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はじめに 

ロボット革命イニシアティブ IoT による製造ビジネス変革 WG 国際標準化 AG（以下

RRI/WG1/AG11）では、世界の Smart Manufacturing の技術潮流を適切に理解し、客観的に

評価する活動の一環として、2020 年 3 月 30 日に AAS（Asset Administration Shell：管理シ

ェル）ワークショップを開催した。ワークショップ第一部では、ドイツの AAS の専門家 Festo AG & Co. 

KG の Dr. Michael Hoffmeister より、AAS 現状解説およびツールデモを実施して頂いた（ドイツより

リモートで参加）。第二部では、駿河精機株式会社の深沢様、東芝デジタルソリューションズ株式会社

の中村様、松本様、株式会社日立製作所の今井様より日本企業による AAS 適用事例を紹介頂いた。

また、RRI/WG1/AG1 の藤島委員（三菱電機株式会社）より AAS の競争・協調領域についての問

題提起を頂き、その後参加者によるディスカッションを実施した。ワークショップはWebEx を活用したWeb

会議で実施し、50 名に参加いただいた（会議へのログイン数）。 

第一部の Dr. Michael Hoffmeister からのプレゼンテーションでは、Quick recap of AAS として、

まず AAS の特徴の説明があった。企業間、サプライチェーン間の相互接続性を担保し、Digital Twin を

実現する仕組みであることが改めて説明され、その自律性や AI ベースの仕組みであることも強調された。

次に、Latest development として、近年の検討・開発のアップデートについて説明があった。メタモデル

やインターフェース、インフラストラクチャーに関するアップデートが続けられている中で、セキュリティやサブモデ

ルについての専門的検討も行われているとのことであった。また、IEC TC 65 WG24 における検討のキッ

クオフについても紹介された。最後に、オープンソースとして実装されている AAS のデモンストレーションがあ

り、アセット管理状況の可視化や、XML への情報エクスポート、OPC UA Server への接続デモを見せ

て頂いた。 

第二部では、駿河精機株式会社より同社のスマート工場プロジェクトの概況説明と、当該プロジェクト

における AAS の活用状況についてプレゼンテーションがあった。同社は、ドイツの AAS の概念を理解する

ことにより、BECKHOFF 社の協力を得て独自の AAS の仕組みを構築・導入している。続いて、東芝デ

ジタルソリューションズ株式会社からは、ドイツで開発されている AAS オープンソースを活用した AGV 運

用監視サービスのデモについて紹介があった。株式会社 日立製作所からは SPS IPC Drives 2018 に

おけるOPC UA+AASによるスマートファクトリーコンセプトデモ展示の紹介があった。第二部の最後には、

RRI/WG1/AG1 の藤島委員からの問題提起を受けて、AAS の国内導入にあたっての競争領域／協

調領域の切り分け、協調領域における検討内容と対応方策、データ流通と合わせた AAS 活用検討の

必要性、エンドユーザー視点の重要性などについて、参加者間のディスカッションを行った。 

本報告書は、当日のワークショップの内容を広く関係者に周知するとともに、ワークショップの当日および

その後の検討チームにおける AAS 理解・活用に関する課題認識を共有することを目的として作成したも

 
1 AG1: Smart Manufacturing 国際標準化動向を関連する標準化団体で横断的に共有・議論して

いる。今回のワークショップの企画・運営は AG1 で行い、報告書作成はワークショップ参加者より有志

（巻末参照）に協力いただいた。 
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のである。本報告書が日本国内の製造業をはじめとする各種ステークホルダーの AAS に関する理解醸

成に少しでも役立てば幸いである。 

 

 

1. AAS に関するドイツの取組みと検討状況 

本章では、AAS に関するドイツの取組みと検討状況について、Dr. Michael Hoffmeister のプレゼ

ンテーションを基に紹介を行う。なお、AAS の概要については、RRI/WG1 が 2018 年 9 月に公表して

いる「PI4.0 管理シェルの概要」調査報告書2も参考にされたい。 

 

1.1. AAS 検討の背景と目的 

AAS は、ドイツのインダストリー4.0 推進組織 Plattform Industrie 4.0 が 2016 年春に発表した

「Struktur der Verwaltungsschale （AAS の構造）」の中で明確化された概念であり、現在まで

にその概念の先鋭化・詳細化が図られるとともに、オープンソースとしての実装や企業や研究所での実証

的な活用が進められている。 

AAS は、アセット3をインダストリー4.0 の世界（インターネットでつながったデジタルの世界）に結び付

ける役割を有するものであり、標準化された通信インターフェースで、バリューチェーン上の全てのアセットと

アセットが互いに通信できるようする機能を有する。ワークショップの中では、Dr. Michael Hoffmeister

より、AAS の特徴として以下の 6 点が明示された。 

⚫ AAS は、インダストリー4.0 を実現するために必要な、「デジタルツイン」を実装するもの 

⚫ AAS は、異なる会社間の相互運用性（interoperability）を確立するもの 

⚫ AAS は、非インテリジェント製品とインテリジェント製品の両方に適用可能なもの 

⚫ AAS は、製品、デバイス、機械、設備のライフサイクル全体をカバーするもの 

⚫ AAS は、統合されたバリューチェーンを実現するもの 

⚫ AAS は、自律性を持ったシステムと AI 活用を実現するためのデジタル基盤 

 

