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インダストリー4.0へのサイバーフィジカル
システムのアーキテクチャの枠組み

周　碩彦，Anindhita Dewabharata

インダストリー 4.0 の動向の背後にある社会経済的な原動力には，これまで以上にシステム要素同士が統合さ
れてはいるものの，柔軟性に富みかつ迅速な生産システムが必要である．オペレーション技術と情報技術の間の
シームレスな統合を実現するためには，異なるビジネスの階層間でデータを自由にやり取りすることのできる環
境を確立する必要がある．本稿では，実践的な開発のためのシステム統合と情報の参照を促進するための，リファ
レンスアーキテクチャモデル・インダストリー 4.0 (RAMI4.0)，セマンティック技術，そしてサービス指向アー
キテクチャとマイクロサービスアーキテクチャ，といったアーキテクチャの全体像に関するサイバーフィジカル
システム (cyber-physical system; CPS) の枠組みについて論じる．

キーワード：インダストリー 4.0，サイバーフィジカルシステム，RAMI4.0，セマンティックモデ
ル，サービス指向アーキテクチャ

1. 緒言

従来，工場における生産システムは，あらかじめ設
定された少数の条件が引き金となる離散的な時点に限
定して IT システムとの情報交換が行われていた．高
レベルに自動化された生産システムであっても，従来
どおり受動的でありかつインテリジェントとはいえな
かった．
市場の関心が機能よりも製品の利用を通じて得られ

る体験に移ってきており，生産戦略は大量生産からマ
スカスタマイゼーション，さらには個別対応へとシフ
トすることになる．しかし，多様な製品やスピードが
要求される生産システムは複雑になりすぎるため，人
間が効率的に管理するには困難である．
国際計測制御学会 (The International Society of

Automation)は，あらゆる産業のあらゆるプロセスに
おいて，グローバルな製造企業が適用するための国際
標準である ANSI/ISA-95を制定した [1, 2]．しかし，
実際の（物理的な）生産システムから ITシステムを切
り離したために，製造中に生じる過渡的もしくは偶発
的な問題の多くを検出することができなかった．つま
り，予定されていたスケジュールから大きくずれたり，
製造が中断したときに容易には回復もしくは復帰する
ことができなかった．これに対して，IoT (Internet of

Things) はこのようなギャップを埋めるためのインフ

しゅう　せきげん，アニンドヒタ　デワブハラタ
国立台湾科学技術大学工業管理学部
台湾台北市 106 大安区基隆路 4 段 43 号
sychou@mail.ntust.edu.tw

ラストラクチャを提供できる．
現実世界のマネジメントにおいて最も影響力のある

IoTの機能は，現実世界とデジタル世界の結合を通し
て，現実世界の状態を感知し取得できることであり，ま
た取得した情報全体をデジタル世界で観察できること
である．CPSは，IoTと同様の基本アーキテクチャを
もつが，現実世界とデジタル世界を結び付け調整する
ことに重点を置いている [3, 4]．CPSにより，ITとオ
ペレーション技術 (OT)がうまく統合するように，現
実世界に人体における神経のような役割を導入するこ
とができる．近年では，より進化し機械学習などの高
度な処理が可能なセンサーと組み合わせることにより，
CPSに生産システムに求められる柔軟性と迅速性につ
いて，より厳しい要求に対処できるような分散処理能
力および自律能力を備えることができるようになった．
本稿では，このような状況を念頭に，CPSの枠組みを

紹介する．この枠組みは，レファレンスアーキテクチャ
モデル・インダストリー 4.0 (Reference Architectural

Model Industrie 4.0; RAMI4.0)，セマンティック技
術，サービス指向アーキテクチャ (Service-Oriented

Architecture; SOA) ／マイクロサービスを踏襲する
ものである．RAMI4.0 は既存の標準を再構成したも
のであり，標準間で欠けているリンクを見つけ出し，
さらに標準化が必要な分野について言及する [5–7]．
RAMI4.0 はドイツ電気・電子工業連盟 (ZVEI) が提
唱したモデルであり，標準化された方法により，新規の
インダストリー 4.0 の応用に対する枠組みを提供する
ものである．RAMI4.0によって，CPSの開発はより
詳細にかつシンプルなクラスターへと分割され，相互
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運用性 (interoperability) が促進される [8]．さらに，
異なるステークホルダー同士の情報共有もできる [9]．
理想的な CPS では，すべての要素が情報をやり取

