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１ はじめに 

 

1.1 背景 

 

データ利用者・提供者にとって安心・安全なデータ流通の実現のためには、データ提供者が安心して、かつ

スムーズにデータを提供でき、またデータ利用者が欲するデータを容易に判断して収集・活用できる技術的・制

度的環境を整備する必要がある。特に、すべてのデバイスがインターネットに接続される IoT 社会では、接続さ

れたデバイスから生成されるセンシングデータを誰もが活用できるような取引や流通の活性化が期待されている。 

このためには、センシングデータのメタデータ(センシングメタデータと呼ぶ)が、データ提供者からデータ利用者間

で、適切に渡されることが必要になる。 

 

一般社団法人データ社会推進協議会1 （略称 DSA) の技術基準検討委員会 WG3 では、データ提

供者とデータ利用者との間において、メタデータの相互運用性や再利用性を高めるため、メタデータの共通フォ

ーマットの設計や利用などの指針作りが必要であると考えた。 

この指針作りの第 1 弾として、欧州の Industry4.0 や国内の Connected Industries の取り組みなど

でデータ利活用の進展が見込まれる製造分野において、一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニ

シアティブ(略称 IVI)のセンサーデータ活用技術研究分科会(略称 ASG12)の協力の元、製造分野における

センシングメタデータの技術基準化の検討を進めてきた。 

 

技術基準検討委員会に属する他の WG 活動として、WG1 では、データ流通市場上でデータ検索のため

のデータカタログの基準文書を策定している。WG2 では、データの語彙辞書をドメイン間で橋渡しする仕組み

を検討している。WG4 では、センシングデータを対象とし、データ提供者とデータ利用者間で、データ品質を

評価する共通の物差しとなるデータ品質モデル・評価手段の基準作りを進めている。 

本書を作成した WG３は、WG1 のデータカタログを用いて検索した後の、データ利用者がセンシングデータ

と共にインプットされるメタデータを対象にしている。また、メタデータを記述する際の語彙は WG２で議論される

語彙辞書を参照する予定であり、さらにデータ品質評価結果をメタデータに記述する際には、WG4 のデータ

品質の評価基準に基づいて記述する想定である。 

  

  

 

1 旧一般社団法人データ流通推進協議会(略称 DTA)から、2021 年 1 月に商号変更を行った。なお、

本書中の WG 名称は 2020 年度体制における名称を記載しており、2021 年度の体制及び名称とは異

なる。 
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1.2 本書の目的 

 

WG3 センシングメタデータタスクフォースでは、2019 年 11 月から活動を開始し、2021 年 3 月までのセン

シングメタデータ策定の基準化に向けた活動の中で、IVI ASG12 と連携して、製造分野のセンシングデータ

に対するメタデータを対象とし、ユースケースの収集、アンケートの実施、タスクフォース内での技術調査や議論

を重ねてきた。 

本書は、この活動に基づき、製造分野におけるセンシングメタデータについて、メタデータを設計する者に対し

メタデータのデータモデルやフォーマットの定義を示すこと、さらにメタデータを作成する者やメタデータを利用する

者に対しメタデータの概念やフォーマットに関する理解を与えることができるよう整理して、ホワイトペーパーとして

まとめたものである。 

本書を公開することにより、センシングメタデータの設計や共有・活用を目指す方々へ知見を提供するととも

に、さらに多くの関係者からの要望や意見を収集し、実証実験などの検証を反映することで、より使いやすく活

用できる文書として基準文書化することを目指す。 

 

この後の 1 章では、センシングメタデータとは何かという説明と、どのような用途で使われるか示し、さらに製造

分野におけるセンシングメタデータとは何かを示す。さらに、センシングメタデータの策定手順、本書の想定読者、

用語解説も記述する。2 章では、幾つかのユースケースによりセンシングメタデータに関する課題やそこから得ら

れる要件を示す。3 章では、センシングメタデータに関してのアンケート調査を行った結果を示す。4 章では、本

書が参照する技術規格として Open Geospatial Consortium(略称 OGC)の技術規格 Sensor 

Modeling Language(略称 SML)の簡単な解説を行う。5 章では、2 章で得られた要件に基づいて検討

された、センシングメタデータの一般的なデータモデルを、製造分野以外でも適用できるモデルとして示す。6 章

では、製造分野に固有のセンシングメタデータモデルを説明する。7 章では、センシングメタデータを XML で実

装するためのフォーマットを示す。8 章では、センシングメタデータの記述で使われる語彙に関して、語彙辞書の

考え方や使い方を示す。最後に、本書の作成にあたって参考とした参考文献の一覧を示す。 

 

1.3 センシングデータとセンシングメタデータとは 

 

センシングデータとは、物理世界の事物や現象を、センサなどのデバイスにより測定して出力されるデータのこ

とである。また、カメラによる画像や動画などのデータ、製造装置や検査装置から直接出力されるデータもセン

シングデータに含まれる。さらに、こうしたセンシングデータを、製造ラインの制御装置やエッジゲートウエイなどを

介して収集して、さらに上位装置やクラウドに蓄積されたデータもセンシングデータに該当する。 

図１は、デバイスから出力されたデータがネットワークを介して IoT アプリケーションサーバに届く IoT ネットワ

ークの基本モデルを示している。最終的に利用者の元にセンシングデータが届くまでには、複数のシステムや装

置、アクセスネットワーク、インターネットなどが関わり、センシングデータの仕様や品質に影響を与えている。 
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図 1 IoT ネットワークの基本モデル 

※Recommendation ITU-T Y.4113 Requirements of the network for the Internet of things より 

  

さらに、図２では、センシングデータがデータ利用者に渡されるまでの過程において、センシングデータの仕様

や品質に関連するあるいは影響する事象や事物の例を示している。例えば、用いたセンサの性能のレベル、セ

ンサの校正の有無や頻度、データの欠損や誤りなどを引き起こす通信手段等は、データ品質に影響を与える

事象や事物といえる。 

 

 

図 2 センシングデータの仕様や品質に関連するあるいは影響する事物の例 

 

本書では、センシングデータの仕様や品質に影響を与える情報の重要性に着目して、それらをセンシングデ

ータのメタデータと捉える。即ち、センシングメタデータとは、センシングデータを記述対象となる情報資源とし、そ

れに対する属性名(例 センサ型式、サンプリング間隔)や属性値(例 SETK-10、0.1 秒)を記述した情報や

センシングによって得られたデータの集まりであるデータセットに対する、データの名前、作成者、作成日、サイズ、

保管場所等があげられる。さらに、センシングデータの計測に用いたセンサの種類やその性能、測定した時の測

定位置や測定方法などの条件、観測する対象等の情報、データサイズやフォーマットもセンシングメタデータとし

て考えられる。図 3 にセンシングメタデータとなる情報の例を示す。 

本書では、センシングデータの活用に対して必要なメタデータ、即ちセンシングメタデータを機械可読なデータ

として共有するために、データモデルとフォーマットを定義する。 
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図 3 センシングメタデータとなる情報の例 

 

1.4 センシングメタデータの役割 

 

センシングメタデータの便益が得られる対象者の１つとして、データ取引によってセンシングデータを入手し、そ

のデータを利用する者(データ利用者)が想定される。データ利用者は、目的に合ったデータを探して選別を行

い、その結果、データの購入を決定してデータ取引を行い、データ提供者よりデータ入手する。そして入手した

データを可視化しながら理解して、必要であればデータ前処理を行い、目的とするデータの分析や加工を行うと

いう、一連の作業を行う。こうした、一連の作業の中で、センシングメタデータが果たす 3 つの主な役割と、そこ

で使われる主なメタデータを以下に示す。 

 

①データの発見 (Data discovery)：  

データ利用者は、利用する目的や要件に合ったデータを収集して探索を行う。この時、検索の条件として、

センシングデータの名前、付与されたキーワード、作成日、所有者、料金等のメタデータを参照する。 

データ提供者は、検索に使われるメタデータに基づきデータカタログを作成した場合、利用者はこのカタロ

グを参照して検索することができる。 

 

②データの評価 (Data evaluation)：  

データ利用者は、データの購入を判断する際に、センシングデータに対して、欠損や誤りがどの程度なのか、

精度やサンプリングが適切か、信憑性や安全性に問題がないかなどの観点で評価する。この時、データの出

自・出典に関するメタデータやデータの品質に関するメタデータを必要とする。 

 

③データの理解 (Data understanding)：  
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データ利用者は、入手したセンシングデータに対して、必要な項目の絞り込みやクレンジング、分析ツール

に合わせたフォーマットの変換、さらに分析結果の妥当性判断などを行う。そのためには、データ項目ごとの値

の意味やフォーマットの情報、異常値や欠損が判別できる情報、測定条件などのメタデータを必要とする。 

 

今後、大量かつ多様なデータソースからセンシングデータを収集して、効率よく安価に取り扱うためには、こう

したセンシングメタデータを人手で取り扱うのではなく、コンピュータにより機械的に処理できることが求められる。 
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1.5 製造分野におけるセンシングメタデータ 

 

近年、工場では、センサや製造装置など工場内のあらゆる設備をネットワークに接続し、設備からのデータを

活用して、品質・状態などの様々な情報の見える化や、設備同士ないし設備と人が協調して動作する、スマ

ートファクトリ化の取り組みが進んでいる。すなわち、データを利活用することで、作業ロスや在庫ロスの分析によ

る生産性向上、即時障害検知や障害要因の解析による品質向上、装置故障の予知による設備効率向上、

省エネなどの製造ラインを改善することを目指している。 

 

本書では、工場の製造ラインにおける、製造装置や検査装置、それらを統制する制御装置、さらにライン上

に設置されたカメラやセンサなどのデバイスから出力されるデータを、製造分野センシングデータと呼ぶ。なお、製

造分野センシングデータは、デバイス由来のデータを対象とし、他方、生産計画、製品品質管理、部品や材

料の在庫管理などのデータは含めない。 

さらに、製造分野センシングデータに対するメタデータを製造分野センシングメタデータと呼び、製造分野にお

けるセンシングデータとセンシングメタデータは次図に示すような対応関係になり、製造分野センシングメタデータ

は、上位のメタデータに加えて、製造分野固有の特性を保有することになる。 

本書では、データ利用者に対して、データセットに関連する有用な付随情報という観点でメタデータを捉えて

いるため、センシングデータと間接的に関係する事物・事象は、多種多様な拡がりを持つことになる。そこで、機

械判読可能な形式として共通なフォーマットをどこまで広げて定義するかは、データ利用者の観点からの有用

性に基づいて判断していくこととする。 

 

 

図 4 製造分野におけるセンシングデータとセンシングメタデータの位置づけ 
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1.6 センシングメタデータのフォーマット策定の作業手順 

 

この節では、データ流通やデータ連携のために、センシングメタデータのフォーマットを策定する手順についての

概要を記述する。策定手順は、下表に示す順序で作業をする想定であるが、進み具合に依っては並行して

作業することやフィードバックも伴う。 

なお、今回の策定におけるスキーマ選択や設計方法等の様々な検討課題については、メタデータ情報共有

のためのガイドライン[参考文献 4]を参考にしつつ、DSA WG3 センシングメタデータ TF 内での議論により指

針を検討した。この結果は Appendix B および C に示す。 

 

表 1 センシングメタデータの策定手順概要 

No 策定の作業 作業内容 

1 ユースケースの

調査 

データを生成・提供、利用する関係者をプロファイルし、そこでメタデータを利用するシナ

リオをユースケースとして記述する。ユースケースからは、メタデータに関する要件を示すと

ともに、現状のギャップを記載する。 

2 メタデータの 

対象範囲 

ユースケースに基づき、どのようなメタデータが必要かをデータ項目としてリストアップする。

メタデータのデータ項目の名称や値の意味を定義するとともに、以下の観点を考慮しな

がら適切なメタデータ項目の取捨選択を行う。 

・メタデータを人が読むだけでなく、機械可読化する必要性があること 

・メタデータを利用する側のニーズが明確にあり、その効果もあること 

3 技 術 規 格 の

調査 

対象とするドメインにおいて取り扱われるデータの種類、標準化団体やコンソーシアムで

策定されているデータモデル、データフォーマット、データ通信、データ API 仕様に関する

技術規格、あるいはそれらのデファクトスタンダードを調査する。 

そして対象ドメインで共通に利用できる有望なメタデータの技術規格を選択する。 

4 データ 

モデリング 

リストアップされたメタデータ項目に対して、適切に選択したメタデータの技術規格に準

拠するようにモデリングを行う。モデリング作業では、メタデータ項目間での属性関係、継

承関係、包含関係を同定し、技術規格で推奨される仕様記述あるいは UML などの

汎用な記述手段を用いて記述する。 

5 フォーマット化 メタデータの蓄積や伝送を行うためのファイル形式や通信フォーマットなどを設計する。

CSV、JSON や LD-JSON、RDF、XML 等のメタデータの蓄積や伝送で利用される実

装手段を選択し、データモデルを実装手段で使われるタグ名や構成にマッピングする。 

6 語 彙 辞 書 の

作成 

メタデータの項目名や値に用いられる語彙について、語彙を登録する辞書作成や共有

化を検討する。 

7 他規格との 

相 互 変 換 の

検討 

当該ドメインあるいは別ドメインにおけるメタデータに関する規格がある場合、相互にデ

ータ連携が行えるような、データ項目対応付けやフォーマット変換する手段を検討する。 
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1.7 本書の想定読者 

