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要約 

 

Industrial Internet of Things（IIoT）、インダストリー4.0、および情報技術（IT）と運用・制御技術

（OT）の統合によって、工業製品の技術環境は劇的な影響を受けています。単純なセンサーから、通信お

よびこれらを統合する規格に至る制御システム全体に亘って、産業用コンピューティング環境について、

その考え方を新たにする必要があります。 

これまで、IT と OT は、製造業界では別々のデータ領域での専門分野として見てきました。 IT と OT に

は異なるニーズはあるものの、これらの領域をオーバーラップする必要性も求められるようになり、デー

タ駆動型のスマート製造手法に向けた統一的な手法も実現してきています。こういったイノベーションに

よって、ビジネスと従業員の両方の意思疎通が円滑にできる新しいサービスを利用して、製造の重要なイ

ンフラストラクチャを生き返らせることができます。 

FDT グループの新しい FDT（3.0）Unified Environment（FDT UE）は、FDT サーバーとこれに組み込ま

れた OPC UA サーバーを使って、強固な IT / OT 統合を実現し、ネットワーク/デバイスデータと健全性

情報へのセキュアなゲートウェイ機能を実現します。この統合環境では、操業データに対し OPC UA クラ

イアント/サーバーのセキュアなアクセスができ、パブリッシュ/サブスクライブ環境を利用することで、

リアルタイムのデータ交換も可能になります。  
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はじめに 

 

IIoT（Industrial Internet of Things：産業用モノのインターネット）によって、制御システムや高度なアプリケ

ーションによるインテリジェントセンサーの監視、モバイル端末の利用、スマートシステムの構築が可能

となり、スマート製造の新時代が切り開かれました。従来の運用・制御技術（OT）システムと情報技術

（IT）システムの間の境界線も IIoT によって変わりつつあります。 

IT は、コンピューター、ストレージ、ネットワーク、インフラストラクチャ、および生産プロセスを使用し

て、データを作成、処理、保存、保護、そして交換することに重点を置いています。一方、 OT では、イン

テリジェントセンサーやアクチュエーターの直接監視や制御を行って変化を検出または引き起こす、ハー

ドウェアやソフトウェアも含まれています。 

製造業では、OT 層と IT アプリケーション間のより広範なデータの統合と流れを理解することで、リアルタ

イムデータを使用して、より迅速で優れたビジネス上の意思決定ができるようになります。  
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運用の実態 

 

インダストリー4.0 という言葉が登場してから 10 年以上が経ち、産業界はさまざまな道筋や時間を経て、

人、プロセス、および生産システムの接続された（コネクテッドな）環境の中でより情報集約型になって

きています。経営者たちは、新たな機能を活用して、工場の現場での効率性、可視性、コラボレーション

を向上させたいと思っています。すなわち、データの洞察力を利用するテクノロジーで、デバイス、プロ

セス、設備、人員に亘ってより多くのインテリジェンス、自動化、最適化を創出することです。 

産業界は、より良いビジネス上の意思決定を行えるよう、IT と OT を統合したシステムを求めています。し

かし、従来 IT と OT は別々のテクノロジーとして扱われており、それぞれを異なる目的で設計、保守、使用

してきた多くのメーカーにとっては、この統合は一筋縄でいくものではありません。 

標準ベースのテクノロジーが進化してくると、メーカーも変革して全体的な効率、品質、敏捷性を高めるた

めの基盤作りに IT/OT 統合データを利用するようになります。 

OT と IT のシステムおよび運用慣行を統合したシステムアーキテクチャを使えば、それまでの非効率性や相

互運用性の問題は解決され、設計時間は短縮し、運用効果も高まって、イノベーションはより加速するこ

とでしょう。
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IT/OT の統合化 

 

