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はじめに 

国際標準化委員会 IEC にてスマートマニュファクチャリングに関するシステム委員会（SyC SM）が

2018 年 11 月に発足して 1 年強経過した。「つながる世界」 において、従来のように単体の機能を議

論するだけではなく、システムとして全体感をもって世の中の課題に取り組んでいく必要が生じている。産

業界においては第 4 次産業革命の取り組みがグローバル規模で進んでいる。 

翻って国内の状況はどうだろうか。システムアプローチは意識に上っているのか、そもそも SyC SM の活

動は十分にアピールできているのか、はたまた産業界で協力しながら課題を見出す活動（協調領域）

の重要性は理解されているのか。 

これらの想いから SyC SM 国内委員会は 「スマートマニュファクチャリング国際標準化フォーラム」 を企

画するに至った。第一部 「システムアプローチ 国際標準化の新たな潮流」、第二部 「協調領域の実

践と標準化」 の構成とし、IEC におけるシステムアプローチの提唱者やドイツの標準化アプローチの解説

など、国内外の専門家による講演および議論を行った。本報告書を通じてそのエッセンスを感じていただけ

れば幸いである。 

 

 

エグゼクティブサマリー 

製品のシステム化及び SoS(System of Systems）の潮流を受け、IEC では 2004 年にシステムア

プローチを開始した。 (https://www.iec.ch/about/activities/systemswork.htm) 

スマートマニュファクチャリングに関しては 2014 年より検討が開始され、2018 年に SyC (システム委員

会) が発足し、日本においては RRI がその審議団体として国内委員会を立ち上げた。 

そしてこの度、SyC 国内委員会が主催となり経済産業省・RRI の協賛により、システムアプローチと協

調領域の情報共有を行う目的で「スマートマニュファクチャリング国際標準化フォーラム」 を東京(2020 年

2 月 6 日)で開催した。 

本報告書は、同フォーラムの各講演から得られたエッセンスを集約し、日独国際協力の現状を俯瞰し

て捉えることを目指して作成したものである。以下に講演者のプロフィールと講演内容のダイジェストを紹

介する。 

Matthews 氏 IEC における SyC の提唱者： 

・ IEC でスマートマニュファクチャリングを取り上げるにあたっては、各 TC(技術委員会)が連携して審

議を行う必要があり、SyC はその橋渡しの役割を担っている。 

小田氏 IEC SyC SM（スマートマニュファクチャリング）国内委員長： 

・ IEC におけるスマートマニュファクチャリングの要求事項に対し、既存の標準では足りない部分や重

複している部分があり、それらの調整と解決の為にシステムアプローチが必要である。 

万仲氏 スマートコミュニティなど多方面でのシステムアプローチのエキスパート： 

・ JSCA(Japan Smart Community Alliance)は、スマートシティ及びスマートエナジーの領域にお

いて RA(Reference Architecture)と UC(Use Case)を駆使したシステムアプローチの事例を整

理しており、それらはスマートマニュファクチャリングにおいても有効である。 

https://www.iec.ch/about/activities/systemswork.htm


 
 

Gayko 氏 ドイツ PI4.0 における標準化戦略のリーダー： 

・ PI4.0(PLATTFORM INDUSTRIE 4.0)のビジョンは「自律化」、「相互運用性」、「持続可能性」

の 3 点であり、これらのビジョンを実現するにあたって”標準化”が重要な要素となる。 

中川氏 日独の製造業のアプローチの違いを知るドイツ駐在歴 14 年の専門家： 

・ 日本の開発の進め方は自前主義が殆どであり、競争領域が広く存在している。一方ドイツでは効

率性を重視し、協調領域を実に上手く活用している。 

水上氏 RRI(ロボット革命イニシアティブ協議会)の Industrial IoT 統括： 

・ Industry4.0 のスコープは産業だけでなく人材育成を含めた個人改革にも及んでおり、これらを実

現する為には国際的な協調領域をつくって議論していくことが重要であり、RRI ではドイツとの連携

の中で成果を出している。 

 

標準化戦略に関しては、以前から移動体通信などの ICT（情報通信技術）分野を中心に注目さ

れてきたが、最近では IIoT や産業用 5G(第 5 世代移動通信システム)への関心が高まると共に、社会

的課題に関わる幅広い分野にわたる産学官連携の政策・戦略が重要視されるようになっている。 

 本フォーラムは、SDGs(Sustainable Development Goals) に代表される社会的課題の解決に向け

て複雑化しているシステムに注目し、IEC における「システムアプローチ」やドイツにおける「ビジネス・エコシ

ステム」の取り組みを参照しつつ、標準化戦略についての課題と展望を整理し、新たな展開に伴う学術

的、実務的な課題や示唆を提示した。このような、標準化戦略の実態をふまえた論点・課題の整理や

展望の提示は、日本企業の経営層や政府機関にとっても大きな意義があると確信する。 

 

 

略語 

AAS ASSET ADMINISTRATION SHELL の略。管理シェル。 

CDD Common Data Dictionary の略。IEC 61360 で規定。 

I4.0 Industrie4.0 または Industry4.0 の略。一般的に独の第四次産業革命の取り組みを示す。 

LNI4.0 LABS NETWORK INDUSTRIE4.0 の略。独 PI4.0 内の組織。 

PI4.0 独 PLATTFORM INDUSTRIE4.0 の略。 

SCI4.0 STANDARDIZATION COUNCIL INDUSTRIE4.0 の略。独 PI4.0 内の組織。 

SM Smart Manufacturing の略。 

SyC Systems Committees の略。システム委員会。 

VDI Verein Deutscher Ingenieure の略。ドイツ技術者連合。 
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Welcoming Remarks 

登壇者：中野 宏和 氏(経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課長) 

 

第 4 次産業革命のもとデジタルネットワーク技術が急速に進展し、ビックデータ、IoT を活用したイノベ

ーションが新たな価値を生み出している。さらに、技術の実用化や普及のスピードが加速し、製品、サービ

スが市場に出る前から将来的な市場確保に必要なルールが国際的に形成されるようになっている。このよ

うな流れを踏まえ、標準化の価値や企業経営にとってのオープン＆クローズ戦略の重要性が高まっている

ものと捉えている。経済産業省としては領域横断的な標準化に対する取り組みを強化しており、例えば、

2019 年には JIS 法を改正し、標準化の対象にデータ、サービスを含めることや官民あげて標準化を推

進することを盛り込み、また 2020 年には JISC を改組しスマートシステム専門委員会を新設している。 

 

