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１．本報告書の骨子 

 

（１）提案内容 

 

今年度の産業機械サブ幹事会の活動成果として以下を提案する。 

 

○ スマートマニュファクチャリングへの国際的な関心が高まる中、これまであ

まり議論されていない、現場も含めた生産技術側の「カイゼン」が反映され

るスマートマニュファクチャリングの構想を、現場力を向上するサイバーフ

ィジカル生産システムとして提示したい。このためのアプローチとして、人

の判断も含めたサイバーフィジカル生産システム上の情報の流れをモデル

化し、人の判断がサイバー空間上に反映される仕組みを明示する。そして、

具体的なユースケースを用いて工作機械が生産管理側などとやりとりする

データ項目などの分析を試みる。 

 

○ 上記の構想をセキュアな環境で実現させるために、サイバーフィジカル生産

システム上でビジネスを行う際のステークホルダの関係ややり取りされる

情報の特性を考慮した上で、情報漏洩の問題点などを局在化させるための手

続きを、情報モデルやユースケース分析を踏まえて示したい。 

 

これらの取組みを踏まえて、サイバーフィジカル生産システムの中核要素とし

ての工作機械のインタフェース共通化などを例として、スマートマニュファク

チャリングの実践に向けた国際連携に協力したい。 

 

（２）体制 

 

工作機械メーカ、制御機器メーカ、工作機械ユーザなどの企業から、業界全

体の戦略を担う実務家が集まり当会を構成した。昨年度の検討に加え、今年度

は、当会の構想に基づき工作機械のインタフェースを検討するための、具体的

なモデルやユースケースを検討できるメンバを当会参加企業から募り、インタ

フェース検討作業Ｇを構成した。本報告書の末尾に当会のメンバとインタフェ

ース検討作業Ｇのメンバを記載する。 

 

（３）構成 

 

今年度は、上記の提案に向けて、上記の体制で次のような方法により検討し
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た。第一に、スマートマニュファクチャリングの将来像としての現場力を活用

したサイバーフィジカル生産システムの考え方やメーカに依存しない工作機械

のインタフェースのあり方をサブ幹事会メンバが議論した（第２章）。次に、工

作機械のインタフェースを検討するために有用なサイバーフィジカル生産シス

テムのモデルを検討し（第３章）、このモデルを用いて、工場の生産性向上に関

連する具体的な３つのユースケースをそれぞれ分析した（第４章）。 後に、分

析した各ユースケースを横断的に分析し、それらに共通する工作機械のインタ

フェースの特徴を整理した（第５章）。 

 

（４）スコープ 

 

サイバーフィジカル生産システムの要素として活躍する工作機械のインタフ

ェースは様々な観点で検討されうるが、ここでは、特にインタフェースにおけ

る情報の内容を重点的に検討する。工作機械がやりとりするデータの通信形式

や管理形式など、実装に関わる部分は本検討の範囲外であるが、複数の実装を

許す形で検討する。また、本検討では、生産システム全体の生産性向上という

観点で工作機械のインタフェースを検討しているが、この検討は必要に応じ他

のサイバーフィジカル生産システムの構成要素に順次拡張され得るものである。 

 

  



 

3 
 

２．背景と将来像 

 

（１）スマートマニュファクチャリングの将来像 

 

製造業の生産性向上は、付加価値の向上と環境負荷の低減を両立し持続可能

な社会を構築する上で主要な課題である。この点で工作機械メーカは、生産プ

ロセスの自動化に不可欠な役割を担い、製造業の生産性向上に貢献してきた。

工作機械メーカは、工作機械を製造メーカに提供するのみならず、工作機械を

起点としたサービスを提供するマニュファクチャリングサービスプロバイダと

しての役割を今後強めていく。 

「モノのインターネット（Internet of Things, IoT）」という概念は、第４

次産業革命の核として製造業においても注目を集めている。工作機械やロボッ

トなど、生産プロセスを構成する様々な設備の情報がデータとして蓄積され、

蓄積されたデータを利用することで、生産プロセスの全体 適化、ひいては製

品のライフサイクル全体における付加価値の創造が実現する。 

スマートマニュファクチャリングとは、生産システムに関わる様々な情報を

利用可能とすること、そして、人工知能などを活用し工作機械の知能化が進む

ことを前提に、ステークホルダが協調してこれらの情報や工作機械を効果的に

使い、製品のライフサイクル全体における生産管理（サプライチェーン）と生

産技術（エンジニアリングチェーン）の価値提供プロセスの両輪を 適化する

考え方である。スマートマニュファクチャリングの実践により、以下の様なこ

とが具体的に可能となる。 

 

生産プロセスの可視化：工作機械の稼動状態やアラーム履歴が可視化され、現

場で「カイゼン」を進めるための情報が現場にリアルタイムで提供される。ラ

インバランス、工程間滞留などのライン全体に対しての課題も効率的に把握し

対応可能となる。さらに、可視化の範囲が生産ラインに留まらず、生産管理（サ

プライチェーン）と生産技術（エンジニアリングチェーン）の両プロセス全体

まで拡大する。 

 

「カイゼン」情報の効果的な活用：生産ライン上の作業員が対応できる作業範

囲等の情報や、新たな「カイゼン」をもたらす作業員の気づきのプロセスなど

が、サイバー空間上のモデルに反映され、より高度な意思決定の代替・支援が

可能となる。 

 

プロセス間連携による品質の向上：加工、計測、組立の各プロセスの情報を統
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合的に活用し、各プロセスの改善を計算機上で支援できるようにすることで製

品の品質を向上することができる。 

 

生産管理側と生産技術側との双方向連携：生産オーダなどの情報が生産管理側

から生産技術側（現場も含む）に一方的に送られるだけでなく、生産技術側で

計画通りに生産オーダが実行されたかどうか等の情報が生産管理側に高頻度で

フィードバックされることで、生産オーダの変更や機械割り付けの再配分等、

現場の状況に対しより柔軟に生産計画を対応させることができる。 

 

製造トレーサビリティの確保：個別受注生産における頻繁な設計変更を、購買

部門、加工部門、組立部門などの現場に確実に伝達する仕組みが実現可能とな

る。また、製品の品質管理を実現する為、加工・組立・検査などの各工程で使

用された設備や部品、各工程の作業員などの情報が製品から追跡可能となる。 

 

予防保全・予知保全・保全計画の高度化：工場データの継続的蓄積と人工知能

などの活用等により、工作機械の故障などの予兆の早期把握が可能となり、工

作機械のライフサイクルの観点から、生産計画、保全計画などをリアルタイム

で 適化できるようになる。 

 

（２）現場力を活用するサイバーフィジカル生産システム 

 

 サイバーフィジカルシステム（Cyber Physical System, CPS）とは、物体や

機械、人間などの実空間（フィジカル空間）における実体の動きや変化と、ソ

フトウェアなどで実現される「サイバー空間」上の情報の流れや変化を密に連

携させ、両空間をまたがる双方向の情報流を循環させ、両空間の共進化を目指

すことを目的とするシステムの概念である。このために、実空間からセンシン

グした情報をサイバー空間に素早く反映し、サイバー空間で分析・知識化した

情報を実空間に素早く還元することが要請される。CPS の一つとして生産システ

ムをとらえる考え方が近年注目を集めている。中でも、実空間の生産システム

に関するあらゆる情報をサイバー空間上に集約し、サイバー空間上で生産シス

テムの状況を把握した上で、把握した状況に基づく判断により生産システムを

運用・保全するための指示（フィードバック）を与えるという考え方は、製造

業においては、昨今の IoT/AI 技術の進展による各種機器の進歩により実現の可

能性が高まり、スマートマニュファクチャリングに関する欧米の研究コミュニ

ティの支持を得ている。 

生産システムの設計・運用・保全に CPS の考え方を応用しサイバー空間上の
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情報を活用して行う仕組みは、その全体構成（アーキテクチャ）やそれを含め

