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本年で開催17回目を迎えるSONAR研究
会。今年は直接お会いできない分、10月6
日（火）から9日（金）までの4日間にわたっ
てオンライン形式にて開催いたしました。

昨年末から感染拡大した新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）の長期化が製造
業に大きな影響を与えている中、事業持続
の鍵を握る「DX＝デジタル化」の利活用は
これまで以上に重要性が増しています。今
回は、「オンラインだからできる」強みを生
かし、日本全国各地に点在する製造業ユー

ザー同士の知見・経験の共有と共通テーマ
のディスカッションを実施。多くの製造業の
方に有益な情報をお届けできるよう、
「データ利活用・人工知能（AI）・データサイ
エンティスト」を軸に様々なセッションをご
用意しました。

移動時間が省け、手軽に参加できるように
なったことから、204社430名と過去最多
の申込数を記録。従来、参加機会がなかっ
た遠方のお客様も参加することができ、
SONAR研究会の活動をより多くの方々に
知ってもらうことができました。

セッション映像の視聴だけではなく、来場
者と発表者間で交流できるようにチャット
機能を導入。参加者からは気軽に質問が
できるとご好評をいただきました。

毎年、大人気の京都大学加納教授の技術

講演では、「専門知識とデータの統合活用
による課題解決」と題しまして、第一原理モ
デルと統計モデルを組み合わせたグレイ
ボックスモデルによる製造条件最適化、数
値流体力学モデルを統計モデルで置き換
えることによる効率的なデバイス最適設計
など、専門知識とデータの統合活用事例
を、統合方法や統計モデル構築方法ととも
にご紹介いただきました。

また、今回初の企画「SONAR研究会アン
バサダー」では、各業界のプロフェッショナ
ルな方と現場で役立つ知見やノウハウの

共有をすることができ、YDC SONAR®の
利用ユーザー同士が親交を深める良い機
会となりました。

従来とは違う新しい形式での試みのなか、
視聴環境に対するご指摘もありましたが、
オンラインならではの特長を生かし、日本
全国各地に点在する製造業ユーザー同士
の新たな接点・繋がり創出の場として、温
かみのある「交流」を生み出すことができま
した。ご参加いただいた方々の今後に役立
てていただければ幸いです。
   

多数のご参加
ありがとう
ございました

完全オンラインで、「第17回SONAR研究会WEEK」を開催しました！

SONAR研究会幹事会 株式会社SUMCO・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・横河マニュファクチャリング株式会社

AI特化型Webメディア「Ledge.ai」

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

主 催

協 賛

メディアパートナー

日 程 2020/10/6（火）～2020/10/9（金）

「DX＝デジタル化」を改めて考える週間
With/After コロナ時代　日本の製造業がすべきこととは？
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PROGRAM

10:20～10:30

14:00～14:30

14:30～15:00
10:30～11:10

10:10～10:50

11:00～11:50

13:30～14:00

11:20～11:50

14:00～15:00

○開会のご挨拶

技術講演
「専門知識とデータの統合活用による課題解決」
■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）

■株式会社SUMCO
　AI推進本部 上席技術主幹　長田 達弥　氏
 　（SONAR研究会幹事会 幹事）

ライブQ&A
技術講演の質疑応答

■横河ソリューションサービス株式会社
　ソリューションビジネス本部
　コネクテッドインダストリーズビジネス開拓センター
　センター長　佐藤 恵二　氏

ピッチマラソン ～製造業を盛り上げるべく～

製品品質安定化を目的としたデータ解析ツールDPIの紹介
～YDC SONAR®に蓄積されたデータの有効活用提案～

製造現場のデータを簡単連携
■株式会社たけびし
　技術本部システムソリューション開発部 オリジナル商品開発課
　主事　黄波戸 信治　氏

■株式会社シムトップス
　i-Reporter営業グループ　岩崎 純也　氏

現場の紙帳票のペーパーレスツール
「ConMas i-Reporter」のご紹介
～iPad、Windowsタブレットを活用して
現場のペーパーレス化を実現！！～

