
※これより先に記載いただいた情報は取りまとめ後に公表させていただきます。

↓チェック欄 ↓チェック欄 ※詳細は参考資料２及び３をご覧下さい。

1 作業員のポカよけ

2 設備の加工誤差最小化

3 ダウンタイム削減

4 設備・人の稼動率向上

5 人の作業を効率化・負担軽減

6 生産に係るリソースの最適配分

7 在庫の最適化

8 多様なニーズへの対応

9 共同受注体の形成

10 設計品質の向上

11 トレーサビリティの確保

ロ 12 材料の使用量の削減

13 多様な人材の活用

14 技能の継承

15 設計開発・見積りの自動化

16 仕様変更への対応の迅速化

17 生産ライン設計の効率化

18 マーケティング強化

19 サービス化

20 製品性能・機能向上

1万円程度

⑥導入支援

⑤データを見せる

③データを
分析する

　　　個別の機能→
↓横串に跨る機能 ②データをためる

一言説明
(32文字以内）

センサーデータで時間外勤務を可視化・アラート

イ

ホ

10万円
～50万円未満

立上げ・導入期間

ロ

その他のユースケース

ユースケース

顧客基盤拡大

（どの領域における支援かは次ページの概要にご記載下さい。）

生産性向上/コスト削減

No. 16

働き方改革へのIoT活用

導入開始から１年間で発生
する想定コストレンジ

機能領域・・・レシピの機能領域について該当するすべての箇所をチェック下さい。④データ活用は必須と致し
　　　　　　　　　ます。（詳細は本書式表紙の「IoTレシピについて」欄や、応募要項、企画書等をご覧下さい）

現場カイゼンＡ

顧客基盤拡大

ロ 生産性向上/コスト削減

ユースケース
分類

対象領域

ハ

Ｂ

品質向上・安定化/不良率低減

生産性向上/コスト削減

リードタイム削減

品質向上・安定化/不良率低減

レシピ名

①データを上げる

業務プロセス改善

技能継承/人材育成

ニ

その他のユースケースに対し、該当する対象領域、目的について上記から記号で
お示しいただくか、上記以外の場合はそれぞれ具体的にご記入下さい。

Ｃ

イ

100万円以上

（どの領域における見える化かは次ページの概要にご記載下さい。）

目的

即日 3日以内

ホ

製造プロセス最適化

50万円
～100万円未満

～10万円未満

（費用等に関する補足、導入時の手続き、手順等をご記入ください。）（250文字以内）

機能分類

④データを
活用する

初期費用

1か月以内1週間以内

ランニングコスト 0円

その他（導入支援費等） 導入支援が必要な場合3～5万円程度

１．費用等に関する補足
Watson IoT Platform（WIOTP）は500台のデバイス・各200MB／月のデータ処理が無料。データ蓄積用のCloudant
も1GBまで無料であり、ランニングコストは0円。必要費用はIoTデバイスとSSL証明書で1万円程度。

２．導入時の手続き、手順
WIOTPを使用するためにIBM Bluemixのユーザ登録が必要。
IoTデバイスからWIOTPにデータを上げるには簡易なプログラムが必要だが、見える化やデータ活用については
Web画面で設定可能なため容易。

導入費用
導入容易性



ツール名（メーカー）
Bluemix Cloudant（IBM）

②データをためる

活用している領域

概要
センサーデバイスより上がってきたデータは、IBM Bluemix Cloudantに蓄積する。

③データを分析する

レシピ（ソ
リューション）
を構成する
ツール概要

①データを上げる

ツール名（メーカー）
Raspberry Pi 3　＋　Groove Pi　＋　明度センサー・音量センサー

概要
明度センサー・音量センサーによって会社・工場内に従業員が残っていないかを確認する。
Raspberry Pi 3にはWiFiおよび有線LANが搭載されているため、何らかのネットワーク環境
があればクラウドにデータを上げることは可能である。

④データを活用する

⑤データを見せる

概要
Watson IoT Platformでは、ブラウザ上で「規則」を設定することにより、閾値による処理の自
動実行が可能である。明度センサー・音量センサーの測定値と、その測定日時により、勤務
時間外に人がいればメールを管理者に送信する。

概要

ツール名（メーカー）

概要

ツール名（メーカー）
Watson IoT Platform（IBM）

●データ活用による一連のレシピ（ソリューション）を実現するための以下に示す機能領域ごとの個々のツールに
ついて、分解可能な範囲で概要を以下にご記入下さい。また、一つのツールによっていくつかの機能領域の役割
を行っている場合はその旨をご記載下さい。
●お示しいただいたツールごとの「ばら売り」も行っている場合は、該当のツールついて、IoTツール応募フォーマッ
トを合わせてご用意下さい。