 なお、ドイツ電気電子工業連盟（ZVEI）は、AAS が以下の付加価値を生み出すとしている4。  

⚫ 【データ】 AAS には、CAD データ、配線図・接続図、取扱説明書などメーカー側が供給した大

量のデータや情報が含まれる。システムインテグレーターや工場運営者が、（メインテナンス の情

報、他のハードウェアやソフトウェアと接続するための情報など）重要な追加情報を AAS に加える

こともできる。Plattform Industrie 4.0 がデータセキュリティのための措置を定め、データの可

用性、信頼性、保全性・整合性が保証されるようにしようとしている。  

⚫ 【機能】 AAS に、様々な機能（プロジェクトプラン、設定、操作、メインテナンス、ビジネスロジック

 
2 「PI4.0 管理シェルの概要」調査報告書（https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/971.html） 

3 インダストリー4.0 の世界につなぐ必要のある‘もの’全て。物理的なものに加え、ソフトウェア、ドキュメン

ト、各種情報、人間、サービス、その他非物理的なものを含む 

4 ZVEI（2015） 
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の複雑な機能など）を含めることができる。  

⚫ 【サービス】 AAS 内にあるデータ・機能に、企業内ネットワークやクラウドを介してアクセスできる。

データや機能の情報を一度だけ保存すれば、IT サービスを介して（アクセス権のある）全てのユ

ーザーが全ての活用ケースのためにアクセスできる。  

⚫ 【統合】 インダストリー4.0 対応の通信プロトコルと AAS のコンセプトを組み合わせることで、 生

産システムの垂直方向と水平方向の統合が実現できる。  

⚫ 【隅々まで情報】 AAS によって、アセットの全ライフサイクルの隅から隅まで（設計・エンジニアリン

グから運用・運転、メインテナンスまで）情報が行き渡る。 

⚫ 【モジュール方式】 インダストリー4.0 の成功には、全ての機械の情報だけではなく、機械内部の

重要な部品・コンポーネントの情報も AAS を介して記録することが必要である。例えば、リニアア

クチュエーターは機械機能のクオリティーを大きく左右する。将来的にリニアアクチュエーターに関す

る情報も中央保守システムから直接、アクセス可能にすべきである。同様にオートメーション技術

分野では、独自のデータ・インターフェイスを持たない生産コンポーネントの情報も AAS を介して記

録するべきである。例えば端子台に関して、何を・いつ・何の目的で接続したかといった情報を

AAS に記録することができる。このように、全ての部品が ‘つながる生産’ における ‘スマート部品’

となる。  

 

また、企業にとっての具体的なメリットとしては、ZVEI によって、以下が提示されている。 

⚫ （自社製品や自社で使用している）ハードウェアやソフトウェアをインダストリー4.0 対応にするた 

めに、AAS を利用できる。  

⚫ AAS に保存されている情報は任意に拡大可能である。メーカーやシステムインテグレーターは新た

な情報、知識モデル、専門機能などを追加することで、バリューチェーン上の企業にスマートサービ

スを提供できる。 

 

1.2. AAS の概念設計と実装状況 

AAS は、接続されるアセットに関するすべての情報について、情報利用者間で合意された意味と明確

なコンテキストを与えることを目的とした設計がなされている。 

AAS は図 1.2.1 に示すように、ヘッダーとボディより構成されている5。ヘッダーは、AAS とアセットを識別

できる情報（ID、識別子）を有し、他の AAS と情報交換を行う外部の通信ネットワークと接続するため

のインターフェースを持つ。ボディは、標準化された共通の基礎サブモデル、業界や企業ごとに作成され流

通する自由サブモデルを含む。各サブモデルはさらに属性（Property）とビューを持つ6。AAS の実装は、

AAS を記述するためのツール、共通の基礎サブモデル、情報閲覧のための基礎ビューなど基本部分と業

 
5 この構造は、IEC 63278-1 において国際標準化に向けた検討が行われている。詳しくは、1.3.1 を参

照されたい。 

6 「PI4.0 管理シェルの概要」調査報告書（https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/971.html） 
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界、企業が担当する個別部分に分かれる。ここでは、AAS の概念設計と実装状況について紹介する。 

 

 

図 1.2.1 AAS（管理シェル）の一般的な構造 

 

1.2.1. 仕様開発状況 

AAS の全体構成を図 1.2.2 に示す。 

 

 

図 1.2.2 AAS 概観 
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上段左にある AAS はリニアアクチュエーターをアセットとする AAS の例である。この AAS は上段真ん中に

示す複数のサブモデルを持ち、そのうちの一つとしてのポジショニングサブモデルの属性（Property）が上

段右に例示してある。ID は選択が可能であり、規格されたものとして IEC 61360 や ISO 13584 で用

いられている IRDI や、web で直接参照する URI/URL がある。プロパティの種類として、国際標準、コ

ンソーシアム仕様、あるいは、専有権のあるプロパティ・異なるデータフォーマット・企業独自仕様などがある。 

さらに、この例の AAS はほかの AAS とのコミュニケーションを行うために、Industrie 4.0 で認証された通

信手段を持っていることも示されている。 

 

