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はじめに

ビッグ データを 活 用した QCD（Quality：品 質、Cost：コスト、

ニングをQCDに応用するためのハードルはかなり下がったと言えるだ

Delivery：納期）は今までと何が違うのか。こうした素朴な疑問を持

ろう。

つ方も多いだろう。違いは大きく2つある。

2つ目は、
ビッグデータを使ったアナリティクスによるQCDの分析結

1つ目は、
データの扱いとアナリティクスが桁違いに効率化されたこ

果を、
はじめから意識的に業務サイクルに取り込むようになってきたこ

とだ。取り扱うデータの属性や統計解析の理論は変わらない。しか

とだ。データから分析モデルを作り、活用することで早期に警告を通

し、
効率が格段に向上したことで、
できることが大きく広がっている。同

知したり、分析結果に基づいて具体的な回避策を製造実行システム

じ時間で分析できる回数が数百倍になれば、
それだけ問題の原因

（Manufacturing Execution System：MES）で実行することがで

が素早く特定できるのは当然だ。その背景にあるのは、
データ加工や

きる。アナリティクスは時々実施するオフライン業務ではなく、
日々リアル

統計解析モデリングの飛躍的な向上である。

タイムで業務の成果につながっていくのである。

データマイニングは身近になってQCDの分析に手軽に使えるよう

こうした新たなアナリティクスによるQCDの改善は経営に大きなイン

になってきた。例えば、IBMがクラウドサービスとして提供している分

パクトをもたらす。それに拍車をかけているのが、
モノのインターネット

析ツール「Watson Analytics」は、
自然言語で質問すると、
自動的に

（IoT）技術を活用したスマートファクトリーへの取り組みだ。
ドイツのイ

分析した答えを返してくれる。利用者はプログラミングする必要もなく、

ンダストリー4.0に象徴されるように世界レベルで取り組みが進んでい

データをアップして質問するだけだ。しかも、一人当たり月額30ドルか

る。こうした中で、
スマートファクトリーをどう日本のQCDの向上につな

ら利用できる。他にも使いやすいツールが登場している。データマイ

げていくのか。この小冊子では、
そのヒントを提供していきたい。

図：業務の一部として取り込まれるビッグデータ&アナリティクス
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今からできるスマートファクトリーへのアプローチ