 

本書は、製造分野におけるセンシングデータのメタデータの設計や作成、活用に関わる全ての方々を対象とし

ている。さらに、製造分野に限らず、特定の分野におけるセンシングデータのメタデータに関わる方々も、本書は

メタデータの設計・作成・活用の参考になる文書として活用できる。 

 

製造における業務従事者がセンシングメタデータに関わる必要性や場面を下記のように整理した。 

 

表 2 製造業務とセンシングメタデータとの関係 

製造の業務従事者 センシングメタデータ関わる必要性や場面 

製造ライン設計者 製造ラインの装置選定や装置間の調整を行うために、センシングデータやセンシン

グメタデータを利用する 

製造ライン管理者 製造ラインの稼働状況や製品品質を管理するために、センシングデータやセンシン

グメタデータを設計・利用する 

製造ラインオペレータ 製造ラインをオペレートする際に、センシングデータやセンシングメタデータが可視化

された情報を利用する 

OT 技術者 製造ラインの制御システムを開発するため、制御装置やゲートウエイの入出力デ

ータの仕様を設計する 

IoT システム開発者 エッジで取得したセンシングデータやセンシングメタデータを上位サーバに送信・蓄

積・分析するシステムを設計・実装する際に、センシングメタデータの仕様を設計

する 

データ分析者、 

データアナリスト 

製造現場で収集されたセンシングデータに基づいて、装置の故障予知、製品品

質の要因分析などを行う際に、センシングメタデータから得られる情報を活用する 
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1.8 用語解説 

本書の中で用いられている用語について簡単に説明をする。 

 

表 3 用語解説 

用語 略語 説明 

センシングデータ   

  

センシングデータとは、物理世界の事物や現象を、セ

ンサなどのデバイスにより測定して出力されるデータ 

センシングメタデータ   センシングデータのメタデータのことであり、センシングデ

ータを記述対象となる情報資源とし、それに対する属

性や属性値を記述した情報である 

データセット   データセットとは、特定の主題で収集されたデータの集

まり。ここでは、データの連携・交換で取り扱われるデ

ータの集まりを指す 

メタデータ   メタデータとは、記述対象となる情報資源に関して，

その属性と属性値の記述であり、例えば記述対象が

Web ページだと、Web ページの URL、タイトル、作

成者などがメタデータとなる 

センサーデータ活用技術研究分科

会 

ASG12 IVI の財産である業務シナリオでの様々なセンサーデ

バイスのユースケースを整理し、データの活用を簡単に

行えるような手法の研究活動を行う IVI の中の研究

分科会 

一般社団法人インダストリアル・バリ

ューチェーン・イニシアティブ 

IVI ものづくりと IT が融合したあたらしい社会をデザイン

し、あるべき方向に向かわせるための活動において、そ

れぞれの企業のそれぞれの現場が、それぞれの立場

で、等しくイニシアティブをとるためのフォーラム 

一般社団法人データ社会推進協

議会 

DSA   産官学の連携により分野を超えた公正、 自由なデ

ータ流通と利活用による豊かなデータ社会を実現し、

国内はもとより世界と連携し貢献を図る協議会 

一般社団法人日本インダストリア

ルイメージング協会 

JIIA 産業用の画像処理技術の規格標準化を日本発で

世界的に推進している協会 

Connected Industries Open 

Framework 

CIOF CIOF は、IVI において策定や実証実験が行われて

いる、製造業におけるデータ利活用のためのさまざまな

プラットフォームが、それぞれのデータを相互に流通させ

るためのしくみ 

Extensible Markup 

Language 

XML  データの論理構造を「タグ」と呼ばれるもので記述する

拡張可能な記述言語 
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Open Geospatial 

Consortium  

OGC 国際的地理空間コミュニティのための高品質な公開

規格の開発を目的とする非営利標準化団体 

Operational Technology  OT 産業用制御システムの制御技術、OT 技術者は、シ

ステムの制御を設計する技術者 

Resource Description 

Framework  

RDF  ウェブ上にあるリソースのメタデータを記述するための枠

組み。主語、述語、目的語からなるトリプルと呼ばれ

るデータ構造により、関係性を記述する。W3C により

規格化されている 

Sensor Modeling Language SML 観測の計測あるいは、計測後の変換と関係するプロ

セスやプロセスコンポーネントを定義する、頑強で意味

的に結びついた手段を提供する[参考文献 5] 

Sensor Web Enablement SWE OGC によって策定されている、Web に基づきセンサ

の情報を共有するための一連の技術標準 

SWE 共通データモデル 

 

SWE の標準に含まれる共通データ構造の技術規格

[参考文献 7] 
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2. ユースケース 

一般社団法人データ社会推進協議会 技術基準検討委員会のタスクフォースメンバでの議論から得られたこ

と、一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブで行われている実証実験から得られたこと等

に基づき、製造分野センシングメタデータに関するユースケースを抽出した。ユースケースでは、データ提供者や

データ利用者などのステークフォルダの状況を記述し、そこから現れるメタデータに対する要求と、現状とのギャッ

プを示す。 

 

ユースケース１：センシングデータのクレンジング  

 ユースケース記述： 

製造現場において、センサや装置から出力されるデータは、リアルタイム制御以外に用いる場合、

CSV 形式のファイルとして保存されることが多い。データ利用者は、データ前処理として、CSV ファイル

を読み込むために、ファイルの中のデータ項目について、データ名称、データの意味、データ型などの情報

が必要となる。さらに CSV 形式には現場独自のルールが存在することが多く、小数点が整数表現にな

っている、あるいはリテラル値に特殊な意味があるなど特殊な決め事がある。こうしたフォーマット情報は、

それが記載されたドキュメントを読む、あるいは知っている人物に尋ねるなどを行わねばならない。 

 

さらにデータ前処理の作業として、データに含まれる異常値や抜けなどを適切に補正や補間あるいは

削除する作業も必要となる。この場合、データの異常値の判定、さらに補正あるいは補間する方法の

判断などを行うために、データの有効範囲やサンプリング時間、さらには装置の稼働状態などの情報が

必要となる。データ利用者はこうした情報も入手することが必要になる。 

 

 要求： 

・ データの意味定義や単位系などのメタデータが提供されること 

・ クレンジングに必要なデータの判別に用いるメタデータが提供されること 

・ メタデータは機械判読できる形式で提供されること 

・ メタデータがセンシングデータと紐づいて容易に獲得できること 

 ギャップ： 

・ データ仕様に関して、紙、PDF、WORD など人が読むためのドキュメントに記載されていることが多

い。 

・ メタデータを記載する方法が、独自であり、統一されていない。 

・ 装置やセンサから出力されるデータ項目は、事業者や現場内で独自の用語が多く使われる。 
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ユースケース２：センシングメタデータの作成 

ユースケース記述： 

工場内で使用されるネットワークでは、製造・検査・搬送装置と制御装置間で、接続性を高めるため

に、デバイス構成情報やデータフォーマット情報を記述して登録することがある。しかし、FA ネットワークは、

使用場所やネットワーク上を流れる情報によって階層化されており、階層の中で様々なデファクトな通信

規格が存在するため、こうしたデバイス構成情報やデータフォーマット情報は、統一されていない。 

また、OT 技術者が、製造ラインにおける装置の構成やデータフォーマットなどを仕様書として作成する

場合、データフォーマットを記述する形式は人によってばらばらな記述になる。さらに OT 技術者が作成す

る仕様書は、ワードやエクセルなどの紙指向の文書として残される。 

国内外での生産拠点でのデータ連携を想定すると、異なる言語域でメタデータが作成される。メタデー

タのフォーマットや表現するデータの概念が同じでも、表現する言語が異なることになる。 

 

要求： 

• 装置間で受け渡しされるバイト列のような低レベルなデータではなく、データを分析する利用者

の手元に届いたデータを対象とした、データフォーマットやデバイス構成などのメタデータが提供で

きること。  

• データフォーマットやデバイス構成などのメタデータが、コンピュータで処理できる形式で渡されるこ

と。 

• メタデータの中で使われるデータ名称やデータ値が、多言語対応すること。 

ギャップ： 

• FA ネットワーク内で記述されるデータフォーマット情報やデバイス構成情報は、装置間の接続

性や相互運用性のための記述レベルである。したがって、装置間のデータフォーマットに留まって

いるため、上位サーバなど経由してから最終的に利用者に渡されるデータのフォーマットとは異

なっている。 

• 紙文書は、データ利用者が目で読んで理解した上で、コンピュータのデータ処理プログラムの作

成を必要としている。 
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ユースケース３：製造ライン改善のためのセンシングデータ分析  

ユースケース記述： 

製造ラインの製造装置に敷設したセンサからデータ収集して、上位サーバに送信し、データ分析を行

う者の手元にデータが届くまでのデータの流れを次図に示す。 

 

 

 

図 5 データ分析のためのデータ取得の流れにおけるメタデータ 

 

データ分析者は、製造ラインで収集されるセンシングデータに対して、データのクレンジングや整形し、

分析ツールに入力して実行し、得られた分析結果の妥当性を判断する作業を行う。その作業を進め

る中で、下表に示されたメタデータの情報が使われる可能性があると考えられる。 

 

表 4 データ分析に必要になるメタデータ種類 

No 
データ分析に必要な 

メタデータの種類 
説明 メタデータの活用方法 

1 データ品質情報 データの正確さ、欠損の度合

い、遅延の度合い等のデータ品

質特性の評価結果 

データの利用是非の判断、前処理

の必要性の判断に用いる 

2 機密レベル情報 データあるいはデータ項目の機

密レベル、機密範囲の仕様 等 

データの管理や取り扱い、データを

提供先の是非判断に用いる 

3 データ加工仕様 センサ内で行う信号処理仕様、

伝送時のデータ圧縮仕様、デー

タ伝送劣化情報、データ前処

理仕様 等 

データ前処理の方法や仕様の検討

に用いる 

4 設置条件情報 センサ設置位置、センサ設置方

法 等 

データの正しさ、信憑性の判断や 

分析における考慮に用いる 

5 観測対象情報 センサや検査装置などで、観

測・測定している対象の情報 

分析に用いる観測対象の理解に用

いる 
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6 データ間の因果関係の情

報 

データ間の相関関係や依存関

係の有無 

データ分析者が、分析や学習に必

要なデータを取捨選択に用いる 

7 センサの校正の情報 ・センサの校正方法の正しさ 

(IEC/ISO17025) 

・センサの校正の実施時期の適

切さ 

・校正の適切さに基づき、データの

信頼性を判断するために用いる 

・データ補正を適切に行うための判

断に用いる 

8 データの有効性や、有効範

囲の情報 

・データ項目に対して、データ利

用の目的に合致するかという情

報 

・データ利用目的に対して、有

効なデータの範囲 

分析や機械学習への入力とすべき

データを取捨選択する判断に用いる 

9 製造における材料種類の変

動の情報 

・材料メーカ、材料名、材料型

式 

・部品メーカ、部品名、部品型

式 

装置の故障予知、製品の品質劣

化の推定など行う際に、要因となる

情報として用いる 

10 経時変化による摩耗や材

質劣化 

・観測対象としての装置 

・金型の耐用回数 

・ラインに関する付帯的情報  

・装置の耐用期間 

装置の故障予知、製品の品質劣

化の推定など行う際に、要因となる

情報として用いる 

11 製造現場の環境に関する

情報 

・環境情報として温度、湿度、

振動、気圧 等 

装置の故障予知、製品の品質劣

化の推定など行う際に、要因となる

情報として用いる 

 

要求 ：  

・ 製造分野センシングデータの分析に必要な多様なメタデータを統一的に与える手段 

・ データ前処理の中でメタデータを読み込んで自動判読できるフォーマット 

・ 装置やセンサの種類に依存しない共通なフォーマット 

ギャップ：  

・ 分析者は、必要となる個々の情報を、メタデータが書かれた仕様書を入手、現場担当者にメ

ールで情報収集、データ自体から推測するなど、様々な手段で集めている 

・ 上表のような多様な情報を、データ利用者に提供するメタデータとして、一元的に記録・伝達

する手段がない 

・ 様々な種類のメタデータのフォーマットが個々に異なっている 
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ユースケース４：取引を行うセンシングデータの付加価値を高めること 

