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Abstract: In recent years, the digital twin has emerged in the fields of building automation systems (BAS)
and factory automation (FA). It is expected that information in real space can be reproduced in digital space
to optimize control and management. On the other hand, data management of physical assets in each control
and management paradigm has problems such as heterogeneity of data models and silos. To solve these
problems, data modeling utilizing semantics has been attracting attention. In this study, we proposed and
evaluated an ontology for representing digital twins for indoor spaces.

1 はじめに
IoT (Internet of Things) や AI (Artificial Intelligence)
の急速な発展に伴い、デジタル技術を人々の生活基点
に援用し、人間中心の社会的課題の解決と産業発展を目
指す取り組みが注目されている。特に、BACS (Buidling
Automation and Control System)や FA (Factory Automa-
tion)といった領域では、ウェアラブルデバイスや無線
センサを使うことで、ビルや工場など現場の環境情報
を取得しながら、設備の効率的な運用・監視を行い、エ
ネルギーやコストを最適化することが期待されている。
IoTを活用して省エネと快適性の両立を目指す技術や、
AIによる運用コスト削減、異常検知の自動化技術など
が普及してきた [1]。
この背景のもと、近年はサイバー空間 (仮想空間)と
現実空間 (物理空間)の高度な融合による情報の利活用
を中心とした概念が登場してきた。2003年にMichael
Grieves により考案されたとされるデジタルツインも
その一つである [2]。当初は注目されなかったものの、
2010年以降製造業を中心に浸透して行き、現在では一
般に「センサー等から取得したデータをもとに、建物
や道路などのインフラ、経済活動、人の流れ等、様々な
要素を、サイバー空間 (コンピュータやコンピューター
ネットワーク上の仮想空間)上に『双子 (ツイン)』のよ
うに再現したもの」とされている [3]。このデジタルツ
インに基づき現実空間の物体の情報を忠実に模した仮
想空間で表現できれば、対象施設の設備の統括的管理
や HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)の
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最適化、ロボットの行動計画のシミュレーションなど、
様々な応用が考えられる。
近年デジタルツインの実現に向けた研究が増えてき
ており、製造業や建築分野における製品の設計・運用・
保守段階に、デジタルツインの独自モデルやシミュレー
ションを適用した事例が多い [4]。一方、デジタルツイ
ンの概念とその実証を対象とした研究はあまり進んで
いない。先述の研究事例は、対象となる領域に限定的
なモデルで構築されたアプリケーションの概念実証に
留まっており、正確で統一された定義と記述を欠いて
いる。デジタルツインアーキテクチャに関する研究も
いくつか発表されているが、完全なアプリケーション
フレームワークやリファレンスソリューションの実証
は少なく、応用事例は未発展と言える。
先述の通り、現在のデジタルツインは統一的な参照
モデルもそれに基づく応用事例も一般化されておらず、
アプリケーションおよび構成データはともに独自の記
述仕様に閉じており、サイロ化が進んでいる。我々は
このような問題に対し、実空間における時空間及び物
理資産をモデル化し、収集したデータをセマンティク
スに基づきオープン化するためのデジタル環境記述仕
様の提案と実装を行う。本研究の貢献は、屋内環境と
内在する物理資産の状態および相互作用を体系的に記
述可能なオントロジーを設計することで、多様なデー
タの編集性やアプリケーションの相互運用性を向上さ
せることである。特に建物/建築基盤データと IoTシス
テムを連携させることで、環境認識と属性認識、共有
データの包括的管理の実装負荷を低減し、領域特性の
分析と連携体系の構築の効率化が期待される。
本稿では、次章でデジタルツインの現状分析につい
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て、3章で関連技術/研究について述べる。4章で提案
するデジタルツインオントロジーについて説明し、5章
でオントロジーに基づくナレッジグラフの構築とアプ
リケーションの実装について述べる。6章で本研究の
課題を考察し、7章を結びとする。

2 デジタルツインの現状分析
2.1 空間構築の理論構成

Tao ら [5] は、デジタルツイン空間及びそのアプリ
ケーションサービス構築のエコシステムを分析し、そ
の理論構成として次の 4段階に整理した。順に (1)抽象
化とシミュレーション、信頼性評価; (2)前処理や最適化
などを含めたデータクレンジングおよび統合; (3)相互
作用とシステム連携; (4)サービス化;としている。なか
でも、デジタルツインにおける抽象化/モデリング工程
の重要度は高い。物理的な空間と仮想的な空間を結び
つけるというデジタルツインの特性上、物理資産の主
要な特性の観測/抽出にとどまらず、そのデータ構造と
関連性に基づいた仮想表現の定義/記述や、シミュレー
ションのための動作ロジックの定義、さらには物理空
間のオペレーション情報を同期するためのモデルの融
合など、複雑なデータエコシステムの根幹を担う工程
が含まれるからである。