図 1.2.3 に示すように、AAS には３種類の仕様書がある。左にあるのは仕様 Part １で、単体 AAS が

バリューチェーンのパートナー間で情報交換を行うための情報モデルである。真ん中は単体 AAS のための

インターフェースあるいは API であり、仕様書は 2020 年中に発行予定である。右は複数の AAS が連

結されるインフラを示しており、仕様書は作成中である。 

 

 

図 1.2.3 参照可能仕様書 

 

仕様文書 Details of the Asset Administration Shell で新たに規定した機能、あるいはこれか

ら規定する機能について、次に示す。 

【新たにアップデートされたもの】 

⚫ Part 1：AAS のメタモデル 

• version 2.0 にアップデート済み（例、合成コンポーネント） 

• マッピング：XML、JSON、AutomationML 

• マッピング：OPC UA → I4AAS Comp Spec（OPC ファンデーションドラフト） 

（完成間近、発行予定） 

⚫ Part ２：オンラインインターフェース（単体 AAS） 

• REST-API ドラフト（参照可能書類現時点なし） 
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⚫ Part 3：インフラストラクチャー（複数 AAS） 

• ファンクショナルビューに基づく（RRI と協働） 

• 最初の仕様書は発行予定あり 

【セキュリティ仕様】 

⚫ WG「Secure AAS」活動中 

⚫ 認証、認可、暗号化、信頼 

⚫ Web 標準準拠（reverse proxy…） 

【サブモデルの仕様（中身）】 

⚫ ドキュメンテーション、モジュールタイプのパッケージ、ID、ネームプレート 

 

1.2.2. 開発組織と AAS ツール 

AAS ツールは、AAS の提唱者の一つでもある ZVEI（ドイツ電気電子工業連盟）が中心となって開

発しており、その一部が AASX Package Explorer7として公開されている。AASX Package Explorer

は、AAS を.AASX Package として作成するためのオープンソースブラウザ／エディタである。AASX 

Package Explorer は、AAS の XML や JSON 形式による serialization をサポートする。更に、

AutomationML での export format あるいは OPC UA のサーバ生成を可能とする。加えて、MBEcat

などの export format もサポートする。 

ZVEI は Plattform Industrie 4.0 に参画している。Plattform Industrie 4.0 は、製造業のデ

ジタル化を推進するドイツの中核組織であり、産学官連携の推進団体である。次のような機関や企業が

参画している。 

⚫ 官：ドイツ教育研究省、ドイツ経済エネルギー省 

⚫ 学：フラウンホーファー協会など 

⚫ 産：VDMA（ドイツ機械工業連盟）、Bitkom（ドイツ情報通信協会）、ZVEI（ドイツ電

気電子工業連盟）、多数の民間企業） 

Plattform Industrie 4.0 は、現在６つの WG （Working Group）で構成されている。WG1

は、 「Reference Architectures, Standards and Norms」というグループであり、Industrie 4.0

のリファレンスモデルを始め、関連規格の作成やツール開発を担当している。今回講演いただいた Dr. 

Michael Hoffmeister は WG1 に所属され、さらにその中に「Asset Administration Shell」という

サブ WG のチェアであり、AASX Package Explorer を精力的に開発している。 

AAS の基本仕様の開発は進行中であり、その詳細は Details of the Asset Administration 

Shell という仕様文書により、Plattform Industrie 4.0 及び ZVEI から順次公表される予定である。

Part 1: The exchange of information between partners in the value chain of Industrie 4.0 は、

2018 年 8 月に version 1.0 を発行してから、その後アップデートされ、2020 年 5 月には version 

2.0.1 が発行されている8。 

 
7 AASX は、AAS 情報の入出力のための package file format である。 
8 https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/Details-of-the-
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AASX Package Explorer は、オープンソースにより実装されており、Eclipse Public License 2.0

（EPL 2.0）によりライセンスされコンパイル済みのソフトウェアである。AASX の入手については、次のサ

イトを参照されたい。 

AASX open source developments9 

⚫ GitHub – Repository for open source development 

• C# based (.net standard / .net core), 

• open by invitation (email to M. Hoffmeister or A. Orzelski), 

• AASX Package Explorer, 

• AASX Server and Browser, 

• AASX OPC UA Server,  and more. 

⚫ Eclipse BaSyx 4.0 and 4.2 – research project, APIs are AAS compatible 

git clone https://git.eclipse.org/r/basyx/basyx/ 

注：Eclipse BaSyx は、AAS を実現するための SDK（Software Development Kit）を提

供しており、その APIs は、AAS と互換である。なお、git clone は SDK のダウンロードコマンドで、

https://git.eclipse.org/r/basyx/basyx/ はそのダウンロードサイトである。 

browser: https://git.eclipse.org/r/plugins/gitiles/basyx/basyx/ 

⚫ SAP open source files for AAS 

https://github.com/SAP/i40-aas 

 

次のサイトも参照されたい。 

⚫ Eclipse Basyx のサイト 

https://projects.eclipse.org/projects/technology.basyx 

⚫ API の仕様のサイト 

https://wiki.eclipse.org/BaSyx_/_Documentation_/_API_/_AssetAdministrationShell 

 