ユースケース記述： 

製造企業が、自社の製造ラインから収集したセンシングデータを、第 3 者に対して販売して収益

を得るというビジネスについて、一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブの中の

モデルビジネスの１つとして検討されている。 

例として、特定の製造装置からの稼働データや品質検査データを、データ分析を行う事業者に販

売し、装置の故障予知や部品劣化などの AI 分析モデルを開発する。そして、このモデルを商品とし

て装置メーカに販売するというようなデータ流通のビジネスモデルが考えられる。 

 

 

図 6 製造データ販売のビジネスモデル 

 

こうした時、製造企業は、単にデータを販売するだけではなく、データの意味や仕様を説明するメ

タデータも提供することが一般的である。さらに、製造装置のパラメータ設定、製品の品質検査の結

果などの情報になると、機密性の高いメタデータとなってくる。こうしたメタデータをどのレベルまで提供

するかによって、データの付加価値を高めることができる。 

そのため、事業者間の相対取引ではなく、データ連携や流通の事業者を介したデータ取引の場

合でも、メタデータの開示範囲や開示対象者などを適切にコントロールできれば、ビジネスの幅が拡

げられる。 

また、IVI のデータオーナーシップ研究分科会が実施した、企業間のデータ授受についてのヒア

リング調査からは、発注先と自社との間のデータ授受において、設計情報など顧客の機密データが

発注先から漏洩し自社の技術流出が発生するセキュリティ問題について懸念する回答が多く示され

た[参考文献 19]。 

要求： 

・ メタデータの開示範囲を決められるメタデータのモジュール構成 

・ データ提供者はメタデータの提供先の制約を指定できること(競合他社の排除、軍事利用の

排除) 

ギャップ：  

・ メタデータに含まれる機密情報に対しても、発注先(データ利用者)側でセキュリティ上の適切

な取り扱いに関する契約時の合意を行うこと、それを担保する技術的な対策が必要である 
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ユースケース５：複数の工場からのセンシングデータを連携すること  

ユースケース記述： 

製造における材料や部品から製品までのサプライチェーンにおいて、製品品質に影響を与える要

因を分析する場合、各製造ラインの装置の稼働データや測定データの相関関係を調べることがある。

その場合、分析者は、各工場から異なる装置から出力されるデータを CSV 形式で取り扱うことが

多い。従って、データの種類ごとに、CSV 形式のデータの意味や表現に関するメタデータを調べて、

データ前処理を行う。こうした作業を人手で行っているため、データ前処理に非常な時間を費やすこ

との一因になっている。 

また、メタデータのデータ項目の名称に用いられる用語も、共通な辞書から用語を用いることがな

いため、メタデータの作成者ごとに同じ意味でも異なる用語を使う場合がある。 

 

 

 

図 7 製品開発のサプライチェーンから集めるデータ・メタデータ 

要求： 

・ 装置から出力されるデータに関するメタデータが、フォーマットが共通化されて、データ利用者に

渡されること 

・ メタデータに記述される用語の定義が提供されて、意味が理解できること 

・ 今後は、異業種でのデータ連携・活用も進むと思われるため、メタデータのフォーマットもオープ

ンでアクセス可能な標準化が望まれる 

ギャップ： 

・ 製造ラインの装置から出力されるデータは、メタデータのフォーマットは統一されていない。さらに

データの項目の用語も標準的な語彙がなく、恣意的に使われている 

・ 一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブで検討されている共通語彙や、

IEC 技術規格で製品分類の共通語彙辞書は、同じ型式の装置を使っても、製造ラインが異

なれば、データフォーマットで保存されることがある 
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これらのユースケースから、メタデータに対する要件としては以下にまとめられる。 

 

１． データクレンジングなどの処理を効率よく行うため、そのために必要なメタデータが機械判読できる形式で

渡されること 

２． 様々な規格やデファクトが存在する製造分野において、メタデータを記述するために共通に使えるフォー

マットが存在すること、さらに異業種間での連携に対しオープンなフォーマットが望ましいこと 

３． 製造分野におけるデータ分析に必要となるメタデータとして、表 2 に示される種類のメタデータが列挙さ

れる。このリストから優先度の高い種類のメタデータのフォーマットを定義すること 

４． データ提供者はメタデータの提供先の制約を指定できること。(競合他社の排除、軍事利用の排除) 
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3. アンケート調査の結果  

工場の設備由来のセンシングデータに対して、どのようなセンシングメタデータが必要かというニーズや、 

センシングメタデータに関する現状の課題を把握するため、2020 年 4 月に一般社団法人インダストリアル・バ

リューチェーン・イニシアティブと一般社団法人データ流通推進協議会(現 一般社団法人データ社会推進協

議会)の会員を対象としたアンケート(回答数 102 名)を行った。このアンケート結果から判ったことを 3 点紹介

する。 

 

1 点目は、回答者にとって必要性が高いと考えるメタデータの種類を選択する質問に対して、下記のような

回答があり、下記 3 種のメタデータが上位 3 位として選択される結果となった。  

 

１ デバイス出力情報 (データ項目ごとのデータ名称、意味の説明、型、単位など) 

２ デバイス性能情報 (センサによる測定の分解能、精度、サンプリング間隔 など) 

３ 観測対象情報  (センシングしている対象の装置、部品や製品、人の情報) 

 

 

図 8 アンケート結果 
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2 点目は、メタデータを活用する際に何が課題となるかを選択する質問に対して、最も多く選択された項目は、

「メタデータを記述するフォーマットや記述手段が決まっていない」であり、次点には、 

「メタデータが属人的なノウハウや手順書に留まり人、電子文書化されていない」が位置している。 

 

 

図 9 アンケート結果 
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3 点目は、回答者が属する事業者において、データが活用されているレベルと、メタデータの課題との関係を

分析した。見える化から予測までのデータ活用のレベルが高いほど、2 点目で示したメタデータの課題 TOP３

がやや高くなる傾向がみられる。 

 

 

図 10 アンケート結果 

 

以上 3 点のアンケートに対する回答結果からの要点を以下にまとめる。 

• メタデータとしては、デバイス出力情報、デバイス性能情報、観測対象情報が特に必要性が高いこと 

• メタデータを記述する共通なフォーマットが必要であること 

• より高度なデータ活用を行うことでメタデータに対する課題意識が高まる傾向があること 

 

さらにアンケートでは、回答者より自由形式のコメントをいただいた。下記にメタデータに関して述べられた主なコ

メントを示す。 

 

• 異業種での活用も進むと思われるため、最初からオープン・アクセスとなるように検討いただきたい。 

• 標準化は、柔軟性がある形でフォーマット等の基礎を作り上げていくことが望ましいと思います。例えば、

後々新たな項目が必要になった場合、バックワードコンパチビリティを持ちながら、容易にフォーマット拡

張していけるようなものが良いと思います。 

• 利活用の環境に依存すると考えられるので一律の指標は難しく、大きなセットを作った上で現実的な

TOP3 
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プロファイルを適宜定義するようなアプローチが想定される。 

• メタデータについての見識が不足しているため、理解度アップに対する普及・教育をお願いしたい。 

• メタデータの大切さを分かり易く周知して欲しい。 
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4. Sensor Modeling Language のデータモデル 

 

複数のステークフォルダ間で共通利用し、相互運用性の高いデータモデルやフォーマット仕様を策定するために、国際標

準規格や普及が進んだデファクト標準規格を採用することが望ましい。そのうえで、ユースケースの調査（2 章）、アンケー

ト結果（3 章）などを元に、センシングメタデータタスクフォースにおいてセンシングメタデータを記述するために相応しい技術

規格を検討した結果、国際的な技術標準化団体である Open Geospatial Consortium の技術規格(以

降 OGC 規格と呼ぶ)で策定された Sensor Modeling Language(以降 SML)を選択した。[参考文献

5,6,7] 

 

Open Geospatial Consortium では、Web ベースで観測データを共有するための技術規格を公開して

いる。その中の 1 つに、センサに関する情報を定義・記述するための技術規格 Sensor Modeling 

Language が含まれている。SML では、センサによる計測に関する情報や機器仕様に関するデータモデル、

及び XML 実装が文書公開されている。SML は、センサによる観測を主眼としつつも、以下のような汎用性の

ある特徴を有している。 

 

• SML では、すべてのコンポーネントを入出力・変換があるプロセスとしてモデル化する 

• プロセスは、検知器、センサ、プラットフォーム等、ハードウエアのコンポーネントも含まれる 

• プロセスとして捉えるコンポーネントでは、入力データを受け取り、パラメータが設定されたアルゴリズム

を介して、出力を生成する 

• SML は、センサーデータのアプリケーションに特化するプロセス記述言語である 

 

さらに、SML で用いるデータ構造、SWE 共通データモデルでは、相互運用性のためのセマンティック対応も行

われている。即ち、SWE 共通データモデル[参考文献 7]では、データセットは、複数のデータ要素で構成され

ており、データ要素の値は、人のみならず機械によって完全に理解され解釈するために、以下の情報を提供し

ている。 

• 表現 (Representation) 

• データの本質や意味 (Nature of data and semantics)  

• 構造 (Structure) 

• 品質 (Quality) 

• エンコーディング (Encoding) 

 

データの本質(Nature of data)とは、その値がどのような特性を持つのかを示す情報のことである。それは、人

が理解するための文字列による説明記述属性(description)とともに、それを短く表現する名前属性

(name)で与えられる。さらに機械による理解のために、定義属性(definition)では、適用範囲が決められた

名前(scoped name)を使った管理された用語(controlled term)が与えられ、その用語は、Web でアクセ

ス可能な辞書、レジストリ、オントロジにおいて定義されている。センシングデータでは、観測する特性では様々
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な用語が使われるため、こうした定義が必要になる。例えば、ある測定データの 1 つに“接点圧力”という用語

があった場合、その用語の意味が定義されている Web 公開された用語辞書が存在し、測定データ中の定義

属性には、辞書中の“接点圧力”用語を参照する URI が設定されることになる。センシングメタデータは多くの

利用者から相互に参照されることを想定した場合、外部に公開された辞書として用語辞書を提供することが

求められる。 

 

SML では、センサなどのコンポーネントをクラスとプロパティによって表現するモデルで構成されている。次図で

は SML のクラス定義から本書で関係するクラスのみ示す。最上位クラスに Described Object クラスがあり、

対象(Object)に対して、対象を識別する情報、特徴を示す情報、対象の分類を示す情報などの属性を記

述することができる。このクラスは、一般的な事物や事象の表現として適用範囲を広く使える。 

 Abstract Process クラスは、入力と出力、およびその間の処理過程で与えられるパラメータに関する情報を

持つ。さらに、センシングする観測対象となるモノの情報を与える featureOfInterest プロパティを持つ。 

PhysicalComponent は、入力、出力のあるデータ処理を行うデバイスを表すことができる。デバイスとして

は、検知器、アクチュエータ、反応器、電子部品(変換器、抵抗器、蓄電器)、さらに計算ユニットまでも含める

ことができる。 

PhysicalSystem クラスは、1 つ以上のコンポーネントからなるハードウエアデバイスをモデル化できる。セン

サ・アクチュエータからなる装置やロボットなどのシステムは典型的な例である。 
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図 11 SML の主なクラスの UML 図  
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次表には、各クラスのプロパティの説明を示す。 

 

表 5 SML のクラス・プロパティの構成 

 

  

クラス プロパティ 説明

DescribedObject extension 拡張
コミュニティやドメインに依存する特性を追加するためのプロ

パティ

DescribedObject Keywords キーワード 対象の検索に使うキーワード

DescribedObject identification 識別情報 対象を識別するための情報、名称、識別番号 等

DescribedObject classification 分類情報 対象の分類に関する情報、種別、カテゴリ 等

DescribedObject securityConstraints セキュリティ制約
対象のセキュリティに関する制約、xs:Anyで任意記載す

る

DescribedObject capabilities 能力情報 対象の能力や性能に関する情報、精度、分解能 等

DescribedObject characteristics 特徴情報 対象の特徴や特性に関する情報、サイズや形状 等

DescribedObject contacts 連絡先情報 対象に関する連絡先情報、電話番号、メールアドレス 等

DescribedObject documentation 文書情報 対象に関する文書の情報、仕様書、マニュアル 等

DescribedObject history 履歴情報 対象に関係するイベント履歴に関する情報

AbstractProcess definition 定義 プロセスの定義

AbstractProcess typeOf 親タイプ
基底となるプロセスへの参照、あるセンサPを継承して、異

なるパラメータ設定したセンサは、PをTypeOfにする

AbstractProcess inputs 入力情報 プロセスへの入力に関する情報、物理刺激 等

AbstractProcess outputs 出力情報 プロセスからの出力に関する情報、温度、電圧、圧力 等

AbstractProcess parameters パラメータ情報 プロセスに与えるパラメータ、 しきい値、 サンプリング値 等

AbstractProcess featureOfInterest 観測対象情報
観測対象に関する情報、カメラで観る建物、 センサで計

るモノ等

AbstractProcess configuration パラメータ構成情報 パラメータの適切な値の範囲を示す情報、 0..100　等

AbstractProcess modes モード情報
特定のパラメータの設定構成、高脅威モード/低脅威モー

ド 等
Abstract Physical

Process
attachedTo 付属先

対象の付属先、ex. 、ビデオカメラは、回転台(gimbal)

