
REPORTE
V
E
N
T 2021

「SONAR研究会」では、製造業に携われている全ての方々が
データ利活用において直面するさまざまな悩みや課題に応え
るべく、参加者同士の交流・対話の機会を提供しています。

昨年に続き、オンラインで開催された第18回SONAR研
究会では、DX推進に欠かせないデータ利活用のノウハウ
や最新テクノロジー（AI、クラウド、セキュリティ対策）など
多岐にわたるカテゴリのセッションをご用意しました。
データ活用の多様化・高度化が進む中で、日本企業のDX

推進の鍵を握るだけでなく、その活用の差が企業競争力
を大きく左右する時代が到来しています。企業のデータ
利活用への関心と期待は高まる一方で、データ利活用の
シーンや目的、また、企業の現状によってその課題は多岐
にわたります。

今年のSONAR研究会では、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共有して刺激を与え合える

機会として、ライトニングトークやパネルディスカッション
など多くの企画を盛り込んで開催いたしました。

また、コロナ禍で孤独になりがちなYDC SONARユー
ザーの皆様に、ユーザー同士の力でともに学び合う場をご
提供すべく、開催形式において、オンラインならではのメ
リットを生かし、バーチャルの空間では講演セッションの視
聴以外に、参加者・登壇者が気軽に交流を図れる新しいコ
ミュニケーションの仕組みをご提供しました。  

多数のご参加
ありがとう
ございました

オンラインの特性を活かし、新たなコミュニケーションの場を生み出す
２年目のオンライン開催では更にレベルアップ

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）主催

2021/10/13（水）～10/15（金）

●SONAR研究会第18回

since2008

製造業データ利活用の
“現在地”とこれからの“展望”について

株式会社ワイ・ディ・シー （SONAR研究会事務局） 後援

[数字] ～画面越しにも感じられた参加者の熱量～ [オンライン配信の体制] ～より良い視聴体験～

[ウェビナーとはひと味違う] ～新しいコミュニケーションの仕組み～

▶ 全体登録数

▶ メッセージ交流数

▶ 3日間延べ視聴人数

▶ リアルタイム質問投稿数

▶ アンケート合計回答数

▶ 20セッション、22名登壇スピーカー
▶ 事前収録4日間＋リハーサル1日＋LIVE配信3日間

354名
130件
650名
41件
243件

▶ 配信専門スタジオ：照明・カメラ・配信機材・高速ネットワーク回線・ディレクター
▶ 動画配信「vimeo」
▶ リアル配信中継「zoom」
▶ 参加者・登壇者双方向コミュニケーションが実現できる配信プラットフォーム「EventHub」

▶ 参加者・登壇者の顔が見れる「EventHub」プロフィール一覧
▶ 登壇企業・セッションごとのコンタクト窓口「EventHub交流機能」
▶ 質問・回答投稿可能の掲示板「sli.do」

様々な切口で見る「第18回SONAR研究会」
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Program

■エヌビディア合同会社（NVIDIA）
　オートノマス・マシン事業部 ビジネス推進マネージャ
　梅本 将範　様

【ピッチマラソン】
NVIDIA ツールキットを活用した迅速なAIの導入

【ユーザー様によるライトニングトーク】

【技術講演】
データが蓄積されるまで待てない！
ときに役立つモデル構築技術
■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　様（株式会社ワイ・ディ・シー技術顧問）

■株式会社ワイ・ディ・シー
　技術統括本部　竹内 勝

■協和キリン株式会社
　本社品質本部 高崎品質ユニット 改善推進グループ
　木島 研一　様
■株式会社ミクニ
　サプライチェーン本部 菊川工場 品質管理グループ第2チーム
　丸山 修　様
■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
　渡部 達裕　様