た価値提供の仕組み（ビジネスモデル）によって多様である。 

欧米では、スマートマニュファクチュアリングの仕組みとして複数の実装形

態が提案されている。まず、（人の判断も含め）サイバー空間上にあらゆる情報

を集約させ、その膨大な情報をもとにした全体 適解の探索の結果、様々な関

連サービスを提供することで生産を効率化させる仕組みが提案されている。ま

た、機器のある現場それぞれの差異を認識しつつ、機器等からサイバー空間に

取り込まれる情報を目的に応じて組み合わせ、柔軟に流通させ、局所的な自動

処理による判断とその間の連携により、生産プロセスの全体 適化を目指す仕

組みも提案されている。上記どちらの仕組みも、生産システムの設計・運用・

保全に携わる人間の意図や局所判断の積み重ねによる局所 適解の集合が全体

適に至らない可能性が高い、ということをより重視し、現在の学術的・技術

的レベルである程度抽象化が為されたサイバー空間上の生産システムモデルの

上での情報流通の方が、現実の生産システムの全体 適の実現のために大きく

寄与するであろう、という仮説に基づいている。しかしながらこれらの仕組み

は、生産システムに携わる様々なレベルの人間が持つ情報の集積に基づく全体

判断の改善に寄与する一方、生産現場が生産計画を起点とする情報の流れの下

流におかれることで、現場の知恵を反映できない硬直した生産活動に陥る可能

性もある。 

 日本の製造業では、生産システム上の各工作機械の作業員、生産ラインの管

理者、生産計画の立案者等が、それぞれある程度の裁量を持ちながら、生産シ

ステムに局所的ではあるが俊敏なフィードバックを与えることで「カイゼン」

する仕組みが伝統的に実践されている。これは現在の日本の生産システムが、

戦後の物資も技術も不足する中で、唯一残された人という財産を生かして復興

したという歴史も背景にしている。この仕組みにおいては、人間が生産システ

ムの状況や周辺情報を多面的に考慮した高度な判断を行っており、生産システ

ムを成り立たせる上で不可欠な役割を担っている。この仕組みでは、実空間の

現場において把握できる情報が、サイバー空間上に反映できる情報の量を上回

っており、その差分を生かした現場での判断が生産システムの「カイゼン」の

ために有意義に活用できる、との仮説に基づいている。日本の局所知識重視型

の仕組みは、CPS 上の能動的なコンポーネントとして人間を位置づけ、人間が起

点となる細かな「カイゼン」を生み出す一方、その「カイゼン」を「情報」と

してシステム全体へと伝達する仕組みが限定的であることが全体 適を阻む可

能性が高い。 

 欧米が開発を進める計画側の情報が主導する仕組みと日本の伝統的な現場側

の局所的判断や「カイゼン」を重視する仕組みは対極的であると同時に相補的
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である。そこで、両仕組みを統合した「現場力を活用するサイバーフィジカル

生産システム」が、より効率的で知的な生産現場を産み出すための「真のカイ

ゼン」の源泉となると考えられる。すなわち、生産現場の裁量による局所生産

改善の知恵を情報として一早くサイバー空間上に抽出し、その情報を全体 適

の検討に反映させることとともに、計算機上での分析による全体 適を目指し

たプロセス改善の知恵をいち早く現場にフィードバックし、生産現場での局所

改善に反映することの双方を実現させることで、CPS の本旨である実空間とサイ

バー空間の双方向の密結合が実現する。これにより両空間をつなぐ「カイゼン

の循環」が引き起こされ、「真にスマートな」マニュファクチュアリングに到達

すると考えられる。 

 

（３）工作機械のインタフェース共通化の重要性 

 

 前述の様に、人間の判断をサイバー空間上へ効果的に抽出することは、現場

力を活用するサイバーフィジカル生産システムの重要な要件となるが、工作機

械の振る舞いはこの人間の判断と密接な関係がある。例えば、工作機械の操作

員は工具の状態などを考慮して加工速度を動的に微調整し、場合によっては、

工具やワークの破損を避ける為に自動運転中の加工機械を停止させる。この結

果、工作機械は人間の判断結果を間接的に生産管理系に伝える媒体（キャリア）

としての役割を担っていると考えられる。 

 

工作機械のインタフェースは、工作機械から取得できる情報や工作機械に与

える情報を規定するが、人間の判断結果の取り出しやすさという観点において

も注意深く設計されるべきである。インタフェースの設計に注意が払われなけ

れば、工作機械の作業員に本来不必要な作業を強いる状況や（特定の操作が発

生した場合にボタンを押す等）、他のセンサーや周辺機器で冗長する情報を取得

せざるを得ない状況が生じ、サイバーフィジカルシステムに工作機械を統合す

る際に、不必要なコストが生じる原因となる。 

 

 これまでも工作機械メーカの独自の努力により、様々なニーズを満足する機

能を持つ工作機械が開発されてきた。工作機械メーカはシビアな競争環境の中、

核となる加工機能に留まらず、工具チェンジャーや操作パネルなども含めて、

工作機械の周辺機能の開発を進めてきた経緯から、工作機械はメーカ毎に独自

の特徴を持ちその発展を遂げている。 

他方、サイバー空間上で用いられる工作機械モデルにおいては、工作機械の各

社固有の特徴をある程度抽象化することで、インタフェースを共通化し相互互
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換性を持たせることが不可欠である。例えば、ある工作機械を同等機能の他の

工作機械と取り替えた場合において、周辺機器とのインタフェースや、予防保

全や予知保全、稼動管理、生産管理などのためのソフトウェアは取り替えずに

これまでの機能を発揮できることが望ましい。インタフェースを共通化した場

合でも、工作機械やそれに搭載されるソフトウェアそのものの競争を妨げるも

のではない。また、インタフェースが共通化されることで、工作機械各メーカ

の研究開発資源を、競争力の源となる工作機械自体や稼動管理や保全などの付

随サービスの機能向上のために効率的に投入することが促進される。 

また、生産ライン担当者が各々の経験で 適な結果を引き出せる様に各工作

機械の設計を工夫することは各工作機械メーカの競争領域に属する開発項目で

あり、さらに、機械の組み合わせによる 適な動作条件を引き出すことは生産

ライン担当者が持つ競争力であるが、その 適な動作条件を検討するために組

み合わせる他社機種のモデルの提供を他社から受けたり、公開可能な情報を入

手したりすることは各メーカが協調して行うのがよい。さらに、その条件が

適であったかどうかを加工結果により評価する環境も、共通の工作機械インタ

フェースに派生する技術とみなし、協調して開発すべき技術であると考えられ

る。 

工作機械のインタフェースの共通化には、工作機械メーカ各社の協力が不可

欠である。このため、工作機械ユーザの要望を取り入れながら工作機械メーカ

が主体的にインタフェースの共通化を図る取り組みは、産業機械サブ幹事会の

ミッションとして適切である。 

 

（４）国際標準化との接点 

 

生産システムをサイバーフィジカルシステムと見なし、あらゆる情報を用いて

スマートマニュファクチャリングを実践するには、これらの情報を関連づけ、

モデルとして統合する仕組みが不可欠である。このために、スマートマニュフ

ァクチャリングに関する国際標準案が（例えば ISO や IEC などの場に於いて）

議論されつつある。現状では、多くの提案が、デバイスレベルからエンタープ

ライズレベルに至るまでの多様なスコープを考慮した抽象的な枠組みが議論さ

れている。今後、スマートマニュファクチャリングの核となるコンポーネント

として工作機械が活躍するには、徐々に具体化される標準化提案の方向性を注

視し、生産システム上の他のコンポーネントと通信できるインタフェースを提

供し、工作機械本来の機能を十分に発揮することが望まれる。 

例えば、欧州での国際標準化の枠組みの中で提案されている Industry4.0 コ

ンポーネントとは、生産システム上のオブジェクトと管理シェルで構成される。
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管理シェルは、工作機械などの機能やインタフェースが異なる様々なオブジェ

クトを接続するために必要であり、インタフェースの抽象化の一手段である。

管理シェルは、対応するオブジェクトに特有の特徴を設備プロファイルとして

保持する。工作機械のインタフェースを共通化することで、管理シェルが含む

べき設備プロファイルの共通化が図られ、工作機械が Industry4.0 コンポーネ

ントとして活躍するためのコストの低減が可能となる。さらに、工作機械が周

りのコンポーネントの情報（加工環境、他の工作機械の状態やアラーム、生産

計画）をそれぞれの管理シェルを経由して取得し、工作機械がより高度な情報

処理を行い、現場の作業員の判断を助ける情報を提供する可能性も秘めている。 

通信プロトコル等の工作機械のインタフェースの実装面においては、既存の

標準を採用することが望ましい。例えば、情報レイヤーでの OPC UA やフィール

ドレイヤーでは MTConnect などが用いられている。データ項目など「情報の意

味」に関するインタフェースの共通化の取り組みにおいては、インタフェース

の実装の選択肢に対して中立的な立場をとる。 

本幹事会の活動で推進した共通化されるべきインタフェースの分析や共通化

に向けた方法論の検討はまさに、このような各国の取り組みを現場で実践する

ために不可欠な役割を演じており、日本の工作機械業界の各社がまとまり、業

界の幅広い合意を得ながら検討を進めることは有意義である。 
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３．インタフェースを可視化するサイバーフィジカル生産システムのモデル 

 

（１）モデルに基づくサイバーフィジカル生産システム構成の分析 

 

