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第２回 中堅・中小製造業向けＩｏＴツール・レシピ募集イベント 応募要項 

 

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI） 

IoT ツール・レシピ募集イベント事務局 

 

１．目的 

欧米企業を中心に IoT の活用による製造業の新たなビジネスモデルの創出が始まっている中、中堅・

中小製造業においては、IoT で何ができるのか、どのようなデータをどう活用したらいいのかなどの悩みを持

っています。そのような悩みを抱える中堅・中小製造業が、「高度で手の届かない」という認識を捨て、より

簡単に安く使える業務アプリケーションやセンサーモジュール等のツールを着実に活用できることが望ましい

姿です。そこで、昨年１０月に、中堅・中小製造業のニーズに適したより簡単かつ低コストで使えるツー

ルの発掘等のために、第１回ＩｏＴツール募集イベントを実施し、募集の結果、106 件のツールを「ス

マートものづくり応援ツール」として公表しました。第１回のツール募集イベントでは、世の中にどのようなツ

ールが存在するかという観点で個々のツール情報を一元化・情報展開することができ、中小製造業にお

けるデジタルツールを利活用に資する取組となりました。（詳細は下記の公表内容と別添の参考資料１

をご覧下さい） 

※ご協力をいただいた皆様には改めて御礼を申し上げます。 

〇第 1 回 IoT ツール募集結果「スマートものづくり応援ツール」について 

https://www.jmfrri.gr.jp/info/rri/314/ 

 

一方、ユーザー目線で見ると、機能領域がそれぞれ異なるツール群が混在しており体系的に整理仕切

れていないこと、また単品ツールの見える化は実現されたが効果的な組み合せ方・使い方も知りたいという

課題や要望が存在しています。そこで、第２回募集では、 

 

Ⅰ.ツールの機能領域毎の募集 

Ⅱ.個々のツールを組み合わせた一連の仕組み（“IoT レシピ”と呼称）の募集 

 

を行い、募集結果を「スマートものづくり応援ツール及びレシピ」として公表することとします。また、収集した

ツールやレシピの情報を利用した 

 

Ⅲ.“ものづくり版「レシピサイト」”を自立的に運営する事業者 

 

も合わせて募集します。 

（注：募集したツールのユーザーとしては製造業を営む中堅・中小企業を想定しています） 

https://www.jmfrri.gr.jp/info/rri/314/
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２．募集テーマ・実施概要等 

 ※以下では、別添の第２回 IoT ツール・レシピ募集イベント募集概要の内容に沿って詳細をご説明し

ております。 

（１）募集テーマについて 

 対中堅・中小企業に関わらず、IoT 等のデジタル技術の活用は経営課題の解決を図るための、飽くま

でも「手段」ということは重要な点と考えます。この、IoT ツール募集でもその点を踏まえ、課題の対象領

域や、目的、ユースケースごとに役立つツールを募集することと致します。 

 具体的には、これまでロボット革命イニシアティブ協議会の WG1：IoT による製造ビジネス変革 WG

内に設置した中堅・中小企業アクショングループ（AG）で検討した以下３つを対象領域と定めます。

（該当しないものは、別途対象領域を設定したうえで応募いただく） 

 