に付属
Abstract Physical

Process
position 位置情報 位置を示す情報

Abstract Physical

Process
timePosition 時間情報 時間を示す情報

PhysicalComponent method 入力から出力を生成する処理プロセスに関する情報

Physical System components 構成要素情報 物理的な構成要素、 部品、サブシステム 等
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5. センシングメタデータのモデル 

 

ここでは一般的なセンシングデータに対するメタデータを記述するためのデータモデルを説明し、次章で製造

分野に固有なセンシングメタデータを説明する。 

SML のデータモデルでは、センシングに関しての論理的あるいは物理的なプロセスやデバイスを記述すること

が基本となっている。さらに本書では、センシングしたデータに対してのメタデータとして、センシングデータの集まり

であるデータセット自体、観測した対象、データを収集・加工したシステムなどに関しての情報をメタデータに含

めることを行っている。 

次図は、あるセンシングデータのデータが、観測装置に取り付けられたセンサ(複数可)により、ある観測対象

を測定し、ゲートウエイを介して IoT システムに収集され、ある目的のために集められたデータセットが作成され

ることを示している。 

 

 

図 12 簡単な観測システムの構成 

 

この場合、センシングデータのデータセットを利用者あるいはデータセットを処理するプログラムに対して、以下

のような情報を提供することを想定する。 

・ どのような性能を持つセンサをどのような条件で測定したのか？ 

・ どこにある、どのような対象を観測したのか？ 

・ ゲートウエイ上でどのようなデータ変換がなされたのか？ 

・ 上位システムで出力されるデータ仕様、あるいはスキーマ情報はなにか？ 

・ データセットの作成者、作成日時、サイズは？ 

 

そのため、こうした情報を記述するために、センシングデータの集まりであるデータセットおよび観測システム、

観測対象に関して、下記の種類のメタデータが１つあるいは複数を組み合わせた構成で記述する。これらの種

類のメタデータはそれぞれ、SML で定義されているクラスをインスタンス化することで表現される。 
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データセットメタデータ  ： センシングデータセットの名称、作成日時、品質に関するメタデータ 

センサメタデータ   ： センシングデータを出力する複合的機能のセンサに関するメタデータ 

観測対象メタデータ ： センシングの観測対象となるモノや事象に関するメタデータ  

観測条件メタデータ ： センシングデータを観測する条件に関するメタデータ 

IoT システムメタデータ ： センシングデータを収集・送信・蓄積する IoT システムに関するメタデータ 

 

データセットや観測対象などは、SML の DescribedObject クラスを用いてインスタンス化し、センサやシス

テムなどは、PhysicalComponent を用いてインスタンス化して記述する。インスタンスの名称(例 データセッ

トメタデータ)は、メタデータを作成者が適切な名前を付けて構わない。 

次図では、ある製造現場で収集されたセンシングデータに対するセンシングメタデータのインスタンス構成を例

として示す。図中の矩形はインスタンスを示しており、それぞれセンサで観測した対象に関する情報、センサに関

する情報、センサが設置された装置の情報、伝送に使われたゲートウエイに関する情報、システムに関する情

報が記述され、それらのインスタンス同士の関係づけが行われている。 

 

 

図 13 データセットに対するメタデータ構成の一例 

 

これらは、あるセンシングデータのメタデータを記述する際に、必要に応じて、必要な構成要素を選ぶことにな

る。単純な場合、センサメタデータ 1 つで記述する場合や、あるいはデータセットメタデータのみで記述する場合

もある。複雑になると、複数のセンサで構成される装置を記述することもできる。 

次に、製造分野におけるセンシングメタデータとして、インスタンス化された各メタデータのデータモデルを説明

する。 



28 

©2021 Data Society Alliance 

5.1 センサのメタデータモデル 

 

センサとは、観測対象の特性(温度、振動、重さなど)を計測して信号として出力する装置である。センシン

グデータを生成するために使われたセンサに関するメタデータは、SML における PhysicalComponent クラス

をインスタンス実装し、そのクラスで定義、あるいは継承されているプロパティを使ってメタデータを表現する。 

 

各プロパティは、Term 型や DataRecord 型などの、SWE 共通データ構造[参考文献 7]で定義されたデ

ータ構造のデータを値とする。 

プロパティ名は、SML で定義された語彙であり、プロパティ値の型も SWE 共通データ構造で定義された型

となる。例えば、identification プロパティでは、Term 型のデータを持ち、そのデータ要素には、definition(デ

ータ項目定義)、label(データ項目名)、value(データ項目値)がある。 

 

例 センサの名称と型式を Term 型で記述した例 

  プロパティ：identification 

データ項目定義(definition) ：http://www.example.com/dic/XXX   

データ項目名(label)  ：“名称”  

データ項目値(value)  ：”温度センサ“ 

 

なお、上記例では、値の“名称“という語彙を定義する語彙辞書を参照する URI を登録している。 

 

次表では、SML で定義されている PhysicalComponent クラスを用いることで、センサに関する情報を記述

することができるプロパティの一覧を示す。 
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表 6 センサのメタデータのプロパティ

 

 

5.2 データセットのメタデータモデル 

 

センシングデータが集められたデータセットは、複数のファイルの集まり、DB のビュー、あるいは Push/Pull の

データ送受信 API などの形態として、データの提供者から利用者に対して渡される。 

センシングデータのデータセットに関するメタデータは、SML における DescribedObject クラスをインスタンス

実装し、そのクラスで定義されているプロパティを用いる。Keyword プロパティは、データセットを検索する際に

用いるキーワードを設定するメタデータである。 

データセットのデータ品質を記述するために、本書では characteristics プロパティを用いている。そこでは

DataRecord 型のデータ構造に基づき、データの品質特性である精度や分解能などの語彙とともに、品質評

価した値を記述する。品質特性の意味や測定方法の定義については、definition に URL などで、定義が示

される文書を参照する。 

次表では、SML で定義されている DescribedObject クラスを用いることで、センシングデータのデータセット自

プロパティ 説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

identification 識別情報 センサの識別に関する情報 Term型 1..0 名称、略称、製造者、型式

classification 分類情報 センサの分類に関する情報 Term型 1..0 センサ種類、利用用途

capabilities 能力情報
センサの性能・能力に関する情

報
DataRecord型 0..1

精度、分解能、計測限界、計

測時間間隔 等

characteristics 特徴情報 センサの特徴に関する情報 DataRecord型 0..1
設置条件　センサ設置位置、セ

ンサ設置方法　等

documentation 文書情報
センサに関連する文書に関する

情報

CI_OnlineResour

ce型
0..1 マニュアル、製品仕様書

history 履歴情報
センサに関連するイベント履歴に

関する情報
Event型 0..1

センサ校正実施時期、校正方

法等

inputs 入力情報
センサに入力されるデータに関す

る情報
DataRecord型 0..1 物理的振動　等

outputs 出力情報
センサから出力されるデータに関

する情報
DataRecord型 0..1 温度(定義、単位、名称)等

parameters パラメータ情報
センサの処理に与えられるパラ

メータに関する情報
DataRecord型 0..1

閾値パラメータ名、設定可能範

囲

featureOfInterest 観測対象情報
センサが観測する対象に関する

情報、
feature型 0..1

例、プレス装置、血圧測定対象

者、カメラ測定範囲

configuration
パラメータ構成

情報

センサの処理に与えられたパラ

メータ

AbstractSettings

型
0..1

最大閾値、最小閾値、平均最

大閾値 等例　上限値を100、

有効桁を２
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体に関する情報を記述することができるプロパティの一覧を示す。 

 

表 7 データセットのメタデータのプロパティ 

  

 

5.3 観測対象のメタデータモデル 

 

観測対象とは、センサによって観測したい対象である。血圧計であれば、測定した人であり、カメラであれば

被写体、温度計であればある場所の環境が該当する。 

環境対象に関するメタデータは、SML における DescribedObject クラスをインスタンス実装し、そのクラス

で定義されているプロパティを用いる。Keyword プロパティは、観測対象を検索する際に用いるキーワードを設

定するメタデータである。識別情報プロパティや分類情報プロパティでは、観測対象の名称や分類を記述する

とともに、特徴情報プロパティでは、観測対象に関しての特徴として、例えば人であれば、年齢、性別のデータ、

建物であれば階数や材質などを記述することができる。 

次表では、SML で定義されている DescribedObject クラスを用いることで、センシングデータに関係する観

測対象に関する情報を記述することができるプロパティの一覧を示す。 

 

  

説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

Keywords キーワード

データセットを検索する際に検索語として登

録するキーワード、製造分野”、”組立装

置”、”振動データ”、”位置データ”等の任

意の文字列

Text型 0..1 ※キーワードは辞書登録不要

identification 識別情報 データセットの識別に関する情報 Term型 1..1 名称識別番号　等

classification 分類情報 データセットの分類に関する情報 Term型 0..1 種別、利用用途　等

characteristics 特徴情報
データセットの特徴に関する情報、データ品

質やフォーマットなどを記述する
DataRecord型 0..1

データ品質、正確性、完全性、

最新性　等

contacts 連絡先情報
データセットの提供者への連絡先に関する

情報

CI_ResponsibleP

arty型
0..1

作成者、電話やメアドなどの連絡

先等

プロパティ
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表 8 観測対象のメタデータのプロパティ 

 

 

5.4 IoT システムのメタデータモデル 

 

センシングデータを収集・登録・提供する IoT システム自体に関する情報をメタデータとするために、本書で

は、DescribedObject クラスを用いたメタデータを示す。ここでは、システムの名称やシステムの有効期限、そ

のシステムで行ったデータの加工に関する情報を記述する。 

次表では、DescribedObject クラスを用いることで、IoT システムに関する情報を記述することができるプロ

パティの一覧を示す。 

 

表 9 IoT システムのメタデータのプロパティ 

  

 

上表中の TimePeriod 型の詳細は参考文献 7 に記載されているが、XML 記述により値を記述した例を示

す。 

<validTime> 

<gml:TimePeriod gml:id="ValidTime"> 

<gml:beginPosition xlink:arcrole="urn:ogc:def:property:OGC:deployment"> 

2005-10-20T20:00:00Z 

< /gml:beginPosition> 

説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

Keywords キーワード

観測対象を検索する際に検索語として登

録するキーワード、製造分野”、”組立装

置”、”振動データ”、”位置データ”等の任

意の文字列

Text型 0..1 ※キーワードは辞書登録不要

identification 識別情報
観測対象の識別情報、例　観測対象の名

称、識別する番号
Term型 1..1 名称、略称

classification 分類情報 観測対象の分類に関する情報 Term型 0..1 種別、ジャンル

characteristics 特徴情報
観測対象の特徴情報、例　サイス、形状、

色、
DataRecord型 0..1 形状

プロパティ

説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

identification 識別情報 IoTシステムの識別に関する情報 Term型 1..1 名称、略称、バージョン

validTime 有効時間 システムの有効時間
gml:TimePeriod

型
0..1

method 処理方法
加工方法の情報、例　データ圧縮アルゴの

名称
0..1

プロパティ
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<gml:endPosition indeterminatePosition="now"/> 

</gml:Time 

 

図 14 TimePeriod 型の値の例(XML 記述) 
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6. 製造分野に固有なセンシングメタデータのモデル 

 

前章では、一般的なセンシングメタデータについて説明したが、ここでは製造分野に固有となるセンシングメタ

データのデータモデルを説明する。製造分野のセンシングメタデータでも、SML のクラスをインスタンス化すること

に変わりない。だだし、製造に関する事物がインスタンスの対象として現れること、プロパティの値で持つデータ構

造の中で、データ項目名として用いられる語彙として製造分野に関連する用語が現れることになる。 

 

製造分野に固有のメタデータの例 

製造装置メタデータ  ： センシングデータを出力する製造・検査装置に関するメタデータ 

   例 プレス装置メタデータ、射出装置メタデータ、画像検査装置メタデータ 等 

製造環境メタデータ ： センシングデータを取得する製造環境に関するメタデータ 

   例 製造ライン環境メタデータ、装置周辺環境メタデータ 等 

エッジゲートウエイメタデータ ： FA ネットワークからインターネットへデータ転送する装置に関するメタデータ  

 