現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムの構成要件を明らかにす

るためには、作業員や工作機械などの多様な要素からなる生産システム全体に

おいて、モノと情報の流れやその処理結果がもたらす生産活動の実行・調整へ

の影響を明らかにすることが不可欠である。現在、ERP や各種生産シミュレータ

などの導入により、生産計画、資材調達計画、設備レイアウトなどの情報は部

分的に企業内ネットワーク上に格納され、必要に応じて参照されている。しか

し、生産工程の進捗状況や、現場での作業内容の調整結果、さらには、仕掛か

り品在庫、治工具の所在などの情報の全てが、このネットワーク上に蓄積され

ているわけではない。むしろ、現場の作業員や管理者が、現物を確かめながら、

様々な生産上の意思決定を行っている。言い換えれば、生産システム上の様々

な情報をリアルタイムにサイバー空間上に取り込み、これを用いて効果的な生

産支援を行うことを指向するサイバーフィジカル生産システムは、現状におい

てはまだ存在せず、それは、今後の技術進化をにらみながら設計・導入されね

ばならない。 

サイバーフィジカル生産システム上の情報がサイバー空間で利用できるよう

になった際に、頑健で、柔軟で、高効率で、高付加価値を生み出す生産システ

ムを構成する為の要件は何であろうか。それらの情報をどのように活用するこ

とが望ましいのか。本報告書においては、この問いをサイバーフィジカル生産

システムの情報モデルを用いて分析すべく、本章では、この情報モデルに基づ

く分析方法を説明する。 

サイバーフィジカル生産システムのモデルは、生産システムを運用する上で

生じる一連の様々な行為や判断をユースケース（例えば、スケジュール通りの

生産実施、異常検知に伴うメンテナンス作業の実施、品質不良の発見に伴う作

業内容の調整など）毎に生産システム構成要素間でのモノおよび情報の流れを

記述するモデルである。本モデルでは、原則として、物理的な存在物すべてに

対応するサイバー空間上の構成要素を想定する。これにより、サイバー空間を

活用して物理世界における生産行為を効率化・高付加可価値化するためには具

体的にどのような情報が、物理・サイバー空間内の生産要素においてどのよう

な順序・頻度でやりとりされなければならないかを明らかにすることができる。 

 

（２）モデルの記述ルール 
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サイバーフィジカル生産システムモデルは、オブジェクト指向のコンセプト

に基づき、生産システムを構成するコンポーネント（オブジェクト）とその関

係、とくにコンポーネント間でのヒト・モノ・エネルギー（物理操作）と、そ

れに関連する「情報」の流れを、フィジカル空間（Physical Space）とサイバ

ー空間（Cyber Space）に対応づけて明示する。今回の検討ではまず、第４章で

説明するユースケースの分析を元に、以下のフィジカル空間のコンポーネント

を特定した。これらのコンポーネントは名前で識別される。本モデルでは、こ

れらのコンポーネントのうち物理空間に実在するヒト・モノは、ワーク（角が

丸く欠けた矩形）、機械等のデバイス（六角形）、人あるいは人のグループ（楕

円）に分類される。この分類方法に関しては、今後さらにコンポーネントを増

やす過程では、再検討が必要である。 

 

表３．１ サイバーフィジカル生産システムモデルの構成要素例 

名前 英語名 基本的な役割 形状 

ワーク Work 加工・搬送・品質検査の対象 

工作機械 Machine Tool ワークを加工する機能を持つ機械 

搬送装置 Material 

Handling Machine

ワークを運ぶ機能を持つ機械 

センサー Sensor ワークの状態を計測・検査する要素 

作業員 Operator 工作機械を用いてワークを加工す

る人 

生産ライン Floor 複数の工作機械や搬送装置等で構

成される生産ラインと、それを管理

する人とその集まり（生産管理の機

能とに似ているため、実空間では生

産管理として扱う） 

生産管理 Production 

Control 

生産ラインの稼動管理を行う人と

その集まり 

品質管理 Quality Control 加工後のワークの品質管理を行う

人とその集まり 

保全員 Maintenance 工作機械の保全・修理を行う人とそ

の集まり 
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 次に、フィジカル空間のコンポーネントのすべてについて、その物体の状態

に関する情報で、計算機や電子機器上に存在する全ての情報を、サイバー空間

の要素として物理空間の鏡写しのように対置して記述することで、サイバー空

間とフィジカル空間の対応物の間での情報や判断の流れを時系列的に可視化す

る。実空間上のコンポーネントに対応するサイバー空間上のコンポーネントに

はデジタル（Digital）の頭文字である「D-」を付け、相互の対応関係を明らか

にする。図３．１は、本報告書のユースケースで取り上げられた両空間のコン

ポーネントの対応を示している。 

 

 

図３．１ サイバーフィジカル生産システムモデル上のコンポーネント 



 

12 
 

 いわゆる「デジタルツイン」の考え方が一つの理想とする究極の状態とは、

サイバー空間上のコンポーネントが対応するフィジカル空間上のコンポーネン

トに関する情報をすべて保持し、その物理的な状態を全て再現できている状態

である。しかし、実際の世界ではサイバー空間上で表現出来るフィジカル空間

のコンポーネントの情報には制限があり、サイバー空間上で再現されるフィジ

カル空間の鏡像は、完璧なフィジカル世界の再現にはなり得ない。このギャッ

プは、フィジカル空間が本質的に物理的に予測不可能である以上、本モデルが

もつ本質的な特徴である。 

次に、コンポーネント間に存在する相互作用の関係性をモデル上に抽出し、

モデル図上の矢印で表現する。本モデルにおいて、実空間のコンポーネント同

士の関係は、情報の提供・取得（Information）（例えば、工作機械のモニタか

ら作業員が機械の状態を読み取る）、判断（Decision）（例えば、加工者が機械

の状態から加工作業の良否を判断する）、指示（Direction）（例えば、生産管理

部署が作業員に加工の手順を指示する）、物理的なアクション (Action)（例え

ば、工作機械がワークを加工しワークの形状を変える）の 4つに分類される。 

サイバー空間側の要素は直接物理世界に干渉することはできないので、アク

ション以外の 3つの関係を持ちうる。特にサイバー空間上のコンポーネント（ソ

ース）から他のコンポーネント（ターゲット）への矢印は、ソース側のコンポ

ーネントに関する情報を解析することで、ターゲットのコンポーネントに関す

る新たな情報が得られることを示している。例えば、機械の軸の移動した距離

から、ワークの加工後のサイズを推測できるような例が挙げられる。 

矢印の方向は情報の流れや指示の方向などを表し、図中の数字は本文中の説

明との対応関係を表す。 

なお、このコンポーネント間の関係は、情報の変換主（つまり、どのコンポ

ーネントが情報を変換したのか）や情報の所有者を明示的に記述しない。例え

ば、ある工作機械の状態に関する判断の主体が、クラウド上のサーバーであっ

ても工作機械内のコントローラであってもよい。このような記述方法を採るこ

とにより、情報処理の実装で無く情報の内容そのものに焦点を当てて、モデル

を分析することが可能になる。 

 

（３）モデルの記述プロセスの例示 

 

ここでは、上記モデルで記述される簡単な例を、その記述プロセスとともに

例示する。 

例えば Operator(作業員)が Machine Tool(工作機械)を用いて Work(ワーク)

を加工するという一連のプロセスは、図３．２に示すように、Operator、Work、
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Machine Toolの３つのコンポーネントとその関係を順番に記述して表現される。 

・Operator が Machine Tool を操作する（①）。 

・Machine Too が Work を加工する(②)。 

・Work の形状変化を Operator が観察する（③）。 

 

 

図３．２ Operator が Machine Tool を用いて Work を加工する状況 

 

次に、前述の通り、サイバー空間に Operator、Work、Machine Tool に対応す

るコンポーネント D-Operator、D-Work、D-Machine Tool を配置する。これらの

サイバー空間上のコンポーネントは、対応物の状態、例えば、Work に関しては

その形状、表面粗さ、材料特性、位置、姿勢などの状態、を全て保持し、その

状態変化は実空間上の対応物のそれに追従すると想定する。 

この段階で、生産過程をより高効率化・高付加価値化するためのプロセスな

どを具体的に考える。この時にまず、サイバー空間で上の特性を持つ理想的な

コンポーネントが存在することを仮定し、提案するプロセスを構成するアクシ

ョンや情報の流れ、指示、判断を記述する。例えば、図３．３は、図３．２の

状況において、Operator の情報（加工操作の癖など）や Work の情報（材料特性

など）にもとづいて（Operator の癖や Work の材料特性を考慮しエネルギー消費

量を 小化するなどの目的で）Machine Tool の振る舞いを調整するプロセスを

示している。この図は、実空間上の Operator、Work、Machine Tool の情報をサ

イバー空間上の各コンポーネントに転写し（④）、Work と Operator の情報をも

とに Work と Operator に適した Machine Tool のパラメータを特定し（⑤）、



 

14 
 

Machine Tool の動作としてフィードバックしている（⑥）ことを示している。

この結果、Operator 自身での Machine Tool の調整作業を低減するとともに、材

料特性に応じた、また Operator 自身が気づかなかった様々な微調整を Machine 

Tool が行うことで、品質や歩留まりの向上、様々な種類の Work への加工作業へ

の対応をより柔軟かつ迅速に行うことができるようになる。 

 

 

図３．３ 理想的な状況における工作機械の挙動調整 

 

