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IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目③ IoT技術の活用による業界横断的な生産システムの開発

予知保全を例とする工作機械の実装の違いに依らない共通インター
フェース及び情報モデルの研究開発

実施者名 富士通株式会社

概要

工場における予知保全等をユースケースとして、
• 様々な拠点で稼働している多様なメーカー製の加工機械の情報を集約し、現
場知識と工作機械の設計知識・稼働データを融合した判断に基づいて、工作
機械の実装の違いに依らない情報モデルやそのインターフェース技術の開発
および実証実験を実施します。

• これまで提案されているデータプロファイルやセキュリティガイドラインの
有効性を検証します。

ポイント

• 共通化テーブルを用いた工作機械・生産ライン状態通信インターフェースの
構築

• 共通化した状態・アラーム情報に基づき、工作機械メーカー知識と現場知識
を融合した稼働管理

• 品質改善、予知保全を実施するための意思決定ロジックの作成と可視化

複数メーカの工作機械に対して、リアルタイムモニターから
予防保全まで利用者から見て共通の1-Viewで見える化



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目③ IoT技術の活用による業界横断的な生産システムの開発

加工技術データの最適化・汎用化・セキュリティ技術の研究開発

実施者名 駿河精機株式会社

概要

• 熟練工の工程設計ノウハウを学習したＡＩによる最適条件自動生成システム
開発します。

• 加工プログラムを様々な生産設備で活用可能とするデータ汎用化技術を開発
ます。

• 技術データを企業間、国内外問わず高速かつセキュアに共有していくネット
ワーク技術の実証を行います。

ポイント

• 最適化された加工プログラムを社内外でオープンに活用していき「マス・カ
スタマイゼーション」を実現していきます。

• 管理シェルとセキュリティ技術で「匠の技」をベースとした新たな市場創出
が期待できます。

匠の技をＡＩ技術で形式知化
～企業間の製造技術データ共有システムを実現～
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IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目③ IoT技術の活用による業界横断的な生産システムの開発

航空機部品一貫生産の品質管理(トレーサビリティ)・稼働管理に対応した
設備データ管理の中小企業用共通プラットフォーム

実施者名 航空機部品生産協同組合（松阪クラスター）(※)

概要

• 航空機部品製造においては、部品の品質を担保するために部品製造時の特殊
工程(表面処理・熱処理等)のトレーサビリティが要求されています。

• 各設備から取得したデータを個々の作業指示書と紐付け、収集/保管するた
めのIoTプラットフォームを構築し、クラスター内各社が共同利用する生産
管理システムの製造履歴データベース機能に繋ぎます。

• クラスター構成各社の本社工場ともつなぐことにより、共同工場内の自社エ
リアの設備稼働状況を遠隔監視することができ、故障等の不測の事態にも迅
速に対応できるようにします。

ポイント • 航空機の品質マネジメントシステムに基づき体系的にデータ取得が可能
• クラスターから離れた本社側で遠隔現場の設備稼働状況の見える化が可能

（事業イメージ）

国内航空機部品産業の発展を目指し
IoTを活用したスマート・クラスターを実現

~中小企業を繋いで、航空機部品で日本から世界へ！~

各社本工場航空機部品生産協同組合共同工場
（松阪クラスター）

A社エリア
（板金加工）

B社エリア
（機械加工）

C社エリア
（処理塗装）

本社工場

製造履歴
データベース

設備監視

(※)2015年4月に三重県松阪市に協同組合を設立。板金・機械加工メーカーや自動車部品メーカー等、計10社が参画。

遠隔情報監視

作業
指示書 IoT共通プラットフォーム

・設備データ収集/蓄積
・作業指示データと結合

クラスター内共通生産管理システム



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目③ IoT技術の活用による業界横断的な生産システムの開発

IoT技術の活用による業界横断的な生産管理システムの開発

実施者名
CKD株式会社、株式会社今野製作所、東芝ロジスティクス株式会社
一般社団法人ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ（略称:IVI）

概要
• IVIの業務シナリオ構築手順にしたがい、① 品質管理、②共同受発注、③ 在
庫･物流管理、の３つの課題について、ユースケースを定義し、それに対応
するIoTプラットフォームを活用して設計/実証実験を行います。