IIoT の登場により、インテリジェントなデバイス、システム、およびアプリケーションをつなげて、柔軟で

相互運用が可能な運用環境が作れるようになってきました。従来の M2M（Machine to Machine）システム

も、これまでは決められたタイプのデバイスやセンサーを、決められた方法で接続してシステムを構成し

ていましたが、現在では、進化し続けている IIoT 手法が使えるようになってきました。独自の運用管理が

必要だったシステムも、標準の IT プラットフォームとプロトコルに基づいた新しいオープンソリューショ

ンに代わることができるようになりました。 

運用面における相互運用性の実現にあたって特に課題となるのは、プロトコルからの非依存性です。アプリ

ケーションによっては、製造業のオペレーターは運用や最適化にあたって、多くの異なるオートメーショ

ンプロトコルに対応せねばならないこともあります。 

IIoT およびインダストリー4.0 アプリケーションでも、OT と IT プラットフォーム間で大量の高品質データを

収集・共有するためには、多くのデバイスとシステムを接続することが必要となります。 

IT / OT 統合が必要なメーカーは、集約型のプラットフォームを使うことで、接続されているデバイスからリ

アルタイムでデータを取得することができます。このようにして、接続されているシステムは標準化され

たインターフェースによってプロセスの監視や制御が行えるようになります。 

 IT / OT データを 1 つのインダストリー4.0 対応プラットフォームに統合することで、工場全体の見える化が

実現し、意思決定者は生産性の状況を常にオンタイムで把握できるようになります。 
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規格団体の共同活動 

 

IT / OT の統合に対応した業界標準規格を活用し、センサーとクラウドの統合と IT / OT 間の情報交換をシー

ムレスにすることで、インダストリー4.0 の導入が実現できます。 

エンドユーザーが主導する次の 2 つのオープンな規格によって IT と OT の統合が可能となり、プロセスやデ

ィスクリートでのアプリケーションにインテリジェントな卓越した製造手法をもたらしてくれます。 

OPC 協議会 - OPC Unified Architecture (UA) 

OPC UA は、オートメーションなどの業界の企業レベルのビジネスオペレーションおける、セキュアで信頼

性の高いデータ転送やシステム構築のための相互運用性のある規格です。 製造システムにサービス指向ア

ーキテクチャー（SOA: Service Oriented Architecture）を導入したことで、セキュリティとデータモデリング

に新たな課題が生じていました。  

OPC 協議会は OPC UA 仕様（コンパニオン仕様と情報モデル）を開発して、クライアントとサーバー、サー

バーとサーバー間のインターフェースを定義しました。これにはリアルタイムデータへのアクセス、アラ

ームやイベントの監視、履歴データやその他のアプリケーションへのアクセスなども含まれています。こ

のような新機能は市場のニーズに対応するとともに、機能豊かな技術オープンプラットフォームとして将

来の拡張性も約束されています。 

FDT グループ - FDT (3.0) Unified Environment (UE) 

FDT UE は、産業用オートメーションシステムおよび接続されたデバイスの設定情報やデータをセキュア

に、高信頼で見える化するための相互運用性のある規格です。UE は、通信プロトコル、ベンダー、デバイ

ス/デバイスタイプ/デバイス表現記述、情報モデルに依存することなく動作し、制御システムのライフサイ

クル（制御システム資産の設計、運用、保守）のあらゆる側面をサポートします。FDT UE は OPC UA を活用

して FDT サーバーを構築し、IT/OT のデータ伝送を統合し、一元化されたシステム構築環境を実現します。

そして、センサーの監視と最適化をクラウド環境まで拡張して、革新的な SOA/環境を市場に展開します。  
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OPC 協議会は、FDT グループによる FDT サーバー用の情報モデルの開発を支援しています。この情報モデル

は、関連するコンパニオン仕様と情報モデルによって DTM から提供される情報に基づいており、これを使

って FDT UE のエコシステムを構築しています。この両団体の共同活動によってオープンで、センサーから

クラウドに至るシステム構築や通信に向けた単一ソリューションが実現しています。このソリューションは

産業、プロセス、ディスクリート、ハイブリッド製造業の中でオートメーションシステムやアセット管理シ

ステム、その他の工場や企業のシステムやアプリケーションとの接続も視野に入れています。 

 