■株式会社ワイ・ディ・シー
　技術統括本部 データサイエンティスト　間宮 秀雄

【YDC SONARマイスター検定の解説】
プロセスデータ解析編

【YDC SONARマイスター検定の解説】
基礎編＆クライアント操作編

【Ask to the Speaker】
京都大学加納学教授ライブQ&A

10/14

【YDC SONAR最新情報】
■株式会社ワイ・ディ・シー
　技術統括本部 製品開発部　大嘉 昌幸

■ルネサスエレクトロニクス株式会社
　情報システム統括部 製品開発支援システム部　西村 英孝　様
■JFEスチール株式会社
　サイバーフィジカルシステム研究開発部　久山 修司　様
■株式会社ワイ・ディ・シー
　技術統括本部 データサイエンティスト　間宮 秀雄

【対談形式】
データ利活用の“これだけは外してはいけない
”ツールの選び方と必要な思考

【ピッチマラソン】 
最新セキュリティインシデント事例とその対策
～やられてからでは遅い！
　平時のうちに対策すべきセキュリティ～

【ピッチマラソン】 
これからのデータ活用の基盤を支える
“止まらない”エッジコンピューティング
～導入例から見る勘所とは～

■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　様

10/15

■株式会社ディアイティ
　セキュリティソリューション本部
　シニアコンサルタント　小泉 渉　様

【パネルディスカッション】
女性ユーザーによるパネルディスカッション
～YDC SONAR活用推進の物語～

【ピッチマラソン】
自己教師あり学習とその応用
～アノテーションが存在しないデータを
活用できるAI技術～

【プレゼンテーション】 
《データ活用仕組みの導入やツールの入れ替えご検討中のお客様向け》

デモ実演！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
　技術統括本部 製品開発部
　山田 悠輝

【プレゼンテーション】 
《データ活用仕組みの導入やツールの入れ替えご検討中のお客様向け》

データから価値を生み出すために必要な視点
～YDC SONAR活用事例のご紹介～
■株式会社ワイ・ディ・シー
　SmartMFG事業本部
　村上 正樹

【プレゼンテーション】 
《データ活用仕組みの導入やツールの入れ替えご検討中のお客様向け》

YDC SONARって実際どうなの？
～効果を出すには？活用ポイントや注意点を解説～
■株式会社ワイ・ディ・シー
　SmartMFG事業本部
　和田 雄介

【パネルディスカッション】
次期バージョンに向けての公開企画会議

10/13 Day 1 Day 2

Day 3

■フューチャー株式会社
　Strategic AI Group シニアコンサルタント
　車 向前　様

■ジヤトコ株式会社
　コーポレート品質保証部門 品質企画管理部
　小澤 なつ子　様（モデレーター）
■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
　石原 純子　様
■株式会社LIXIL（リクシル）
　LWTJ サプライチェーン統括部 生産技術部 自働化技術グループ
　孫 超蒙　様

【ピッチマラソン】
YDC SONARとAWSでDX！
～データ活用の劇的な進化をAWSで！～

■アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
　ISVパートナー本部
　柳澤 政夫　様

■株式会社SUMCO
　AI推進本部 上席技術主幹
　長田 達弥　様（モデレーター）
■シャープディスプレイテクノロジー株式会社
　自発光生産統轄部 第一プロセス技術部(3工場) 技師
　濱田 邦博　様
■株式会社LIXIL（リクシル）
　LWTJ サプライチェーン統括部
　生産技術部 自働化技術グループ グループリーダー
　外尾 成章　様
■日東電工株式会社
　豊橋事業所 基盤機能材料事業部門 生産技術部
　デジタルデータ企画グループ
　伊地知 仁　様
■白河オリンパス株式会社
　第2技術部 電装技術G
　鈴木 直哉　様
■協和キリン株式会社
　本社品質本部 高崎品質ユニット 改善推進グループ
　木島 研一　様
■ギガフォトン株式会社
　生産・CS本部 生産技術部 生産技術2課
　宮崎 幸一　様

