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1. はじめに 

独 Plattform Industries 4.0 より Usage View “Seamless and Dynamic Engineering 

of Plants”文書 （以下、本レポート）が発行された。これはロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協

議会（以下、RRI）との共同文書である。 

 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/usage-

view-seamless-and-dynamic-engineering-of-plantsx.html 

https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/1588.html 

 

本レポートではライフサイクルを通じた「情報モデルベース」での管理が骨格となっており、今後のプラント

の設計やプラント用ソフト・機器の設計・運用を行う際の管理が示唆され、プラント管理者だけでなく、機

器製造業者を含む多様なステークホルダへの提言となっている。 

本解説書を通じ、国内関係者における本レポートの理解が深まり、今後のビジネスの在り方およびプラ

ントのオペレーションを考える参考になれば幸いである。 

 

 

2. 背景および全体像、第１章・第 2 章 

近年、ものづくりに求められる市場の要求（製品の種類や生産量、納期など）や、それをとりまく環境

や技術の変化は急激になり、（生産ライン、工場、工場のネットワークなどの様々なスケールにおいて）も

のづくりを担うシステムはこの変化に柔軟に適応することが求められている。このために、求められる機能や

サービスを提供する設備やデバイス、ソフトウェアが柔軟につながり、それぞれの状態などに関して互いに伝

えられることが重要である。そして、そのうえで、システムを構成する設備やソフトウェアの状態や接続関係

を動的に更新し、システムのライフサイクルを通じて、その整合性を担保することが課題となる。 

 

本レポートは、ドイツ VDI/VDE Society Measurement and Automatic Control (VDI/VDE-

GMA) Technical Committee 6.12 “Seamless Engineering of Process Control Systems”

が中心となりまとめたもので、上記の課題を解決する方法の一つとして、システムのライフサイクルを通じて

構成要素が柔軟につながり、その状態が動的に更新される機能を持つ「ものづくりシステムの情報モデル

（integrating plant model）」を提案するものである。そして、ものづくりシステムが市場要求や外部

環境の変化に適応しながら求められる機能とサービスを継続的に提供すること、および、システムの設計、

導入、保守、更新などに関する様々なエンジニアリング活動を支援することに、integrating plant 

model がどのように貢献できるかを提示するものである。RRI は「IoT による製造ビジネス変革 WG/国

際標準化アクショングループ」配下の日独標準化専門家会合にて独側と本レポートの共同検討を行った。 

 

本レポートを解説する前に、本レポートの位置づけを述べる。本レポートの題名「Usage View 

“Seamless and Dynamic Engineering of Plants”」にあるように、本レポートは、Seamless and 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/usage-view-seamless-and-dynamic-engineering-of-plantsx.html
https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/usage-view-seamless-and-dynamic-engineering-of-plantsx.html
https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/1588.html
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Dynamic Engineering of Plants という考え方を、Usage View という側面から記述・分析したもの

であることがわかる。 

 

第 一に、Seamless and Dynamic Engineering of Plants （SDP）とは、Plattform 

Industrie 4.0 が推進する Application Scenarios の１つである[1]。これらの Application 

Scenarios は、下に引用する文献[2]のように、製品、生産システム、サプライチェーン、サービスなどの軸

で整理されており、SDP は生産システムのデジタル化に関係する Application Scenario であることがわ

かる。Application Scenarios とは、Industrie 4.0 において主流となると考える製品やサービスの開

発の在り方や生産システムの運用の在り方、ビジネスモデルなどを、様々なバックグラウンドを持つ専門家

や実務者が議論し、その実現に不可欠な技術的課題や標準化対象を分析するための共通ユースケー

スと考えてよい[3]。例えば、German Standardization Roadmap Industrie 4.0, Version 3 

[4]では、Application scenarios の構築や分析に関する活動が、結果として Industrie 4.0 に関す

る標準化活動の要件を定めるための一助となったことが述べられている。本レポートでは、Seamless 

and Dynamic Engineering of Plants という考えを実現するために不可欠なものづくりシステムの情

報モデルとして integrating plant model が登場する。（尚、Application Scenario には SDP シ

ナリオの他に、Value-Based Services(VBS シナリオ)などがある[3]。2018 年度には、本専門家会

合の日独メンバが中心となり VBS シナリオの Usage View と Functional View を記述・分析し報告

書としてまとめた [5, 6]。） 

 

