
中堅・中小製造業向け
IoT ツール・レシピ 活用事例集



■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

alkartoperation＆alkartjoin
alkapplysolutionによりインターネット経由でモニタリングと遠隔操作を実現

＜ツール・レシピ概要＞

alkapplysolution（アルカプリソリューション）は、シチズンマシナリーに蓄積した機能+技術ノウハ
ウICT（Information & Communication Technology）を融合し、様々なソリューションを提供するコン
テンツの集合体である。
alkapplysolutionは、それ自体に『個の量産』を創出するための多くの重要な“構成要素”を含んでいる。
alkartoperation（アルカートオペレーション）はリモート画面操作機能であり、alkartjoin（アルカート
ジョイン）はクラウド系サービスである。それぞれalkapplysolutionの構成要素である。

経営課題

CNC自動旋盤の主なユーザーは、自動旋盤機が50台以下で従業員30名程度の企業から50～100台従業
員50人までの中堅中小企業が中心である。
グローバルマーケットシェアNO1のシチズンマシナリーの中堅中小企業のユーザーや、その加工部品を
納めているユーザー企業、そしてシチズンマシナリーの3社が全てWin-Win-Winになることが、今後も日
本国内の中小企業に自動旋盤機を導入するメーカーとしては必須であった。
特に中小企業では、技能者、技術者不足が重要課題の一つであり、多く様々なサポートが必要であり且つ
高度な支援の場合は遠隔地故に訪問等の制約条件があった。

課題解決

alkartoperationを利用することでインターネットを経由し、CNC自動旋盤の操作画面のモニタリングと
遠隔操作を実現することができる。またalkartoperationに加え、alkartjoin(Web会議システム)を併用す
れば、遠隔保守を行う際に、顔を見ながら話しをしたり、カメラで不具合箇所を映したり、資料を共有す
るなどをして、お客さまと円滑なコミュニケーションを取ることができる。
そのことで遠隔地より機械の遠隔操作やプログラム修正、座標やパラメータの確認、アラーム内容の把握
などを行い、トラブル発生時に事前診断を行うことで的確な対応を行うことができ、ダウンタイムの削減
が可能である。また、遠隔地にいる熟練者の支援を仰ぐことができる。

IoTのポイント

alkartoperationの機能を使い、遠隔地より機械の遠隔操作やプログラム修正、座標やパラメータの確認、
アラーム内容の把握などが行える。またトラブル発生時に、事前診断を行うことで的確な対応を行うこと
ができ、ダウンタイムの削減が可能。
遠隔地にいる熟練者の支援を仰ぐことができる。また、シチズンマシナリーのalkatjoin（Web会議システ
ム）やVPN装置(Virtual Private Network)を利用し、安全なネットワーク環境にて遠隔保守を行う際に、
顔を見ながら話しをしたり、カメラで不具合箇所を映したり、資料を共有するなどをして、お客さまと円
滑なコミュニケーションを取ることができる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

alkartoperation（アルカートオペレーション）とalkatjoin （アルカートジョイン）を活用することで、
シチズンマシナリーから導入したCNC自動旋盤の品質向上・安定化/不良率低減や生産性向上/コスト削
減などに繋げることができる。
インターネット経由で機械画面のモニタリングと遠隔操作を実現し、トラブル発生時に、シチズンマシナ
リーがお客さまの機械に接続し事前診断を行うことで、的確な対処方法を見付け、ダウンタイムの削減が
できる。また、熟練者が遠隔地より別の工場にある機械の画面を操作し、指示・指導・教育などのサポー
トも行なえるので、作業員の支援やダウンタイムの削減、設備・人の稼働率の向上、人の作業を効率化・
負担軽減が実現できる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 30万円

ランニングコスト 2.6万円/月

導入先企業

自動旋盤工作機器の主なユーザー多数  

IoTツール・レシピ提供企業

シチズンマシナリー株式会社 　URL：http://cmj.citizen.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://cmjsite.citizen.co.jp/video/CTVIX0vq9JtJ?sks=1&cc=8&sc=214&cid=2095  

http://cmj.citizen.co.jp/
https://cmjsite.citizen.co.jp/video/CTVIX0vq9JtJ?sks=1&cc=8&sc=214&cid=2095


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上

Connect Plan（コネクトプラン）
機械稼働の見える化で稼働率向上の分析を支援するシステム

＜ツール・レシピ概要＞

工場内の機械をネットワークでつなぎ、稼働状態や加工記録を見える化することで、稼働率向上に向けた
分析を支援するシステムである。
オークマ株式会社は、自社内では DreamSite という Okuma Smart Factory の実証工場でIoTを活用する
ことで、少量でも量産レベルの生産性を保ち、マスカスタマイゼーションを実現している。当レシピは、
この技術やノウハウを活かし、ものづくりを担う各企業の工場内における改善活動を支援するソリューショ
ンを、手軽にかつ安価に提供することにより、工場内を見える化し、稼働率の改善等を促すことで生産性
を向上させるというお客様の経営課題解決を支援するものである。

経営課題

熱田起業株式会社は、名古屋市中川区で「品質至上に徹し、高品質な製品を提供する」という経営理念の
もと、５９年間にわたり、三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所の協力会社として、航空機
やロケット向けの中・小型部品の製造を手がけてきた。航空宇宙業界特有の高い精度の部品の製作や、チ
タンやインコネル等の難削材と呼ばれる金属を切削加工する高い技術力の蓄積が当社の強みとなっている。
その反面、高い技術力を誇る企業の一般的な課題である技術者の職人化および高齢化は、当社においても
経営課題の一つとなっていた。また、多品種少量生産が当たり前の業界にあり、段取り替えや機械の故障、
および工具の交換等により発生する機械の停止時間を短縮化していくことも、重要な経営課題であった。

課題解決

Connect Planの導入後、明確には分からなかった段取り替えの時間が正確に計測できるようになり、予
想していた時間と大きな乖離があることが分かった。しかも、段取替えの時間については、同じ作業をし
ている複数の作業員の間で時間に個人差があることが判明した。段取り時間について皆で話し合ったとこ
ろ、物を探す時間や共有の工具を取りに行く時間に差があることが分かり、工具置き場を工場の隅から中
央へと移動させた。このような取組みにより、段取り時間の個人差を削減し、機械全体の稼働率を向上さ
せた。

IoTのポイント

他社の機械も繋ぐことができる点がポイントである。他社ネットワーク対応機
（FOCAS1/2、MTConnect）は直接接続し、旧型機は稼働信号変換器（OKUMA NET BOX suite-C）に
より稼動情報の収集を行う。また、工場ネットワークのセキュリティを確保する装置（OKUMA NET
BOX suite-S）の設置も可能。
・工場稼働モニター：工場と機械の稼働状況と稼働実績を見える化（他社機も接続可）
・加工記録管理：加工時に蓄積した機械の動作ログデータ、計測結果等の記録と見える化
・ＡＩ稼働分析：停止理由の自動分析、エクセルによる日報作成
・ＦＡＣＴＯＲＹ　ＭＡＩＬ：加工完了、アラーム発生時、定時連絡を受信
・データ出力機能：ＣＳＶファイル形式で稼働履歴情報を出力
・サポネット：機械故障時のリモート診断
・ＯＳＰ－ＡＩ機械診断：ＡＩで送り軸の状態を診断
・セキュリティーソフト：ウイルス対策ソフトを実機（OSP）に適用（ライセンス期間３年）

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

課題１：特定の機械しか繋がらない
⇒成果１：他社の機械、旧型の機械もつなぐことができる。
課題２：短い期間のデータしか残せない
⇒成果２：データベースシステムにより1年以上のデータを蓄積することができる。
課題３：非稼働理由の詳細な分析ができない
⇒成果３：AIの利用により非稼働理由の細分化、分析ができる。
課題４：機械でのアラーム発生、加工完了などに気付くのが遅れる
⇒成果４：メール自動発信により機械でのアラーム発生、加工完了にすぐ気付ける。
課題５：稼働状況が共有できない
⇒成果５：蓄積したデータをブラウザを利用して見える化することで各所のPCから見て共有できる。

システム導入効果

導入後は、以下の効果が見込める。
①いつ、どこにいても機械の状態がわかる
②故障や停止時間の削減
③生産工程の効率化
生産工程の効率化においては、熱田起業のユースケースのように効果的な手の打ちどころを数値で把握す
ることができるため、改善活動に無駄が発生することが無い。また、改善活動という努力の結果として現
れる効果を誰でも数値で確認することができるため、作業員の間で共通のものさしが生まれ、ベテランと
若手のコミュニケーションが深まった。熱田起業ではシステム導入時に社員に対し導入の目的が「監視」
ではないと丁寧に説明していたこともあって、最近では各作業者が「稼働率」の向上を楽しみに作業をす
るという雰囲気に変わりつつあり、活動の進展を加速させる好循環が生まれている。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 2日間（標準：機械4台まで）

初期費用 ソフトウエア（導入支援含む）：80万円～　PC、ネットワーク環境はユー
ザーにて準備

ランニングコスト 不要、ユーザー準備分は除く

その他 導入支援費は工作機械接続台数に応じて追加となる。

導入先企業

熱田起業株式会社 　URL：http://atsuta-kigyo.co.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

オークマ株式会社 　URL：http://www.okuma.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.okuma.co.jp  

http://atsuta-kigyo.co.jp/
http://www.okuma.co.jp
http://www.okuma.co.jp


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

Contexer
企業活動におけるさまざまな意味情報を編集し、活用するためのコンテキスト・

エディター

＜ツール・レシピ概要＞

Contexer（コンテキサー）は企業内に偏在する情報と業務とを結び付け、それを流れとしてとらえるこ
とで、いたるところにボトルネックを見えるようにする。Contexerは、こうした情報の流れのボトルネッ
クに対して、業務担当者がカイゼン活動の一環として情報を整理整頓し、業務の流れをよくするためのIT
ツールである。Excelのような操作感覚で、表と表を関係づけ、連結、展開、限定、補助、転記といった
基本操作の組合せで業務を定義し実行可能とするものである。