こうしたメタデータは、データ利用者にとって必要な情報を提供するために、データセットを生成した元となる製造

ラインあるいは装置の状況に応じてメタデータとしてインスタンス化して記述することになる。 

 

次図は、ある製造装置やセンサから得られたセンシングデータに対する、メタデータの構成例を示している。こ

のセンシングデータは、製造装置に取り付けられたセンサによってある観測対象を測定し、エッジゲートウエイを

介して収集する IoT システムによって作成される。これに対するメタデータは、センシングデータが、何に対するセ

ンシングを、どのような手段で、どのような仕様のデータなのかが、記述されている。 
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図 15 プレス機に設置したセンサからのセンシングデータに対するメタデータ構成の一例 

 

6.1 製造装置のメタデータモデル 

 

製造装置とは、工場において材料を加工し、部品を組み立て、製品を検査する工程において、自動化する

ために設置・稼働する装置である。製造装置からはデータの入力と出力が行われる場合があり、出力データを

センシングデータと捉える。製造装置に関するメタデータは、SML における PhysicalComponent クラスをイン

スタンス実装し、そのクラスで定義、あるいは継承されているプロパティを使ってメタデータを表現する。 
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表 10 製造装置のメタデータモデル 

 

 

6.2 製造環境のメタデータモデル 

 

製造環境とは、センシングデータが収集される製造装置が設置された周辺環境である。製造環境に関する

メタデータは、SML における PhysicalComponent クラスをインスタンス実装し、そのクラスで定義、あるいは

継承されているプロパティを使ってメタデータを表現する。characteristics プロパティで環境の特徴に関する情

報を記述する。また位置情報や時間情報を記述するプロパティも備える。 

 

表 11 製造環境のメタデータモデル 

 

 

  

プロパティ 説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

identification 識別情報 製造の識別に関する情報 Term型 1..0 名称、略称、製造者、型式

characteristics 特徴情報
製造装置の特徴情報、例　機構、構造、

安全対策、価格
DataRecord型 0..1 機構名、安全対策方法、価格

outputs 出力情報
製造装置から出力されるデータに関する情

報
DataRecord型 0..1

モータトルク、モータ電圧、接触

圧力

attachedTo 付属先
製造装置の周辺環境、例　工場XXエリア

環境
0..1

connections 構成関係情報
製造装置の内部構成、例 金型、プレス

部、制御部、ポンプ部
0..1

プロパティ 説明 値の型
カーディナリ

ティ

データ項目

(語彙辞書で定義)

identification 識別情報 観測環境の識別情報、例　名称 Term型 1..0 名称、略称

characteristics 特徴情報
製造環境の特徴情報、例　電磁気的な特

徴、騒音、振動に関する特徴
DataRecord型 0..1

振動レベル、騒音レベル、環境

温度

position 位置情報 場所の情報、例 緯度、経度、高度 0..1 地名、住所、緯度経度

timePosition 時間情報 時間の情報 0..1
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7. XML フォーマット 

4 章で示したように、センシングメタデータのデータモデルは、SML で定義されたクラスに基づく、センサやデータ

セット、装置などのメタデータを表現するインスタンスから構成される。この論理的な表現に対し、センシングメタ

データをファイルとして記述したり、DB に保存したり、さらに通信で送付したりするためのデータ表現形式が必要

となる。データ表現形式として、XML、JSON、CSV、RDF などがあるが、本書では、XML 形式で記述する手

段を提供する。なお、Sensor Modeling Language の公開文書において、XML 形式によるデータ定義が記

載されており、本書ではその記載に基づいている。 

以下、クラスのプロパティごとに XML の記法を示す。 

 

7.1 名前空間 

本基準で使用する名前空間は、表 12 による。 

 

表 12 データカタログ基準で用いる名前空間 

プレフィックス 名前空間 

sml http://www.opengis.net/sensorML/1.0 

swe http://www.opengis.net/swe/1.0 

gml http://www.opengis.net/gml 

xlink http://www.w3.org/1999/xlink 

xsi http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

 

7.2 DescribedObject クラス 

 

7.2.1 keyword (キーワード)プロパティ 

記述例では、プレス機に AE センサを取り付けて得られたデータセットに対して、3 つのキーワードを記述した

例を示す。 

※ XML タグ欄は、タグ名と、インデントにより要素間の親子関係を示し、コンテンツ要素の意味と型を示して

いる。値の型は、XML スキーマが提供するデータ型として、文字列型(xs:string)、整数型

(xs:integer)、日付型(xs:date)、URI 型(xs:anyURI)を用いる。 
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表 13 Keyword プロパティの記述形式 

 

 

7.2.2 identification (識別情報)プロパティ 

記述例では、センサの識別情報として、センサの名称、センサの略称、センサのモデル番号、製造者を記述

した例を示す。 

※ [name]という記法では、name という名の属性要素であることを表す。 

※ [definition] 属性要素に設定してある値は、実際には Web アクセス可能な URI が設定する必要が

あるが、本書の記載では、ダミーの URI が設定されている。 

 

表 14  identification (識別情報)プロパティの記述形式 

 

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:keywords - - -

sml:KeywordList - - -

sml:keyword キーワード 文字列 プレス機

sml:keyword キーワード 文字列 AEセンサ

sml:keyword キーワード 文字列 異常検知

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:identification - - -

sml:IdentifierList - - -

sml:identifier [name] 識別情報の名称 文字列 LongName

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL
http://sensorml.com/ont/swe/property/Long

Name

sml:label データ項目の名称 文字列 正式名称

sml:value データ項目の値 文字列 環境センサ

sml:identifier [name] 識別情報の名称 文字列 ShortName

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL
http://sensorml.com/ont/swe/property/Short

Name

sml:label データ項目の名称 文字列 正式名

sml:value データ項目の値 文字列 環境複合センサ

sml:identifier [name] 識別情報の名称 文字列 modelNumber

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL
http://sensorml.com/ont/swe/property/Mode

lNumber

sml:label データ項目の名称 文字列 モデル番号

sml:value データ項目の値 文字列 “2JCIE-BL01”

sml:identifier [name] 識別情報の名称 文字列 manufacturer

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL
http://sensorml.com/ont/swe/property/Manu

facturer

sml:label データ項目の名称 文字列 製造者

sml:value データ項目の値 文字列 “OMRON”
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7.2.3 classification (分類情報)プロパティ 

記述例では、センサの分類情報として、センサの種別、センサの利用目的を記述した例を示す。 

 

表 15 classification (分類情報)プロパティの記述形式 

 

 

7.2.4 capabilities (能力情報)プロパティ 

 記述例では、温度センサの能力情報として、計測の精度や計測可能な範囲を記述した例を示す。 

表 16  capabilities (能力情報)プロパティの記述形式 

 

値の意味 値の型 記述例

sml:classification - - -

sml:ClassifierList - - -

sml:classifier [name] 分類情報の名称 文字列 SensorType

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL https://www.example.com/sos20/definition/SensorType

sml:label データ項目の名称 文字列 センサー種別

sml:value データ項目の値 文字列 温度センサ

sml:classifier [name] 分類情報の名称 文字列 SensorApplicationType

sml:Term　[definition] データ項目の定義 URL
https://www.example.com/sos20/definition/ApplicationTy

pe

sml:label データ項目の名称 文字列 センサ利用用途

sml:value データ項目の値 文字列 環境モニタリング

XMLタグ

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:capabilities - - -

sml:capabilityList - -

sml:capability [name] 能力情報の名称 文字列 TemparatureSensorCapability

swe:DataRecord [definition] データ項目の定義 URI
https://www.example.com/sos20/vocab/Tem

paratureSensorCapability

gml:name データ項目の名称 文字列 温度センサの計測能力

gml:description 定義 文字列 温度センサの検束能力に関する情報

swe:field [name] データ項目の名称 文字列 Precision

swe:Quantity [definition]
データ項目の定義を

示す外部辞書
URI

https://www.example.com/sos20/vocab/Preci

sion

gml:name データ項目の名称 文字列 精度

swe:uom [code] 単位系 degC

swe:value 値 0.1

swe:field [name] MeasurementRange

swe:QuantityRange [definition]
https://www.example.com/sos20/vocab/Mea

surementRange

gml:name 計測限界

swe:uom [code] dgeC

swe:value -50 +200
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7.2.5 characteristics (特徴情報)プロパティ 

記述例では、データセットの特徴情報として、データ品質の評価結果を記述した例を示す。データセットの品

質として、完全性の尺度は 0.9 であり、正確性の尺度が 0.9 であることを示している。 

 

表 17 characteristics (特徴情報)プロパティにおけるデータ品質の記述形式 

  

 

下記の例は、センサの特徴情報として、センサの物理的な特性である最大許容損失が、120V であること、熱

抵抗が 0.5k/W であることを示している。 

 

表 18  characteristics (特徴情報)プロパティにおけるセンサの物理特性の記述形式 

 

  

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:characteristics - - -

sml:characteristicList - - -

sml:characteristic [name] 特徴情報の名称 文字列 データ品質

swe:DataRecord [definition] データレコードの定義 URL
http://sensorml.com/ont/swe/property/Lo

ngName

gml:name データレコードの名称 文字列 データ品質

gml:description データレコードの説明 文字列

swe:field [name] データフィールドの名称 文字列 完全性

swe:Quantity [definition] データの定義 URL https://www.w3.org/2016/05/ldqd/

gml:name データ名 文字列 ldqd:completeness

swe:uom [code] データ値の単位 文字列

swe:quality 品質情報 文字列

swe:value データ値 数値 0.9

swe:field [name] データフィールドの名称 文字列 正確性

swe:Quantity [definition] データの定義 URL
https://iso25000.com/index.php/en/iso-

25000-standards/iso-25012

gml:name データ名 文字列 iso:Accuracy

swe:uom [code] データ値の単位 文字列

swe:quality 品質情報 文字列

swe:value データ値 数値 0.9

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:characterristic [name] 特徴情報の名称 文字列 センサの物理的な特性

swe:DataRecord [swe:definition] データレコードの定義 URL

https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec6136

0.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet&onglet

actif=1

gml:name データレコードの名称 文字列 IEC 61360

gml:description データレコードの説明 文字列

swe:field [name] データフィールドの名称 文字列 power dissipation

swe:Quantity [definition データの定義 URL 0112/2///61360_4#AAE257#004

gml:name データ名 文字列 電子部品の最大許容損失

swe:uom [code] データ値の単位 文字列 V

swe:quality 品質情報 文字列

swe:value データ値 数値 120

swe:field [name] データフィールドの名称 文字列 thermal resistance

swe:Quantity [definition] データの定義 URL 0112/2///61360_4#AAE688#001

gml:name データ名 文字列 熱抵抗

swe:uom [code] データ値の単位 文字列 K/W

swe:quality 品質情報 文字列

swe:value データ値 数値 0.5
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7.2.6 documentation (文書情報)プロパティ 

 

センサの参考文献として、Web 公開されている文書を記述する例を示す。この例では、

DescribedObject のインスタンスをセンサとしているが、データセット、観測対象などをインスタンスとした場合、

それらに関係する文書を記述することができる。 

 

 

  

中項目 XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

sml:documentation - - -

sml:DocumentList - -

sml:document [xlink:arcrol]
文書の意味を示す

語彙定義
URL http://purl.org/dc/terms/references

gmd:linkage

gmd:URL 文書リンク URL http://www.example.com/doc/manual/xxx

gmd:name 文書の名称 文字列 センサのマニュアル

gml:description 文書の説明 文字列
センサの物理的、化学的な仕様や取り扱い方法を記述

した文書
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7.3 AbstractProcess クラス 

 

7.3.1 outputs(出力情報)プロパティ 

 記述例では、環境センサの出力情報として、温度、大気圧、騒音を計測して出力する仕様に関してメタデー

タとして記述している。 

 

表 19  outputs(出力情報)プロパティの記述形式 

 

  

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

swe:value 配列要素数 整数型 1

- - -

swe:DataRecord [definition]
データレコードの定

義
グローバル識別子

https://www.example.com/sos20/

vocab/EnvironmentSensor

gml:name
データレコードの名

称
環境センサ

gml:description 
データレコードの説

明
文字列 環境センサから出力されるデータの仕様

swe:field [name] フィールド名称 文字列 Temparature

swe:Quantity [definition] データ項目の定義 文字列
https://www.example.com/sos20/

vocab/Temparature

gml:name データ項目の名称 温度

swe:uom [code] データ項目の単位 単位定義するURI degC

swe:field [name] フィールド名称 Air Presssure

swe:Quantity [definition] データ項目の定義
https://www.example.com/sos20/

vocab/AirPressure

gml:name データ項目の名称 大気圧

swe:uom [code] データ項目の単位 単位定義するURI hPa

swe:field [name] フィールド名称 Noise

swe:Quantity [definition] データ項目の定義
https://www.example.com/sos20/

vocab/Noise

gml:name データ項目の名称 騒音

swe:uom [code] データ項目の単位 単位定義するURI db

swe:elementType

sml:outputs

sml:OutputList

sml:output [name]

swe:DataArray

swe:elementCount
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7.3.2 parameters(パラメータ情報)プロパティ 

