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1. はじめに
　今はまさに事業機会に恵まれた時期だといえ
る。なぜなら、AI の技術開発とそれを活用するブー
ムが交差している時代だからである。
　弊社は製造業向けの AI サービスを提供してお
り、これまで幾度となく AI プロジェクトを推進
してきた。このノウハウは非常に大切であり、今
の顧客企業のニーズを把握するために必須だと考
えている。
　一方で、これらの案件は顕在ニーズを満たし、
現場の課題を AI によって解決するという意味合
いが強い。AI によってできることが明確になり、
現場の課題を AI が解決し始めたら、次は潜在ニー
ズの把握と掘り起こしに移る必要が出てくる。た
だし、潜在ニーズには痛みを伴うほどではない弱
いニーズが含まれていることも多く、その見極め

が重要だ。見極めていく基準は「価値起点でソ
リューションを提供できるかどうか」だろう。「こ
の課題を解決することによってどのような価値が
生まれるのか」を突き詰めることで、真に解決す
べき潜在ニーズに対してソリューションを提供で
きるようになるはずだ。
　弊社は、将来どうなるかを見据えた上で、課題
解決力をさらに潜在ニーズにまで落とし込んでい
くべきだと常に意識している。これによって、現
場の課題解決から事業課題の解決、ひいてはその
企業が抱える課題の解決にまでつながっていくこ
とを信じている。
　その過程で見えてきた AI 活用のトレンドやポ
イントを皆様にお伝えすることで、現場で打ち手
を尽くしてきたものの、未解決なまま残っている
課題を解決するきっかけとなれば幸いである。
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Point
❶  現在のAI は、熟練技術者による「匠の技」のメカニズムをデータから解き明かし、課題の解決に
導いてくれるものである。

❷  五感を活用した検査工程では特に暗黙知が多く、人の聴覚特性に近いAI へのニーズが高まってい
る。

❸  化学業界におけるAI 適用の新領域として、MI（Materials Informatics）の研究も進めている。
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2. 製造業向けAI の「今」
2.1. 生産現場でのAI 適用手順
　現在、弊社は製造業向けに AI サービスを提供
しており、生産製造工程などへ適用するプロジェ
クトを推進している。
　AI を実装するまでのプレイヤーをビジネスで考
えると、大きく 3 つに分類できる。一つ目は AI
アルゴリズムを開発するプレイヤー、二つ目は開
発されたアルゴリズムやライブラリを各分野向け
にカスタマイズするプレイヤー、三つ目は AI を
汎用的なアプリケーションとして提供するプレイ
ヤーである。すでに世の中に浸透しているチャッ
トボットなどはこの三つ目にあたる。弊社は二つ
目のプレイヤーであり、さまざまな分野に AI 技
術を提供してきた。いくつかの分野での実装が進
み、ここ数年で実用レベルに達することができた。
　特に製造業での AI（Artificial Intelligence）や
IoT（Internet of Things）関連技術の進化は目覚ま
しく、設備の稼働監視や最終製品・中間製品の検
品を含む品質管理の工程では実際に活用されるよ
うになってきた。
　製造現場に設置されている機器や機械装置など
が IoT 化され、すでに稼働している装置に後付け
で設置する IoT 製品や AI なども実用化されてい
る。このようにして機器や稼働環境などの情報を
収集すれば、「今の状況」や「過去の状況」をリア
ルタイムで把握することが可能になり、さらに AI
の技術を活用することで「未来の予測」を実現で
きるようになる。

2.2. 「今」のAI で解決できる課題
　すでにビジネス上で実装されている AI は「特
化型の AI」と呼ばれているもので、与えられた過
去のデータから学び、規則性や判断基準を発見し

て、異常を検知・予測するものである。そのため、
人間のように未経験のことを想像して、行動する
ことはできない。事前に何かしらのデータがイン
プットされている必要がある。与えられていない
データ、学習していないことには対応できず、ま
た過去のデータが十分に存在しない事態（レアな
事態）にも対応しにくい弱点がある。この弱点に
よる影響を小さくできるよう、継続的に AI にデー
タを与え、再学習させ、改善していくことも必要だ。
　このような特化型 AI は、ゴールが明確な課題
を解決することが得意である。例えば、成果を数
値化しやすい歩留まり率の改善や人が正解か否か
判断できるものに関する判断を、人間の代わりに
解決してくれる。これらの課題は今まで熟練工の
勘、コツや、現場の暗黙知によって解決されてき
たものだ。AI はそのメカニズムをデータから解き
明かし、課題を解決に導くことができる。
　現場の「匠の技」を AI 化する際に、予測→原
因分析→最適化という流れで提案をさせていただ
くことが多い。例えば、まず不良品の発生を予測、
または正常・不良の検知に取り組む。原因分析で
はその不良が発生している要因を洗い出し、調整
可能な変数を特定する。こういった段階を踏んで
から、調整可能な変数の最適値をレコメンドする
ことで、製造条件の最適化を実現する、というも
のだ。
　このとき、収集するデータは、インプット（説
明変数）とアウトプット（目的変数）が紐付いて
いることが好ましい。弊社でよく扱うインプット
データは、製造プロセスで制御に使われる PLC1、
DCS2、センサデバイスなどから収集できる運転
データで、温度・流量・振動・圧力・音・超音波
などを示す波形（時系列）データである。一方の
アウトプットデータは、品質管理のデータで、良