10:05～11:00

11:15～11:45

13:30～15:30

10:00～10:40

10:40～10:55

11:00～11:30

13:00～14:00

14:00～14:40

13:30～14:00

14:00～14:40

14:50～15:30

14:40～15:20

10:00～10:30

10:30～11:00

11:00～11:55
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Panel Discussion

【INTRODUCTION】
DXやデータ利活用推進の為には、ツール選定が欠かせない
プロセスになります。世の中にいくつも存在している、たくさん
のツールの中から、自社に合う製品を選ぶのは簡単に出来る
事ではありません。本セッションでは、現役データサイエン
ティストやデータ分析に豊富な知見を持つ識者の方 と々共に
データ利活用のツール選びのポイントのディスカッションを
行いました。

【自己紹介・会社紹介】
間宮：ワイ・ディ・シーの間宮と申します。半導体工場、電子部
品工場のプロセスインテグレーションとして、データを活用し
た品質改善業務に従事しておりました。その後はソフトウェア
会社のデータサイエンティストとしてお客様の品質改善業務
を支援しています。

久山：ＪＦＥスチール株式会社の久山と申します。現在はデー
タサイエンスを活用した鉄鋼製品の品質要因解析に関する
研究・開発を主に行っております。以前は製鉄プラントのプロ
セス制御の研究・開発や、生産管理・物流管理への数理最適
化の研究に取り組んでおりました。

西村：ルネサスエレクトロニクス株式会社の西村と申します。
半導体のプロセスエンジニア・プロセスインテグレーションな
どを経験し、半導体各社が参加するコンソーシアムに参画し、
装置データ収集仕様の国際標準化に従事しておりました。現
在は全社の情報システム部門で、エンジニアの皆さんのシス
テム及びその運用をサポートしています。

【ツールの選定について】
間宮：ツールの選定をする上で重要なポイントを教えていた
だけますか。

久山：ツール選定には、技術的側面、ビジネス的側面とありま
すが、研究開発部門として、技術的側面をお話すると、1つ目
は性能です。機械学習を使う場合の予測の精度や、グラフ描
画等の応答性が重要になります。2つ目はUI(ユーザーイン
ターフェース)や使い勝手です。特にデータサイエンスが専門
ではないユーザーは、取っ掛かりが非常に重要で、そのため
には、見た目がシンプルで、ドラックアンドドロップで簡単に操
作できることが重要になります。

西村：私はツールを要求する側、ツールの要件を受ける側の
両方とも経験しましたが、ツールの選定の前に必要なのは
「何をやりたいか」、つまり、どのような課題を解決したいの
か？が重要と思っています。まずは課題について要件定義を
行って、その要件を実現する機能を検討し、機能を実現する
方法としてツールの購入、自社での開発の選択があるのだと

思います。
個々の部署がツールを購入する場合には、その部署はどのよ
うな課題を解決すべきか明確なので、そのようなステップは
不要な場合もありますが、全社のツールやDXを考える上で
は、要件定義が重要で「何をやりたいか」の本質的な部分を
業務で語ってもらって、共通した部分と個別の尖った部分を
分けて考える必要があります。

間宮：ROI(投資利益率)を計算しなければ導入できないと
いったお話もよく耳にしますが、そのあたりについてもお聞か
せ願えますか。

西村：ツールを導入することによってエンジニアの工数が削減
できるという話は、その工数をどこに充てるという話が重要
で、単純に工数削減という話は厳しいと思います。また、ツー
ルはリリースすると同時に陳腐化するので、技術の進歩に対
するツールの改良についても加味した上で選定する必要があ
ります。

間宮：そのあたりは内製ですべてまかなうことは厳しいといっ
たところでしょうか。

西村：外注のパッケージがバージョンアップで行うようなことを、
社内で工数をかけて行うことは覚悟しなければいけませんね。

間宮：データ基盤と発展的な機能はどちらを優先すべきで
しょうか。

久山：データがみんなで見れることは非常に重要で、データ
基盤整備はどこかのタイミングで必須と思います。どのデータ
を入れるかは難しい問題ですが、まずは顧客向け、社内向け
のQA情報のような必須のデータを優先して、そこからは色々
な立場の人が手分けして選定を行っていくのが良いと思いま
す。それだけデータ基盤に力を入れる価値はあると思います。

