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お客様の製造現場では，業務の維持／改善／突発事項への対応など多くのミッションを抱えている。日々これ

らのミッションを遂行していくだけでなく，業務を取り巻く環境の変化へも対応しなくてはならず，より一層変

化に強い操業が求められている。お客様が環境の変化を捉えて臨機応変に対応していくためには，DCS の発明に

相当するような工程管理手法のパラダイムシフトが必要である。

本稿では，製造環境の変化に柔軟に対応するために，操業を最適化する新たな製造運転管理の業務モデルと，

その業務を達成するための機能モデルを紹介する。さらに，この機能モデルに基づいたシステム構成と，システ

ム内で活用する YOKOGAWA AI 関連製品の位置づけを述べる。

Many customers are seeking more flexible, robust operations to carry out various tasks at 
their manufacturing sites such as daily operations, KAIZEN activities, and troubleshooting, as 
well as to respond to changes in the manufacturing environment. For customers to achieve this, 
the process management method must undergo a paradigm shift, which is comparable to the 
invention of the DCS.

This paper introduces a new business model for optimizing operations and a function model for 
applying the business model to cope with changes in the manufacturing environment, and then 
describes a system architecture based on this function model and how Yokogawa’s AI products 
work in the system.

1. はじめに

本稿では，製造環境（4M：Material ［原料］ / Machine 
［設備］ / Method ［工程］ / huMan ［人］）の変化に強い生
産システムの実現に向けた，新製造運転管理の概念を提
言する。本稿で示す改善とは，「お客様が保有する資産を
対象とし，その能力を最適化すること，そして，資産が
創出する経済的価値を最大化させる活動」である。つまり，
新しい環境を持ち込むのではなく，現状の 4M を最大限
に利用して，厳しい環境変化に対応する取り組みである。

２章では，お客様を取り巻く環境として，操業環境の

変化と，変化に迅速に対応する手段としてのデジタル化
について紹介する。３章では，お客様の環境における課
題を解決するために必要となる，新たな製造運転管理の
技術コンセプトを説明する。４章では，３章で述べる技
術コンセプトを実現するシステム構成と，この中で活用
する YOKOGAWA AI 関連製品の位置づけを紹介する。

2. お客様を取り巻く環境

2.1 操業環境の変化 
生産とは，お客様の利益を生む使用価値を有する製品

を設計・製造・販売する一連の活動である。つまり，モ
ノ（素材）からモノ（製品）を作り出す活動である。生
産者は，素材と製品の経済的価値の差を利益として得る。
したがって，製品の利益率を高めるためには，素材と製
品の価値差を最大化する設計・製造・販売戦略が必要と
なる。その中で製造は，素材から製品を作り出す過程を
担っており，とりわけ，利益に大きく貢献する活動である。
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製造では，図 1 に示すように製造現場の操業環境の変
化が起こっており，四面楚歌の状況である。近年，企業
間の競争が激しくなり，低価格の素材を選択する機会が
増えてきており，新たな取引先から原材料が納入される
ことも珍しくない。その際，原材料は受け入れ基準を満
たしているものの，実際には，その基準内でバラついて
いるのが現状である。

また，企業間の競争は価格の面だけではない。高品質
かつ最先端の製品（素材）を他社よりも先に開発するこ
とで，市場をリードする戦略もある。このような戦略を
取る場合，製品に使用される素材は，個別仕様や厳しい
品質基準を要求されることが多い。

さらに，お客様の 4M の状態は，常に変化している。例
えば，製造設備は，刻々と劣化し，生産設計時に想定して
いた能力を出せないかもしれない。このような状況が，間
接的に品質事故を誘発し，良品率の低下として現れる。ま
た，熟練作業員が退職し新人が加わることで，労働生産
性も低下するなどの 4M にかかわる問題がある。

図 1 操業環境の変化

一般的に製造業では，製品の製造方法を規定するレシ
ピ（ジェネラルレシピやマスターレシピ）と呼ばれる生
産設計情報が存在し，これらの指示にしたがい製造が実
行される。上記のとおり，4M のバラツキが発生したり，
外部環境が変化したりする状況に，レシピも柔軟に対応
できることが理想である。しかし，レシピの変更は，設
備の入れ替えが発生し，変更した設計の検証が必要であ
る等，生産に与える影響が多大である。そのため，頻繁
に設計の変更を行うことはできない。したがって，4M
が変化している現場において，当初の設計で期待した通
りの製品を作ることが難しくなってきており，この問題
を解決することが重要な課題となっている。

