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概要

産業オートメーションの新時代は、つながるプラントと工場を実現するための急速な技術進歩によって切り開かれ
てきました。モバイルテクノロジによって、インダストリー4.0が実現し、製造業の操業の合理化が大きく推進されてき
ました。産業界は、スマートオペレーションを実現できる新技術の活用を考えています。

企業にとってのデータ収集と自動化の利点は、プラントオペレーターの生産性の向上、競争力の向上、プロセスの
合理化、操業の改善が挙げられます。製造現場内でのデジタルモバイルは、移動の自由を意味します。つまり、
施設内またはリモートの任意の場所で自由に作業が行なえることです。

FDT®3.0テクノロジの最新の進歩によって、情報技術（IT）/操業技術（OT）環境では作業用のモビリティア
プリケーションがより広く利用されるようになるでしょう。これによりクラウドベースのエンタープライズデータのアクセス、
デバイス診断、モビリティアプリケーションが利用できるようになり、アセット管理手法も刷新され、予知保全プログラ
ムの改善により、産業組織とその操業および保全部門の標準化と最適化が図られます。

今回のFDTの開発により、オートメーション関係者は、これまでの標準で使ってきた機能を一般的なモバイルプラッ
トフォーム上でも利用できるようになりました。そして、搭載されているオプションを使用することで、任意の場所から
従来以上のデータにもアクセスできるようになります。

FDTのモビリティソリューションは、制御および計装のサプライヤとエンドユーザの両方にメリットがあります。最新機
能を取り揃えて、オートメーションの新時代に向けたリモートデータアクセスのニーズに応えます。おなじみのFDT
Device Type Manager™（DTM™）ユーザインターフェースはWebインターフェースにも対応し、さまざまなネット
ワークにおいて認証済みのモバイルデバイスのブラウザ上でも実行できるようになりました。 FDTのモビリティソリュー
ションはプラットフォームに依存しないので、カスタマイズ可能なアプリ開発とともに、任意のプラットフォームにも柔軟
に対応できます。このことは、産業用モビリティアプリケーションが通常各ソリューションに合わせた専用設計で他へ
の展開ができないことと比べると大きな違いがあります。
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はじめに

デジタル化を進める企業は、情報を正確に把握し、期待する結果の実現に向けて、操業データとビジネスデータの
さらなる利活用を目指しています。

市場インテリジェンスおよびアドバイザリーサービス大手のMordor Intelligence社は、製造業におけるエンター
プライズのモビリティは、2021年から2026年の間に22.9％のCAGR(年平均成長率)を記録すると予想してい
ます。産業用モノのインターネット（IIoT）の急速な進歩に伴い、製造業はモビリティソリューションに救いを求
めてこれに取り組みつつあります。 Machine-to-Machine（M2M）通信、産業用ビッグデータ分析、サイバー
セキュリティなどのテクノロジを活用することで、IIoTはより高いレベルの効率化とパフォーマンスをユーザにもたら
せます。その結果、製造現場における人々のコミュニケーションと運用の方法が変わりつつあります。

多くの産業施設では、制御室と現場のオペレーターは、重要かつ多面的とデータを駆使する役割が与えられて
います。すなわち、多くのソースからのデータを活用し、リアルタイムの情報に基づいて客観的な意思決定を行
い、問題解決にあたっては制御システム（ICS）を十分理解していることが求められています。

同時に、プラント管理者と保全技術者は、担当する施設のどこからでも容易にITアセットとOTアセットの情報
にアクセスできなければなりません。このことは、OTネットワークをクラウドやIT企業ネットワークに接続する際のリ
スクを軽減したいというプラントアセットオーナーの要求に応えるものです。

製造業務おける役割とは関係なしに、労働者は企業プロセス改善のために自らの能力と効率を改善するため
の解決策を求めています。
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今日の産業界の展望

