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あ ら ま し

国内製造業は加速する生産拠点の高年齢化や熟練ノウハウの継承問題，更には少量多

品種生産などへの環境変化により，仕掛品の過剰生産，製品品質の低下，設備トラブル

の多発など，様々な課題を抱えている。そこで筆者は，これまでの製造業のお客様支援

を通じて得た知見を整理し，ビッグデータを活用したものづくりのあるべき姿として，

ビッグデータ解析技術による「最強工場」をイメージ化した。これにより，上述の問題を

解決するとともに製造業の積極的な投資を促進していく。

本稿では，まず製造業のお客様課題と「最強工場」の誕生に至った背景を述べる。そして，

「最強工場」を構成する個別機能と今後の課題について述べる。

Abstract

Within Japan, manufacturers are faced with a multitude of issues, such as fast-ageing 
workers at their production bases, difficulties in passing on skilled workers’ know-how, 
and changing production trends moving towards high-mix, low-volume production.  This 
is resulting in over-production of work in process, compromised product quality and a 
high incidence of facility breakdowns.  In view of these circumstances, we reorganized 
our knowledge gained through giving support to our customers in manufacturing, 
and created a visualized representation of ideal manufacturing that drew on big data, 
“the Mighty Factory,” rendered using technology to analyze big data.  This will lead 
manufacturers not only towards solutions for the above-mentioned problems, but also 
into proactive investments.  This paper explains the challenges our customers in the 
manufacturing industry are faced with, and describes the background against which 
the Mighty Factory came into being.  We will also touch upon the individual component 
functions of the Mighty Factory as well as tasks for the future.

● 安部純一

ビッグデータを活用したものづくり現場の
イノベーションを支援する「最強工場」

Mighty Factory—Leveraging Big Data to Support Manufacturing 
Innovations On-site
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様々なデータを継続的に蓄積・解析し，工場の経
営や環境などの日々の成長へとつなげていくこと
を可能とする。

お客様の抱える課題

製造業のお客様から寄せられる問合せの中で特
に引き合いが多いのは，設備の故障予測・予兆検
知を事前に把握し未然に防止する「予防保守」に
関する案件である。また，トラブルが発生した場
合でも，適切かつスピーディーに対応できる「メ
ンテナンスの効率化」のニーズも高い。これらは，
昔から工場現場で継続してきたQC活動（品質改善
活動）そのもののテーマである。
日本の工場は，ものづくりの強みとして諸外国
から注目を集めた「Japan as No.1」の象徴であっ
たにも関わらず，なぜこのような課題案件が今な
お必要とされているのか，その背景には何が考え
られるのか考察してみた。

図-2は，公益社団法人石油学会経営情報部会様
から頂戴した「プラント・装置業の課題」である。
図中で挙げた課題は装置業固有の課題ではなく，
日本の製造業に共通した課題である。各企業にお
ける国内生産拠点は，ノウハウを持つ熟練工の退
職，および設備の老朽化など労働環境の悪化に拍
車をかけている。（1）お客様は，富士通をはじめICT
ベンダーに対し，ビッグデータを活用することで，
このような社会構造が引き起こす課題を解決する
ことを期待している。しかし，イノベーションを
起こしたと噂されるほどの画期的な事例は，まだ
耳にしていない。

最強工場誕生の経緯

製造業のお客様から最も相談の多い製造ライン

お客様の抱える課題

最強工場誕生の経緯

ま　え　が　き

多くの企業が，ビッグデータを活用すると何か
画期的なイノベーションが起きるかのように期待
している。
マスコミなどもその期待の表れか，近未来を大
きく取り上げているが現実にはまだまだはるかな
道のりである。お客様の現場担当者は，経営トッ
プからはやりのビッグデータ活用による新たなビ
ジネス創出の命を受け，何をどうしてよいのか困
惑し，ICTベンダーに相談する状況となっている。
こうしたことから，自社の保有するデータがどの
ように活用できるのかイメージできないお客様が
多い。
富士通は2013年，キュレーター，（注1）SE，FIer，（注2）