Application Scenarios の俯瞰図（文献[3]の図１）。この図では、Seamless and Dynamic 

Engineering of Plants は SDP として示されている。 

 

第二に、Usage View とは、Industrial Internet Consortium が提案する、Industrial 
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Internet Reference Architecture (IIRA) [7]で導入される観点（View）の１つである。ここで

IIRA とは、（製造ドメインに限らない）様々な事業領域において、IoT System（プラットフォームやそ

れに接続されたモノのネットワークで構成されるシステム）を活用する事業モデルの開発・検証を、下記の

４つの観点の順で進めていくための参照アーキテクチャ（A reference of architectural description）

である。 

 

⚫ Business View：事業モデルに登場するステークホルダ（Party）の性質や、事業モデルに参

加する目的（Objective）、事業モデルに対する懸念点（Concern）に関して記述するもの。 

⚫ Usage View：事業モデルに登場するステークホルダや役割（Role）や活動（Activity）、タ

スク（Task）、IoT System との相互作用（Interaction）に関して記述するもの。 

⚫ Functional View：IoT System の機能に関して記述するもの（例えば、プラットフォームやそ

れに接続されるモノの機能要件など）。 

⚫ Implementation View：IoT System の実装に関して記述するもの。 

 

これらの View を Business View から順番に整理していく手法は、起点は IIC の IIRA ではあるが、

現在では独 Plattform Industrie 4.0 の諸検討においても採用されており、また、国際標準化におい

ても Use Case から標準化要件（functional requirement）を見出すなど、国際的に広く適用さ

れている。 

 

本レポートの前編である「Business View “Seamless and Dynamic Engineering of Plants”」

には、題名の通り、Seamless and Dynamic Engineering of Plants の Business View が記

述・分析されている[1]。Usage View を記述する本レポートは、ものづくりシステムのライフサイクルにおけ

る integrating plant model の位置づけ、integrating plant model の構築や活用に関わるステ

ークホルダの役割(Role)と活動（Activity）、そして、これらの構築や利用に関係するステークホルダの

間の相互作用を記述することを目指している。 

 

上記のように位置付けられる本レポートは、ものづくりシステムに関わる標準規格の開発や普及を担う

専門家や実務者にとって有用である一方、ものづくりに携わる個々の企業において、そのシステムの設計、

導入、保守、更新に関する様々なエンジニアリング活動を俯瞰し、その企業のコンテキストにおける

integrating plant model の使い道を考えるプロセスアーキテクトや、その使い道を踏まえて

integrating plant model を扱う情報システムの機能要件を検討するシステムアーキテクトにとって、本

レポートは有用であると考える。 

 

本レポートの章ごとにその概要を紹介する。図の番号は、本レポートの図の番号に対応している。 
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3. 第 3 章 Business View 

第３章では、本レポートの前編である、Business View “Seamless and Dynamic Engineering 

of Plants”の概要が記述されている。ここでは、価値ネットワーク（図２）、および価値ネットワークに由

来する事業モデル例（図３）という形で、様々な役割を担うステークホルダの間で提供されるモノや情

報、サービスが明記されている。尚、１つの企業がこれらの図に現れる複数のステークホルダを担っていて

も構わない。これらの図からわかるように、integrating plant model を構築・管理する役割を担うシス

テムインテグレータが、価値ネットワークや事業モデル例の中心となっているところに特徴がある。 

 

 

本レポートの図２ 

 

 

本レポートの図 3 

4. 第４章 Usage View 

第４章には、本レポートの主題である Usage View が記述されている。（Usage View は、

System, Activity, Role, Task などの IIRA の Usage View で登場する概念を用いて整理されてい
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るが、図４にあるこれらの概念の関係は厳密に与えられていない。同様に、図５、６、１０、１１も、厳