ポイント

• ものづくりの現場で起こっている実際の課題からスタートし、ボトムアップ
にITとOTの融合を設計するIVIの業務シナリオ構築手法を用います。

• 製造現場における各種製造設備やセンサからネットワークを経由してITシス
テムが情報を収集/分析/指示することにより、効果的な生産設計･管理を行
います。

• 課題の見える化と、それに対応したソリューションの見える化をデジタル上
で行い、共通モデルとしてライブラリー化することで、共通化と個別化の両
者の利点を併せ持つゆるやかな標準の具体的な手順を提案します。

日本の生産現場の強みであるカイゼン活動を生かした
IoT時代のスマートなものづくり手法を確立･実証する

品質管理(CKD株式会社)
・設備の予知保全とリアルタイム加工品質管理
共同受発注(株式会社今野製作所)
・小規模中小企業が受注案件の工程進捗情報を
共有し対応力向上とリードタイム短縮をはかる
在庫･物流管理(東芝ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社)
・標準的情報インタフェースによって生産と物
流を連携させたサプライチェーン可視化を実現

IVI業務シナリオ構築手法によるIoTシステム構築

実装
ロジック
資産

ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

データ
属性
キー
関係

モデル
操作
情報
モノ

シナリオ
場面
役者
活動

コンセプト
現状の問題
解決手段
目指す姿

業務シナリオの作成 個別システムの実装

IVI参照モデル
(IVRA)

IVIモデラー

コンセプト

現場のさまざまな課題をIoT技術で解決

データモデルシナリオ

実装

IoTﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／製造分野におけるIoTの社会実装推進に向けた検討

テーマ①スマート工場実証事業の成果最大化

実施者名 株式会社日立製作所

概要

• 製造現場の機器から得られるデータを活用するには、生産設備の稼働状況等
のデータを工場間や企業間で共有する、データ流通のルールの確立が必要と
なります。

• 本調査事業では、平成28年度に経済産業省が実施した、製造分野における
CPS/IoTに関する実証事業の成果であるデータ流通のルール(データプロ
ファイル)を改良し、社会実装の促進をめざします。

ポイント

• 製造分野の関係者や外部有識者の知見を整理し、スマート工場実証事業の成
果最大化や成果の社会実装促進を図ります。

• スマート工場実証事業の検証結果を踏まえ、記述方式最適化などのデータプ
ロファイルの改良を実施し、技術仕様書を作成します。

製造現場の機器から得られるデータの活用をめざし
データ流通のルール(データプロファイル)を改良

【ステップ1】
業務モデリング

【ステップ2】
ライブラリ参照
及び新規設計

【ステップ3】
データマッピング

【ステップ4】
実装

ライブラリ化

• 業務アクティビティを決定
• 業務アクティビティに入出力される
データ群の概略決定

• 業務アクティビティの入出力データ群に
適したライブラリを流用

• 「実装データフォーマット」設計

• 「実装データフォーマット」に現場の
データを割り付け

• システム実装し、現場データ収集/
活用開始

データプロファイルは、現場の業務に対し、命令｢ディレクション｣
と結果「トランザクション」および「セキュリティ」の3つの情報項目
を示す。各情報項目は可能な限り国際標準に従うことを規定
している。これにより、第三者でもデータの意味理解が可能にな
り、データの二次利用を促進する。



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／製造分野におけるIoTの社会実装推進に向けた検討

テーマ③セキュリティガイドライン調査

実施者名 株式会社日立製作所

概要

• 製造現場の機器から得られるデータを安全安心に活用するには、IoTシステ
ム全体のセキュリティ確保の実現が重要です。

• 本調査事業では平成27～28年度に経済産業省が実施した、製造分野におけ
るCPS/IoTに関する調査事業・実証事業の成果であるセキュリティ対応マ
ニュアルの内容を向上し、IoTを活用した社会システムへの変革促進をめざ
します。