 

Speech 1 製造業における経営課題としての標準化戦略 

登壇者：大宮 英明 氏(ロボット革命イニシアティブ協議会 会長) 

 

（１） 第 4 次産業革命の潮流に対する認識 

製造業では第4次産業革命への対応が進められており、その方向性として4つのポイントを認識してい

る。すなわち、①エンジニアリングチェーンやサプライチェーンを含むバリューチェーン全体の最適化がビジネス

の対象となっていくこと、②製品単体からシステムへ向かうこと、③ものづくりからサービスへ向かうこと、④協

調領域の最大化へ向かうこと、である。 

 

（２） 国際標準化活動の目的 

製造業における国際標準化活動の目的は、一般的には、人々と財産を保護し生活のあらゆる分野

で品質向上に役立つこと、産業・技術・科学・公共部門の効率と品質保証をサポートすること、商品・サ

ービス・情報の自由な移動を保証し貿易を促進すること、にある。国内における第 4 次産業革命への対

応に焦点を当てると、国際標準化活動に取り組むことにより、日本が打ち出している産業・企業・機械・

人がつながるビジョン Connected Industries がどのような構造や仕組みになるかの整理を進めることが

できる。 

 

（３） スマートマニファクチャリングの国際標準化における新たな取り組み 

大規模なインフラストラクチャを使用する分野ではシステム化が進み、標準化の世界でもそれに対応し

た取り組みが求められている。IECでは、このような分野において技術の多様性、関係性を考慮したシス

テムやシステムアーキテクチャで考えるトップダウンアプローチの必要性を重要視している。スマートマニュファ

クチュアリングはまさにその対象であり、他にもスマートグリッド・エナジー、スマートモビリティ、スマートヘルスケ

ア、スマートシティ・コミュニティなどが該当する。スマートマニュファクチュアリングに関しては、2018年にIEC

でSystems Committeeが設置され、日本ではRRIが事務局となり国内委員会を立ち上げている。 
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（４） 本フォーラムへの期待 

本フォーラムを通じて、テーマである「システムアプローチ」ならびに「協調領域」に対し、第 4 次産業革

命への対応がより明確になること、日本の製造業の対応の方向性が明確になること、さらに、企業として

標準化活動に取り組む意義が明確になること、を成果として期待している。 
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Session 1 システムアプローチ 国際標準化の新たな潮流 

 

1.1 Keynote Speech 「システム思考への進化 - 足し算以上の結果へ」 

登壇者：James Matthews III 氏（IEC アンバサダー、IEEE SA 次期会長） 

 

1.1.1 システムアプローチの必要性 

あらゆる部品、コンポーネントをまとめた全体は、部品の合計に等しいか？それは必ずしもそうでない。

全体は部分の合計よりも大きな効果をもたらすことがある。 

 

図 1.1.1 部品の合計(左)と全体のシステム(右) (講演資料より)   

 

 車をどのように実現するか。 いろいろな部品が機能し、インターフェースが最適化されているようにサプラ

イチェーン全体、生産活動全体にわたって協調が取れていることが必要。 グループやプロセスを検討・構

成し、我々が各々得意な（部品の）立ち位置からこれを纏め、システムとして十分機能させていくことが

必要である。(図 1.1.1) 

IEC の TCs/SCs/WG は特定の製品分野とその利用・応用分野 に対して特定の領域を定義して

活動を行っているが 時として重複していることもある。完璧なものはなく 技術もどんどん変わる。 多くの

人が一緒になってこうしたものをまとめ、全体としての製品の機能を満足させるということが重要なプロセス

である。 また、新しい参加者もどんどん入ってきている。新技術では従来の大企業に対して中小企業、

新興企業も出てきており、新技術、新しい取組みをするところも出てきている。 これらが一緒になって協

力・協調した方がより良い世界が生まれるのではないか。そのために、これらの人々が一堂に集まって話を

し合うことが必要になる。 既存の TC の力に加えて、新しい形の協調が求められている。 

 

図 1.1.2 システムアプローチの必要性(講演資料より) 
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今や IEC のグループを越えて、いろいろな声、見方を反映させる、つまり縦割りをうまくつなげていくよう

な橋渡しが必要となる。(図 1.1.2) 

 

1.1.2 SyC について 

IEC SyC の概要、プロセス、機能、出版物(SRD、IS)、IEG 外のグループからの参加(R-member)

等について紹介。（詳細は付録参照） 

 

1.1.3 Smart Manufacturing について 

IEC として、初期の white paper を纏めている。本日の討議に関連して良いスタート点と考える。

(https://www.iec.ch/whitepaper/futurefactory/)   

Industrial (産業の)IoT は、自動化を凌駕した領域になる。(much more than automation) 

我々の直面する課題は、多くの統合を今後行っていかなければならない、ということである。いかにしてこの

Integration/統合を実現していくか。重要なのは個別の部分、個別のプロセスだけではなく、生産性の

高いシステム統合へと考え方を切り替える必要がある、という点にある。 

そしてこれを実現するため、標準は我々にとって重要だ。必要な標準を実現するために、我々は多くの

ことを達成しなければならない。関連する技術分野が広く、 多くの異なる専門委員会(TC)が関わる必

要がある。 おそらく、この分野で 600 以上の標準がある。モーター、電池、センサー、ディスプレイ、プリン

ト電子基板、自動化と制御、情報技術、その他多くがある。 

 Smart Manufacturing の成功要因としては、次のものがある。 

-ベンダーを問わないソリューション （ベンダー間の相互運用性） 

-グローバルなソリューション （アジアの工場でも、米国の工場でも、同じソリューションが適用可能） 

-インターフェース、ツールセットの洗練された合意 

-一貫性のある標準化プログラム (縦割りでなく、システムの大きな図柄がうまく繋がること) 