最新情報
「YDC SONAR®の機能強化と最新の動向について」
■株式会社ワイ・ディ・シー 開発本部 製品開発部
　SONAR開発Gr長 兼 プロダクトデザイナ　中島 良太

ライブQ&A
デモ実演に関する質疑応答

 画像×AI 活用アイデア創出方法がよく分かる
～AI活用を成功に導くエッセンス～
■株式会社ワイ・ディ・シー Smart MFG事業本部 MFGコンサルティング部
　シニアコンサルタント　吉川 真史
　コンサルタント　相馬 恭介、山本 晴香、濱田 裕也

デモ実演 《YDC SONAR®導入企業向け》
インダストリー4.0やDXの根幹をなす
YDC SONAR® V7.3の最新機能のご紹介
■株式会社ワイ・ディ・シー
　開発本部 製品開発部 エンジニア　大嘉 昌幸

デモ実演 《新規ご検討中のお客様向け》
初めてのYDC SONAR®
～製造業のお客様に選ばれる理由が分かる～
■株式会社ワイ・ディ・シー
　Smart MFG事業本部 西日本ソリューション部
　スマートシステム1Gr　工藤 万葉

ピッチマラソン ～製造業を盛り上げるべく～

■東京電機産業株式会社
　ソリューション統括本部 システムソリューション推進部
　課長　小島 仁　氏

■ジヤトコ株式会社
　コーポレート品質保証部　木室 正一郎　氏　
　（SONAR研究会幹事会 幹事）

解析用データの取り込みとその仕組み作り
～データ取り込みのネットワーク化～

■東京電機産業株式会社
　ソリューション統括本部 システムソリューション推進部
　課長　飯島 勉　氏

設備監視パッケージ
～PLCの製造データをプログラムレスで収集～

■日本ストラタステクノロジー株式会社
　事業開発部 部長　香月 千成子　氏

生産現場を支える“止まらない“エッジコンピューティング
～現場の課題解決のポイントを事例とともに解説～

■株式会社ディアイティ
　セキュリティコンサルティング本部 ゼネラルマネージャー　山田 英史　氏

サプライチェーンと製造システムにおけるリスクと対策
～物理空間と仮想空間が連携する製造システムのリスクと対策～

■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
■株式会社Rist　勝 啓太朗　氏
■株式会社レッジ Ledge.ai ライター・編集　高島 圭介　氏（モデレーター）

■東芝デジタルソリューションズ株式会社
　ソフトウェアシステム技術開発センター
　ソフトウェア開発部 第三担当 エンジニア　奥野 舜　氏

ピッチマラソン ～製造業を盛り上げるべく～
量子コンピュータに由来する
「シミュレーテッド分岐マシン」活用の鍵
～世界最速・最大の組合せ最適化に挑み、社会課題を解く！～

パネルディスカッション
「製造業におけるAI活用と未来」

講演セッション
迷走するAI活用からの脱却！
製造業の活用事例と共に考える、
With/Afterコロナ時代の現場が使えるAI活用術
■株式会社ワイ・ディ・シー Smart MFG事業本部 MFGコンサルティング部
　シニアコンサルタント　大江 隆徳

10:00～10:40

11:40～11:50

○クロージング挨拶

トークセッション
日本製造業の競争力の源泉となる「データの利活用」
“データサイエンティスト”との二人三脚の実態に迫る
～内製と外注はどっちがベストな選択？～
■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　赤堀 友彦　氏 （モデレーター）
■株式会社LIXIL
　LIXIL Water Technology Japan サプライチェーン統括部 生産技術部 自働化技術室 室長　外尾 成章　氏
■JFEスチール株式会社
　スチール研究所 サイバーフィジカルシステム研究開発部 主任研究員（副部長）　茂森 弘靖　氏
■株式会社ワイ・ディ・シー
　Smart MFG事業本部 東日本ソリューション部 データサイエンティスト　間宮 秀雄