りする [10]．生産工程における自律的な決定のために，
通信は中央サーバーを介して，あるいは参加者間で直接
処理される [11]．また，個々の要素の機械可読な構造
化情報はセマンティック技術を用いて表現される [12]．
その中で最も代表的なものとして，Active Semantic

Product Memoryがある [13, 14]．この方法は，個々
の要素のデータを逐次的に収集し，それぞれの要素の
情報をコンテキストに応じて取得する [15]．
さらに，産業におけるCPSの開発では，SOAが用い

られる [16]．SOAを採用することで，CPS 全体を小
規模な単位に分解して，個々の単位の集合によって大
規模な問題のソリューションを得ることができる [17]．
最近，SOAの後継として，マイクロサービスアーキテ
クチャが提唱されている [18]．SOAとマイクロサービ
スはいずれも，ネットワーク全体に対して有効なサー
ビス（機能）としてシステムを分解し，異種のプラッ
トフォームを統合する．しかし，それぞれの目標を達
成するのに，異なる方法を用いている．SOA は複数
のサービスを仲介する技術（スマートルーティング）
により各サービスが統合されるため，システムは単純
な機能のみを提供するサービス群へと分割される．他
方，マイクロサービスは各サービスが一対に連携する
ため，個々のサービスはより複雑な機能を有すること
となる [19]．こうすることにより，サービスはシステ
ム全体の取り決めに従う必要がなくなるため，より高
いサービス自律性と分解へとつながることになる．本
稿では，マイクロサービスがいかに CPS の開発に役
立つのかについても述べる．
次節では，RAMI4.0について詳述する．そして，3節

では，セマンティック技術について論じ，4節で SOA

およびマイクロサービスについて述べる．最後に，5節
で本稿を総括する．

2. リファレンスアーキテクチャモデル・イ
ンダストリー 4.0 (Reference Architectural

Model Industrie 4.0; RAMI4.0)

RAMI4.0 はインダストリー 4.0 にとって極めて重
要なフェーズを三つの次元で表現するシステムであ
る．このモデルの目的は，相互に複雑に関連する産業
プロセスをより小さくかつ簡潔にまとめることにある．
RAMI4.0 はサービス指向アーキテクチャであり，レ
イヤーやライフサイクル上にすべての要素や IT コン

図 1 RAMI4.0 [6, 20]

ポーネントを結び付ける．
図 1に示すように，縦軸は階層レベルを表している．

左横軸はライフサイクルとバリューストリームを表し
ている．右横軸はインダストリー 4.0におけるコンポー
ネントの機能を位置づけている．
それぞれの内容は次のとおりである [6, 20, 21]．縦

軸には六つのレイヤーがあり，機器を機能別に分解し
て表現する．すなわち，機器のバーチャルマッピング
である．これは ICTの文脈とあわせたものであり，通
常，複雑なシステムの属性がレイヤーに分解される．
六つのレイヤーは，ビジネス，機能，情報，通信，統合，
設備でありそれらはそれぞれ，1) 企業とビジネスプロ
セス，2) 設備の機能，3) 必要とされるデータ，4) 情
報にアクセスする通信，5) 現実からデジタル世界への
移行に関する統合，6) 現実世界の物理的な設備，を示
している．
左横軸は，製品ライフサイクル管理を表しており，こ

の分類は IEC 62890 に基づいている．そして，「タイ
プ（型）」と「インスタンス（実体）」の区別がなされ
ている．さらに，デザインとプロトタイピングが完了
し，実際の製品が生産されると，「タイプ」は「インス
タンス」に変換される．タイプは，設計オーダー，開
発，テスト，そして生産プロトタイプを含んでいる．さ
らに，コンポーネント，機械，ハードウェア／ソフト
ウェアなどのタイプが連続生産のための基盤を形成し
ている．生産された各製品はそのタイプのインスタン
スを表している．顧客に販売されたインスタンスは単
にタイプである．それらがシステムに実装されるとき，
インスタンスになる．タイプからインスタンスへの変
化は何度も繰り返される．ライフサイクルとバリュー
ストリームの詳細な構造が RAMI4.0の左横軸に示さ
れている．
右横軸では，工場やプラント内での役割と責任が表

されている．この分類は，企業の IT や制御システム
に対する国際標準シリーズである IEC 62264 の階層
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図 2 インダストリー 4.0 のコンポーネント：設備と管理
シェルの統合 [24]