 AAS の開発については、ZVEI 以外にも複数のユーザーグループが関与して進められている（図 1.2.4

参照）。システムアーキテクトは、2015 年から 200 以上の文章を Plattform4.0 のオンラインライブラリ

に登録をしてきた。また、開発者は、オープンソースプラットフォーム上で、ソフトウェア開発ツール

（Software Developing Tools：SDTs）、エディター、ツール、例などを整備してきている。アーリーア

ダプターは、現時点でのアプリケーションを最初に試行するためのサンプルとツールの開発を行っている。シス

テムのユーザーは、サプライヤとインテグレータから AAS を入手し、自らが普段利用しているシステムと適切

なインターフェースを構築して、AAS の利用を開始している。 

 

 
Asset-Administration-Shell-Part1.html 
9 「Digital twins and Administration shells」 

（Dr. Michael Hoffmeister, Festo AG & Co. KG 講演資料） 

https://git.eclipse.org/r/basyx/basyx/
https://git.eclipse.org/r/basyx/basyx/
https://git.eclipse.org/r/plugins/gitiles/basyx/basyx/
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図 1.2.4 AAS のユーザーグループ 

 

1.2.3. デモ紹介 

図 1.2.5 に AASX Package Explorer を紹介した初期画面 Overview を示す。次のサイトより最新

情報を入手することができる。 

https://github.com/admin-shell 

こちらの紹介サイトは、ソフトウェア開発のプラットフォームである GitHub に開設されているが、AASX 

Package Explorer は GitHub 上にオープンソースとして公開されている。GitHub に登録すれば、こちら

のサイトより各リポジトリのダウンロードも可能である。 

Overview では、よくあるリポジトリとして４つ紹介されている。まず、AASX の編集用リポジトリとして

aasx-package-explorer が示されており、こちらからは AAS のビューワ／エディターが入手できる。さらに、

aasx-server と aasx-client というリポジトリを入手すれば、REST、OPC UA、MQTT によるアクセスや、

クライアントによる I4.0 security テストができる。残りの io という標準リポジトリは各社（ドイツ勢中心）

の AAS のサンプルを入手しテストすることが可能である。 
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図 1.2.5 初期画面 

 

図 1.2.6 は DC サーボモーターの AASX ファイル例とその内容の一部である。ServoDCMotor がアセ

ットとして定義され、その ID は URI のタイプで、http://customer.com/によることがわかる。 

 

 

図 1.2.6 AASX のファイル例とその内容 

 

図 1.2.7 は AASX Package Explorer 構造の一部とそのセマンティックプロパティの事例である。画面

右側のウィンドウは AASX Package Explorer の一部で、Festo の USB スティックの AAS 例である。こ

の例では、AAS ボディを示す画像が AASX Package Explorer 画面の左下にあり、このタイプの USB

スティックは eCl@ss 辞書よりその情報（画面左側のウィンドウ）を入手することができ、入手された情報

は Element の中に記入され、USB スティックのサイズなどは AAS ボディのプロパティ（Prop）に登録され

ている。Element からわかることとして、eCl@ss から得た情報は IRDI であり、そのデータ仕様は IEC 

61360 に従うものである。 
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図 1.2.7 AASX の構造とそのプロパティ 

 

図 1.2.8 は AASX Package Explorer から AutomationML 形式でエクスポートした事例である。エ

クスポートされた DC サーボモーターのファイルを AutomationML エディターに読み込ませると、例えば、最

大トルクというプロパティは属性の semanticld の値として記入され、ここで記入された値は図 1.2.7 の

eCl@ss のところでも参照した値である。 

 

 

図 1.2.8 AASX の AutomationML へのエクスポート 

 

図 1.2.9 は OPC UA クライアントを用いた事例である。図 1.2.7 で示した同一の例が用いられ、図

1.2.9 画面の右側の属性に値として同様な番号が記入されている。 
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図 1.2.9 OPC UA クライアントとの連携 

 

システムとそれを構成するコンポーネントについて、部品などを供給するサプライヤは、その部品のデータ

シートや使用条件などを部品と一緒に供給し、供給されたものが個別のコンポーネントと呼ばれる。システ

ムインテグレーターは、部品一覧を作成し、これを機械ごとあるいはステーションごとにまとめて合成コンポー

ネントを作成する。合成コンポーネントを用いて最終的に生産ラインあるいはプラントを構築する。 

最後に、図 1.2.10 に合成コンポーネントの事例を示す。この事例では、Assembly123 という AAS は

ユニットとしてのボディを持っている。ヘッダーでは、Reference 1～4 を定義している。このユニットは 3 軸を

持つマニピュレーターでさらにマニピュレーターの先端にグリッパーが付いている。３軸はさらに 3 つのサブボデ

ィ Axis X、Axis Y、Axis Z、グリッパーはサブボディ Gripper をそれぞれ参照している。この例は４つの基

本的 AAS からなる 1 つの AAS を示しており、合成コンポーネントと呼ばれる。 
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図 1.2.10 合成コンポーネントの事例 

 

1.3. AAS 関連の標準化動向 

現在進められている AAS に関する国際標準化活動の現況、ならびに AAS の標準化に影響を与え

る主な活動について報告する。技術的な内容を正確に要約することは難しい。国際標準化については、

多くの情報が公開されているので、標準化団体や規格番号などにより、原情報を検索し内容を直接確

認されることをお勧めする。 

 

1.3.1. IEC TC 65/WG 24 

IEC TC 65 (Industrial-process measurement, control and automation)/WG 24 (Asset 

Administration Shell for Industrial Applications) （コンビナ：独）は、2019 年末に IEC 63278-

1: Asset administration shell for industrial applications – Part 1: Administration shell structure 