西村：データ基盤を作るために、半導体コンソーシアム時代に
は、装置からデータをとる際のインターフェースの仕様を国際
的に統一していました。装置メーカーにとっては、実装の種類
を減らせる、受け取り側も装置ごとに別々のフォーマットが出
てこないなどの、お互いに利点があったので、標準化の動きが
起こりました。特に工程数や装置の種類が多い産業にはメ
リットがあったと思います。

久山：おっしゃる通りです。複数工場が存在すると、同じ意味
でも使っている言葉が違うことがありますので、その部分を標
準化で繋げてあげることはデータ基盤整備の上で大切だと
思います。

【ツールを定着させる方法】
間宮：ツールを定着させるための仕組みとして、なにか考えら
れていることはありますか。

久山：成功事例の積み重ね、スモールサクセスを作ることや、
社内教育の整備が重要だと考えます。

西村：各社で技術標準や、標準手順が決められていると思いま
すが、その中にデータの収集・処理・報告が埋め込まれていて、
その部分にツールが当て嵌まっていれば定着すると思います。

間宮：業務的な仕組みではなく、ツールの機能として、ツール
の定着や社内に広めるようなものはありますか？

西村：やはり一番は工程の管理図ではないでしょうか。工場
では必ず作っているものですし、管理項目が増えてくると、自
動化した方が効率的です。お客様に工程の管理状況などを報
告することもあると思いますので、レポーティングといった面
も含めて、受け入れられやすいと思います。

久山：まさにそのとおりで、一番使用されるのは管理図です
ね。横軸を時系列で点をプロットして管理範囲を決めて、外れ
た場合にアラートを出すような機能です。管理項目が増えてい
くと毎日監視していられないので、ある程度ルールベースで、
アラートを出すような機能があると使いやすいです。

間宮：データ基盤を作ることは、様々なデータを繋いでいくこ
とで価値を見出していくと思いますが、データが繋がっても、
組織間が離れていったりすると、使う人が繋がっていないこと
があると思います。そういった状態を改善させるアイディアは
ありますか。

久山：とても難しい問題ですが、考えとしては二つあって、一つ
目は部署間の業務フローの中でツールがアシストをすることで
す。二つ目は、製造業ですと、製品やお客様に紐づいて横串に
品質を管理するような部門の方にツールを使用していただくこ
とで、組織間の連携は比較的スムーズに進むかと思います。

間宮：まさにプロセス・インテグレーション的な考え方というこ
とですね。

西村：半導体の工場ではアドバンスト・プロセス・コントロー
ルと呼びますが、前の工程の人のデータを後ろの工程の人が
使って調整をするとか、逆に然りで、そういった方法は現実に
行われていて、工程間のデータのやり取りというのは、業務で
語ると見えてくると思います。

【データサイエンティストの育成】
間宮：データサイエンティストを育成するためには、まずなに
から取り組めばいいかアドバイスはありますでしょうか。

久山：やはりデータサイエンティストに興味がある人がまずは
先陣を切って取り組むことでしょうか。ツールベンダーの方へ
のお願い事とすると、ツールを使った改善の事例集があると
取っ掛かりとしては良いのではないかと思います。

間宮：事例といってもなかなかぴったりと合うものも見つけにく
いかもしれないですが、そのような時に、別の業種の事例とか
も参考になったりすると思いますが、その辺はいかがですか。

西村：手前味噌にはなりますが、半導体の世界ではＡＥＣ/Ａ
ＰＣシンポジウムという研究会を開催しております。各社から
論文をいただいて発表頂き、質疑応答をするような形です。他
社の取り組みを知ることができ、また自社の取り組みを公開
することで、フィードバックをいただくこともできます。

