庫量確保のために仕入量や生産量を決定

する計画。 

142 制御パラメータ 設備制御に必要な設定パラメータ。 

143 生体認証 
指紋や声、筆跡、静脈、瞳の虹彩など、生物個体が持っている特性を利用して個人認

証する仕組み。 

144 設備レシピ 生産設備のための設定情報。 

145 棚卸資産 将来販売するために残っている在庫。 

146 段取り作業 加工などを行うための準備作業。 

147 段取り替え 品種や工程内容が変わる際生じる治具の交換や制御レシピを切り替える作業のこと。 
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148 調達リードタイム 発注から調達完了までのリードタイム。 

149 天然ゴム 天然のゴムの木の樹液から精製されたゴム。 

150 電子証明書 
認証局（CA）(電子証明書を発行する機関)が発行するデータ。デジタル署名検証用の

公開鍵が真正であることを証明する。 

151 電流センサー 電線・ケーブルを流れる電流を検出する測定機器のこと。 

152 発注点 発注のタイミング。 

153 半田ユニット 半田付けを行う装置。 

154 復号鍵 

データを復号する際に、暗号方式に従い使用するパラメータ（鍵情報）のこと。共通鍵

暗号方式の場合は暗号化した際に使用した暗号鍵が復号鍵となり、公開鍵暗号方式

の場合は暗号化した際に使用した暗号鍵と対になるもう一つの鍵が復号鍵となる。 

155 歩留 原材料から見込まれる生産数量に対して、実際に生産できた製品生産数量の比率。 

156 溶接トーチ 通電により、アークを発生する溶接ツール。 

157 要素出現回数 同階層に同じ要素が出現する回数。 

158 連続プロセス生産 化学プラントや製油所等の液体や気体を扱う生産。 

159 4M 
生産活動に必要な4要素を示したもので、本実証事業では、「Man（人）」、「Machine（機

械）」、「Material（材料）」、「Method（方法）」の頭文字をとって 4M としている。 
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