QCD 向上を実現する先進テクノロジーの活用

Part 1〈エグゼクティブ・サマリー〉 1. IoTがスマートファクトリーにもたらす価値

スマートファクトリーで実現するモノづくり改革のポイント
スマートファクトリーはこれまで のコンピューター活 用、CIM

という手法が利用できる。

（Computer Integrated Manufacturing)と何が違うのか。取り

3つ目は、予知保全。生産設備は定期メンテナンスをしていても

組む価値はどこにあるのか。それはCIMでできなかったことがス

故障を起こすことがある。スマートファクトリーではセンサーや過去

マートファクトリーではできるようになるという点だろう。これはスマート

の故障や保全のデータを分析して故障の予兆をつかみ、設備の品

ファクトリーに取り組むためのモチベーションでもある。具体的には

質を維持しながら稼働率を最大化して、保守コストを下げることがで

5つのテーマに分類される。

きる。

1つ目は、量産品と同じ程度の効率でカスタム品を大量に生産で

4つ目は、難しいモノづくりをしているユーザーが安定的に量産で

きるようになることだ。CIMでは生産ラインは固定されていて簡単に

きるようになること。前工程の出来栄えなどをデータが把握して、条

は変更できない。一方、
スマートファクトリーでは、流れてくるものに対

件や状況に応じて次の工程の加工やプロセス条件を自動的に調

して、臨機応変に対応できる。

整することで複雑な製造工程にも対応できるようになる。例えば、半

例えば、製品や設備にRFIDや2次元バーコード、
そしてそれらの

導体の世界では、193ナノメートル（nm）の波長の光で19nmのパ

情報を読み取るセンサーやリーダーを従来とは桁違いに多く備えた

ターンを描くというようなアクロバティックなことをしている。そこではさ

工場が登場しており、域内の多種多様な注文に即応することで今

まざまな工程の出来栄えによって、微妙な調整が常に求められる。

までにない価値を生み出している。

スマートファクトリーではこうした高度な要求にも対応できる。

2つ目は、努力して高めてきた量産品質の歩留まりをさらに極限ま

最後は、熟練の技術者やオペレーターの経験を正確に伝承でき

で、場合によっては数％向上させられることだ。これまではこの数％

ることだ。生産設備にセンサーを付けて収集した桁違いの量のデー

のために莫大な費用がかかるため、
あきらめていた。しかし、
データ

タを分析したり、画像や動画などの非構造化データを分析する。こう

を活用して複雑な加工やプロセスの関係性を明らかにすることで、

した大量データのリアルタイム分析や非構造化されたデータの取得

その数％の要因を追究できる。しかも手軽になったデータマイニング

と分析は、CIMでは不可能だった。

図：IoT による製造のブレークスルー
今までのCIMでできなかったこと

スマートファクトリーでできるようになること

量 産と同じ程 度の効 率とコストで、カスタム品を大 量 生 産する
（ CIM ラインは簡単に変更できない）

全工程の製造設備と製品・部品のステータスをリアルタイムで
管理し、例外・異常にも自動対応する（流れるモノに臨機応変）

手を尽くして達成した量産品質（歩留り）をさらに数％向上させ
る（最後の数％の向上に莫大な費用）

複雑な加工・プロセスや大量データに隠れている関係性を明ら
かにして手を打つ（手の届くデータマイニングで要因を追究）

製造装置や設備の故障を予知して、品質を維持しながら稼働率
を最大化し、保守コストを下げる（故障の事前把握ができない）

装 置や設 備のヘルススコアを大 量のデータからモデリングし、
品質を維持しながら必要最低限の保守を実施する（予知保全）

物理限界に近い加工や複雑なプロセスを使って安定的に量産す
る（安定した規格大量生産とは違う世界）

前工程の出来栄えなどによって、次工程の加工・プロセス条件を
細かく調整する（条件や状況に応じた個別動的な調整）

熟練技術者・オペレーターの経験をCIMに載せる
（データにできない大量の情報）

桁違いの大量センサーデータと画像・動画・非構造化データに
よるコグニティブ・システム化（ IBM Watson ）

IBM インダストリー
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スマートファクトリー実現に向けた2つのアプローチ
〜アナリティクスとMES

CIMからスマートファクトリーへの移行にあたっては、製造現場の

のがIDによってリアルタイムに管理される。そこでは桁違いのデータ

実行系の進化とアナリティクスの相乗が必要だ。スマートファクトリー

がやりとりされ、複雑なコントロールが求められる。手作業でのデータ

へアプローチは大きく2つある。

ハンドリングは不可能であり、
自動化が鍵を握る。だからこそスマート

1つがアナリティクス追究によるアプローチだ。実際に多くの装置

ファクトリーでは今まで隠れていたMESという存在が主役に躍り出

がコンピューター制御されている現場では、すでにそれぞれの製造

てくる。

工程で大量のデータが蓄積されているはずだ。時系列のセンサー

自動車におけるエレクトロニクスの比重、特にソフトウェアが占め

データや、
イベントログ、環境データなどである。これまで活用しきれ

る割合が大きくなってきているのと同様のことが工場にも起きてくる。

なかった大量のデータをどう活用するのかという視点から、
アナリ

つまり設備というハードウェアに投資するのではなく、
ソフトウェアに

ティクスによるQCDからのアプローチが始まっている。

投資することで成果を挙げようとすることになる。

もう1つの流れは、現実のものをセンサーなどのデータを通じて、
デ

生産量を上げるには装置を追加するのが今までのやり方だが、

ジタルの世界に取り込み、現実世界とデジタル世界を結合させる

今後はITを駆使して装置を追加せずに効率化を図り、
コストを抑え

＊

ながら目的を達成する動きが加速するだろう。それを目指している

CPS（Cyber Physical System）レベルのMES（Manufacturing
＊

Execution System）からのアプローチだ。

のがスマートファクトリーであり、そこではアナリティクスからのアプ

CPSでは今までのような一部の主要なものだけでなく、
あらゆるも

ローチとMESからのアプローチとが両輪となっているのである。

図：スマートファクトリーにおけるアナリティクスとMES の位置づけ
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CPS：
Cyber Physical System
実 世 界にあるさまざまな機 器からセン
サーなどによってデータを収集し、デジ
タルの世界でデータを分析すると同時
に、実 世 界との緊 密な連 携をとること
で、デジタルの世界から実世界を制御
することを可能にするシステム。IoT と
組み合わせることで、システムを効率よ
く運用することができると考えられてい
る。

MES：
Manufacturing Execution System
製造実行システムとも言われる。工場内
の仕掛や冶具、製造装置、検査装置、作
業者などとリアルタイムに集中管理して、
生産ライン各工程における実行状況を
把握して、優先順位に沿ったスケジュー
リングを指示するとともに、不測の事態
が発生した際の迅速な対応などを可能
にする。工場の枠を超えて生産ラインを
管理するMESは、エンタープライズ MES
と呼ばれる。

今からできるスマートファクトリーへのアプローチ
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QCD 向上を実現する先進テクノロジーの活用