2.2 ユースケース分析
本研究の提案に先立ち、我々はビル管理システムを
対象としたデジタルツインの要求事項を分析するため、
オフィスを模した実験エリアにてデータセットの構築
を行った。本データは、2021年 10月 14日から同年 12
月 27日まで、NTTコミュニケーションズが 2021年 4
月に開設した「CROSS LAB for Smart City1」(以下実験
エリア)で取得したものである。
図 1に示す実験エリアは床面積約 300m2であり、予
め建物構造が IFC (Industory Foundation Classes)形式で
データ化されている。照明器具や電気系統などの設備
情報、椅子やキャビネットといった什器情報も取得し、
形状構造に加え、寸法や材質、製品識別情報など、各々
数 KBから数MBの IFCファイルに分割された。加え
て、一部の設備 (空調、照明器具等)はネットワーク経
由で動作を制御可能なデバイスが付帯されており、接
続情報や API、通信プロトコルなどのデータも存在す
る。また物理資産の代表例として、複数センサを搭載し
た AGV (Automatic Guided Vehicle)を巡回させた。リ
スト 1の通り、AGVはその主要なデータとして座標、

1https://www.ntt.com/business/dx/smart/city/
cross-lab.html

図 1: デジタルツインの検証に用いた実験エリア

リスト 1: AGVが出力するログの例 (一部改変)
1 2022-01-01T01:23:45,456 - F_STATUS - INFO - Received:
2 b’{
3 "status": "ready",
4 "command_status": "ready",
5 "battery": 65,
6 "x": 48.5, "y": 28.2,
7 "direction": 115.3,
8 "data_datetime": "2022-01-01T01:23:45+09:00"
9 }’ @ /rb/v1/robot/frutera1/status

向き、バッテリー残量、滞在エリアを取得し、100B/s
～200B/sのログを出力する。以上のデータ群を整理し
たものが表 1である。

2.3 データ管理の諸課題
現状議論されているデジタルツイン構築の理論構成
と先述のユースケース分析をもとに、デジタルツイン
構築における物理資産のモデリングおよびそのデータ
管理における主な課題を以下に記す。

データモデルの不均一性 (Heterogeniety)
デジタルツインは存在するあらゆる物理資産の
統合管理を目指すことから、建物、設備、デバイ
スなど物理的対象は多岐に渡る。さらに対象のラ
イフサイクルや状態管理に注目することが多く、
時間的変化への追従も要求される。また物理資産
のモデリングや継続的なミラーリングを行うこと

項目 種別 形式
建物構造 ジオメトリ BIM/IFC
空間定義 ジオメトリ テキスト
什器 ジオメトリ BIM/IFC
AGV 物理エンティティ JSON
空調/照明設備 物理エンティティ テキスト

表 1: 実験エリアから取得可能なデータセット一覧
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から、構造・機能・振る舞いといったアプリケー
ションのコンテンツデータの統合・統一も必要と
される。

データのサイロ化
デジタルツインアプリケーションが独自に発展
した記述仕様によって構築された場合、閉じたア
プリケーションとして実装されサイロ化が発生す
る。リソースの先験的な知識が欠如し、データ解
析やアプリケーションの拡張が困難である。

空間記述仕様の個別発展
KMLをベースとする Google Map、CityGML2を
ベースとする Plateau3を中心としたGIS領域、建
設業で用いられる BIMなど、産業領域や扱う空
間・時間のスケールに応じて、空間記述仕様は個
別に発展している。これら仕様間でのデータ編集
性や互換性は現状議論が進んでいない。

3 関連研究
建物・設備・製造要素などの物理資産を全ライフサイ
クルに渡って監視・管理する必要性と、近年のセンシ
ング/IoT技術の進歩が相まって、いくつかの研究分野
がデジタルツインの用途と可能性を調査する方向に進
んでいる。本研究では特に建築分野と IoT (Internet of
Things)分野に注目し、各領域でセマンティクスを活用
した先行研究や関連技術について述べていく。

3.1 建築
建築物の正確な仮想モデルの代表的な構築手法に、

BIM (Building Information Modeling)がある。BIMは、
デジタル上に作成した建築物の 3次元の形状情報に加
え、エリアの名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上
げ等、建築物の属性情報を併せ持つ、建築物の物理的・
機能的特性をデジタル表現するための概念である。長
らく 2D設計に留まっていた建築分野において、設計・
施工段階から保守、改修まで長期のライフサイクルに
渡る建築エンジニアリングを推進する技術として導入
が進められている [6]。BIMの共有・データ交換形式と
して IFC (Industry Foundation Classes)4も標準化されて
おり、BIMデータの構造化を担う基礎スキーマとして
利用される。しかし、現在の BIMは建設前および建設
段階での適用が多い一方で、維持管理における構造化
データの利用は完全に無視されている。さらに IFCス