上記の図は、フィジカル空間上の生産システムのコンポーネントの情報が全

て時間遅れなくサイバー空間上の対応するコンポーネントに転写されることを

想定のもと作成された。しかし現実の世界は必ずしもそうではない。例えば、

締結部品のような非本質的な機能を担っている部品やロット単位で大量に製造

される部品はここで扱う Work の一種である。この種の Work が自身の「加工さ

れる状態（と加工された結果）」を実空間で取得してサイバー空間内の対応要素

D-Work に反映させると考えるのは現実的ではなく、外部の検査機がその状態を

測定するのが自然である。また、作業員の位置、作業内容、健康状態、意図（次

に何のために何をしようとしているか）などの情報を取得することも簡単では

なく、広域カメラなどを用いた撮影による位置判定、作業員の作業履歴のパタ

ーン化、工作機械からの操作履歴の抽出などが必要である。図３．４は、図３．

３で示した理想的な状況における Machine Tool の自動調整の例を、現実的な情

報伝達方法に基づいて示している。具体的には、Machine Tool から自身の情報

の取得（⑦）、Machine Tool の情報から Operator の情報の類推（⑧）と Work の
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情報の類推（⑨）、Sensor を用いた Work の情報の取得（⑩）という情報の流れ

から Work と Operator の情報を推定できる。 

 

図３．４ 現実的な状況における工作機械の自動調整 

 

（４）モデルの特徴 

 

本章で提示したサイバーフィジカル生産システムのモデルは、物理空間上のコ

ンポーネントに対応するものがサイバー空間上に存在することを想定して構築

されている。この想定から派生するモデルの特徴は、相似性、時間発展、フィ

ードバックなどの観点から以下に整理される。この特徴は特定のユースケース

に依存しない。 

 

実世界およびサイバー空間上の生産システムの相似性：サイバー空間上の生産

システムは、第一義的には情報処理系として見たときの、生産現場のあるべき

姿“to be”を表現する情報を保持する。他方、実世界の生産システムは、生産

現場の現状の姿“as is”を構築する生産システム上の設備や、その状態を取

得・保持する計測装置など、生産活動の実施や生産活動を担う要素で構成され

る。あるべき姿“to be”は、実世界の生産システムから情報処理の機能を抽象

化することで構築され、物理世界の相似形で、つまり、物理世界に含まれる要

素はすべてサイバー空間にも含まれるものと考えモデル化を行う。一般にサイ

バー空間と実世界では情報伝達・処理に関する制約が異なるため、サイバー空
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間内におけるコンポーネント構成は実世界におけるコンポーネント構成と必ず

しも一致する必要はない。例えば、実世界において作業員が工作機械のスイッ

チを押すという行為は、かならずしもサイバー空間内に作業員と工作機械とい

う分離した二つのコンポーネントで表現することが合理的なわけではない。サ

イバー空間と実世界との間の相似性を要請するのは、あくまで、実世界におけ

る生産システムの機能を抽象化するための第一次モデルを構築するためであり、

サイバー空間ならではの特性を考慮したうえで、サイバー空間のコンポーネン

ト構成は適宜変更され、実世界のそれとは異なる構成となる場合がある。 

 

実世界およびサイバー空間上の生産システムの時間発展：実世界上の生産シス

テムと相似的に構築されたサイバー空間上の生産システムの時間発展は、シミ

ュレータ等を用いて随時計算・予測され、実世界の生産システムの状態は、理

想的には、サイバー空間上の生産システムの状態と一致するように制御される。

もし現場でのトラブル等によりサイバー空間上で想定される生産ラインの稼動

状況と現場の状況が一致しないときは、サイバー空間上のモデルを変更するか、

現場における状況変更措置のいずれかのアクションが実施されることになる。

前者の場合、サイバー空間上の生産モデルの精度が向上し、後者の場合には稼

動状況が事前の生産計画により近づくように改善されることになる。 

 

サイバー空間上から実世界への生産システムに関する情報のフィードバック：

サイバー空間上の生産システムの状態と実世界のそれとが乖離すると、実世界

においてアラームが発令し、サイバー空間上ではそのアラームに基づいて、実

世界の状態を修正する様々な指示が生産システムに送られる（フィードバック）。

このフィードバックの程度は様々である。例えば、工作機械のオペレータが自

ら機械の異常に気づき（異音など）工作機械の挙動を調整すること（オーバー

ライド）で対応できる場合もあれば、工作機械が動作不能になった場合にクリ

ティカルなアラームが発令し、生産計画を修正せざるを得なくなり、MES などを

通じて、他の工作機械に加工指令が出される場合も考えられる。一般に、双方

の世界の生産システムの状態が乖離すればするほど、修正のために要するフィ

ードバックループは大きくなり、修正に要する時間も増加すると考えられる。 
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４．スマート工場の多面的な生産性向上に関わるユースケース 

 

本章では、前章で提示したサイバーフィジカル生産システムのモデルを用いて、

ユースケースの分析を行う。生産システム全体や生産ラインの管理の計画や「カ

イゼン」また現場レベルでの「カイゼン」に携わってきた当会メンバや、工作

機械ユーザの意見を踏まえて検討を重ね、「生産システムの生産性向上」をユー

スケースの全体テーマとして設定した。本章では、全体テーマをさらに分解し、

「生産ラインの稼動状況を取得し全体 適な計画にフィードバック」し、「その

実績を加工物の品質の観点から評価」し、場合によって「異常に対処する」と

いった、生産性向上につながる連続する３つのユースケースを想定した。 

このユースケース分析では、現在の工作機械でできることに制約されること

なく、2025 年を目処に導入されるであろう次世代機種や周辺機器、ロボット、

生産管理システムなどを想定している。その上で、生産システムに関わる人間

の判断が活用されるサイバーフィジカル生産システムにおいて、現状そして将

来の工作機械とその周辺構成要素がユースケースの目的に果たす役割を分析す

る。具体的には、工作機械とその周辺構成要素の間でのアクションや、情報と

指示の流れ、状況判断に用いられる情報などの分析を、前章のモデルを用いて

行う。 

 

（１）稼動進捗の管理と全体 適化（ユースケース１） 

 

稼動時のリアルタイムデータを用いた生産ラインの稼動進捗状況の把握は、生

産計画・保全計画の見直しや遊休設備の利用効率の向上などのために有効であ

る。例えば、工場全体の工作機械の負荷状況を取得し、工作機械にかかる負荷

を平準化する計画を立てることが可能となる。生産ラインの稼動進捗の把握の

精度を向上させるには、工作機械のみではなく、搬送装置やロボットなどの周

辺機器や、生産ライン上の作業員から幅広くデータを得る必要がある。 

一般に生産計画の見直しは、毎月毎、毎週毎などの様々な頻度で実施される

が、急な受注が発生する場合には、その都度行なわれる。現場の作業員が経験

豊富である場合は、加工待ちのワークの不足・過剰による加工速度の調整やワ

ークの加工順序の入れ替えなどの些細な生産計画の修正であれば、現場で起き

た新たな事象を自ら分析し対応策を考え、現場起点で対応が可能である。この

場合、修正結果が生産履歴に反映されなかったり、対応策の範囲が現場の作業

員の経験や知識に制限されるため全体 適とならなかったりなどの問題が生じ

る。例えば、加工すべきワークが現場に届かなくても加工後のワークの出荷時

間までに余裕がある場合には、作業員は現場の作業を早める必要はなく、むし
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ろ他の作業を優先させるのがよい。また、現場の作業員には生産計画の実行の

みが業務として与えられ、このような修正業務が期待されていない場合、ある

いは実施してはならない場合もある。 

現場の判断の結果として陥りやすい局所 適化を防ぎつつ、計画からの逸脱

を検知しサイバー空間上で生産性を効率化させるためには、下記のような技術

開発が必要となる。 

 

・生産ラインの稼動状況のモニタリング頻度の短期化 

・生産ラインの運用手順に関わる知識や判断の形式知化 

・現場での判断を生産現場に負荷をかけずに記録する技術の開発 

 

ａ．生産ラインの稼動進捗管理の現状（図４．１） 

 

 生産ラインの稼動進捗管理は現状では、基本的に作業計画と作業実績を比

較・修正することで実施される。図４．１に、現状での稼動進捗管理の流れを

第３章で提案したモデルを用いて示す。下記の番号①～⑥は図中の番号に対応

する。 

まず Production Control(生産管理担当者)がフロア（生産ライン）への指示

情報を作成（計画）する（①）。ここで指示情報は D-Floor に含まれる。次に、

その情報が Operator(作業員)と Material Handling Machine（搬送装置）に伝

えられる（②）。Material Handling Machine が Work(ワーク)を Machine Tool(工

作機械)に搬送し、Operator は Machine Tool を用いて、Work を加工する（③）。

作業実績が Machine Tool を通じて D-Floor(フロア)に関する情報としてアップ

デートされ（④）、その情報が Production Control に関する情報と比較分析さ

れる（⑤）。また、スキルが高い Operator がいる場合には、Material Handling 

Machine のトラブルで Work が届かない場合に Work を取りに行く（⑥）など、あ

る程度のことは現場の判断で即座に改善が可能である。 

表４．１は手続き④において、Machine Tool がサイバー空間に提供すべき作

業実績に関する情報などを示している。現状では、Work の位置情報を Machine 

Tool が保持していないため、Material Handling Machine から取得するか、バ

ーコードリーダーなどを用いて Operator の手により取得しなくてはならない。 

現状の方法の問題点として、現場の判断が局所 適にならざるを得ないこと

や、計画と実績との差異が実際に生じた後で修正していくため、改善されるま

でに遅れが生じること等が挙げられる。 
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図４．１ 生産ラインの稼動進捗管理の現状 
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表４．１ 生産ラインの稼動進捗管理でやり取りされる主な情報（現状） 