2. スマートファクトリーがレベルアップする6つのQCDのテーマ

解きたい課題によって適用技術は変わってくる
実際にスマートファクトリーではどんな技術が活用されていくのだ

◦サプライヤー品質管理

ろうか。スマートファクトリーを構成する技術は数多いが、対応すべ

自分からは見えないサプライヤー部品の品質異常傾向などを早期

き課題のタイプによって適用すべき技術は変わってくる。

に把握するためには、サプライヤーから入手した製造データを分析
して品質をモニタリングする必要がある。

◦検査コスト削減

◦リコール対策

検査にかかるコストや時間、
エネルギーを削減したいという課題に対

市場に出回っている製品の故障発生トレンドを把握して、
リコールの

しては、品質予測によるタクトタイムゼロの検査工程の導入が考えら

動きに先手を打つためには、品質の異常を早期に検出するアルゴリ

れる。

ズムを活用する。

◦製造品質向上

◦複雑な工程の自動化

プロセスが複雑で性能にバラつきがあるという課題を解決するに

複雑な製造工程でありながら、製品特性や条件によって個別に振り

は、
データマイニングによる要因分析や予測分析が役立つ。

分け、
自動生産したい場合には、
データのモデル化と例外事象の自

◦設備保守コスト削減

動対応が鍵となる。

製造設備や製造装置の故障を抑えて稼働率を最大化したいという
場合には。データマイニングによる故障予知と予防保全が有効で
ある。

後述のPart 2ではこれらのタイプに対応した詳細を提案する。自社
の目的に合わせて課題解決へのイメージをつかんでいただきたい。

図：スマートファクトリーの先進テクノロジー活用のテーマ
タイプ

解きたい課題

適用技術

必要なデータ

生産現場活用プロセス詳細

1

検査コスト

検査にコスト、時間、エネル
ギーがかかる

品質予測によるタクトタイム
ゼロの検査工程の導入

プロセスデータと
検査データ

エンジン鋳造プロセス

2

製造品質

プロセスが複雑で性能に
ばらつきがある

データマイニングによる
要因分析・予測分析

プロセスデータと
性能データ・合否データ

生産品質歩止まりの
安定

P.10参照

3

設備保守コスト

製造設備・装置の故障によっ
て業務にインパクトが出る

データマイニングによる
故障予知

設備データ、保守データ、
故障データ

建設設備、生産設備の
ヘルススコアリング

P.11参照

4

サプライヤー品質

組立て後の検査・試験でしか
部品品質がわからない

品質早期警戒アルゴリズム
による品質モニター

工程の品質データや
検査合否・性能データ

サプライヤー品質管理

リコールなどによって突然品
質保証コストが増大する

品質早期警戒アルゴリズム
による品質モニター

出荷（販売）、稼動、保守、
故障データ

品質保証プロセス

数百の工程を製品特性や条
件によって個別に作り分けな
がら、24時間自動生産

加工対象や装置、条件など
のデータモデル化と例外事
象の自動対応

製品データ、装置データ、
加工条件データ、
プロセスデータ、品質データ

半導体前工程

5

6

リコール
（品質保証）

複雑な工程の
自動化

IBM

P.9参照

P.12参照

P.13参照

P.14参照
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3. スマートファクトリー実現へのロードマップ

Step 0 からStep 3まで段階的な進化を考える
実際にどんなステップを踏んでスマートファクトリーに取り組んで

て、対応できるようにする。社内のIoTは完成し、すべての製品・部

いけばよいのか。ここでは、それぞれのステップごとにポイントを解

品・装置・作業者・冶具がIDで管理され、MESによってリアルタイム

説する。

に工場全体が最適に制御されている状態になっている。データを分

まず最初のステップは「Step 0（ゼロ）
」。IoTを開始する段階とし

析することで、故障の予知や問題の感知ができ、未知の不良も早期

て位置づける。ここで重要なのが、主要な部分でのID管理の現状

に発見できるようにしたい。

確認である。製品・主要部品・作業者・主要な装置と冶具を対象に

最後の「Step3」で目指すのは、Step2で実現した環境をサプライ

ID管理の実態を調査し、
どの程度トレーサビリティーがとれているか、

ヤーや顧客といった自社の外にも広げることだ。それによって、受け

データ活用はどの程度進んでいるのか把握する。

入れ前の部品の不良を予知したり、サプライヤーや顧客といつでも

次の「Step1」では、過去に学ぶことが大事になる。過去に起きた

連携してトレーサビリティーがとれるようになる。

故障や不良品の発生などいろいろな事象をデータで分析して、
それ

すべてのステップに共通しているのが、ID管理。これまでのCIM

と同じことが起きようとしていたら手を打てるようにする。このステップ

とは全く異なるレベルで、徹底してID管理を実行することがスマート

では過去データの部分的な整備を進めて、統計モデルを使ったアナ

ファクトリーには欠かせない。IDによってトレーサビリティーが確立さ

リティクスができ、
システムによってトレーサビリティーが把握できるよう

れ、そこからデータを収集し、
アナリティクスに活用していく。全体で

にしておきたい。

このサイクルを回していくことで、
さらにレベルアップが図れることに

「Step2」では、過去に経験したことがないことにも早めに感知し

なる。

図：スマートファクトリーへのロードマップ
◦ロードマップを描き、無理なく、無駄なく、最適な投資による段階的なロードマップの実現を目指す

■ IoT 活用による次世代モノづくり実現のためのロードマップ（イメージ）

IoTで実現

したいこと

Step 0

Step 1

IoT 開始

貴社工場の
部分的な IoT 化

Step 2

Step 3

貴社内の IoT 完成

サプライヤー・顧客と
IoTで連携

保守サービス

現状の保守サービス

過去データに基づく
サービス・コストダウン

ヘルススコア監視や故障予知による
新たなサービス・ビジネス・モデルの展開

品質保証

顧 客からのクレームを基 点と
して対応

過去に起きた類似問題を
予知して対処

市場品質の早期警戒により、問題を拡げずに
未知の問題も収束させる

製品・部品・部材

測定や検査で
不良を検出して対処

過去と同じ不良は出る前に
予知して対処

未知の不良も
早期発見して拡げない

受入前部品や
ODM・EMSの不良予知

製造装置・設備

定期保守や勘と経験による
臨時保守

重要装置・設備の
ヘルススコアリング

予知保全による
稼働率向上とコストダウン

装置ベンダーによる
予知保全

アナリティクス

TQC7つ道具・新 7つ道具・
エクセルなど

過去データの
部分的な整備と統計モデル

体系化されたデータ管理と
標準化されたアナリティクス環境

MES

簡単な指示と
データ収集機能

自動データ収集・
オンラインSPCの組込

リアルタイムに工場全体を
最適制御

トレーサビリティー

時間をかけて
トレーサビリティーがとれる

システムでトレーサビリティーが把握できる

ID 管理

製品・主要部品・作業者・主要な装置と冶具など

IoT の土台

MES：Manufacturing Execution System（工場レベルの工程管理システム）
SPC：Statistical Process Control（統計的品質管理）
EMES：Enterprise MES（複数工場間・複数企業間をロットID やシリアル＃でつなぐMES ）

製品・部品・装置・作業者・
冶具すべて

EMESでリアルタイム
に企業間をつなぐ
サプライヤー・顧客と
いつでもトレサ連携
サプライヤー・顧客の
主要 IDまで把握

今からできるスマートファクトリーへのアプローチ
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IBMソリューション