の NP 投票が可決されたことを受けて設置された新 WG であり、2020 年 2 月に第 1 回の国際会議が

開催された。WG 24 では、産業用アプリケーション、特にスマートマニュファクチャリングの分野での AAS 関

連の標準化を取り扱う。 情報処理技術として、AAS の構造、プロパティやサービスなどを記述する方法

などの標準化を行う予定である。なお、日本は、IEC 63278-1 の投票に際し、このプロジェクトは、1.3.2

で述べる IEC TC65 / WG16 下のプロジェクトとして、IEC 62832 シリーズに含めるべきものであるという

理由で、反対投票をした。現在、日本は、WG 24 へ国際エキスパートを登録し、IEC 63278 の開発に

参加している。 

図 1.3.1 は、IEC 63278-1 に一例として記述されている AAS の使用状況ビュー (Usage View) を

示している。ひとつのアセットを、ふたつの組織で、AAS を介して夫々のシステムに取り入れようとしている。

検討中のシステムでは、AAS を介して、アセットとソフトウェアアプリケーションはコミュニケーションを取る。検
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討中のシステムとしての AAS には、概念的に次のコンポーネントが含まれる。 

- AAS サービスレジストリ：AAS サービスレジストリは夫々の組織に属し、その範囲は関連するア

セットとその組織によって決定される。 

- AAS サービス：これはソフトウェア機能であり、AAS サービスレジストリを介してソフトウェアアプリ

ケーションに提供される。 AAS サービスも夫々の組織に依る。 

 

 

図 1.3.1 AAS の使用状況ビュー 

 

IEC 63278-1 における AAS の一般的な構造を図 1.3.2 に示す。（図 1.2.1 と基本的に同じであ

る。）AAS は、ヘッダーとボディから構成される。ヘッダーには、アセットを一意に識別できる ID（識別子）

が含まれている。この識別子（ID）には URL を用いることができる。ボディは、複数のサブモデルから構成

される。それらのサブモデルを介して、アセットの様々な側面（例：セキュリティ面、安全面、エネルギー効

率など）について記述することができる。あるひとつの側面（例：エネルギー効率）に関する情報は、ひと

つのサブモデルにまとめられる。各サブモデルは、階層に分類された多数の属性（Property）から構成さ

れる。アセットのデータ（仕様、性能）や機能など、アセットに関するあらゆる情報が属性となり得る。 
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図 1.3.2 AAS の一般的な構造 

 

1.3.2. IEC TC 65/WG 16 

IEC TC65/WG 16 (Digital Factory) （コンビナ：独）では、生産システムのデジタル表現を作成お

よび管理するためのモデル要素とルールを、デジタルファクトリ・フレームワークとして規定しようとしている。 

このデジタル表現には、明確に定義されたセマンティクスに基づいた機能ベースの要件記述と物理的な機

器記述が含まれる。現在、WG 16 では、IEC 62832: Digital factory framework シリーズの開発を進

めており、その Part 1: General principles は 2016 年に TS（Technical Specification）として発行

され、現在は、Part 2: Model elements および Part 3: Application of Digital Factory for life cycle 

management of production systems とともに IS（International Standard）の開発が進んでいる。

1.3.1 で述べた IEC 63278-1 における AAS の構造化は、IEC TS 62832-1 の DF アセットを参照して

行われた。 

IEC TS 62832-1 において、DF アセットは、アセット（物理アイテムまたは論理アイテム）のモデル記

述であり、デジタルファクトリ上の仮想表現である。アセットの機能は、データ要素によって記述される。記

述するアセットがモジュール構造をもつ場合、そのアセットの記述も同様にモジュール構造で記述する。DF

アセットの記述で最も重要なのは、記述を「ヘッダー」と「ボディ」に分解することである。 「ヘッダー」には、そ

れぞれの生産システムにおけるアセットの識別子やアセットの種類など、DF アセットの管理に関する情報を

記述する。 「ボディ」には、そのアセットの機能（データ要素）や性質（データ要素の値）などをプロパテ

ィとして記述する。モデリングとデータ要素の記述仕様については、共通概念ディクショナリとして 1.3.3 で述

べる IEC 61360 ならびに ISO 22745: Open technical dictionaries and their application to master 
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data シリーズを参照する。また、DF アセットの導入により、データのドメインとそれぞれの概念を明確に分

離できるようになる。すなわち、ディクショナリドメイン（DF アセットの記述用のテンプレート）、ライブラリドメ

イン（アセット種類の記述用ライブラリ）、ディジタルファクトリメイン（物理アセットまたは論理アセットの記

述）に分けられる。この分離により、さまざまなドメイン内で明確なルールを規定でき、データの自動処理

が可能になり、エンジニアリングユースケースでプロパティベースのデータを使用できるようになる。これらは、

他の設計言語、例えば、1.3.4 で述べる IEC 62714 などと組み合わせることで実現できる。 

 

1.3.3. IEC 61360 (IEC CDD) 

IEC 61360: Common Data Dictionary (CDD) シリーズは、すべての産業/技術ドメインについての

概念の共通リポジトリに関する国際規格で、そこで規定する方法論と情報モデルに基づいて、以下を提

供する。 

 