2https://www.ogc.org/standards/citygml
3https://www.mlit.go.jp/plateau/
4https://www.buildingsmart.org/standards/

bsi-standards/industry-foundation-classes/

キーマは動的な変更に適しておらずモデルビュー定義
の作成が困難なため、すべてのアプリケーションドメ
インの相互運用性の問題はまだ解決されていない [7]。

3.2 IoT

センサオントロジーの代表例として、SSN (Semantic
Sensor Network) がある [8]。センサーおよびアクチュ
エーターのシステムおよび動作に関する記述が可能で
あるオントロジーであり、W3C勧告およびOGC (Open
Geospatial Consortium)実装標準として公開されている。
前身の SSNXではデバイスのハードウェアレベルでの
記述に留まっていたが、2017年公開版では、センサに
よる観測、使用される手順、作用する対象の特性、サ
ンプルおよびサンプリングのプロセスが新たに定義さ
れ、記述可能な範囲が拡張された。

WoT (Web of Things) [9]はWeb技術を用いて IoTプ
ラットフォーム間の相互運用を実現するための標準で
ある。WoTは、物理的または仮想的な実体を表す Thing
を中心概念とし、その相互作用を「アフォーダンス」と
して記述することで、デバイスの動作・振る舞いを定
義可能としている。
以上のように IoTシステムの階層的な垂直性を克服
することを目的としたオントロジーや類する技術は普
及しているものの、属性情報の時系列変化や空間的配
置、アプリケーションのコンテンツデータとの連携な
どデジタルツインに向けた拡張は未だ行われていない。

4 デジタルツインオントロジー
2章で述べたデジタルツインの課題および近年の研
究動向をもとに、本研究では、物理空間を汎用的に動
的記述するデジタルツインオントロジーを提案する。
以下各項では、はじめに構造概要を述べた後に基本
クラスを中心にオントロジーの構造を説明する。図 3
はオントロジーの全体像を、図 2はその簡易版を示す。
図中の各ノードはオントロジーのクラスまたはリテラ
ルを表し、太字が名称、下部の小文字がクラスまたは
リテラルの概略を記す。ノード間を結ぶ矢印 (エッジ)
の傍らに書かれているのは Data Property(データ型プ
ロパティ)または Object Property(オブジェクトプロパ
ティ)と呼ばれるオントロジーの語彙 (述語)を示す。根
本側のノード、ノードから出発する矢印、矢印が指す
先のノードの 3 つの組が、RDF (Resource Description
Framework)のトリプルであり、順に主語、述語、目的
語の意味関係を表す。それぞのノード/エッジにおける語
彙は、原則として提案オントロジーのベース URIであ
る https://sdm.hongo.wide.ad.jp/˜ino/dto/から
の相対 URIで示している。外部オントロジーを利用す
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図 2: 提案オントロジーの簡略図

る一部のクラスのベース URIや接頭辞の情報は、RDF
データファイルを参照されたい。

4.1 構造概要
提案するデジタルツインオントロジーの構造概要を
図 2に示す。提案オントロジーは OWL (Web Ontology
Language)形式で設計し、33個の概念 (クラス)と 31個
の属性 (プロパティ)から構成される。
基本クラスの設計にあたり次の考察をおこなった。
はじめに、本提案では現実空間を包括的に記述するデ
ジタルツインの構成として、環境と物理資産を基本要
素とする。「環境」は本研究の対象である屋内空間を形
成する要素のことであり、床や壁をはじめとした建築
要素やそれにより区分された空間そのものを指す。「物
理資産」は空間内に存在する物理的な事物を指す。な
お、全ての物理資産は予め開発者により設計されたも
の、もしくはセンサデバイスにより属性情報を観測さ
れることによりその実体が認められる。したがって必
ずしも物理的には存在しない仮想的な事物/事象 (「人
流」やユーザが定義した「イベント」など)もその定義
可能範囲であることを認める。続いて、本提案はデジ
タルツインの 3層構造を採用する。明確な定義は存在
しないが、一般にデジタルツインのアーキテクチャは、
現実世界に相当する Physical Layer(実世界層)、Physical
Layerのデジタルシャドーである Digital Layer(仮想世
界層)、これらの情報をユーザが閲覧/利用するための
Cyber Layer(情報処理層)に分類される。このうち提案
オントロジーはDigital LayerとCyber Layerを担い、実
空間に存在する物理資産を忠実にデジタル表現する概
念や、ユーザまたは開発者による抽象化オブジェクト、
観測・サンプリングのシステム、センサデータ構造化
のための概念を定義する。

以上を踏まえ、提案オントロジーでは対象屋内空間
またはそれを構成する建築要素を Environment、空間内
に存在する物理資産を Thing、物理資産の抽象モデル
を Digital twinと呼ぶ。また Thingと Digital twinの属
性値の時系列変化や、ユーザ定義の振る舞い、動作を
表現するために Instance、Affordance概念を定義した。
これら 5つのクラスを基本クラスと定め、以下の項で
詳細を述べる。