密なモデリング手法に準拠して記述されたものではないと考える）。 

 

本レポートの図４ 

 

 

本レポートの図 5 

 

register & manage 



 

6 

 

本レポートの図６ 

 

 

本レポートの図 10 
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本レポートの図 11 

 

Usage View とはいくつかの役割を担うステークホルダとシステムとの相互作用を記述するものであるが、

ここで、システムは、以下の 3 つに分類される要素で構成されている。 

 

⚫ Physical objects：システムを構成する物理的な要素 

⚫ Model objects：Physical Objects の情報モデル（デジタル表現）。本レポートでは

integrating plant model を model object の集合体として扱っている。 

⚫ Model object templates：Model objects を作成するためのテンプレート。様々なモデルの作

成に活用可能な基本モデル要素（プリミティブ）なども含まれる。 

 

そして、このシステムと相互作用するステークホルダの代表的役割が３つ導入されている。 
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⚫ Manufacturer of physical object：Model objects（設計図や設計仕様などと考えられる）

を参考にして physical object を製造し、その利用者に提供する。 

⚫ Model object user：Model objects の設計や更新、対応する physical objects との整合

性の管理などの様々な役割を持つ。Model object template を用いて model object を設計

する。 

⚫ Model object template provider： Model object template を設計し、model object 

user に提供する。 

 

本レポートでは、integrating plant model がそのライフサイクルを通じて physical objects および

model object template との整合性を担保するために重要なキーワード（観点）として、

ownership と life が注目されており、integrating plant model の要件として、以下のものが重要で

あると述べられている。 

 

⚫ Model objects に関係する情報の所有権（ownership）が、model objects のライフサイクル

を通じて、ステークホルダに明示的に与えられ、それが柔軟に変更できること。 

⚫ Model objects のライフサイクルを通じて、model objects とそれに関係するデータ（model 

objects の属性や model objects 間の関係も含める）が適切に管理されること（バージョン管

理やトレーサビリティの確保など）。 

⚫ Model objects とそれを設計する際に用いられた model object templates との関係が保持さ

れ、適切に管理されること（model object templates の更新に従う model objects の更新

など）。 

 

 Usage View において、代表的な役割を持つステークホルダとシステムとの相互作用は activity（活

動）単位（より細かくいうと task(作業)単位）で記述される。本レポートで登場する activities は、

physical objects, model objects, model object templates のライフサイクルを踏まえて、以下

のように分類されている。 

 

⚫ 4.5.1 Model objects の設計と管理に関する活動 

⚫ 4.5.2 Model template object の設計と管理に関する活動 

⚫ 4.5.3 Physical object の管理に関する活動 

⚫ 4.5.4 (上記に含まれない)そのほかのエンジニアリング活動 

⚫ 4.5.5 Integrating plant model の設計や管理のためのツールに関する活動 

 

ここで、4.5.3 に Physical objects の設計に関する活動が含まれないのは、この活動が Seamless 

and Dynamic Engineering of Plant に関わる主要な活動ではないと考えられるからか、physical 

objects に対応する model objects の設計がむしろ本質的であると考えられるからであろう。 
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 本レポートに記載されている activities の中で特徴的なものは、システムの構成要素の所有権を配慮

した上で、システムの変化に対しシステム全体の整合性を維持することが配慮されている次の活動である。 

 

⚫ 4.5.1.4 Deleting a model object （model object の消去） 

⚫ 4.5.1.5 Reaction to a change in an associated model object（関係する model 

object の変化への反応） 

⚫ 4.5.2.2 Modification of a model object template（model object template の変化） 

⚫ 4.5.2.3 Deleting a model object template （model object template の消去） 

⚫ 4.5.3.2 Creation of a descriptive model of a physical object (physical object を参

照した model object の生成または詳細化(enrichment)) 