モビリティテクノロジにより、今日のスマート製造の環境は変革してきます。この傾向は、産業用モノのインター
ネット（IIoT）およびインダストリー4.0イニシアチブという、スマートでつながるオートメーションのエコシステムを
通じてインテリジェント企業を強化する活動により、ますます加速されていきます。

近年、ビジネス用電子メールアプリケーションがデスクトップからスマートデバイスに移行してきました。産業用
制御市場のユーザも、モバイルベースでの設定、診断、その他の関連機能など、ライフサイクルメンテナンスの
実践に向けても同様の期待を持っています。

現代の製造現場では柔軟性が重要であり、モバイルプラットフォームは産業界とその顧客の要求に応えることがで
きます。

プロセスと生産性の変革の必要性. モバイルソリューションが社会のコミュニケーションや接続の手段を変えたよう
に、プラントや工場の姿をも変えつつあります。視認性、情報、制御データをプラントオペレーターが手にすることに
より、生産プロセスと生産性は劇的に変革していきます。

Experience has shown that mobility is an enabling technology that enhances the ability to:

• サービス効率の向上

• メンテナンスコストの削減

• 機器の稼働時間の増大

• アセットの延命

• 収益の向上

エンタープライズデータアクセスの増加に対する需要 生産現場のモビリティの移行が、必ずしも管
理部署から適切なタイミングで来るとは言えません。 IIoTテクノロジの登場により、メーカーはすでにエンタープラ
イズデータの捕捉と分析における変化を模索しています。データの詳細と解決策にすばやくアクセスすることで、
予知やコンテキスト化された情報は直ちに操業慣行に反映されていきます。

プロセス、ハイブリッドおよびディスクリートの製造分野では、施設の所有者/運営者は、リアルタイムでリモート操
作を実現するための数々のソリューションを求めています。 目標は、重要なデバイスやネットワークのデータへの安
全なアクセスを拡充し、より安全な職場を作りながら生産性を向上することです。

4 



世界的なFDT標準の展開

FDT Groupは、産業オートメーションの大手企業や組織で構成される独立した国際的な非営利業界団体で
す。企業全体のネットワークとアセット統合のためのデータ中心のプラットフォームとしてオープンな標準を開発して
います。FDT Groupは、産業現場および現場でのモバイルデバイス接続の要件にも積極的に取り組んでいます。
オートメーション市場のエンドユーザがすべての主要なモバイルプラットフォーム上で、FDT標準を使って統合され
た機能を使用できるようにすることが目標です。このモビリティ統合により、エンドユーザはさまざまな展開方法で、
いつでもどこでも従来以上のデータにアクセスできるようになります。

標準化されたIIoTエコシステムの確立. FDT IIoT Server（FITS™）プラットフォームを含むFDT
Groupの最新のFDT3.0標準によって、組織とそのテクノロジの第4次産業革命への進化は速まります。この新し
い標準は業界からのフィードバックをもとに開発されており、現在のFDTインストールベースと次世代ソリューション
の間の架け橋となって、FDTベースのIIoTエコシステムを強化し、デジタル化とインダストリー4.0アプリケーションの
要件を満たしていきます。

FDTは、製造者が自身の製品やソリューションに合わせてカスタム化できるようオープンなアーキテクチャを持つ唯
一の標準です。このアーキテクチャにはモバイル機能とリモートアクセス、ネイティブなOPC UA統合、そして堅牢な
セキュリティが組み込まれており、かつプラットフォームには依存しません。

5 



FDTはオープンで適応性のあるテクノロジとして、産業オートメーション分野のニーズに合わせて成長し続けています。
FDT 3.0標準は、産業界がITネットワークとOTネットワークを統合するための統合標準として広く知られています。