2.2 デジタル化への注目
PQCDS は，製造業における生産テーマである，Products

（品種），Quality（品質），Cost（価格），Delivery（納期），
Safety（安全）の５つの頭文字をとったものである。製造

現場では「顧客の望む製品（P ＝多品種）を，よい品質 
（Q ＝高品質）で，安く（C ＝低コスト・市場価格），速く 
（D ＝短納期），かつ安全（S ＝安全第一）に提供，サービ
スする」を達成することが重要である。製造現場では日々
のトラブル対応とは別に，PQCDS の課題を解決する改善活
動が行われているが，上述した 4M のバラツキや日々のオ
ペレーションとも関係しているため，解決までに多くの時
間がかかっている。この問題を解決する時間を短縮する取
り組みの一つとして，デジタル化が注目されている。

2.2.1 デジタル化の成熟度
ドイツの acatech は，デジタル化に着目し，その成

熟度を表す統一的な指針（Industrie 4.0 Maturity Index 
Model(1)）を公開している。この成熟度は，図 2 に示すと
おり，①～⑥の６つの段階で示される。

図 2 デジタル化の成熟度の段階（出典：acatech）

①　コンピュータ化
装置や機器にコンピュータが装備された状態

②　コネクティビティ
コンピュータ化された機器がネットワークを介して，
データ交換できる状態

③　現状の把握
データが情報として整理されており，現場で起きて
いることを把握できる状態

④　原因の理解
現場の状況を表す正確な情報を十分に提供し，現場
で発生した事象の原因を理解できる状態

⑤　未来への備え
現場で起こる事象を予測できる状態

⑥　自己最適化
予測した事象に対して最適な生産状態への回復操作
を施せる状態

2.2.2 デジタル化による課題解決の可能性
PQCDS の課題解決に関して，わかりやすい “ 時間 ” と

いう価値を一例に説明する。図 3 は課題解決の対応の遅
れにより，生産現場における価値がそれに合わせて低下
することを示している。

図 3 の横軸は，生産現場で事象が発生してからその事
象に対する対応の完了までにかかる時間の合計を示して
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いる。事象には，対応の完了までが短期間で終了するも
のと，比較的長期にわたるものとがある。例えば，製造
工程で何らかの不良が検知され，回復作業を行う場合は
前者になる。一方，不具合により製品仕様を変更する場合，
製造への影響（製造プロセス，原料の仕入れ，設備の変
更等）が見込まれるため，後者となる。上述の PQCDS
の課題解決も後者にあたる。

図 3 生産現場の課題解決までにかかる時間と価値の低下
（出典：acatech）

生産現場で事象が発生すると，最初にその事象に関す
る洞察結果（insights）が利用可能になる（装置や機器の
データなど，調査に必要な情報を，適切な役割を持つ利
用者が使用できる）までに遅延（delay）が生じる。これ
は，事象に対する行動と，対策を決める意思決定（対策 : 
measure）の実行の遅延にもつながる。その理由の１つは，
データ収集から分析までを実行するシステムが個別に存在
し，それぞれがシームレスに統合されていないことである。

図 4 に示すとおり，生産現場で事象が発生してからそ
の事象に対する対応が完了するまでの遅延時間は，デジ
タル化により大きく改善する可能性を持つ。これを実現
するための技術コンセプトが，次のとおり示されている。

図 4 デジタル化による課題解決時間の改善による 
価値の増加（出典：acatech）

（A） 洞察の短縮
装置，機器をコンピュータ化し，全てのシステムを
ネットワークに接続する。そして，シームレスでリ
アルタイムなデータ交換を実現し，必要な時に，必
要な情報を，適切な役割を持つ利用者が使用できる
環境を構築する。

（B） 分析の短縮
目的に従ってデータを集め，現場で起きている事象
を把握するための分析をシステムで行える環境を構
築する（たとえば，機械学習や AI の利用）。

（C） 意思決定の短縮
事象の要因を容易に理解するための情報を提供する
意思決定支援システムを導入する。

（D） 対処（行動）の短縮
現在の状況（物理）を基に，これから起こる事象を
予測する環境を構築する。そして，コンピュータ上で，
予測した問題の対策を検証し，装置や機器を使用し
て対処する。