この規格団体の共同活動は、業界のエンドユーザーにとって大きな価値をもたらし、FDT UE では多くの

アプリケーションとデバイスデータが利用できます 

FDT UE は OPC UA の情報モデル化とこれに対応するサービスを活用して、アプリケーションとデバイスを

完全に統合します。· 

このソリューションは以下を提供します： 

• エンタープライズレベルのアプリケーション向けに、一貫性がありセマンティックデータ（意味注釈を

含んだデバイスデータ）へのアクセス 

• 一般的なデバイス情報モデル 

• FDT で提供される全機能が OPC UA クライアントにより利用が可能である（デバイスの健全性監視、デ

バイス診断、デバイスのパラメータ管理など） 

• 複合した技術を長期にわたって応用できる基盤 

• データとサービスインターフェースの明確な定義 

• 最新のデジタル自動化デバイスの機能を強化して顧客のニーズを満たせるプラットフォーム 

• 将来のデバイス機能への適応性
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FDT (3.0) UE とエコシステム 

 

新しい FDT UE は、ユーザーからのフィードバックに基づいて開発されており、 プラットフォームに依存

せず、単一サーバー、クラウドベース、データ中心、サービス指向などさまざまな環境に対応することが

できます。マシンとシステムを統合したスマートなエコシステムとして既存ならびに新規の製造インフラ

に自由度高く対応することができます。 

FDT UE は、OPC UA サービス、FDT Web サービス、およびさまざまな制御システムを包括した単一の

インターフェースを介して、IT / OT を統合し、包括的な運用管理ができることに重点を置いています。 

FDT UE は、シームレスなデータ交換、クライアントアクセス、およびリモートデータ管理等の機能を提

供し、インターネットを介して集中的に IT / OT ライフサイクル管理やそのシステム構成を可能にした重

要かつ戦略的な環境基盤といえます。 

 FDT と OPC のアーキテクチャを調和したことで、 FDT UE は今日のインフラと未来のインテリジェン

トエンタープライズに向けた技術、課題解決、人の融和を実現します · 

 

Figure: FDT UE サービス指向のサーバー構造 
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FDT UE のエコシステムは２つの主要なソフトウェアコンポーネントで構成されています：  

新しい FDT UE エコシステムの重要な機能は、FDT サーバーと FDT DTM です。特別な追加作業をする

ことなしに自動的に OPC UA 機能が使え、高度デバイス診断、システム構築、遠隔アセット管理に、最大

限に活用することが可能です 

  