経営課題

Contexerを導入の電化皮膜工業株式会社は、めっき化工、アルマイト化工などを行なう大田区の中小製
造業である。めっき工場の現状の状況は 平成元年では全国で2,719社であったが、平成24年には1,530社
（44％減）であり、従業員数9名以下が80％以上を占めるような状況の衰退産業である。
経営課題として、業務改善のための打合せ時間の減少、確認ミスの削減、サービスの質の向上、安全・安
心のためのトレサビリティーの記録を取ることなどが挙げられていた。同時にジャストイン生産として
「より良い」ものを「より早く」 提供したい！という理想はあるが、伝票増加、納品書の遅延、納期回
答時間や見積業務負荷の増大が経営課題であった。

課題解決

電化皮膜工業株式会社は、様々な課題解決のためにContexerを用
いて基幹情報システムの刷新を行った。受注から出荷、あるいは購
買や生産、物流などの手配を一気通貫でContexerを利用し、設備・
人の稼働率向上及び人の作業効率化・負荷軽減のために、引合、受
注、化工（検証中）、出荷（検証中）、請求までのすべてのプロセ
スをContexerでシステムを構築。
さらに進捗管理を目的としたトレーサビリティー管理のアプリケー
ションを加え、伝票増加、納品書の遅延、納期回答時間や見積業務
負荷の増大の課題解決を実現している。

IoTのポイント

Contexerは部門や人といった企業内に偏在する情報と業務とを結び付け、業務の流れをよくするための
IT ツールである。担当者レベルの小規模業務から、部門間をまたがる受発注管理、生産管理のような一連
の業務にも対応でき、既存のパッケージソフトでは難しいカスタマイズ性が非常に高く、業務担当者が自
らカイゼン活動の一環として業務における情報の流れを整理整頓するための情報連携の支援環境である。
IoT導入の企業の基幹系や情報系システムとして、紙やEXCELからの脱却を図る企業にはカスタマイズ性
も高く導入後の効果も高いシステムである。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 
 

システム導入効果

電化皮膜工業株式会社におけるContexer導入効果として得意先企業数は千社を超え、超多品種で個別受
注の少量生産における加工処理のため、見積書問合せ時の検索時間については、見積件数＝3,500件/年、
この内50％の1,750件問合せまたは受注したと仮定した場合、Contexer導入前は探す時間 が3分 ×1,750
件＝5,250分 87.5時間であったが、Contexer導入後は探す時間 0.5分 ×1,750件＝ 875分 14.5時間とな
り、 1/6に短縮した。
業務量増加と共に生産現場への指示書発行についても年々増加してきたが、Contexer導入前 1,692件/月
平均であったものを、Contexer導入後は2,386件/月平均 （1月～8月）と処理能力が向上した。
これらのことで事務作業の効率化といった基本的な効果から、情報連携による顧客対応のスピードアップ
や生産業務の効率化といった効果を、一般的なシステム構築・導入費用に比べて安価に実現できるだけで
なく、担当者がカイゼン意識を持つことによる継続的な波及効果を得ることに繋がった。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 立上げ・導入期間は企業により変わります。

初期費用 単一業務の想定で1万円/月～（初期費用10万円～）、複数業務の想定で2
万円/月～（初期費用50万円～）

ランニングコスト 無し

導入先企業

電化被膜工業株式会社 　URL：http://www.dhk.co.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社アプストウェブ 　URL：http://www.apstoweb.com/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.apstoweb.com/products/contexer/tutorials/index.html  

http://www.dhk.co.jp/
http://www.apstoweb.com/
http://www.apstoweb.com/products/contexer/tutorials/index.html


■ 業務プロセス改善＞顧客基盤拡大＞多様なニーズへの対応
■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞多様な人材の活用
■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞技能の継承

FaBo
抽象化レベルと再利用性を向上させたプロトタイピングツール

＜ツール・レシピ概要＞

FaBo（ファボ）はハードウェアのラピッドプロトタイピングツールである。マイコンとコネクタ１本の
接続で動作でき、電子回路の知識がなくてもハードウェアのプロトタイピングが可能である。

経営課題

IoT導入時の課題として、PoC（Proof Of Concept：概念実証）の
ためのプロトタイピングを行い、最初のアイディアを速やかに形に
し、そのアイディアが世の中の人に受け入れられるかどうかを検証
するフェーズが必要である。
また中堅・中小製造業者では、ヒト・モノ・カネ・時間の制約が厳
しい中で、コストと時間のかかる小ロットのプロトタイピングフェー
ズをいかに軽くして高回転させるかが経営課題であり、できるだけ
外注を使わず自前で行うことが重要である。

課題解決

FaBoはプロトタイピングのフェーズを従来よりも、簡単、迅速か
つ低コストに行うようにすることができるツールである。
回路を設計し、ブレッドボード（はんだ付け不要の基板）にパーツ
を差し込んで配線するというような電子工作の手間が一切なく、ヒ
ト・モノ・カネ・時間の制約が厳しい中、コストと時間のかかる小
ロットのプロトタイピングフェーズをいかに軽くして高回転させる
かが勝負となることから、できるだけ外注を使わず自前で行うこと
が可能である。
ここ数年低価格で導入しやすくなった3Dプリンターやレーザーカッ
ターなどの工作機器を同時に導入することで、さらに高い効果が期
待できる。

IoTのポイント

Faboはハードウェアのラピッドプロトタイピングツールで、マイ
コンとコネクタ１本の接続で動作でき、電子回路の知識がなくても
ハードウェアのプロトタイピングが可能である。
Arduino/RaspberryPi/IchigoJam等に対応したShield（シールド）
とBrick（ブリック）で構成されている。BrickはLEDやボタン、ブ
ザーをはじめ、温度、湿度、加速度などのさまざまなセンサー類、
さらにスマートフォンとの連携が可能なものなどを多数揃えており、
IoTに関する様々な知識を、短時間、低価格で目で見て試せること
で従業員の教育としても気軽に勉強が可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

FaBoは、ハードウェアのプロトタイピングに必要なShieldとBrickを必要なだけ小ロットでWebから購入
することができ、コストパフォーマンスに優れている。
本体にはArduino UNO、Raspberry Pi、IchigoJamの3種類に対応したOUT/INシールドと、ケーブルもセッ
トになっているので、すぐにIoTプロトタイピングを始めることができる。Faboはオープンソースハード
ウェアなので、回路図やライブラリもすべて公式サイト（http://www.fabo.io）で公開しており、
各Shield、Brickの接続導入ガイダンスやコミュニティページも参照できる。さらにロボットカー、リモ
コン、プロペラなどのキットも販売しており、人材育成用に利用することも可能。
またIoTに関連する新しいビジネスモデルのアイディアを形にするプロトタイピングツールとして活用す
るのに適していることから導入効果がある。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日立上げ可能

初期費用 入門者にはスターターキット(税込10,800円)、全てのBrickを試したい開発
者には全部入りのコンプリートパッケージ（税込97,200円）を用意。

ランニングコスト 特になし

導入先企業

 

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社 GClue 　URL：http://www.gclue.com/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://kyodo-kyoiku.kosen-ac.jp/  

http://www.gclue.com/
http://kyodo-kyoiku.kosen-ac.jp/


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞トレーサビリティの確保
■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞多様な人材の活用
■ 製造プロセス最適化＞リードタイム削減＞生産ライン設計の効率化

Fiotデバイス
付加価値作業からリアルタイムにデータを取り込む現場密着型IoTデバイス

＜ツール・レシピ概要＞

Fiot（フィオット）デバイスは、電気ドライバー、デジタル測定機器などに送信デバイスをアドオン装着
し、受信デバイスをパソコンのUSBポートに接続する（受信デバイス1個に対し、送信デバイスは理論
上65,000個まで対応可能）。そしてドライバーの締付完了信号／回転時間／充電池電圧値、測定器の表
示値などをタイムスタンプと共にリアルタイムにPCに送信するツールである。現状の対応可能な工具は
パナソニック製の充電式ドライバーであるが、最近、測定機（ノギス）への対応が完了した。Fiotでは、
今後も対応機器を拡大し、最終的には工場内のあらゆるものをつなげていきたいと考えている（アナログ
のトルクレンチなども含む）。尚、工具に装着する発信装置は、現状の２/３のサイズに小型化すること
を予定している。また他企業（計測器メーカー、システムベンダー）との協業も積極的に行う予定である。

経営課題

中小企業こそIoTを活用して無駄な仕事を無くし、生産性を向上さ
せなければならない。しかし、製造現場では測定値のチェック、
チェックシートへの記入、表計算ソフトへの入力などが手作業で行
われ、計測時に計測値の見間違いや、記入時の記入ミス、入力時の
誤入力など、間違いが発生しやすい。また、間違いの発生にすぐに
気が付かない場合には、不良品をつくり続けることにより多額の損
失を発生させてしまい、生産性低下の原因にもなっている。

課題解決

Fiotデバイスは、手作業によるミスを排除し、単純作業の工数を削減するためのツールと仕組みである。
当ツールは付加価値作業そのものから無線通信を使ってリアルタイムに信号やデータをPCへ送る。その
ために新たな工具を購入する必要はなく、現在利用している工具に発信機を取り付けるので、導入費用は
抑えられる。チェックシート、手書き、表計算ソフトへの入力などの様な単純、繰り返し作業にIoTを活
用し、付加価値の高い作業に集中することにより生産性向上を可能にするツールである。