本章で述べたように，お客様は日々ミッションを遂行
していくだけでなく，業務を取り巻く環境の変化の中で
PQCDS の課題も解決する必要がある。そのため，より一
層変化に強い操業が求められている。お客様が環境の変
化を捉えて臨機応変に対応していくためには，デジタル
化を活用した，DCS の発明に相当するような工程管理手
法のパラダイムシフトが必要である。

3. 操業改善の新たな “ あたりまえ ” の提案

YOKOGAWA の操業改善は，IEC/ISO62264 で示して
いる生産システムの機能階層モデルにおける制御層と
製造オペレーション管理層（Manufacturing Operations 
Management：MOM）の中間に軸足を置き，4M の変化
にフレキシブルに対応し，ロバストに振る舞う生産環境

（システムとソリューション）の実現を目指す。このた
めに，YOKOGAWA はデジタル化を活用し，製造現場の
PQCDS の改善に貢献する。

4M の変化への対応は，生産設計や 4M の資源を根本的
に見直す手段が考えられる。しかし，これを行うと大きなコ
ストが発生し，迅速な対応も難しい。そこで YOKOGAWA
は，図 5 のように，4M のバラツキや外部環境の変化を許容
し，既存の製造プロセスを微調整することで，期待どおりの
製造状態を維持する手段を提案する。つまり，現場で操業
を最適化することで環境変化に柔軟に対応していく。

図 5 4M の変化を許容した操業の最適化イメージ
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製造プロセスの微調整は，これまでも「すり合わせ」
として行われてきた。しかし，「すり合わせ」の品質は運
転員のスキルに依存するため，長期的に安定した成果を
得ることが難しい。その上，熟練作業者が次第に退職し
ていく状況で，製造現場で一定の状態を維持することは
難しい。そこで我々は，システマティック（繰り返し実
施可能）な手段により，「すり合わせ」を実現する方法を
提案する。

まず，誰でも容易に，製造プロセスの状態を把握でき
る環境を用意する。さらに，その環境から異常の兆候を
検知し，それを検知したら正常な状態に戻すことができ
る環境を構築する。YOKOGAWA は，このシステマチッ
クな「すり合わせ」環境をシステムとして実現する。こ
れにより，お客様は 4M に対する新たな投資が不要とな
り，保有資産を活かして，環境の変化に影響されないロ
バストな操業を実現できる。

このような 4M の変化に強い生産システムによる操業
改善が新たな “ あたりまえ ” となって生産現場に浸透し，
お客様の製造現場にある資産，経験，知識を最大化する
ことで，お客様の生産活動で創出される経済的価値を最
大化することができる。

3.1 業務モデル
4M の変化に強い生産システムは，製造に関わる業務

（MOM，制御）と，4M のバラツキや外部環境の変化を
考慮して期待どおりの製造状態を維持する業務の２つが
あり，後者を “ 新製造運転管理 ” と呼ぶ。新製造運転管
理は，図 6 に示すように，製造に関わる業務（MOM，制御）
で実施される生産活動を追跡し，生産資源の状態に応じ
て製造を最適な状態に保つ役割を担う。

図 6 新製造運転管理の位置づけ

表 1 に示すように，新製造運転管理システムの業務の
カテゴリは，製造に関わる制御の業務と同じであるが，新
たな “ あたりまえ ” として実施される業務内容が大きく異
なる。表 1 の新製造運転管理の業務の概要を次に示す。

MOM

制御

作業指示 作業実績

追跡

回復

標準化

維持

追跡

新製造運転管理

評価

改善

醸成
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表 1 新製造運転管理の業務モデル

業務カテゴリ
制御

（既存のあたりまえの業務）
新製造運転管理

（新たな “ あたりまえ ” の業務）
大項目 小項目

設計・実装・検証

定義管理

製造プロセス実行フロー設計，
物理プロセス制御ロジック設計，
製造工程監視・操作の手順設計，
製造工程管理の設計

(1) PQCDS 視点の 4M 性能の評価設計

設定管理 フィールド機器の調整，設定値の 
維持・管理 (2) 4M 性能低下の要因可視化設計

実装管理 制御システムへの実装，
実装された機能の検証 (3) 4M 性能の回復作業定義

実行
作業実行管理 製造工程に組み込まれた 

ビジネスロジックの順次実行
(4) 4M 性能の評価の実行
(5) 4M 性能低下の要因把握・意思決定

制御 物理プロセスの監視・制御の実行 (6) 4M 性能の回復作業の実行

分析

データ収集 工程管理，不具合分析，パフォーマ
ンス解析に利用するデータの収集

(7)  4M データ収集，性能評価のための 
目的変換

作業分析 工程能力や成果物の品質分析 (8) 管理能力の分析

作業の追跡 工程の実行・分析結果の追跡， 
設計側へフィードバック (9) 管理能力の醸成
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(1) PQCDS 視点の 4M 性能の評価設計
PQCDS 視点の 4M 性能（期待どおりの製造状態を維
持しているときの 4M の状態）を評価するためのモ
デルを構築する。また，後述する管理能力の分析結
果に基づき，PQCDS 視点の 4M 性能を最適な状態に
維持するための評価モデルの改善も行う。