• FDT サーバー   FDT サーバーは、センサーからクラウドへのデバイス DTM のセキ

ュアな統合や、データ交換、および見える化を実現するランタイム環境とアプリケーション

インターフェースを提供しています。サーバーは重要な IIoT データのハブとして、クラウ

ド、オンプレミス、またはエッジにも広く展開が可能なアプリケーションの中心的な存在で

あり、これを使ってインテリジェントエンタープライズを強化することができます。サーバーには、

ビジネスおよび運用の監視と制御/構成のためのサービスに向けたインターフェースが予め用意されて

います。最初から実装されている OPC UA サーバー（コンパニオン仕様「OPC UA for Devices」によ

って DTM から展開されるユニバーサルデバイス情報モデルも含まれています）は IT/OT のデータ統

合に加えて、OPC UA クライアントアプリケーションを使ったエンタープライズレベルからのデータ

アクセスもサポートします。Web サーバーによって、FDT クライアントはブラウザやモバイル端末か

ら最新のデバイス管理も行えるようになります。またコアサーバーでトポロジの集中管理やシステム

構成を行うことができます。豊富な制御機能を使うことで、プロトコルやベンダーに関係なくセンサ

ーからクラウドへの産業用通信が活用でき、スマートな製造手法を実現できます。 

• FDT DTM   – DTM はビジネスロジックとユーザーインターフェースによりデバ

イスやネットワーク固有のデータ処理と機能を実行します。そして DTM を FDT サーバーの

プラグインとして利用することで、OPC や FDT クライアントからのアクセスも可能となりま

す。DTM を使うことでデバイスとネットワークの統合における課題を解消し、多層トポロジやフラッ

ト化されたイーサネットベースのアーキテクチャにも柔軟に対応することができるようなりました。

DTM はフィールドデバイスやゲートウェイ、プロトコルアダプタなどの通信インフラを構成するデバ

イスまでカバーしています。 DTM を使って、ライフサイクル管理（各デバイスやネットワークのシ

ミュレーション、計画、試運転、運用、および診断）に必要なパラメータやプロファイルのデータ管

理など多くの機能を行うことができます。 

 



 

9  

 

FDT Unified Environment (UE) の利点 

マルチプラットフォーム – MacOS, Linux and Windows などの選択が可能となりました 

柔軟な利用形態  – クラウド、オンプレミス、デスクトップなど多彩に展開ができます 

FDT サーバー内の組込みコンポーネント: 

– OPC UA サーバー – IT / OT データ、トランスポート、および通信を単一のインターフェースにまと

め、信頼性の高いクライアント/サーバー通信のインフラと、Pub/Sub 環境でのリアルタイム制御を利用す

るために使用されます。 PA-DIM を含む他の情報モデルも含めてユニバーサルデバイス情報モデルが予め

組み込まれており、すべてのデバイス、ネットワーク、およびオートメーション業界（プロセス、ハイブリ

ッド、およびファクトリ）のアプリケーションで活用が可能です。 

 

– Web サーバー – ブラウザとモバイルデバイスを使用した最新のデバイス管理で利用されます 

– FDT コアサーバー  – トポロジとデバイスの構成を包括して行います 

– FDThub  – デバイスデポジトリサービスとして、セキュアなオンライン/オフライン DTM /アプリの

管理とストレージの機能を提供します 

対応済みのセキュリティ機能  

– 端末間の信頼性のある通信 

– ユーザー認証  

– ユーザーロールとその管理機能  

– 監査証跡のためのロギング  

– 署名管理サービス 

相互運用性 ― プラグ＆プレイ 

– センサーからクラウド接続のためのオープンな規格をベースとしている 

– プロセスおよびファクトリ用のすべてのプロトコルおよびその混在ネットワークをサポート 

– さまざまなデバイス、デバイスタイプ、デバイス表現記述、デバイス情報モデルに準拠 

システム構成の一元管理  

– DTM を使ったトポロジ構成や制御により、さまざまなネットワークやデバイスを混在してサポート

することができます 

– DTM(Web)ユーザーインターフェースとビジネスロジックの利用 

– DTM の保管、起動、実行を管理し、FDThub の DTM 保管庫を利用してこれらの DTM を最新に保

つことができます 
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見える化 – 監視と最適化(M&O)  

– インダストリ 4.0 に対応する先進的な分析のための、OPC クライエントからのアクセスとサービス – 

ERP、MES、 ヒストリアン、 

HMI、デジタルツイン(製造ネットワークシミュレーション)、信頼性センター、 スケジューリング、

専用サービスやアプリ 

– インダストリ 4.0 に対応するデバイス管理とシステム構築のための、FDT クライエントからのアクセ

スとサービス – 

DCS による高度プロセス制御、 PLC、アセット、アラーム管理のアプリケーション、デスパッチャ

ー、モバイル端末、専用サービスやアプリ  

適応性 – 将来性 

– 既存の技術製品の利用保護 

– 将来の技術の利用 
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セキュアなデータの見える化  

 