コンサルタントなどで構成した「ビッグデータイ
ニシアティブセンター（以下，BDIC）」を設立し
た。BDICでは，富士通グループのビッグデータ関
連の知見を集約し，お客様からの問合せに対しワ
ンストップで支援している（図-1）。ここでは特に，
製造業のお客様の課題をビッグデータ解析技術で
解決することを目的とし，ものづくり現場の事例
を整理し，あるべき姿を「最強工場」としてイメー
ジ化したので紹介する。最強工場とは，工場内の
熟練ノウハウが労働人口の高齢化や少数化などに
よって喪失してしまう部分をデータ蓄積・解析な
どのICT技術によって補完するものである。更に，

（注1） 一般的に言うデータサイエンティスト。富士通特有の
用語。

（注2） フィールドイノベータと読む。富士通独自の職種で，お
客様の現場業務を調査し，問題点を可視化することで，
現場業務を改善する技術を持つ集団。

ま　え　が　き
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図-1　富士通グループのビッグデータ推進体制

課　題 原　因 結　果

・装置稼働の最適化
・安定的運転
・生産能力変動
・予防トラブル削減
・突発故障防止
・安全操業類似災害防止
・危険予知
・技能伝承，教育

上記課題は「公益社団法人石油学会 経営情報部会」の情報を基に作成
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図-2　プラント・装置業の課題構造
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えるかである。富士通を含むICTベンダーやマスコ
ミも，ビッグデータはソーシャルイノベーション
やビジネスイノベーションを起こすと期待してい
る中で，製造業では故障予測・予兆検知のニーズ
が高い。この故障予測・予兆検知の把握は，生産
技術・管理部門に多大な効果をもたらすと考えら
れるが，このほかに誰にどんなメリットがあるの
か，視野を広げて考えてみる。
故障予測・予兆検知の把握は製造ライン担当，
保守・保全要員，マネージャー，工場長など，工
場内の全ての従業員に有用な情報である。例えば，
工場全体を環境経営システム（環境・経営ダッシュ
ボード）と連携することにより，リアルタイムに
工場設備の稼働状況を可視化できる。そこに機械
学習機能（注3）によるビッグデータ活用を加味する
と，近々にどのような事態が発生するかをICTが示
唆・リコメンドするインテリジェンスな工場に変
貌する。（2），（3）これこそが製造業におけるビッグデー
タ活用によるイノベーションと考える。しかし，
従来のように個別課題を一つひとつ投資対効果で
判断する価値基準ではこうしたイノベーションは
期待できない。目先の課題解決ではなく，未来を
見据えた大きな視野に立って考えるパラダイムシ
フトが求められているのである。
以上述べてきたように，三つの潜在課題を解決
する方向性として，筆者は製造業のお客様には最
強工場をビッグデータ活用の基本に据えることに
した。
次章では，このデータ起点となる最強工場を構
成するソリューションを紹介する。

最強工場を構成する要素

最強工場の機能について，筆者はこれまで製造
業のお客様から問合せのあったデータ活用のテー
マを，A：需要予測，B：製造設備の状態監視，C：
品質低下の要因分析，D：設備メンテナンスの効率
化，E：環境・経営ダッシュボードの五つに大別し
た。これらのテーマを工場機能にマッピングした
（図-3）。

（注3） センサーやデータベースなどからある程度の数のサン
プルデータ集合を入力して解析し，そのデータから有用
な規則，ルール，知識表現，判断基準などを抽出し，ア
ルゴリズムを発展させる。