 Ａ：現場カイゼン 

 工場内等、生産現場の領域において、IoT 等のデジタル技術の活用によりカンの付加価値

の実現を図る。 

 Ｂ：業務プロセス改善： 

 生産進捗状況や工程ごとの進捗状況、在庫状況等、サプライチェーンマネジメント領域にお

ける各種 IT システム等の活用によりプロセス改善等の付加価値の実現を図る。 

 Ｃ：製造プロセス最適化 

 熟練技能や匠の技の形式知化や、CAD・CAM、CAE の活用など、エンジニアリングチェー

ン領域における各種デジタルファブリケーションツールの活用等により技能伝承や、設計開発

～製造といったものづくりのプロセスを最適化する取組。 

また、上記の対象領域における、ＩｏＴ等のデジタル技術の活用の目的を以下のように定めます。

（該当しないものは別途目的を設定した上で応募いただく） 

イ：品質向上・安定化/不良率低減 

ロ：生産性向上/コスト削減 

ハ：技能継承/人材育成 

ニ：リードタイム削減 

ホ：顧客基盤拡大 

 更に、今回のＩｏＴツール＆レシピ募集では、３つの対象領域ごとに、目的を定め、その上で中部経

済産業局が昨年度実施したスマートファクトリーロードマップ調査※をもとに、目的別に想定し得る取組の

ユースケースを整理しております。（下記の「図：ユースケース分類について」をご参照） 

ツールやレシピを応募する際は、活用が期待されるユースケースを想定いただき、その実現のために役に

立つツールやレシピを応募いただくことと致します。（以下に示したユースケースに該当しない場合は別途

ユースケースを設定した上で応募いただく）なお、参考資料２及び３では、上記の調査報告書をもとに

ユースケースごとの具体的な取組内容について３段階のレベルごとに分けて示しています。 
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図：ユースケース分類について 

 

※ご参考：中部経済産業局「スマートファクトリーロードマップ」 

  http://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/report/smart_factory_roadmap/ 

 

（２）実施概要について 

Ⅰ. ツールの機能領域毎の募集 

 下記に示す「図：ツールの機能領域」のように、中堅・中小製造業の悩み事、課題の解決を可能とす

るツールを機能領域毎に、「①データをあげる」「②データをためる」「③データを分析する」「④データを活か

す」と定め、これに加えて①～④の何れかの結果を見える化する、「⑤データを見せる」ツールを広く募集し

ます。また、ツールとは意味合いが多少異なりますが、ツールの提供に加え、SI やコンサルティング等の「導

入支援」のサポートの提供を行っている場合、ツールの募集と合わせて情報提供をいただき、どのようなソ

リューションなのかを整理したいと思います。（勿論、設備やロボットの SI 業務について、自動化ツールと

して提供しているケースもあろうかと思います。）なお、前回ご応募いただきましたツールにつきましても、情

報のアップデートと共に、機能能領域毎の整理をしたいと思います。 

中堅・中小製造業が簡単に活用できそうな既存のアプリケーション・センサーモジュール等のツール（新

たに開発されたツールも含む）や、それらを活用して解決するアイデアや知恵など幅広に応募いただき、

後述の評価基準によって審査委員が審査を行い、一定水準以上のツール及びアイデアを「スマートもの

づくり応援ツール」として選定し、データベース化した上で、審査委員の推奨ツールとして RRI の HP にて

公表いたします。さらに、諸事業で PR・展開していくことで全国の中堅・中小製造業に対して利用の推

奨を行うとともに、中堅・中小製造業向けベンダー等がビジネス転用できる情報提供を実施することによっ

て、IoT ツールの活用を促進していく予定です。 

http://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/report/smart_factory_roadmap/
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図：ツールの機能領域 

 

 

 なお、上記、①～⑥ごとの機能領域のうち、例えば、データ分析と見える化がセットになったアプリケーシ

ョンなど複数にまたがる提案も可といたします。但し、①～④までをすべてを満たすもの、つまり、中小企業

たるユーザーが一からユースケースの実現に取り組むに際し、一連のツールを纏めて提供し付加価値創出

に役立つ情報は、下記で説明するＩｏＴレシピとして応募して下さい。 

 

Ⅱ.個々のツールを組み合わせた一連の仕組み（“IoT レシピ”と呼称）募集 

 IoT の導入促進に際して、個々のツール情報を一元化することは重要であるが、実際の導入に際して

は個々のツールを結び付けて付加価値を創出できる企業は限られており、一連の仕組みとして示す必要

があります。 

実際に、第１回ツール募集を終えた後に、ユーザーや RRI 中堅中小 AG メンバーの声を聞いたところ、

「ユーザー側にとっては、同じようなツール情報が並んでいるだけではどれを選べば良いか判断できない。ど

のようにツールを組み合わせればどのようなソリューションが得られるのか、それを含めて示すべき。」や「以前

より、センサー、モジュール機器が、価格的にも身近なものとなり、自作可能な環境が整いつつある。その

状況下で、IT ベンダーに丸投げではなく、ツールを組み合わせ、自ら見える化の仕組みを構築する「DIY

型の IoT 活用」により適宜改善を加えたり、業務フローの見直しに応じて設計変更などを行いつつ、見え

る化を通じてカイゼンの取組を行っていったりすることが重要ではないか。」などの意見が出ました。 

そこで、機能領域毎に分かれている個々のツールを一連の仕組みとして組み合わせた“IoT レシピ”を

募集することとします。 
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図：IoT ツールとレシピの違い 