10/6 Day 1

10/9

10:00～10:40

10:40～11:00

14:00～14:40

10/8

10/7 Day 2 Day 4

Day 3

ワークショップの参加を通して、新たな気づき・課題を発見し、どのグループも活発な話し合いが
ありました。AIに対する理解が高まり、実践の第一歩につなげるきっかけになりました。

少人数ワークショップ
10/7 15:00-16:30 ／ 10/8 15:00-16:30

1１:00～11:40　ライブQ&A

1１:00～11:40　ライブQ&A
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PANEL DISCUSSION

【INTRODUCTION】
近年、製造業におけるAI活用の流れは加速し、実用段階へと
移り変わっています。製造業の飛躍的な革新に向け、AI活用
は喫緊で取り組むべき経営課題となりつつあります。しかし、
AI導入と運用における課題は多々あります。試作品を作った
ものの頓挫してしまういわゆる“PoC死”を回避し、AIを有効
活用するためには、クライアント側にもリテラシーが求められ
ています。新型コロナウイルスで大きく変化する情勢を踏ま
え、製造業がこれからどうなっていくのか、またどう技術と向
き合っていくべきか、有識者のディスカッションを行いました。

【自己紹介・企業紹介】
高島：株式会社レッジの高島と申します。レッジは、AI特化型
Webメディア「Ledge.ai」っていうメディアを運営しており、
私は編集とライターをしています。また、AI専門の事例を検索
で探せるデータベース「e.g.」というサービスを提供していた
り、AIをテーマに産官学の方々をお呼びしてセミナーやカン
ファレンスを行ったりしています。今日はモデレーターを務め
させていただきます。

内藤：ワイ・ディ・シーの内藤と申します。ワイ・ディ・シーは、製
造業のお客さま向けにAIやITのシステム開発およびコンサル
ティング、ソフトウェアのライセンス販売等を行っています。私
自身は現在、「YDC SONAR®」という製品の開発責任者をし
ています。

勝： Ristの勝と申します。私は2012年ごろからデジタルマー
ケティング分野でAIに関わり、現在は製造業向けの主に外観
検査のAIソリューションを提供しております。

【ディスカッション】
■製造業×AIの現在地
最初のテーマは「製造業ならではのAI活用の難しさ」につい
て。AIを活用するためには、現場で見落としがちな「課題」の
設定が不可欠であることが指摘された。また具体的な例とし
て、他業種と比較しデータの紐づけが難しいことや、そもそも
必要なデータがないこと等があげられた。

高島：製造業ならではのAI活用の難しさは、どこにあるので
しょうか。

勝：一時期ビックデータブームが起こり、製造現場でもとりあ
えずどんどんデータ化してどこかに溜め込んでおこうという風
潮がありましたが、その中でデータがつながらないという問
題が多々あって。というのも、製造現場は細かく工程が分かれ
ていますが、最初の工程での製品と後工程の製品を紐づける
ためのIDがつながらないということがよく起こるんですよね。

内藤：そうですね。例えばセンサーでは、時間と温度で5秒お
きにデータを取ったりしますが、製品はIDで検査されてデー
タ化されていて、この2つのデータを、例えばExcelを使って紐
づけようとすると、非常に複雑で難しいんですね。でも、ITの
ツールやベンダーを使うことで、そこをクリアできることが結
構あるんです。

勝：活用方法を特に考えずにデータを集めてもなかなか使い
にくいというのはあります。ただ、それが全く使えないわけで
はないので、改めて課題を設定してから、使えるデータをつな
ぎ合わせていくのが大事です。