最強工場を構成する要素

の故障予測は，ICT部門が本社製造部門に対し，収
集・蓄積したデータの解析により，予防保守・保
全を促したいというニーズである。BDICでも幾
度も積極的に支援してきたが，あるフェーズにな
るとお客様が足踏みしたり，プロジェクトが停滞
したりすることが多い。筆者は，その理由として，
以下の三つの潜在的課題があると考えている。
一つ目の課題は，投資対効果である。製造業の
お客様のビッグデータ活用への期待として多いの
が，「製造ラインの故障予測・予兆検知」である。
仮にライン故障による年間損失額をXとする。ビッ
グデータ活用によって故障予測・予兆検知を把握
する仕組みの構築費用として，ネットワーク構築，
ハードウェア（センサー，サーバ・ストレージほ
か），ソフトウェア（データ解析モデル構築，解析
ツール，アプリケーション構築ほか）が考えられる。
これらの投資総額をYとすると，3年間で投資額を
回収する場合，Y≦3Xの関係が成立すれば投資対
効果は問題ない。しかし，お客様との実証実験か
らY＞3Xとなることが多く，データ解析結果には
満足するものの，投資対効果の面で実証プロジェ
クトは停滞する現実がある。
二つ目はお客様のプロジェクト推進リーダはど
の部門が担うべきかという課題である。ビッグデー
タの活用の期待として，保守実績情報，機器稼働
情報，お客様の声など，様々な情報を融合・解析し，
新製品・新機能の開発，新規市場の開拓などのビ
ジネスイノベーションの提供が考えられる。これ
らの情報は，一般的には部門ごとに保有・管理す
るため，複数のデータオーナーが存在する。した
がって，これらのデータを融合・解析・活用して
イノベーションを検討する場合，必要となるデー
タを保有する全てのデータオーナーに，データ活
用の主旨・プロジェクトの目的・意義を説明し，デー
タ提供の協力を仰ぐ必要がある。このようにビッ
グデータを活用する場合，データオーナーには部
門ごとの効果を優先するのではなく，全社的な目
線に立ち，イノベーションを推進する強い権限・
リーダシップを持つ組織・機能が求められる。し
かし，多くの企業はビッグデータ活用の効果を評
価している段階であり，組織・機能まで検討でき
ていないのが実態である。
三つ目の課題は，ビッグデータの価値をどう捉
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しく，そのまま需要予測に利用できる場合も決し
て少なくない。また，販売店や代理店の営業担当
によっては，予測に使えるデータが存在すること
も富士通社内の事例から分かってきた。これらを
採用することで，より信頼性の高い需要予測が可
能となってきた。
（2） B：製造設備の状態監視
製造ラインの駆動部の振動をセンサーから収集
し，設備の稼働実績，およびログ情報を加味した
データ解析から製造ラインの予防保全が可能と
なる。
富士通は，社内のベンチャー企業である株式会
社アニモと共同で，お客様製造設備の中でも故障
の予兆把握が難しい駆動部の監視を実証した。従
来，熟練者の経験と勘に依存していた駆動部のノ
イズの分析を，センサーから収集し波形で表示す
ることで，故障の予兆を事前に把握できるように
なり，製造ロスを最小化する予防保守・保全につ
なげることができる（図-4）。
（3） C：品質低下の要因分析（歩留り向上）
分かりやすい事例として，樹脂製造を取り上げ
る。複数の原料を混ぜ合わせ，温度・圧力・流量
を調整することで目的の樹脂を製造する。このと

これらの5大機能を必要データでつなぎ，機械学
習を使ってデータ解析すると，日々の操業から収
集されるデータが更に精度の高い学習効果を生み，
日々成長する工場が成立する。このことから，筆
者は最強工場を「過去の経験を生かし，未来に向
けて継続的に学習・成長し続ける工場」と定義した。
以下，ビッグデータ視点でものづくりを支援す
る五つの機能について説明する。
（1） A：需要予測
需要予測は製造業にとって永遠のテーマであり，
必要な機能である。従来は，企業が保有する製品
ごとの販売見込情報と出荷実績，製品の特性，ト
レンド情報などを考慮して，熟練者の勘と経験で
運用していた。ビッグデータ視点の需要予測で
は，為替レートや景気動向など，消費者購買に影
響のある外部情報（マーケットデータ）を利活用
し，機械学習による解析モデルから需要を予測す
ることで予測精度を高める。更に，販売店や代理
店から送られる販売見込情報を多面的にデータ解
析することで，より信頼性のある情報に価値転化
できる。
例えば，販売店から送られる販売見込情報も，
業種によっては販売見込数量と出荷実績がほぼ等