⚫ クラスとプロパティ、およびそれらの関係の明確な識別。 

⚫ 国際規格、業界標準、公的機関などの一般に認められている情報源に基づく、一般に認められ

ている用語とその定義。 

⚫ ユーザーが自社の製品とサービスを適切に特徴付けることを可能にする概念の階層。 

⚫ プロパティの取りうる値に対して、必要な場合は、関連する条件と制約。 

⚫ 単位、データ型、およびそれらの識別を含む概念の技術的表現。 

 

上記は、カタログ、データベース、マスターデータリポジトリなど、さまざまなアプリケーションに固有なデータ

コレクションを定義するためのテンプレートまたは構造として使用できる。 

 

1.3.4. IEC 62714 (AutomationML) と IEC 62541（OPC UA） 

IEC 62714: Automation Markup Language (AutomationML) シリーズは,生産システムのエンジ

ニアリングデータ連携のために開発されたオープンな XML フォーマットであり、様々なエンジニアリングデータ

を表現できる。メタモデルを利用することで、運用システム構造を AutomationML オブジェクトの階層とし

て表現しモデル化できる。 AutomationML オブジェクトには、ジオメトリとキネマティクス、ロジックデータ

（動作シーケンス）、オブジェクト間の関係、および外部ドキュメントに格納されている情報への参照を含

めることができる。 このオブジェクト指向のパラダイムにより、各 AutomationML オブジェクトは、様々な分

野に関連する様々なセマンティクスをもつ様々な情報を統合できる。 図 1.3.3 は、AutomationML の分

散アーキテクチャの概要を示している。 

IEC 62541: OPC unified architecture (OPC UA) シリーズは、産業オートメーション分野で、安全

で信頼性あるデータ交換を行うために策定された国際規格である。OPC UA を利用することで、AAS に

おいて AutomationML を使用して記述したデータモデルと、OPC UA によって表される関連情報モデルと

の間の通信および操作が可能になる。また、複数の AAS 間でのコミュニケーションも実現できる。 
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図 1.3.3 AutomationML のアーキテクチャ 
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2. 日本における AAS 活用状況 

本章では、日本企業による AAS 適用例として、駿河精機株式会社、東芝デジタルソリューションズ株

式会社、株式会社日立製作所の 3 社の取組みを紹介する。 

 

2.1. 駿河精機株式会社の取組み 

駿河精機では、Industrie4.0 への対応を背景に、以下を目的として 4 年前からスマート工場の取組

みが行われている。この取り組みの一環で、早い段階から AAS の実装が行われている。 

⚫ マスカスタマイゼーションの実現 

⚫ 協調領域標準化によるビジネス創出 

⚫ 先行する海外の取組みによる競争優位性低下への対抗 

 

4 年前、AAS の具体的な内容が公表されていない中で、駿河精機ではハードとソフトのセットで AAS

が構成されるという考えの元、実装を行った。BECKＨOFF 社（独）と共同でエッジ処理・設備とのデー

タ通信をエンベデッド PC 用いて実装、ソフトウェアには様々な実績データ授受の機能を持たせるようにし

た。 

 

図 2.1.1 SURUGA Administration Shell の構成 

 

AAS にはバーチャルイメージと専門機能が含まれており、駿河精機では、バーチャルイメージに、工程

管理情報、設備プロファイル、生産実績・加工時間・稼働時間などの実績データを含めている。専門機

能には、加工機特有の加工プログラムを汎用化する仕組みを取り入れ、工作機械や組み立て工程の設

備などに搭載している。 
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図 2.1.2 SURUGA Administration Shell 情報 

 

取組みの内容は CeBIT 2017 Japan パビリオンに出展。今後の方針は、外部企業連携のためのグロ

ーバル・オープン化の強化、機能・管理項目の開発であり、そこで問題となるのが匠の技術流出となる。そ

の見極め、ブラックボックス化について検討を進めていくとしている。 

 

2.2. 東芝デジタルソリューションズ株式会社の取組み 

東芝デジタルソリューションズ株式会社（以下東芝）では、AAS を実際に使った AGV 運用監視サ

ービスのデモを構築した。このデモでは、AGV メーカーが、設計・実装フェーズで BOM や図面等を、AAS

を利用し組み込んでいく事で、運用保守フェーズでも、その情報を利用しサービス化を実現するモデルとな

っている。デジタル製品の開発とサービス化のデモとなっている。 

 

 

図 2.2.1 「AAS」を使用した AGV 運用監視サービスのデモ 
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設計・実装フェーズでは、公開されている AAS Explore を用い、静的なデータ（データシート、CAD、

BOM、回路図など）を AAS へ定義していく。また運転・保守フェーズでは、物理実体に定義された AAS

のモジュールを入れる事で、静的なデータに加え運転状態、機器の状態、性能等の動的なデータも分か

るようにしている。実装は、デバイスは Raspberry-Pi と IoT Gateway で実現し、OPU UA を利用し、

サーバ側のデータベースへ接続する仕組みとしている。 

 

AGVメーカーがAGV運用監視サービスのビジネスを行う上で、以下3つの活用シナリオをデモとして用

意している。 

⚫ 経営者の立場  ビジネス KPI モニタリング 

⚫ 運用部門の立場  最適運転サービス 

⚫ 品質設計部門の立場  異常発生時の迅速対応 

 