ポイント

• 国際標準・規格の文献を調査し、有識者のレビューを経て分野共通の
「CPS/IoTシステムのセキュリティ要件(案)」をまとめます。

• 製造分野の業種特性調査結果を踏まえた検証シナリオを作成し、検証結果を
踏まえてセキュリティ対応マニュアルの内容を向上します。

製造現場から得られるデータの安全安心な活用をめざし
IoTシステムにおけるセキュリティ要件を整理

【凡例】 H27・H28年度の成果物
(H29年度にブラッシュアップ)
H29年度の実施内容

追加調査文献調査文献

「国内外のCPS/IoT文献リスト」と「CPS/IoTセ
キュリティの要点」を元に、CPS/IoTセキュリティに
おけるリスクや対策例を抽出し整理

有識者レビュー

「CPS/IoTシステムの
セキュリティ要件(案)」

「製造CPS/IoTシステムの
セキュリティ要件(案)」

有識者ヒアリング

製造分野の業種特性調査

現セキュリティ
ビジネス主体の知見

必要な対策が不十分だった
場合に起こり得る問題とその
対応フローをマニュアル化

スマート工場
実証事業者
による検証

検証シナリオ

製造分野

分野別共通

ライフサイクルのフェーズ毎に
CPS/IoTセキュリティの
運用シナリオをまとめた
(「いつ」「誰が」「何を」)

「国内外のCPS/IoTセキュリティ文献リスト」と
「CPS/IoTセキュリティの要点」

「CPS/IoTセキュリティリスクと対策例」 「CPS/IoTセキュリティ対策シナリオ」

「CPS/IoTセキュリティ対応マニュアル」



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目③ IoT技術の活用による業界横断的な生産システムの開発

＜テーマ②製造業IoT ユースケース調査＞

実施者名 みずほ情報総研株式会社

概要

・ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）の「IoTユースケースマップ」に
て公開されているユースケース事例を整理・体系化します。

・整理の際に製造業のIoT活用の目的とIoT活用の高度化のレベルを整理軸とし
て設定します。

・整理・体系化されたユースケース事例をもとに日本の製造業が置かれている
現状を明らかにします。

・分析結果をもとに、我が国の製造業のIoT活用を適切に促進するための施策
案の検討および必要な広報資料を作成します。

ポイント

・IoT活用事例を整理するための軸の検討・設定を行い、各種事例のパターン
整理、及びそのメリット・課題等を分析します。

・IoT活用を適切に促進するために、製造事業者のみならず、IoT関連事業者や、
IoT導入等を支援する組織・団体等を対象含めた支援施策を検討します。

IoTユースケースを整理・体系化し、製造業におけるIoT活
用の実態の分析を行います。

IoT活用事例を整理するための軸の検討・設定を行い、
各種事例のパターン整理、及びそのメリット・課題等を分析

＜製造事業者＞
・IoT活用に対する理解が
促進される
・自社の課題解決に応じた、
適切なIoT活用方法の選
択が可能に

＜IoT関連事業者＞
・製造事業者のニーズ把握
に役立つ
・製造業者が使いたいと思
うIoTツールの開発が促進
される

＜支援者／政府＞
・【支援者】導入支援の際
の参考情報となる
・【政府】IoT活用の実態の
整理・把握が可能に
・【政府】適切なIoT活用に
向けた支援が可能に



IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／製造分野におけるIoTの社会実装推進に向けた検討

テーマ④ データの利用権限に関する契約ガイドライン調査

実施者名 PwCコンサルティング合同会社

概要

• 「データの利用権限に関する契約ガイドライン」を製造分野の様々な現場に
適用することを想定し、内容の改良や追加を行うための調査研究を実施しま
す。

• 製造業IoTのデータ利活用に向けた多様な取組・規制や標準化などの動向や、
事業者の実施上の問題点や課題の把握を踏まえ、契約締結の上で事業者の状
況に合わせた示唆を提示します。

ポイント
• ガイドラインの読者として想定される、実際に契約締結を行う事業者の状況
を踏まえたガイドライン案を検討することで、製造業IoTのデータ活用・流
通の促進に寄与すると期待できます。

製造業IoTにおけるデータ利活用を推進し
多様なビジネス機会の創出に寄与！

製造業者
(工場)

機械メーカー

ソフトウェア
メーカー

データ活用
事業者

製造業者への生産性向上に向けたデータ活用

データを生み出す
機械の提供

データ計測の
ソフトウェア提供

部品メーカーB部品メーカーA

共同受注に向けた工場稼働データの共有

工場稼働データの共有

部品メーカーC

完成品メーカー

生産ライン
データの提供

データを用いた
生産性向上
サービスの提供

稼働に余裕のある企業から
製品を提供

データ流通（提供、共有等）のための契約を結んでいると想定されるが
契約内容は外部に公開されない場合がほとんど

データの利活用を踏まえたビジネスモデル（例）

データ流通（提供、共有等）に向けて、産業やビジネスモデルに応じた契約や取決めの形態を検討する

データ利活用の範囲