間宮：他業種の研究会でも、最近はオンライン形式もあり参
加しやすいですよね。

西村：はい。他業種ですので完全に一致することはなくとも、
同じようなアプローチで取り組んでいることに関しては気づ
きがありますし、困難な点や工夫された点を参考にさせてい
ただくこともできます。社内では、やはり社内のデータとやり
方で気づける範囲となってしまいますので。

間宮：これも手前味噌な話となってしまいますが、SONAR研
究会も様々な業種の方に参加いただいておりますのでぜひそ
ういった議論を行っていただきたいです。

久山：他業種にまたがる研究をされている方、たとえば京都
大学の加納先生などに課題を相談した上で、他業種の事例を
教えてもらうなど、ヒントを頂くのもひとつのアプローチだと
思いますね。

間宮：それでは次に、外部のデータサイエンティストに期待す
ることはありますか。

西村：半導体の世界ではとれるデータが膨大です。これを個
人で解析するのは難しい量になりますし、数学的な知識や
データ処理の技術を今すぐ社内に用意するのは難しいです。
長期的に利用してよいかとなると別の議論になりますが。外
部から提供される、業界特有の解析サービスを利用すること
は、社内でかかる工数や取っ掛かりという点を考えると、即効
性があり大変効果が出ることだと考えています。

久山：鉄鋼の話でいうと装置にセンサーを付けることが難し
い場合があり、そういった際に気になるのが「今あるデータで
十分なのか」ということです。解析サービスでは、例えば、デー
タ数は今の状態で足りているのか、新しいセンサーが必要な
のか、新しい収集方法が必要なのか、データの粒度、などの踏
み込んだ見極めをしてくれると有難いです。

間宮：最後になりますが、データサイエンティストとしてのモ
チベーションをお聞かせ願えますでしょうか。

西村：最近、DXなどでデータを取得して何かしなくてはなら
ないという流れになっていますが、データサイエンスやツール
はあくまで道具で、その後ろにある判断や価値を生み出すこ
とが重要です。そのためには絶対やらなければならないことで
ある、というのがモチベーションになっています。

久山：データから見える数値やグラフと実物の動きや品質が
結びついた瞬間が、面白く、醍醐味でありモチベーションに
なっています。

間宮：私も仮説通りに実際結果が出た場合などは、純粋に面
白さを感じますね。

YDC SONARご利用中の6社のユーザーにパネリストとしてご登壇いただきました。YDC SONAR開発メ
ンバーも登壇し、YDC SONARの強みや今後目指す方向性についてディスカッションしていただきました。

1つ目のディスカッションテーマである「YDC SONARの強み」については簡易な操作でデータ加工ができることが様々な
視点での解析につながる点やトレーサビリティが確実に早くなっており、「生産設備のプロセスデータなどもすぐその場で確
認できる効果も大きいし、品質保証部などでもすぐその場で確認できる。また、品質向上にも寄与していると感じる。」といっ
たコメントがありました。

2つ目のテーマ「DX推進でYDC SONARに期待すること」では、既に活用できていることと、将来期待することの2点でご意
見をいただきました。

まずは、効率化の観点で、昨今のコロナ禍によるテレワークの普及でも問題なくYDC SONARを利用することができている

とのこと。在宅でも通常勤務どおりの業務ができていて助けられているという声をいただきました。

また、最近よく話題に挙がるクラウド環境の利用に関しては登壇者の1名がご利用中とのことで、メリットや利用するにあ
たって工夫されていることをご紹介いただき、様々な観点で活発なご発言がありました。

将来的なコスト削減や環境対応の観点では、「東日本大震災以降、使用電力量の削減に取り組んでいる。電力使用量のデー
タを抽出し、YDC SONARでロギングしている二酸化炭素そのものではなく、それに通ずるようなデータを監視している。
部屋の温度など環境データなどもすべて取っている。」社会環境の対応においても、データの見える化の取り組みを推進して
いる声がありました。