⚫ 4.5.3.3 Reaction on physical change of a physical object（physical object の変化

に対する（対応する model object の）反応） 

⚫ 4.5.3.4 Deleting/scrapping/dismantling of a physical object（physical object の

消去） 

⚫ 4.5.4.1 Transfer a model object from a model user to another model user 

(model object の移譲) 

 

 

5. 第 5 章 Examples for Illustration 

第 5 章では、特定の業種や企業のコンテキストに依存しない形で第４章に記述された Usage View

を具体化した、４つのユースケースが記述されている。Usage View で取り上げられた役割（role）や

活動（activity）との対応付けが為されており、第 4 章の理解を助ける。   

 

 第 5.1 節「Example : Installation and replacement of a physical pump」では、工場管

理者とポンプの製造業者が登場し、あるポンプの設置から交換までのエンジニアリング活動を 6 つのパラグ

ラフで説明している。 

 

⚫ ポンプの製造業者メーカは、製造できるポンプのモデル群 pump model series (a set of model 

objects）を持っており、その中から情報を抽出して product catalogue (a model object 

template)を作成し、工場管理者が閲覧できるようにしておく。 

⚫ 工場管理者が product catalogue を参考にポンプの要件 req pump (a model object)を

定義し、その要件を満たすポンプのモデル virtual pump0 (a model object）を仮設計する。 

⚫ 工場管理者が virtual pump0 をポンプの製造業者に提供する。製造業者は既存のモデル

（pump model series）を踏まえて virtual pump0 に対応するモデル virtual pump0 

supplier (a model object)を設計し、physical pump0 (a physical object)を製造する。

そして、physical pump0 と（virtual pump0 supplier から設計ノウハウなどを取り除いた）ポ
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ンプのモデル virtual pump0 oo（a model object）を工場管理者に納める。 

⚫ 工場管理者は、physical pump0 に関する情報（や工場に特有な情報）を virtual pump0 

oo に付加し、ポンプ管理用の virtual pump0 改良版を構築する。 

⚫ ポンプの運用時において、工場管理者はポンプの要件を再考・変更する場合がある。この場合、工

場管理者は、新たな要件（req pump）を定義し、これに応じたポンプの改良設案 virtual 

pump1 (a model object)を作成し、ポンプの製造業者に提示する。ポンプの製造業者は上記

と同じ要領で physical pump1 (a physical object) を製造し、そのモデル virtual pump1 

oo (a model object)とともに納品する。 

⚫ 運用時においてポンプ physical pump1 が故障したため、同種のポンプに交換する。この場合に、

故障したポンプのモデル virtual pump1 (a model object）はアーカイブ化され、新しいポンプの

モデル virtual_pump2 (a model object）に置き換えられる。 

 

第 5.２節「Example : Virtual commissioning」は、上のユースケースにおけるポンプの設計・製造

プロセスを拡張したもので、実際のプラント制御システムに接続した場合のポンプの性能を、ポンプのモデル

を用いたシミュレーションにより事前に予測する。 

 

⚫ 工場管理者は、工場のシミュレーションモデル plant simulation (a model object)を準備し、

このモデルと工場の制御システム(a physical object)とを接続する。ここで plant simulation は、

工場の構成要素の入出力のモデルで構成される。モデルの代わりに、実際の構成要素から得られる

情報を用いた工場のシミュレーションの実施も可能とする。 

⚫ ポンプの製造業者が、ポンプの要件モデル req pump (a model object)を工場管理者に提供

する。このモデルから、plant simulation 上で実行可能な要件モデル（ポンプの内部構造は定義

されていないが、期待される性能や入出力などが定義されたモデル）が生成され、これを用いて工

場管理者が要件を検討する。さらに、ポンプの製造業者が、要件を満足するポンプのモデル virtual 

pump (a model object)を工場管理者に提供し、工場管理者は、このモデルから生成される

plant simulation 上で実行可能なモデル virtual pump simulation (a model object)を

用いて、要件を満足するポンプの設計を検討する。 

⚫ 工場管理者がポンプの設計を完了したら、ポンプの製造業者が、それを参考に physical pump 

(a physical object)を製造し、工場に設置する。工場に設置された physical pump から得ら

れる運用時のデータは、virtual pump simulation の代わりに plant simulation 上で利用で

き、運用時の挙動の管理などに用いられる。 

 