プラットフォームに依存しない環境の実現. FDTグループのデジタル化アプローチの中核は、堅牢
でプラットフォームに依存しない環境を提供する新しいFDTサーバです。 FDTサーバは、企業全体のIT / OTデータ
アクセスに使用するOPC UAサーバと、リモート操作のためのWebサーバを初めから統合しています。この革新的な
ソリューションによって、プロセス、ハイブリッド、ディスクリートの製造分野におけるオートメーションサプライヤとエンド
ユーザの両方のアセット管理業務とビジネスシステムの統合が実現します。

FDT 3.0の新しいFDTサーバソリューションは標準化されたモビリティ環境を用意しています。このモジューラ化した
柔軟でスケーラブルなアーキテクチャは、今のところ、Webサーバをベースとし、クライアントはWebブラウザです。こ
れにより、工場や工場の作業者は、標準のWebブラウザを使用して、タブレット、スマートフォンなどのモバイルデバ
イスを使用して現場で幅広い作業を遂行することができます。
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関連する業界の取り組みとの歩調. 最新のFDT3.0テクノロジの開発は、産業用プロセス施設のア
セット監視や最適化の要件に対応したNAMUR（NE 175）オープンアーキテクチャ（NOA）イニシアチブにも準
拠してて行いました。 FDTサーバは、デバイス診断およびメンテナンス作業用に別のチャネルを用意しています。 そ
のため、情報ブローカとしてDCSまたはPLCを利用する必要がなくなりました。 FDTアーキテクチャは、監視制御シ
ステムと並列に配置されて、末端のデバイスすべてに直接アクセスすることができます。 このアプローチは、次の
NOAの推奨事項にも準拠しています。すなわち、アセット管理アプリケーションのサプライヤは、DCSまたはPLCのサ
プライヤから分離させ、アセット管理業務におけるシステム間の依存関係を持たずに別の情報チャネルを用意する
ことを推奨しています。.

FDTはオープンでセキュアなオートメーションをサポートし、既存のインストールベースと今後のグリーンフィールドのアプリケーションを進化

させていきます。

FDT 3.0は、産業用イーサネットのAdvanced Physical Layer(APL)やTime-sensitive Networking(TSN)など
新しい標準に対応するためのオープンなソリューションも用意しています。
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FDT技術の新しいモビリティ機能

FDTのモビリティ機能の推進にあたっては、その重要なテクノロジコンポーネントであるFDT3.0標準を実装したDTM
が必要となります。

このようなDTMは、企業全体のスマートデバイスの視覚化を図る上でも不可欠です。DTMには、各オートメーション
デバイスのオンラインおよびオフラインパラメータ、デバイスモデル、およびバスマッピングを定義するビジネスロジックソフ
トウェアが含まれています

統合開発環境の活用. FDT 3.0標準の導入あたり、FDT Groupは、各ベンダがDTM開発を迅速に開
始できるよう最新の統合開発環境（IDE）を用意しています。 FDT 3.0 のDTMは、デバイス固有のデータ、機能、
およびビジネスルールをすべてカプセル化して、標準化された「ドライバー」を生成します。これにはWeb UIも含まれ、
HTML 5.0とJavaScriptを使ってプログラムされたさまざまなモバイルデバイスやブラウザに対応したパラメータ設定、
診断、および予測のグラフィック表示の機能を持ちます。

FDT1.2またはFDT2.0標準に基づくDTMとは異なり、FDT 3.0 DTMはスタイルガイドに従いながらも、タブレットや
スマートフォンで使用されているタッチスクリーン機能にも対応しています。 FDT Groupは、Device DTM認証プロセ
スの一環として、開発者にスタイルガイドへの準拠を要求している最初の標準化団体です。また、スタイルドキュメン
トに実装すべきテクノロジ機能を指定している最初の団体でもあります。スタイルガイドとDTMコンプライアンスは、
FDT 3.0と一体と言えます。