今回のディスカッションにおいて、クラウド、AI、カーボンニュートラルなど、皆様が今後取り組まれようとされていることを聞
くことができ今後のYDC SONARバージョンアップへの参考にさせていただきます。

データ利活用の"これだけは外してはいけない"ツールの選び方と必要な思考

10/15 11:00-11:55Day 3

10/13 13:30-15:30Day 1

使いこなしのレベルを測りましょう！
あなたはYDC SONARのこと、どれぐらい知っていますか？

YDC SONARを使うにあたって、基本的な操作についての問題です。 これに全問正解できるか？！
ご自身のスキルを可視化することで、これまで見えなかったご自身の課題や強みが見えてくるかもし
れません。YDC SONARご利用中のユーザー様、ぜひ腕試ししてください。
管理者（推進者）の皆さんも社内浸透のための学習ツールとしてぜひご活用ください。

YDC SONAR マイスター検定

YDC SONAR利用ユーザー必見！

次期バージョンに向けての公開企画会議

マイスター検定 参加者コメント

新しい使い方を発見することができました。01

意外と知らなかった機能もあってためになりました。02

自分のスキルを図ることができ有意義でした。03

社内の導入教育の材料として活用したい04

データ解析に関する考え方を改めて振り返る機会になって、よかったです。05

YDC SONARに対する理解がより深まった。06

マイスター検定の内容

マイスター検定の内容

基礎知識編 クライアント操作編 プロセスデータ解析編

個人情報入力 試験問題チャレンジ 採点結果

YDC SONARマイスター検定 特設サイト▶
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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

第18回SONAR研究会 参加者コメント

3日間ありがとうござました。どれも使える内容ばかりで有意義な時間を過ごすことが出来ました。02

今回も盛りだくさんの企画ありがとうございました。次回も期待しています。01

他業種の話が聞けてとてもいい勉強になりました。色々な事例が聞けて良かったです。04

講演者と参加者の距離が近く非常に良かったと思います。03

YDC SONARマイスター検定の内容・解説、しばらくアクセス・自習できるようにして欲しいです。06

有意義な知見を得られるため、毎年参加しています。05

データサイエンスの動向も動きが活発であり、来年も実践者の方による講演やパネルディスカッションが行われることを期待しています。08

製造業で大事なデ－タとは、履歴デ－タであるとの話は、非常に考えさせられましたし、弊社でも活用出来るよう、認識を変える必要があると思いました。07

活発な討議ありがとうございました。当方もレベル(スキル)アップしたいと改めて思える機会となりました。10

盛りだくさんのコンテンツを提供していただき、ありがとうございました。貴重な機会なので続けてほしいです。09

登壇者が多いと、各社の事例が横並びで分かり、情報も多く収集しやすかったです。12

ツールの選び方と必要な思考のパネルディスカッションを視聴させていただきましたが、なるほどと思うことが多く価値があると感じました。14

加納先生の講演は毎年楽しみにしています。今年度は特に現場での活用がイメージしやすい内容で勉強になりました。16

製造業への具体的な展開事例が確認できて局所PLSを検討してみたいと思いました。17

今回の加納教授の事例のように、製造業での実際のAI活用事例を交えた講演を引き続き開催いただけると、大変助かります。18

女性ながらの視点でのSONARの利用方法や、活用展開などを聞けてよかったです。違った観点でかつ新鮮な情報としてインプットできました。11

導入ユーザーではない方にも広く門戸を開いていらっしゃるので、製品自体に少しでも興味を持っている方や実際何ができるのか知りたい方には大変ありがたいイベン
トだと感じています。

13

データサイエンティストと呼ばれる方々のニーズが高まる中、どんな分析・解析を求められる(レベルを提供できる)人材を呼ぶのか？の定義が難しいところです。本
日のセクション内で、その定義と教育の取り組みを紹介いただいた点は興味深いと感じました。

15

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。