1    プログラマブル ロジック コントローラの略で、リレー回路の代替装置として開発された制御装置である。工場などの自動機械の
制御に使われるほか、エレベーター、自動ドア、ボイラー、テーマパークの各種アトラクション（遊具）など、身近な機械の制
御にも使用されている。

2    分散制御システムは製造プロセスを制御するもので、連続的制御の場合とバッチ的制御の場合がある。例えば、石油精製プラント、
石油化学工場、発電所、製薬、食品製造、セメント製造、製鋼、製紙などで使われる。
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否判定値や測定値などの結果である。

　パラメータ（変数）の質とデータ量も重要だ。
質については、良品不良品の違いがデータに表れ
ているか、つまり相関が見いだせるかが重要であ
る。何らかの相関がないと、特徴がない状態でモ
デルを作ることになり、結果的に良い AI が作れ
ない。量については、モデルによって最低限必要
なデータ量が変わる。一般的に、ディープラーニ
ングは大量のデータを必要とする。弊社では目的
に合わせた手法を選択することで、少ないデータ
でもモデル作成ができるノウハウをためている。
　次に、実際に製造現場で取り組んでいる事例を
ご紹介したい。

3.   自動車メーカー様　品質管理工程へのAI 導
入プロジェクト

3.1. 音による官能検査の課題
　五感を活用した検査工程は、熟練作業員の経験
により不良の原因まで推測されるなど、品質管理
の向上に寄与してきた歴史がある。ただ、検査員
が熟練工になるまでに多くの時間と現場での経験
を必要とし、その育成には多くのコストがかかる。
若手の検査員を育成することが追いつかず、育成
より速い速度で熟練工が退職してしまう。このた
め、技術継承が間に合わずに検査品質の低下、も
しくは低下につながる可能性が高くなっているの
が現状である。
　また、音による官能検査では、検査員が聞いた
音をもとに “感覚” で結果を判定しているため、
人によるバイアスがかかりやすい欠点がある。ま

図表 1　AIに向いているデータ/向いていないデータ

出所：株式会社スカイディスク

製造業におけるAI の活用事例と今後の展望



経営センサー　2019.10
3232

た、音の情報が工具自体に蓄積されないため、検
査員同士での共有や継承が難しい。さらに海外に
工場を設立した際には、作業の引き継ぎも困難で
あった。

3.2. AI での解決策
　これらの課題に対して、収集した音の解析に AI
を適用する解決策がある。音の違いを学習させた
AI モデルによって、機械の健全性を判断させるの
だ。具体的には、1 分間収集した音データを、AI
が 1 万件の特徴量を割り出し、異常の場合の特徴
量と正常の場合の特徴量を区分することによって、
異常状態を検知するというものである。
　弊社では、この音に特化した AI をソリューショ
ン化し、現場の課題解決に役立てている。例えば、
音を発生する機械の稼働確認だったり、自社設備

や製品の状態確認を検査員の聴覚に頼っていたり
する領域に適用することで、検査のバラツキを低
減し、熟練工でない検査員でも一定レベルの検査
をすることができるようになる。
　弊社独自開発の AI による音分析ソリューショ
ンには大きく 2 つの特徴がある。人の聴覚特性に
近いこと、ノイズを除去できることである。特に、
ノイズの除去に関して、実際の現場で対象となる
音データだけを収集しようとしても、さまざまな
音が入り混じった状態であることが多い。環境音
が多い状態で音の分析を行うのは難易度が高く、
対象となる音の正常音、検知すべき異常音、さら
には雑音となる環境音をいかに切り分けるかに技
術的なポイントがある。
　なお、本件の適用事例ではデータ件数が 100 件
以下しかなく、AI 学習済みモデルを作成するにし

図表 2　異音検査事例　自動車メーカー様

出所：株式会社スカイディスク
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てはデータ件数が少ない。さきの事例になるが、
音と同様に属人性の高い異常診断に振動がある。
振動による異常検知をする「スマート聴診棒」では、
このようにデータ件数が少ない場合でも事前処理
を適切に施すことにより、92% 以上の異音検出精
度を実現した。
　音データを解析する AI 手法はいくつかあるが、
実証実験で終わっているものも多く、弊社の音ソ
リューション以外で実運用に向けて導入が進んで
いるものは、弊社調べではまだ見たことがない。
　横展開可能なこの AI による音分析ソリュー
ションは、大手自動車メーカー様と二人三脚の AI
プロジェクト開発によって生まれた産物だ。さら
に現在までに複数の自動車メーカー様や、集音デ
バイスを開発するメーカー様などから共同開発の
お引き合いをいただいている。