さらに、私の考えるシステムの成功要因の鍵は下記である。 

・本当のシステム専門家(エキスパート)を特定し任命すること。 

各 TC の専門家(エキスパート)は異なる考え方を持つことができる。パーツを組み合わせた時にどのよう

にシステムとして機能するのか、全体がうまく融合して機能するか、という視点が必要である。 

・SRG(Systems Resource Group)のリソース強化 

・国内委員会からの SyC へのアクセスの閾値が低いこと。 

・幅広い考え方 - 新しい技術、新しいプレイヤー 

・真の協調  

-協調領域を見つけていく 

（各 TC）個別のソリューションをパズルのように組み合わせ全体像として成功を立ち上げていく。 

-共同のワークプラン（作業計画） 

-TC、 SyC、外部のグループ(committee)の人たちも巻き込む 

 

https://www.iec.ch/whitepaper/futurefactory/
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結論として、SyC は新しく、また、IEC は System Work においては着手したばかりでまだ作業途上で

ある。しかしながら、SyC はより多くのニーズのそれぞれの領域においてより良い解を出していきたいという取

り組みであり、その成功のためには TC と SyC が一緒になって取り組んでいく必要がある。 

 

 

１.2. Speech 2 「Smart Manufacturing 実現に向けたシステムアプローチ」 

登壇者：小田 信二氏 (IEC SyC SM 国内委員会 委員長/RRI 国際標準化 AG/横河電機) 

 

１.2.1. スマートマニュファクチャリングとは何か、何故必要とされるか 

ISO/SMCC(Smart Manufacturing Coordinating Committee) と IEC/SyC Smart 

Manufacturing では、スマートマニュファクチャリングを以下のように定義している。 

“Manufacturing that improves its performance aspects [Note1] with integrated and 

intelligent use of processes and resources in cyber, physical and human spheres 

to create and deliver products and services, which also collaborates with other 

domains [Note2] within enterprises’ value chains.” 

Note 1: Performance aspects include agility, efficiency, safety, security, 

sustainability or any other performance indicators identified by the enterprise. 

Note 2: In addition to manufacturing, other enterprise domains can include 

engineering, logistics, marketing, procurement, sales or any other domains 

identified by the enterprise. 

 

スマートマニュファクチャリングが求められるようになった背景としては以下が挙げられる。 

・市場の需要の変化：モノからコトへ、マスカスタマイゼーション 

・市場投入までの時間の短縮：市場の変化に即応するフレキシブルマニュファクチャリング 

・サプライチェーンのグローバル化：企業や国の境界を超えたサプライチェーン 

・スマートマニュファクチャリングを実現する新技術：IIoT、AI など 

 

１.2.2. スマートマニュファクチャリングの背景にある技術動向 

技術の進歩により IT 技術が OT 分野に導入しやすくなり、IT と OT が同じ領域をカバーするようにな

り、IT が I/O から制御、監視、MES、ERP のピラミッド全体をカバーするようになった。 そして、この先、

従来のピラミッド構造はネットワーク構造となり、必要な場所に必要なデータが届けられる「サイバーフィジカ

ルシステム」に進んでいく。しかし、ハイアラーキーが無くなっても機能自体がなくなるわけではなく、機能のネ

ットワークが形成されるようになる。これまでは、ピラミッドの階層のインターフェースを見ていたが、その代わり

に、ネットワークの個々のノードが共通して持てる情報の意味が重要になってくる。 

従来の工場(生産現場)のピラミッドを取り巻く環境も変化し、工場を中心として、複数のバリューチェー

ン(サプライチェーン、製品ライフサイクル、工場ライフサイクル)が交わり、それぞれのバリューチェーンの最適
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化にとどまらず、バリューチェーン同士の連携の必要性が増してくる。 

ここで出てくる考え方が、デジタルツインである。実際の物理的な物(現場)と、現場に対応するコンピュ

ータ上のモデル(例えば、製品や生産ラインのモデル)があり、モデル側のシミュレーション結果を現場に反映

し、また、現場で起きた問題をモデルに反映することにより、全体として進化していく。このデジタルツインに

よって、前述のピラミッドの中の情報共有やバリューチェーンが進化していくと考えられる。 

デジタルツインを作る上で重要になるのが情報のモデルである。例えば、物理的な世界のサプライチェー

ンをサイバーな空間にマップする場合、物だけではなくて、その物を記述するための情報が必要になる。 

現実の世界のサプライチェーンの構築に既存の標準が使われるのと同様に、サイバーの世界で情報のサプ

ライチェーンを構築するために新しい標準が必要になる。現状の標準化活動は、ここに重きを置いている。 

 

１.2.3. 何故システムアプローチなのか 

スマートマニュファクチャリングの要求においては、複数の技術が必要であり、それらをマージしている状況

にある。また、企業やドメインの境界を越えた複数のシステムの協調が必要になってくる。そこで、既存の標

準では不足する部分、逆に重複があって調整が必要な部分が出てくる。IEC では、その解決にシステムア

プローチが必要との結論に達し、システムアプローチにより、スマートマニュファクチャリングに対応しようとして

いる。 

 

１.2.4. IEC におけるスマートマニュファクチャリング活動 

IEC において、スマートマニュファクチャリングを検討する中心的な委員会は SyC SM である。これと同

等の委員会として、ISO には SMCC があり、ISO の中での TC の情報交換の場となっている。IEC SyC 

SM と ISO SMCC のジョイントタスクフォースとして OF 1(SMT2F:Smart Manufacturing Standard 

Map Task Force)があり、また、IEC/TC 65 と ISO/TC 184 のジョイントワーキンググループとして JWG 

21 がある。さらに IEC/TC 65 の下にもスマートマニュファクチャリングに関する WG 23 がある。 

JWG 21 では、スマートマニュファクチャリングの領域で提案されている RAMI を初めとする様々なリファ

レンスモデルについて、モデルの記述の仕方や、メタなモデル、モデル提案の背景、モデルの使い方などを記

述する形の整理を行っている。 

OF 1(SM2TF)では、600 を超えると云われる様々なスマートマニュファクチャリングに関する標準を、ど

のように見せるか、マップするかという軸を定義して整理し、どの領域に複数の標準があり、どの領域で標

準が抜けているかといったことを見えるようする仕組みを考えようとしている 

SyC SM/WG 3 のナビゲーションツールは、スマートマニュファクチャリングの標準の開発者や実際の使

用者を対象として、特定のモデルに注目したとき、そのエリアにどんなユースケースが入っているか、そのユー

スケースでどんな機能が実現されているか、機能間でどんなデータが交換されるか、といったことを見えるよう

にする仕組みを作ろうとするものである。WG 3 は、非常に広い、また非常に複雑な範囲に及ぶスマートマ

ニュファクチャリングを分かりやすく見せるためのツールを提供することを使命としている。 

SyC SM では、各 WG、TF の成果物は、互いに参照関係にあり、全体としてスマートマニュファクチャリ

ングを検討するツールとなっている。 
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１.2.5. 国内におけるスマートマニュファクチャリング活動 