活用シナリオ①：経営者の立場 

出荷した AGV の稼働データ（時間、稼働台数、稼働時間、課金額等）を、AAS を利用し収集しダッ

シュボード化。需要把握など、迅速な経営判断に活用する。 

 

活用シナリオ②：運用部門の立場 

リアルタイムな稼働データ（顧客毎の出荷数、物理的な利用場所、AGV の状態）を取得し、遠隔監

視を実現。運用時の動画があれば、AAS を利用して取得し、運転の最適化や異常発生時の対応に活

用する。 

 

 

図 2.2.2 運用部門での活用シナリオ 
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活用シナリオ③：品質設計部門の立場 

AGV 単体毎の詳細データ（実際のトラブル情報、アラート情報）を一覧で見えるようにし、問題が起き

た時に、製造レシピ（製造時の履歴）を追えるトレーサビリティの機能を実現。図面、機器の諸元、製

品ポータルなどと紐づいており、原因追及が迅速に行える。 

 

メーカーは、販売した製品の利用状況、運転状況が把握でき、工場、プラントオーナーは、製造場所、

諸元等のトレーサビリティが把握できる。AAS を使う事で相互データが連携できるデモとなっている。 

 

2.3. 株式会社日立製作所の取組み 

日立グループの株式会社 日立産機システム（以下、日立）では自社の PLC ベース IoT 対応コン

トローラ 「HX シリーズ」に AAS をプロトタイプ実装し、OPC UA＋AAS によるスマートファクトリーコンセプ

トのデモシステムとして 2018 年の SPS IPS Drives(欧州最大の FA の展示会)に出展した。 

デモ展示では、OSS ベースの AAS(Open AAS)を実装し、2 種類のデモを実施した。 

① モーターの稼働状況を監視する予知保全アプリとの連携を AAS ベースで実装 

② Fishertechnik の模型で作ったデモラインを他社の PLC を使って制御、他社製品からのデータを

OPC UA プロトコルで収集し、HX シリーズのコントローラ(HX ハイブリッド)上で AAS の形式で、デモ

製造ラインの情報をダッシュボードで可視化 

 

図 2.3.1 日立による AAS のデモ展示 

 

日立は、デモ展示における気づきとして良い点と課題点を挙げている。 

良い点として、以下を挙げている。 

⚫ Open AAS の OPC UA スタック(open62541)はコミュニティ活動が活発で、今後の展開に期

待が持てる。 

⚫ データが階層構造で管理されているので、データとして扱いやすく理解しやすい。 

⚫ データ取得時に「パラメータ名検索」などの検索機能があり、特定データを一括で取得しやすい。 
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課題点として、以下を挙げている。 

⚫ OPC UA Server 機能がコントローラ側にあるため、クラウド側からアクセスするにはコントローラへ

のグローバルアドレス割当やルーティング、セキュリティへの考慮が必須となる。 

⚫ AAS は、データモデルを定義するのみ。動的な現場データはデータモデル上、あるパラメータに割り

当てられるので、その対応付けが必要。これはソフト PLC 機能との統合がないと難しい。 

⚫ Open AAS ランタイム自体のコミュニティ活動が活発に行われていない。 
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3. ワークショップにて共有化された課題認識 

本章では、ワークショップの当日およびその後の検討チームにおける AAS 理解・活用に関する課題認

識を共有する。ワークショップでは、RRI/WG1/標準化 AG の藤島委員（三菱電機株式会社）より

AAS の競争・協調領域についての問題提起を頂き、その後参加者によるディスカッションを実施した。検

討チームでは、当日のディスカッション内容の整理と、その他の論点の洗い出しを行った。 

 

3.1. 競争／協調領域について 

ワークショップでは、藤島委員より、AAS を日本企業が活用するにあたっての競争領域と協調領域の

考え方、および協調領域における検討テーマについての問題提起が行われた。 

原則として、AAS に対応する／しないの判断（適用範囲）、AAS への技術的対応（実装方法、ア

クセス性能）、AAS への対応時期（Time to Market）については各社の競争領域であるとし、それ

以外の他社と連携しなければならない領域を協調領域として考えるべきという提案があった（図 3.1.1

参照）。 

 

 

図 3.3.1 競争領域と協調領域の整理イメージ（藤島委員プレゼンテーション資料） 
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 協調領域としては、a)日本語化対応、b)AAS の ID 発行、c) AAS サーバの管理、d)AAS 情報閲覧

権、e)AAS 運用サービスなどが必要であると整理されていた。各項目の具体的検討項目を表 3.3.1 に

示す。 

表 3.3.1 協調領域における検討内容 

検討項目 検討内容 

a)日本語化対応 ✓ 用語の定義（英語→日本語） 

✓ e-cl@ss、IEC61360-4 CDD（Common Data Dictionary）に

ついての日本語化対応も必要 

b)AAS の ID 発行 ✓ 中小企業は国内（日本語、日本円）での発行が必須であり、国

内の機関で AAS の ID 発行主体・方法を検討する必要がある 

✓ 日本としては、世界の AAS の ID 管理主体が誰になるのか、AAS

の ID 登録料はいくらかなどの議論に加わる必要がある 

✓ 日本語での AAS 情報登録の可否、インターネット経由での申請の

簡便性なども検討すべき要素となる 

c) AAS サーバの管理 ✓ AAS 情報を返答するのは日本のサーバのみでよいか、欧州、米国、

中国、ロシアなど各国に AAS 情報サーバは設置必要か 

d)AAS 情報閲覧権 ✓ 情報の作成/更新/追記/タイミングの検討 

✓ サーバの AAS 情報は誰がどのレベルでみられるようにするか 

（政府、企業、製品購入者、不特定多数） 

e)AAS 運用サービス ✓ 顧客および企業（コンサル、SIer、メーカ）のメリット/デメリット整理 

✓ 新規サービスへの要望整理 

その他 ✓ 競争領域を含まない幅広い議論が必要 

 