スタートラインとアプローチ手法は企業ごとに異なる

〜スマートファクトリー実現ロードマップを策定する「BVA」
もちろん、
スマートファクトリーは突然ビッグバン方式で出来上

そのうえでデータが十分あるのか、技術的に可能なのか、それを

がるものではない。積み重ねによって進化するものである。具体

補うためにどれくらいコストがかかるのか、
といった側面からプロ

的にどこから始めるのかは求める価値によって決まる。どこから

ジェクトの計画を策定する。

価値を出していくのかを明確にするのが、BVA（Business Val-

この際に現在保有している過去のデータの一部を使ってPoC

ue Accelerator)という手法だ。

（Proof of Concepｔ：概念検証）を実施して、効果を予測する

BVAでは、まず経営視点でのビジネス価値と、現状のデータ構

ことも有効な手段である。通常では、全体として3カ月くらいで構

造から効果の上がりそうな対象を選定して、テーマを決定する。

想フェーズを固めることになる。

図：BVA（Business Value Accelerator）の進め方
経営視点で
意義のあるテーマを決める

経営視点で
意義のあるテーマを決める

Value Themes

Prioritize
Consolidation
Opportunities

BVA Output
Business Case

プロジェクトの起 動

Understand
Current State
Architecture

現状のデータアーキテクチャ
を理解する

Identify Data &
Technology Gaps

データとIT 技術の
ギャップを確認する

PoC

（Proof of Concept）

分析・予測などの
技術評価を実施する

Prioritized Project
Summary

優先度に基づいた
プロジェクト概要を作る

Target State
Architecture

Implementation
Roadmap

IBM インダストリー
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Part 2〈生産現場活用編〉

1. 生産工程における品質予測・リアルタイムスコアリングによる
検査コスト削減

エンジンの主要部品を製造する現場では、製品のX線検査工程

砂、鋳込温度や鋳型硬度などの鋳型条件、鋳込速度などが利用さ

に時間、
コスト、エネルギーがかかるという課題を抱えている。数％

れた。これらのデータは以前から取得されていたが、
シリアルナン

以下の不合格品を検出するために全数検査が必要とされるのであ

バーで名寄せし、比較検討できるように加工されて使われている。

る。特にシリンダーブロックの熱処理のコストとX線検査のコストを合

本番では鋳造工程から同様のプロセスデータを取得して品質予

わせると、膨大な規模のコストの無駄が発生することがある。そこで

測モデルに投入し、成果物の品質をリアルタイムに判定していく。こ

品質予測モデルをリアルタイムスコアリングすることで、
タクトタイムゼ

こで特に検査が必要と判断されたものだけがX線検査にまわされ、

ロの検査工程の実現を目指した。

適合検査を受けて、次工程に流される。鋳造良品と判定されたもの

準備段階としては、蓄積された過去のデータから品質予測モデ
ルを作り、精度などを評価することから着手した。具体的には、過去

は、冷却処理後にそのまま機械加工へ進み、鋳造不良と判定され
たものは、冷却せずに再利用される。

の検査データを目的変数とし、過去のプロセスデータを説明変数と

すでにあるデータを利用して品質予測モデルを作り、実際の鋳造

して、
それぞれのデータを突き合わせて加工したうえで品質予測モ

工程から出力されたプロセスデータをリアルタイムスコアリングをする

デルに投入、検査結果と予測結果を比較して評価し、本番に使用

ことで、X線検査が必要なものと不要なものを識別することに成功し

する品質予測モデルを決定する。

た。結果として、時間、
コスト、
エネルギーの大幅な削減につなげるこ

過去のプロセスデータとしては、溶湯成分と溶湯温度、使用した

とができる。

図：
〈検査コスト〉エンジン鋳造プロセス
◦鋳造工程から取得している各種のプロセスデータを用いてタクトタイムゼロのリアルタイムスコアリングを実施することで、ムダなＸ線検査工程のコストを削減した

スマートファクトリーテーマ
タイプ

1

■ 検査が必要と判断されたものだけをＸ線検査にまわすことでコストを削減
〈品質に関わるプロセスデータ〉

検査コスト

解きたい課題

検査にコスト、時間、エネルギーが
かかる

適用技術

品質予測によるタクトタイムゼロの
検査工程の導入

再利用

溶湯成分（コークス比、鋼材配合率）
溶湯温度（光高温計、輻射高温計、熱電高温計）
使用砂条件
鋳込温度
鋳型条件（鋳型硬度）
鋳込速度 など

不適合（失格）
冷却

X線検査
適合（合格）

最終加工

冷却

プロセスデータ

必要なデータ プロセスデータと検査データ

予測モデルによる
リアルタイム・スコアリング

〈欠陥の種類〉
・ピンホール / 気泡巣
・引け巣（内引け）
・ワレ
・たまがね etc...（ 約 30 種類）

再利用

判定結果

図：エンジン鋳造工程における品質予測モデルとリアルタイムスコアリング
◦準備段階として、蓄積された過去のデータから品質予測モデルを作り、精度などを評価しておく
◦鋳造工程から出力されたプロセスデータを、予測モデルに当てはめることでタクトタイムゼロのリアルタイムスコアリングによる判定を実施する