4.2 Environmentクラス
Environmentクラスは、建築要素や空間をモデル化す
るためクラスである。建築モデルの生成情報や関連シ
ステムから取得したデータから、概念と関係を記述す
るデータスキーマの集合体として機能する。その機能
の種別から Building spaceクラス、Areaクラス、Cov-
erage zoneクラスをサブクラスとして持つ。

Building spaceクラスは、「階 (ストーリー)」のよう
に建物の構造体によって形成された空間もしくは建物
の構造体の一部を構成するパーツを表現する。Areaク
ラスも同様に空間を表すが、Building spaceが実際の建
築要素により境界付けられたものである一方、Areaは
ユーザが自由に設計・定義可能な空間的広がりを持つ
物理世界の連続した部分を意図する。Coverage zoneク
ラスは、主にセンサ/アクチュエータに向け設計された
空間定義であり、あるエージェントが空間的に影響を
及ぼし得る領域を表現する。例えば、人感センサであ
れば観測可能な領域、設置型カメラであればその撮影
可能な領域などを記述する。

4.3 Thingクラス
Thingクラスは、空間内に存在する物理資産を表現
するクラスである。メタデータの種別や動作の目的か
ら、Building elementクラス、Sensor platformクラス、
Sensor deviceクラスをサブクラスとして有する。また先
述の通り、実体が仮想的か否かを表現するための Entity
クラス、Virtual entityクラスを有する (なおこのクラス
の有用性については検証段階である)。

Building element クラスは、建物内部に配置される
が、その建物の構造に不可欠な部分ではない物理資産
を記述する。Sensor deviceクラスは観測またはサンプ
リングを実行可能な素子や装置を、Sensor platformク
ラスはセンサデバイス等をホストまたはマウントする
主体を記述する。
また Thingクラスは、その属性値を記述するための
概念として定義された Propertyクラスとの関係を有す
る。Propertyクラスはリテラル型で単一の値を記述可
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図 3: 提案デジタルツインオントロジーの全体図

能な他、Instanceクラス (詳細は後述)を持つことで時
系列情報と結びついた属性値の表現も可能としている。

4.4 Digital twinクラス
Digital twinクラスは、Thingクラスの実体である物
理資産の抽象モデルを記述する。アプリケーションや
コンテンツ制作で利用されるデジタルデータに加え、
Affordanceクラス (詳細は後述)と関連付けられる。

4.5 Affordanceクラス
Affordanceクラスは、設計者が意図した動作や振る
舞いを表現する概念である。「アフォーダンス」理論は
元来アメリカの心理学者ジェームズ・ギブソンが提唱
したものであり、エージェントが環境との相互作用に
よって知覚できる行為から与えられる情報や特性を意
味する。提案オントロジーは、Web of Thingsで採用さ
れるアフォーダンス [10]を改変し、Propertyは基本ク
ラスとして独立させ、Actionクラスおよび Eventクラ
スを Affordanceクラスのサブクラスとして定義した。
Actionクラスは、Thingが持つ機能もしくは特定の動
作を Thingsに指示/実行させる操作を記述し、Eventク
ラスは Thingが自律的に実行する動作を記述する。

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

Event1
rdf:type Action

name "センシング"
has_output_schema

idt:Thing1 (frutera)
rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing idto:Thing

idto:Thing

idto:Thing

idt:Thing1 (frutera)
rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing idto:Thing

idto:Thing

idto:Thing

referencesidt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

Event_data1...7
rdf:type Data

has_value "ready"

has_value 65
... ...

has_data has_parameter

execute

Event_instance1
rdf:type Instance

has_time_stamp

"2022-01-01T01:23:45+09:00"

Parameter1...7
rdf:type Paremeter

name "status"

Output_schema1
rdf:type Schema

... ...
name "battery"

図 4: AGVによる単一のセンシングデータのを提案オ
ントロジーに基づきグラフ化

4.6 Instanceクラス
Instanceクラスは、Propertyの離散値や単一の Affor-

danceを記述するための概念である。時系列情報を紐づ
けるため、時間情報として timestampを Data Property
として持つ。属性情報の表現のためにDataクラスを定
義したほか、Thingの Propertyの実数値や Actionの入
力値、センサの観測値のデータスキーマを記述するた
めの Schemaクラスや各パラメータ表現の Parameterク
ラスを定義した。例としてリスト 1を提案オントロジー
で表すと図 4のように記述できる。
また座標情報を記述するため、Instanceのサブクラス
として Spatial teporalクラスを定義した。直交座標系、
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極座標系、円筒座標系など、空間位置の指定はその座
標系により数多くの表現形式を取り得ることから、リ
テラル値を持つ Dataクラスではなく Pointクラスと紐
づくよう設計した。現在の提案オントロジーでは直交
座標系を想定し、Ontology of geometric primitives [11]
の Pointクラスおよび Ontology of coordinates reference
systems [12]の Coordinate systemクラスを利用を想定
している。