コンポーネント名 項目 備考 

Machine Tool 加工実績 計画と実績との差異を秒単位で計測 

Machine Tool 稼動実績 生産ラインの状態を判断する基本情報（加工

中・停止中・アラーム等）として秒単位で計測。

Machine Tool アラーム情報 発令されたアラームの詳細に関する情報。発令

時に発生。 

Machine Tool 機械の情報 アラームや機械の状態の解釈に利用されるプ

ロファイル。 

Machine Tool プログラム番号 O 番号。加工内容の判断のために秒単位で計測。

Material Handling 

Machine 

位置、ワーク番号 ワークの移動を追跡するために秒単位で計測

（ステーション番号、経由地など） 

 

ｂ．生産ラインの稼動進捗管理の将来像（図４．２） 

 

２０２５年頃の日本の製造業では、現場の作業員や経験豊富なスタッフが、現

場で起きた新たな現象を自ら分析して解決策を考えて、対策を現場起点に実施

しながら、かつ後述するサイバー空間の「生産計画モデルチェンジャー」によ

り、現場起点の対策を反映して蓄積して行くため、部分 適の各種パターンを

統合し活かしていくノウハウを生み出すことができる。現場毎、工場毎で閉じ

ていた部分 適のパターンを共有することで、ものづくり産業全体で、これら

の部分 適のパターンを互いに活かすことができ、全体 適に近づけることが

できる。 

「生産計画モデルチェンジャー」を用いた全体 適化のプロセスは具体的に

は以下のように記述できる。図４．２に、現状での稼動進捗管理の流れを第３

章で提案したモデルを用いて示す。下記の番号①～⑮は図中の番号に対応する。 

 

１）生産計画の作成：オーダ情報、自社工場または協力会社の生産能力等の情

報に基づき生産計画の初期値をサイバー空間上で立案し（①）、フロアレベ

ルでの生産指示情報 D-Floor に変換し、適時に Material Handling Machine

や Operator に Work に関する指示情報を伝える（②）。同情報が Machine Tool

にも伝えられ Work が搬送された段階で、指示に従い加工を行う（自動で加

工される場合を想定するが、場合によっては Operator も加工作業に参加す

る）（③）。 

２）生産実績の集約と異常の検知・可視化：Machine Tool は自ら作業実績をサ

イバー空間上にあげ（④）、Material Handling Machine が持つ Work の情報

などとともに生産ラインの生産実績、つまり、D-Floor に関する情報として

集約される（⑤）。また、Operator が現場の判断で行った標準外の作業（⑥）

を検知し（⑦、例えば、カメラによる動画情報から人工知能等で抽出）、
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D-Floor に統合される（⑧）。これにより、「手待ちや作りすぎなどの無駄が

あれば即座に改善」という現場での作業をサイバー空間上に反映すること

が可能になる。 

３）計画と実績との差異の改善とその自動化：D-Floor に関する情報である生産

実績を D-Production Control に関する情報である生産計画と比較し（⑪）、

スケジューラ（Scheduler）が両社の差異を解消するために D-Production 

Control を更新し（⑫）、指示を行う（⑬）。さらに、両者の差異が大きく

D-Production Contronl のモデル構造（例えば、業務フローの型など）を変

えざるを得ない場合には（⑭）、D-Floor を用いて今後の問題点を（シミュ

レータ等を活用し）予測・検討することで生産システムのモデルを修正し、

指示を行う（⑮）。 

 

表４．２は、表４．１で示した項目（色付きの７項目）に加え、D-Floor(生

産実績)だけではなく D-Production Control(生産計画)に影響を与えうる

Machine Tool の状態（保全のタイミング等）などを定期的にサイバー空間上に

提供することを要請している。これは生産計画のモデルやシミュレータがこの

ような情報を明示的に取り扱う必要性を示唆している。また、これまで現場に

留め置かれた Operator の工夫などの情報も提供することを要請している。これ

は、現場の局所的な工夫が他に適応できる箇所を生産モデル上で効率的に分析

し、全体 適を図るためである。 

以上により、現場の改善をサイバー空間にフィードバックし、生産システム

の機能そのものを向上させるプロセスを持つ概念モデルができる。言い換えれ

ば、現場での「カイゼン」を基に、サイバー空間上の生産モデルをよりよいも

のへと「カイゼン」仕組みを組み込んでいる。このモデルにより、カイゼンの

みならず規則からの逸脱検知にも利用できるため、コンプライアンス上のリス

ク軽減に役立てることも可能である。 
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図４．２ 生産ラインの稼動進捗管理の将来像 
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表４．２ 生産ラインの稼動進捗管理のためにやり取りされる主な情報 

コンポーネント名 項目 備考 

Machine tool 加工実績 計画と実績との差異を秒単位で計測 

Machine tool 稼動実績 生産ラインの状態を判断する基本情報（加工

中・停止中・アラーム等）として秒単位で計測。

Machine tool アラーム情報 発令されたアラームの詳細に関する情報。発令

時に発生。 

Machine tool 機械の情報 アラームや機械の状態の解釈に利用されるプ

ロファイル。 

Machine tool プログラム番号 O 番号。加工内容の判断のために秒単位で計測。

Material Handling 

Machine 

位置 ワークの移動を追跡するために秒単位で計測

（ステーション番号、経由地など） 

Operator 位置 作業員の位置を追跡し、手順外の挙動を秒単位

で検知する。 

Operator 作業メモ、写真 作業場の工夫を記録する。 

Machine tool メンテナンス予測 メンテナンスが必要となるタイミングを日単

位で知らせる。 

 

（２）品質管理（ユースケース２） 

 

将来の品質管理においては、フィジカルな工場や生産ライン、工作機械、ワー

ク、治工具に将来生起する事象を先読みし、それらの事象に対応して安定的に

品質・生産性を維持・向上させることが求められる。本節では、前章で提案し

たサイバーフィジカル生産システムのモデルの考え方を応用し、モデル内の各

要素に保持されるべき情報や、要素間でのアクションや情報、指示の流れを検

討する。 

具体的には、前章で提案したモデルを、加工失敗時の対応過程の分析に活用

する。加工失敗に関する情報を生産管理側に伝え、状況に応じて加工継続・停

止の判断、不良品の処理、生産計画の修正等を実施するプロセスをこのモデル

を用いて表現する。 

 

ａ．現状（図４．３） 

 

ある工程における部品の加工品質が 終製品の品質にどのように影響するのか、

また、ライン内で工程を停止させる場合にどの段階で工程を止めるかなど、品

質管理、生産管理上の主要な判断は、各工程の作業員が適宜関係部署と連絡を

とりながら実施している。現状、サイバーフィジカル生産システムのモデルに

はこれらに対応する要素はなく、図４．３に示すようにフィジカル空間におけ

るコンポーネント間のアクションや情報の流れのみで完結する。 

まず、加工対象のワークの状態は Sensor(センサあるいは検査機）により測定
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される（①）。Operator(作業員)は Sensor 上の検査結果を読み取り（②）、Work

（ワーク）の品質を判定する（③）。ここで品質に問題ありと判定された際、

Operator は判定結果を Quality Control(品質管理担当)に報告する（④）。

Quality Controlは、報告された品質上の問題が、工程そのものに由来するのか、

あるいは購買品に由来するのか等の判断を行う（⑤）。工程に問題ありと判断さ

れた際、Quality Control は Production Control(生産管理担当)に当該工程の

停止や工程計画の修正の判断を委ねる（⑥）。Production Control はこの判断を

行うが（⑦）、工程計画を修正する場合、当該工程や関係する工程の Operator

に対して修正・停止等の指示を出す（⑧）。この結果、Operator は与えられた指

示に従って Machine Tool を操作する（⑨）。 

表４．３は、このプロセスで参照された情報を整理したものである。 
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図４．３ 品質管理プロセスの現状 
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表４．３ 現状の品質管理プロセスで利用される主な情報 