■ 準備：エンジン鋳造工程の品質予測モデル作成
エンジン鋳物
検査工程

過去の検査結果
（目的変数＊1 ）

エンジン鋳造
工程

過去のプロセスデータ
（説明変数＊2 ）

検査結果とプロセスデータ
の突合せや加工

品質予測
モデル

検査結果と予測結果の
比較・評価

本番適用予測モデルの決定

＊1：目的 変 数とは、合 否 判
定や性 能 値 など、予 測
対象となる変数

■ 本番：エンジン鋳造工程品質のリアルタイムスコアリング
エンジン鋳造
工程

工程からの
プロセスデータ

データ加工

品質予測
モデル

判定結果
経路指示

＊2：説 明 変 数とは、予 測の
ために必 要となる入力
データ

今からできるスマートファクトリーへのアプローチ
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2. データマイニングによる要因分析で歩留まりを改善
高機能材を製造する生産現場では、製造プロセスの難しさから、

セスの複数のパラメーターの関係を解き明かすルールセットを求

歩留まりが安定しないという課題を抱えている。

めたりして、それぞれの要因の相互作用を可視化し、製造パラメー

高機能材で重要になるのは、
目指す性能が確保されているかど

ターの変更に対する感度分析などを行った。

うかだ。そこで、製品性能データを目的変数とし、製造プロセスで取

この統計的な仮説をもとに、現場のエンジニアとの議論を通し

得できるプロセスデータを説明変数として、
これらのデータを加工し

て、正しいと思われる仮説を選択。そこから得られたヒントを一つ

て分析し、製品性能に影響を与えるのがどの因子なのかという仮説

一 つつぶしていくことで、歩 留まりの改 善につなげることができ

を打ち立ててみた。

た。

ここで使うのはデータマイニングによる要因分析である。プロセ

ビッグデータを分析する場合には、試行錯誤を繰り返すことが成

スデータをマイニングすることで、性能が悪い製品が発生するとき

果につながる。そこではデータマイニングというビッグデータに適合

の特徴的な製造パラメーターのランキングを作成したり、製造プロ

した技術を活用し、論点を明らかにしていくことがポイントになる。

図：
〈製造コスト〉歩留まり改善のためのデータマイニング
◦鋳造工程から取得している各種のプロセスデータを用いてタクトタイムゼロのリアルタイムスコアリングを実施することで、無駄なＸ線検査工程のコストを削減

スマートファクトリーテーマ
タイプ

■ 製品性能に影響を与える製造プロセスの因子の分析

2

製造品質

製品性能検査

解きたい課題 プロセスが複雑で性能にばらつき
がある
適用技術

製造プロセス

製品性能データ
（目的変数）
プロセスデータ
（説明変数）

データの補完・
突合せや加工

要因分析
モデル

製品性能に影響を与え
るプロセス因子の仮説

データマイニングによる要因分析・
予測分析

必要なデータ プロセスデータと性能データ・合
否データ

図：高機能材製造プロセスにおける歩留まり要因解析の結果
◦ 歩留りに影響を与える製造パラメーター、製造プロセスの閾値を決めるルールセット、相互作用の強さの可視化、変更に対する感度分析など各種の分析結果を得ること
で、歩留り改善のヒントを得ている

■ 製造プロセスの閾値を
決めるルールセット

■ 歩留りに影響を与える
製造パラメーター

■ パラメーターの相互作用の
強さの可視化

■ パラメーター変更に対する感度分析

Var A
Var B
Var C

Var N
0.0

0.2

0.4
注）グラフやデータはイメージです

IBM インダストリー
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3. 製造設備や装置のヘルススコアリングによる保守コストの削減
製造設備の故障は、業務に大きなインパクトを与える。故障を予

まず準備としてヘルススコアリングを行うためにヘルスコアモデル

測して適切な事前保守を行えれば、
こうしたリスクを回避すること

の作成に着手する。そこで利用されたのは、過去の故障記録、過

ができる。しかし、故障しそうかどうかは、負荷や使用状況、外部環

去の保守記録、そして設備のセンサーなどから得られる過去の設

境など複雑な要因が絡んでいるため、単純な稼働時間ではとらえ

備データだ。これらを突き合わせて加工し、ヘルススコアモデルを作

られない。そうかといって個別のアラームに対応していたのでは手

成する。

間がかかりすぎる。こうした現場ではヘルススコアリングの導入が
効果的だ。

本番では、過去のデータを活用して精査したヘルススコアモデル
に、設備からのリアルタイムなデータを加工しながら投入していく。す

ヘルススコアリングとは設備のセンサーデータ、保守データ、故障

るとヘルススコアが算出され、
グラフ化されて提示される。このデー

データから設備の健康状態を示すヘルススコアを作り、健康状態を

タと過去のスコアを比較しながら、装置の健康状態をモニターしてい

モニターしながら、故障に至らないように適切な措置や事前保守を実

く。ヘルススコアが悪化している装置に対しては、定期メンテナンス

施していくことだ。調査では、最大30%の保守費用の削減と、
ダウ

のタイミングを待たずに動的に保守することで、保守コストを削減し、

ンタイムの最大40%が削減できるという期待値が得られた例もある。

故障による業務へのインパクトを最小化することができる。

図：
〈設備保守コスト〉建設設備、生産設備のヘルススコアリング
◦建機（設備）のセンサーデータ、保守データ、故障データから健康状態を示すヘルススコアを作り、健康状態をモニターしながら故障に至らないように事前保守を実施している