5 オントロジーの活用
コンテンツ制作者の視点からオントロジーの構造を
考察する目的で、2章で収集したデータセットを提案
オントロジーに準拠したナレッジグラフとして構築し
た。また該当データをもとに動作するビューアアプリ
ケーションを実装し、評価を行った。

5.1 ナレッジグラフの構築
2章で述べたオフィスを模した実験エリアは、建築・
設備・家具要素を含め 273個の建物部位部材要素から成
り、各要素の寸法や材質、製品識別情報などテキスト情
報が付与されている。一般に、IFC (Industry Foundation
Classes)ファイルは特定エリアの情報を単一ファイルに
まとめており、当該実験エリアも 22.5MBのファイルに
まとめられている。IFCは独自のフォーマットで記述さ
れているほか、特定の情報取得のために複数のオブジェ
クトを走査・結合する必要がある。ビューアアプリケー
ションで利便性を向上させるため、IfcOpenShellと呼ば
れるOSS (Open Source Software)のうち、IfcOpenShell-
python 5並びに IfcConvert 6を利用し、個別建物要素の
分割及び幾何情報の抽出を行った。

ThingおよびDigital twinクラス周辺データの例とし
て、図 5に示す通りAGVを中心としたナレッジグラフ
を作成した。AGVを表現する Thingインスタンスおよ
び Digital twinインスタンスを基本インスタンスとし、
属性情報としてバッテリー残量を表す Propertyインス
タンスの Batteryを定義した。Affordanceの例として、
事前に登録された実験エリア内の特定ポイント情報を
入力とした移動制御を表現した。Actionインスタンス
にその移動制御動作のモデルを、ある時刻に実行した
単一の移動制御を Action instance(Instanceのサブクラ
ス)として定義し、入出力情報およびそのデータスキー
マを関連付けている。
以上のデータを RDF (Resource Description Frame-

work)形式で記述した後、GraphDB7で構築された RDF

5http://ifcopenshell.org/python
6http://ifcopenshell.org/ifcconvert
7https://www.ontotext.com/products/graphdb/

ストアにデータを登録した。

5.2 ビューアアプリケーションの実装
前章で構築したデータセットによって対象となる屋内
環境の包括的な情報が取得できることを確認するため、
ビューアアプリケーションの開発をおこなった。ビュー
アアプリケーションは、収録済みの屋内 3Dコンテンツ
の自由視点操作、各オブジェクトのメタデータや状態
の時系列変化の取得およびレンダリングが可能なWeb
アプリケーションとして実装した。またアプリケーショ
ンへオブジェクトや環境に関する先験的なデータの事
前埋め込みをすることなく、データセットへのクエリ
呼び出しのみを用いてデータ提示が可能であることを
目指す。
ビューアアプリケーションのシステム設計概要を図

6に示す。JavaScriptのフレームワークである React.js8

をベースに、WebGLレンダラーを用いた汎用 3DCGラ
イブラリのThree.js9およびReact Three Fiber10を用いて
実装した。以下で各実装詳細について述べる。

SPARQLクエリによる動的なデータ取得
実験エリアの包括的な情報を RDFデータとして
格納する RDF ストアに SPARQL クエリを発行
し、アプリケーションの動作に必要なデータを取
得する。現状発行するクエリは (1)環境および建
物要素の座標や幾何形状などの情報取得; (2)内部
物理資産の座標や幾何形状などの情報取得; (3)ア
フォーダンスの取得の 3種類ある。(1)および (3)
のクエリ例をリスト 2、リスト 3に示す。またこ
のクエリによってデータセット内を走査されるク
ラスは図 5橙色で示す。

ReactThreeFiberを用いた処理
本ビューアアプリケーションでは、オブジェクト
単位で SPARQL問い合わせ/メタデータの管理・
座標情報の投影/UI レンダリング を制御可能と
するために、一般にコンポーネント指向で設計
される React を採用した。先述の通り SPARQL
のレスポンスは大きく (1) メタデータ; (2) 座標
情報; (3) 3Dコンテンツの 3種を取得でき、順に
(1)テキスト情報; (2)座標変換を経てObject3Dの
matrix; (3) Loaderを経て Geometry/Materialとし
てコンポーネント、Three.jsのオブジェクトへと
処理がおこなわれる。