センサで設定可能なパラメータについて、パラメータと設定値を示すことができる。例では、温度センサが測定

する値の許容値として設定した-30℃から 100℃の範囲、計測間隔を 1 秒ごとに設定していることを示してい

る。definition では、それぞれのパラメータの定義を取得できる URL を指定している。 

 

表 20  parameters(パラメータ情報)プロパティ 

 

  

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

- -

- - -

パラメータの名称 文字列 センサパラメータ設定

swe:DataRecord [definition]

gml:name データレコードの名称 文字列

gml:description データレコードの説明 文字列
温度センサに設定されている各種のパラメータ

仕様

swe:field [name] 
データフィールドの名

称
文字列 EffectiveRange

swe:Quantity [definition] データの定義 URL
https://www.example.com/sos20/def

inition/EffectiveRange

swe:label データ名 文字列 測定値の許容範囲

swe:uom [code] データ値の単位 文字列 degC

swe:constraint

swe:AllowedValues

swe:interval -30 100

swe:value データ値 数値

swe:field [name] 
データフィールドの名

称
文字列 SampleingRate

swe:Quantity [definition] データの定義 URL
https://www.example.com/sos20/def

inition/SampleingRate

swe:label データ名 文字列 計測間隔

swe:uom [code] データ値の単位 文字列 second

swe:value 0 0 1

sml:parameters

sml:ParameterList

sml:parameter [name]
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7.3.3 featureOfInterest(観測対象情報)プロパティ 

記述例では、温度センサの能力情報として、計測の精度や計測可能な範囲を記述した例を示す。href で

参照する XML ファイルは、観察対象のメタデータを記述した XML ファイルを想定する。 

 

表 21 featureOfInterest(観測対象情報)プロパティ 

 

 

  

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

- - -

- - -

文字列

観測対象の説明記述 文字列 urn:mmi:features:PhysicalSysyem_プレス機-10

 [xlink:href]
観測対象をDescribedObjectで記

述したXMLファイルのURI
URI

http://www.example.com/sos20/device/PhysicalSy

syem_プレス機.xml

 [xlink:arcrole]
観測対象を参照するというリンクの意

味を記述
URI

http://sensorml.com/ont/swe/feature/ObservedFea

ture

sml:featureOfInterest

sml:FeatureList

sml:feature 

 [xlink:title]
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7.4 PhysicalSystem クラス 

 

センシングデータを出力するハードウエアデバイスが複合的なプロセスやデバイスから構成されている場合、複

合的なデバイスとして PhysicalSystem クラスにより記述する。 

 

7.4.1 components(構成情報)プロパティ 

PhysicalSystem クラスの components プロパティは、構成要素となる要素を記述することができる。 

構成要素の記述方法は 2 種類あり、一方は構成要素自体の内容を記述する方法で、もう一方は構成要素

を記述するメタデータを URL で参照する方法である。温度センサ、湿度センサの 2 つのセンサを備えたデバイス

を表現する場合(次表参照)、温度センサに関するメタデータを PhysicalComponent のインスタンスとして記

述しており、他方、湿度センサは、name 属性でセンサの名称と、href 属性によって、湿度センサのメタデータ

を記述されたメタデータ XML ファイルの URL を示している。 

 

表 22  components(構成情報)プロパティの記述 

 

  

XMLタグ 値の意味 値の型 記述例

- - -

- - -

[name] 構成要素の名称 文字列 温度センサ

sml:PhysicalComponent

gml:name TemperatureSensor

　　　　・・・　PhysicalComponentの内容を記述　・・・

 [name] 構成要素の名称 文字列 湿度センサ

 [xlink:title]
構成要素の一意に識別するurn

(存在する場合)
文字列 urn:xxx:yyy:zzz:12345

 [xlink:href] 構成要素を記述したメタデータのURL URI

http://www.example.com/SensorML-

2.0/xml/PhysiscalComponent/HumiditySensor\1234

5.xml"

sml:components

sml:ComponentList

sml:component 

sml:component 
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8. 語彙の定義について 

本章では、製造分野センシングメタデータで用いる語彙を例と、メタデータの中での記述方法を示した後、1

節では、製造分野で有用となる共通辞書を紹介し、2 節では、個別に作成する語彙辞書の作成例を示す。 

 

製造分野センシングメタデータは、SML で定義されたクラスやプロパティ、共通データ構造に基づくデータモデ

ルに基づいて記述される。このデータモデルで現れるクラス名やプロパティ名、データ構造の型名や要素名は、

下記のように、汎用な語彙に留まっており、例えば製造分野に固有の用語は現れない。 

 

クラス名 ： DescribedObject、AbstractProcess 、PhysicalSystem、 … 

プロパティ名  ： keywords、classification、identification、inputs、parameters、 … 

データ構造型名 ： DataRecord、DataArray、field、name、quality、location 、 … 

 

したがって、製造分野センシングメタデータを記述する際に、下記のような製造分野あるいは事業者固有の

語彙を使うことが必要になる。 

 

製造用語 ： “製造ライン”、”生産ロット“、”工程“、” 

デバイス名  ： “センサ”、“プレス機”、“金型” 

データ名 ： “温度”、“周波数”、”精度”,”正確性” 

 

例えば、メタデータとして、“温度センサ”の“測定可能範囲”の値を記述したい場合、この両方の語彙が必要

になる。データ利用者が、メタデータを受け取った時に、そのなかの語彙が理解できないと利用することができな

い。そのため、メタデータの中で、語彙の定義を URI で参照する情報を記載する(次図参照)。 

 

。 

図 16 メタデータにおける語彙定義の参照例 

 

メタデータの相互運用性や再利用性を考えると、業界団体で定められたり、技術規格として公開されていた
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りする、世の中で共通に使用されている語彙を用いることが適切となる。事業者内でつかわれる、あるいは製品

に固有となる語彙が存在する場合、それらの語彙定義をメタデータの外部で行うことも必要である。 

 次に、製造分野に関係しそうな共通語彙の例として下記を紹介する。 

 

8.1 既存の共通語彙について 

 

共通語彙として下記の 4 点を紹介する。 

1. IEC61630-4 Common Data Dictionary 

2. eCl@ss   (欧州主導の標準化団体) 

3. ECALS 辞書  (JEITA EC センター) 

4. IVI 語彙辞書  (一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ) 

 

8.1.1 IEC 共通データディクショナリ（IEC CDD） 

 

   IEC 61360-2 / ISO 13584-42 で定義されたデータモデルに基づくメタデータレジストリであり、IEC 

CDD は元々、デジタル情報の電子交換をサポートすることを目的としている。なお、スマートマニュファクチャリン

グおよびインダストリー4.0 は、IEC CDD および辞書の使用に基づき、語彙辞書のデータ定義を参照すること

により、データ値の意味を提供することができ、1 つの生産システムが、異なる製造元のマシンで構成されても、

マシン間でデータ交換が可能になる。 

 IEC CDD のデータ仕様 (IEC 61360)では、製品とその機能の表現はクラスの階層に基づき、製品の特

性はクラスに関連するプロパティ定義を使用している。プロパティ定義はデータ型または特定の値と値リストに基

づき記述されている。 

次図は、センサ(sensor)に関する情報、識別子(IRDI)や名称や類義語(Synonymous name)、定

義(definition)と、センサの持つプロパティの一覧が定義されている。 

 

図 17  IEC61630-4 におけるセンサの定義 
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8.1.2 eCl@ss 

 

 eCl@ss  は、製品の電子商取引を単純化する目的で、分類された製品グループ、製品特性およびサービ

ス用に、標準化された取引間の分類システムである。欧州大手企業からなる購買辞書の標準化団体である、

The eCl@ss association によって公開されている。この組織の運営は「ドイツ経済研究所(IW)」のコンサ

ル部門である「 IW Consulting」が担当しており、本社はドイツケルン経済研究所にあり、支社は、中国、フ

ランス、オーストリア、ポルトガル、スペイン、スイスに存在する。 

 eCl@ss の対象は、電気工学、建設、ロジスティクス、食品、医学、光学、自動車、事務用品など、製品や

サービスの主題分野にわたっている。そこでは、45,000 の製品クラスと 19,000 の機能が定義されて、各製品

および各サービスは、8 桁のコードが付与されて、サプライヤ名、タイプ指定、ブランドなどの正確な特性と一意の

機械可読コードが、マスターデータ標準に定義されている。 

 eCl@ss マスターデータ標準を使う理由として、企業内だけでなく、顧客やサプライヤとの取引の際にも使用

し、製品がすぐに見つかる電子カタログや仮想市場を実現すること、購入、在庫管理、および流通を合理化し、

調達およびサプライヤ管理機能をより効果的に処理すること、そのために、インタフェースおよび標準化された製

品情報を顧客やパートナーと交換されるデータとして、産業分野を幅広くカバー (クロスセクター標準)すること

が示されている。 

次図は、ピエゾ素子圧力センサに関する情報、識別子(IRDI)や名称(Preferred name)、定義

(definition)と、エゾ素子圧力センサの持つプロパティの一覧が定義されている。 

 

 

図 18 ecl@ss におけるピエゾ素子圧力センサの定義 
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8.1.3 ECALS 辞書 

 

JEITA EC センターで作成・公開されている、電子機器および半導体・電子部品等の商取引情報および

技術情報を企業間で電子交換・再活用が可能となるよう、用語・取引に係わる情報の種類・形式を標準化

し維持管理では、部品分類が 671 項目、プロパティは 4211 項目定義されている。 

 メタデータの記述では、デバイス名称、データ名称などのデバイスに関する語彙を使うことができる。例えば、赤

外線センサに関して、保持するプロパティやセンサからの分類階層が定義されている(次図参照)。ただし、クラ

スコードやプロパティを識別するコードは、ECALS 辞書内で定義されたコードが使われている。 

 

 

図 19 赤外線センサの辞書データとプロパティ 
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8.1.4 IVI の語彙辞書 

 

IVI における業務シナリオＷＧで作成されるモデルから語彙が集められて、語彙辞書として登録する活動が

行われている。この辞書が公開されることにより、業務シナリオで収集された語彙が、共通語彙辞書として活用

が可能となる。 

 

現時点で IVI から公開されている語彙としては、連携プラットフォーム共通辞書がある[参考文献 18]。共

通辞書で定義されているデータモデルは、ゆるやかな標準として「よくありそうな」データフォーマットを IVI 共通デ

ータモデル辞書として定義し、製造に関わる事物や生成されるデータの定義と、それらの関係から構成されるデ

ータモデルとなっている(次図参照)。 

 

 

図 20 連携プラットフォーム共通辞書のデータモデル 
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8.1.5 その他利用可能な共通語彙の一覧 

 

下記に利用可能な共通語彙の一覧を示す。地名や単位系などは利用することが考えられる。 

 

表 23 利用可能な共通語彙 
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8.2 個別語彙辞書の作成例 

 

 メタデータを作成する事業者に固有の語彙には、語彙の意味や語彙間の関係について定義する辞書を用

意することが望ましい。こうした個別に用意する語彙辞書では、語彙に対して、語彙表記(日本語、英語)、意

味の説明、上位語や同義語などを記載するとともに、語彙にはグローバルに一意な識別子を与えることが望ま

れる。 

こうした辞書の構成を検討する例として、W3C SKOS をベースとする構成が考えられる(次図)。 この辞書

は、XML や RDF 等により記述して Web に公開することで、URI により語彙の情報を取得することが可能に

なる。 

 

 

図 21 メタデータの語彙辞書の例 
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また共通語彙辞書として、語彙の推論が可能な RDF で書かれて公開された辞書もあれば、そのレベルに

至らない紙や電子ファイルで存在する辞書を使う場合がある。後者の辞書を使う場合は、その記載内容をユ

ーザの個別語彙辞書にコピーして記載するという対応が必要になる(次図参照)。 

 

 

 

図 22 個別語彙辞書へのコピー 

 

 

9. 今後の課題 

現段階で以下の課題が残されている。 

・ 本書で記載した用語としてデータセットやメタデータなどにあいまいさがあることから、より適切な定

義やスコープを定めること 

・ IVI で検討されている CIOF や語彙辞書への連携、さらに OPC-UA などの技術規格との関連

や位置づけを整理すること 

・ 本書を実際に利用して製造分野センシングメタデータを記述する実証実験を行い、フォーマット

定義の誤りや内容の過不足を確認して、追加・修正を行うこと 

・ 製造分野センシングメタデータを使う立場からの意見徴収を行うこと 

・ 上記の対応を行い、技術基準として標準化を行うこと 
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Appendix A  センシングメタデータ策定の指針例 

 

センシングメタデータの策定作業の中で、スキーマの選択や設計方法などの一般的なメタデータの検討課題に

ついては、 [参考文献 4]を参考にして、一般社団法人データ社会推進協議会 技術基準検討委員会 

WG3 センシングメタデータタスクフォースの活動の中で議論した結果を下表に示す。 

※ 表中の(A)(B)(C)は優先度であり A が高く C は低いことを示す。 

 

表 24 センシングメタデータの策定における対応 

メタデータ情報共有のためのガイドライン  

メタデータ情報基盤構築事業 2011 年 3 月 26 日版 
センシングメタデータ(製造分野)の策定におけ

る対応 
2.1 スキーマの選択・設計と公開の指針. 