スマートファクトリーテーマ
タイプ

3

設備保守コスト

解きたい課題

製造設備・装置の故障によって業
務にインパクトが出る

適用技術

データマイニングによる故障予測

■ 準備：建機（設備）のヘルススコアモデル作成
故障記録

過去の故障記録

保守記録

過去の保守記録

設備データ

過去の設備データ

故 障 記 録、保 守 記
録、設 備 デ ー タの
突合せや加工

ヘルス
スコア
モデル

ヘルススコア・モデル
の評価

本番適用ヘルス・スコア・モデルの決定

■ 本番：建機（設備）のヘルススコアモニタリング
必要なデータ 設備データ、保守データ、故障データ
保守記録

図：ヘルススコアのイメージ

設備からの
リアルタイムデータ

データ加工

ヘルス
スコア
モデル

ヘルススコア
100
50
0
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4. 品質早期警戒システム「QEWS」によるサプライヤー品質管理
IBMでは、サーバー製品に使われるサプライヤーからの部品の

図：不良部品を入れないための QEWS
（Quality Early Warning System）

品質について、受け入れ後の検査で把握するなど、対応が遅れて

◦ 一般的に使われる区間データではなく、微小な変化の検出に優れた累積和管
理図を応用している
◦閾 値の設定などに工夫を凝らし、現場への適用が難しいといわれていた課題
を克服している

いた。結果として、品質問題の上昇トレンドの把握が遅れ、対策が
後手に回っていた。直接見えないところで起きている品質の問題の
兆候をどう把握するのかが大きな課題になっていたのである。

早期に変化を検出

そこでIBMではサプライヤーから恒常的にデータを取得して、

基礎理論から実用化までの積み重ね
-11

60

Evidence

品質の問題を検出する独自のアルゴリズムを適用し、それをモニ
ターすることで不良部品の流入を防ぐことを実用化した。その結果、

20

0

製造工程で取得される品質データや検査での合否データ、性能

自動お知らせ機能

QEWS alert

40

20

40

Accep/Unaccept levels：0.4324 0.7566.

60

3

データから、警戒すべき兆候を把握することに成功している。
Percent Rejected

これを実現したのが品質早期警戒システム「QEWS（Quality
Early Warning System)」である。QEWSアルゴリズムにはCU
SUM（累積和管理図）
という手法をベースにデータの重みづけや

80

既存システムとの統合

100

Prob(no false alarm)： 0.99. Severity： 1

情報のドリルダウン

1st SPC alert

ダッシュボード

2

警告の優先度決定

1

閾値の設定方法（特許）

今までの管 理では、
8週間分の不良を部
品を受け取っている

早くより微妙な変化を識別できる。
QEWSでは、
こうした優れたアルゴリズムのうえに、
ダッシュボード

120106

111223

111209

閾値の設定方法を工夫することで、従来の品質検査のシステムより

111125

111111

0

CUSUM（累積和管理図）

8 weeks

やドリルダウン、
自動お知らせ機能など、実用的な機能を加えること

を優先順位をつけて提示するので、
より理解しやすい形でユーザー

で、現場への適用が難しいといわれていた課題を克服している。

が利用することができる。

IBMでは品質管理のために約10万点の管理ポイントを設けてい

実際にIBMでは、QEWSによるモニターを、2008年からサプライ

るが、
これを従来の方法で可視化しても、悪化しているポイントが把

ヤーを含む全世界の約100拠点の関連工場で導入。品質管理部

握しづらく、実質的な品質管理は難しい。しかし、QEWSでは、悪化

に所属する数百人の社員が利用し、その削減効果は年間10億円

しつつある状況を連続的にグラフによって示すとともに、
アラート信号

に上っている。

図：QEWS の画面例（一部拡大）
2

3
1

＊P管理図（SPC）

トレンド
グラフ

2

0.6

AVT

＊1

グラフ

1.0

Foilure_Rate/100un

1

Percent Rejected

アラート
信号画面

0.4

縦軸：故障率

縦軸：故障率
（100個あたりの故障率）

0.8

0.6

0.4

0.2
0.2

グラフ

101101

横軸：カレンダー日付（月）

100901

100701

100501

100301

100101

091101

090901

090701

090501

090301

090101

080901

QEWS

50

100

150

200

250

20
Vintage Number (bot), Cumulative N_Tested (Top)

横軸：Vintage, 累積検証数

30

3 解析結果
Evidence

緑色： 異常なし
黄色： 要注意
赤色： 異常発生中
青色： 減少傾向にあるが
依然警告値以上

0
081101

0

〈ストップライト表示〉

29

20

＊2
縦軸：エビデンス値
10

0

50

100

150

横軸：Vintage、累積検証数

200
20

250

＊ 1 AVT：Actual Vs. Targetの略
＊ 2 当グラフは解 析アルゴリズムを
使って特殊に算出・表示している
もの
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5. リコール対策

