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日本の製造業において、AIシステム
をフル活用して生産現場の価値

を抜本的に底上げする動きが目立って
きた。これまで生産ラインでのAI 活用
は、設備などの故障を事前察知する予
知保全が中心だった。これが、仕掛品や
ワークの状態から、完成品の品質や不
良の発生予測、目視に頼っていた微妙
な検査の自動化が可能になった。
　これまで、こうした判断や作業は、高
度な技能を持つ熟練技術者にしかでき
ない仕事だった。ところが、少子高齢化
が進む日本では、こうした熟練技術者
の不足が目立ってきた。属人的能力に
頼ってきた仕事をAIで代替できれば、
人手不足を解消できる。そればかりか、
疲れ知らずでラインに目配りする “AI
技術者”を獲得することになる。

インライン化で人とAIが共に成長
　「製造業でのAI活用の理想は、AIの判
定結果を現場にフィードバックし、生
産性や品質、歩留まりなどを継続的に
カイゼンしていくことです」とYDCの大
江隆徳氏はいう。こうしたAIと製造現場
を同時に成長・進化させる手法は、「イ
ンライン化」と呼ばれる（図1）。
　インライン化を実現するためのAIシ
ステムは、構成自体は極めてシンプル。
大 きく分 けて、「データ 収 集」「解 析」

「フィードバック」という3つの要素で
構成されている。
　まず、製造現場から「データ収集」し
て逐次蓄積し、ビッグデータ化する。こ
の際、その後、AIで解析することを見据

欠であり、従来のFAシステムとは異質
な特徴を持つAIを初めて導入する製造
業企業にとってはハードルが高い。ま
た、多くの製造現場は、長年にわたっ
て人手作業による生産性や品質の向上
の努力を続けてきている。人とは異質な
知性であるAIを判断や作業に挟み込む
ことで、これまで苦労して最適化して
きた作業環境や仕事の進め方が変わっ
てしまうことに難色を示すこともある。
　AIシステムの導入や運用を的確かつ
円滑に進めるためには、製造業でのAI
活用を熟知するパートナーとの二人三
脚での共同作業が欠かせない。
　AIシステムの導入と運用を支援する
システム・ベンダーは数多くある。しか
し、製造業でのシステム開発経験が豊
富で、インライン化したAIシステムの
構築と運用を支援できる力を持つとこ
ろは少ない。製造業に特化したシステ
ム・ベンダーであるYDCは、こうした要
件に合う極めて稀有な存在だといえる。
同社をパートナーとして選んだ製造業
企業は、「導入検討から日々の運用まで、

『顧客目線』で検証を進められたため、
確かな効果を実感できました。今後、継
続して運用できそうな気がしました」と
語っている。YDCでは、AIシステムのイ
ンライン化を成功させるため、「３つの
切り口から製造業企業を支援していま
す」と同社の吉川真史氏はいう。

えて、解析しやすい形式で蓄積しておく
ことが重要になる。例えば、画像系デー
タと、検査結果・特性値・プロセスデー
タなど数値系データは、解析時の手法
が異なるので、この時点で大別した方が
よい。さらに、蓄積する前に、データを
必要に応じて整理・加工して構造化し
ておくことも大切だ。現場から収集した
データには、ノイズが含まれ、データ同
士の時刻同期が取れていないなど、解
析に適さないことがほとんどだからだ。
　次に、蓄積したデータを基にAIで「解
析」。生産ラインのカイゼンや設備の動
作条件の調整などに役立てる情報を抽
出する。ここで利用するAIは、扱うデー
タの特徴と抽出したい情報の内容に合
わせて、数あるAIモデルの中から最適
なものを選択し、適切に学習させてお
く。そして、抽出した情報を見える化し
たり、カイゼン・ポイントのあぶり出し
や設備条件の最適化など、解析結果を
利用できるようにしておく。AI技術の進
化で、この作業も自動化されつつある。
　そして、解 析 した 結 果 を、製 造 現
場や管理部門、メンテナンス部門に

「フィードバック」。AIシステムが提示
する情報を活用して、生産条件の調整
や製品のリペア、設備の点検・修理な
どに役立てる。

製造業に特化したAIベンダー
　ただし、インライン化したAIシステム
を的確に構築し、現場での活用を定着
させることは簡単ではない。
　相応の専門的な知識とスキルが不可

　切り口 1： 製造業でのデータサイエ
ンスの実践を支援すること。AIは、質
の高いデータを学習データや処理対象
データとして入力しないと、賢く育た
ないし、高精度の判断も下せない。AI
から効果的な情報を得るためには、製
造業の現場で得られるデータの質を読
み解き、最適な活用法を導き出す必要
がある。YCDの顧客企業は、「検証の実
施期間中に、AIに関する知識も学べる
ため、データサイエンティストの育成に
役に立ちました」と語っているという。
　切り口 2： AIシステム全体の最適化
を支援すること。「データ収集」「解析」