構造によるものである．この階層は工場や施設におけ
る機能を表しており，次の七つのレベルで構成されて
いる．すなわち，1) 市場，2) 企業，3) 部門，4) 工程
（つまり機械），5) 制御，6) 計測（センサーやアクチュ
エータ），7) 製造，である．インダストリー 4.0 環境
を特徴づけるために，これらの機能性は，「生産」レイ
ヤーの製品から IoTやサービスへの接続に対する「市
場」レイヤーを包含するように拡張されている．
RAMI4.0には，CPSがインダストリー 4.0で満た

すべき詳細な特性が描かれている [22]．「管理シェル」
は，インダストリー 4.0において，機器や設備をデジ
タル世界と接続可能なコンポーネントに変える鍵とな
る要素を表している [23]．それはバーチャル世界にお
ける特性や状態の保存や，インダストリー 4.0 通信を
通して，データをほかのコンポーネントと共有するこ
とを可能にする．図 2では，インダストリー 4.0のコ
ンポーネントの一例として，設備の管理シェルへの統
合を表す．図中，管理シェルは，通信レイヤー，データ
レイヤー，機能レイヤー，ビジネスプロセスレイヤー
において要素を展開している [24, 25]．
RAMI4.0 は業界ごとに異なる視点を統合し，イン

ダストリー 4.0 技術の共通の理解を提供するものであ
る．生産オートメーションや機械工学の業界における
要件について，共通の理解を提供する RAMI4.0を使
用することが，産業界の標準化委員会で示されている．
さらに，RAMI4.0はインダストリー 4.0の 3Dマップ
も提供し，インダストリー 4.0 を定義したり，さらに
発展させたりするために，国内ならびに国際標準に各
業界の要件を描くための指針を示すことができる．こ
うして，標準の重複やギャップを識別し解決すること
ができる．
RAMI4.0 は，産業ネットワークを介して，各コン

ポーネント間の意思疎通を図るために，インダストリー
4.0のコンポーネントで構成される CPSに対する要件

を指定する．RAMI4.0 は，各コンポーネントが機械
可読なデジタル表現をもち，セマンティック技術を援
用した SOAを用いることを示唆している [26]．

3. セマンティック技術 (Semantic Technol-

ogy)

近い将来には，さらに多くのデバイスが一つに接続
されるようになるであろう．このような機能は，製品
のライフサイクルのはじめ，すなわち実体化する段階か
ら，生産中においても配置することができる．各デバ
イスには，必要に応じてそれぞれを識別し，センシング
や通信するためにActive Semantic Product Memory

のような技術が埋め込まれ，逐次的にすべての種類の
セマンティックデータが蓄積される [13, 14]．生産中
に個々のデバイスは，柔軟性や迅速性を保ちながら生
産システムと通信しており，プロダクトメモリに対す
るセマンティック技術は，これらのデバイスの全ライ
フサイクル期間中，その相互運用性を保障しなければ
ならない．
セマンティックモデリングはデータと，エンティティ

間の関係を定義する．情報モデルにより異なる種類の
データを抽象化できるようになり，データ要素間の関
係性がわかるようになる [27]．そして，セマンティッ
クモデルにおけるエンティティのすべての集合は，現
実世界を表現するためのクラスのタクソノミー（分類
基準）を含んでいる．
セマンティックモデリングは公開された標準である

ため，複数の方法によってドメインベースのオントロ
ジー（概念体系）が開発されている．セマンティック
ウェブサービスに対する OWL (Web Ontology Lan-

guage)ベースマークアップであるOWL-Sは，プロセ
スのモデリングと同様にサービスをセマンティックに
表現することができる．オントロジーを使用するオー
ケストレーション・アプリケーションがあり，たとえ
ば，SOCRADESプロジェクトは生産サービスのセマ
ンティックな知識発見やオーケストレーションのため
にオントロジーを使用している [28]．
CPSの重要な特徴に，イベント，センサー，工場・機

械，製品を表現することがある．最近のセマンティッ
ク技術の進展により，それらについてサービスの発見，
選択，組成を自動化する際のセマンティック情報の利
用が推進されてきた．このような技術は，CPSにおけ
る協調問題の解決にも援用される．
セマンティクモデリングはエンティティのシステム

での役割を定義するのにも用いられる．これには，シ
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図 3 サイバーフィジカルシステムの本質や SOA モデルにおける相関関係を示す拡張 OWL-S