〜品質早期警戒システム「QEWS」による品質異常の早期発見

リコールにつながる品質問題のトレンドがなかなかつかみきれず

が警告を出すというものだ。

に、
リコールになどによって突然品質保証コストが上昇するという課

評価指標を設けて、
ビンテージという塊ごとに評価し、品質の悪い

題を抱えている製造業の現場では、早期にクレーム発生率をとらえ、

製品がどこに分布しているのかを把握する仕組みだが、新たなビン

アクションを起こすために、品質早期警戒システム「QEWS」を導

テージが出荷されるごとに、市場に出ている製品すべてについて計

入。製品の出荷、稼働、保守、故障データなどを使って、品質クレー

算をやり直している。そこではビンテージごとに時間など軸で評価

ムの早期警戒に取り組んではどうだろうか。

の重みづけを行う。

実際の流れとしては、出荷月、出荷週などビンテージごとに実際の

検証実験では、
こうした新しいアルゴリズムを利用することで、

市場での故障率をまとめ、全ビンテージに対する個別の評価値を

QEWSから警告を受け取るタイミングが、従来の問題に気づくタ

算出。この評価値から最大の評価値を抽出してエビデンス値とする

イミングより3カ月早くなるなど、約75％の品質問題に対して従来

とともに、
エビデンス値の分布をモンテカルロ法で求め、
これらを比較

の方法より早期警戒の警告が早く出せるようになることが、確認

することで対象製品のエビデンス値が異常だと判断するとQEWS

されている。

図：
〈リコール〉品質保証プロセス
◦製品の出荷、稼働、保守、故障データを使って大きな問題につながるような品質クレームの早期警戒に取り組む

スマートファクトリーテーマ
タイプ

■ クレーム発生率のトレンドとQEWSの警告タイミング

5

問題に気づいたタイミング

リコール（品質保証）

クレーム発生率

解きたい課題 リコールなどによって突 然 品 質 保
証コストが増大する
適用技術

QEWS による品質異常の早期検出

QEWSが警告を出す
タイミング

検証実験では 75％の品質問
題 に対して、早 期 警 戒 の 警
告が 従 来の方 法より早く警
告を出すことが確認できた
115

120

3 カ月

時間

110

105
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100
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85
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75
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65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

5

10

0

必要なデータ 出荷（販売）
、稼動、保守、故障データ

図：QEWSでなぜ早期発見が可能か？
◦個 別ビンテージの出荷後の故障の様子を網羅的・定常的に把握しながら、通常では確率的ありえないような状況が起こっているかどうかを判定するため、早期発見が
可能となっている

■ QEWSによる品質異常早期発見の概要
ビンテージごとの故障率
出荷ビンテージ（出荷月・出荷週な
どでまとめた出荷後の製品のまとま
り）ごとに実際の故障率を求める。

全ビンテージに対する
個別の評価値

全ビンテージの
評価値と評価値の分布

ビンテージごとの実 故 障 率を設 計
（許 容）故 障 率と比 較し、出 荷 後 の
経 過 時 間や一つ前のビンテージと
の重み付けを調整した上で、全ビン
テージに対する個別の評価値を（毎
月・毎週など）算出する。

全ビンテージの中で最 大の評 価 値
をエビデンスとする。
一方で、評価値の分布をモンテカル
ロ手法で求めておく。
（特許）

S1 S1 S1

Sn

Evidence S =
Max(S1 … Sn)

評価値の判定

p

エビデンスの値と分 布を比 較して、
エビデンスが 通 常ではありえない
（確率 1% 以下など）の値であると判
定されると警告を出す。
p

h
S＞h

Si
S

新たなビンテージが出荷されるたびに再計算

S
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今からできるスマートファクトリーへのアプローチ

QCD 向上を実現する先進テクノロジーの活用

6. MESによる製造プロセスの自動化
シリコンウエハーに微細な回路を形成する半導体前工程でのプ

イベントを受信し、それぞれに対して次のアクションについて適切な

ロセスでは、15年以上前からスマートファクトリーの先駆けともいえる

指示を瞬時に送信するなど、工場全体の司令部の役割を果たす。

レベルの自動化が行われてきた。それは1,000億円以上の設備投

MESによって半導体前工程のような複雑な製造プロセスを自動

資があって初めて実現される世界でもあった。しかし、今、
それと同

化するためには、
まずモデル化が必要になる。すべての製造工程

様のコンセプトによる製造の高度化がより少ない投資で可能になっ

についての例外処理を含めた詳細な業務モデルである。次にこの

てきた。その意味でも半導体前工程での複雑な工程の自動化の事

業務モデルを動かすためにはデータモデルを設計しなければならな

例はスマートファクトリーに取り組むうえで参考になるはずだ。

い。半導体では登場するデータ項目が多岐にわたる。ウエハー、

300mmのシリコンウエハーが半導体になるまでには、約1,000工

キャリア、装置、
レシピ、作業者などそれぞれにデータモデルが必要

程のプロセスがある。全体のリードタイムは2カ月から3カ月かかる。

になるが、
これがきちんと作れていないと業務モデルは動かない。

そこでは、
自動で着工と完工が行われ、各工程は前後の工程の

さらにちゃんとモデルを動かすためのマスターデータ管理も重要

出来によってパラメーターに微妙にチューニングをかけながら動的

になる。データモデルが複雑になるとマスターデータの管理も相当

に調整されている。

複雑になり、
その登録には労力もかかる。正しく登録されたマスター

製造ラインは24時間365日で稼働し、瞬時に品質が判定できるよ

データを使い、秒間何十のイベントを的確に処理し、現場を24時間リ

うなリアルタイムな品質管理が徹底されている。大規模な製造ライ

アルタイムに管制するランタイムはまさにMESの中核的アプリだ。さ

ンが 1時間止まれば、億円単位の損失が発生する。シリコンウエ

らに、情報をフィードバックしたり、
リアルタイムで同期するいろいろな

ハーはベルトコンベヤー式ではなく、
ジョブショップ方式で複雑な経

周辺の仕組みがあって、それらが装置のインターフェースとつなが

路を自動搬送される。そこでは数千のオンライン装置が稼働し、そ

り、堅牢なインフラの上で動いている形になる。

れぞれに繊細な保守が必要になる。

半導体の前工程では、ＭＥＳを中心としたスマートファクトリーの

こうした複雑な製造プロセスを集中管理し、制御しているのが製

さきがけといえる仕組みを作り上げ、
複雑な工程を自動化することで、

造実行システム、MESである。MESは工場内の秒あたり数十件の

QCDのすべてのレベルを上げてきたのである。

図：
〈複雑な工程の自動化〉半導体前工程
◦ウエハーに微細な回路を形成する半導体前工程のプロセスでは、15 年以上前からスマートファクトリーの先駆けと言えるレベルの自動化が進んでいる