IoTのポイント

今使っている工具に発信機をつけるだけの簡単導入。新しい工具に買い替える必要がなく、安価にIoTを
始めることが可能。ドライバーが回ると自動的にスイッチがONになり、データ（ドライバーの締付完了
信号／回転時間／充電池電圧値、測定器の表示値など、およびタイムスタンプ）の収集が始まるため、操
作に気を取られる心配がない。収集されたデータは、リアルタイムにＰＣへ送信（USBポートに受信器を
接続）され、工具の予知保全、生産管理システムへの転送等、自社で自由に活用ができる。また、ＰＣの
画面に作業手順やエラーを表示させることにより、作業マニュアルとして利用することも可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

・左側の図：スターターキット
・右側の図：ＰＣの画面に表示された作業手順（赤丸のネジを締める指示）

スターターキットには10工程を上限としたデジタルマニュアルとFiotデバイスを連動させるツールが標準
で付属となる。

システム導入効果

Fiotデバイスを導入し、取得したデータを蓄積、分析することにより、作業の効率化や、改善案の立案に
よる稼働率の向上、ドライバービットの適切な交換時期の把握など、生産性向上に役立てることができる。
また、作業手順をマニュアル化することにより、作業を標準化し品質の向上および安定化を図ることや、
技能承継（習熟度が低い作業員も活用可能）を支援したり、仕様変更への対応を支援したりすることが可
能となる。
そのため、一人完結型のセル生産方式におけるポカよけ、および生産進捗管理と相性が良い。また、ライ
ン生産や設備活用型生産においても、安価かつフレキシブルなデータ取得デバイスとして活用範囲が広い。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 3万円〜10万円、スターターキット96,600円（消費税、送料別）

ランニングコスト なし

その他

スターターキットの内訳は、受信デバイスX1、送信デバイスX2（電気ド
ライバーに組み込み済み）、設定用ツールX1 である。導入から1年間で発
生するコストレンジは「簡単な組み立てセル」1台を想定している。デバ
イスの単価は受信機12,800円、送信機9,800円（ともに税別）を予定して
おり、活用規模によってコストレンジは変動する。導入コンサルティング
が必要な場合は品質管理・生産管理・セル生産などとの組み合わせで、協
業企業（株式会社プロノハーツ、関ものづくり研究所）で実施可能である。
費用は都度見積り。

導入先企業

 

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社Fiot 　URL：http://www.fiot.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://stekuno.com  

http://www.fiot.jp/
http://stekuno.com


■ 業務プロセス改善＞顧客基盤拡大＞多様なニーズへの対応
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞設計品質の向上
■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞多様な人材の活用
■ 製造プロセス最適化＞リードタイム削減＞設計開発・見積の自動化

FTCP Remote Desktop
高速シンクライアント技術で、3DCADやCAEなどグラフィックスを多様するア

プリケーションをクラウド環境で利用可能にするソリューション

＜ツール・レシピ概要＞

FTCP Remote Desktopは高速シンクライアント技術で、3DCADやCAEなどグラフィックスを多様するア
プリケーションをクラウド環境で利用可能にするソリューションツールである。

経営課題

中小企業のCAD／CAEなどの利用シーンでは、セキュリティを重視しているために外部でCAD（設計シ
ステム）/CAM（解析のシステム）などの作業をするエンジニアからのアクセスは制限され、大事な設計
データなどを盗まないようにするために対策が大変である。
また現在の開発・設計工程では、できるだけ試作を抑えたい、開発・設計や検証のCAD/CAM段階の上流
で検討したい、３次元CADなどの場合データサイズの大きさに対応するハイパフォーマンスのサーバを購
入するためにコストが高い、サーバの音や温度などがでないようにしたい、共同で開発するためのエンジ
ニア同士でCADデータを共有レビューできるようにしたいなど多岐に渡る課題が存在する。

課題解決

FTCP Remote Desktopを使うことで複数の人が遠隔操作ができる
様になる。また、取引先とCADの図面を見ながら打ち合わせをした
い場合に、CAD操作者は事務所にいながら、営業が客先に持参した
パソコンからCAD操作が可能となる。
課題解決のために富士通が開発した3次元CADやCAEなどの高精細
な画面のストレスフリーなレスポンスを実現する高速画面転送技
術RVEC（レベック）により、動画と静止画の分割処理による使用
帯域抑制することができきる。
そのことでクライアントからのアクセスに対し、複数の仮想環境や
実マシンへの接続を管理するエンジニアリングクラウドマネージャー
の提供なども課題解決に繋がる。

IoTのポイント

操作は接続処理を行った後で、実際に使いたいシステムの操作をおこなうだけで利用可能である。利用に
際してはCAD、解析のシステムを操作したいパソコン（ノートブックＰＣなど）からシステムを起動。つ
ぎに実際にＣＡＤ、解析システムが入っているパソコンのＩＰアドレスかＰＣ名を記入して接続、操作し
たいパソコンからＣＡＤ、解析システムを通常と同じ手順で操作、同じ画面をみたいパソコンからパソコ
ンにアクセスすることで複数パソコンから同一画面の操作が可能。終了したい場合には、ＣＡＤ、解析シ
ステムを終了させて、接続を切ることで終了可能である。
営業時に顧客の前で画面を見せて摺り合わせや、遠隔地で利用する場合のライセンス料が不要なので費用
対効果が優れている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

導入容易性としてはＣＤからインストールするだけで利用できるため、特にパソコンに詳しい方でなくて
も導入ができる。また複数事務所でCADを利用している、複数事務所とCADデータを共有している、営
業にCAD操作者が同行している場合には、月額10万円以上の費用削減も見込まれる。費用削減の具体例
としては、高性能ＰＣが手元に無い状況でも遠隔地の高性能ＰＣを利用する事が可能となり、設備（ＰＣ）
に掛かる費用を抑制ができる。
またCAD操作の熟練者が別事業所のCAD操作者の操作支援をする場合、事務所にいながらにして同じ画
面でCAD操作ができるので、支援時間の短縮、場合によっては移動しての操作支援が不要となるので、移
動時間、交通費が削減できるなどの導入効果がある。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日立上げ可能

初期費用 月額8000円

ランニングコスト 無し

導入先企業

導入企業多数  

IoTツール・レシピ提供企業

富士通株式会社 　URL：http://www.fujitsu.com/jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm
-software/cax/ftcp-remote-desktop/  

http://www.fujitsu.com/jp/
http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm-software/cax/ftcp-remote-desktop/
http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm-software/cax/ftcp-remote-desktop/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

IoT現場管理システム WorkWatch
腕時計型IoT端末、分析ソフトが現場の生産性・安全性を高めます！

＜ツール・レシピ概要＞

IoT現場管理システム WorkWatch（ワークウォッチ）は、腕時計型IoT端末で様々なセンサー情報やボタ
ン操作による時間記録などができる。WorkWatchと工場内に設置するゲートウェイ間はBluetooth、ゲー
トウェイと事務所内のホストアダプターの間はSubGiga帯（920MHz）通信を使用する。SubGiga帯通信
は、見通し1kmの通信が可能で大規模工場にも対応でき、通信キャリアとの契約が不要なことも魅力だ。
データの収集・見える化はWindowsアプリケーションで行うため、特段のサーバ投資などを必要としな
い。また、アラーム送受信と端末センサー情報の取得機能を、ソフトウェア開発キットを使って既存シス
テムに組み込むことができるWorkWatch Alarmも提供している。

経営課題

株式会社汎建大阪製作所の現社長は同社の4代目である。大手家電メーカーで研究開発に携わった後、家
業である同社に入社した。現場に入って感じたのはIT化が進んでいないことだ。
特に、生産性に関するデータがほとんど取られていないことは気になった。一人一人の生産個数などは紙
に記入している。しかし、紙の管理では精緻なデータ分析を行うことはできず、何が生産上の問題なのか
分からない。製造にかかる時間も、たまにストップウォッチで計測する程度では、きちんと経営に活用で
きるデータにはならない。安全性についても、製造機械などの影に隠れてしまっては目が届かないことも
気になった。

課題解決

そうした課題の解決につながるツールの開発を考え、2015年から
旧知のラトックシステム株式会社との共同開発が始まった。ウェア
ラブルデバイスとして腕時計型IoT端末を開発し、端末上のボタン
の操作に基づくデータや、歩数、気温や湿度、加速度などを取得で
きるようにした。
作業員は製造の開始時と終了時に腕時計型IoT端末のボタンを押す。
すると、ライン内の工程ごとにサイクルタイムや出来高といった生
産性に関するデータが見える化する。生産性は作業員によっても違
うし、同じ作業員でもムラが出るものだ。他の作業員などと比較し
たり、歩数データなどを見て改善策を検討することができる。
気温や湿度によって作業員の熱中症対策にもつながるし、加速度の
急激な変化は作業員の落下などを示すことがあり、安全性の対策が
可能となる。

IoTのポイント

IoT端末として腕時計型の端末を新規開発した。腕時計型であれば、作業員が常時身につけることができ
るため、操作がしやすいだろうという配慮の結果である。腕時計型IoT端末は軽量で、工場での使用にも
耐える防塵性や耐久性を備えている。また、ボタン電池を採用したことで充電の手間を省き、電池寿命
は2ヶ月以上と長い。
腕時計型IoT端末と事務所などに設置するデータ参照・分析用端末（パソコン）の間で、アラートや簡単
なメッセージを送り合うことができるため、作業指示などにも活用できる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

＜WorkWatchハードウェア＞
ホストアダプター
ゲートウェイ
腕時計型端末

システム導入効果

2017年春から、汎建大阪製作所明石工場に導入を開始した。
常時、腕時計型IoT端末を付けることに作業員が嫌悪感を示すことも危惧したが、そのようなことはなかっ
た。生産性の個人差が見える化したことで、そうしたデータをもとに、現場責任者と作業員の間で、生産
性改善に向けたディスカッションが行われるなど、前向きな活用が行われた。
そうした効果により、導入前と比べると、概ね10％の生産性改善につながった。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 標準セット 588,000円（税別）※ホストアダプター×1台、ゲートウェ
イ×1台、腕時計型端末×10台

