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モノづくり変革ソリューション
～変化に追従できる、モノづくりの実現～
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市況の変化

Head office
本 社

変化に追従できる
モノづくりを

実現するには、
システムの進化に加え、

人の進化も
必要になります

モノづくり
知恵の創出

モノづくり
知恵の利活用
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保全部

Maintenance

製造現場の“すり合わせ”と表現される
モノづくりの実態と設計とのギャップの検出、

原因の特定、対策立案の ロジック化します

モノづくり 知恵の創出

ロジック化された知恵をモノづくりの状況に
応じた専用画面（コックピット）で

活用できます

モノづくり 知恵の利活用

創出・利活用された知恵を
専用データベースに蓄積し、

使い込むことでブラッシュアップします

モノづくり 知恵の蓄積・研鑽

サイクルを
システム化
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知恵の蓄積・研鑽
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変化に追従できる、
モノづくりの実現のために

上記の問題の多くは、製造現場を取り巻く環境が大きく
変化してきたことに起因しています。このような状況
下で製造現場では、安全安定のミッションに加えて、
環境が変わっても今まで通り高品質の製品をつくら
なければならない変化に追従できるモノづくりが望ま
れています。

何が起こっているのでしょう？
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4Mのバラつき

原料 製品
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操業目標
PQCDS、現場力UP

激しい競争

ミッション
安全・安定 + 変化に追従

「いつも通りしっかりと製造しているにもかかわらず、
歩留まり悪化や納入先からのクレームといった緊急の
問題が起こってしまう。昔はこんなこと起こらなかった
のに…。」
近年、多くのお客様からこのようなお悩みをお聞きし
ます。

こんなこと起きていませんか？

原料メーカ お客様 納入先

品質クレーム歩留まり悪化

いつも通りに製造運転しているのになぜ？

同じスペックの
原材料で同じ設定で

運転しているが、
製造時にNG品  が

できてしまうことがある。

工場内で発生

出荷検査による
品質チェックでは
問題なかったが、

納入先からクレーム  が
返ってくることがある。

納入先で発生

工場の製造現場の品質改善活動を

劇的に効率化しスピードアップ！

製造において、今まで気づかなかった

新たな“あたりまえ”  を見つけ、

運転に活かすことで変化に追従できる

モノづくりを実現します。
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変 化 に 追 従できるモノづくりを 実 現する Y O K O G A W A のモノづくり変 革 ソリューション

操業の改善業務と維持業務に携わる人とノウハウを支援し、お客様の“今まで通り”の業務を
劇的に進化させ、製造運転業務の効率化とスピードアップを実現します

現場の知恵をAI・機械学習で引き出し
改善に必要な新たな管理指標を作成・検証する

新たな管理指標を業務へ組み込むことで現場の知恵を
だれもが製造運転で使うことができるようにする

オペレータ

製造運転業務

製造スタッフ
改 善 業 務 維 持 業 務

OPC
制御システム
CENTUM VP
など

工程トレンド

4Mデータをリアルタイムに収集・加工する

標準化
コックピット

設計（SOP）で決められた
手順を確実に実行できるよ
うにすることで製造運転に
対し人の違いによる差異を
最小限にする

OODA
コックピット

運転評価ツールで作成した品質
管理ポイントをリアルタイムで
見える化し、ギャップを埋めるため
の対策実施判断を支援する

（製造運転OODAループ）

解析ツール

モノづくりの実態と設計とのギャップを埋めるため、
過去の品質データと4Mデータの関係から新たな
品質管理ポイントを作成する

（改善PDCAサイクル）

ロジックビルダ PDCA
コックピット

製造後に結果を評価し
次の製造での逸脱を未然
に防ぐ

原材料品質 原材料投入 工程管理 製品品質

モノづくり 知恵創出 モノづくり 知恵利活用

モノづくり 知恵の蓄積・研鑽

現場の業務をツールとシステムで効率化した上で、スタッフの意識と業務を見直し、進化させることが重要です
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One Factory!

ADSS※（アクショナブル意思決定支援システム）

人材育成ソリューション

4Mデータをモノづくり視点でつなぎ、必要な形式・塊に加工・管理する

※ Actionable Decision Support System

お客様のモノづくりの現場とシステムの改善をコンサルティングや教育を通じてYOKOGAWAが支援
変化に追従できるモノづくり現場を一歩一歩実現していきます

モノづくり診断 ADSS体感
ワークショップ

技術伝承
ワークショップ

仮説検証/実証
ワークショップ

モノづくり再構築
ワークショップ

モノづくりインフラ
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