図-3　「最強工場」の概要 ～組立・機械～

需要予測

故障予測（機械学習） 品質低下（原因）

原因・対処方法

環境・経営
ダッシュボード

生産指示

生産計画

環境・
エネルギー 経営情報

E

A

B C D

生産計画に必要な電力シミュレーションと
電力の売買による収益確保と意思決定支援

マーケット
情報

センシング
データ

品質
データ

トラブル
データ

生産能力
情報

生産，販売，在庫
情報

生産計画
情報

景気動向を取込
（高精度な予測）

MES

「計画＋能力」より
指図作成

学習

学習

学習

BOM
データ

BOM：Bill of Materials
MES：Manufacturing Execution System

トラブル
レポート

!

!

ビッグデータ活用領域

生産設備（組立）のセンサーから
リアルタイムにデータを収集

効率的なメンテナンス対応



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015）66

ビッグデータを活用したものづくり現場のイノベーションを支援する「最強工場」

語解析技術（注5）を活用した自然文検索（注6）を使って，
今回の現象に類似した事例の候補を表示する仕組
みを実現した。これにより，メンテナンス時間の
飛躍的な短縮が期待されている。
もう一方の日常点検については，熟練者が減少
し，若手作業員の現場点検が多くなっている。し
かし，熟練者のノウハウが十分に継承できておら
ず，点検不良による軽微なトラブルや，ひいては
大事故を誘発するケースもある。（1）

このノウハウ伝承においても，HMD（ヘッドマ
ウントディスプレイ）（注7）を活用し，遠隔指示で熟練
者が若手に作業を伝える新たな業務スタイルが実
現できる（図-6）。
このように，日本語解析技術によるテキストデー
タ解析や，新たなデバイスによる効率化もビッグ
データ技術のもたらす効果である。

（注5） 日本語をデータとして取り扱う技術の総称で，名詞，助
詞，形容詞，形容動詞，副詞，動詞，助動詞など様々
な単語に分解し解析する技術。「形態素解析」が有名で
ある。

（注6） 検索システムに対して，検索システムに特化した方法で
はなく，話し言葉のような，人間的に自然な文章を入力
し，必要な検索結果を得る技術。

（注7） 人の頭にセットした小さなディスプレイに情報を表示
するデバイス。メガネタイプや単眼のタイプがある。

き，原料を投入するタイミング，反応時の温度・
圧力の値を手順書どおりに操作するが，ごく稀に
何かしらの原因で不良品が生成されてしまい，数
百万円の損失が発生している。その原因究明には，
収集した温度・圧力センサーなどの波形データを
数値化し，その中から正常/異常時の特徴を見つけ，
更にランダムフォレスト技術（注4）で不良品を抽出す
る際に，ICTにより見出したデータの参照優先度評
価を表示させる。（3）これにより，不良品発生時の原
因を絞り込むことが可能となる。
（4） D：設備メンテナンスの効率化
設備メンテナンスについては，トラブル対処と
日常点検という二つのケースが考えられる。まず，
トラブル対処について説明する。何らかの原因で
製造ラインが故障した場合，設備保全担当者は，
設備と発生事象から原因を絞り込み，対処を検討
する。企業は過去の故障事例をデータベース（以下，
DB）に蓄積し，発生の都度，このDBから類似の
事例を検索し対処方法を理解した上で対処する。
しかし，実際にはこの類似事例の検索が困難で
使用されないことが多い。図-5は某装置業の設備
保全プロセスである。このお客様は，過去の故障
事例をDBで検索する際に高いヒット率を誇る日本

（注4） ランダムさが持つ利点を活用し，大量に作った決定木を
効率よく学習させるという機械学習手法の一種。

図-4　振動解析による設備故障の解析
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従来：聴診棒による点検 今後：センサーによる点検

出典：アニモ株式会社（Animo）提供資料
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（5） E：環境・経営ダッシュボード
生産設備で使用するエネルギーを可視化し，建
屋，製造ライン，製品単位のエネルギー消費量を
表示することで，エネルギー削減，CO2排出削減
を可視化し，注意喚起する仕組みである。