ランニングコスト 専用アプリケーションライセンス費用　60,000円/年（税別）

導入先企業

株式会社汎建大阪製作所 　URL：https://www.hanken-ss.jp  

IoTツール・レシピ提供企業

ラトックシステム株式会社　※汎建大阪製作所と共同開発 　URL：http://www.ratocsystems.com  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.ratocsystems.com/products/subpage/workwatch.html  

https://www.hanken-ss.jp
http://www.ratocsystems.com
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/workwatch.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 業務プロセス改善＞生産性向上／コスト削減＞生産に係るリソースの最適配分
■ 製造プロセス最適化＞顧客基盤拡大＞製品性能・機能向上

IoTスタートキット
評価に必要なコンポーネントをワンパッケージでご提供します

＜ツール・レシピ概要＞

IoTスタートキットは、気圧・温度・湿度・加速度・照度・UVのデータを取得できる小型軽量なIoTマル
チセンサー5台と、センサーからのデータを集約するIoTゲートウェイ、ゲートウェイからクラウドにデー
タを蓄積するための3Gモバイル回線とクラウド環境（Microsoft Azure）の利用権がワンパッケージになっ
ている。クラウドに蓄積したデータを可視化するソフトウェア（試用版）も付属するため、すぐにIoTで
のデータ収集を開始することができる。

経営課題

高品質なめっき加工を実現するには、浴温などの「めっき条件」を満たす必要がある。また、めっき後の
乾燥、めっき品の保管環境（気温や湿度）といった、環境に関する条件も重要だ。
めっき加工業のX社（企業名非公開）でも、製造現場内の業務効率化や生産設備の自動化を実施している
が、めっき条件の最適化のような高度な技術は、熟練の作業員のみが知るノウハウに依存する状況だった。
こうした長年の経験に基づくノウハウは形式知化が難しく、若い作業員に技術が継承されづらいのは課題
だ。
また、IoTを実際に始めようとする際、環境条件と製品品質の関係を把握するために、どこにセンサーを
置いて検討すれば良いか、具体的な取り組みから知見を得る必要があった。

課題解決

X社の経営陣は、様々なデータをセンサーなどで取得し、クラウド上などに蓄積し、分析することで知見
を得ることができるというIoTに注目した。しかし、IoTとはどのような技術なのか、具体的に何をすれ
ばIoTのメリットを享受できるのか、確たる情報を得られずにいた。IoTが注目され始めた当時のことだか
らやむを得ない。
そこで、ユニアデックス株式会社のIoTスタートキットに注目した。IoTの専門家がいなくても、簡単にデー
タの取得やクラウドでの蓄積、可視化ができるためだ。同社のIoT担当者と熟練の作業員がチームとなり、
めっき設備の付近に取り付け、データの取得を始めた。2～3週間ほどで、センサーをどこに設置して、
どのようなデータを取得すれば良いのか、掴むことができた。

IoTのポイント

IoTゲートウェイを設置し、マルチセンサーをデータを取得したい
設備等の付近にセットするだけで、すぐにデータの取得とクラウド
への送信、データの可視化を実現できる。
センサーは防水加工が行われていないため、めっき設備付近の設置
場所に気をつける必要があったが、温度・湿度を測定して異常時の
数値変化の度合いを検出することができた。将来的には製品品質向
上に向け、水槽内の水温を含めて測定することなどを検討している。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

システム導入効果

このIoTスタートキットだけで、生産性向上やコスト削減といった具体的な効果を大きく出すことは難し
いかもしれない。しかし、社内にIoTの専門家がいなくても、IoTに取り組み始められることが最大のメリッ
トであり、そうした経験によって社員がIoTの知見を増すことができるのは効果といえるだろう。
実際にX社においても、IoTスタートキットで得た知見をもとに、より具体的なIoTの活用策を検討するに
至った。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 399,800円（マルチセンサー5台、ゲートウェイ1台、OCNモバイルONE
3ヶ月分利用権、Microsoft Azure 15万円分利用権）

ランニングコスト OCNモバイルONE、Microsoft Azureの費用（利用権消費後）

導入先企業

メッキ加工業X社（企業名非公開）  

IoTツール・レシピ提供企業

ユニアデックス株式会社 　URL：https://www.uniadex.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.uniadex.co.jp/service/cloud/iot-startkit.html  

https://www.uniadex.co.jp
https://www.uniadex.co.jp/service/cloud/iot-startkit.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

IoT製造ライン遠隔モニタリングシステム
人が高付加価値の仕事に注力するためのレシピ

＜ツール・レシピ概要＞

旭鉄工株式会社が手間と時間がかかる現状調査のためにデータ収集の自動化を検討した際、当時提供され
ていたサービスの多くが導入に数千万を必要とし、設備をネットに対応したものに更新する必要があった。
そこで、自社で開発することに切り替え、「安い・早い・簡単」なIoT製造ライン遠隔モニタリングシス
テムを開発した。同社では社内で大きな成果を出したこのシステムを他社へ提供するため、2016年9月に
「中小企業の生産性向上に貢献する」をミッションとして i Smart Technologies株式会社を設立しサー
ビス提供を開始した。現在はモニタリングのみならず、顧客のデータを解析し生産性向上のアドバイスを
する「ライン診断レポート」サービスや、データを使った改善力養成を狙った「ハイブリッドコンサルティ
ングサービス」も提供している。今後はAIを用いたデータ分析も実施していく。

経営課題

製造現場では、生産設備の稼働率を向上させることが課題となる。その課題を解決するためには、現状
（生産数量、サイクルタイム、停止時間）を数値で把握する必要がある。数値の把握は、ストップウォッ
チなどを使い手作業で行うか、予め数値が取得できるように設計された設備に買い替える必要がある。し
かし、工場で機械を動かしながら数値を読み取り、記録することにより正確な数値を把握することは困難
である。また、機械の買い替えには工場の増床など設置場所の取得を伴うケースもあり、多額の資金が必
要となるため、どちらも現実的とはいえず稼働率の向上はなかなか進展しない。

課題解決

同社では、設備の稼働・停止や製品の移動情報、およびそれらの時
刻情報をセンサーで自動的に掴むことにより、地道な手作業による
数値の把握を排除した。そして、これまで計測作業をしていた人手を
「知恵を絞り、工夫する活動」に振向けることにより、社員の改善
意欲に火をつけ改善の質とスピードを飛躍的に向上させた。その結
果、生産性を大幅に改善することに成功した。また、改善効果が大
きかったため、増産のために設備を増強する必要がなくなり、設備
の購入資金や設置場所の取得資金が不要となった。

IoTのポイント

導入時のポイントは、「安く・早く・簡単」であること。経営資源
が乏しい（多額の投資ができない、IT専任者がいない）中小企業に
も導入が可能であり、大きな成果を生み出せること。
活用時のポイントは、製造現場に沿った測定データを自動的に集め、
改善に活用できること。仕組みはセンサーを後付けするため、旧式
設備にも対応可能であり、設備には影響を与えない。また、ハッキ
ングにより設備が制御される心配もない。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

■システムの特徴
①当初独自開発していたが、機能が高度化したため現在は米ソフト大手のレッドハットの協力を得ている。
②IoTを応用し、工場設備の稼働状況や生産の所要時間をリアルタイムで把握できる。
■システムの構成
①設備から製品が1個できるたびにセンサーで感知し、パルス信号を送信機から受信機に送信する。
②送信されたデータは受信機からクラウドへ格納された後、AIを用いてデータ処理される。
③処理されたデータの結果は設備の稼働状況として、スマートフォンなどの汎用端末などで参照可能。

システム導入効果

導入後は、以下の効果が見込める。
①生産性の向上、②設備投資の抑制、③労務費の削減、④製造現場のスペース確保
改善を現場主導で進めることが可能であり、現場作業員の意識改善および意欲向上にも繋がる。また、生
産量を増やしても残業を減らすことが可能となり、働き方改革を進めることもできる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 10万円〜

ランニングコスト 39,800円 (お勧め5ラインのケース)

その他

○月額費用 1ライン: 19,800円、2～5ライン: 39,800円、6～10ライン:
59,800円、11～20ライン: 79,800円、21～30ライン: 99,800円 ○導入
時間 既存の他システムは導入に1カ月～数カ月の時間を要するのが一般的
だが、同社システムはセンサーの取付けと情報のクラウド領域での割当を
行うだけで良い。そのため、最短15分～2時間程度でシステムの導入が可
能である ○導入費用 ・ 付属外付機器には、安価な光センサーや磁気セン
サーを使用しているため、製造ラインモニタリングシステムの設置が低価
格でできる（初期投資額:約10万円） ・ 無線接続によりデータを送受信す
るため、LAN工事が不要であり、LAN設置工事費の負担がない ・ スマート
フォンなどの汎用端末を使用することで機器購入費を低減できる。

導入先企業

杉愛工業株式会社他80社以上、海外はタイにて認証取得済み（稼動中）  

IoTツール・レシピ提供企業

i Smart Technologies株式会社 　URL：http://istc.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://istc.co.jp/service/index.html  

http://istc.co.jp/
http://istc.co.jp/service/index.html


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞設備の加工誤差最小化
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

IoTデータ可視化サービス「Ambient」
マイコンからのセンサーデータを受信、蓄積、グラフ化するサービス

＜ツール・レシピ概要＞

Ambient（アンビエント）は、IoTを利用するために必要なデータの受信、蓄積、グラフ化の初期コスト
を低価格で提供することにより、IoT導入のハードルを下げ、試してみたいというニーズに応え、IoTの普
及、および利活用の拡大を支援するサービスである。
アンビエントデーター株式会社では、FaceBookなどを活用した利用者との双方向コミュニケーションに
よるオープン化を進め、IoTの共同開発を進めることを通してさらなる利用者の拡大と、活用レベルの向
上という相乗効果を高めていく予定である。また、今後、機械学習を用いたデータの異常検知機能を追加
する予定である。