FDT UE は、単一のデータマッピングにより情報を可視化する特徴を有しており、インダストリー4.0 のア

プリケーションに対してセマンティックデータモデルを提供します。 

FDT サーバーは、FDT OPC UA ユニバーサルデバイス情報モデル（すべてのデバイス、ネットワーク、

およびさまざまなオートメーション業界向け）を活用しており、すべてのデバイスおよびネットワークパラ

メータプロファイルをサポートする互換性のあるインターフェースを定義しています。この定義はどのよう

な OPC UA クライアントでも IT/OT の両方のデータにアクセスできるようにするためのコンパニオン仕

様に合わせていて、プロセスとディスクリート製造の両方のアプリケーションに必要な、プロトコルに依存

しない、サーバーレベルのユニバーサルデバイス情報モデルであり、次世代のオープンなオートメーション

通信を実現するためのものです。 

Figure: FDT OPC UA のユニバーサルデバイス情報モデルではエンタープライズに必要なデータもマッピングしています 

FDT サーバーは、オートメーション業界における重要な監視と最適化のユースケースに合わせたインター

フェースを使って、セキュアに見える化を行っているので、プロトコル固有の処理を必要とすることな

く、フィールドからエンタープライズの接続や通信、およびサービスを実現できます。 1 台のサーバー
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で、さまざまなベンダーのデバイスをサポートしているので、デバイスに関連するすべての情報とサービ

スを利用することができます。  

 DTM はすべてのパラメータ値に対してセマンティック情報を提供することができます。詳細なエ

ンジニアリングのための eCL@ss の記述や、ライフサイクル管理用にデバイスの保守ドキュメント

へのリンクを提供することなどが可能です。DTM はいわばデバイスに関する情報のデータハブと

して機能することができます。 

 

アクセス権限のある OPC UA クライアントやアプリケーションは FDT/DTM のオンライン・オフ

ラインのビジネスロジックや OPC UA インターフェースにアクセスして、デバイスのプロセスデー

タ（デバイスやネットワークの情報やメタデータも含む）、プロトコルサポートデータ、自己診断情

報、デバイスの健全性情報(NE107)を参照することができます。OPC の FDT コンパニオン仕様は

DTM のデータを情報モデルにマッピングし、FDT サーバーもこの仕様を実装しています。 

Figure: FDT DTM にはユニバーサルデバイス情報モデルで使用されるデバイスタイプのデータやインターフェースが含まれています 

標準の OPC UA ブラウザ機能を使用して、DTM デバイスのデータ型、インターフェース、ビジネスロジ

ック、およびコアパラメータプロファイルがサーバー上に公開されます。そして、許可された OPC UA

クライアントはユニバーサルデバイス情報モデルを通して FDT サーバーにアクセスして、これらのデー
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タを必要に応じて閲覧、収集、処理実行を行うことができます。

 

Figure: FDT DTM の提供するデバイス固有のデータは情報モデルにマッピングされ、OPC UA クライアントやカスタムアプリからアクセスができます. 

 

FDT UE を使用することで、エンドユーザーはベンダーやネットワークの通信などの種別を気にすること

なく、いずれのデバイスのいずれのデバイス情報モデルでも自由に組み合わせて利用できるという相互運

用性のメリットを最大限に受けることができます。同時に FDT サーバーはデバイス情報モデルを暗黙的に

統合して、エンタープライズでの OPC UA クライアントにリアルタイムにデータを送出することもできま

す。 

クライアント・サーバー (高信頼性) 

FDT サーバーは、OPC UA クライアントとパブリッシャー間のクライアント/サーバー方式の要

求/応答の通信メカニズムもサポートしています。 この方式により、あらゆる情報モデルへのア

クセスが可能になります。これはサービスプロバイダーが要求を受信して処理し、結果を応答と

ともに返すという、SOA の設計思想に沿ったものです。 

 
Figure: FDT サーバーのサーバー・クライアント通信モデル 

Pub-Sub (確定通知) 