SyC SM 国内委員会は、RRI を事務局とし、国際側の委員会のミラーとして構成されている。運営委

員会と工業会委員会が協調していることがユニークな点である。通常、ある国内委員会の審議団体は

特定の工業会や学会であるが、スマートマニュファクチャリング自体が複数の領域にまたがるため、様々な

工業会の代表からなる工業会委員会を組織して、その意見を運営に反映している。 

 

 

１.3. Speech 3 ISO/IEC システムズ・アプローチで 

win-win のスマートシティ・ビジネスでデザイン！ 

登壇者：万仲 豊氏 (NEDO スマートコミュニティ部 主査・JSCA 事務局) 

 

１.3.1. スマートシティのための RA の事例 ： RA の構造とその意義に関しての解説 

図 1.3.1 は、SCIAM を用いた RA 全体像であり、RAMI そっくりな構造。基本は、人々に理解し易い

３軸構造で UC をマッピングするために使う。次に各軸の役割を以下に説明する。 

 

 

図 1.3.1 スマートシティのための RA の事例(講演資料より) 

 

・Z 軸 ： Layers ＝ レイヤー(抽象レベル)  

上からビジネス、ファンクション、情報モデル、コミュニケーション(5G など)、コンポーネントの構成       

・Y 軸 ： Zones  ＝ どのような範囲で制御するかを考える領域  

市場、企業、運用、ステーション、フィールド、プロセス(現場)として、制御される場所の軸  

・X 軸 ： Domains＝ 関係領域を並べた軸 ： この軸の構成は分野によって違う 

スマートシティは領域が広過ぎて階層的に並べらない。そのため、スマートシティでは構成する領域を並

べた。供給廃棄・上下水道・交通・健康・治安・エネルギー・建築物・産業とした。 

RA の使い方は、その世界観でスマートシティを眺めビジネスを考える地図としての役割がある。つまりビ
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ジネスシナリオ又は UC を RA に分かり易く表わし、参加する仲間集めに役立てる事である。 

 

１.3.2. ユースケースの記述方法について 

（１） リストフォーマット：FIWARE の UC 例 

表に並べた形。横軸はスイス/ザンクトガレン大学の 55 の分類から。これではビジネスの流れがわから

ない。スマート・パーキングについて(2)で説明する。 

（２） UC を RA のビジネスレイヤーにマッピングする事例紹介 

 

 

図 1.3.2 スマート・パーキング UC を SCIAM RA にマッピングした事例(講演資料より) 

 

  図 1.3.2 は、スマート・パーキングビジネスを RA に UC マッピングしたもの。図の下側に人・駐車

場等の現場があり、上側に交通に責任を持つ市という組織や企業クラウド等が有る。全体の仕組

みは以下。 

  ・スマート・パーキングは、駐車場を探しているドライバーに空き駐車場を教えるシステム。 

 ・【情報構造】路側駐車場は市が管理。車は、車載カメラで駐車場空き情報をクラウドに送付。

クラウドは、駐車場を探している車に素早く空き駐車場情報を伝える。 

・【収益構造】ドライバーは、駐車し料金を支払う。市は料金を受け取り、その中からクラウド利

用料金を払う。クラウドは、カメラ付き車の所有者に情報提供料を支払う。 

・【市の目的】駐車場を探してうろついている車を減らし CO2 排出量や渋滞を削減する事により

社会課題である CO２削減を実現する。 

RA への UC マッピングは、ビジネス全体をわかりやすく示すことができる。スマートエネルギー分野で

は、国際標準にこのような図を使っている。＝＞この UC を RA ビジネス例やにマッピングする手法は、

人々の議論を促進し、ビジネスシナリオをブラッシュ・アップすることができる。 

（３） ビジネスシナリオ・ダイアグラムの事例紹介 

スマート・パーキング UC をドイツのウーリッヒ・リューベン氏と共同でビジネスシナリオ・ダイアグラムと
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して、バリュープロポジション(以下 VP：価値提案)と収益メカニズムを明確に表わした手法を紹介。

またザンクトガレン大学提供のマジックトライアングル図は、どこがイノベーティブなのかを明示している。

この手法を JSCA で演習してみた。 

 

 

図 1.3.3 ビジネスシナリオ・ダイアグラムを用いた VP・収入メカニズムの考え方の事例(講演資料より) 

 

１.3.3. JSCA の UC 勉強会の 2018 年度活動 

JSCA のメンバー会社で、ビジネスシナリオ・ダイアグラムの勉強会を行い、それぞれの会社でスマートビ

ジネスをする場合の UC をこの図法で書いてみた。その中で良い事例を更にみんなでブラッシュ・アップした。

以下は、Building Energy Management System(BEMS)の例。図を使った討議の中で、設備を、欧

州鉄道のように上下分離して、自治体が設備提供し、運営者を入札することで、初期障壁を低くするこ

とが提案された。 

 

図 1.3.4 JSCA に於ける BEMS へのビジネスシナリオ・ダイアグラム適用事例(講演資料より) 

 

１.3.4. 最後に : 本日の提案 

本日は、一緒にスマートビジネスを考えるためのシステムズ・アプローチ手法である RA・UC とビジネスシ
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ナリオ・ダイアグラムの意義や使い方について紹介した。スマートｘｘはどれも似ている。今日はスマートシ