経営課題

IoTのアイデアを思いついたら、その賛同者を探したり、アイデア
を提案書としてまとめるために、実際に仕組みを試作してみること
が効果的である。しかし、そのためにはツール（センサー、マイコ
ン、通信機器、ストレージ、分析用のソフトウエア等）が必要であ
り、ツールを自分で買い揃えて組み立てたり、センシングしたデー
タを収集・分析するためのプログラムの作成も行わなければならな
いため、ハードルが低いとはいえない。

課題解決

Ambientは思いついたアイデアの実現に効果を発揮する。センシン
グしたデータをクラウドへ発信するところまでを自作すれば、その
後は任せることができる。Ambientのメンバーサイトでは各利用者
が自作したIoTの仕組みを公開しており、豊富な事例集となってい
る。また、利用者同士の情報交換も行われており、パワーユーザー
から必要なツールの選択やプログラミングなどの支援を期待できる
ため、アイデアを短期間で実現することが可能となる。

IoTのポイント

Ambientは温度、電流値、振動など、どんな種類のデータでも受信、蓄積が可能であり、プログラムにチャ
ネルIDとライトキーという２つの情報（Ambientから発行される）を書き込むだけで、送られたデータを
リアルタイムにグラフ化する。グラフの形式は折れ線グラフ、棒グラフ、散布図(相関図)を選択すること
が可能となっており、位置情報付きのデータを地図上で確認することもできる。グラフの確認はパソコン、
スマホ、タブレッド等の手持ちの端末から行うことができる。なお、データの確認などWebブラウザーか
ら行う操作は全てhttpsで通信しており、セキュリティにも配慮されている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

立ち上げ・導入期間：1週間以内

 
IoTデータ可視化サービス「Ambient」は上図のようにマイコンで取得したセンサーデータをインターネッ
ト経由で受信し、蓄積し、可視化(グラフ化)するクラウドサービスである。
センサーを制御するマイコンとしてはRaspberry Pi、Arduino、mbedなど各種のマイコンに対応したラ
イブラリーを提供しており、同社Webサイト(https://ambidata.io)に分かりやすいサンプル事例が掲載さ
れている。
 

システム導入効果

■センサーでセンシングしたデータの置き場所を安価に確保できる。
（データ量が１日3,000件までのセンサー８台まで１年間無料、1年経過後は１台当たり月額2,000円）
光や温度、物や人の動きなどをセンシングし、取得したデータを蓄積して分析するIoTのアイデアの「お
試し」を安価に実現することができる。
■Ambientがもつグラフ化機能により、センシングしたデータのグラフ化および分析が容易になる。
お試しすることにより、IoTの知識が深まり家庭や仕事への応用が期待できる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1週間以内

初期費用 3万円以内

ランニングコスト 月額2,000円〜

その他

（費用等に関する補足情報、導入時の手続き、使用方法等） 「Ambient」
はフリーミアムサービスである。8台のセンサー端末データ(1台あたり1
日3,000件)を1年間保存する範囲は無料で利用できる。 8台以上のセンサー
端末データを扱う場合や1年以上データを保存する場合は台数に応じた月
額料金が発生する。 同社Webサイト(https://ambidata.io)に事例などが掲
載されており、それを参考にすれば比較的簡単な作業でサービスを導入す
ることが可能であるが、必要に応じて導入コンサル(1件15万円から)も対
応している。

導入先企業

 

IoTツール・レシピ提供企業

アンビエントデーター株式会社 　URL：https://ambidata.io  

IoTツール・レシピ参考URL

https://ambidata.io  

https://ambidata.io
https://ambidata.io


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

irBoard
iPadを製造装置の操作パネルとして利用するiOSアプリ

＜ツール・レシピ概要＞

irBoard (アイアールボード)は、iPadをPLCのタッチパネルにしてしまうiOSアプリである。タッチパネル
として利用はもちろん、iPadの携帯性を活かしたリモート監視。内臓カメラを用いたバーコードリー
ダー。たった1台のiPadで複数台の装置を監視。irBordをiPadにインストールするだけで、画面作成から
運用までできる。

経営課題

中小企業から大企業では、PLCからデータ収集する際にはPLCのメーカーのツールを使う必要があった。
同時に専用のPLCのツールは高額な製品が多く予算を多く、持たない中小企業には高額で導入できないケー
スがあった。
製造装置の異常監視や進捗状況の確認を数名で対応できない中小企業においては、管理室から現場にある
装置の異常発生や進捗状況などを管理することが求められていた。それにより作業員の人の稼働率向上や
作業の効率化、負荷軽減などが生産性向上には必要であった。

課題解決

irBoardを利用することで、製造装置の異常監視や進捗状況の確認
を、iPadを用いて離れた場所からでも行うことができる。
irBoardはiPadを製造装置の操作パネルとして利用するiOSアプリ
である。Ethernet対応のPLCで制御されている装置に接続し操作や
モニターが可能になる。iPad内で画面を作成でき、専用の編集ソフ
トは不要である。このことで1台のiPadで複数台の装置を管理でき
るなど中小企業の製造現場では様々な課題解決として利用が可能で
ある。

IoTのポイント

「見る」の画面と「入れる」の入力、その２役をタブレット１つでこなすだけでも、現場カイゼンのとっ
かかりに最適。IoTの浸透に貢献できる。導入にはすでにiPadを所持していればそのまま利用可能。新た
に購入する場合は、Appleの通販サイトや家電ショップなどから容易に購入できる。
アプリはApp Storeを通じて購入するので、普段行っているiPadにアプリをダウンロードする手順で導入
が可能である。すでにWi-Fiを含むネットワーク環境があれば、それを利用しiPadとPLCを接続する事が
可能。
アプリは1つのアカウントで最大10台のiPadにインストール可能、かつ1台のiPadで複数台の装置を管理
できる。使用するiPadの台数と接続する装置の数が多くなるほど装置1台当たりのコストは下がっていく。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

FA機器(PLC)のリモートメンテナンスは1台のiPadでいつでもどこでも。
 

システム導入効果

iPadを利用しているため可搬性が高いのが特徴である。
管理室から現場にある装置の異常発生や進捗状況などを確認出来る。また、装置のメンテナンス(動作確
認、センサー調整など)を行う際、装置固定の操作パネルから離れたところで作業する場合、操作する人
と確認する人の2人体制で行う必要があるが、irBoardを用いることで操作する場所までiPadを持って行く
事ができ、1人で操作と確認が行え、人員削減、時間短縮とコスト削減が可能。
メンテナンス画面は、オペレータから操作されない様に隠し画面として用意することがよくある。しかし、
隠し画面の出し方を覚えられてしまうと勝手に操作されてしまう恐れがある。メインの操作パネルからは
メンテナンス画面をなくし、irBoardにメンテナンス画面を移すことによりオペレーターからの操作を防
ぐことができ、安全性を高める事ができる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 iPad本体(31,800円〜)とアプリ(118,800円)の購入が必要。

ランニングコスト 0円 (但し通信費用がかかる運用では別途通信費が必要)

導入先企業

年間5社から10社  

IoTツール・レシピ提供企業

有限会社伊藤ソフトデザイン 　URL：http://www.itosoft.com/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://itunes.apple.com/jp/app/irboard/id432059914?mt=8  

http://www.itosoft.com/
https://itunes.apple.com/jp/app/irboard/id432059914?mt=8


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

is-Look
工作機械の3色灯にセンサを取付け、稼働時間を収集するシステム

＜ツール・レシピ概要＞

is-Look（イズルック）は光センサーを用いて3色灯から信号を取得する為、設備の種類、メーカーを問わ
ず設置可能。設備の追加や移動に柔軟に対応ができ、設備の稼働時間、停止時間、アラート発生データを
簡単に収集することができる。またインターネットを利用して別拠点、海外拠点の稼働状況も監視する事
が出来る。集計した稼働データはEXCELへ出力可能、自由に分析できる。

経営課題

is-Lookは、自社を含め旋盤加工企業3社、プレス加工企業2社等に導入済みである。導入先の経営課題と
しては、設備や人員への投資をする前に工場の設備がどれだけ稼働しているかを把握したい。設備が異常
停止してしまった場合に、メールで作業者の呼び出しをしたい等の課題があった。

課題解決

今までは作業者しか把握していなかった設備稼働時間の見える化、
正確な稼働時間把握による作業日報への応用、生産ラインの効率化
へのきっかけにより、設備・人の効率化向上、人の作業を効率化・
負荷軽減をすることができた。
同時に工場設備の稼働率を把握できるシステムであるが、見方を変
えれば工場設備の余力を計ることが可能となった。
設備の余力を調べることで、より効率的な仕事の分配を検討する事
が出来、生産管理の改善につなげる事で課題解決につながった。

IoTのポイント

工場において、設備の稼働率を上げることは、工場の余力・売り上
げの上昇に直結することが多い。工作機械の３色灯にセンサーを取
付け、稼働時間の把握を可能にすることで、「異常時の呼び出し」
は勿論の事であるが、その他「作業日報の置き換え」や「少量多品
種製品の作業時間の把握」等が可能。
また収集したデータを元に稼働率や設備異常履歴を表示したり、生
産計画と端末が連携する専用ソフトを開発し必要最小限で機能を盛
り込み、シンプルで使いやすさを実現している。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

作業者が日報につけていた設備稼働時間を自動で収集できるので手書きによる不正確さの撲滅、日報集計
作業工数の削減となる。
また稼働時間が判明するとともに、設備の余力や生産計画の見直しにもつながり、工場全体の作業性の向
上が可能である。
納期などの兼ね合いで設備を稼働させたまま休日に入る場合、今までは休日の朝と夜に出社し設備が動い
ているか確認していたが、自宅から設備が動いているかが確認でき、不必要な出社を減少させる。
省人化工場において、設備に異常が発生し稼働が止まった場合、即座にアラートメールが出せるので、メー
ルに連動して人目に付きやすい場所で回転灯が回る仕組みを構築し、設備停止時にすぐ人が駆けつけられ
るなどの緊急時の対応への効果がある。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1ヶ月以内