FDT サーバーは、リアルタイムのデータ監視と交換を効率的に行うために、パブリッシュ/サブスクライブ

（Pub-Sub）通信機能をサポートしています。 Pub-Sub 方式では、要求と応答の通信の負担はなくなり、

複数のクライアントがサブスクライブして通知を受信できます。 FDT サーバーは、指定された情報の変更

がサブスクライブ条件に合致した時、サブスクライブしているすべてのクライアントに自動的に同報しま

す。 Pub Sub 方式は、セキュアなマルチキャスト、1 対多の同時発報、マシン間通信、動的ネットワーク

関連化、その他のシナリオなどの利用にも使用されています。 
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Figure: FDT サーバーの Pub-Sub 通信モデル 

調和のあるオートメーションをエンドユーザーが実現するた

めに 

 

FDT UE は、オープンなオートメーションの先の見えない近未来に対して調和のとれた優れた運用性をも

たらします。 FDT UE を使用することで、エンドユーザーは、企業全体の分散通信を実現する SOA を用

いたプラグアンドプレイ機能を活用して、アプリケーションに最適な製品を選択できるというメリットが

得られます。 何よりも、エンドユーザーは、設備と製造プロセスに対し、設計時間を短縮し、運用を改善

し、先行保全を遂行することができます。 

FDT UE は以下の業界からの声に基づいて開発されました: 

• オープンで相互運用性のあるデータ中心の環境 – オペレーティングシステム、ネットワーク、デバイ

ス、ベンダーに依存せず、将来性のある FDT サーバーベースの SOA 分散アーキテクチャを実現する

こと 

• セキュアでスケーラブルな適応性のあるプラットフォーム – 末端間に至る信頼性のある相互運用性が

予め用意されて、クラウド、エッジ、オンプレミス、または企業全体でアジャイル構造をサポートし

ていること 

• 包括的な制御とシステム構成– IT /OT データの融合と IT/エンタープライズ間のアクセスのために

OPC UA サーバーを強化するとともに、Web サーバーも OT /運用、モビリティ、Web ブラウザから

のアクセスを強化して最新の製造手法をサポートできること 

• 標準化されたユニバーサルなデバイス統合–カスタム化が可能な統合データの協調/相互運用可能なエ

ンジニアリングプラットフォーム（オフラインおよびオンライン）と、メンテナンス、信頼性、運用

のためのエコシステムを提供すること 
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まとめ 
 

今日のインフラや今後のインテリジェントエンタープライズに向けて技術やソリューション、そして人々の

調和を図るためには、業界同士が協調して統合を図ることが重要です。FDT グループと OPC 協議会はプ

ロセスならびにファクトリオートメーションの世界でもオープンで相互運用性のあるユニークな標準化団

体です。FDT UE は、スマート製造で求められる IT と OT の両方のデータ領域を合流させ、オートメーシ

ョンシステムの中核を強化します。これには、デバイス管理やデータ伝送に万能な方法を使ってサービス

指向のビジネスモデル革新への道を開くとともに、製造業の重要なインフラの再生も推し進めるもので

す。 

このような協調は業界全体にメリットをもたらし、業界をより緊密にするとともに、これによってすべての

人の ROI も向上します。新興技術は、進化するデジタル世界でのオートメーションの革新をスムーズに進

めるとともに、ビジネスや運用面でも大きな利益をもたらしています。 
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詳細情報 

ウェブサイト http://fdtgroup.jp/（FDT 日本支部 Web サイト）ま

たは www.fdtgroup.org/（FDT 本部 Web サイ ト）をご覧頂くか、

http://fdtgroup.jp/pages/contact/ contact.php を経て FDT Group 日

本支部までメール をお送りください。  

また、FDT 製品を取り扱う最寄りのオートメーションサ プライ

ヤにお問い合わせ下さい。 

＠2022 FDT Group. FDT は登録商標です。また、FDT IIoT Server™、FITS™、Device Type Manager™ DTM™、

および FDThub™ は FDT グループの商標です。 これ以外の製品ブランドや製品名も各社の商標である場

合があります。 