8https://reactjs.org/
9https://threejs.org/

10https://github.com/pmndrs/react-three-fiber
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idto:hosts idt:Sensor1
rdf:type idto:Sensor_device

idto:has_property

idt:Digital_twin1
rdf:type idto:Digital_twin

idto:twinidto:has_action

idt:Cross_lab
rdf:type idto:Building_space

idt:Action1_api
rdf:type idto:Rest_api (Link)

idto:has_endpoint "http://example.com/request"

idto:http_method "POST"
xsd:string

xsd:string

idt:Action1_api
rdf:type idto:Rest_api (Link)

idto:has_endpoint "http://example.com/request"

idto:http_method "POST"
xsd:string

xsd:string

idt:Action1_api
rdf:type idto:Rest_api (Link)

idto:has_endpoint "http://example.com/request"

idto:http_method "POST"
xsd:string

xsd:string

idt:Digital_twin1
rdf:type idto:Digital_twin

idt:Digital_twin1
rdf:type idto:Digital_twin

idt:Input_schema1
rdf:type idto:Schema

idt:Thing1 (frutera)
rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing idto:Thing

idto:Thing

idto:Thing

idt:Thing1 (frutera)
rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing

rdf:type idto:Thing idto:Thing

idto:Thing

idto:Thing

idt:Parameter1
rdf:type idto:Paremeter

schema:name "移動先エリア"

idto:is_required True
xsd:boolean

xsd:string

idto:contains

idto:has_link

idto:has_input_schema

idto:has_parameter

idto:references

idt

idto

rdf

xsd

<http://example.com/idt/resource/>

schema

ignf

<http://example.com/idt/idto>

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

<http://schema.org/>

<http://data.ign.fr/def/ignf#>

geom <http://data.ign.fr/def/geometrie#>

idt:Thing1 (frutera)
rdf:type idto:Thing (Sensor_platform)

schema:name "Frutera"
xsd:string

idt:sensing_battery
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:sensing_battery
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:Sensing_battery1
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:sensing_battery
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:sensing_battery
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:Data_battery1
rdf:type idto:Data

idto:has_value 89
xsd:integer

idto:execute

idto:is_calculated_by

idto:has_data

idto:execute

idt:Battery
rdf:type idto:Property

idt:Battery
rdf:type idto:Property

idt:Battery
rdf:type idto:Property

idt:spatio_temporal1
rdf:type idto:Spatio_temporal

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:spatio_temporal1
rdf:type idto:Spatio_temporal

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:Spatio_temporal1
rdf:type idto:Spatio_temporal

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:point1
rdf:type ignf:Point

geom:coordX 48.6
xsd:double

geom:coordY 28.3
xsd:double

idt:point1
rdf:type ignf:Point

geom:coordX 48.6
xsd:double

geom:coordY 28.3
xsd:double

idt:Point1
rdf:type ignf:Point

geom:coordX 48.6
xsd:double

geom:coordY 28.3
xsd:double

idt:Target_area1
rdf:type idto:Area

idt:Target_area1
rdf:type idto:Area

idt:Target_area1
rdf:type idto:Area

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

schema:name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action_instance1
rdf:type idto:Instance

idto:has_time_stamp "2021-12-15T11:49:46+09:00"
xsd:dateTime

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action1
rdf:type idto:Action

idto:has_name "移動指示"
xsd:string

idt:Action_data1
rdf:type idto:Data

idto:has_value "idt:Target_area1"
xsd:string

idto:is_located_at

idto:has_point

idto:is_palced_in

idto:has_value

idto:has_data

idto:execute

図 5: AGVを中心としたナレッジグラフおよび移動制御の走査フローの例
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React
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図 6: ビューアアプリケーションのシステム概要図

リスト 2: 環境および建物要素の情報取得 (PREFIXは
省略)

1 select ?bs ?e ?ifcinfo where {
2 ?bs a doto:Building_space .
3 ?bs doto:is_placed_in ?point .
4 ?point doto:hasMatrix4 ?mat4 .
5 ?mat4 doto:element ?e .
6 ?bs doto:has_ifcinfo ?ifcinfo .
7 }

リスト 3: AGV のアフォーダンス情報を取得する
SPARQLクエリ (PREFIXは省略)

1 select ?thing ?timestamp ?x ?y where {
2 ?thing rdf:type idt:Thing ;
3 schema:name "AGV_1" ;
4 idto:twin ?digital_twin .
5 ?digital_twin idto:has_action ?action ;
6 schema:name "移動制御" .
7 ?action idto:execute ?action_instance .
8 ?action_instance idto:has_timestamp ?timestamp ;
9 idto:has_data ?data .

10 ?data idto:has_value ?target_area .
11 ?target_area idto:is_placed_in ?point .
12 ?point geom:coordX ?x ;
13 geom:coordY ?y .
14 }
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指標 値
クラス数 33
プロパティ数 31
-オブジェクトプロパティ 23
-データ型プロパティ 8
個体数 0
外部オントロジーに利用されている数 0
外部オントロジーを利用している数：
-外部オントロジーの利用数 4
-外部クラスの割合 12.1%
-外部プロパティの割合 0.0%