高島：業界の方は慣れてしまっていて、課題を課題と認識でき
ないこともあるかもしれません。そういう意味でも外部の目は
必要なんでしょうね。ほかに、製造業ならではのAI活用の難し
さはどんなところだと思われますか。

内藤：「データがない」というのは製造業特有かもしれませ
ん。例えば品質を予測したいときに、温度や圧力のデータは
取っているけど処理時間は取っていないということがありま
すが、処理時間は品質にすごく影響を与えていたりするんで
す。金融業界でお金を貸すか貸さないかを予測させる場合、

パラメータとして例えば年収や過去にクレジットの決済が滞っ
てないか等、答えがあるはずのデータが揃っていますよね。でも
製造業のような品質になると、答えがないデータを集めている
可能性があるので、そこは製造業特有だと思います。

■現場を巻き込むためにできる工夫とは
AIは現場で働く人から敬遠されがちだ。しかしAIの活用を成
功させるためには社内全体の意識を統一することが必然であ
り、このギャップに頭を抱える担当者は多い。どのように社内
を巻き込むべきか、そのコツを聞いた。

高島：現場をうまく巻き込むためのアドバイスはありますか？

勝： AIを面白がって、それを社内に広報してくれるような人が
いると、巻き込みやすいですね。小さな成功を大きく報告す
るってすごく重要じゃないかと思います。例えば「今まで人が
チェックしてたこの項目をAIが見つけましたよ」と社内にリ
リースすると、「こういうのも見られるの？」といった情報がど
んどん集まってきて、より良いプロジェクトになるっていう。

勝：そうすると他の工程の人からも「私たちもやってみよう」っ
て声が上がってきたりするんですよね。

高島：盛り上げ隊長のような人が一人いれば違ってくるわけ
ですね。

勝：非常に重要です。

内藤： AIって現場に拒絶されがちなんです。現場の方は自信
を持って物を作っておられるわけですから、新しい物が入って

くることに抵抗がある。それでも踏み込んで、例えば勉強会を
開いてくれる方がいると、われわれも非常にやりやすいです。

高島：現場の方からすると、仕事を奪われるんじゃないかと
いった気持ちもあるのでしょうか。

内藤：そうですね。「皆さんが苦労しているところが短く済むの
で、空いた時間を別のこういうことに使えますよ」とつなげて
いかないと、なかなか現場の方は納得されないです。

■これからの製造業×AI 
新型コロナウイルス感染症の流行により働き方が見直される
ようになり、製造業も過渡期を迎えている。最後に、製造業の
未来のためにデジタルにできることは何かを語ってもらった。

高島：このコロナ禍の状況は製造業のDXにどう影響してくる
とお考えですか。

勝：製造業の方々はコロナ禍でも、ラインを止めることはなか
なかできないので、アクリル板を使ったり、会話禁止のなかで
食事をとったりと、本当に苦労しながら商品を出荷することを
続けられていると思います。今現在も現場の方はすごくストレ
スがかかっていると想像します。その中でデジタル化を進める
ことで、皆さんのストレスを軽減できると思います。そういった
ご相談をいただくこともだんだん増えてきましたので、これか
らどんどん進んでいくのではないかというのが私の意見です。

内藤：今度、デジタル庁ができますよね。私は、世の中を変える
のはデジタルの力だとずっと信じていて。われわれが提供して
いるツールだったり、われわれのようなベンダーは大きな力に
なれると思うんです。リモートワークになって困ったときなど、
ぜひ頼っていただけたらと思いますね。

高島：個人的にコロナ禍でびっくりしたの、会社にはんこを押
すためだけに出社する人がいるというニュースです。そういっ
たことはなくなってほしいってすごく思いますよね。そういうと
ころも含めて製造業はデジタル化する方向に変わっていくべ
きではないでしょうか。

