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ご来場された皆様にとって有意義な一日になるように
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16th SONAR User Conference
他社の導入事例と定着に至った過程について知ることが出来て
よかった。弊社では、
なかなか品質以外の部分の展開ができてい
ないため、展開を広めるにあたり、参考になりました。
YDC SONAR®導入から活用までの流れを紹介してもらえたの
で、
イメージしやすかったと思います。
YDC SONAR®＝品質解析というイメージがありましたが、品
質管理はこれからでまずは管理データの収集や経営に使われて
いるところに興味が持てました。

SONAR研究会の活動

各分野での成功事例（進め方、考え方）
を聞けたことはよかった。

2019.11.8
（金）
［会場］東京コンベンションホール

満員御礼

参加してよかったと思います。今後さらに有効活用できる取り組
みをしていきたいと思います。

ご来場ありがとう

導入からの苦労や改善が聞けた点が非常によかった。

ございました

ボトムアップで導入・展開されている企業さんが多く、大変興味
深く聞かせていただきました。

ユーザーとのつながりを強化

他企業の生々しい苦労話が聞ける

幅広い業界に渡るユーザー様による事例発表
YDC SONAR®導入ユーザー様による事例紹介（導入に至るまでの苦労話や導入効果）
や悩み
（課題や失敗談）
を共有することにより、
自社の運用に活用するヒントを得ることができます。
ユーザー同士だからこそ熱く語り合える

「運用レベル」
での課題や悩みを共有できる場
「他社ではどのように活用されているのか」
「こんな時、他社ではどのように解決しているのだろ
う？」普段なかなか聞くことができない他社の取り組みや自社の課題等、
ユーザー目線で相談で
きます。
ユーザー同士による活発な情報交換の場として定着しています。
ユーザー様の声が直接に製品開発責任者に届く

YDC SONAR®に関るフィードバックを得られる

お客様からいただいたご要望やご意見は重要な「お客様の声」
として開発部門や営業部門など
の関係部門と共有し、
より良い製品への改善やサービスの提供のために活かしています。

SONAR研究会

主催（SONAR研究会幹事会）

製造業で抱えている品質関連の課題を中心に、会員相互での情報交換に

株式会社SUMCO

よって、会員の皆様の現場でのご苦労や、解決にいたる道筋の声を共有でき
る場として設立されました。広く製造業の抱える品質関連のテーマを中心に、
日
本の製造業の将来を担う会員の情報交換と相互交流において、
普段の交流では
享受できない貴重な機会を提供します。

JFEスチール株式会社

ジヤトコ株式会社

日立金属株式会社

日本ガイシ株式会社

横河マニファクチャリング株式会社

協賛企業： 東京電機産業株式会社 / 日本ストラタステクノロジー株式会社
横河商事株式会社 / 横河ソリューションサービス株式会社

■ 製 造 業 に お ける 品 質 向 上 の 支 援
SINCE 2008

お問い合わせ

株式会社ワイ・ディ・シー SONAR研究会事務局
TEL: 06-7711-1950 FAX: 06-7711-1949 E-mail: sonar̲usercon@ydc.co.jp

後援企業

■ 品 質 向 上に重 点に置いた議 論の場
■ ノウ ハウ の 共 有・伝 承 の 場
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第16回SONAR研究会 講演

YDC SONAR®ユーザ導入事例発表
「“早く！楽に！”を究める！YDC SONAR®を活用した業務改革」

日立金属株式会社 安来工場 安全・改革推進部 情報活用推進グループ 荒木 龍一 氏

SESSION

導入企業によるトークセッション

#YDC SONAR利用ユーザのリアル
YDC SONAR®を使いこなせば、
ここまで自由になれる!?

直感的な操作性と
大規模なデータ処理を実現！

使ってみると
手放せない秘密とは？

“実感できるYDC SONAR®導入後の確かな効果”

EXCELの汎用性に勝てず、
普及できない？

利用者を増やすには
何をすればよいの?