 この問題提起に関して、ワークショップ後のディスカッションや検討チームでの議論では、以下の観点の意

見が表明された。 

⚫ AAS の導入・活用に関する競争／協調領域の検討だけでなく、企業内・企業間のデータ共有・

連携をどうするのかという問題意識の一環として、AAS を捉える必要がある。 

⚫ AAS について単にアセットをサイバーにつなげるツールと捉えるのではなく、データ管理ツールとして

の AAS に焦点を当てるべきである。データ流通の仕組み（IDS：International Data Space

等）と絡めた考察が必要である。 

⚫ AAS に関連する他のシステムレイヤーについても競争／協調領域を意識する必要がある。AAS

はドイツ主導でデジュール化に向けた取組みが進んでいるが、ネットワーク領域については米国主

導で検討が進んでいる。グローバルにおいて、だれが何をデジュール化しようとし、それを受けてどう

デファクト化しようとしているのかの戦略を把握する必要がある。 

 

 AAS に関しては国内にも色々な関連団体が存在している。IEC TC65 の国内委員会（審議団体は
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JEMIMA（日本電気計測器工業会））、JEMA（日本電機工業会）等が関連しており、RRI も今

回のような俯瞰的な情報を伝えるワークショップ開催・報告書作成を行っている。また、周辺領域の検討

主体としては Edgecross コンソーシアムなどの活動も行われている。しかしながら、協調領域の課題を検

討・推進していく主体はまだ定まっていないため、今後関係者による議論と、推進主体の特定、責任ある

検討・推進が必要となると考えられる。 

 

3.2. その他の課題認識について 

 AAS の理解、導入・活用に向けては、競争／協調領域の理解・検討に加え、セキュリティ面や、メリッ

トの正確な理解、理解のために必要な知見などについてワークショップ・検討チームの議論で課題認識と

共有がなされた。藤島委員のプレゼンテーションでも触れられていた AAS 導入のリスクに関する課題認識

と合わせると、以下の様な検討課題があると整理できる。 

 

＜AAS の実態・動向把握についての課題認識＞ 

⚫ ドイツ主導で AAS のデジュール化（標準化）は進むが、デファクトになるかは未知数であるため、

AAS で閉じない広い動向把握が必要である。  

⚫ 将来的に、CE マーク、UL マークのように海外輸出時に対応が必須の認証規格になる可能性が

あるため、客観的に AAS を評価しておくことが必要である。 

⚫ AAS の適用範囲について広範な動向把握が必要である。 

• 産業用途に限られるか、産業から生み出される一般製品（商品）にまで 影響が及ぶ可

能性。 

（製品のトレーサビリティやライフサイクルの観点で後者まで対象範囲が広がる可能性） 

• Amazon.com などでは、既に商品コードと商品仕様等の情報がマッチングして運用されて

いる。このような先行する取り組みに対して、AAS はどのように連携するのか見極めが必要で

ある。  

• クラウドを接続するための IDS 認証（International Data Spaces）に、AAS が含まれ

る可能性がある。 

• 静的な情報だけでなく、動的な情報がどうつながれるのかの検証が必要である。 

（現在のオープンソースは静的なアセット情報を整理・接続するツールの意味合いが強い） 

⚫ 地域毎、業種毎に AAS 対応が必要になる/ならない、が決まってくる可能性がある。 

 

＜企業における AAS 導入に関する課題認識＞ 

⚫ AAS の真のインパクトと、日本として取り入れるメリット／デメリットの見極めが必要である。日本の

強みがフィジカル側にあるとすると、AAS の普及によってイニシアティブがよりサイバー側に移行する

可能性がある。（サイバー側へのイニシアティブ移行は必然という意見もあった。） 

⚫ オープンソースを企業内で使う際の権利関係、セキュリティ問題について、一定の示唆を出す必

要がある 
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⚫ AAS 導入に際して、相応の費用（ AAS の ID 登録料(認証費用等)、AAS 運用費（サー

バ費等）等）が発生する可能性があり、標準化有無だけでない、費用対効果面からの導入検

討が必要である。  

⚫ AAS の概念・狙いを理解し、導入検討をするためには、機械とオペレーション、IT/OT の知見が

必要になる。日本の製造業においてこれらすべての知見を有する人材は多くなく、人材育成も含

めた取組みが必要になる。 

⚫ エンドユーザーの視点を適切に取り込むことが不可欠である。エンドユーザーへの提供価値を加味

して、AAS への関与・取り込みを検討する必要がある。 

 

 AAS の検討が深まり、標準化や実装の取組みが進むにあたって、上記課題認識は解決される部分と

更なる広範な検討が必要になる部分が生じると想定される。定期的にドイツを中心としたグローバル動向

を把握するともに、日本においても関係団体および、各社が主体的に検討を始めることが求められる。 
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