 

 

図：IoT ツールとレシピの違い（例） 

※Teachme Biz センシング⇒異常検知⇒アラームとともに対象設備の修理マニュアル送付の事例 

 

 以上のように、IoT レシピ募集では、全体としてどのようなユースケースの実現に結びつく提案なのか、ど

のような付加価値を享受することができるのかを示しつつ、そのために必要となるツール群、それに伴う費

用などを解りやすく整理して示すことを目的としております。 

 

上記で述べたレシピを構成する個々のツールの機能について、応募フォーマット内では、分割できる範

囲で、「データを上げる・ためる・分析する・活用する」といった領域の選択をいただくこととしております。一

方、レシピと呼称する上で、こちらのすべての機能が必要という訳ではございません。ただし、上記で述べた

「付加価値を提供する」というレシピの性質上、少なくとも「④データを活用する」に関しては必須の機能

領域としてカバーされている必要があるとさせていただいております。 

 

また、「④データを活用する」に関しては特に明確な定義を設けている訳ではございませんが、設備から

取得したデータや入力したデータを元に分析を行い、ボトルネックのカイゼンや、新たなビジネスへの活用等

を通じてユースケースの実現、ひいては目的の達成ができるソリューション提供をイメージしております。例え
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ば、設備稼働データを取得、蓄積、分析して、設備の「予防保全」を図る取組は、正に「予防保全」自

体がデータを活用する取組と考えられます。また、ライン全体の稼動データから「カイゼン」を加え、効率化

を図る取組は、やはり「カイゼン」自体がデータ活用による付加価値と言えます。このように、「④データを活

用する」については、必ずしもツール化、アプリケーション化している必要は無いと考えております。 

 

Ⅰ・Ⅱに共通した補足事項 

 主に、中堅・中小製造業が簡単に活用できそうな既存のハードウェアツール、アプリケーション等のソ

フトウェアツール（新規開発されたツールも含む）を想定しております。 

 有料・無料は問いません。（ただし、評価項目に「導入コスト」項目がございます。） 

 他薦による提案も可とします。また、ユーザー自身が市販のツールを活用しているようなＤＩＹ型の

活用情報も募集いたします。（例えば、他社のツールを活用している中小企業が、使い勝手のいい

ツールとして推薦するケース等を想定しております。） 

 他薦によるツール情報で、それらの販売を伴うような場合は、ツール提供者の許可を得た上で応募

下さいますようお願い申し上げます。（単なるツール活用事例の紹介の範疇を超える場合） 

 ご応募いただいた文書内の商標及び著作物使用については、一切責任を負いません。 

 

Ⅲ.“ものづくり版「ＩｏＴ活用レシピサイト」”運営主体募集 

 Ⅰ～Ⅲで募集したツール及びレシピ情報に対して、ツール情報やツール提供者情報の第三者転用の

可否の確認を取っていただいた上で、ロボット革命イニシアティブ協議会から選定したツール及びレシピ情

報の転用権限を得ることで、中小企業が容易に検索・利用できるような“ものづくり版「ＩｏＴレシピサイ

ト」”の自立的な作成及び管理・運営を希望する事業者を募集します。 

 本件にご関心をお持ちの方は、次項３．実施要項の応募期間内に応募宛先に記載の「IoT ツール・

レシピ募集イベント事務局宛にメールでご連絡下さい。 

 

３．実施要領 （IoT ツール・レシピ募集） 

【応募資格者】 

 特に制限なし 

 