ティとスマートエネルギーの例だが、スマートマニュファクチャリングでもデータ・プラットフォームを中核に新しい

ビジネスを作ることが出来る。社会課題を解決するため、複数の領域に跨るスマートビジネスを、図を使っ

て表現し、みんなで話し合いながら実現していきましょう。 

 

 

１.4. セッション１ パネルディスカッション 

モデレーター：松田 三知子氏 

((一財)日本規格協会 フェロー/ロボット革命イニシアティブ協議会 国際標準化 AG) 

 

セッション１の講演後、登壇者によるパネルディスカッションを行った。ここでは何故、今、標準化の世界

で Systems Approach が必要なのか、また、講演者および聴講者それぞれの立場において Systems 

Approach がどのように次のアクションを考えるきっかけとなるかを柱に以下の点について議論した。 

 

１.4.1. Systems Approach のプロセスについて 

 

 

 

Matthews 氏からは IEC で使われているプロセス（上記）について説明があった。この一連のプロセ

スが標準化コミュニティの中で標準語・共通言語として使われていくため非常に重要であるとの説明だった。 

 

１.4.2. Systems Approach を使って検討する際のツールについて 

次に小田氏より、上記プロセスをより活用しやすくするための取り組みとして、現在、SyC SM で行われ

ている活動紹介があった。例えば、ユースケースは散在して把握するのが大変になっているが、その情報を

リポジトリに整理することで、一つのツールでアクセスできるようにしようとしている。こうすることでユースケース

の再利用性が高まり、より網羅的な標準開発が可能となる。 
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１.4.3. Systems Approach の成果物 SRD (Systems Reference Deliverable)が産

業界に与える影響について 

万仲氏からは、図の活用・適用の仕方について講演の補足情報が提供された。リファレンスアーキテク

チャの上にユースケースも重ねながら書いていくと標準化されていない空白地帯が見えてくる。ビジネスをや

っていく上で、標準化の必要性が見えてくる。この図はビジネスと直結した形で活用できる。 

 

１.4.4. Systems Approach の今後、どのように広めていくのか 

 

 

 

Matthews 氏からは SRD には Guide, Tool, Service など様々な形態があり、これらを使うことで、

SyC の中に一定の思考が生まれ、業界や政府など、参画団体と同じ言語、同じ定義、同じアーキテクチ

ャの視点で議論できるようになるとのコメントがあった。小田氏からは、対象の領域を見やすくすることで産

業界での会話が促進されるとの期待が表明された。万仲氏は IEC だけでなく ISO や IEEE など他の標

準化コミュニティとの会話の共通言語としてサステナブルな世界を作るのに役立つ点、指摘があった。 

 

１.4.5. Systems Approach の今後、どのように広めていくのか 

Matthews 氏より、Systems Approach は共通言語として機能していること、AI と倫理に関して

IEC/ISO/IEEE の協業が始まっていることも紹介された。小田氏からは社会の問題、SDGｓも含め、

様々な問題があるが、解こうとすると様々なところに影響が出てくる。これを扱っていくには Systems 

Approach が必要であるとの指摘があった。万仲氏も複数のステークホルダー(例えば企業内の複数部

門)における会話のアプローチとして有効であるとの説明、また、Systems Approach 習得の場として大

学での教育や JISC/ヤング・プロフェッショナル教育に対して期待が寄せられた。 

 

１.4.6. 中小企業への普及について 

Matthews 氏はオープンで、容易なアクセスを通じて標準化の世界に入りやすくする必要性を上げた。

小田氏からは IEC で議論されていることをオープンにして、それを様々なステークホルダーが意見を言える
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ようにしてはどうか、との提案があった。万仲氏からはドイツのコンピテンシーセンターの例をもとに、国内にお

ける既存・新規ワークショップでの活用などが提起された。  
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2. Session 2 協調領域の実践と標準化 

 

2.1. Speech 4 「Industrie 4.0 における標準化戦略と実践」 

登壇者：Jens Gayko 氏（Standardization Council Industrie 4.0 マネージングディレクタ） 

 

2.1.1. ドイツ PLATTFORM INDUSTRIE4.0 の動向 

PLATTFORM INDUSTRIE4.0(PI4.0)は法人ではなく、産学官連携からなる組織であり、6 つの

WG から構成されている。日本にも Society5.0 というコンセプトがあるが、それはより広範囲なアプローチ

である。PI4.0 には幾つかのターゲットがあり、1 つ目は国際協力を促すこと、2 つ目は中小企業の生産

性向上、3 つ目は政府に対する提言である。(図 2.1.1) 

 

 

図 2.1.1 PI4.0 の体制 (講演資料より) 

 

次に 2019 年のハノーバーメッセで発表した PI4.0 のビジョンを紹介する。 

1 つは「自律化」であり、米中の依存度を低減することである。これは日本においても共通課題と考える。

2 つ目は「相互運用性」であり、スマートマニュファクチャリングのターゲットである。3 つ目は「持続可能性」

であり社会へ貢献することである。これら 3 つのビジョンを実現するにあたって「標準化」が必要な要素とな

っている。 

I4.0 における標準化活動については 3 つの組織が連携しており、最上位にある PI4.0 は戦略的な方

向性を決める組織であり、経営者、大臣クラスが参画している。その戦略を標準化視点で検討している

組織が STANDARDIZATION COUNCIL I4.0(SCI4.0)であり、そこから出てきた標準のコンセプト検証

を実行するのが LABS NETWORK I4.0(LNI4.0)である。私が所属する SCI4.0 は 4 年前に設立され、

以下のような取り組みを行っている。 

・ IEC、ISO、OPC など、標準化団体の協調 

・ 日本など、国際的なパートナーとの連携 

・ LNI4.0 とのアジャイルな PDCA 

 

2.1.2. ASSET ADMINISTRATION SHELL 
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ASSET ADMINISTRATION SHELL (AAS)は I4.0 の鍵となるコンポーネントであり、スマートマニュフ

