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近年，第３次人工知能ブームの到来を主張する意見が散見されるようになってきた。ネットワーク／クラウド

環境などのデータ基盤と統計／パターン認識／機械学習などの高度なデータ解析技術の進展によって，ビッグデ

ータから知が生み出されるという報告が相次いでいることが背景にある。この IT 技術のトレンドは，製造業にお

けるデータの活用の仕方に対して着実に影響を与え始めている。本稿では，近年の IT 技術トレンドにおける主要

なトピックスを俯瞰し，その背景にビッグデータと高度なデータ解析技術があることを明らかにする。その上で，

この IT 技術トレンドの影響を受けた製造業におけるデータ解析の変遷について述べ，製造業のデータ解析の今後

について議論する。

The arrival of the third artificial intelligence boom has been announced recently. As a 
background, parts of human intelligence are being replicated by processing big data thanks 
to the improvement of data infrastructure such as networks and cloud computing, and the 
advancement of data analysis technologies including statistics, pattern recognition and 
machine learning. This new IT trend is gradually changing the ways of utilizing data in the 
manufacturing industry. This paper introduces recent major IT trends and shows that they 
depend on big data and advanced data analysis technologies. The paper then describes the 
transition of industrial data analysis in the manufacturing industry affected by the IT trends, 
and discusses its future.

1. はじめに

第１次人工知能ブームは，1956 年のダートマス会議
から始まった。数学の定理証明という，従来，人間が行
っていた知的なタスクがコンピュータによって行われる
可能性が示され，人工知能への期待が大きく高まった。
しかし，当時の理論とコンピュータでは，簡易な問題に
しか適用できないことが次第に明らかとなり，期待のま
まで終わった。

1980 年代に起こった第２次人工知能ブームの中心は，
知識ベース上での推論による専門家の意思決定の再現，
いわゆるエキスパートシステムであった。エキスパート
システムでは，知識ベースの構築を人間が行い，述語論

理などに基づく推論がコンピュータによって行われた。
しかし，矛盾や不完全性を含む知識ベースや，様々な例
外を含む実環境において，専門家の高度な判断の再現は
困難であると次第に認知されていった。

そして，近年を第３次人工知能ブームと呼ぶ向きがあ
る。その背景は，ビッグデータを扱うためのネットワー
ク／クラウド環境などのデータ基盤と統計／パターン認
識／機械学習などの高度なデータ解析技術の進展により，
ビッグデータから知が生み出されたという報告が相次い
でいることにある。この IT 技術のトレンドは，製造業に
も着実に影響を与え始めている。

本稿では，第３次人工知能ブームと呼ばれる近年のト
レンドにおける主要なトピックスから，その背景にビッ
グデータと高度なデータ解析技術があることを明らかに
する（２章）。その上で，この IT 技術のトレンドの影響
を受けつつある製造業におけるデータ解析の変遷につい
て述べ（３章），製造業のデータ解析の今後について議論
する（４章）。最後に，本稿のまとめを行う（５章）。
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2. 第３次人工知能ブームに見る IT 技術のトレンド

本章では，近年を代表する３つの事例から現在の IT 技
術のトレンドを議論する。

１つ目の事例は，IBM 社の質問応答システム Watson（1）

である。質問文の解析，解候補の生成／検証／選択とい
った一連の複合タスクをリアルタイムにこなすこのシス
テムは，2,880 コアの計算機，数十 GB に及ぶ多種の情
報源からなるデータベース，テキスト解析技術，そして
複数の機械学習技術が高度に統合されたものであった。
このシステムは，2011 年の米国のクイズ番組において，
クイズチャンピオンに勝利し，人々を驚かせた。

２つ目の事例は，2012 年の ILSVRC (ImageNet Large 
Scale Visual Recognition Challenge)（2）と呼ばれる，大量
の画像を基に画像中の物体の自動認識を行うコンペティ
ションである。同年のコンペティションにおいて，ある
アプローチが他の手法のスコアを大きく上回る結果を示
した。他の手法は１％のオーダでその精度を競っていた
が，そのアプローチは他の手法に対して精度で約 10％の
差をつけるという驚異的な結果を示した。そのアプロー
チが Deep Learning と呼ばれる深層化されたニューラル
ネットワークを利用した機械学習技術である。他の手法
が画像特徴情報に基づく識別アルゴリズムを個別に作り
込んでいたのに対して，Deep Learning では，機械学習
によるビッグデータ解析を通して，対象を識別するため
の画像特徴と識別関数の学習を同時に行っていたことが
勝因の１つであった。