【審査・選出方法について】 

 審査員：中小製造業経営者を中心に「スマートものづくり応援ツール選定委員会」を組成し、審

査員による審査・選出を行います。 なお、別途、委員会を補助するオブザーバー組織を組成し、審

査・選出作業の際に必要となる周辺事務作業を行います。 

 

【審査・選出の評価基準】 
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＜メイン評価項目（各項目５点満点）＞ 

a)導入容易性 

中堅・中小製造業にとっても技術的に容易に導入できるものであるかを評価 

b)導入コスト 

中堅・中小製造業が導入しやすいコストパフォーマンスのツールであるか。ＩｏＴツール・レシピについて、

それぞれ初期費用、ランニングコスト等、導入開始後１年間に発生する費用のレンジ幅で評価。 

 c)導入波及性や有効性 

想定したユースケースの有効領域、分野の観点から幅広く展開していく可能性があるか 

d)安全性 

セキュリティや品質等について、考慮がなされているか 

＜その他評価項目（加点項目：各項目３点満点の計６点）＞ 

e)導入実績 

既に製造現場に導入されていて、一定の効果が検証されていること 

f)安全性（d の追加点） 

セキュリティに関して、一定以上の取組を行っているか。 

＜採点基準＞ 

５＝非常にいい、４＝良い、３＝普通、２＝あまり良くない、１＝良くない、０＝判定不能 

※加点項目については内容に応じ、各項目３点、合計６点を上限として評価。 

計：２６点満点 

＜集計方法＞ 

審査員全員の採点を集計し、一定基準を満たした案件を選定する。 

 

【その他】 

 評価の過程でメールや電話、訪問を通じて応募内容確認や効果検証等のためのヒアリングを行うこ

とがあります。 

 

【応募期間】 

 2017 年７月７日（金）～８月 22 日（火）※期限までに必着 

（集計・審査 ８月中旬～９月中旬） 

（結果公表  ９月中にロボット革命イニシアティブ協議会（ＲＲＩ）ＨＰより公表予定） 

 

【ツール及びレシピの発表】 

 一定水準以上のツール及びアイデアを審査委員が「スマートものづくり応援ツール及びレシピ」として

選定し、それらをデータベース化した上で、審査委員の推奨ツールとして９月中を目処に RRI の

HP での公表等を予定しております。 
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※RRI 及び選定委員会では、上記の評価基準に則って、ツールの審査・選定を行いますが、これは推

奨されたツールの作動や効果を保証するものではありません。また、ツールに瑕疵がないこと、特定目的に

適合すること、その他いかなる内容の保証も行うものではありません。RRI の HP での公表を元に、提案

者と中堅・中小製造業者等が自由なビジネスを展開いただくことを想定しています。 

 

【応募方法】 

 応募書類の種類 

→Excel フォーマット 

（ツール用、レシピ用の２種類ございます。レシピのご応募の場合でも、構成している個々のツール 

単位でばら売りを行っている場合はツール応募フォーマットもご一緒に申請下さい。） 

→ＰＰＴフォーマット 

（公表時は基本的に上記 Excel フォーマットの内容を使用致しますが、取りまとめ後の PR 等に使

用することを目的に追加的に写真や図等のビジュアルを中心に作成いただくものです） 

 

 応募書類の提出方法 

応募に当たっては応募書類をダウンロードして必要事項を記入の上、以下の宛先まで電子メール

で送付して下さい 

※提出書類に不備がある場合は審査対象から除外する場合がありますのでご注意下さい。 

 

宛先：ロボット革命イニシアティブ協議会 IoT ツール・レシピ募集イベント事務局 

電子メール：iot_tools_office@jmfrri.jp 

 

４.その他 

【推奨・掲載後の広報・PR 等】 

 推奨対象者の方に対しては、広報活動・PR 活動、各種イベントなどへのご協力をお願いすることが

ありますのであらかじめご了承ください。 

 

【推奨・掲載後の取り消し】 

 推奨後に禁固刑以上の刑に処された場合は、推奨を取り消します。 

 

【経済産業省ＨＰにおける公募情報の公開】 

 経済産業省のＨＰにおいても本公募情報についてはアップする予定です。 

 

以上 


