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1. はじめに

2011年にドイツで提唱された「Industrie4.0」構想を
はじめ，IoT（Internet of Things）技術やICT（Information 
and Communication Technology）の産業分野への活用
が世界的に注目される中，日本政府はこれらの技術をモ
ノづくりのみならずさまざまな分野に活用し，「超スマー
ト社会」への変革をめざす「Society 5.0」を提唱して
いる1）。
Society 5.0における日本の産業がめざすコンセプトと
して「Connected Industries」が提唱されている。
Connected Industriesでは人間，モノ，機械・システム，
企業など従来独立していたものどうしがつながることに
よる新たな付加価値創出をめざしている。一例として，

人間とロボットの協働による生産性向上，システムを活
用した人材育成，組織をまたいだデータの相互利活用に
よる技術進歩やサービス向上などが期待されている2）。
一方，近年製造業ではグローバル競争が激化する中，
急速に変化する市場環境に迅速に対応するため，製品開
発・市場投入の早期化に加え，グローバル化するサプラ
イチェーン全体での品質改善や生産性向上が求められて
いる。
その実現に向けた課題の一つとして，熟練技能の伝承
や人の判断に依存している作業へのシステム活用が挙げ
られる。生産技術の高度化や，自動化，外注化が進むこ
とにより，モノづくりの技術やノウハウを熟練者から若
手に伝承させる機会が減少していく中でも，国内外の生
産拠点における品質レベルを高く保ち続けることが要求
されているためである。
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近年の製造業においては，熟練技能の伝承へのシステム活用などによる国内外の生産拠点で
の品質維持が求められている。
日立は，デジタルファクトリー実現をめざすダイキン工業株式会社との協創プロジェクトにおいて，
画像解析技術を応用した空調機製造工程の「ろう付けプロセスのデジタル化」，およびフッ素化
学品製造工程の「化学反応プロセス状態のデジタル化」技術を開発した。現在，熟練者のノ
ウハウに基づいてデジタル化の監視ポイントを定め，品質安定化，生産性の向上，および人材
育成を実現するための熟練技能の定量化技術として実用化を進めている。今後，既存システム
の情報と統合して製造プロセスの統一基準を定め，カプセル化によりノウハウとして有すべき秘匿
性や再利用性を確保したうえでグローバル拠点に展開し，さらなる品質改善や生産効率向上に
つなげる。
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2. 製造現場ノウハウデジタル化のねらい

2.1

協創プロジェクト取り組みの背景

2015年から株式会社ダイセルと日立が進めている協
創プロジェクトでは，カメラを新たなセンシング手段と
して捉え，画像解析技術によって得られる製造現場の
3M（Man：人，Machine：設備，Material：材料）情
報を従来のMES（Manufacturing Execution System：
製造実行管理システム）で管理される製造実績と統合す
ることにより，品質改善，生産性向上をめざす取り組み
を行ってきた3）。
ダイキン工業株式会社と日立は，このような画像解析
技術と製造現場のノウハウを活用し，グローバル生産拠
点での統一的な品質の確保や生産性の向上，さらには人
材育成を目的とした協創プロジェクトを2016年から推
進している。

2.2

協創プロジェクトの重点テーマ

本協創プロジェクトでは前述の目的に向け，以下の4
つを重点テーマとして位置付けた（図1参照）。
（1）製造業の中核である「生産現場のデジタル化」によ
る品質・生産性向上と技能の伝承
（2）商品開発から生産立ち上げまでの「エンジニアリン
グチェーン最適化」による製品開発・市場投入の早期化
（3）サプライヤから顧客までの「サプライチェーン最適
化」による市場環境変化への柔軟な対応と経営効率の
向上
（4）（1）～（3）についての「グローバル最適化」
デジタル化による品質改善や熟練技能の伝承が期待で
きる現場として，ダイキン工業滋賀製作所（滋賀県草津
市）における空調機のろう付けプロセス，および淀川製
作所（大阪府摂津市）におけるフッ素化学品の反応プロ
セスをターゲットとして選定した。ダイキン工業と日立
は，両プロセスにおける製造データを3M（Man，
Machine，Material）および熟練技能者特有のM（Method）
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図1｜協創プロジェクトの重点テーマ
本協創プロジェクトでは生産現場のデジタル化を中心として，エンジニアリングチェーン最適化，サプライチェーン最適化およびグローバル最適化への拡大をめざす。
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の観点で分析し，製造現場（現象，作業）のデジタル化
に向けた検討および実証実験を行ってきた。
次章では，製造現場のデジタル化による品質および生
産性の向上，技能伝承に向けた取り組みを紹介する。

3.  技能伝承に向けた
ろう付け作業動作のデジタル化

本協創プロジェクトで取り組んだろう付けとは，バー
ナーで配管の接合部を予熱し，ろう材を流し込むことで
接合する方法である。空調機において，ろう付け部に不
具合があると冷媒が漏えいし，空調機の性能低下や故障
を引き起こす。ろう付け技能をデジタル化することによ
り，グローバル生産拠点における作業者のろう付け技能，
教育レベルを高位平準化し，空調機における極めて重要
なプロセスであるろう付けの品質の維持・向上をめざし
ている。