３つ目の事例は，DeepMind 社によって開発された囲
碁システム AlphaGo（3）である。おおよその打ち手のパタ
ーン数について，チェスは 10 の 120 乗，将棋は 10 の
220 乗，囲碁は 10 の 360 乗であり，その探索空間の膨
大さから，囲碁においてコンピュータが人間を上回るこ
とはかなり先であると予測されていた。しかし AlphaGo
は，優れた棋士の棋譜をベースとして学習し，その上で
プログラム自身が対戦シミュレーションを行い，その結
果から追加学習を行うという戦略で，プロの棋士に勝利
した。この時，膨大な量の棋譜というビッグデータを解
析するアルゴリズムとして，２つ目の事例と同様に Deep 
Learning が用いられていた。

近年注目を集めた３つの事例においては，目標を達成
するタスクを成功に導くためのアルゴリズムを人間が作
り込んだわけではない。いずれの事例においても，蓄積
されたビッグデータ（囲碁の例においては，プログラム
自体が生成したデータを含む）に対して，機械学習技術
による解析を行い，タスクを達成するためのアルゴリズ
ムを自動的に見出したことが特筆すべき点である。

状況は限定的であるが，人間の複雑かつ高度な認識と
判断を要するタスクが，データの解析によって再現され
る状況が報告され始めていることは，大きなブレイクス

ルーと言える。

3. 製造業におけるデータ解析技術の変遷

ここで，製造業に視点を移してみたい。製造業におい
ては，限られたエネルギー，資源，設備を使って，効率
を最大限にして，かつ安全に生産を行いたいという実利
的な理由から，今までもデータ解析に取り組んできた。
しかし，より複雑なシステムへの適用や，外部環境要因
によるオペレーションの複雑化によって，従来の手法を
適用し難い状況が現れ始めている。このような状況にお
いて，前章で述べたような機械学習を中心とした高度な
解析技術が利用され始めている。本章では，その変遷を
俯瞰する。

3.1 製造業におけるデータ解析の主流
製造業におけるデータ解析技術としては，データの変

数間の線形性（図 1）を仮定した回帰分析，多変量解析
が主流である。

入力 

出力 

入力 

出力 

線形な関係を持つデータ例 非線形な関係を持つデータ例 

図 1 線形／非線形なデータの例

例えば，運転条件から製品品質を予測するような重回
帰分析，適合／不適合を起こす要因を分析するための線
形判別分析，多数のセンサ／入力を持つ系の特徴を捉え
るための主成分分析，品質管理のための統計的プロセス
管理，などの技術である。本技報の「品質安定化ソリュ
ーションと MT 法」も，変数間の線形性を仮定し，基準
データからの乖

か い り

離度を定量化する解析法である。
線形性は，実際のシステムから生成されるデータに対

しては単純な仮定であるが，次の理由でよく利用されて
きた。

 •  解析モデルが，初等的な線形代数で記述されることに
よる解釈／実装／保守の容易さ

 •  局所的（例えば，単一の運転条件など）には，システ
ムを線形近似できるという経験則

 •   十分な研究と応用の実績による解析技術の成熟性
これらの数理的な解析技術が成功裏に適用されてきた

背景には，システムに対する十分な知見に基づく適切な
解析スコープの設定と前処理，上記解析技術を利用する
十分な知見，解析結果をシステムで有効に活用するイン
テグレーション力，といったエンジニアのノウハウが，
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大きな役割を果たしてきたことは言うまでもない。
このような数理を超えたノウハウは，今後も製造業に

おけるデータ解析においては重要な役割を果たすと考え
られる。本技報の「MT 法を活用した製剤の品質安定化
と医薬品連続生産への応用」の事例は，そうしたデータ
解析技術とエンジニアのノウハウが高度に統合された結
果と言える。