初期費用 初期費約50万円+端末5万円*台数分

ランニングコスト 保守契約：3,000/月～

導入先企業

中小企業10社程度  

IoTツール・レシピ提供企業

飯山精器株式会社 　URL：http://www.iiyamaseiki.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.iiyamaseiki.co.jp/iot/case/#ilook1  

http://www.iiyamaseiki.co.jp/
http://www.iiyamaseiki.co.jp/iot/case/#ilook1


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上

JTEKT SignalHop
既存設備の状態、生産現場の稼働状況を置きポンで見える化

＜ツール・レシピ概要＞

JTEKT SignalHop（ジェイテクト シグナルホップ）は、状態表示灯の点灯・消灯を感知するセンサー、
センサーからの信号を送信する発信機、複数の発信機から送信される信号を受信する受信機（1台の受信
機で発信機50台まで受信可能）で構成される。設置は発信機を状態表示灯上部に貼りつけ、センサーを
発光部に両面テープで貼りつけ、さらに受信機の設置場所を決めて設置するだけで完了する。様々な状態
表示灯の形状に対応しており、無線による通信を行うため煩わしい配線作業が不要で、非常に短時間かつ
容易に導入できるツールである。尚、受信機のデータは、手持ちのPCやタブレットに接続し、「アンド
ン」または「ガントチャート」でリアルタイムに表示させることができるため、センサーを取り付けた全
ての機械の状況を、１ヶ所で、一目で分かるようにすることが可能である。

経営課題

岡山県のユーサン精密株式会社は、金型および金型による精密プレス加工品の製造を手掛けている。当社
の最大の経営課題は機械の稼働時間を向上させることであった。稼働率を上げるために各作業員および管
理者にヒアリングを行うと、双方の意見が食い違うことが多く、作業者からの賛同を得られないために、
なかなか改善が進展せずに困っていた。また、機械の「停止時間」が増えたり、「不良品」が増えたりし
ても、その原因をピンポイントで特定して掴むことが困難であったため、効果的な手を打つことができな
かった。そこで、第一工場の加工作業を行う機械47台を対象に、JTEKT SignalHopの導入を決定した。

課題解決

SignalHopの導入後は、いつ、どれくらいの間、機械が停止していたか、その停止は故障のためなのか、
原材料や加工用の仕掛品が不足しているためなのか等、理由が分類できるようになった。しかも、受信機
に接続したPCを見れば、SignaiHopのセンサーと発信機を付けた全ての機械の状況が一瞬で分かるので、
誰でも一定レベルの対応ができるようになり、対応速度が素早くなった。その結果、機械の稼働率が
徐々に向上し始めた。機械の状況を誰が見ても同じ判断になったことは、社員の間に部署を超えた共通言
語が生まれたことになり、これまで各作業員と管理者、さらに生産計画作成者の間にあった溝が、徐々に
埋まり始めた。その結果、部署間における意見の食い違いが減り、協働による改善が行われる空気が生ま
れつつある。

IoTのポイント

改善サイクルを回すために「見える化」は大事である。既存の設備に「見える化」システムを構築するた
めには、制御盤改造、配線等の工事が伴う。これらの工事を不要にしたのが、SignalHopである。
①受信機にＰＣやタブレット等を接続することにより、各機械の稼働状況を「アンドン」または「ガント
チャート」で一覧表示させることができる。
②機械の稼働データ（稼働累積時間、異常発生回数、異常発生累積時間など）は受信機内でＣＳＶファイ
ルとして保存できるため、過去データによる分析ができる。
③設置が簡単で立上げが早い。（ユーサン精密の場合、４名の作業者が1日で47台の機械すべてに設置を
完了し、翌日からセンシングを開始）
④発信機は電池にて駆動のため、電源の心配が不要（電池は寿命を知らせる仕組みがある。）

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

【ユーサン精密株式会社　システム構成図】

システム導入効果

ユーサン精密におけるシステム導入による具体的な効果は以下の通りである。
①機械の稼働状況が一目でわかるようになった。（1時間ごとの定点観測から常時連続観測になった）
②通常の停止なのか、異常な停止なのかをメンテナンス担当者が自主的に確認するようになった。
③異常な停止が管理者に早く伝わるようになった。
④生産計画作成者と現場作業者の間の意思疎通が不一致となる理由が明らかになった。
⑤機械の稼働データを分析すると、不良品発生率の低減および計画保全が可能となることが分かった。
⑥社員の意識および社内の空気が協働へと変わりつつある。
今後は各作業者に主体的に改善しようという風土が醸成され、改善が進んでいくことが期待できる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内（センシング対象機械47台で1日の実績有）

初期費用 発信機1台40,000円〜 ＋ 受信機1台500,000円〜（受信機1台につき発信
機50台まで対応）

ランニングコスト 単三乾電池2本/1年（発信機1台当り）

導入先企業

ユーサン精密株式会社 　URL：http://u-sun.co.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社ジェイテクト 　URL：https://www.jtekt.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/TEC/17/jtekt0911/0928/index.html  

http://u-sun.co.jp/
https://www.jtekt.co.jp/
http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/TEC/17/jtekt0911/0928/index.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

mcframe SIGNAL CHAIN
信号灯から稼働状況を自動で取得し、設備の監視・分析・評価

＜ツール・レシピ概要＞

mcframe SIGNAL CHAIN（エムシーフレーム・シグナルチェーン）は、パトライト社製の信号灯
にAirGRID（無線送信機）を取り付け、稼働状況を自動的に記録し、モニタリング（アンドン、稼働チャー
ト表示、メール通知）・分析（設備日報、週報、月報など）・評価（ダッシュボード、KPI レポートなど）
することができるツールである。
クラウド（AWS）を使用可能なため、サーバの初期投資などは不要であるし、通信回線とし
てSORACOM SIMを使用することでセキュアなデータのやり取りも実現している。

経営課題

日本屈指の工業用機械刃物メーカーとして、ものづくり企業を支えてきた兼房株式会社は、世界9カ所15
拠点でグローバルに事業を展開している。1986年から生産拠点をインドネシアなどに作り、国内の生産
拠点には多品種小ロットのものや加工に手間がかかり利益を容易に確保できないものなどが残った。

この厳しい状況の中、生産効率の向上による国内事業の継続的成長を目的とした「未来プロジェクト」
を2015年11月にスタートさせた。このプロジェクトでは、生産設備の稼働率の向上にまず取り組んだ。
少量多品種生産が多いため、特定の製品を作るときだけしか稼働していない設備が多いのは現場を見れば
すぐに分かった。しかし、何時から何時まで停止していて、それが1日の何パーセントにあたるのかとい
う具体的な数値を答えられる人はだれもいなかった。同社は現状の把握のためには設備の状態を数値で見
える化できる設備稼働モニタリングシステムの構築が必要だと考えた。

課題解決

2016年9月から設備稼働モニタリングシステム構築の検討を開始し、
4社のシステムを比較検討した結果、東洋ビジネスエンジニアリン
グ株式会社のmcframe SIGNAL CHAIN（mcframe SC）の採用を決
定した。2016年11月より5台のパトライトに送信機を取り付けて
検証を開始し、2017年3月には数台を稼働。効果を確認しながら
徐々に適用範囲を広げ、2018年2月時点では20数台に取り付けて
いる。

IoTのポイント

同社では導入当初はサーバをクラウドで運用し、本格導入を決めてからは、自社サーバで運用を行ってい
る。
稼働データは信号灯に取り付けたセンサーから自動的に収集でき、取り付け当日からシステムが活用でき
る。センサーは信号灯1本につき数分で取り付けができるため、拡張も容易である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

mcframe SCから収集した稼働状況と作業日報を分析することにより、設備と人の組み合わせの問題点を
見える化できた。その結果、ボトルネック工程の設備の稼働率を大幅に向上できた。また、稼働率が具体
的な数字で示されるようになり、現場が対策の必要性を意識するようになるなど、意識改革も導入効果の
一つとなった。
mcframe SCを活用した改善活動をはじめ、未来プロジェクトは現在も継続中で、2016年度には赤字予
算だった事業部が黒字となるなど大きな成果を上げている。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 ソフトウェア：登録料10万円、ハードウェア：35万円～

ランニングコスト ソフトウェア：月額 7 万円

その他 立上げ・導入期間、初期費用、ランニングコストは、クラウド使用・監視
設備5台での標準的な数値です（導入事例とは異なります）

導入先企業

兼房株式会社 　URL：http://www.kanefusa.co.jp  

IoTツール・レシピ提供企業

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 　URL：https://www.to-be.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.mcframe.com/product/signalchain  

http://www.kanefusa.co.jp
https://www.to-be.co.jp
https://www.mcframe.com/product/signalchain


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

MDB
PLCはもちろん、各種機器ともつながるデータ収集の決定版！

＜ツール・レシピ概要＞

データ収集機器 MDB（マルチ・データボックス）は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化
を容易に実現。新規設備はもちろん既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、
さらにはI/O情報をMDBを介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能。取得した膨大な情報
をMDBで処理し、MDB間での連係も可能とした、IoT時代におけるエッジコンピューティング端末とし
て最適な製品である。

経営課題

IoT化を実現するためには、工場ネットワークと接続できない既存設備からどのようにデータを取得し、
どのように新規設備と統合するかが重要課題として挙げられる。MDBでは表示器はもちろん、表示の要
否や新規既存に関わりなく、安価にIoT化を後押しできるGatewayを用意している。　　
導入企業のポラテック株式会社坂東工場は、大工が現場や作業所で柱や梁に墨付をし、ノミやカンナ等を
使う木材の加工を、大工就業者数が減少する中で木材加工の工程をコンピューター制御による機械で行な
う工場生産システムに置き換えて加工を行っていた。
しかし、工場の規模が大きくすべての機械の工場生産システムを人が管理することが不可能になっていた。
また故障やトラブルに対して、三色灯だけでなく迅速に対応できる見える化が課題であった。