(2) 4M 性能低下の要因可視化設計
4M 性能低下（4M の異常なバラツキ）の要因を切り
分けるための意思決定木を設計する。意思決定木は
4M ごとの因子を，その因果関係に基づき階層的に
説明するものである。この階層をたどることで，4M
性能低下の要因を理解することができる。

(3) 4M 性能の回復作業定義
4M 性能を安定状態に戻す回復作業を定義する。こ
の作業では，製造現場の経験や知識，および PQCDS
の現場の制約条件から，4M 性能の回復に貢献する
作業を洗い出し，その中から最適なものを選定する。

(4) 4M 性能の評価
(1) で構築した評価モデルを使用して PQCDS 視点の
4M 性能を評価する。製造指示単位で評価を行い，
4M の性能低下の発生を判別する。

(5) 4M 性能低下の要因把握・意思決定
4M 性能低下の発生が予見された場合，性能低下の
要因を理解し，安定化させるための処置を施す。不
良の要因の理解には，(2) と (3) で設計した意思決定
情報を利用する。回復処置には PQCDS の現場の制
約条件を考慮した作業が選択肢として表示され，最
適な処置を選択することができる。

(6) 4M 性能の回復作業
4M 性能を回復するための作業を実行する。作業は，
手動，半自動，自動のいずれかで行われる。

(7) 4M データ収集，性能評価のための目的変換
製造指示，プロセス値，原料の性状，原料の使用量，
機器のステータス，製品の品質，外部データなどの
4M データを収集し，PQCDS の評価目的に合わせた
4M 性能を算出するためのデータに変換する。

(8) 管理能力の分析
(1) で作成した評価モデルによる 4M 性能の評価が，
目標水準にあるか（たとえば，評価モデルによる評
価開始時と同レベルの判別率かどうか）を分析する。

(9) 管理能力の醸成
(8) の分析で，評価モデルの効果が低い場合，評価モ
デルを改善するように，設計側へフィードバックする。

3.2 機能モデル
新製造運転管理の業務モデルを基に，新製造運転管理

に必要な機能を図 7 に示す。また，表 1 に示した新製造
運転管理の業務と各機能の関係を表 2 に示すとともに，
各機能の概要を説明する。

図 7 新製造運転管理の機能モデル

(1) 4M データ収集・目的変換
新製造運転管理が扱うデータは，制御，製造実行管
理，品質管理等，多岐にわたる。そのため，データ
の集め方やデータ自体の特性も様々であり，集めた
データをそのまま利用することは困難である。そこ
で，本機能において，データ収集と公開方法を標準
化し，実行および分析業務で目的に合わせたデータ
の変換や利活用ができるような機能を提供する。

(2) 4M 性能の評価
4M 性能の評価では，設計時に 4M 性能の低下を判別
するための評価モデルを構築する機能と，評価モデ
ルを利用して実行時に性能低下を判別する機能を提
供する。
4M が変化している状況では，単一の因子で 4M 性能
を説明することは難しい。そのため，本機能では，高
次元データを対象とした異常検知法として，AI 技術
を活用する。しかし，4M と物理プロセスの因果関係
を無視した結果では，製造現場のお客様は納得でき
ない。新製造運転管理では，目的変数に対する説明
変数を，製造現場の「プロセス知見」「化学工学的知見」