表 2: Turchetら [13]が適用した指標を用いた、提案オ
ントロジーの構造評価

6 評価と考察
第 4章～5章で述べた提案オントロジーおよびビュー
アアプリケーションに対し評価をおこなった。

6.1 知識の網羅性と人気度に関するオントロ
ジーの評価

Turchetら [13]が用いた指標を適用しオントロジー
の定量評価をおこない、結果を表 2 に示す。これは
Fernándezら [14]が定義した、知識の網羅性と人気度
に関するオントロジーの評価測定のための 12 の指標
を、Turchetらが一部を修正しつつ自身らの Internet of
Musical Things Ontology[13]に適用した指標である。た
だし、いずれの指標についてもオントロジーを評価す
るための有意な統計的意味をもっているとの報告はさ
れておらず、あくまで参考としての値であることに注
意されたい。

6.2 既存オントロジー比較による定性評価
既存オントロジーとの比較を行い、定性評価を行っ
た。比較対象として、デジタルツインに向けた新規オ
ントロジーを提案した Singhらの研究 [15]に加え、オ
ントロジーや関連技術を活用したデジタルツイン研究
で注目されるBIM/IFC、BOT (Building Topology Ontol-
ogy)11、REC (Real Estate Core)12、SSN、WoTを挙げる。
BIM/IFC、BOT、RECは主に建築分野、SSN、WoTは
主にセンサや IoT分野のセマンティクスである。なお、
RECは 2022年 8月末に大幅なアップデートを含む ver4
が公開された 13が、プレビュー版であるため本稿では

11https://w3c-lbd-cg.github.io/bot/
12https://www.realestatecore.io/
13https://github.com/RealEstateCore/rec/releases/tag/
v4.0-preview

前身の ver3.3を対象とする。本研究で取り組む課題お
よび既存オントロジーの設計思想を考慮し、本定性評
価の指標として次の 5項目を適用した。

1. 記述可能な対象領域
下位項目として環境、物理資産、その他の 3項目
を挙げる。

2. ジオメトリ (空間要素、構造など)の記述

3. メタデータの記述
各クラスが表現するオブジェクトの属性情報等
の記述が可能かを評価する。下位項目としてア
プリケーションやデジタルコンテンツに用いる情
報 (3Dモデルの URI、接続プロトコルなど)、ア
フォーダンス (設計者が意図した動作/振る舞いな
ど)の 2項目を挙げる。

4. 時系列/動的データの記述
静的データのみならず、時系列情報や動的情報を
含めたデータの記述が可能かを評価する。

5. 相互作用の記述
単一の物理資産や環境の記述に留まらず、複数オ
ブジェクト間の相互作用を記述可能かを評価する。

上記の指標に基づき、提案手法を含めた 7個のオン
トロジーを評価した結果を表 3に示す。なお、表中で
用いている 3種類の記号の意味/役割はそれぞれ次の通
りである。

✓: 十分に記述可能、またはそれに準ずる語彙等が定
義されている。

△: 評価不能、または該当する語彙が存在するが表現可
能な範囲が十分ではない。

×: 表現不可能、またはそれに準ずる語彙の定義が無い。

以下、各項目ごとの評価詳細および考察を述べる。

記述対象領域
BIM/IFCおよび BOTは、建築物の構造および空
間を区切る要素を表す IfcBuildingElement下、床
や壁、窓やドアに渡り建物要素および関連設備
を正確に記述可能であるが、要素間の相互作用や
動作等の記述は想定されていない。また SSNや
WoTは環境情報の記述は定義されていないもの
の、センサを始めとする IoT デバイスに関して
柔軟な記述が可能である。また Singhらのオント
ロジーは事物とその抽象モデルの関係性記述に特
化している。物理資産のデジタルツインとしては
正しいが、環境情報や他オブジェクトとの相互作
用の語彙が不足しており、汎用的なデジタルツイ
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記述対象領域 ジオメトリの記述
環境 物理資産 その他

提案 空間および建物要素 任意の事物 時系列変化、抽象モデル △
Singh, et al. [15] × 任意の事物 抽象モデル ×
BIM/IFC [6] 建物要素と階層 一部設備や什器 - ✓
BOT [16] 建物要素と階層 一部設備 - △
REC v3.3 [17] 空間および建物要素 関連システム 事物の動作 ×
SSN [8] × 任意のセンサデバイス プロセス、動作など ×
WoT [9] × △ 動作、作用、プロトコルなど ×

メタデータの記述 時系列情報の記述 相互作用の記述
コンテンツ制作 動作/振る舞い

提案 ✓ ✓ ✓ ✓
Singh, et al. [15] ✓ × ✓ -
BIM/IFC [6] × × × -
BOT [16] △ × × -
REC v3 [17] × ✓ × ✓
SSN [8] × ✓ ✓ ×
WoT [9] ✓ ✓ × ✓

表 3: 5項目の評価指標に基づくオントロジーの定性評価

ンオントロジーとしては不足点が多い。RECは、
提案オントロジーと同様に環境から内在する事
物の情報までを包括的に記述することを目指して
いる。

ジオメトリの記述
記述対象のオブジェクトの幾何形状情報に関す
る定義をおこなっているのは提案オントロジー、
BIM/IFC、BOTのみである。IFCはソリッドモデ
ルやサーフェスモデルでの 3次元形状記述仕様が
定義されている一方、提案オントロジーや BOT
は 3DモデルのURIを管理するに留まる。関連性
は記述できるものの、幾何形状自体の記述は外部
に委譲するため評価は △とした。

