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ソリューション

トヨタ自動車北海道株式会社
1991年2月8日にトヨタ自動車株式会社100％
出資により設立。北海道苫小牧市を拠点に、
ハイブリッドトランスアクスル・オートマチック
トランスミッション・無段変速機（CVT）・トラ
ンスファーを生産し、日本および海外のトヨタ
自動車関連工場へ出荷している。

業種
製造業

地域
日本

利用者
技術部門、品質管理部門、製造部門長など
20名

課題
製品製造の各工程では管理データが個別に
存在している。ある製品の部品では36工程あり、
画像データなども存在する。そのため、製造
過程で問題が発生した場合の原因究明には、
その各データを手作業で集計・連携させて
から、分析する必要があった。

対策
異なるデータの連携機能を持ち、膨大なデー
タを高速に扱うことができるQlikViewを採用
することによって、製造工程における迅速な
トレーサビリティの確立を目指した。

効果
各工程に個別に存在していたデータ連携が容易
になり、トラブル対応での時間短縮が実現。
結果として、コスト削減や生産性、品質の向上
にも貢献している。

データソース
Excel、CSV、SQL Server

QlikTechパートナー
アイウェイズ株式会社

10時間以上掛かった問題個所の発見が、5－10分で済むように
なりました。トレーサビリティの時間短縮は、コスト削減や生産性、
品質の向上にも貢献していると考えています。

トヨタ自動車北海道株式会社
技術部　技術開発室　開発G　グループ長

八木 勝春 氏（右）

技術部　技術開発室　開発G
辻 圭介 氏（左）

トレーサビリティの向上で
トヨタ向け製品の品質管理を支える
「QlikView」

　「トヨタの北の拠点」として、ハイブリッドトランスアクスル・オートマチックトランス
ミッション・最新型無段変速機（CVT）やトランスファーを生産しているトヨタ自動車北海道。
同社の技術部では、製品製造において発生した問題の原因究明（トレーサビリティ）のた
め、以前は製品製造の各工程で個別に存在している管理データを手作業で連携させ、
Exce lを使って管理・分析していました。しかし、数十秒に1回の割合で更新されるデータ
の量は膨大で、Exce lでの扱いには限界を感じたことから、Exce lに代わるツールの導入を
検討することになりました。そこで億単位のデータも高速に処理でき、管理データを統合
管理・分析できるツールとして「Ql ikV iew」を採用しました。Ql ikV iewにより、各工程に
個別に存在していたデータ連携が可能となり、高速処理と相まってトラブル時の原因究明
に掛かる時間が10時間から5分に短縮するなど、大幅な短縮を実現。その結果として、
品質向上にも貢献しています。
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ブリッドトランスアクスル・オートマチック

トランスミッション・無段変速機（CVT）・トラ
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しています。製品は日本をはじめ世界各国の

トヨタ自動車関連工場に出荷しており、2010年

1月には、トランスミッション（オートマチック

トランスミッション・CVT）生産累計1,000万台

を、2011年2月には、ユニット（オートマチック

トランスミッション・トランスファー）の生産

累計2,000万台を達成しました。

　また同社は、地域社会とのコミュニケーション

を大切にし、自然豊かな北海道における環境

保全活動に積極的に取り組んでおり、2001年

3月にゼロエミッションを達成し、現在まで
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トヨタの北の拠点 迅速なトレーサビリティの
実現を目指す
「自動車メーカーにとって生産性向上は大
切ですが、同時に、製品に何か問題が発生し
た場合に、いかに迅速に原因究明ができる
かも不可欠な要素です。我々にとってのお
客様である車両工場に不具合のある製品を
出荷するような事態にならないよう、問題が
あれば即その原因を突き止めて、生産体制
や他の製品に影響が及ばないように直ちに
手を打たなければなりません。」と技術部  

技術開発室  開発Gのグループ長  八木  勝春  

氏は強調します。
　しかし、製品の製造現場には非常に多く
の工程があり、各工程に生産情報などの管
理データが個別に存在し、その量も膨大で
す。その結果、各工程を管理するシステム
から効率的にデータを収集して連携させ、
それらを分析して迅速なトレーサビリティを

実現することは困難でした。つまり、データ
はあっても全てのデータを十分に活用しき
れないという状況がありました。
　そうした課題を認識したきっかけについ
て、同技術開発室の辻  圭介  氏は次のよう
に語ります。
「2013年7月のことでしたが、他の製造技
術チームから、各工程に存在する大量の生
産情報データ（約600万件）を自動処理し、
誰でも簡単にグラフ化できないかという要
望が技術開発室に寄せられました。以前、こ
うした処理はExcelで手作業でおこなってい
たのですが、これだけの大量データはExcel