VS

決裁者が納得できる

YDC SONAR®

導入の進め方とは？

より付加価値の高い業務への注力と情報共有による業務の効率化に役立っている

日立金属株式会社安来工場は、品質管理の効率向上の狙いとしてYDC SONAR®を導入しました。導入から5年が経過した現在では、品質管

理だけではなく、生産管理や設備管理、経営指標の見える化など、幅広く活用するようになりました。今回は導入から現在までの利用状況や社内

での定着化のポイントについて活用例を交えてご紹介いただきました。

技術講演「少ないデータで効率良くモデル構築と最適化を行いたい皆様へ」

京都大学大学院 情報学研究科システム科学専攻 教授 加納 学 氏（株式会社ワイ・ディ・シー 技術顧問）

さまざまな分野で幅広く利用されているベイズ最適化

新しい製品を開発したときや新しい生産設備を導入したときに、
できるだけ少ない実験で，高品質な製品を安定生産できる条件を見付けたいと

いう状況は様々な場面で見られています。実験計画法の利用も検討するものの、
もっと実験回数を減らしたい、
このような願いを叶えてくれる方
法として、非線形モデル構築にガウス過程回帰（GPR）
を、次に実験すべき条件を求めるために応答曲面法（RSM）
を用いる方法があります。
この
ベイズ最適化とも呼ばれる方法について解説すると共に、
その応用事例を分かりやすくご紹介いただきました。

YDC SONAR®の開発状況＆V7.2新機能のご案内

”YDC SONAR ®の良さを分かっ
てくれる”仲間・賛同者を増やし
ていく、そういう地道な努力に尽

きます。

データの
「見える化」
のさらに先へ、

散在するデータの一元管理から

自動監視による不良問題の早期

ミングで、自由自在に扱えるよう

YDC SONAR ®とSTRENDの
発見といったところで効果が得

られました。

株式会社ワイ・ディ・シー 開発本部 製品開発部 部長 内藤 孝雄

誰もが気軽に機械学習を活用できる
「AI-Ready化」
を実現

製造現場での人材不足、付加価値向上を実現するために、機械学習の活用はもはや待ったなしの状況です。機械学習をより活用していくための
新機能を搭載した、
「YDC SONAR® 新バージョン V7.2」
について紹介しました。

始め、欲しいデータを好きなタイ

プロセスデータは扱いにくいこと
がありますが、YDC SONAR®を

使えば、自分たちでも解析できる

になったことを社内にアピールし、

ようになりました。自社にデータ

を地道に行ってきました。

ツールとして活用しています。

新人教育や勉強会など啓蒙活動

アナリティクスの文化を醸成する

YDC SONAR®の導入・運用・展開など各フェーズにおいて直面する課題と解決策について、各社ならではの取り組みをトーク形式にご紹介しました。
参加者からは様々な立場のバラエティに富んだ話はとてもいい刺激になったとの声があり満足した様子がうかがえました。

製造現場でAI活用するためのポイントとは？

株式会社ワイ・ディ・シー MFGコンサルティング シニアコンサルタント 大江 隆徳

製造業におけるAI活用、成功のカギは“現場業務への定着化”にあり

他社との差別化の上で、
もはや無視できない存在となっているのが「AI（人工知能）」。
ところが、
システム導入に向けて概念実証（PoC）
を行って
はみたものの、
そこから先になかなか進めない。繰り返されるPoC自体に疲れてしまったという企業も多い。
「どのようにPoCに取り組み、生産現
場への導入、運用につなげればよいのか」
といった課題に対して、最適な解決策を事例中心に紹介しました。

PROGRAM

テーマ別プログラム

来場者にニーズに合わせて、多様なセッションをご用意

グループディスカッションやデモ実演のセッションでは、発表講師と

モデレーター

スピーカー

スピーカー

スピーカー

スピーカー

株式会社SUMCO
AI推進本部 上席技術主幹

エイブリック株式会社 秋田事業所
製造ドメイン 生産推進ユニット
生産イノベーショングループ スペシャリスト

ジヤトコ株式会社
品質企画管理部

日立金属株式会社 安来工場
安全・改革推進部 情報活用推進グループ

富士フイルムエンジニアリング株式会社
システム開発事業部 マネージャー

長田 達弥 氏

今立 忍 氏

GATHERING

小澤 なつ子 氏

懇親会＆展示スペース

荒木 龍一 氏

伴聡氏

ユーザー様同士の情報交換・ネットワーキングの場として

Touch&Try体験コーナー

の意見交換によって、
「 講演内容をより深めることができた」
「 一歩

踏み込んだ話が聞けてとても勉強になった」など参加者からお喜び

の声やご意見を頂きました。

聞く

見る

話す

触る

YDC SONAR®の実機体験や協賛企業の
デモ展示を披露。

少人数ハンズオンセッション

京都大学加納教授との
グループディスカッション

YDC SONAR® V7.2デモ実演

YDC SONAR®を初めて触る方やもっと使いこなしたい方向けに、
YDC SONAR®
の特長や操作性への理解を深める場として、
実機を使った演習を行いました。