FDT 3.0標準とこれに対応したスタイルガイドは、DTMインターフェースが、デバイス、システム、ブラウザ、スマート
フォン、オペレーティングシステムなどに関係なく、安全にリモートアクセスが実現できるよう開発されました。スタイ
ルガイドは、 HTML5 JavaScriptといった最新の技術を使って自動化インターフェースを記述します。 FDT 3.0
Web UIは、ユーザフレンドリーなデジタルで構築されており、WEBベースのテクノロジを期待する新世代のワー
カーにとり、使い勝手の良い仕様です。

FDT 3.0のおかげで、デバイスベンダは、顧客のエンジニアリングニーズに応えるために、単純なデバイスからカスタ
ムパラメータを使用した複雑なデバイスまで広くサポートできるようになりました。 ベンダはパラメータ設定において
は、スタイルガイドによって関連データを一貫性のある統一されたユーザインターフェースを使った機能に組み込む
ことができます。 どんなDTMでも同じユーザエクスペリエンスでの設定操作ができます。
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FDT Groupが提供する最新のFDT3.0 DTM 共通コンポーネントは、業界で唯一のプラットフォームに依存しな
い開発ツールであり、これを使って最小限の労力でDTMの開発ができ、DTMの認証も容易になり、新製品の市
場投入までの時間を短縮することができます。高度なWeb UIだけでなく、DTM 共通コンポーネントはプラット
フォーム非依存性、OPC UAとの互換性、カスタマイズされたグラフィカルパラメータ設定機能、そして厳密なDTM
セキュリティなどの最新の拡張FDT機能もサポートしています。

DTM用のOPC UAの統合には、追加のコーディングや作業は必要ありません。OPC UAを使った幅広い目的の
データの公開により、エンドユーザがDTM情報にアクセスができ、またクラウドベースのアプリケーションにそのデータ
を提供することができるようになります。

オートメーションアーキテクチャの”フラット化”. 新世代のDTMにより、FDT3.0アーキテクチャ
のFDTサーバに組み込まれたOPC UAサーバを通してデバイスデータとヘルス情報を自動的に利用することが出来
るようになりました。そのため、アセット管理は、IIoTまたはインダストリー4.0イニシアチブの一環としてクラウドサービ
スでも展開できるようになりました。このアーキテクチャはオートメーションピラミッドを「フラット化」するので、デバイス
からのデータを必要とするアプリケーションは、OPC UAを介してDTMから直接データを取得することができるように
なりました。

すべてのFDT3.0 DTMは、NAMUR NE-107の勧告に準拠しています。この勧告では、予知保全戦略のサポート
において、オペレーターがデバイスに関係なく、単純で統一された方法で、計装のステータスを含めたプロセスを監
視できる必要があると規定しています。

Webベースのユーザインターフェースの展開. FDT 3.0 DTMでは、ビジネスロジックは.NET
Coreのプラットフォームに依存しないテクノロジへ移行し、UIはWebベースのテクノロジへ移行することでさらに進
化し、アセット関連のデバイス情報の表示も多様化してきています。 Webテクノロジを使用することで、サーバ
ベースの分散アーキテクチャによるモバイルおよびリモートアクセスソリューションのユーザエクスペリエンスも向上され
ます。

FDT3.0を使用したWeb UIを使用することで、現場の担当者が携帯するモバイルデバイスを含めた任意のブラウ
ザでDTMを開くことができます。 また、標準化されたモバイルアクセス方法により、Webソケットを使ったアプリやス
タンドアローンアプリケーションなども利用できるようになります。

ベンダはこのテクノロジの標準化されたモビリティプラットフォームを使ったリモートアシスタントによるサイトエンジニア
の支援サービスを、エンドユーザに提供することも可能となります。
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柔軟な通信オプションの提供. FDT 3.0標準のFDTサーバは分散アーキテクチャを持ち、OPC UAクラ
イアント/サーバの環境とOPC UAパブリッシュ/サブスクライブ（PubSub）通信モデルの選択肢を用意しており、ア
プリケーションやエンドユーザのニーズに応じて利用できます。