課題解決

ポラテック株式会社坂東工場は、大工就業者数が減少するなかで、2004年～2006年に稼動を開始した新
しい工場が徐々に加工能力を増強させ、年間加工坪数実績日本No.1を走り続けている。その間、毎年加
工数が増加するなかで、世界初「自動木拾装置」でフォークリフト運搬作業など大幅に省力化。また横架
材の加工には「並列加工方式」を採用。一つのユニットにトラブルが発生しても、他方はその影響を受け
ない方式を採用。これにより加工能力はポラテックス社比で3〜4倍に向上した。
その他「５軸加工機」や「多機能木口加工機」で、３次元曲線加工などの機器にMDBを活用し、故障や
トラブルなどを、管理事務室にTVモニターと小型PCを置いて、ネットワークで監視を実現している。そ
のことで迅速に見える化が進み故障検知や稼働率確認が容易になった。

IoTのポイント

MDBは、設備の新旧を問わず、メーカー違いの様々な生産設備に繋がり、データ収集が可能な十分な実
績を持つIoTツールである。
MDBの中でもSP5000モデルは、Ethernetポートを3つ搭載したデータ収集機器であり、各ポートのIPア
ドレスを自由に設定できるため、装置に手を加えずデータ収集することができる。従ってネットワークセ
グメントが異なる装置のデータを１つのファイルにすることで、それぞれの装置情報を比較し異常要因を
確認しやすくなる。またEthernetポートが複数あるのでセキュアに利用できる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

システム導入効果

ポラテック株式会社坂東工場では、３次元曲線加工などの機器をにMDBを活用し、故障やトラブルなど
を管理事務室にTVモニターと小型PCを置いてネットワークで監視を実現している。そのことで迅速に見
える化と対応が可能となり、異なるメーカーの設備を一元管理ができる。
今までシステムに取り込まれていなかったこれらデバイス情報を簡単に取得でき、生産現場のIoT化がで
きている。管理事務室にTVモニターと小型PCを置いてネットワークで監視を実現できたことにより、同
時に各機器に人材を配置することなく、故障時やトラブル時に迅速に対応でき、時間短縮により生産性向
上に繋がっている。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 GP-ProEX（システム開発ソフト） : ￥60,900.-

ランニングコスト 無し

その他 GP-ProEX導入セミナー（￥30,000）東京、名古屋、大阪で開催

導入先企業

ポラテック株式会社　坂東工場 　URL：http://www.polus-tec.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

シュナイダーエレクトリック株式会社 　URL：https://www.schneider-electric.co.jp/ja/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.youtube.com/watch?v=MomImsbOTgw  

http://www.polus-tec.jp/
https://www.schneider-electric.co.jp/ja/
https://www.youtube.com/watch?v=MomImsbOTgw


■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞多様な人材の活用
■ 製造プロセス最適化＞技能継承／人材育成＞技能の継承

Nefry BT
Nefry BTは初心者向けのIoTプロトタイプ開発ボードであり、Wi-Fi/BLEが使用可

能である。

＜ツール・レシピ概要＞

dotstudio株式会社の「Nefry BT（ネフリービーティー）」は、IT担当者でなくても、思いついたIoT化の
アイデアを簡単に試作してみることを可能にしてくれる。身近なところからIoTにトライすることにより、
IoTの知識やスキルを身につけ、工場や社内のIoT化を進展させることにより、中小企業や小規模事業者が
大企業に負けない生産性向上やコスト削減を行うことができるようになる。
同社では、Nefry BTと各種センサーなどを繋ぐ電子工作の体験学習を提供している。また、農業向け
のIoTなど厳しい環境条件下において使用可能な製品の開発にも取り組む予定である。

経営課題

中小企業や小規模事業者においては、大企業と比較してIoTの利活
用が進んでいない。
その理由は、簡単なセンシングでも高価であったことや、社内
にIoTおよび電子工作の知識やスキルを持つ社員が少ないことがあ
げられる。そのため、IoTを活用した工場の稼働率向上やIoTを活用
した社内業務プロセスの改善などが進展せず、大企業と比べ生産性
向上や、コスト削減において遅れを取る状況となっている。

課題解決

IoT化について思いついたことを簡単に試作できるツールを提供す
ることは、試作したり、試作品を本来業務に影響を与えない範囲か
ら実際に利用したりすることなどを通じ、社員のIoTに関する知識
およびスキルを向上させることになり、工場の稼働率向上や業務プ
ロセス改善のためにIoTを利活用できるようになる。その結果、生
産性の向上やコスト低減など経営課題の解決を進展させることがで
きる。

IoTのポイント

現在主流のボードのうち、Raspberry Piは複雑なことができるがセッ
トアップが大変、Arduinoは簡単だがインターネット接続が大変と
いうハー ドルがあるのに対し、このNefry BTは簡単にインターネッ
トに繋がることをコンセプトとしており、Wi-FiやBluetoothをすぐ
に利用できる。また通常の配線に加え、簡単に配線できるGrove規
格を採用しているため、入門者でも100種類位のセンサーを手軽に
接続できる。チュートリアルやFacebookの利用者サイトを活用し
た自学習も可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

以下はNefry BTを用いた電子工作の例である。

 

システム導入効果

Nefry BTの活用により、試作品の作成から検証を低コスト、短期間で繰り返すことが可能となり、IoTに
関する知識およびスキルを獲得した社員により、社内業務プロセスや製造プロセスなどにおける様々な課
題がボトムアップにより解決される好循環（PDCA）が生まれる。その結果、業務効率化による生産性の
向上や工数削減による人件費（コスト）低減など経営課題が解決される。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 1万円未満

ランニングコスト 0円

その他
「はんだ付け」が不要で、コネクターを差し込むだけで各種センサーの接
続ができるGroveセンサーのポートを実装し（入出力ピンも搭載）、電子
工作初心者にやさしい設計となっている。FRISKサイズのIoTデバイス。

導入先企業

 

IoTツール・レシピ提供企業

dotstudio株式会社 　URL：https://dotstud.io  

IoTツール・レシピ参考URL

https://dotstud.io/docs/nefrybt  

https://dotstud.io
https://dotstud.io/docs/nefrybt


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

NFCカードを活用した出荷管理システム
配送業者が荷物を集荷したかを確認し、担当者に通知する

＜ツール・レシピ概要＞

当レシピは、一般業務の中に潜む失敗を解決することにより、お客様、社員双方に価値を提供し、信頼性
を高め、経営品質の向上へ繋げたい、また、今回はトップダウンで活動を進めることで、社内の改善活動
などをボトムアップ型に変えていくきっかけとしたい、という思いにより開発された。具体的には、現状、
在席中の社員と外出中の社員の助け合い、気の使い合いで行われている出荷業務に専任者を置くことなく、
出荷漏れゼロを実現することを目指したツールである。今後は、出荷対象個数を把握する機能の追加や、
配送業者のシステムと連動させることにより利便性の向上を図ることなどをはじめ、ユーザーによる利用
後のリクエストを整理し更に機能を拡張していく予定である。

経営課題

株式会社日本テクナートは東京都中野区に本社を置き、高精度トルクドライバーや絶縁破壊試験器等の設
計、開発、製造、販売を手がけている。特にトルクドライバーは、コントローラーとのセットでハードディ
スクや腕時計などの組み立てに用いられ、高い評価を受けている。日本テクナートでは取引先に対する製
品やパーツの配送を宅配便業者に任せており、毎日決まった時間に集荷を依頼している。集荷の対応はこ
れまで専任者を配置せず、製造担当者や事務担当者など集荷の際に在社中の社員が代わるがわる対応して
いた。会社にとっては製品そのものも、取引先への到着日も大変重要である一方で、宅配便業社は、集荷
に来る時間が多少前後する日もあれば数時間単位で遅れる日もあり、集荷漏れも発生していた。そのため、
対応する社員は神経を尖らせていた。日頃から「人」を大切な財産と考える日本テクナートは、この状況
に何か手を打つ必要があると考え、加盟しているコミュニティのリーダー企業に相談した。（コミュニティ：
IoT＋AIもくもく勉強会・中野区、リーダー企業：合同会社井上研一事務所・ITC-Pro東京所属、株式会社
ファイアフライ・ITC-Pro東京連携会員））

課題解決

相談を受けたコミュニティでは、有志がITC-Pro東京と検討を進め、日本テクナートの課題を以下の通り
整理した。また、株式会社ファイアフライはNFCカードを活用したソリューションを既に展開しているこ
とから、その技術を応用することで課題を解決できるのではないかと考えた。
・社外に対する課題：出荷漏れゼロによる信頼性向上
　（注文した製品や部品が指定した納期に確実に手に入るようにする。）
・社内に対する課題：本来業務への集中による生産性向上
　（出荷完了・未完了の通知を自動配信させることにより、出荷確認から開放する。また、フォローが容
易となり本来業務に集中できるようにする。）

IoTのポイント

・出来るだけシンプルな仕組み（NFCカードで出荷を把握し出荷・未出荷を知らせる）
・出荷（集荷）状況をリアルタイムで把握（NFCカード・リーダーとクラウドで実現）
・出荷（集荷）ミスを削減（過去の出荷（集荷）ミスを蓄積・分析し再発防止を支援する）
・導入先に分かりやすい（入力画面はMSアクセス、ツールはNFCカード・リーダーなど汎用的）
・低価格（導入開始から1年間：50万円以内、以後は月額約１千円、サーバーの導入無し）