「運転知見」を基に決めることができるようにデータ
プロファイリング機能を提供する。これにより，お客
様の納得感が高い評価モデルの構築が可能となる。

品質管理

在庫管理

製造実行

人財

4Mデータ収集・
目的変換 4M性能の評価

4M性能変化・
原因の予見 4M性能の回復 管理能力の評価

設計・実装・検証

実行 分析

表 2 機能と業務モデルの関係

機能
業務モデルで関係する業務

設計・実装・検証 実行・分析

(1)  4M データ 
収集・目的 
変換

4M データ収集， 
性能評価のための
目的変換

(2)  4M 性能の 
評価

PQCDS 視点の 4M 
性能の評価設計

4M 性能の評価の 
実行

(3)  4M 性能 
変化・原因
の予見

4M 性能低下の 
要因可視化設計

4M 性能低下の要因
把握・意思決定

(4)  4M 性能の 
回復

4M 性能の回復 
作業定義

4M 性能の回復作業
の実行

(5)  管理能力の
評価

管理能力の分析
管理能力の醸成
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(3) 4M 性能変化・原因の予見
本機能では，設計時に 4M 性能の低下の要因を切り
分けるための意思決定木を設計する。実行時，4M
性能の低下が検出された場合，性能低下に影響を与
えている因子を順に評価する。
4M 性能の低下が発生する状況は常に変化している。
したがって，性能低下に影響する因子も常に変化し
ていると想定される。本機能では，図 8 に示すように，
性能低下と判別した状況から，その判定に基づく因
子の寄与度を示す。設計時の評価と現場の状況に合
わせた評価を示すことで，性能低下の原因の分析範
囲とその優先度が限定される。これにより，故障な
どの要因の絞り込みが可能となる。絞り込みは，動
的な寄与度だけではなく，静的な重要度（設計視点
の重要度）を考慮する必要がある。したがって，新
たな “ あたりまえ ” としての最終評価の仕方は，4M
性能を表す原理と現実を考慮した判定となる。

図 8 4M 性能低下の因子の把握

(4) 4M 性能の回復
本機能では，4M 性能を安定状態に戻す回復作業を
設計時に定義する。また，実行時の回復作業では，
製造現場の経験や知識および PQCDS に関する現場
の制約条件から，4M 性能の回復に貢献する最適な
作業を選定して実行する。
回復作業は，文書として可視化するか，繰り返し実
行可能なプロシジャーとしてコンピュータに実装さ
れる。この時，回復作業は，DSL（Domain Specific 
Language: ドメイン固有プログラミング言語）で記
述される。

(5) 管理能力の評価
管理能力の評価では，4M 性能の評価モデルによる
判別能力が目標の水準にあるかどうかを評価する。
判別能力が目標よりも低い場合，新製造運転管理の
醸成として，再度現在の製造状況を踏まえて評価モ
デルを再作成する。

3.3 実装モデル
新製造運転管理のシステムアーキテクチャを図 9 に示

す。本アーキテクチャは，Industrial Internet Reference 
Architecture（IIRA）(2) を参考に，3.1 節で説明した新製
造運転管理の業務を，４つの役割ベースドメインに割り
当てており，3.2 節で説明した機能を実装するコンポー
ネントを各ドメインに配置している。また，システム全
体のトポロジに関しては，IIRA で紹介されている３層
アーキテクチャモデルを採用する。
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(1) Automation Domain
製造の計画から実行に至るすべての責務を果たす。
Automation Domain で発生するデータは，操業改善
のため，Information Domain に提供される。

(2) Information Domain
製造に関わるデータから，PQCDS 視点で 4M 性能を
評価するための情報を生成し，他のドメインで利活
用できるように情報を公開する責務を果たす。

(3) Application Domain
Information Domain が生成する情報を基に，新製造
運転管理の責務（ビジネスモデル）を果たす。

(4) System Domain
新製造運転管理の運用を維持する責務を果たす。

機能モデルで紹介した新製造運転管理に必要な機能は，
表 3 に示すように Application Domain のアプリケーショ
ンとして実現される。このシステムは，一枚岩のシステ
ムではなく，コンピテンシーが明確化されたシステムを
組み合わせて達成される。つまり，既存・新規の自律し
たシステムを統合することで目標を達成する。

この表に示す機能区分でシステム化を検討することで，
新製造運転管理の効果に応じた製品を提供できる。つま
り，お客様の目標に対し，デジタル化の視点で，必要な
投資を紹介し，製造運転の視点で，その効果を明示できる。

4. 4M の変化に強い生産システムで活用する AI 製品

３章で紹介した，新製造運転管理の機能モデルで示
した機能を，２章で紹介したデジタル化の成熟度とデジ
タル化を実現するための技術コンセプトに割り当てる
と，表 4 のとおりに示すことができる。デジタル化に
よる PQCDS の課題解決の遅延を改善するための第一段
階として，データ収集から分析を実行するシステムの導
入が必要である。我々が提案する新製造運転管理では，