【INTRODUCTION】
成長戦略の一つとして、AIやIoTの活用に着目する製造業の
企業は増えつつあり、付加価値の創出や革新的な効率化によ
り、生産性向上に寄与できる高度なIT人材の確保が急務と
なっています。しかし、データサイエンティストを自社で大量育
成できる製造業はごく一部の企業に限られているため、デー
タ分析を自社でまかなえない場合は社外のプロと二人三脚
で自社のデータ活用力を底上げすることも必要です。今回は、
製造現場のデータ利活用の現状、および、理想のあり方につ
いてディスカッションを行いました。

【自己紹介・会社紹介】
赤堀：モデレーターを務めます日立金属株式会社の赤堀です。

茂森：JFEスチールの茂森です。製鉄所でデータを利用した
製造現場の改善やコストダウンに取り組んできました。

外尾：株式会社LIXILの外尾です。LIXILの中の水回りの部分
であるLWPジャパンに所属し、生産技術の自動化を推進して
おります。生産設備の自動化を進めるために必要な良品条件
を数値化するなど、データ活用が不可欠な部門にも最近は携
わっております。

間宮：ワイ・ディ・シーの間宮と申します。日本やアメリカ・シリ
コンバレーの半導体量産工場や電子部品工場でのプロセス
開発、歩留まり改善に携わっていました。昨年外尾さんから依
頼され、LIXILのデータ解析案件を担当しました。

【ディスカッション】
■データ活用の現状と課題の共有
データ活用をしていても問題解決に役立つデータが少ない、
新旧データの混在など活用できていないケースもある。間宮
氏は、データをきちんと取ること、そしてそのデータを既存の
情報やデータに紐付けられることが重要だと主張する。

赤堀：ご自身の会社でどういったデータを対象にデータ活用

をしているか、得られた効果に対しての満足度についてお聞
きします。また、データ活用を進めるうえでの課題はどこに
あったかをお話しください。

外尾：私の部門は生産技術になるので、主にものづくりで使
用するデータになります。活用の対象としては、生産性の改善
と品質の改善の大きく二つあります。その中でも、一つの工程
に対してやっているので、まだまだデータの活用としては個の
活用なのかなと思っています。ゆくゆくは、個の活用ではなく、
サプライチェーン全体をつないだようなデータで、いろいろと
データ活用できるといいかなと思っております。課題として
は、本当に自分たちが問題解決したいことに対するデータが
まだまだ少ないので、もっとデータを増やしていきたいなと
思っています。

茂森：日本の鉄鋼業界は、大体40年以上前から計算機システ
ムで現場のデータを吸い上げてデータを蓄積していくという
仕組みを作ってきました。ただ40年以上前の計算機システム
は非常に処理能力も劣りますし、メモリーとかハードディスク
の単価もすごく高くて、なかなか大量のデータをためることは
できませんでした。時代が進むにつれて、新しい技術を取り入
れて、それなりにデータ解析に必要なデータインフラを整えて
きました。新しいデータインフラと古いままのシステムが混在
している状況で、最新のデータをどんどん取り入れて十分な
品質改善ができる仕組みを作ることが課題です。

赤堀：ありがとうございます。お二人の意見を聞いて、間宮さ
んから一般的な課題と向き合ってどうか、ご意見いただけれ
ばと思います。

間宮：私が考えるデータを活用するための条件は五つありま
す。まず検査結果のデータがちゃんと取れていること。もう一
つは要因系のデータ、例えば温度だとか外気とかがちゃんと
取れてること。三つ目はそれらを紐付ける情報やデータがあ
ること。これが重要で、例えばきちんと結果と要因のデータが
製品として紐付かないっていう業種もあったりしますし、目的
によって紐付け方が異なるものもある。そこのハンドリングが
なかなか難しいのが一般的な課題ですね。さらに入れ物の話
としてちゃんと使い勝手のいい入れ物に入っていますよって話
と、きょうの最後の話である、誰がそれを使うんですかってい
う話の五点がうまくバランスよくそろうと、うまく活用できる
かなって思って。それ以降もうまくいかないと、なかなか難し
いなというふうに思っています。