第 5.3 節「Example : Engineering of modular plants」は、工場管理者と工場で用いる部品

（モジュール）の製造業者が登場する。この点で、第 5.1 節、第 5.2 節で取り上げられたユースケース

に似ているが、このユースケースでは、様々なモジュールに関する情報が共通した形式で記述でき、これら

を組み合わせて、様々なモジュール構成を検討できるという、エンジニアリング活動における integrating 
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plant model の機能を表現することに焦点が置かれている。尚、この後述の Module Type Package

（MTP）の規格化に関しては、VDI、NAMUR、IEC TC 65 などで議論されている[8, 9]。 

 

⚫ 工場で用いられる様々な部品（モジュール）の model objects の記述方法は部分的に共通化

され、model object templates を用いて定義する。図 21 では、module model series の

各モデルは、Module Type Package（MTP）と呼ばれる model object template に従い部

分的に記述でき、module model series MTP (a set of model objects) として定義されて

いる。 

⚫ 工場内プロセスの要件定義（プロセスの入出力など）は model objects として記述され、

module model series MTP との対応づけが可能である。第５．１節では、工場管理者が要

件定義 req pump を満たすポンプのモデル virtual pump0 を自由に定義できたが、このユースケ

ースでは、プロセスの要件定義に適したモジュールを自身で定義する必要はなく、モジュール製造業

者が提供する module model series MTP の中から該当するモジュールを選択するだけでよい

（ここでは module MTP が選択された）。 

⚫ Module MTP (a model object)は、MTP に従い記述された他の部品の model objects と

組み合わせて、モジュール間の入出力の整合性などを評価できる（これにより、工場管理者が導入

するモジュールを事前検討できる）。 

⚫ Module MTP は、（工場に関する情報などを適宜追加することで）工場のプロセス制御システム

に組み込まれる（モジュール用の）ソフトウェア physical module MTP (a physical object)の

生成に用いられる。このため、Module MTP に基づき製造された physical module (a 

physical object)を工場に組み込む作業が容易になる。 

 

 

本レポートの図 21 

 

第 5.4 節「Example : Recipe-driven production of active pharmaceutical ingredients」

は、薬品の製造レシピを開発する業者と、製造レシピに基づき薬品を（より大きなスケールで）製造する

業者との連携をユースケースである。ここでは、開発業者が製造レシピの研究開発を継続し、その開発成
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果が製造業者の製造プロセスにシームレスに反映されている。その際の model objects や model 

object templates のやり取りや情報の更新に関して具体的に記されている。 

 

⚫ 薬品の製造レシピを開発する業者が、独自で保有する実験室 physical lab（a physical 

object）で、実験室レベルでの薬品の製造レシピ control recipe lab（a model object）を

開発し、様々な製造環境や製造スケールに対応できる薬品製造レシピのマスタ master recipe 

lab (a model object template）を作成する。ここで、physical lab に関する情報は control 

recipe lab と master recipe lab の一部分 model of lab (a model object)として含まれて

いる。 

⚫ 薬品の製造レシピを開発する業者は、薬品の生産を引き受けてくれる可能性のある製造業者に

master recipe lab を提供する。Master recipe lab の提供を受けた製造業者は、これに基づ

き、生産量やコスト、生産条件等を記した site recipe plant (a model object)を作成し、薬

品の製造レシピを開発する業者に提示し交渉する。 

⚫ 薬品の製造業者はさらに、工場用の製造レシピ control recipe plant (a model object) を

site recipe lab に従い作成し、薬品の製造レシピを開発する業者に提示し交渉する。 

⚫ 薬品の製造レシピを開発する業者は研究開発を継続し、control recipe lab を改良する。この改

良に基づき更新された情報は、master recipe lab および master recipe lab に基づいて作成

された site recipe plant に反映される。薬品の製造業者は site recipe plant の更新を反映

し、 control recipe plant を改良する。 

 