コンポーネント名 項目 備考 

Sensor 計測値 寸法、表面粗さなど、加工対象物ごと個別に取

得される品質に関わる情報（図の①） 

Machine Tool 制御機器の情報 ステータス・アラーム・ワーニング等 

Operator 計測値、機械の状

態、加工の状態 

品質に関わる情報を読み取ったもの 

Operator  機械の状態 作業員の知見を頼りに、音や振動から類推され

る機械の状態。人の反応速度分の遅れあり。 

Operator 加工の状態 作業員の知見を頼りに、音や振動、色から類推

される加工の状態。人の反応速度分の遅れあり

Operator 機械の情報 作業員の知見を頼りに類推される主軸の負荷

などの情報。人の反応速度分の遅れあり 

Quality Control アラーム・ワーニ

ング 

不良品発生の事象やその兆候に関する情報 

Production Control アラーム・ワーニ

ング 

作業停止、作業内容修正に関する情報 

Machine Tool 動作指示 操作盤への入力、NC プログラムの変更などの工

作機械が受け取る情報 

Work 暗黙知 素材や形状に依存した加工時のワークの振る

舞いに関する情報で、作業員が経験的に有する

Machine Tool 暗黙知 ツール位置や運動に関連する加工時の機械の

振る舞いに関する情報で、作業員が経験的に有

する 

Operator 暗黙知 作業終了判定のための基準や作業段取りなど

の情報で、作業員が経験的に有する 

Quality Control 暗黙知 品質履歴、工程稼動履歴、履歴から読み取れる

傾向などの情報で、品質管理従事者が経験的に

有する 

Production Control 暗黙知 工程間の関係性、仕掛かり品在庫、リードタイ

ム履歴、各製品納期、生産性に関わる情報で、

生産管理従事者や作業員が経験的に有する 

 

ｂ．将来の品質管理の姿（図４．４） 

 

ここでは、上記に記載された品質管理を、第３章で述べたサイバーフィジカル

システムの記述プロセスに従いモデル化を進める。この際、品質管理のサイバ

ーフィジカル生産モデルを作成する上での指針を以下にまとめる。 

 

（１）サイバー空間とフィジカル空間にはそれぞれ対応するコンポーネントが

あることを仮定する。 

（２）日本の現場力をサイバーフィジカル生産システムのモデルとして表現す

る。具体的には、フィジカル空間の各コンポーネントを、人も含めてサイバー
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空間に転写し、フィジカル空間における各コンポーネントが保持している情報

や判断・意思決定の根拠、推論の道筋を明示したうえで、サイバー空間に転写

されたコンポーネントに適当な抽象度で対応付けていくことでモデルを構築す

る。この結果、作業員、品質管理担当などの現場の判断知識などがサイバー空

間上に転写される。 

（３）生産システムをトップダウンではなく、ローカルに取得できる精度高い

情報に基づき、自律的に意思決定・判断を行う様々な人およびサイバー空間の

コンポーネントを積み上げてモデルを構成する。アラームなど、コンポーネン

トが自律的に発する情報が、品質管理プロセス一連の動作の起点となる。フィ

ジカル空間上のコンポーネントのみではなく、サイバー空間上のコンポーネン

トもこのようなアラームを発し、品質管理プロセスの起点となり得る。 

（４）理想的には、サイバー空間の全てのコンポーネントは対応するフィジカ

ル空間上のコンポーネントの状態や挙動を予測するモデル（自身の振る舞いモ

デル）を持っているとする。 

（５）サイバー空間のコンポーネントには、フィジカル空間において作業員や

品質管理担当者などの人が担っていた情報処理に行うものが想定されるが、こ

のコンポーネント自身に、人の意思決定・判断を学習する仕組みが導入できる

ものとする。 

 

以上の指針に従い構築した、2025 年における品質管理のサイバーフィジカル

生産システムのモデルを図４．４に示す。 

まず、D-Machine Tool の情報を用いて D-Work に対し、これからどのような手

順・方法で D-Work に必要な加工を実施するかを伝える（①）。同時に、Machine 

Tool は指示を受け、Work を加工する（②）。Work の加工状態は Sensor(センサ

あるいは検査機）によって読み取られ、D-Work に伝えられる（③）。D-Work は

①によって伝えられた加工手順と、加工手順から予測される自身の状態と、③

により取得されたフィジカル空間における Work の状態とを比較し、その差異か

ら自身の品質の判断する（④）。ここで差異が大きく、品質未達の可能性ありと

判断された場合、D-Work は D-Quality Control にその可能性を報告する（⑤）。

D-Quality Control は品質不良が工程自体に由来するのか、あるいは調達品の品

質等に由来するのかを推定し（⑥）、その推定結果を D-Production Control に

伝える（⑦）。D-Production Control はこの報告に基づき、当該工程や他の工程

の作業停止あるいは作業内容修正指示を行うかどうかを判断する（⑧）。修正や

停止指示を行う場合、当該工程や関係する工程の Machine Tool に対して D-Floor

を経由して修正・停止等の指示を出す（⑨）。この結果、Machine Tool が停止す

る。あるいはその加工手順が変更する。 
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なお、ここでは、加工作業の手順、段取り、加工パラメータの調整などの作

業は D-Machine Tool が自律的に実施すると想定している。このため、図４．３

で加工作業の内容そのものの設計に対しても主体的に意思決定を行っていた

Operator は、このような意思決定から開放されていることに注意が必要である。

Operator が持つ加工工程の設計に関する知識や段取り計画のための知識は形式

化され、D-Machine Tool に教育されるのである。ときには、これらはしばしば

暗黙知である。その場合には、Operator が Work を扱う操作や Operator 自身の

身体動作などの履歴情報から、段取り替えの順番やタイミング、それらを実施

する隠れた意図などを推定することで、学習を行わせることも期待できる（⑪）。

これは、品質管理や生産管理に相当する D-Quality Control や D-Production 

Control でも同様である。様々な経験を持つ熟練の Quality Control(品質管理

担当)、Production Control(生産管理担当)の意思決定を学ぶことで（⑫，⑬）、

現場力を活用したサイバーフィジカル生産システムが構築されるのである。 
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図４．４ 品質管理プロセスの将来像 
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表４．４ 将来の品質管理プロセスで利用される主な情報 

コンポーネント名 項目 備考 

D-Work 形状 加工開始時に得られる、ワークの原形、 終形

状に関する情報 

D-Work 組み付け状態 加工機およびその周辺の要素（工具、治具など）

を作業員がどのように扱って作業を実施して

いるか（③） 

D-Work 機械の情報 位置状態など（①） 

Sensor 測定値 寸法、表面粗さなど、加工対象物に応じた様々

な計測値。センサーや検査機が取得する情報

（③） 

D-Work 正常時からの乖離 振る舞いモデルから予測される正常値からの

乖離に関する情報。将来品質不良となる可能性

を考慮される（⑤）。現状では Operator が認識・

判断 

D-Quality Control 正常時からの乖離 所与の品質が実現されていないことを認識す

る情報（⑥）。現状では Operator が認識・判断

D-Production 

Control 

正常時からの乖離 所与の生産計画で予定した通りの加工・組み立

てが実現されていないことを認識する情報

（⑧）。現状では Operator が認識・判断 

D-Production   異常時の判断 異常時における生産計画の修正に関する情報

（⑨） 

D-Machine Tool 異常時の判断 異常時において、工作機械に与えられる指示に

関する情報（継続・停止すべきステップ、ワー

クの処理、作業やり直しの判断など（⑩） 

D-Sensor 誤差 測定原理にもとづく誤差発生頻度、データの信

頼度（③） 

D-Operator 形式知化される暗

黙知 

Operator に関する知識を扱うサイバー空間上

のエージェントに取り込まれるべき情報 

D-Quality Control 形式知化される暗

黙知 

Quality Control に関する知識を扱うサイバー

空間上のエージェントに取り込まれるべき情

報 

D-Production 

Control 

形式知化される暗

黙知 

Production Control に関する知識を扱うサイバ

ー空間上のエージェントに取り込まれるべき

情報 
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（３）修理・予防保全・予知保全（ユースケース３） 

 

工作機械を含む工場の機器は常に正常に動作し続けるとは限らない。機械は摩

耗、加工の失敗、消耗品の不足、偶発故障など様々な原因で動作を停止し、生

産計画や稼動実績に大きな影響を及ぼす。工場全体の生産効率を上げるために

は、正常時の稼動を改善するだけで無く、機器の異常の影響を 低限に抑える

工夫が不可欠である。現在の工場の修理や保全作業は、作業員やラインの経験

知に基づき、一定の間隔でメンテナンスを早めに先回りして行う事により、偶

発故障が発生する可能性をできるだけ低くする、定期保守の考え方が主流であ

る。しかし、工作機械の故障の予兆をデータに基づき察知する、生産計画を変

更して故障しそうな機械の負荷を下げる、逆に他の機械の保守のタイミングに

合わせてラインの機械の保守を前倒しするなど、故障の発生を情報に基づき制

御することができれば、個々の機械の稼動率が一定であってもライン全体、工

場全体としての稼動率を向上させ、生産効率を改善することができる。 

 本項ではこのような観点から、正常稼動時、機能劣化（機械の不調）時、故

障発生時の３段階で必要な情報を整理し、より効率的なライン運用を実現する

手法を考察する。 

 

ａ．正常稼動時（図４．５） 

 