■外注の正しい進め方とは？～ベンダーとユーザー企業の
間に温度差（誤解）はあるのか～

ベンダーに依頼する際、不安要素となるのがコストである。
データを整えることから始めると一度の解析でコストに見合っ
た結果は得られないことも。外注の進め方についての意見が、
ユーザー側・ベンダー側それぞれの視点から語られた。

赤堀：ベンダーを選ぶときのポイントや注意点はありますか。

外尾：私は何社か外部にお願いしたことがありますが、期待し
すぎないことが大事だと思います。そうした意味で言うと、間
宮さんは期待以上だったんですが(笑)また、自分たちが知って
いるデータで、一度軽く分析してもらうとか試してみるといい
かなと思います。

茂森：ベンダーにお願いする前に、自分たちはどういう解析を
したいのかを明確にすることが大事。その上で外注先の提案
を聞いたほうがいいと思います。

赤堀：間宮さんはユーザーの意見を聞いて共感できる部分
や、もっとこういったリクエストがあるなどのご意見はありま
すか。

間宮：自社で課題を絞り込んでいただけると非常にやりやす
い。見たこともないデータを扱うのは結構難しいんです。もう
少し深掘りすると、データ自体は取ってしまった後はどうしよ
うもできない。データを取るところは結構重要なので、取る時
点でこのデータでこんなことやりたい、こういうデータはどう
やって取ったらいいかということを相談していただけると効率
が良くなります。

赤堀：ユーザー目線ではできれば内製がいいという話ですが、
そうはいってもノウハウがないなどの理由で外注を頼むこと
もあるかと思います。外注を頼むとなると、早く解決するかも
しれない分コストの心配ですよね。

外尾：今回間宮さんにお願いした不良改善は、コスト改善に
つながっているかというと、まだそうではないと思っています。
スピードはもちろん良かったですが、コスト面では、間宮さん
から学んだことをまず自分たちでもしっかり実践し、展開して
いくということをやっていけば、コストとしても合ってくるのか
なと思っています。自分たちのノウハウにもなってくると思いま
す。コスト的なメリットよりは長い視点で。

茂森：そうですね。コストの面でいうと、一番コストがかかるの
はデータインフラを整えるところだと思います。外注するにし
てもPoCやるにしても、無料でやってくれる所もたくさんある
のでそういった相手を選定していけばいいかなと思います。ま

ずは目的を決めて、データを作ることから。その後、内部で一
生懸命やるっていうことをすればいいと思います。

間宮：その1回の解析でペイすることは、厳しいときがあるんで
す。結果が見えてる場合はいいですけど、結果が見えてないとき
がPoCとかっていうレベルだとあるのが多いので。そこはその
後の、例えばそれによってトリガーになって、改善していきます
よっていうところも考慮してほしいなとは思っています。

【まとめ】
一度の解析で成果を出すのは難しく、短期間で結果を求める
経営層との間にギャップが生まれてしまった場合、どのように
納得してもらうかが課題となる。内製・外注どちらにも通ずる
大切なことについて語ってもらった。

赤堀：最後に今回のトークセッションに関するメッセージをお
願いいたします。

外尾：データ活用するために重要なところは、しっかりとユー
ザー側の目的意識を明確にして外注の皆さんにも接したほう
がいいかなと思います。

茂森：最近は特に、ぜひやってくださいっていう人が増えてき
て、とっても仕事がやりやすくなっています。今はコロナによる
不況で設備投資を非常に絞られている企業も多いと思いま
すが、データ活用に関しては、ぜひまたやってくれと言われて
います。この好機を生かして、ぜひ皆さん一緒にやっていきま
しょう。