ステム内で利用できる能力や特徴も含まれる．このこ
とはオントロジーを用いたモデリングによって行うこ
とができる [29]．オントロジーはセンサー，工場・機
械，製品，イベントに関する次の属性，すなわち (1) 情
報と通信，(2) 完全性，(3) 調整，(4) 認知と協同，を
定義するのに用いられる．CPSの本質や SOAモデル
におけるそれらの機能性に対して，OWL-S が拡張さ
れていく様子を図 3に示す [30]．
セマンティックモデリングを使用したサービスとして

のCPSとその機能を表示することで，CPSのモジュー
ル化を助け，容易に SOAモデルを使用した CPSの実
装をすることができる．さらに，オントロジー内の標
準化された用語，関連性，インスタンス，ルール，ド
メインの知識に基づき，セマンティックにより複数の
CPS間での共同作業が可能となる．

4. サービス指向アーキテクチャ (Service-

Oriented Architecture; SOA) とマイク
ロサービスアーキテクチャ (Microservice

Architecture; MSA)

4.1 サービス指向アーキテクチャ
インダストリー 4.0をサポートするために，CPSは

階層的モデルではなく，相互の連携モデルである必要が
ある．そして柔軟性と迅速性を保持するために，分散
型の自律的アプリケーションで構成される．コンポー
ネントはローカルに通信し，サービスを要求し，そし
て自律的に意思決定することができる．OPC Unified

Architecture (OPC-UA)は，より上位のインテリジェ
ンス，つまりシステム全体の知識がない場合でも，機
器間の分散・自律的アプリケーションには特に適して
いる．OPC-UAコンポーネントの機能性は，センサー

のレベルから企業の基幹システムとして広く普及して
いる SAPシステムまで広く利用できる．そして，情報
モデルの交換，そしてセマンティックな相互運用性は
通信にとって必須である．ハードウェアの多様性はシ
ステム設計においては陽に考慮する必要はない． SOA

を採用することにより，生産システムすなわちサイバー
フィジカル生産システムは，生産システムの頻繁な調
整に対処するために，ソフトウェアとハードウェア両
面において簡単に構成を変更できる．
SOA は標準的なポリシーをもっており，それらを

サービスとして表すことで，ビジネスプロセスを統合
しており，サービスのモデリング，構成，管理を行う．
この方法は，サービス内の相互運用性の有効性を改善
できることが知られている．CPSに対して SOAを実
装することは，より上位のレベルで，サービス，データ
処理，意思決定サービスとしてセンサーを構成し，デ
バイスを有効化することによって実現可能である [31]．
CPSに対する SOAの有利な点は，十分なサービス

が利用できるときに現れる [32]．ビジネスプロセスは，
そのプロセスに対する制御によってサービスを統合す
る．また，サービスを構成したり，プロセスを取り扱
うために代替的な方法を導入したり，あるいは最上位
に新しい機能性を構築したりすることが容易になって
きた．サービスは，第三者にもオープンにすることが
できる．このような理由により，多くの研究者は SOA

をCPSに適用しようとしてきたのである [16, 32–34]．
SOAの表現において難しいのは，中央制御の準備と，

サービスおよびそれらの通信を担当するコンポーネン
トの統合である．通常，統合へのソリューションは，
SOA への基幹システムを形成するエンタープライズ
サービスバス (Enterprise Service Bus; ESB)である．
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ESBはプロバイダとサービスのユーザ間のさまざまな
二地点間接続で構成される共通の通信バス経由での通
信を可能にするインテグレーションアーキテクチャで
ある [35]．このソリューションは，標準的なデータモ
デルの導入に向かう傾向がある．ここで重要なことは，
インテグレーションのプラットフォームは高度な処理
を行えるが複雑ということである．
しかし，異なるチームのサービスにプロセスが横断

してまたがると状況が悪化し，システム開発とデプロ
イの一貫性が必要になる．さらに，SOAサービスイン
フラストラクチャのすべての変更を管理する単一の集
中管理ユニットが保守的なポリシーをもつ，あるいは
個々のサービスの制限につながる可能性もある．こう
いった問題を回避するためにアーキテクチャとして，
本稿では CPS のマイクロサービスアーキテクチャを
紹介する．