ァクチャリングの中でデジタルツインとして活用される(図 2.1.2)。ICT の技術進化は速いが、製造業のライ

フサイクルは 40～50 年と長いので、AAS の標準フォーマットはそのことを考慮の上定義されるべきである。

これらを審議するプロジェクトは IEC/TC65/WG24 であり IEC 63278 として提案され、フランクフルトで 2

月 18 日にキックオフが開催される。 

AAS の通信における相互運用のプロトコルとメッセージの構造については既にプリスタンダードとして VDI 

2193 が発行されているが、その他に標準化されたプロパティ特性(e.g.電圧)の Vocabulary(用語)が必

要となるので、IEC 61360 CDD(Common Data Dictionary)に則って記述することにした。但し、全ての

アプリケーションをカバーすることは不可能なので、業界特有なものに関しては、この標準化された構造に

則ったコンソーシアム標準を参照することにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2 RAMI4.0 と AAS (講演資料より) 

 

2.1.3. AI(人工知能)の活用 

産業界における AI 活用については、現在アプリケーションのユースケースを整理している。その中で、既

存の標準を AI に適合させる必要はあるか？AI の為に追加で標準化する必要はあるか？AI を標準にど

のように活用するのか？などが検討されている。 

 

2.1.4. まとめと課題 

I4.0 においては製造プロセスだけでなく、エンジニアリング・プロセスも重要であり、エンジニアリングが自動

化されることによる ”安全の事前検証(シミュレーション)” が必要となってくる。 

I4.0 の標準化には 4 つのステップがある(図 2.1.4)。紙のドキュメントが PDF になり、今日では機械が

読めるように XML で記述するようになった。しかし、機械はまだその意味を理解できないので次のステップ

(Standard4.0)では機械が解釈出来るように Semantic の定義が必要である。そして、実現の為の国際

協力や標準化団体の連携が重要である。 
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図 2.1.4 Standard 4.0 (講演資料より) 

 

 

 

2.2. Speech 5 「欧州流技術開発 ～ 協調領域と競争領域による開発アプローチ ～」 

登壇者：中川 雅人 氏（株式会社デンソー フェロー） 

 

2.2.1. はじめに 

ドイツの自動車産業で協調領域をどのように進めているかを話す。伝えたいことは次の 3 点である。 

・ デュッセルドルフのアーヘン市にアーヘンクラスターという技術集団の説明をする。 

・ ドイツでは、協調領域と競争領域とがうまくかみ合って産業が発展している。 

・ 労働時間が少なくても、アウトプットがよい、効率的である。なぜ出来たかを説明する。 

 

2.2.2. アーヘンクラスター 

2.2.2.1. 産学連携 

アーヘン市では、アーヘン工科大学 1 室ではなく、16 院室と一緒になって、町のエコシステムを構成し

ている。大学はリサーチ活動をやり、企業は実際の開発、例えば、S/W 開発を行う。大学と企業で主要

なキーマンが一緒であり、コラボレーションがうまくできている。これをアーヘンクラスターと呼んでいる。 

 

2.2.2.2. 人的ネットワーク：Aachen Club 

Aachen Colloquium（欧州における自動車関係の 2 大国際会議のうちのひとつ）は、アーヘン工科

大学の Stefan Pischinger 教授によってマネジメントされている。そして、父親の Franz Pischinger 教

授と合わせて二人が与えた PhD は 260～270 名に昇る。この卒業生たちは、ドイツの自動車業界で活

躍しているが、日本と違って彼らは移動する。例えば、A 社→B 社。よく回っている。 

一方、Pischinger 教授は、FEV というプライベートカンパニーの CEO でもある。この会社は、ものは作

らず（製造業ではない）、開発だけやっており、世界に 6500 人のトップエンジニアを有している。 

状況としては、一人の人が、大学の教授であり、プライベートカンパニーの社長である。そして、その卒業

生たちは、企業間をローテーションしている。このような中で、彼らは 1 年に 1 回、同窓会（“Aachen 

Club”）と称して会合を持っている。これが、ルール作りの土台になっている。 
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2.2.2.3. 公的研究機関・施設の活用の仕方：CMP（Center for Mobile Propulsion） 

アーヘン工科大学は、CMP という研究施設を構築した（最近は、パワートレインからプロパルジョンとい

う言い方に変わってきている）。この CMP の運営方針に、“インフラストラクチャを整備する”があり、これが

特徴的である。 

CMP には、最新のエンジンベンチが 16 基あり、それらは、IoT を有効に活用し、リアルタイムでネットワ

ーキングしている。日本の大学では、ガソリンエンジンが 1 台、ディーゼルエンジンが 1 台という規模感であ

る。例えば、ディーゼルエンジンの適合では、最初にエアパスの適合をやり、その後に噴射の量と圧力とタイ

ミングを変え、さらにその後でアフタートリートメントをやる。ところが、彼らは、３つのエンジンを同時にやり、

ひとつのパラメータを変えたら全部変えてしまう、というやり方をしている。開発プロセスが非常に速く、しかも、

それをやっているのが大学である。BMW の市販車の適合をここでやっていた。日本では、企業の開発した

エンジンの適合を大学に委託することはしないが、彼らは、アウトソーシングとして大学を利用している。 

 

2.2.3. 協調領域と競争領域 

図 2.2.1 が、一番大事なチャートになる。日本の仕事のやり方は、自前主義で一からやるため、戦う領

域がたくさんある。一方、ドイツの仕事のやり方は、競争領域より協調領域をたくさん持っている。 

 

 

図 2.2.1 PLATTFORM INDUSTRIE4.0 の体制(講演資料より) 

 

内燃機関を例に、競争領域と協調領域との違いを２つのケースで説明する。 

最初は、CPS（Cylinder Pressure Sensor）を例にする。F1 という極限状態で走るモータースポー

ツでは CPS を使っている。筒内の圧力をリアルタイムで見てこのエンジンのトラブル解析などに活用する。

協調領域は、“何を：WHAT”の部分であり、筒内の圧力を正確に測るということにあたる。一方、競争

領域は、“どうやって：How”の部分であり、ドイツの OEM、又はサプライヤーは CPS をどうやって作るかと

いうことにあたる。CPS ではないが、実際の事例としては以下のような感じである。あるスペック表をもらった

が、これには、BMW、ダイムラー、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェなど、各メーカーの担当者の名前、