2.1.1 
スキーマの選択と設

計 

スキーマを相互運用可能な形で

選択・設計する。（A） 

センシングデータのメタデータを、他組織間との交

換や、流通が行えることを前提とする。 

 １．スキーマは国際的な技術規格(Sensor 

Modeling Language)を推奨 

 ２．メタデータを記述する項目は、標準語彙

の利用を推奨 

2.1.2 
相互運用性を尊重

した記述規則設計. 

新たなスキーマを設計する場合、

使用語彙や参照記述規則の定

義を尊重し、メタデータを相互運

用できるよう設計する。（A） 

国際的な技術規格(SML)のデータモデルのクラ

ス名、プロパティ名を使用する。製造固有のデー

タ項目は、SML の拡張手段(extend)を利用

することを推奨する。 

2.1.3 

領域固有の知識な

しでも理解可能なス

キーマ設計. 

独自スキーマを設計する場合も、

特定領域の知識なしに理解し、

交換可能なフォーマットに変換す

るための情報・規則を用意する。

（B） 

新たな語彙を定義する際に、ローカル語彙辞書

に上位語や同類語も合わせて記載することを推

奨する。 

2.1.4 
標準方法によるスキ

ーマの定義. 

スキーマ定義を、コンピュータ処理

可能な標準方法でも表現し、公

開する。（C） 

データを実装する際には XML 形式を推奨し、

XML Schema（XML スキーマ）により XML

文書の論理構造が定義されている。そこでは、

項目名 プロパティ 最小回数 最大回数 値タ

イプ 値制約 コメントが定義されているため、計

算機処理が可能となる。 

2.2 メタデータ記述の推奨指針.   

2.2.1 リソースの識別子. 
リソースにグローバルな識別子

（URI）を与える。（A） 

メタデータに付与される ID が、メタデータを公開

した場合、重複しないようにする必要があるた

め、グローバルな識別子(URI)を与える。 

また、SML のインスタンス毎に URI を付与する

ことを指針とする。さらに、複数の情報源から集

められたメタデータから構成される場合、それらを

集約する ID を付与すること。 
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2.2.2 標準ラベルの付与. 

（コンピュータ処理可能な識別子

に加えて）人間に理解可能なラ

ベルを標準的な方法で与える。

（A） 

SML のデータモデル中の label 項目が定義され

ており、これを使用することを推奨する。 

2.2.3 作者の標準記述. 

標準的で再利用可能な形で、コ

ンテンツの作者を記述する。

（B） 

SML 中の識別情報(sml:identifcation)を記

述する箇所に、メタデータの作成・生成に関係す

る人物・組織を記述する項目を設けて記述する

ことを推奨する。 

2.2.4 日時・位置情報. 
曖昧さのない標準形式で日時、

位置情報を付与する。（B） 

SML 中の位置情報(sml:position)の箇所に

記述することを推奨する。 

2.2.5 キーワード. 
可能ならばキーワードを統制語彙

で付与する。（B） 

SML 中のキーワード情報(sml:keyword)の

箇所に記述することを推奨する。 

2.2.6 読みについて. 

ラベルに読みを与える場合は、言

語タグを用いて区別するか、ラベ

ルを構造化して記述する。（C） 

ラベルの読みは、メタデータの中にではなく語彙

辞書中で記載する(案） 

2.2.7 
リテラル値のデータ型

と言語タグ. 

リテラル値のデータ型、言語タグ

は、目的が明確な場合に限って

用い、スキーマで使用を宣言して

一貫した形で与える。（C） 

メタデータのリテラル値を扱う際に、 その値の型

(テキスト、数値、年月日等)を認識して処理で

きるようにするため、definition に型情報を持つ

ことを推奨する。 

 

  



57 

©2021 Data Society Alliance 

Appendix B  センシングメタデータの製造分野における検討結果  

データ流通や連携の観点、センシングデータの観点などからのメタデータの検討課題について、般社団法人デー

タ社会推進協議会技術基準検討委員会センシングメタデータタスクフォースにおいて議論・検討した結果を示

す。 

 

表 25 センシングメタデータの製造分野における検討結果 

  課題項目 課題内容 指針の検討結果 

1 データとメタデータの

対応付け 

データ取引では、データセットの配

布だけでなく、それに対応するメタデ

ータの配布も行われる場合がある。

また、データセットも一括して配布さ

れるだけでなく、API などを通して動

的に渡されることもある。このように

データセットとメタデータが同期せず

に渡されることがある想定に対して、

提供先では、それらの対応関係を

常に正しく維持できるようにしたい。 

AI 学習用データセットは csv ファイル群で構成されて利

用者に渡される。一方データセットと対応するメタデータ

も XML ファイル群であり、一部のメタデータは、動的に

変化することがある。(設置条件やセンサ交換などに変

化がある) 

 ※ 判定時にはエッジ上で API を介してデータ送信さ

れるがデータ取引上は現れない 

 

指針として、メタデータのファイル単位でグローバル ID を

付与すること、また、データセットと対応するメタデータファ

イルの集合体に対してもグローバル ID を付与する。 

2 メタデータの語彙辞

書の管理 

・メタデータの項目名、あるいは項

目の値などで用いられる語彙は、デ

ータ提供元それぞれで異なることが

一般的。提供先では、複数の提供

者からデータを入手した場合、その

メタデータの解釈が個別に必要にな

る。 

・データの相互利用においても、互

いのデータの理解・解釈において、メ

タデータの語彙は発生する。 

・語彙辞書を作ることもよくあるが、

それぞれ形式がまちまちであり、複

数の辞書を機械的に処理すること

が困難。 

装置から出力されるデータ項目の名称など、装置設定

者や SIer で異なる定義がある。産業上の共通語彙規

格も存在しているが、そこに登録されている語彙(デバイ

スの種類、プロパティ)では不足がでてくる。 

 

指針として、ユーザ側で独自に語彙を定義することがで

きるように語彙辞書を作成し、メタデータと合わせて公

開することが必要になる。 

3 データトレーサビリテ

ィのメタデータ 

・データが作られてから、データ利用

者(提供先)に届くまでの過程で、

不正に入手したあるいは不適切に

生成されたデータ、データ加工にお

いて不正なデータの混入や取り扱

い、データ取引が正当に行われてい

ないなどの不正な取り扱いがないこ

とを確認できる方法が必要になる。 

・センシングデータを利用する際に、

今回、製造メーカで作成されたデータセットが、AI モデ

ル作成者にファイルとして渡されるケースである。実際の

取引として仮定した場合、データが渡されることで、出

自の偽り、改ざん・劣化などが無き事を保証する必要が

ある。 

 

指針として、メタデータには、データセットの出自情報、

作成時期や場所などの情報を記載することを推奨す

る。またこのメタデータ自体の改ざん防止のため、デジタ
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センシングデバイス等のデータの出

自情報から、ゲートウエイやサーバ

でのデータ加工に至る過程を辿っ

て、データの妥当性を判断する場

合がある。 

ル署名を付与するなどの手段をとることを推奨する。 

4 データ品質に関す

るメタデータ 

センシングデータでは、観測する環

境変化や装置の劣化など、時間に

より、データ品質(精度や正確性、

完全性など)が動的に変化する。デ

ータ利用者は、こうした品質情報を

得ることで、より適切にデータを取り

扱うことができる。 

IVI および DTA(現 DSA)会員へのアンケートから、”デ

ータの品質が担保できていない改ざん可能性のあるデ

ータをいくら分析したところでその分析結果は信用できな

い”などのコメントから、データセットに対する品質への要

求が高く、重要な品質特性のトップ５(有効性、正確

性、一貫性、信憑性、完全性）はデータそのものに関

する品質特性であり、製造分野ではこうした特性から

利用者に指標として提示することが必要と考える。 

※大量なデータを連携、流通させるためには、品質指

標に基づき、人手によらないデータ処理を行うことが求

められる。  

 

指針として、センシングデータのメタデータにデータ品質が

記述できることを指針とする。今回の試行においては、

データセットの特徴情報(sml:Characteristics)として

データ品質を記述した。 

5 メタデータ自体の品

質に関して 

・データ取引においては、データその

ものだけでなく、そのメタデータに関し

ても取引対象になる場合がある。そ

うした時、メタデータが更新されてお

らず古い場合、あるいは誤った内容

である、あるいは不足しているなど

が、品質上の問題が懸念される。 

現場のデータ収集の状況の変化から、メタデータの欠

損、記述内容の誤り、一貫性の欠如など品質劣化す

ることが起こりうる。こうしたメタデータの品質を常に保証

することも課題となる。 

 

指針として、メタデータも品質保証の対象とする場合、

データ品質の要求レベルあるいは保証レベルを提示する

とする。 

6 メタデータの流通・

取引時の留意点

に関して 

（検討中） （検討中） 

7 メタデータに関する

メタデータ 

メタデータ自体もデータ取引の対象

になることを想定すると、メタデータ

の作成者、メタデータの権利、メタ

データの出自情報などが必要とな

る。 

IVI における製造現場データをビジネスとして取引する

議論において、データの付加価値を高めるために、メタ

データが重要であるとの認識がある。このため、メタデータ

を相手によって渡すことあるいは開示範囲を制限するこ

とになる。 

指針として、データ取引におけるメタデータの開示をコン

トロールするための情報(情報ランクなど)をメタデータに

持たせることを推奨する。 
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Appendix C  XML 記述例  

センサの記述例 

 センサ 1 つの出力に関して記載する。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!--AE センサーメタデータ--> 

<sml:PhysicalComponent  

 xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorml/2.0"  

 xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"  

 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

 xmlns:ext="http://www.example.com/ext"  

 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sensorml/2.0http://schemas.opengis.net/sensorml/2.0/sensorM

L.xsd"  

 version="0.1"  

 gml:id="AcousticEmissionSensor" 

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/AcousticEmissionSensor"> 

  <!-- ================ Described Object 由来のプロパティ ====================--> 

  <gml:name>AcousticEmissionSensor</gml:name> 

  <gml:description>(例)プレス機に AE センサーを設置し金型劣化の予兆保全等のデータ分析をデータセット</gml:description> 

  <gml:identifier codeSpace="GUID">{647A146A-8F53-4186-A9CC-B834547482E8}</gml:identifier> 

 

  <sml:keywords> 

    <!--対象を検索するキーワード (keywords)--> 

    <sml:KeywordList> 

      <sml:keyword>AE センサ</sml:keyword> 

      <sml:keyword>製造分野</sml:keyword> 

      <sml:keyword>予兆保全</sml:keyword> 

    </sml:KeywordList> 

  </sml:keywords> 

 

  <sml:identification> 

    <!--対象を識別する情報 (identification)--> 

    <sml:IdentifierList> 

      <sml:identifier name="LongName"> 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/LongName"> 

          <sml:label>正式名</sml:label> 

          <sml:value>Acoustic Emission Sensor</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:identifier> 

      <sml:identifier name="Manufacturer"> 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/Manufacturer"> 

          <sml:label>製造者</sml:label> 

          <sml:value>センサー製造会社(株)</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:identifier> 

      <sml:identifier name="FirmwareNumber"> 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/ProductNumber"> 

          <sml:label>型式番号</sml:label> 

          <sml:value>ABC1234</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:identifier> 

      <sml:identifier name="HardwareNumber"> 



60 

©2021 Data Society Alliance 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/HardwareNumber"> 

          <sml:label>ハードウエアリビジョン</sml:label> 

          <sml:value>“01.01”</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:identifier> 

    </sml:IdentifierList> 

  </sml:identification> 

   