4.2 マイクロサービスアーキテクチャ
マイクロサービスアーキテクチャ (MSA)は，独立

して展開できる小規模のモジュール方式の一組のサー
ビスとしてアプリケーションを構造化するアーキテク
チャである．各サービスは独自のプロセスを実行し，
ビジネス目標にかなうようにうまく定義された軽量の
メカニズムで通信を行う [18, 36]．MSA は UNIXの
三つの考え方を基にしている [37]．すなわち，1) プロ
グラムは一つのタスクのみを実行してそれを正しく処
理すべきである，2) プログラムは同時に複数に動かせ
るようにすべきである，3) プログラムはユニバーサル
インターフェースを使用すべきである，という 3点で
ある．これらの考え方は，モジュール化をサポートす
る再利用可能なコンポーネント設計へとつながってい
る．重要なことは，サービスが互いに独立して提供さ
れるということであり，このことは，多くの SOAソ
リューションとの主要な相違点の一つである．これは
システムのデプロイだけでなく，その進化や改良への
努力に対しても影響を及ぼす．
MSA は大規模かつ複雑なアプリケーションの連続

的なデプロイを可能にする．Amazon，eBay，Netflix

のような多くの大企業は，アプリケーションやプロダ
クトをサポートするために MSA を用いている [38]．
MSAは，それとは真逆のモノリシックアーキテクチャ
を通して理解することができる．モノリシックアーキ
テクチャに基づくアプリケーションは単一の自律的ユ
ニットとして開発される．クライアント・サーバーモ
デルでは，サーバー側のアプリケーションは，HTTP

のリクエストを実行し，データベース内のデータを処

図 4 モノリシックアーキテクチャの例

理した結果がブラウザへ送られる一塊のシステム，つま
りモノリスである．工場のサイバーフィジカルシステ
ムに対するモノリシックアーキテクチャの例を図 4に
示す．
しかし，図 4からわかるようにモノリシックアーキ

テクチャの問題は，あらゆるパーツ間に相互依存関係
があり，もし生産マネジメントやハンドリングモジュー
ルの小部分に変更が加えられると，すべての機能に修
正が必要となったり，さらには全く新しいバージョン
を構築もしくはデプロイする必要があることである．
この理由は，すべてのモジュールが同じプロセス内で
作動しているからである．さらに，あるモジュールに
バグがあると，アプリケーションのすべてのインスタ
ンスは同一であるため，バグがアプリケーション全体
に影響を及ぼし，場合によってはプロセス全体をダウ
ンさせることがある．
さらに，モジュールの特定の機能を拡張するために

は，対象とするコンポーネントだけではなく，モジュー
ル全体を調整しなければならないかもしれない．たと
えば，図 4において，在庫モジュールについてデータ
ベーステーブルをスケールアップする必要があるとき，
ほかのモジュールのデータベーステーブルも同じデー
タベース内にあるため，それらにも影響するかもしれ
ない．
これとは対照的に，MSA はシステムをより小さく

相互に連結したサービスの集合に分割する．それぞれ
のサービスは，生産管理や在庫管理などの一組の明確
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図 5 マイクロサービスアーキテクチャの例

な機能を実行する．図 5 に示すように，MSAでは工
場の CPS におけるそれぞれの領域においては自身の
マイクロサービスによって実行される．
いくつかのマイクロサービスはAPIを公開しており，

ほかのマイクロサービスやシステムクライアントでも
使用できる．さらに，バックエンドサービスはREST

APIを公開していて，ほとんどのサービスはほかのサー
ビスにより提供される API を利用している．たとえ
ば，包装管理を例にすると，包装プロセスで何らかの問
題や異常を検出すると，オペレータにアラートを出す
ために通知サービスを用いる．UIサービスは，生産オ
ペレーションのウェブページを配信するために，ほか
のサービスを呼び出す．このとき，いくつかの REST

APIは生産機械やサードパーティアプリケーションへ
公開されている．通信は API ゲートウェイを介して
受け渡される．APIゲートウェイはロードバランシン
グ，キャッシング，アクセスコントロール，APIメータ
リング，モニタリングなどのタスクを担っている [39]．
SOAと異なり，MSAはウェブサービス仕様 (WS-*)

やエンタープライズサービスバス (ESB) を用いてい
ない．その代わり，MSAは RESTのような簡潔で軽
量のプロトコルを奨励しており，マイクロサービス自
身で ESBのような機能を実行する．
MSAにおけるサービスの多くは，独自のデータベー

スをもっている．サービスはニーズに最も合った異な
るデータベースを使用できる．たとえば，自律的な倉
庫システムにおいて，無人搬送車 (AGV)のジョブサー
ビスのログは，テキスト・ドキュメント指向データベー
スを用いている．これに対して，出荷管理では，配送
先の場所に関する地理情報のクエリを扱うデータベー
スを用いたほうがよい（図 6）．