「フィードバック」は、個々を最適化し
て単純に組み合わせただけでは、インラ
イン化は実現しない。YDCは、システム
全体を俯瞰し、同社の製造業向けデー
タ活用基盤「YDC SONAR®」を中心に置
いて、現場の状況と目的に合った全体
最適化したシステムの構築を目指す。
　切り口3： AIシステムの導入・運用に
関わる関係者全体を“ワンチーム”にする
こと。実績のある生産ラインに、AIのよ
うな新しい手法を導入し、運用を定着
させる際には、立場や持ち場それぞれの
期待と思惑が異なり、取り組みがチグハ
グになりやすい。YDCは、豊富な事例や
客観的データを提示して、関係者の取
り組み意欲を引き出しながら、意識のベ
クトルを揃えていく。 （裏面に続く）

日本でも、人工知能（AI）を活用して生産ラインの価値を向上させた製造業企業が、続々と出てきている。しかも、AIの判定結果を現場にフィードバックし、ラ
インの生産性や品質、歩留まりなどを継続的にカイゼンしていく、「インライン化」と呼ばれる一歩進んだAI 活用法が大きな成果を上げている。企業競争力の維
持・強化に欠かせない強力な武器になりそうだ。AIのインライン化支援で多くの実績を持つ製造業に特化したシステム・ベンダーであるワイ・ディ・シー（以下、
YDC）に、インライン化したAIシステムの構成、その実現に向けた同社の支援内容と、導入と運用の成功に向けた勘所について聞いた。
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図1⃝インライン化を実現するためのAIシステムの構成
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勘所３：継続的に成長・進化
　一般に、導入直後のAIシステムは、
目指す精度やパフォーマンスに達しな
いまま運用に移るのが常だ。現場のデー
タを学び続けることによって賢さを増
すAIは、継続的学習が欠かせない。ま
た、運用中に浮上する新たな課題の解
決に向けて、新たなAIモデルへの切り
替えや新技術の導入なども行うことに
なる。継続的な成長・進化こそが、理
想のAIシステムを手中にする最善策で
ある。
　例えば、AIの解析結果を基に生産ラ
インをカイゼンしていくために、AIが下
した判断の根拠が知りたいという場面
が出てくることもある。一般に、AIは処
理プロセスがブラックボックス化され
ているため、判断の根拠を知ることが
できない。しかし、近年では、画像解析
をする際、どの部分をより多く見て判
断を下したのか、ヒートマップで知らせ
る技術も確立されている。

　ものづくりのプロセスで、AIやIoTを活用
するシステムを構築する際には、パートナー
となるシステム・ベンダーが、いかに製造現
場を理解しているかが成否の鍵となる。
　YDCは、製造業向けシステムのコンサル

実現する活用基盤だ。また、AI活用のPoCや
インライン化プロジェクトの経験を基に独
自の「AIインキュベーションサービス」を提
供。AI活用コンセプトの構築から事業付加
価値の創造の支援まで「AIを小さく始めて、
大きく育てる」サービスとして好評を得て
いる。

製造業の現場に寄り添い課題解決に共に取り組むYDC
ティング・設計・開発サービスを長年にわ
たって提供し続けてきており、数多くの生
産管理や品質管理のシステム開発実績があ
る。製造業のデータを扱う勘所を熟知して
おり、現場に寄り添う際に大切にすべき点

の理解も深い。
　同社は1995年に品質・情報解析ソリュー
ション「YDC SONAR®」の提供を開始。
　最新版「Version7」は、製造業データの前
処理から見える化、AI 活用までのすべてを

ることの方がもっと重要だ。
　現場で収集したデータを解析し、リ
アルタイムでフィードバックできれば
理想的だ。しかし、現実的には瞬時に
すべてを終えることはできない。この
ため、システム構築段階では、現場設
備からのデータ収集、データの前処理、
AIによる解析、解析結果の利用指針の
抽出、フィードバックなど、それぞれ
の処理にどのくらいの時間がかかり、
その時間で現場に効果をもたらすこと
ができるのか、ベンダーとの間で明確
に詰めておく必要がある。YDCと共に
AI 導入した製造業企業は、「実データ
を用いた検証を実施したことで、導入
後のイメージが明確になった」として
いる。

　製造業にイノベーションをもたらす
AIシステムのインライン化を成功させ
るため、製造業企業ではどのような点
に留意して導入・運用に取り組んだら
よいのだろうか。YDCの相馬恭介氏は、

「AI 導入の計画段階、システム構築段
階、運用段階のそれぞれに、成功に向
けた勘所があります」という。

勘所１：最初から完璧を求めない
　AI導入の計画段階において、導入直
後から100％の精度が得られるシステ
ムを求めると、いつまでたっても導入で
きない。時間とコスト、労力を浪費する
だけだ。どの程度の判断精度が得られ
れば生産ラインの競争力を向上できる
のか。パートナーであるシステム・ベン