「4M データ収集・目的変換」および「4M 性能の評価」
の機能がこれに該当しており，Digital Plant Operation 
Intelligence と Process Data Analytics という製品で実現
している。

4.1 Digital Plant Operation Intelligence
Digital Plant Operation Intelligence は，お客様のプラ

ントに蓄積されている 4M のデータを解析し，お客様が
求める品質からの逸脱の予兆を捉える品質安定化システ
ムである。このシステムは，図 10 のように，プラント情
報管理システム（PIMS: Plant Information Management 
System） に 蓄 積 さ れ た 温 度， 流 量 な ど の デ ー タ， ラ
ボ 情 報 管 理 シ ス テ ム（LIMS: Laboratory Information 
Management System）に蓄積された品質データや原料
データを取り込むことができる。

図 10 4M データの取り込み

また，分析機能であるデータプロファイリング機能
では，AI（人工知能）技術の一つである MT 法（MT：
Maharanobis-Taguchi）を活用している。本機能では，
図 11 のように，製造現場の「プロセス知見」「化学工学
的知見」「運転知見」を基に入力パラメータ（説明変数）
を選択し，注目している現象への入力パラメータの寄与
度を確認することができる。そのため，お客様の納得感
が高い工程能力の評価モデルを作成することができる。
このモデルを使った工程能力の評価結果を製造中に監視

表 3 機能モデルとの関係

機能モデルの機能 Application Domain の 
アプリケーション

4M 性能の評価 Operation & Monitoring Service, 
Failure Notification Service

4M 性能変化・原因
の予見 Decision Support Service
4M 性能の回復
管理能力の評価 Performance Report Service

表 4 新製造運転管理とデジタル化の成熟度

デジタル化の 
成熟度

デジタル化の 
技術コンセプト

新製造運転管理 
の機能

高

低

対応性 対処（行動）の
短縮 4M 性能の回復

予測能力 意思決定の短縮 4M 性能変化・
原因の予見

透明性 分析の短縮 4M 性能の評価

可視性

洞察の短縮 4M データ収集・ 
目的変換接続性

コンピュータ化

製品検査データ

・・・
無
発生
無

クレーム

・・・
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OK
OK
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・・・
・・・
・・・
・・・

・・・

・・・
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・・・
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することで，求める品質からの逸脱の予兆を捉え，逸脱
を未然に防ぐ対策の実施を支援する。

図 11 工程能力の評価モデルの作成

4.2 Process Data Analytics
Process Data Analytics は，これまで YOKOGAWA が実

施してきた 100 件以上の解析コンサルティングの実績か
ら得られたノウハウを基に設計・開発された解析ソフト
ウェアである。PIMS に蓄積された温度，流量，液位な
どのプロセスデータや，アラーム・操作履歴などの操業
データを取り込み，図 12 のようにプロセスデータの時
系列変化と一緒に原料や運転状態の変化を並べて確認で
きる機能や，品質検査結果や運転状態を層別して比較で
きる機能を持っている。これにより，プロセスデータを
4M 情報と合わせて整理することができる。

図 12 Process Data Analytics のデータ整理機能

また，Process Data Analytics は Digital Plant Operation 
Intelligence と同様に，MT 法を活用した分析機能を持っ
ている。連続プロセスでは，多数のプロセスデータが関
係しているため，品質やプロセスの異常の原因を特定す
ることが困難な場合がある。Process Data Analytics では，
図 13 のように，マハラノビス距離（MD: Mahalanobis 
distance）を用いた評価モデルを使って，複雑な連続プロ
セスを分析することができる。

さ ら に MathWorks 社 の 数 値 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア
MATLAB との連携機能も可能で，MATLAB で実装した
様々な AI 技術を評価モデルに容易に組み込むことも可能
である。

図 13 MT 法を利用した工程能力モデルの評価

5. おわりに

本稿では，製造現場の四面楚歌の状況を打破し，「日々
変化する製造環境に対応する」という課題を解決する，操
業改善において新たな “ あたりまえ ” となる製造運転管理

（新製造運転管理）について紹介した。このような 4M の
変化に強い生産システムを実現していくことで，製造現場
にある資産，経験，知識が最大限に活かされ，お客様の生
産活動により創出される経済的価値が最大化していくと考
えている。我々は変化に強い生産システムの実現に向けた
新しい製品の開発に，今後も取り組んでいく。
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