概要（どのように見える化をしているか、上記①～④のツールと一体化している等詳細を記載下さい）

 Watson IoT Platformでは、上がってきたセンサーデータの可視化、「規則」により処理が稼
働した履歴の表示はノンプログラミングで可能である。

その他のツール
上記の分類にそぐわ

ないものなど

ツール名（メーカー）

ツール名（メーカー）
Watson IoT Platform（IBM）

見える化している領域（上記①～④若しくは文章で記載下さい）
リアルタイムのセンサーデータ及び、④でメールを送信した履歴



●本レシピ（ソリューション）のユースケースの詳細についてご記載下さい。（どのような課題に対し、どのように解
決できるのか等。）
●レシピにおけるツール構成について、図や写真等を書式内に張り付けて、示してください。
●別途、図や写真等のビジュアル中心を想定した追加フォーマットをご用意しております。ビジュアル用のフォー
マットは主に公表後のPR等に活用する予定ですので、キービジュアル等はそちらにもお示し下さい。

レシピ
（自由記述）

１．本レシピのユースケース詳細
（１）課題
納期厳守のためとはいえ、従業員が、会社や工場で申請なしで残業しているケースがある。今後、防犯上ならび
に人事管理上でトラブルが発生する可能性がある。
そこで、経営者管理者にとっての課題として、「①就業時間外の夜間・休日の社内の様子の遠隔監視、②プライバ
シーへの配慮（天井へのカメラ設置等、明らかな監視はできない）」がある。
（２）解決策
明度や音量といったセンサーデータを用い、一定の時間（20時・22時など）に、一定以上の明るさおよび音量が計
測された場合に、メールにて通知する。

２．レシピにおけるツール構成
① Raspberry Piに明度センサーと音量センサーを接続し、室内の中心部に設置する。
② Raspberry Piはネットワーク接続がされており、簡易なプログラムによってセンサーデータを
　　Watson IoT Platformに送信する。
③ Watson IoT PlatformはWebブラウザ上の操作によって可視化や、条件設定によるメール送信が可能。

Raspberry Piとセンサー

（Grove Piを使用）

Watson IoT Platform

による可視化

Watson IoT Platform

によるメール送信設定



団体

●波及効果や、機能領域区分における他のツールで相性の良いツール、想定のユースケース以外の活用可能
ケース（具体的なものであれば追加でご応募下さい）等についてご記入下さい。（300文字以内）

大企業（300人以上）

１．波及効果や、機能領域区分における他のツールで相性の良いツール
当レシピではデータ活用をWatson IoT Platformで行っているが、Node-REDや、IFTTTと連携することにより、高度
な制御やメールではなくスマートフォンでの通知、LINEとの連携なども図ることができる。

２．想定のユースケース以外の活用可能ケース
当レシピでのツールの組み合わせは中小企業が安価にIoTを始めるために好適であり、可視化・条件設定による
自動化・データの蓄積といったIoTの基本的機能が実現できるため、様々なユースケースでの活用が考えられる。

●レシピに関する機能や波及効果、想定のユースケース以外の活用可能ケース、セキュリティ面等の安全性につ
いてご記入下さい。（300文字以内）

１．レシピ機能
IoTデバイスのRaspberry Piは安価で、Watson IoT Platform（WIOTP）もほぼ無料で使用できるため、コストは極め
て低い。
当レシピは、プライバシーに極力配慮した上で、経営者や管理者が残業の実態を把握できる。（個人を特定するこ
とはできないが、残業があったことがわかる。）IoTを活用した、「働き方改革」に有用なレシピといえる。

２．安全性
カメラを用いるものではないため、仮にデータの漏洩があってもプライバシーや営業秘密に関するデータはない。
IoTデバイス〜WIOTPの通信はSSLで暗号化する。IBM BluemixはISO27001の認証を受けている。

波及効果

有効性
安全性

都道府県 市町村以下（ﾌﾘｶﾞﾅ）ﾅｶﾉｸﾎﾝﾁｮｳ4-44-13 ｻｲｷｮｳｼﾞｮｳｻｲﾋﾞﾙ2ｶｲ

中小企業（300人未満）

問合せ先
情報

（ユーザ企業
からの問合

せ先）

（問合せ先情報を、開示可能な範囲でご記載下さい。）

企業・団体名/
個人名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｱｲﾃﾞｨｰｼｰﾌﾟﾛﾄｳｷｮｳ

企業区分
一般社団法人ITC-Pro東京

ツールのWebサ
イト、動画サイト

（３つまで）

東京都 中野区本町4-44-13 西京城西ビル2階 合同会社井上研一事務所内

井上　研一
担当者名

https://www.itcpro-tokyo.or.jp

所在地

問い合わせ窓口
担当者

企業HP

個人

kenichi.inoue@inoccu.com

（ﾌﾘｶﾞﾅ）ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ

ご連絡先
電話番号 03-4405-4093

E-ｍail

https://www.itcpro-tokyo.or.jp/
mailto:kenichi.inoue@inoccu.com#