3.1

ろう付け作業のセンシング

ろう付け品質を支える熟練技能やノウハウを各種カメ
ラ，慣性センサー，距離カメラなどのセンシング機器を
用いてデジタル化した。ろう付けではろう材が配管の隙
間に十分に流れ込むように，バーナーを巧みに操作する
ことによって，ろうが流れやすい配管の温度分布を作り
出す。その後，バーナーで温度分布を維持しながら，ろ
うを所定の範囲に供給する。予熱時は適切な温度分布を
形成するために，炎の高さが重要な項目の一つである。
マイスター（卓越技能者）と一般作業者で比較したと
ころ，一般作業者の方が炎の高さが高く，その結果，配

管が過剰に加熱される傾向が見られた。また，バーナー
（右手）とろう材（左手）の角速度の計測結果から，マ
イスターはろうを直接加熱することを回避するために，
バーナー（右手）とろう材（左手）を連動させているこ
とを確認した（図2参照）。一方，一般作業者にはバーナー
とろう材の連動性は確認されず，安定したろう付け品質
を達成するためのマイスター特有の技能を捉えることが
できた。

3.2

ろう付け技能訓練支援システム

このようにマイスターと一般作業者との動作データを
比較することで，ろう付け品質に関連する14項目の特
徴量を選定した。特徴量はバーナーの操作，ろう供給動
作，および配管の状態に分類される。これらの特徴量を
複数のカメラやセンサーを用いて計測することにより，
ろう付け動作を習得する訓練システムを開発した（図3
参照）。
このシステムでは，訓練者の周囲に配置されたカメラ
などによって，ろう付けの動作を記録する。訓練者は自
分の動作を動画および解析処理によって得られた特徴量
で確認することができる。マイスターの計測データから
構築された標準動作モデルと，自分の動作を定量的に比
較することによって，理想的な動作との乖（かい）離を
理解し，効率的な訓練が可能である。将来，これらの訓
練データをクラウド上でグローバルに共有することで，
各生産拠点のろう付け技能レベルを評価し，管理するこ
とを想定している。従来は定性的な指導要領であったが，
明確な訓練指標の下，訓練者はより効率的な訓練を受け
ることができ，加えて，指導者の人材不足を解消する。
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センシング技術を活用し，匠の技をデジタル化するこ
とで，ろう付け作業の技能伝承および品質の維持・向上
に貢献していく。

4.  品質安定化に向けた
化学プロセス状態のデジタル化

4.1

人手作業の判断基準の標準化

小規模化学プラントの製造工程では，DCS（Distributed 
Control System：分散制御システム）などによるシステ

ム化が困難であり，人手作業が中心となる。そのため，
作業者による定点管理，帳票への記入などによるプロセ
スデータの管理が中心となり，同条件で製造しても検査
結果が異なる理由が不明であるなど，品質の安定化を図
ることが難しい。また，製造監視の頻度を上げることは，
作業工数の増加につながり，生産性向上の阻害要因となる。
日立がダイキン工業と推進中の実証実験においては，
フラスコを使用したフッ素化学品の製造工程を対象に，
画像解析による「見える化」として，製造工程中のフラ
スコ内状態変化のデジタルデータ化に取り組んでいる。
この取り組みの概要を図4に示す。従来の目視判断によ
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図3｜ 計測カメラ位置とろう付け作業特徴量
センシング技術を活用したデジタル化で，ろう付け
技能の習熟と技能伝承に貢献する。

注：略語説明ほか
CCD（Charge-coupled Device）
＊ Kinectは，Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標である。
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DCS（Distributed Control System），SOP（Standard Operating Procedure）
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る定点管理から，デジタル化による連続点管理を実現す
ることで，設備や作業者に影響を与えず，画像解析技術
を活用した製造品質の見える化，人手作業の判断基準の
標準化が実現できるようになる。さらに，デジタル化さ
れたデータを活用して異常発生を作業者へタイムリーに
通知することによる品質不良の抑制，生産実績や検査
データと組み合わせた品質解析によるSOP（Standard 
Operating Procedure：標準作業手順）改善，プロセス
開発へのフィードバックによる品質の安定化などが期待
される。

4.2

デジタル化を実現する画像解析技術

実証実験を通して画像解析技術を開発するにあたり，
フラスコを使用したフッ素化学品製造工程への適用を前
提とした現場課題とプロセス監視対象の抽出を行い，製
造現場の実態に合わせた画像解析のロジックを検討し
た。日立は，従来作業者の感覚に頼っていた化学品の反
応状態（液色，粘度，発泡など）や装置の動作（温度，
回転数など）を，各種カメラを用いて時系列に収集・デ
ジタル化し，連続データとして管理・標準化するため，
プロセスに合わせてモジュールを組み合わせてデジタル
化できる画像解析統合プラットフォームの開発をめざし
て協創活動を推進中である［図5（a）参照］。