E メールアドレス、電話番号が書いてあった。裏を言えば、ボッシュ、コンチネンタル、デルファイ、みな同じも
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のをもらっている。Aachen Club で話しているのはこのようなことである。OEM での共通課題は協調領域

としてスペック表を作り、競争領域のサプライヤーに提供している。 

次は、自動運転を例にする。目の前に出てきた車をどのようにセンシングしてジャッジメントして自分の車

を止めるかは、OEM、サプライヤーの競争領域である。このようなシステムに対して、何を評価、検証すれ

ばよいかは、協調領域である。ドイツでは、ドイツ経済エネルギー省（BMWi）が主導し、自動運転の期

待性能水準と評価基準を明確化するための産官学が共同で実施するプロジェクトを立ち上げている。 

 

2.2.4. 今後の提案 

日本の産業界がトップランナーとして世界をリードしていくためには、ドイツから学び、協調領域をもっと拡

大して限られたリソースをもっと先進技術開発に投入すること、また日本の開発スタイルの良い部分である

チームワークや協調性をさらに伸ばして、ドイツと日本の良い部分を融合した新しいスタイルの開発に取り

組むことを目指すべきと考える。 

 

 

2.3. Speech 6 「スマートマニファクチャリングにおける協調領域と日本の課題」 

登壇者：水上 潔 氏（ロボット革命イニシアティブ協議会 Industrial IoT 統括） 

 

2.3.1. 第 4 次産業革命の道のり 

I4.0 の道のりには幾つかのステップがある(図 2.3.1)。IT 化から始まり、デジタル化 → IoT → CPS 

→ ユーザー・エクスペリエンスの向上、そして目的は世界の経済成長及び社会課題の解決である。 

RRI ではヒト本位とは何か？人と機械の在り方とはどういうものか？を考えてきた。これらを議論する為

には様々な協調領域があり、標準化はその 1 つである。必要なことは全体俯瞰力であり、それは技術が

社会をどのように変える可能性があるかを大きく捉えることにある。I4.0 のスコープは産業だけではなく、人

材育成を含めた個人改革にも及んでおり、これらを実現する為には、国際的な協調領域をつくって議論

していくことが重要と考え、RRI ではドイツとの連携協力を進め、成果が出ている。 

 

 

図 2.3.1 I4.0 のプロセス (講演資料より) 
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2.3.2. 協調領域の難しさと日本の課題 

国際的な協調領域のポイントは以下のとおり 

・ 相互運用性(情報モデル等)の確立 

・ 社会的、文化的な違いへの適応 

・ 経済成長の為のしくみづくり(規制対応、知財権等) 

日本における課題 

・ 水平方向におけるビジネスエコシステムの形成 

・ ハイコンテクスト(擦り合わせ)文化からの脱却 

・ 産学連携の在り方(体制)の見直し 

 

2.3.3. 協調領域の進め方 

技術は進歩し、人の価値観は変わるので、協調領域に関する普遍的な答えはない。従って、絶えず議

論の場を作り、課題とビジョンを共有する必要がある。更に、システム思考など方法論の整備が必要であ

ると考える。 

 

 

2.4. セッション 2 パネルディスカッション 

モデレーター：水上 潔 氏（ロボット革命イニシアティブ協議会 Industrial IoT 統括） 

 

セッション２の各講演後、登壇者によるパネルディスカッションを行った。協調領域について、その必要性

の背景、協調領域の合意形成を進めるための対応や留意点、合意形成の方法論としてのシステムアプ

ローチの意義、異文化交流の意義など、が議論された。 

 

2.4.1. 協調領域を検討していかねばならない背景 

まず、Gayko 氏から、「I4 は産業革命、これまでの常識が通じなくなる。たくさんの変化が起きる。例え

ば、『新しいビジネスモデルが生まれる』『エンジニアリングも変わる』『標準も変わる』『コンプライアンスも変わ

る』と、これらは新しい世界、まだ解がない世界である。」と、潮流の捉え方を指摘いただいた。そして、「遵

法性からみると、産業革命対応で今話していることは、未来の協調領域なのか、競争領域なのかを考え、

整理し、説明しなければならない。」と、対応方法についての示唆があった。 

 

2.4.2. 協調領域の合意形成を進めるための対応や留意点 

協調領域の検討に当たって、Gayko 氏は、「産業革命への対応は、まだ解がなく、何が正しいのかわ

からない世界なので、これに答えるには、『社会の関係者にできるだけ多く関与してもらう』『規制当局者に

も関わってもらう』ことが重要だ。議題の内容は、現状からみて、協調か競争化の境界領域かもしれない。

これは規制当局にとっても課題となる。ドイツの現状として、ドイツでの SCI4.0 の活動での議論の内容は

諮問報告として広く評価してもらうことをしているが、簡単ではなく、試行錯誤がいる」などと、紹介があった。
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一方、中川氏からは、ドイツで協調領域の議論が行える背景として、ご自分の経験から、「ドイツでは限ら

れた時間で仕事を行うという意識が高い。例えば、会議で結論を出す（経営判断）場合、全てわから

ない（時間がかかる）と決断できないというのではなく、自分のリスクマネジメントを鍛えて大事な情報だ

けで結論を出していかなければならない。ただし、その結論が間違ったとわかったら、すぐ、方針転換するこ

とが大事だ。こうした経験を通して、一般論化して捉えられる力を養っていくことが、協調領域についても

考える一つのきっかけになる。」と、仕事への取り組み方の観点から説明があった。 

また、協調領域の議論のための参加者としては、Gayko 氏からは、「多様なステークホルダーが参加し、

特に同じレベルで話し合うことが大事だ。多様というのは、メーカー、システムベンダー、インテグレータ、カス

タマー、SC パートナー、社会のステークホルダー（労働側やいわゆる消費者や市民）などである。こうした

方々の議論でやがて合意形成ができる。例えば、ドイツでは、化学分野（強いメーカーとユーザー）で標

準化の議論がうまく議論できた。自動車は産業構造が大変多層的で、OEM の発言力が強く合意が難

しい面がある。そこで大事なのは中小の小さな部品メーカーや消費者までの参加と対等の議論だ。」と多

様性と対等の重要性の発言があった。 

中川氏からは「WEF のダボス会議が似ていると思う。産業革命対応は、１つの企業、国、リージョンで

は対応ができない大きな問題だ。だからグローバルなネットワークで議論していく。標準化の議論も、RRI

がこうしたこの場のようなネットワークを作って進めていけばいいと思う。」と RRI への応援演説をいただいた。 

 