最強工場においては，更にこれまで述べてきた
ビッグデータ活用による効果を，環境・経営ダッ
シュボードの可視化指標として追加し，経営者か
ら現場担当者まで必要な情報を必要なときに表示
できる仕組みを確立している（図-7）。
以上，紹介した五つの機能が工場内の様々なデー
タを紡ぎ合い可視化することで，無理・無駄のな
い最小限のコストで最大の生産効率を生み出す最

最適事例

トラブルDB

障害発生 事例検索 事例照会 対処 登録内容確認

日本語解析技術

トラブルDB 保守ソリューション

日本語解析技術が信頼性の
高い事例を上位に表示

従来のプロセス

データ活用による新プロセス

情報共有
!?

!?

登録

登録

登録時の制約を
設けない簡易入力

再検索

再検索

自然文入力による検索
ex.○○ラインで××が発生した

検索キーが
ヒットしない！
例）設備名/装置名
現象，部位…

設備/装置/部位
などの詳細も登録

障害発生 事例検索 事例照会 対処 登録内容確認

結果から最適事例を
見つけるのが大変！

有識者に
対処方法を確認

図-5　設備メンテナンスにおける対応フロー

－7％

設備管理 良好
設備管理上のトラブル
対前年比

工場設備

10％

エネルギー コスト削減
エネルギー効率パターン
分析による不良予測

エネルギー

エネルギー

＋5％

稼働状況 良好
当初計画値に対する
生産実績

停止 予実

生産状況

安全日数 トラブル

現在 今後

HMD活用イメージ
作業スタイル

ノウハウ表示

遠隔操作で若手に指示

ノウハウ表示

手順書表示 BEFORE

AFTER

Internet

HMD機能（表示）イメージ（例） 活用後の業務イメージ（例）

ハンズフリー

遠隔指示

データ収集

図-6　ヘッドマウントディスプレイ（HMD）の活用

図-7　最強工場の「環境・経営ダッシュボード」
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強工場を実現する。

今後の課題

最強工場は，これまで多くのお客様の声を反映
したものであり，今後の少子高齢化時代のものづ
くりのあり方をビッグデータの視点でイメージし
たものである。最強工場には，これから工場や現
場設備の運用・保守で必要とされる機能が搭載さ
れているものと確信している。
しかし，これらを実現するには，ものづくりの
本質である生産設備の最新化（自動化，混流）と
一体となった提案が必須である。なぜなら，本稿
で紹介した最強工場の機能は，工場内設備の温度・
湿度，駆動部の回転数や振動，材料の品質データ
など多種多様のデータを収集・蓄積し，このビッ
グデータ技術で解析することで実現可能となるか
らである。

む　　す　　び

2015年はIoT時代の幕開けと言われている。
富士通は，これまで様々なお客様とデータ解析・
活用の実証実験を行い，ノウハウは十分に蓄積し
てきた。しかし，重要なのは価値創出である。
故障予測など単独の部門にビッグデータ活用の
導入検討はたやすい。しかし，最強工場のように
工場全体を視野にイノベーションを起こすとなる
と導入検討は停滞する。推進には強いリーダシッ

今後の課題

む　　す　　び

プが必要である。富士通は，この段階でデータ活
用型ワークショップを提案し，経営への訴求と推
進リーダの信頼を得て，お客様プロジェクトをリー
ドしている。
最強工場は，ものづくりにおいて，データ解析
による価値連鎖で，生産性，品質，コスト，納期，サー
ビス，安全を最適化し，日々蓄積するデータから
学習・成長し続けることで最適化を維持・更新し
続けるのが狙いである。
これまで国内製造業の工場現場は，乾いた雑巾
を絞ると比喩されるほどQC活動や小集団活動を通
じて現場改善に取り組んできた。
また上記以外の効果として，今後は，現場の職
人だけの活動に依存せず，収集したビッグデータ
の解析から改善テーマを抽出する，そんな日が訪
れるであろう。最強工場の概念は国内製造業の方
向性であり，果たす役割は大きいと期待している。
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