3.2 解析対象の複雑化
一方で，前述の線形性の仮定が適切ではない，複雑な

データを解析対象とする状況も多く存在する。例えば，
次のようなケースである。

 • 反応工程のように，アレニウス式に代表される指数関
数的な特性により強い非線形性を示すケース

 • 複数工程にわたる全体最適化のための解析を行う場合
のように，局所線形近似を適用できないケース

 • 多品種生産等による度重なる運転レシピの変更，生産
設備の劣化による特性変化などにより，データ分布の
偏在化が生じるケース
このような状況に置かれたデータを従来と同様の手法

によって解析しても，解析技法の前提条件が大きく異な
っているせいで良い結果は得られない。多くの文献を精
査し適切なモデル式を探す，同種と見なせるようなデー
タへと分類を行った上で個別に解析するなど，エンジニ
アリングによる解決は不可能ではないが，多くの時間と
コストがかかることは想像に難くない。

幸いにも，これらの問題は製造業に限らず，数理的に
はあらゆる分野において生じ得る問題であるため，様々
な分野で活発に研究が行われてきた。特に，自然言語，
画像，音声処理などを中心とした分野では，データの複
雑さに対してエンジニアリングで解決可能なことは限定
的になる。その結果，機械学習を含む高度な分析を自動
的に行う技術が研究されてきた。それらが，２章で述べ
た第３次人工知能ブームの輝かしい成果として結実した
とも言える。

従来，機械学習を含む高度なデータ解析技術は，ブラ
ックボックス的な解析を行うため，ミッションクリティ
カルなシステムを扱う製造業においては敬遠される傾向
にあった。しかし，複雑な解析対象に対してエンジニア
リングコストが増大することにより，その意識は変化し
つつある。同時に，高度なデータ解析技術の適用が様々
な領域で報告されると共に，その利用ノウハウの蓄積も
進んできている。その結果，エンジニアが解析のブラッ
クボックスの部分を補完できるようになってきたことも
変化の背景にある。

次節では，利用が進む機械学習を中心としたデータ解
析技術とその周辺技術を紹介する。

3.3 製造業における最新のデータ解析への取り組み
まず，非線形解析法の１つであるカーネル法（4）が挙げ

られる。カーネル法は，一般的にはデータの次元数を超
える，高次元の特徴空間にデータをマッピングし，線形
データ解析の枠組みで非線形解析を行う技術である。特
に，カーネルトリックという技法により，実際に高次元
の特徴量を計算する必要がなく，その空間上での内積だ
けを定義することで，効率的に非線形解析が行える。カ
ーネルトリックに正則化法を組み合わせることで，元々
高次元なデータや強非線形性を持つ相対的にサンプル
数が少量なデータに対しても非線形解析を適用できる。
文献（5）のシステムで利用されている RBF (Radial Basis 
Function) モデルは，広義にはカーネル法として見なすこ
とができる手法である。

複数の要素モデルにより対象をモデル化する Mixture
モデリングも多用されている。複数の重回帰モデルで回
帰関数を構成する区分線形モデル（図 2）や，複数のガ
ウス分布で複雑なデータ形状を表す混合ガウスモデル（6）

などである。実際には，各サンプルがどのモデルから得
られたものなのかは自明ではないため，EM (Expectation 
Maximization) アルゴリズムや MCMC（マルコフ連鎖モ
ンテカルロ法）などの機械学習法により推定する。その
結果，データは同一のモデルによって表現される群へと
分類される。混合ガウス分布の場合などは，各群に対し
ては，従来の多変量解析をそのまま行うことも可能であ
る。この性質により，設備の内部状態の変化など，暗黙
的なモードを生産システムが持つ場合であっても，自動
的に分類し，分析することができる。本技報の「エネル
ギーと品質の最適化を目指したモデル化技術と適用事例」
では，エネルギー最適化のためのシステムモデリングへ
の適用例が報告されている。また，文献（7）（8）では，高度
制御のための動的モデルの同定や製品性状を推定するソ
フトセンサのモデリングを行う方法が報告されている。