第５章では、以上の４つのユースケースを通して、model objects, model object templates, 

physical objects の多様な関係が説明された。これらの関係は、多くの活動を通じて段階的に関係づ

けられる（また、関係が解消される）。このため、ある時点でのスナップショットを表現する図（例えば図

17）のみでは理解が難しい。１つの時間軸上に配置できる活動の集まりに限定すれば、シーケンス図な

どを利用することで、見通しがよくなると思われる。 

 

本レポートの図 17 
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6. 第６章 Relationship between Business View and Usage View 

第 6 章では、第３章「Business View -」と第４章「Usage View -」との関係に関する補足が記さ

れている。第３章の図２は、Business View に登場する９種類のステークホルダと、その間で提供され

るモノや情報、サービスが記されている。第６章では、これらのステークホルダを、Usage View における役

割や活動の類似性に関して 6 つに分類している。下記に、各分類に属する Business View 上のステ

ークホルダと、Usage View 上の役割と活動の概要を記す。 

 

⚫ 分類 I：Engineering service provider、integrator、provider model design and 

maintenance、provider model analysis and optimization が属する。これらのステークホ

ルダは、他社が持つ physical objects に対応する model objects を開発し、それを用いて

physical objects の設計、保守、分析、最適化などを行う。（physical objects を製造する役

割は求められない。） 

⚫ 分類 II：Customer が属する。Customer は model objects を利用し、所有する physical 

objects を使用・管理する。Customer はそのために model objects のパラメータを設定・変更

できるが、本格的に model objects を開発する知見は持たない。 

⚫ 分類 III：Supplier が属する。Supplier は physical objects の設計・製造を行うが、このため

に、自社が設計・製造するphysical objectsに関してのみ、対応するmodel objectsやmodel 

object templates を開発する能力を持つ。自社が設計・製造する physical objects に関して

のみ、分類 I と分類 IV の役割を持つと考えてよい。 

⚫ 分類 IV：Construction が属する。Construction は physical objects(例えば生産ライン)の

構築に特化している。そしてそのために必要な情報は外部から与えられることが想定されている（例

えば生産ラインの設計は integrator が行い、construction は生産ラインの構築のみを担う）。 

⚫ 分類 V：Consultant, regulator が属し、他社が所有する model objects の分析や評価を

担う。分類 I の役割のような、model objects の開発をする役割は持たない。 

⚫ 分類 VI：Software supplier が属し、model objects の開発や分析に用いるツール環境を

使用する役割を持つ。 

 

本レポートの図 2 
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7. おわりに  

おわりに、本レポートに十分記載されていない点について補足する。 

 

⚫ 本レポートは、SDP シナリオの Usage View（と Business View との関係）を記述したものであ

り、Functional View や Implementation View に記述されるべき内容は含まれない。したがっ

て、integrating plant model そのものの情報モデルの仕様や参照実装、integrating plant 

model を扱う情報システムのアーキテクチャや参照実装についても本レポートでの分析対象外と考

える。 

⚫ 本レポート（特に第 5 章）では、工場で用いられる部品やモジュールの設計、製造、利用、管理

などに（integrating plant model を構成する）model objects や model object 

templates を用いた様々な例があらわれたが、これらの例を実現するために必要なツールに関して

は、具体的にされておらず、検討の余地があると考える。 

⚫ 本レポートは、特定の産業ドメインに関する integrating plant model の特徴やそのスコープ（モ

デル化される対象が生産ラインなのか、工場全体なのかなど）、特定の産業ドメインにおけるユース

ケースの妥当性を述べたものではない。本レポートの狙いはあくまで Application Scenario – 

Seamless and Dynamic Engineering of Plants の Usage View の設計において、特定の

産業ドメインやスコープに依らずに重要であると考える点を整理したものであり、ものづくりシステムの

設計や運用に関わる広範のプロセスアーキテクトや標準規格の開発者をターゲットとしていると考え

られる。 
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