図 6 イベントソーシングを用いたマイクロサービスアーキ
テクチャの例

しかし，マイクロサービスによって異なる種類のデー
タベースを用いることは，データ管理の問題を起こすこ
とになる．たとえば，システムが AGVとそれがオー
ダーを実行したジョブを表示する必要があるとする．
オーダーテーブルと AGVテーブルはそれぞれのサー
ビス専用であるため，AGVジョブサービスはオーダー
テーブルに直接アクセスすることはできず，オーダー
サービスによって提供されるAPIのみを使用すること
ができる．そのため，1 台の AGVがすでにオーダー
を実行していて，AGV ジョブサービスで状態の変化
があるなら，そのイベントを公開するのは難しい．こ
の問題を解決するにはすべてのイベントを記録するイ
ベントソーシングを用いることである [40–42]．ビジ
ネスエンティティの状態が変わるとき，新規のイベン
トがイベントのリストに追加される．アプリケーショ
ンは，イベントのデータベースであるイベントストア
内にイベントを保存する．ストアにはエンティティの
イベントを追加したり検索したりするためのAPIがあ
る．イベントストアはメッセージブローカーのように
も機能し，サービスをイベントに予約するAPIを提供
している．サービスがイベントストア内にイベントを
保存すると，すべての関係のあるサブスクライバーへ
伝えられる．図 6は AGVとオーダーサービスに対す
るイベントストアの用法を示している．
十分に独立したマイクロサービスコンポーネントは，

迅速性と生産性を両立させた自律性をもつ．開発チー
ムはプログラムを完全に理解でき，そして，はるかに
速いサイクルでほかのコンポーネントについて独立に
構築・デプロイし，テストすることができる．マイク
ロサービス開発チームは，負荷量の変化に対して，リ
ソースを効率的に利用することができ，また，迅速に
対応できる．すなわち，実行時にほかのマイクロサー
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ビスのコンポーネントとは独立にそのコンポーネント
のスケールアップをすることができる．また，ほかの
コンポーネントでの故障とは独立し対応力や復旧力を
もつという特徴もある．
SOAとマイクロサービスは，それぞれ異なる方法で

システムをサービスに分割する．SOA はデプロイの
観点から，モノリスとして考えることができる [37]．
それに対して，マイクロサービスは独立したデプロイ
を目指しており，簡潔に自動化されたデプロイが可能
な自律的なサービスとして考えられている [43]．した
がって，SOAが企業活動全体を包括することを目指し
たものであるのに対して，マイクロサービスは「一つ
の業務に対する処理をうまく実行する」ことを意図し
ているという違いがある [38]．
SOA は集中管理方式からシステムの柔軟性を得る

ことができ，さらにマイクロサービスは分散処理へ向
かっている．マイクロサービスはクラウドコンピュー
ティングのコンテキストとうまく適合している [18]．
サイバーフィジカル生産システムへの産業界のニーズ
を考えれば，今後はますますマイクロサービスが指向
され，SOAはレガシーとなるだろう．

5. 結言

本稿では，ITとオペレーション技術を結び付けるた
めの，CPSの役割に関する枠組みについて述べた．ま
た，RAMI4.0，セマンティック技術，SOA／マイク
ロサービスについて論じた．RAMI4.0 は，情報を交
換，利用する性能をもっている．それにより，異なる
ステークホルダーがニーズ，課題，関係性について明
確に説明したり，意思疎通ができるようになる．
CPSにおいて，セマンティック技術により個々のコ

ンポーネントやデバイスが識別，通信，そして自動的に
蓄積されたあらゆる種類のセマンティックデータを認
識することができる．さらに，接続されたデバイスは
オブザーバーとして役割を果たしている．そして，デ
ジタルツインの概念を実現するために，デバイスがど
のように，またどのような環境で使われるのかを知る
のに役立つとともに，より簡単に，またより効果的に
製品を修正，改善することにつながる．
インダストリー 4.0をサポートするために，CPSに

おいて SOAやMSAを用いることにより，CPSにお
いて規模や複雑さが増大するという問題への解決策を
得ることができる．これによって，新しいレベルの融
通性のあるスケーラビリティや障害許容設計で，一層
迅速な開発様式とアプリケーションを組み込んだCPS

を構築することができる．

付記 本稿は，高桑宗右ヱ門（中央大学理工学部），
野村淳一（星城大学経営学部），三輪冠奈（名古屋学院
大学商学部），譚奕飛（中央学院大学商学部）が原著者
との協議に基づいて日本語原稿に翻訳した．
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