FDT 3.0 OPC UAサーバは、OPC UAクライアントや汎用クライアントアプリケーションに対してクライアントサーバ間
の要求/応答通信メカニズムをサポートしています。 このため幅広い情報モデルへのアクセスが可能となります。この
ことはサービスプロバイダが要求を受信して処理し、その結果を返送するためのサービス指向アーキテクチャ
（SOA）の設計にも沿っていると言えます。

FDT 3.0 - OPC UA PubSub 通信

今後、PubSub通信モデルは、FDT3.0を使用したデータおよびイベント通知の新たなメカニズムとなりえます。クラ
イアント/サーバ通信は、通知の配信が保証される単一のクライアントに対するものですが、PubSubは変更通知
のみを複数の相手に対して配信できるよう最適化されています。 PubSubのアプローチはセキュアなマシン間通信、
動的なネットワーク接続などの多くのシナリオにおいても不可欠です。

FDT OPC UAサーバでOPC PubSub通信を有効にすると、アセットヘルスモニタリングアプリケーションやサーバプリケー
ション間の通信トラフィックは大幅に削減されます。そのため、パフォーマンスが向上し、IIoT要件に合わせてスケーラブ
なソリューションが実現できます。リモート監視アプリケーションは、AMQPやMQTTなどのブリッジングプロトコルを使用し
て、異なるネットワーク上にあるアセットの状態をリアルタイムで監視することもできるようになります。

デバイスデータへのリモートアクセス. Webサービスを使用するリモートアクセスにより、デバイスを
24時間年中無休で監視できるようになります。 FDTサーバによって認証されたデバイスを使っている承認済みの
ユーザは、トンネル化されたトポロジを通してネットワーク上にある機器にフルにアクセスすることができます。これらの
機能を使って、最新のプロセスプラントでのアセット管理、予防保全、およびその他の重要な機能を最適化するた
めの新しいアプリの開発も可能です。

すべてのデータがFDT / OPC UA情報モデル内で融合され、論理的で統一的な方法で表示できるようになりまし
た。デバイス固有の情報も、個々のアプリケーション要件に基づいてカスタマイズすることで、標準的な方法で表現
することができます。全く異なるデバイスに対しても、どのクライアントのユーザにとっても同じように情報の検索ができ
ます。 10 



FDT標準を使ってさまざまなプラントの情報統合ができたことで、担当者はプロセスの異常や機器の誤動作の
影響を緩和できる様になりました。多様なプラントおよび工場情報を統合する機能により、担当者はプロセス
の混乱や機器の誤動作を軽減できます。 測定値やバルブ開度、デバイス診断の組み合わせで操業や機器の
性能における偏差も特定できます。このような相互運用性と高度な診断は最新のプラント操業の最適化に役
立ちます。

エンドユーザはモバイルアプリを使い自社独自の運転要件を満す特定の情報を個々のDTMから得ることもでき
ます。この中にはデバイスの注意喚起を促す運転レベルのアプリや、指定のラインやアセットからの時間当たりの
生産量を求める管理レベルのアプリもあるでしょう。こういったツールはDCSやPLCのアプリケーションに依存しな
いで開発が進められます。FDTのオープンなインターフェースを使えば、特段にプログラムコーディングをしなくても、
アプリでデバイスからのデータを抽出してレポートを作成するもできます。

FDTモバイルDTMソリューションを機能させるために

オートメーション機器のサプライヤは、開発作業をFDT標準にまとめることで、先進のモビリティ機能をサポートする
最新のWebインターフェースとフル機能のOPC UAの両方のサービスが利用できます。 DTM開発者は、FDT共通
コンポーネント（DTM、サーバ、およびデスクトップ）開発ツールを使用して簡単に開発を進めることができます。こ
のツールを使うことで、FDTデスクトップまたはFDTサーバホスティングアプリケーション上ですばやくDTMを実行させて、
DTM同士の通信フローをすばやく理解することができます。ツールのWeb UIを使って、さまざまなマシンやオペレー
ティングシステム間でさまざまなDTMがどのように連携して動作するかも確認できます。