3.3. AI 解析の流れ
　通常、AI 解析は「AI モデル作成フェーズ」「運
用フェーズ」の 2 つに分けて実施する。「AI モデ
ル作成フェーズ」では、まずデータ収集とデータ
に対するラベル付けを行い、教師データとして準
備する。その後、実際に AI に学習させ、作成し
た AI 学習済みモデルの構築、評価、最適化を周
期的に行う。このとき、データの量と正確性をど
れだけ担保できるかが、後の分析精度検証におい
て重要になってくる。そして、「運用フェーズ」で
は作成した AI 学習済みモデルを用いて、AI によ
る推論を実行する。
　現場に実装するタイミングで生じる問題点につ
いても述べていきたい。

4. 現場実装における問題点
4.1. セキュリティポリシーの壁
　多くの製造現場に限らず、企業内においてもイ
ンターネットへの接続については厳しい管理がな
されている。クラウド化への動きはあるものの基
幹システムや製造現場へのインバウンドはさらに
厳しく制限されている。現在の AI は、現場で収

集したデータから学習済み AI モデルを作成して、
推論対象となるデータにより、推論結果が出力さ
れる。これらデータの取り扱いは社外秘となる場
合が大半で、外部に出すことができないため、企
業内ネットワークで処理することが求められる。
　弊社としては、広く AI サービスとして提供す
るために、クラウドサービスとしてインターネッ
トを介して展開したいところだ。しかし、導入先
企業のセキュリティポリシー上、ほぼ不可能との
判断がされる。結果的に、オンプレミスで AI が
稼働する環境を構築することが余儀なくされる。

4.2. 現実的な現場導入
　AI モデル作成フェーズは、クラウドを活用する
ことによって、コンピューティングリソースを柔
軟に変更できる、保守の必要がないなど、その利
点を享受しながら進めることができる。しかし、
オンプレミスへ現場実装する場合に全く同じ構成
を用意することは難しい。これが実装への障壁と
なることが少なくない。
　クラウドで提供されているシステムやサーバー
のスペックが公開されている場合であっても、実
機にした場合にハードウェアとの相性や個体差な
どにより、同じ構成を作成できても安定稼働させ
るにはそれなりの技術を必要とする。ここを得意
とするシステムベンダーが用意した場合は、一定
の性能保証がなされるが、構成の差異によって不
測の動作が起きる可能性はある。そのとき AI 側
のバグなのかハードウェアやドライバに起因する
ものなのか、障害点の切り分けに時間がかかって
しまう。
　現場実装となると、設置場所の確保や各種配線、
防塵・防水など環境への対応も必要となってく
る。新たに構内で無線 LAN などを用いる場合も、
干渉や遅延に対する対応を考慮しなければならな
い。利用環境を正しく把握し、運用を想定して構
築を行わなければならないのは、AI システム導入
もこれまでの IT システム導入となんら変わると
ころではない。
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　これらの課題と解決策を見越した上で、まず手
元にあるデータを活用して、スモールスタートで
AI プロジェクトを開始することを推奨する。

　最後に、化学領域において弊社が価値起点でソ
リューションを提供できそうな領域について述べ
ていきたい。

5.   化学領域での新たな AI 適用可能性　MI
（Materials Informatics）
5.1. 新規材料開発におけるAI 適用
　材料開発の領域において AI 活用が期待されて
いる。素材のさまざまな要素を入力として与え、
組み合わせてできあがる材料の性質や法則を全て
把握することは人では難しい。この膨大なデータ
を基に、要素のパラメータの相関を新たに見つけ
出すことで、有望な新規材料の組み合わせが予測
可能となるだろう。新規の材料候補の中から、目
指す特性に近い材料を見出し、実際の合成などを
行っていくことで、材料開発の期間とロスを減ら
していけるのではないかと考えている。

6. 終わりに
　企業内にさまざまな情報が保持されており、そ
れをビッグデータとして活用し始めた昨今。コン
ピュータと AI 技術の発展に伴い、これまで不可
能とされた領域に活用の幅は広がっている。ただ
し、現状の AI 技術では AI 解析に適したデータで
ある必要がある。膨大なデータがあったとしても、
適した結果が得られないデータであることも少な
くない。AI 解析を前提とするデータの取得や正規
化を行っていくことで、その利点を最大限に享受
することが可能となる。
　現時点で解析データとして適していないものや、
データとして存在しない未経験な事象に対しても、
人のように想像して行動できるようになるには、
人のような五感が必要だと言われる。すでに視覚、
聴覚の一部では人を凌駕するほどの性能となって
いる。
　AI 技術のさらなる発展とともに、人工知能と聞
いて誰もが想像する技術にそれが追いついたとき、
製造業は一つ先の段階への変革を余儀なくされる
のではないだろうか。
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