スマートファクトリーテーマ
タイプ
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■ 半導体前工程の特徴
自動

複雑な工程の自動化によるQCDの追求

解きたい課題

数百の工程を製品特性や条件によって
個別に作り分けながら、24 時間自動生
産

適用技術

加工対象や装置、条件などのデータモ
デル化と例外事象の自動対応

必要なデータ

製品データ、装置データ、加工条件デー
タ、プロセスデータ、品質データ

1,000

着・完工

工程

前後工程の状況
により加工条件を
動的に調整

リアルタイム 24時間×7日
操業

品質管理

300mm
シリコンウエハー
リードタイム
2～3カ月

数千の
オンライン装置

自動
搬送

装置保守

秒間数十

のイベント

■ 300mm 半導体前工程のMES（ Manufacturing Execution System ）
300mm

シリコン
ウエハ

すべての製造工程に
ついての、例 外 処 理
を含めた詳細な業務
モデル（ MRM：Ma-

nufacturing Reference Model）

MRM

MRMの 実 現 に必 要となる、

製 品、工 程 ル ート、工 程、プ
ロセス、装置、レシピ、レシピ
パラメータ、プロセスデータ、
判定基準など製造に関連す
る全データを有 機 的に構 成
するデータモデル

Data Model

常に整合を保つ基準情報（マスターデー
タ）管理
SM（Spec Manager）

多数のリアルタイム系補助アプリ

リアルタイムに製品と装置の状態を把握
し、着 工・完 工・フィードバック、フィード
フォワードの指令を出すランタイム
MM（Material ManagerM）

リアルタイム装置・搬送系インターフェース

SM

MM

Realtime scheduler

SPC、APC、SaR、AMH、FDC、RMS……

24時間×7日を支えるITインフラ

I/F

IT Infra
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IBMソリューション

ハイテク分野を支えてきた国産の MESで

スマートファクトリーを支援する「GIView Factory Suite」
（SiView）
半導体や液晶など、ハイテクデバイスの製造を支えるスマート

この MES は日本 IBM の野洲工場の半導体 MES を起源とする

ファクトリー。その中心にあるが MESという存在だ。MES は製

“国産 MES”であり、IBM はそこで培った技術を世界に展開して

造工程におけるリアルタイムな制御を可能にするもので、IBM は

きた。IBM の MES は 300mmウエハーの世界でブレイクし、半導

半導体が 300mmウエハーの世界に入る以前から、MES を提供

体後工程、液晶パネル、ウエハー、ガラス製品、
ソーラーパネルな

し、300mm 時代には全自動化を支えてきた。

どの工場に広がった。現在は、300mmシリコンウエハーの 59 の

MES はさまざまな要素の組み合わせから構成されている。

工場、液晶パネルの85の工場など、251の工場に導入されている。

MES の中心となるのは、製造工程の業務モデルである MRM

IBM が提供する包括的な MESソリューションは、プロセス製

（Manufacturing Reference Model）
、MRM の実現に必要とな

造業から組み立て加工製造業まで幅広い業種で活用され、今で

るData Model、何をどう動かすのかというSM
（Spec Manager）
、

はこういったハイテク業界におけるMES の世界でデファクトスタ

リアルタイムな制御を可能にするMM（Material Manager）だ。

ンダードになっている。

その周辺には制御系の機器とリアルタイムに連携するための

日本 IBM では、この国産 MES の実績とノウハウを活かして、

多数の補助アプリ、搬送系のインターフェース、
そして24 時間 365

スマートファクトリーの実現のご支援をさせていただいている。

日の稼働を支える堅牢なインフラがあり、さらに ERP や ELM、

※ IBM は世界中の複数の製造ラインを一つの仮想大工場としてリアルタイムに管理
できる製造基幹システム向けソリューション群「 IBM Global Integrated View
（ GIView ）」を提供している。SｉView はその中の半導体の製造工程管理を行うソ
フトウェア製品（正式名称は IndustryView for Semi-Conductor Standard）

CRM などの基幹系システムとの連携が図られ、計画と実績を連
動させた効率的な製造工程を実現する。

図：IBM の MESソリューション「GIView Factory Suite」
（SiView）
整合性のとれたフルスコープ・インテグレーション
◦G IView Factory Suite に標準実装インターフェースを基盤として、ERP などの上位系アプリケーション、APC などの MES 周辺アプリケーション、装置・搬送系と無理
のない整合性のとれたインテグレーションを実現する

ポータルサイト

ERP

SCM

PLM

標準化インターフェース（エンタープライズアプリ用）

GIView Factory Suite（SiView）
Specification
Manager

Material Manager

Scheduler

Reporting

基準情報管理

製品・装置の
トラッキング

ロットスケジュール

基準情報管理

SPC

Automation
Manager

Floor Data

統計的品質管理

装置・搬送
自動化

製造データ

Floor
Monitor
モニタ

測定
装置

RTD

品質解析

標準化インターフェース（ MES周辺アプリ用）

標準インターフェース（ SEMI ）

プロセス
装置

レシピ管理

AMHS

テスタ

ストッカ
ベイ間・ベイ内
搬送車

AMHS
ストッカ
搬送車

装置保全管理

APC

FDC

SCM：Supply Chain Management
ERP：Enterprise Resource Planning
MES：Manufacturing Execution System
APC：Advanced Process Control
RTD：Real Time Dispatcher
AMHS：Automated Material Handling System
ARHS：Automated Reticle Handling System
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