メタデータの記述
提案オントロジー及び Singhらの手法は、実空間
の属性情報を正確に記述するクラスとオブジェク
トの抽象モデルの定義を分割することで、アプリ
ケーションやコンテンツ制作に必要な情報を柔軟
に関連付けることを可能としている。記述対象領
域が我々の提案オントロジーと等しい RECの大
きな相違点として本項が挙げられる。またWoT
もその設計思想に基づき、設計者の意図した動作
のインターフェイスを Actionや Eventといった
概念によって表現する。

時系列情報の記述
先述の通り、提案オントロジーはある時点におけ

る属性情報や動作の記述を目的として、Instance
クラスを導入し動的データの表現も可能とした。
Singh らの手法や SSN も同様に、センサから取
得したデータに時間情報を記述することで時系列
情報の付与をおこなっている。BIM/IFCや BOT、
また REC、WoTにはこのような時間情報の定義
はなく、静的情報のみ取り扱う。

相互作用の記述
提案オントロジーおよび REC、WoTは物理資産
間、または物理資産と環境間の相互作用に関する
記述をおこなうための語彙を定義している。他の
オントロジーは要素間包含関係は記述可能だが、
ある動作における主客関係などは記述できない。

7 まとめと今後の課題
提案オントロジーにより、空間および物理資産に関
するデジタルツインに関するが挙げられ、以下の 3点が
達成された。一つ目は、記述可能な範囲の拡大である。
既存のオントロジーを再整理し、デジタルツインを構
成する 3要素 (物理資産、環境情報、コンテンツ)を定
義し直したことで、空間内の要素全体を抽象化、デジ
タル記述可能な他、オープンデータとして再利用・相互
運用が可能となった。二つ目は、既存オントロジーの
統合である。本オントロジーのみで情報を包括的に記
述することは現実的ではないため、外部オントロジー
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を利用して記述することが適切である。既存オントロ
ジーとリンク可能な形で設計を行い、流用・統合のコ
ストは十分に低いと考えられる。三つ目は、柔軟な相
互作用の記述である。既存オントロジーによる記述で
は不十分であった、資産の振る舞いや動的/時系列情報
の記述のために新たな概念を定義し、これを設計した。
今後の課題として、データ変換プロセスをオープン
化するオントロジーの提案を検討している。本稿の提
案オントロジーを用いたデータセット制作は、(1)建物/
設備情報のモデリング; (2)センシングによる環境情報
の計測; (3)データセットの分析・編集・加工; (4)セマン
ティックに基づいたデータの整理・突合・保存のような
フローにより実装されることが想定できる。したがっ
て、建物のモデルデータや IoTのセンシングデータの編
集・加工および RDFリソースへの変換や、アプリケー
ション実装時における各値の特定フォーマットや”系”
への変換などのデータ変換処理が要求される。従来こ
のような処理は手作業でおこなわれることが多く、非
効率である。これをオントロジーとして定義し Linked
Open Dataを RDFストアに格納することで、データ変
換処理をアプリケーション内で独自に再実装すること
なく実現可能であることが期待される。

参考文献
[1] 粕谷貴司 and田中規敏. Iotを活用した建物制御
システム. 電気設備学会誌, 38(8):466–469, 2018.

[2] Michael Grieves. Origins of the digital twin concept,
08 2016.

[3] 【本編】デジタルツインの社会実装に向けたロー
ドマップ. https://info.tokyo-digitaltwin.
metro.tokyo.lg.jp/docs/roadmap/roadmap_

docs.pdf. (Accessed on 11/09/2022).

[4] Calin Boje, Annie Guerriero, Sylvain Kubicki, and
Yacine Rezgui. Towards a semantic construction dig-
ital twin: Directions for future research. Automation
in Construction, 114:103179, 2020.

[5] F Tao, H Zhang, A Liu, and A Y C Nee. Digital twin
in industry: State-of-the-Art. IEEE Trans. Ind. Inf.,
15(4):2405–2415, April 2019.

[6] Salman Azhar. Building information modeling
(bim): Trends, benefits, risks, and challenges for the
aec industry. Leadership and Management in Engi-
neering, 11(3):241–252, 2011.

[7] Yong-Cheol Lee, Charles M. Eastman, and Jin-Kook
Lee. Validations for ensuring the interoperability of

data exchange of a building information model. Au-
tomation in Construction, 58:176–195, 2015.

[8] Armin Haller, Krzysztof Janowicz, Simon J. D.
Cox, Maxime Lefrançois, Kerry L. Taylor, Danh
Le-Phuoc, Joshua Lieberman, Raúl Garcı́a-Castro,
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