ダーとの間で、明確なコンセンサスを
取ってからシステム構築に移ることが
重要だ。結局、この方が成功への早道に
なる。
　いきなりすべての工程を対象にする
のではなく、一製品、一工程に絞って、
小さい範囲から進めていくことも大切
だ。スモールスタートを心掛け、成果を
積み重ねながら徐々に適用範囲を拡大
していくことで、AIの特徴を理解しな
がら、現場がシステムの構築と運用の
ノウハウをじっくり蓄積できる。

勘所２：処理・反映の時間を明確化
　AI 活用では、判断精度ばかりに目が
向きがちだが、AIが抽出した価値ある
情報を、現場でタイムリーに活用でき

　インライン化させたAIシステムを活用
し、生産性や品質、歩留まりの向上に目覚
ましい成果を上げた製造業企業が続々と登
場している。しかも、鉄鋼、化学、半導体・
液晶パネル、自動車など、その業種は多岐
にわたっている。ここではYDCがシステム
の構築・運用を支援した事例を紹介する。

事例１ 鉄鋼業界
途中経過から完成品質を予測
不良発生による巨額損失を防止

　ある鉄鋼メーカーでは、鉄鋼製品の生産
ラインに、AIシステムをインライン化して
導入し、歩留まりを10％向上させること
に成功した（図2）。

　同社は、溶融した鉄が固まり、製品へと
仕上がっていく途中工程で、仕掛品温度な
ど製造パラメータの数値をモニタリング。
AIによって、最終製品の品質（検査値）を
予測できるようにした。そして、品質の低
下が予想される場合には、後工程の加工条
件を最適化するための情報をフィードバッ
クし、不良品にならないよう対処可能に
なった。
　これまでは、最終検査で不良が発見され
ると、破棄もしくは再加工を余儀なくされ
ていた。鉄鋼の生産ラインでは、原料であ
る鉱石を製品に仕上げるまで1カ月以上か
かる。このため、その間に製造されたもの
がすべて無駄になる可能性があった。AIの

導入によって、こうした不良発生による巨
額の損失を防ぐことができた。さらに、「工
場で製造する製品の品質評価指標も改善
できた」（吉川氏）という。

事例2 液晶業界
属人的な検査バラツキを解消して
合否の判定精度を10％以上向上

　ある液晶パネル・メーカーでは、従来、
検査員が行っていた断線など不良を発見
する目視検査を、インライン化したAIに
よって自動化し、合否の判定精度を10％
以上向上させた（図3）。
　液晶パネルの目視検査は、検査員の熟練
度やコンディションによって判定精度にバ

ラツキがあった。さらに、検査対象の数に
比べて検査員が足りなかったため、全数検
査ができない状態だった。これが、AIによ
る自動検査が可能になったことで、判定精
度を高レベルで安定させ、しかも全数検査
が可能になった。
　液晶パネルの断線は、リペア工程によっ
て、良品に変えることが可能である。断線
したパネルを確実に見つけ出し、歩留まり
を高めることにも成功した。

事例3 化学業界
目視判定が困難な粉体品質検査で
精度向上と全数検査を実現

　ある化学メーカーでは、従来、目視で
行っていた顕微鏡による粉体材料の品質
検査をAIによって自動化し、精度向上と全
数検査を実現した。
　「対象となった粉体材料の目視検査は、
微細な粒子同士がくっついている状態や、
わずかに混入している異物を見つけ出す
難易度が高いものでした。複数の検査員が
同一サンプルを検査しても判定がバラつく
ほど微妙な判断が要求されます。合格品と
して納品した製品に、不良が混じっている
ことを顧客から指摘されることもあったよ
うです」（相馬氏）という。そんな状態に限
界を感じてAIの導入に踏み切り、検査精
度を高レベルで安定させることができた。

日本の製造業で進む、AIを活用した生産革新

図2⃝ラインの中間指標から最終試験結果を予測した鉄鋼メーカーでのAI活用
例

図3⃝目視検査を自動化して全数検査を実現した液晶パネル・メーカーでのAI
活用例

中間指標より最終試験結果を予測 人的要因による判定のバラツキが抑制され、判定精度も向上
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システム導入前の課題
▶最終試験までOK・NGの判定ができなか
った。
▶NG品となった製品は破棄もしくは再加
工する必要があり、時間もコストもかかっ
ていた。

システム導入による改善効果
▶中間指標より最終試験結果を予測する
ことで後工程の操業条件変更など対策
を打つことが可能となった。
▶後工程の条件を変えることでNG品を救
える場合もあり、コスト削減に繋がった。

システム導入前の課題
▶検査員によっては誤判定が多い。
▶熟練度で判定結果が異なる。
▶検査員が限られているため検査が追い
つかない。

▶検査員のコストを減らしたい。

システム導入による改善効果
▶判定精度が向上したことで確実に欠陥
品を特定することが可能となった。

▶高速な判定により欠陥品への早期対応
が可能となった。

▶自動化することが可能となったためコスト
が削減できた。

新任検査員

欠陥コードA

欠陥コードB

欠陥コードA

欠陥コードB

誤判定

高精度だけのAIでは成果は得られない
現場に根差したインライン化で実利を追う
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