区分線形モデル 
線形モデル 

図 2 区分線形モデルの例

２章で述べた Deep Learning（9）も注目すべき機械学習
技術の１つである。Deep Learning は，データへ過度に
適合してしまう，学習情報がネットワークの末端に到達
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せず適切な学習ができない，といったニューラルネット
ワークの深層化に係る課題を解決し，実用レベルに引き
上げた一連の技術を表している。Deep Learning は，人
が行っていた１次解析（特徴抽出）相当の処理を行うニ
ューラルネットワークを生成していることが確認されて
おり，別名 Feature Learning とも呼ばれている。この性
質により，画像・音声・スペクトルデータやセンサネッ
トワークから得られるデータのような高次元データを，
半自動的に解析できる。本技報の「機械学習を用いたセ
ンサデータ解析の可能性」では，センサデータに対する
アプローチを報告する。

解析技術の進展の背景には，データ基盤の進展がある
ことは言うまでもない。例えば，本技報の「プラントに
おけるデータ活用を加速させる Exaquantum の進化」に
あるように，横河電機が提供しているプラント情報管理
システム Exaquantum は，製造業におけるリアルタイム
性，堅牢性といったミッションクリティカルシステムと
しての要求に応えつつ，ビッグデータを蓄積・活用する
基盤としての準備を整えた。また，本技報の「業務改善
サイクルを支援するリアルタイムデータ抽出技術」では，
複数の生産エンティティから生成されるデータを高速に
統合し，活用を促すための基盤を紹介している。さらに，
本技報の「プロセスデータを対象とした類似波形の高速
検索法」では，大量のデータから必要なデータを効率的
に見出すための技術を紹介している。

4.  製造業のデータ解析のこれから

前章では，新たな IT 技術のトレンドを受け，製造業に
おけるデータ解析が変化しつつあることを述べてきた。
本章では，この状況において，今後，製造現場がさらに
変わる可能性があるポイントを議論していく。

まず１点目は，官能検査や設備点検のシステム化であ
る。ディスクリート系の製造現場では，製品の仕上がり
検査を目視にて行っているケースが少なくない。また，
プロセス系／ディスクリート系のどちらにおいても，生
産設備の巡回点検などは日常的に行われている。熟練者
の異常察知能力は高く，外観の変化や異音を的確に捉え
ると言われている。しかし，熟練者の数は限られており，
多拠点への展開や技術伝承という点で課題がある。熟練
者が日々見聞きしている状況を画像や音声のビッグデー
タとして蓄積し，彼らの判断と関連付けることができれ
ば，そのノウハウを展開することが可能である。

２点目は，異種システム連携である。例えば，部門間，
拠点間，場合によってはサプライチェーン上の会社間な
ど，それぞれが異なる状況で，しかし互いに関係し合う
形で，多くの情報がビッグデータとして蓄積されている。
これらの複数の組織に跨る問題を解決しようとしたとき
に，全ての解析をエンジニアリングによって行うことは
現実的ではない。機械学習技術などを最大限に活用し，

半自動的に相関の見られるポイントや異常な状況の検知
を行うことは，事業者の競争力強化において重要な役割
を果たしていくと考えられる。

３点目は，制御・運用を含む製造戦略の立案である。
ビッグデータと高度な解析技術は，生産システムの精密
なモデル化を可能とする。こうしたモデルを利用するこ
とで，実効性のある what-if 分析を実行できるようになり，
制御・運用の最適化や生産効率の改善などの製造戦略に
大きく貢献していくことが予想される。

5.  おわりに

本稿では，第３次人工知能ブームのトピックスから，
その背景にビッグデータと高度なデータ解析技術がある
ことを述べ，製造業におけるデータ解析が変容しつつあ
ることを述べてきた。その上で，IT の技術トレンドがも
たらす今後の可能性について議論した。

本稿で見てきたように，ビッグデータとその高度な解
析技術からなる IT の技術トレンドはイノベーションを起
こすための技術としての地位を確立し始めている。この
新しくもポテンシャルの高い IT 技術を，現状のミッショ
ンクリティカルな生産システムを支える OT (Operational 
Technology) 基盤にどのように組み入れ，製造業の付加
価値創出に貢献していくかは，OT の提供を生業としてき
た横河グループが今後も取り組むべき課題であると考え
ている。
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