アセット管理戦略の改善. FDTテクノロジの進歩により、新しいアセット管理の中で、特定のネットワークや
デバイスに加えて、施設やプロセスの監視のモバイル化も図ることができます。ライフサイクルに亘る監視と保全には
FDTの新しいモバイル用のインターフェースやWebブラウザを使えば、DCSやPLCなどの制御システムで使用されてい
るスマートフォン、タブレット、ラップトップなどから行うことも出来るようになりました。

単純な運転操作から最も複雑なものまで、プラントの担当者はFDT対応のモバイルアプリケーションを使って、よりス
マートに、より速く、より効果的に作業を行なって、アセットを最高の運転状態に保つことができます。またこのような
アプリは保守や修理中の計器の設置場所で直接作業を完了させて記録を残すこともできます。実際に装置の保
守データを参照するのにモバイル機器を使っている現場作業員は、そうでない人と比べてより頻繁に、より正確な記
録を残すことができます。

設置されているネットワークや機器全体に亘ってどのデータを使って新たな運転需要に利用できるかをエンドユーザ
が見極めるための統合化標準はFDT以外には見当たりません。

11 



特定業務特化したモバイルアプリケーションの開発. プラットフォームに依存しない新しいDTM
を使って、さまざまなプラットフォームやさまざまなクラスのデバイスに対してもモバイルアプリケーションを利用できる
ようになりました。 たとえば、開発者はDTMを作成すれば、オペレーティングシステムに関係なく、ラップトップ、タ
ブレット、デスクトップ、またはスマートフォンで同じUIを提供することができます。 DTM UIは移植が可能で、ハ
ンドヘルドデバイスのブラウザにも表示できるようになりました。このため、開発者はさまざまなデバイスや画面サイ
ズなどのニーズにも完全に対応するユーザインターフェースを作成することが出来るようになりました。

FDT 3.0 ユニバーサルプラットフォーム

たとえば、FDT Webサービスを使っているアプリを使えば、メンテナンスエンジニアは、個々の機器専用のツールやハ
ンドヘルドデバイスに縛られることはもはやありません。 代わりに、タブレット、スマートフォン、その他のモバイルデバイ
スを使用して日常の作業を行うことができます。 すなわち、エンジニアや技師は、より身近にFDTデータを利用でき
るようになり、機器の重要な動作パラメータのトラブルシューティングや監視の作業をリモートで実行し、仕様どおり
に機能しているかを確認できるようになります。 これ以外にも、メンテナンス作業では、現場の作業員が安全で承
認されたスマートフォンまたはタブレットを使用して写真を撮ったり、バーコードをスキャンしたりして、デバイスに関する
情報を多数集めることもできます。 プログラマも、これらの機能を使って簡単にレポート機能を開発することができま
す。

12 



まとめ

13 

ビジネスの意思決定からプロセスの作業フロー、ユーザインターフェース、予知保全に至るまで、モビリティテクノロジ
の利用は、製造業務を大幅に変えていきます。

FDT Group標準が提供する、施設を素早く最適化できる柔軟な導入方法やモビリティによって産業労働力はま
すます強化されていきます。 最新のFDT3.0の進歩により、コアな通信および診断機能はこれまでどおり維持しな
がらも、モバイルデバイスやWebソケット使ったデータへの安全なリモートアクセスができるよう、堅牢で多層なセキュ
リティを用意し、他のアプリケーションとのシームレスなデータ交換を行うことができるようになります。

実際、FDT 3.0はオープン化したオートメーションアーキテクチャを持ち、データやユーザインターフェースの視点でも、
より多くの点でアクセス性を高めてきました。 このことは、多くの産業用アプリケーションでインダストリー4.0の実現に
は不可欠なものと言えます。



インテリジェントエンタープライズに向けて



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。

2021 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
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