2.4.3. 合意形成の方法論としてのシステムアプローチの意義、運用上の留意点など 

国際標準のような協調領域の議論は、多様な方々での合意形成であり、それを進める上でのシステ

ムアプローチは国際では使われているが、日本ではなかなか馴染んでいない。そこでお二人からシステムア

プローチに対する捉え方を話していただいた。まず、Gayko 氏は、「システムズ・アプローチは新しい課題に

取り組むための手段である。過去いろいろ問題を技術的に孤立した形でバラバラに解決してきた。今、こ

の孤立した分野、縦割り構造の橋渡しが必要になってきた。技術が融合する中で、縦割りの構造を一体

化していく必要がある。違った分野の専門家が互いに会話する必要がある。分野間の異文化交流が大

事だ。システムズ・アプローチはシステム的な体系的な取り組みを方法論として、このような問題で言及し

てくことを促進する。スコープを決め、ユースケースで議論する。これらはそれぞれの専門家が互いに理解が

できるものでなければならない。これらは、専門家領域でどういう意味を指し示すのかが理解できるもので

なければならない。日独の技術者はこうした共通言語を持っているので話しやすい。しかし、技術者、法

律家、営業マンなど様々な人で話ができなければならない。」と、専門家同士のあり方について述べられた。

一方、中川氏からは、「システムアプローチは、技術者にはなじみのあるものだ。例えば、自動運転 これ

はセンシング、コンピュータで予測してジャッジメント、アクチェータでアクション、この３つを同時に開発しない

とならない。この時、システムアプローチで取り組む。」とシステムアプローチは技術者にとって一般的という

指摘がされた。これに対して、水上氏からは、「技術者にとって、システムアプローチは馴染みがありますが、

例えば、工作機１つとっても、工作機を検討する上でのユーザが誰かと考えると、これまでオペレータとしか

捉えられていなかった。しかし、ユーザとしては生産技術、工程管理者、経理、工場長なども意識しないと

いけない。こうしたスコープチェンジができないとならない。つまり、既成概念、認知バイアスを外すことも、シ
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ステムアプローチの重要な役割である。又、認知バイアスを外すためにも、異分野の人と議論することが大

事であり、異分野で話すためにはシステムズ・アプローチが必要だ。」と、RRI での経験からの実感の発言

があった。 

 

 

Closing Remarks 

登壇者：中富 道隆 氏(ロボット革命イニシアティブ協議会 運営幹事)   

 

経済活動が国際化、加速化し、製品の融合化やデジタル化が進む中、経済活動の連携

Interoperabilityはもはや不可欠となっている。あらゆるものがデジタルにつながる世界が生まれようとし

ている中で、国際標準の役割は益々重要になってきている。RRIでは、IoTによる産業変革を目指し、今

後も国内の産業界や学術界との連携、ドイツやアメリカを中心とした海外との連携を強め、スマートマニュ

ファクチュアリング分野の議論の進展に対応していく。 

 

 

===================================================================== 

今後に向けて 

 本報告書をまとめるにあたり、編集委員にてフォーラムの計画段階で意図したこと、そして結果について

議論した。IoT 化により、機械や電機といったハードウエアが、情報技術の文化の影響を受ける中で、これ

までの価値観が通じない時代に突入した。個のニーズと社会のニーズのバランスを取りながらパラダイムシフ

トとイノベーションを加速化していく必要がある。 

 複雑さが増す世の中で、IoT と DX により、全てのもの・ことがつながり、自律的にものづくりが進むように

なる。これまで印刷物だった標準規格ですらデジタル化してシステムに実装されソフトで活用する時代にな

る。多様な技術要素の活用は、今日本で苦しんでいる個別最適での PoC（概念実証）倒れではなく、

全体視点で捉えて活用することが必要で、今回のテーマのシステムアプローチの重要性が増している。一

方、欧米で動き始めたこの変革は、多様なステークホルダーの議論を通しての協調領域活動を加速化し

ている。全体の構図を皆で描く中で、個社のリソースを個社の優位性が発揮できる分野にシフトし集中す

るというものに変化している。国際標準化活動でも、この全体構図の作成に着手している。フォーラムでは

これらについて気付きを与えることができたのではないか、と評価した。 

 ただし、これはまだスタートに過ぎない。フォーラム参加者からのフィードバックには「協調領域と競争領域

の境目をどう定義するのか分からない」など次のステップに向けた課題提起が見られる。協調領域活動とし

ての標準化においても、システムアプローチにて俯瞰的に物事を捉える試みはまだ入り口に立った段階で

ある。 

 SyC SM 国内委員会としては、この問題に対して参加者とともに追及していきたい。ご興味を持たれた

方は委員会に参加いただき、今後の日本のモノづくりの変革を共に起こしていきたいと考える。 

SyC SM国内委員会事務局（問い合わせ先）：Jimukyoku_2@jmfrri.gr.jp 
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参考資料 

フォーラム当日の講演資料は以下の URL よりダウンロード可能。 

https://www.jmfrri.gr.jp/event/seminar/1366.html 

 

本フォーラムに先立ち、SyC SM 国内委員会では「ドイツ標準化ロードマップ（German 

Standardization Roadmap, 2018）」の邦訳版を発行した。同書は標準化の現状を明らかにするもの

であり、Industrie4.0 に関連する国際規格および仕様の概要を示している。  

https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/1351.html 

 

 

編集委員名簿（所属は講演会当時のものを記載） 

包原 孝英 株式会社 安川電機 

佐藤 朋美 ロボット革命イニシアティブ協議会 

中島 一雄 ロボット革命イニシアティブ協議会 

林 剛久  一般財団法人 日本規格協会 

藤井 敏彦 富士通 株式会社 

松隈 隆志 オムロン 株式会社 

水上 潔  ロボット革命イニシアティブ協議会 

吉田 浩之 アズビル 株式会社 
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