図４．５は正常稼動時の情報の流れを示す。正常稼動時においては、D-Machine 

Tool が様々な情報ソースから、機械自らの健全性を推測する情報を収集する。

Machine Tool の様々なステータス情報のほか、例えば前項の図４．５で取得し

た Work の加工結果の情報（①）も、削られ方が通常より荒いなど、Machine Tool

の健全性の指標として活用しうると考えられる。このような情報に基づき

D-Machine Tool は自らの健全性を常時推定する（②）。 

 また、各機械には生産現場それぞれに特有な状態や傾向のほか、工作機械メ

ーカの機種ごと、ロットごとなどに共通し、工場内だけでは取得しきれない傾

向なども存在すると考えられる。そのため、工作機械メーカはサービス項目と

して、鏡写しとしての D-Machine Tool の情報を持ち、工場側の D-Machine Tool

と情報をやり取りすることで、工場側の判断を支援する（③）ほか、複数箇所

に設置された D-Machine Tool Model（工作機械モデル）の情報を統合し、傾向

分析等を行う（④）。実際の実装としては、Machine Tool Manufacturer が工場

側の D-Machine Tool に相当する機能をクラウドで提供する、分析した傾向等の

データを Machine Tool Manufacturer から提供して工場側で判断するなど、扱

う情報の質やコスト、加工内容の機密性等に応じて複数の手法が考えられる。 
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図４．５ 正常稼動時 
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ｂ．機能劣化に伴う生産計画の見直しと保守の準備（図４．６） 

 

 図４.６は工作機械の機能劣化時における対応を示す。D-Machine Tool が、自

らの機能が劣化している、あるいは故障が発生しそうであると判断した場合に

は、生産への影響を踏まえた計画の見直しと保守の準備のため、前項より大き

な情報のループを形成して判断と対処が行われる。 

 D-Machine Tool 自身が、生産計画が想定する性能を発揮できない、または近

いうちに発揮できなくなる可能性が高いと判断すると、その情報はアラームと

して D-Floor の情報として通知される（③）。D-Floor の情報は現在のライン加

工の状況からその影響が判断され、問題がある場合にはアラームが発令しさら

に上位の D-Production Control に影響が及ぶ（④）。同時に Machine Tool 

Manufacturer がこの状況を受け付け（③-b）、平常時に共有されていた情報やモ

デルごとの傾向に基づき、提供可能な修理対応などの情報を準備する（③-c）。 

 D-Production Control はこの情報に基づき、所与の加工製品の納期を達成す

るために、どのような対処を行わなければならないかを判断する（⑤）。機械メ

ーカ側にも保守部品の納期や修理に必要な時間等を照会し（⑥）、 適と考えら

れる対処方法を決定する。可能な対処には例えば、加工方法の変更による負荷

の軽減、生産計画の変更による不調機械の利用の回避、または逆に他の機械の

保守予定と生産計画の合間に合わせたメンテナンスの前倒しなども考えられ、

必要な場合には人間側（Production Control）で 終判断をする場合も有り得

る（⑦）。対処方針が決定した場合、その情報は計画変更指示として、D-Floor

（⑧）、D-Machine Tool（⑨）に通知され、必要であれば、加工速度の低減や故

障箇所の回避など、現時点で可能な生産を継続するための加工指示の変更が、

現場の Machine Tool に対して行われる（⑩）。 
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図４．６ 機能劣化に伴う生産計画の調整 
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ｃ．故障時における対応（図４．７） 

 

図４.７は工作機械の故障時における対応を示す。前項で暫定的な対処をした上

で、なお実際に機械の修繕を行う必要がある場合には、生産計画との調整をし

た上で、Production Control あるいは D-Production Control から機械の保守の

指示が発行される（①、②）。この指示に基づき（③）、D-Machine Tool を介し

て Machine Tool 動作が停止するように指示が与えられる（④）。同時に

D-Maintenance に対して、保守活動の開始の指示が行われる（⑤）ほか、Machine 

Tool Manufacturer が（前項での照会の状況を踏まえ）保守部品の供給と作業支

援の依頼を同時に受け取る（⑥）。 

 

 実際の保守作業は物理空間で行われるので、工場側の Maintenance と、メー

カ側の D-Maintenance に対して、前項で既に共有していた故障の状況が情報提

供され（⑦、⑦b）、必要ならメーカの支援を得て実際に保守作業が Machine Tool

に対して行われる（⑧）。 
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図４．７ 故障時における対応 
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表４．５ 正常稼動、機能劣化時、故障時に利用される情報 

コンポーネント名 項目 備考 

1．正常稼動時のモニタリング 

Machine Tool 稼動状態 動作中、停止中などのステータス 

Machine Tool 加工情報 NC プログラム名、シーケンス番号など

Machine Tool 物理動作情報 軸毎の現在位置、速度、位置、負荷、温

度、電力などの情報 

Machine Tool 各種ユニット情報 リレー、スイッチ、マグネット、コンデ

ンサなどの各種ユニットの使用頻度 

Machine Tool 劣化情報 サーボ軸情報（電流・偏差）[%,mm]、各

部の振動、音、温度（モータ、ボールね

じ）工具摩耗量 など 

D-Work 加工結果情報 ワークの寸法、精度 など。2025 年には

リアルタイム化する。 

D-Machine Tool 診断情報 図 4.5 ユーザからメーカへの情報共有

と、複数機器間の傾向共有（③、④） 

2．機能劣化時の縮退動作、生産計画調整と保守準備 

Machine Tool アラーム情報 図 4.6 ① 

D-Machine Tool 異常情報 ③ 

D-Machine Tool (Operator) 判定結果 人が設定しきい値などから機械情報を

判定した結果 

D-Machine Tool 劣化予測 性能低下の状況や機能停止に至る時期

（③） 

D-Floor 生産遅延予測 達成できなくなる生産計画の予測（④）

D-Production Control 

メーカー側 D-Maintenance 

保守予定の調整 保守部品の納期や支援活動のスケジュ

ール（⑥） 

メーカー側 

D-Machine Tool / D-Machine 

Tool Model 

機械の特性 メーカ側で把握している機械の特性や

保守作業に関する情報（③-c） 

D-Production Control 生産計画見直し 生産納期への影響を 小化する見直し

後の生産計画(⑧) 

D-Floor 加工計画見直し 生産計画変更による加工計画の見直し

(⑨) 

D-Machine Tool 縮退動作指示 生産継続のための加工速度低減等の指

示(⑩) 

3. 故障時の対応 

D-Production Control 生産停止指示 図 4.7 ①～④ 

D-Production Control 

(または D-Floor) 

保守開始指示・依頼

保守内容 

保守作業のための部品調達依頼、作業手

配の指示(⑤、⑥) 

 

D-Machine Tool 異常情報 （図 4.7 の③と④から、D-Production

Control, D-Maintenance を経由して）

実保守作業を行うために、機能劣化発生

時に送られた情報を共有するために必

要な情報（⑦） 



 

38 
 

５．現場力を活用する工作機械のインタフェースの分析 

 

第４章では、現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムにおいて、３

つのユースケースを取り上げ、生産システムのコンポーネントのアクションや、

コンポーネント間の情報の流れ、指示、判断プロセスの所在を明示した。現実

の生産システムの設計・運用・保全に当たっては、様々なユースケースを考慮

されなければならないため、複数のユースケースの分析で得たモデルを統合し

て、モデルの特徴を分析することは有効である。 

図５．１は３つのユースケースを重ね合わせた生産システムのモデルである。

この図を俯瞰することで、ユースケースの分析結果と合わせてわかることを以

下に整理する。 

 

（１）ユースケース分析結果の考察 

 

ワークの情報は、本モデルの様々なユースケースにおいて重要な役割を担っ

ている。本モデルでは、ワークが自身の情報（材料特性や品質等）をサイバー

空間上に自ら伝える機能を持たない（Work から D-Work への直接の線が存在しな

い）ことが前提である。それでも、センサ、工作機械、搬送機械、また作業員

の行動など様々な手段で取得されたワークの情報は、生産システムの稼動管理

や品質管理、保全などにおける様々なレベルでの判断や指示に用いられること

が想定される。 

サイバー空間上でのコンポーネント間の情報の流れは、各コンポーネント間

の情報の依存関係を示している。図５．１の左側において、D-Machine Tool は、

D-Work、D-Operator、D-Floor と直接繋がっている。この状況は、工場（実空間）

の Floor での Operator の環境に類似している。このことは、現時点において考

察した将来のユースケースも、基本的には現状の生産環境の延長として考える

ことができることを示している。一方で、これまで現場の機械の運用を総括す

る役割として考えられていた生産ラインの管理者は、各種機械の動作が自動化

されてゆく中において、より大きな視野を持った生産管理機能のなかで、各ラ

インを分掌担当する役割に変化し、モデルにおいてはFloorではなくProduction 

Control に関する情報として扱われる。このような現在の生産環境の考え方に縛

られない変化については、今後より革新的なユースケースを考えることにより、

より大胆な情報の流れの構造変化として特定される可能性がある。 

各ユースケースにおいて、アラームは生産システムのコンポーネントの振る

舞いが正常状態から乖離した際の判断や対処の起点となる情報として位置づけ

られている。工作機械のアラームを起点とした情報は、D-Production Control
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まで流れる道筋において、様々な判断を経て加工され意味が追加される。この