間宮：我々はYDC SONAR®という製品を担いでいますが、
今までエクセルなどソフトで使っていたこととは全く違う見方
で物が見れる可能性があるので、ぜひ話だけでも聞いていた
だければなと思います。そこで、自分たちでモヤモヤしていた
ものがすっきりするケースが多い。そういうので活用していた
だければいいかなというふうに思います。

AIのスペシャリストと学ぶ「製造業におけるAI活用と未来」

TALK SESSION
日本製造業の競争力の源泉となる「データの利活用」
“データサイエンティスト”との二人三脚の実態に迫る ～内製と外注はどっちがベストな選択？～

10/8 10:00-10:40Day 3

10/9 10:00-10:40Day 4
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お問い合わせ

SINCE 2008

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。

SONAR研究会

参加者のコメント

ピッチマラソンセッション・フリーコメント一覧

例年は参加していない上司にも業務の合間に見てもらうことができました。
YDC SONARの良さを直接実感してもらえる良い機会になりました。

02

出張が自粛モードな今、遠方でも参加することができ、移動時間も短縮され
るので参加しやすかったです。

01

興味のある分野の話が聞けて有意義でした。たけびしさんのデータ収集
ツールについてもっと知りたいと考えています。

03

製造現場向けの具体的な提案、アドバイスで有益でした。参考にさせて頂き
ます。ぜひ、資料を提供してほしいです。

08

各社15分ですがテーマを絞ればコンパクトに要点を伝えられるので、とても
理解しやすかったです。

10

内製と外注、それぞれのメリット／デメリットを知ることができました。実際にデー
タ活用を進めている企業の生の声が聞け、現場で陥りがちな点を知れました。

06

質問が気軽にでき、質問内容が残っているため、あとから確認できて助かり
ました。

04

大変ためになる話で、自身の知識のリフレッシュ＋新たな知見を得られました。08

要点を絞り、説明が短時間で纏められており、大変いい企画だったと思います。01

データを活用するためのツールの一つとして、わかりやすく説明いただきました。06

皆さんわかりやすく説明してくださり、参考になりました。04

YDC SONARとの連携と、各ソリューションの特徴がよくわかりました。05

具体的な内容で大変参考になりました。ディスカッション内容と同じ課題で
悩んでいたので、これからに活かしたいと思います。

05

オフラインの時と変わらず、得られる情報の質が高かったので非常に満足し
ています。今までは興味のあるテーマが重なっていると参加できない講演も
ありましたが、オンライン開催では興味あるテーマだけを選択して参加する
ことができました。

03

何となくでしか理解していなかったことも、わかりやすく説明していただけたので理
解が深まりました。どのような分野に展開しているか、課題解決に向けて具体的に
どのようにアプローチしているのかを知ることが出来て非常に参考になりました。

10

他社のセミナーに比べると、完成度が高いと感じました。進行役の人がいる
点や受講者からの生の質問に答えてくれる点、また回答者も理解しやすい
話に置き換えて回答してくれるので、安心して聞けました。

07

医療やその他の分野の話が聴けて参考になりました。製品専門知識のある
人間と、解析スキルのある人間、会社の判断を出す立場の人、いかに連携を
するのが大変で大切かについて学ぶことができました。

09

i-Reporterのようなツールの導入は進めたいですね。システム部門など関
係部門に紹介します。現場で使用している帳票のイメージをそのまま使った
りして、音声入力するなど、現場の入力負担軽減に向けた価値を感じました。

02

情報量が多くなる中で、今まで以上に情報処理速度を高めなければいけな
いものの、CPUの高速化もそのうち限界がくるだろうと考える中で量子コン
ピューターの存在があり興味をもっていました。

07

製造IoTの実現に向けて生産ラインでシステムの構築を二年半かけて推進
してきましたが、横河ソリューションサービス様、I-Reporter のデータ収集
のやりかたについても幅広い知識をもつことができました。

09

配信映像の撮影舞台ウラ！ 今回のオンライン開催に当たり、クロマキー合成撮影によって撮影した映像を配信しておりました。