では処理できません。そのため、データの
一部を抽出するなどして処理していたよう
です。これを何とかできないだろうかと考え
ていた中で、思い付いたのが以前に美和電
気工業さんから紹介された『QlikView』で
した。」
　辻氏は、試しにクリックテックのホーム
ページからパーソナル版をダウンロードし
て使ってみたところ、大量データを容易に
扱うことができて、機械系出身者であって
も、30秒足らずでグラフ化することができ
ました。

　この出来事をきっかけに、同社ではBI

ツールの導入について、本格的に検討を進
めることになりました。

使い易さで支持されるQlikView
10時間が5分に時間短縮
　BIツール導入の検討では、大量データの
高速処理が必須であることから、QlikView

と別のインメモリー型のツールを比較。前
述の実データを用いたパーソナル版での実
績のほか、製造技術スタッフから使い易くて
速 いという評 価 の 声 を 受 け て11月に
QlikViewの採用を決定しました。
「別ツールは、自分で設定を色々と変えて使
用する技術者には向いているものの、定型
分析は苦手でした。現場の方々にも使っても
らう前提で考えているため、定型的な分析に
おいては、見た目も分かり易く、操作が簡単
である必要があります。見にくかったり、新
たに色々な操作を覚えないと使えないので
は、せっかく導入しても活用されないと判断
しました。」と辻氏はその理由を語ります。
　QlikViewはパーソナル版での使用実績

もあったことから、12月に導入作業を終え
ました。その効果について、八木氏は「トレー
サビリティにおける大幅な時間短縮」といい
ます。
「仮に、まる一日分のデータを分析して問題
個所を発見するとなると、以前は10時間以
上 掛 か る こ と も あ りまし た。そ れ が
QlikViewの導入後はわずか5－10分で済む
ようになりました。トレーサビリティの時間
短縮は、結果として品質の向上はもちろん
生産性やコスト削減にも貢献していると考
えています。」

　例えば、ある製品は1部品の製造工程だ
けで36もの工程が存在します。トレーサビ
リティを実現するには、以前は、個別に存在
する各工程のデータを手作業で連携させ、
統合する必要がありました。しかも、データ
は数値に加えて検査画像のデータもあり、
上記のケースでは、3つの工程で画像デー
タが存在しています。
「QlikViewは数値だけでなく、画像データ
も関係する数値と自動で紐付けされるの
で、どの画像が関係しているのか、以前のよ
うにいちいちファイルを開いて確認しなく
ても済みます。それだけでも大幅に探す手
間を省けるようになりました。」（辻氏）
　現場や製造技術スタッフが欲しているの
は、今、作業工程で何が起こっているかという
データであるため、30分に1回というペース
でデータをリロードしています。それだけに
扱うデータの規模も大きく、最大のデータは
1.8億件を超えますが、それでも満足のいく
パフォーマンスを発揮しているといいます。
　QlikViewの機能を十分に引き出すため
には、データをどのように持つかというノウ

ハウが不可欠でした。
「この点については、美和電気工業さんとア
イウェイズさんの協力関係のもと、色々とサ
ポートを受けました。特に、Web会議を活用
して、画面を共有しながら操作ができたこと
で、スムースな導入と活用が実現しました。」

トレーサビリティ以外にも
QlikViewをさまざまに活用
　辻氏がQlikView上で作成したドキュメン
トは試作も含めて約20になります。今後も、
多くの製品について迅速なトレーサビリティ
を実現していくため、QlikViewを活用して
行く予定で、ドキュメントを容易に作成でき
るように、グラフ化、リロードといった機能
をライブラリ化しています。また、結果とし
てのトレーサビリティだけでなく、予兆の段
階から検知できるような分析にも役立てら
れないかも検討しています。
　現在、新たな発想として部品表の検索も
試験的に進めています。部品と工程が紐づ
くことで、1部品に変更が発生した場合に、
他の製品への影響がどれだけ及ぶのか分析
できるようにすることを想定しています。
　さらに辻氏は、気象（天気）の影響などと
の関係といった非定型データも取り込ん
で、検証することも検討しています。今まで
は、漠然と関係の有る無しを考えていたこ
とも、QlikViewによって検証することが可
能になりました。
「ただ、まだ製造技術スタッフがQlikViewで
こんなことができると思っていないので、啓
蒙活動も必要です。今後、月に1回説明会を
開催する予定ですが、他のスタッフ達から
もアイデアを出してもらい、さらなる活用を
していきたいですね。」
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