反応状態のデジタル化にあたり，色情報はカメラで直
接計測可能な情報である一方で，液面高さ，泡量は直接
計測できない。そこで，画像上で見られるどの現象を捉
えればそれらを代替計測できるかを検討した。
（1）液面高さ
液面が回転することから，動体検知によって液面領域
が抽出可能である。フラスコが円形であるため，抽出し
た液面の中心の画像上での位置が液面高さを表すことに
なる。
（2）泡量
泡は空気を多量に含み，内部で無数の乱反射が起こる
ことから画像上では白色になる。上述の検知領域におけ
る白色領域の多寡が泡量と比例すると考えられる。
基礎実証実験で開発した画像解析技術を用いた製造工
程のデジタル化の結果の一例を同図（b）に示す。連続
的にデータを取得することで，従来の定点管理では確認
できていない変化の開始点を確認することに成功した。
今後は，解析機能精度向上・強化を進めつつ，類似ラ
インや他設備への適用を進める。

5. おわりに

本稿では，画像解析技術をはじめとしたセンシング技
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図5｜画像解析システムの構成とデジタル化事例
プロセスに応じたモジュールを組み合わせてデジタル化を実現することにより，従来の目視確認では捉えられなかった傾向を把握できるようになる。
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術を活用した製造業における品質・生産性向上および技
能伝承に向けた取り組みの例として，ダイキン工業との
協創プロジェクトにおける2つの取り組み（空調機のろ
う付け作業における熟練技能のデジタル化，およびフッ
素化学品の製造工程における人手作業の判断基準のデジ
タル化）に向けた技術開発を紹介した。
本稿で述べた解析技術は，主として製造現場のデジタ
ル化を実現する技術である。これらの技術およびDCS
などの既存システムで得られるデータを統合し，技能評
価や自動制御などデータを活用する手段とともに「カプ
セル化」することにより，技能訓練の有効性向上や，ノ
ウハウを生かした自動生産の実現など再利用性を高める
ことができる。また，同時にノウハウとして有すべき秘
匿性も高めることができる。今後はこれらデジタルカプ
セル化したノウハウを作業の統一基準としてグローバル
展開することにより，品質の高位平準化につなげる。
IoT技術やICTは，さらなる発展と市場への浸透によ
り，今後の製造業にさまざまな変化をもたらすことが予
想される。例えば，AI（Artifi cial Intelligence）による
最適搬送計画と自動運転車両によるサプライチェーンの
高度化，ロボットによる倉庫作業の省人化，予兆診断に
よる保守効率化やビッグデータ解析による品質影響要因
の解明，さらに市場での製品使用データに基づく需要予
測や新サービスによる顧客価値提供などである。
日立は，画像解析技術をIoTプラットフォーム
Lumadaのソリューションコアの一つとして確立するこ
とで多様な現場，ユーザーへと展開し，本技術で得られ
た情報を含む現場データを現場改善のみならずサプライ
チェーン，エンジニアリングチェーンに関わる他部門や
経営層，さらには市場の価値につなげていくことをめざ
して取り組んでいく。

謝辞
本稿で述べた画像解析技術を活用した技能，判断基準
のデジタル化の取り組みにおいては，ダイキン工業株式
会社をはじめとする関係各位より多くのご指導，ご協力
を頂いた。深く感謝の意を表する次第である。

執筆者紹介

梅木 春男
日立製作所 産業・流通ビジネスユニット 

産業ソリューション事業部 産業製造ソリューション本部 

産業システム設計センタ 所属
現在，一般産業各業界向けのソリューションビジネスに従事

金子 真也
日立製作所 産業・流通ビジネスユニット 

産業ソリューション事業部 産業製造ソリューション本部 

セキュリティエンジニアリング部 所属
現在，フィジカルセキュリティなどのカメラ応用ソリューションビジネ
スに従事

宮城 雅徳
日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 

材料応用研究部 所属
現在，溶接・接合の研究開発に従事
溶接学会会員

永吉 洋登
日立製作所 研究開発グループ システムイノベーションセンタ 

メディア研究部 所属
現在，画像認識の研究開発に従事
情報処理学会会員，電子情報通信学会会員，IEEE会員

掛布 修弘
日立製作所 産業・流通ビジネスユニット 

産業ソリューション事業部 産業製造ソリューション本部 

産業システム設計センタ 所属
現在，一般産業各業界向けのソリューションビジネスに従事
計測自動制御学会会員

参考文献など
1） 内閣府：第5期科学技術基本計画（2016.1），
 http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf

2） 経済産業省：“Connected Industries”シンポジウム説明資料
（2017.6），

  http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170619005/
20170619005-2.pdf

3） 井坂英也，外：センシング技術と解析技術を活用した次世代グ
ローバル製造管理，日立評論，98，3，185～188（2016.3）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8003a002000310034003430d530a930f330c857cb8fbc005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