<sml:classification> 

    <!--対象を分類する情報 (classification)--> 

    <sml:ClassifierList> 

      <!--対象を特定のセンサーとした場合、センサーの種類や、センサの用途などを示す--> 

      <sml:classifier name="(例)SensorType"> 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/definition/SensorType"> 

          <sml:label>センサータイプ</sml:label> 

          <sml:value>振動センサ</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:classifier> 

      <sml:classifier name="ApplicationType"> 

        <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/ApplicationType"> 

          <sml:label>センサの用途</sml:label> 

          <sml:value>前兆検知、溶接不良検出、設備診断</sml:value> 

        </sml:Term> 

      </sml:classifier> 

    </sml:ClassifierList> 

  </sml:classification> 

 

  <sml:capabilities> 

    <!--対象に関する能力情報 (capabilities)ある特定のセンサーを対象にした場合、センサーの性能に関する情報を記述する--> 

    <sml:CapabilityList> 

      <sml:capability name="MeasurementProperty"> 

        <swe:DataRecord  

name="MeasurementProperty"  

definition="https://www.example.com/sos20/definition/vocab/MeasurementProperty"> 

          <gml:description>(例)センサの電気的、物理的な仕様を示す</gml:description> 

          <swe:label>センサ性能</swe:label> 

          <swe:field name="ObservationRangeOfMeasuredValue"> 

            <!--計測限界--> 

            <swe:QuantityRange 

definition="https://www.example.com/sos20/definition/ObservationRangeOfMeasuredValue"> 

              <gml:name>周波数計測範囲</gml:name> 

              <swe:uom code="Hz" /> 

              <swe:quality>NotUsed</swe:quality> 

              <swe:value>50000 2000000</swe:value> 

            </swe:QuantityRange> 

          </swe:field> 

          <swe:field name="ObservationPrecisionOfMeasuredValue"> 

            <!--精度--> 

            <swe:QuantityRange 

definition="https://www.example.com/sos20/definition/ObservationPrecisionOfMeasuredValue"> 

              <gml:name>計測精度</gml:name> 

              <swe:uom code="hPa" /> 

              <swe:quality>NotUsed</swe:quality> 

              <swe:value>-0.2 +0.2</swe:value> 

            </swe:QuantityRange> 

          </swe:field> 
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          <swe:field name="ObservationResolutionOfMeasuredValue"> 

            <!--分解能--> 

            <swe:Quantity 

definition="https://www.example.com/sos20/definition/ObservationResolutionOfMeasuredValue"> 

              <gml:name>分解能</gml:name> 

              <swe:uom code="degC" /> 

              <swe:quality>NotUsed</swe:quality> 

              <swe:value>0.01</swe:value> 

            </swe:Quantity> 

          </swe:field> 

        </swe:DataRecord> 

      </sml:capability> 

    </sml:CapabilityList> 

  </sml:capabilities> 

 

  <sml:characteristics> 

    <!--対象の特徴に関する情報 (characteristics)              --> 

    <sml:CharacteristicList> 

      <sml:characteristic name="物理的な特徴や論理的な特徴"> 

        <swe:DataRecord definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/DatasetProperties"> 

          <swe:label>Physical Properties</swe:label> 

          <swe:field name="PhysicalProperties"> 

            <swe:DataRecord> 

              <swe:field name="データサイズ"> 

                <swe:Quantity definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/DataSize"> 

                  <swe:uom code="Mega Byte" /> 

                  <swe:value>10</swe:value> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="データ形式"> 

                <swe:Quantity definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/Length"> 

                  <swe:uom code="in" /> 

                  <swe:value>4.5</swe:value> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="Width"> 

                <swe:Quantity definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/Width"> 

                  <swe:uom code="in" /> 

                  <swe:value>2.5</swe:value> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

            </swe:DataRecord> 

          </swe:field> 

        </swe:DataRecord> 

      </sml:characteristic> 

      <sml:characteristic name="電気特性"> 

        <swe:DataRecord definition="http://sensorml.com/ont/swe/property/PowerRequirement"> 

          <swe:label>許容電圧</swe:label> 

          <swe:field name="voltage"> 

            <swe:QuantityRange definition="http://sensorml.com/ont/swe/property/Voltage"> 

              <swe:uom code="V" /> 

              <swe:value>8 12</swe:value> 

            </swe:QuantityRange> 

          </swe:field> 

          <swe:field name="CurrentType"> 

            <swe:Category definition="http://sensorml.com/ont/swe/property/ElectricalCurrentType"> 
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              <swe:value>DC</swe:value> 

            </swe:Category> 

          </swe:field> 

          <swe:field name="AmpRange"> 

            <swe:QuantityRange definition="http://sensorml.com/ont/swe/property/ElectricalCurrent"> 

              <swe:uom code="mA" /> 

              <swe:value>20 40</swe:value> 

            </swe:QuantityRange> 

          </swe:field> 

        </swe:DataRecord> 

      </sml:characteristic> 

    </sml:CharacteristicList> 

  </sml:characteristics> 

 

  <sml:documentation> 

    <!--対象に関する文書情報 (documantation)--> 

    <sml:DocumentList> 

      <gml:description /> 

      <sml:member name="製品紹介ページ"> 

        <!--文書名--> 

        <sml:Document version="１.0"> 

          <!--バージョン--> 

          <gml:description> 

            <!--文書の説明--> 

          </gml:description> 

          <sml:date> 

            <!--更新日--> 

          </sml:date> 

          <sml:contact>XX 株式会社 YY 課<!--連絡先--></sml:contact> 

          <sml:format>text/html<!--フォーマット--></sml:format> 

          <sml:onlineResource>http://www.omron.co.jp/press/2016/07/c0713.html<!--URL--

></sml:onlineResource> 

        </sml:Document> 

      </sml:member> 

    </sml:DocumentList> 

  </sml:documentation> 

  <sml:history> 

    <!--対象に関する履歴情報 (hitory)--> 

    <sml:EventList> 

      <sml:Event> 

        <sml:event> 

          <gml:description> 

            <!--イベントの説明記述-->AE センサーを温度補正した校正履歴</gml:description> 

          <sml:time> 

            <gml:TimeInstant gml:id="MP2" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"> 

              <gml:timePosition>2020-03-01T18:00:00Z</gml:timePosition> 

            </gml:TimeInstant> 

          </sml:time> 

          <sml:identification> 

            <sml:IdentifierList> 

              <sml:identifier name="CalibrationID"> 

                <sml:Term definition="https://www.example.com/sos20/definition/CalibrationID "> 

                  <sml:label>校正履歴識別番号</sml:label> 

                  <sml:value>C-123</sml:value> 

                </sml:Term> 

              </sml:identifier> 
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            </sml:IdentifierList> 

          </sml:identification> 

          <sml:documentation xlink:href="http://www.omron.com/sos20/history/calibration/校正記録" /> 

        </sml:event> 

      </sml:Event> 

    </sml:EventList> 

  </sml:history> 

  <sml:contacts> 

    <!--対象に関してコンタクトをとる連絡先情報 (contacts)--> 

    <sml:ContactList> 

      <gml:description /> 

      <sml:member> 

        <sml:ResponsibleParty> 

          <sml:individualName> 

            <!--個人名称--> 

          </sml:individualName> 

          <sml:organizationName> 

            <!--組織名称-->XX 株式会社 YY 事業部 ZZ 部</sml:organizationName> 

          <sml:positionName> 

            <!--位置名称--> 

          </sml:positionName> 

          <sml:contactInfo> 

            <!--連絡先情報--> 

            <sml:phone /> 

            <sml:address>〒108-0075 東京都港区 XXX</sml:address> 

            <sml:onlineResource>https://www.example.co.jp/contact/ContactForm</sml:onlineResource> 

            <sml:hoursOfService>10</sml:hoursOfService> 

            <sml:contactInstructions /> 

          </sml:contactInfo> 

        </sml:ResponsibleParty> 

      </sml:member> 

    </sml:ContactList> 

  </sml:contacts> 

 

  <!-- ================ Abstract Process 由来のプロパティ ====================--> 

  <sml:featureOfInterest> 

    <!--観測する対象の情報 (樹木、人体、建物、製品)--> 

    <sml:FeatureList> 

      <!--プレス機を観測対象とする--> 

      <sml:feature  

 xlink:arcrole="http://sensorml.com/ont/swe/feature/ObservedFeature"  

 xlink:title="urn:mmi:features:PhysicalSysyem_プレス機-10" 

  xlink:href="http://www.example.com/sos20/device/PhysicalSysyem_プレス機.xml" /> 

    </sml:FeatureList> 

  </sml:featureOfInterest> 

  <sml:outputs> 

    <!--抽象プロセスからの出力情報 （電圧測定値、温度測定値、振動周波数等）--> 

    <sml:OutputList> 

      <sml:output name="SensingData"> 

        <swe:DataArray> 

          <swe:elementCount> 

            <swe:value>27</swe:value> 

          </swe:elementCount> 

          <swe:elementType name="SimpleDataArray" xlink:href="urn:ogc:def:dataType:x-

istsos:1.0:timeSeriesDataRecord"> 

            <swe:DataRecord gml:id=""> 
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              <swe:field name="Datetime"> 

                <swe:Quantity  

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/Datetime" updatable="false"> 

                  <swe:label>計測日時</swe:label> 

                  <swe:uom code="ms" /> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="time"> 

                <swe:Time definition="urn:ogc:def:property:OGC:observationTime"> 

                  <swe:label>計測日時</swe:label> 

                  <swe:uom xlink:href="urn:ogc:def:unit:ISO:8601" /> 

                </swe:Time> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="time"> 

                <swe:Time definition="urn:ogc:def:property:OGC:observationTime"> 

                  <swe:label>計測日時</swe:label> 

                  <swe:uom xlink:href="urn:ogc:def:unit:ISO:8601" /> 

                </swe:Time> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="AcousticEmission"> 

                <swe:Quantity  

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/AcousticEmission" updatable="false"> 

                  <swe:label>アコースティックエミッション</swe:label> 

                  <swe:quality> 

                    <swe:QuantityRange  

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/プレス機データ有効範囲"> 

                      <swe:uom code="ms" /> 

                      <swe:value>100 2000 </swe:value> 

                    </swe:QuantityRange> 

                  </swe:quality> 

                  <swe:uom code="Hz" /> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="Temperature"> 

                <swe:Quantity  

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/Temperature" updatable="false"> 

                  <swe:label>温度</swe:label> 

                  <swe:uom code="degC" /> 

                  < ext:decimaldigit>2</ ext:decimaldigit> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

              <swe:field name="SequenceNo"> 

                <swe:Quantity  

definition="https://www.example.com/sos20/vocab/definition/SequenceNo" updatable="false"> 

                  <swe:label>シーケンス番号</swe:label> 

                  <swe:uom code="Cel" /> 

                </swe:Quantity> 

              </swe:field> 

            </swe:DataRecord> 

          </swe:elementType> 

          <swe:encoding> 

            <swe:TextBlock blockSeparator="@" decimalSeparator="." tokenSeparator="2C" /> 

          </swe:encoding> 

        </swe:DataArray> 

      </sml:output> 

    </sml:OutputList> 
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  </sml:outputs> 

  <sml:inputs> 

    <!--抽象プロセスへの入力情報 (物理的な振動、日射光)--> 

    <sml:InputList> 

      <sml:input name="gammaRadiation"> 

        <sml:ObservableProperty definition="http://qudt.org/vocab/quantitykind/RadiantIntensity"> 

          <swe:label></swe:label> 

        </sml:ObservableProperty> 

      </sml:input> 

    </sml:InputList> 

  </sml:inputs> 

  <sml:parameters> 

    <!--抽象プロセスにおけるパラメータ情報 (しきい値、カットオフ)--> 

    <sml:ParameterList> 

      <sml:parameter name="Paramters"> 

        <swe:DataRecord gml:id="CURRENT_SETTINGS" /> 

        <swe:field name="EffectiveRange"> 

          <!--測定の有効範囲--> 

          <swe:Quantity  

definition="https://www.example.com/sos20/definition/EffectiveRange" updatable="true"> 

            <swe:label>有効範囲</swe:label> 

            <swe:uom code="Hz" /> 

            <swe:constraint> 

              <swe:AllowedValues> 

                <swe:interval>100000000</swe:interval> 

              </swe:AllowedValues> 

            </swe:constraint> 

          </swe:Quantity> 

        </swe:field> 

      </sml:parameter> 

    </sml:ParameterList> 

  </sml:parameters> 

  <!-- ================ Abstract Physical Process 由来のプロパティ====================--> 

  <sml:attachedTo  

xlink:title="センサーが設置されている装置"  

xlink:href="http://www.example.com/PhysicalComponent_プレス機.xml"> 

</sml:attachedTo> 

</sml:PhysicalComponent> 

 

複合的な装置の記述例 

   (次回改訂版で追加予定)   
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