ことは、アラームの意味や重要度は、起点（主に Machine Tool）が自らの情報

だけで対処を判断できるものと、生産計画などの周辺の状況を総合して D-Floor

や D-Production Control に関する情報として初めて判断材料になるものがある。

このような性質の違いは、統合されたサイバーフィジカル生産システムにおい

て様々なレベルで起こる異常の予兆を、深刻な物から軽度な物まで分類して必

要なところに流通させる必要性を表している。 

 
図５．１ ３つのユースケースを統合した生産システムのモデル 



 

40 
 

また、このモデルに関し別の解釈を与えると、近い将来において工作機械が

様々な異常へのスマートな感知、判断、対処を機械単独で行うためには、

D-Machine Tool に相当する情報だけでなく D-Floor や D-Production Control に

属するような情報の一部、具体的には周辺環境や生産計画、加工品の要求品質

に関する情報を工作機械に提供する必要がある可能性を示唆している。 

 

 （２）工作機械のインタフェースの抽出プロセス 

 

本モデルでは、サイバー空間上のほとんどのコンポーネントの情報に関して、

サイバー空間内での判断（自己循環の矢印）が発生している。一方、D-Operator

には判断の機能が付与されておらず、フィジカル空間の作業者から D-Operator

を通じて D-Work に至る情報の流れが生じているが、これは作業員の判断が不要

という意味ではなく、むしろ、実空間の作業者が工作機械の異常やワークの状

態を感知し、生産計画、品質管理など様々な観点に関する局所的な判断を行い、

工作機械等やワークへの操作を通じて具体的な指示を与えていることを示して

いる。（フィジカル空間において楕円で表される Operator は暗黙のうちに自ら

が判断を行っている前提になっており、判断の矢印は省略されている。）ここで、

現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムで不可欠な役割を持つ次世

代の工作機械には、この Operator の経験知や判断を補完し、より Operator に

寄り添う生産ができる知能や、そのために必要な情報を作業環境から抽出でき

るインタフェースを備えることが要求される。 

表５．１はユースケースの分析から得られる、工作機械に関するインタフェ

ースのデータ項目である。実空間の工作機械に分類されたデータ項目は、工場

の工作機械(Machine Tool)がユースケースを実現するために取得できることが

望ましい情報である。またサイバー空間の工作機械(D-Machine Tool)に分類さ

れたデータ項目は、他のコンポーネントのモデルを構築する為に参照される、

工作機械の内部モデルが持つべきデータ項目である。これらの各項目の情報の

用途は、各ユースケースで掲載した表を参考にすることで確認できる。表５．

１は勿論、考えられる全てのユースケースの分析に基づいて得られたものでは

ないため、一般の工作機械のインタフェースを網羅しているわけではなく、新

たなユースケースの分析の結果、拡張されるものであり、各データ項目の分類

方法などはさらに整理されうる。しかしながら、生産システムのモデリングに

基づくユースケースの分析から、インタフェースを流れる情報とその流れを明

確にできることが確認できた。 
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表５．１ 工作機械に関するインタフェースのデータ項目 

コンポーネント名 項目 備考 

Machine Tool 物理動作情報 軸毎の現在位置、速度、位置、負荷、温度、電

力などの情報 

Machine Tool 加工実績 計画と実績との差異を秒単位で計測 

Machine Tool 稼動状態 動作中、停止中などのステータス 

Machine Tool 稼動実績 生産ラインの状態を判断する基本情報（加工

中・停止中・アラーム等）として秒単位で計測。

Machine Tool 各種ユニット情報 リレー、スイッチ、マグネット、コンデンサな

どの各種ユニットの使用頻度 

Machine Tool アラーム情報 発令されたアラームの詳細に関する情報。発令

時に発生。 

Machine Tool 機械の情報 アラームや機械の状態の解釈に利用されるプ

ロファイル。 

Machine Tool プログラム番号 O 番号。加工内容の判断のために秒単位で計測。

Machine Tool メンテナンス予測 メンテナンスが必要となるタイミングを日単

位で知らせる。 

Machine Tool 加工情報 NC プログラム名、シーケンス番号など 

Machine Tool 劣化情報 サーボ軸情報（電流・偏差）[%,mm]、各部の振

動、音、温度（モータ、ボールねじ）工具摩耗

量 など 

D-Machine Tool 診断情報 ユーザからメーカへの情報共有と、複数機械間

の傾向共有 

D-Machine Tool 判定結果 人が設定しきい値などから機械情報を判定し

た結果 

D-Machine Tool 劣化予測 性能低下の状況や機能停止に至る時期 

D-Machine Tool 異常時の判断 異常時において、工作機械に与えられる指示に

関する情報（継続・停止すべきステップ、ワー

クの処理、作業やり直しの判断など） 

D-Machine Tool 縮退動作指示 生産継続のための加工速度低減等の指示 

D-Machine Tool 異常情報 実保守作業を行うために、機能劣化発生時に送

られる情報 
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 （３）インタフェース上の情報のアクセスコントロールに向けて 

 

前章でのユースケース分析の結果、各ユースケースの目的に従った抽象的な

情報の流れを明確にすることができた。しかし、スマートマニュファクチャリ

ングを実践に移す（具体的なビジネスモデルの実装を考える）段階でのケース

の特徴や課題を明示的に表現するためには、これらの情報が工場内外のどのよ

うな関係者から参照・更新されるべきかを考えることが必要である。 

例えば、ある作業に複数の当事者が関わる際に、その間でやり取りする情報

に生じるプライバシーや企業秘密に関する課題を検討するためには、生産設備

や情報の所有者を追加の分類軸として明示し、適切な（適切ではない）所有者

に特定の情報がアクセス可能（不可能）かどうかを評価できるようにする必要

がある。また、セキュリティ（情報漏えい）や処理速度に関する課題を検討す

るためには、サイバー空間のコンポーネント自体（コンポーネントの内部モデ

ル）とコンポーネント間で情報を変換・処理する仕組みの両者を、実空間の具

体的なコンポーネント（工作機械や遠隔サーバ）に位置づける必要が生じる。 

情報の種類やアクセス者に応じて情報へのアクセシビリティを柔軟に定められ

る「情報のカプセル化の仕組み」はスマートマニュファクチャリングを実践す

るための重要な要件となる。中小企業の工場内小規模ネットワークからバリュ

ーチェーン全体の大規模ネットワークに至るまでの様々なスケールの生産シス

テムに応じてこの仕組みを設計するためには、上述したコンポーネントの内部

モデルや情報変換・処理の仕組みを実空間のコンポーネントに位置づける必要

がある。さらに、前提条件（工場の規模や機器構成、ネットワークの特徴）、ユ

ースケース（実現すべきサービス）、リスク（サービスの提供過程で生じる可能

性がある避けるべき事象）などの特徴も、この「情報をカプセル化する仕組み」

を個別に設計するために必要となる。 
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６．おわりに 

 

現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムモデルとは、生産システ

ムで得られるあらゆる情報ととともに、人間の判断に代表される現場の「カイ

ゼン」を活用する、というスマートマニュファクチャリングの将来像を実現す

るための仕組みである。本報告書は、生産性の向上という主題に対して、興味

深い３つのユースケースを設定し、生産性の向上に関連する現場での人間の判

断結果を取り出す為の工作機械のインタフェースの特徴を分析した。 

この分析の結果、工作機械から取得される情報には現場の人間の高度な判断

に関する情報をある程度含むことが確かめられた。このため、将来の工作機械

には、これらの情報を効率よく取得できるインタフェースを持つことが求めら

れる。これは工作機械業界の共通の課題であり、工作機械業界が一丸となって

解決案を模索するものである。本報告書は、日本の工作機械業界では幅広い支

持を得た検討結果であり、生産システムのライフサイクルに関わるステークホ

ルダが協力して、現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムの構築の

準備を進めている。 

生産システムをサイバーフィジカルシステムの一つとみなす考え方が社会に

浸透してゆく過程において、生産システム上の様々な判断が自動化され、生産

性の飛躍的な向上が期待されるであろう。しかしながら、この恩恵を受ける一

方で、サイバー空間上に取り入れられる情報やモデルが不十分であることから、

サイバー空間で「良い」と判断された結果が、実世界のルールや常識を満たさ

ず甚大な被害を実世界に及ぼす恐れがある。現場力を活用するサイバーフィジ

カルシステムはこれを回避するために、 終的に人間の判断を柔軟に加えられ

る仕組みでもある。 

我が国では少子高齢化が進んでおり、生産に携わる労働人口が今後顕著に減

少する。現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムを実現する為には、

生産システムから得られるあらゆる情報に基づく自動的な判断（人工知能など

による）と現場の知恵を持つ人間の判断とのバランスを 適化する必要がある。 

各国・各地域の労働人口動態や働き方、生産システムのスマート化の程度な

どは多様であるが、現場力を活用するサイバーフィジカル生産システムの考え

方は、海外の生産システムに於いても、各国・各地域の特徴を活かして適用で

きると考えられる。 

第２章で掲げたスマートマニュファクチャリングの将来の絵姿を実現するた

めに、我々のこれからの活動として、この報告書で提案した情報モデリングを

応用し、エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの融合やサイバーセキ

ュリティなどの重要な課題の可視化と分析を、ユースケースを用いて示したい。
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