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

当レシピはまだ開発中のため効果は現実のものではないが、導入すれば、配送状況の確認は全社員が社内
にいても、社外からでもリアルタイムで可能となるため、取引先からの緊急便についての問い合わせなど
に、適確な回答ができるようになる。また、確認する時間が短縮されることにより、対応への着手を早め
未着を防止することに繋がる。その結果、出荷ミス（集荷ミス）が無くなり同社への信頼性が向上する。
一方、社員は出荷（集荷）業務に対する気遣いから解放されることにより、本来業務に集中できるように
なり生産性が向上する。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 １週間以内

初期費用 NFCカードリーダー（ソフト）　10万円、タブレットＰＣ　8万円、MS
Access 1.5万円

ランニングコスト MS Azure database 1Gまで約1,018円/月

その他

NFCカードリーダー設定料　5万円、クラウド設定料15万円　１．費用等
に関する補足 IoT Hubは、8千メッセージ／日まで無料。Functionsは、月
に100万回実行まで無料。 データベースは、1年間のデータ量では1GBを
超えないので、1,018円／月。 ２．導入時の手続き・手順 Microsoft
Azureを利用するため、アカウントを取得する。 カードリーダーは、ハー
ド込みのパッケージを準備。 クラウドは、IoT Hubの開設、Functionsに
簡単なプログラムをアップロード。 PCに、AccessデータベースにAzure
データベースをリンク。

導入先企業

株式会社日本テクナート 　URL：https://www.technart.com  

IoTツール・レシピ提供企業

一般社団法人ITC－Pro東京 　URL：https://www.itcpro-tokyo.or.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

 

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


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

RFID金属対応タグ
従来不可能であった金属の背面からでも読み取りが可能なRFID金属対応タグ

＜ツール・レシピ概要＞

RFID金属対応タグは金属対象物に取り付けても、さらに金属の背面からであっても読み取りが可能な画
期的な⾦属対象物（裏側・積層）対応RFIDタグである。

経営課題

RFIDは、電波を使ってモノの情報を読取、書込（送受信）することにより、対象物のIDや数量をコン
ピューターで認識する自動認識システムである。バーコードと比較し「離れた場所から、一括で、高速で
移動していても読み取れる」「汚れや破損に強い」「情報を再度書き込める」等の利点がある。
しかし従来のRFIDタグは、金属に取り付けると読み取りできない弱点があり、普及が進んでいなかった。
そのために多くの⼯場や製造物流ラインでは⾦属製資材の管理にRFIDを使えないため、⼈⼿による個体
管理が多くの問題点（⼿間、時間、コスト、間違いなど）を抱えたまま、今まで機械化できなかった⾮効
率な作業⼯程のひとつであった。

課題解決

従来のRFIDはバーコードと比較し「離れた場所から、一括で、高
速で移動していても読み取れる」「汚れや破損に強い」「情報を再
度書き込める」等の利点があるが、金属に取り付けると読み取りで
きない弱点があり、普及が進んでいなかった。
それらに比較して金属RFIDタグは、金属対象物に取り付けても、
さらに金属の背面からであっても読み取りが可能な画期的なRFID
タグである。
たとえば積層状態のタグも⼀括同時読み取りが可能である。またク
ルマの ID も、RFIDで管理できるなど、従来難しいとされてきた⾦
属製資材・資産の複数⼀括管理が可能である。
このことで様々な場面で管理業務での課題解決に繋がる。

IoTのポイント

RFID金属対応タグは今までできなかったことが、IoTの技術により実現できるお手本的存在である。
RFID金属対応タグは、これまで不可能であった金属裏面から、あるいは積層した状態からのタグの読み
取りを可能としている。金属製品にタグを装着、ID (情報) を持たせ、読み取り機（リーダー）と無線通
信することで、製品の情報を取得し、そのデータ活用で入出荷、棚卸し、履歴管理などIoTの推進が可能
となる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

システム導入効果

通常のRFIDのタグ単価は、数百円とバーコードに比し高価であるが、中距離からの一括・瞬時の読取が
可能なため、作業時間の短縮で大きなコスト削減が実現できる。また、中長期的な活用、タグ情報の書換
えが可能なことからタグの再利用も可能である。
手作業やバーコード管理は、労働投入時間（コスト）、間違いに対する修正コスト、資材逸失で多大なコ
スト、機会損失が生じる。RFID金属の採用で、人員投入時間は約6-8割減、6割以上の経費削減が試算す
ることができる。
導入費用は、タグ、リーダーライターの購入費用、システム構築費用である。（例：１万個のタグの場合
で約500-800万円）設備投資費用のため人件費（固定費）削減幅との比較、業務効率、純利益、資産回転
率の改善などプラス材料との総合比較で、1-2年内の黒字化が見込まれる。タグの耐用年数は5-10年であ
るために中長期の利益貢献効果は大きいと考えられる。
金属タグの普及によってCO2排出量削減への寄与も期待できる。金属製品の数量・移動管理に要する作業
時間が6-8割短縮されることで、光熱費の省エネルギー、事業所運営費の削減が見込まれる。またパレッ
トやカゴ車など運搬器具の個体データをビッグデータで集約、管理・分析することで、工場間、地域的に
分散した資材の運用効率と輸送効率の改善が可能となり、輸送時間・輸送コスト（燃料）の削減、主に陸
運におけるガソリンなど燃料使用量削減が見込まれる。
生産管理効率の向上により少子高齢化、労働力減少に対応するとともに、より付加価値の高い仕事、或い
は人手を必要とする業務、介護などへ人的資源の再配置を可能とする。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1か月以内

初期費用 FIDタグ費用(単価X使用個数）＋RFID用通信機材費用＋RFID用データアッ
プシステム費用+設置費用

ランニングコスト 追加RFID費用

その他 導入のための実証テスト費用

導入先企業

中小企業から大企業まで多数  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社フェニックスソリューション 　URL：http://phoenix-sol.co.jp/index.html  

IoTツール・レシピ参考URL

http://phoenix-sol.co.jp/video.html  

http://phoenix-sol.co.jp/index.html
http://phoenix-sol.co.jp/video.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 業務プロセス改善＞生産性向上／コスト削減＞生産に係るリソースの最適配分

RFID出入庫管理ソリューション
金型の出入庫管理・情報共有がRFIDカードで誰でも簡単にできる

＜ツール・レシピ概要＞

富士セイラ株式会社（旧・三喜鋲螺株式会社）のRFIDリライトカードプリンター MT-2100は、RFIDタ
グ（ICカード）内のチップへのデータ書き込みと同時に、その内容をICカード表面に印字できるため、
視認性にも優れている。
ここでは、MT-2100を活用したRFID出入庫管理ソリューションについて取り上げる。

経営課題

同社名古屋工場は、ねじ部品の製造を行っている。ねじの頭部を成形する圧造工程と、ねじ山を成形する
転造工程で管理するべき金型は1,000種類を超えるが、その管理は各工程・機械の担当者に一任となって
いた。在庫などの情報は紙での管理で、担当者間や管理職との情報共有はリアルタイムではなかった。
担当者の努力もあり、在庫切れなどの問題は極力防いできたが、担当者が急に病欠した場合に問題となっ
たり、人材教育や採用上の課題となっていた。

課題解決

同社にはRFID事業を展開する部門があり、ICカードを繰り返し使用可能なリライトプリンター
（MT-2100）などの販売を行っている。そこで、こうした金型管理の問題を解決するため、RFIDを活用
した出入庫管理ソリューションの研究開発を2017年春に始めた。
入庫された金型ごとにICカードを割り当てる。工場内のパソコンで動作する専用ソフトウェアとパソコン
に接続されているMT-2100を使ってデータ書き込みと印字を行い、それぞれの金型とICカードはセット
で保管する。金型を使用する際にはパソコンでICカードを読み取り、出庫情報を記録する。また、日々の
製造工程の終了時には、金型の使用数（ショット数）を記録する。
このような運用を日々の業務の中に組み込むことにより、管理のための管理ではなく、日々の業務によっ
て自然と管理されていく仕組みを作ったのである。

IoTのポイント

MT-2100自体は大手製造業の工場での製造管理などに採用実績も
あるが、出入庫管理ソリューションでは、中小・中堅製造業でも気
軽に採用できるよう、よりシンプルな構造、使い勝手になるように
配慮した。パソコンでICカードを読み取らせれば、あとは日々の記
録をするだけのため、今後、若年や外国人など経験の浅い作業員を
雇用した場合でも簡単に業務指導することができるだろう。
MT-2100はICカード内のチップに情報を書き込むだけでなく、表
面に印字を行うことができるため、ICカードを見るだけでどの金型
のものかを確認することができる。日々の運用だけでなく、棚卸し
の際にも便利だろう。また、ICカードは約500回の再利用が可能。
印字の消去品質が優れているため、ICカードの耐久性向上につなが
り、省コストである。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

工場内のRFIDリライトカードプリンターと
出入庫管理システムが導入されたパソコン

金型とICカードはセットで保管している

システム導入効果

これまで各作業員が紙で管理しているだけだった金型の使用状況を、ICカードの活用により一元的に管理
することができるようになった。金型の使用状況データは毎日メールで管理職に報告される。これまでは
作業員が日々30分程度の時間をかけて報告メールを作成・送信していたが、その時間を製造作業に充て
ることができる。
また、手作業ではどうしても報告内容の齟齬が生じやすいが、いまでは正確なデータで報告されるように
なっている。こうした正確なデータに基づく管理職の判断と、在庫数が閾値を下回った場合に自動送信さ
れるアラートメールなどの機能により、適正在庫量の実現、作業遅延が生じない発注タイミングの管理に
つなげている。
現在は転造工程でのみ使用しているが、今後の圧造工程への導入も検討している。

導入費用／導入容易性

初期費用 RFIDリライトカードプリンター 650,000円、RFIDリライトカード 500
円、RFIDリーダーライター 35,000円　※すべて概算

ランニングコスト 買い切りのため特に不要（RFIDリライトカードは必要量を購入の必要あり）

その他 出入庫管理システムは別途お見積

導入先企業

富士セイラ株式会社 名古屋工場 　URL：http://www.fujiseira.co.jp  

IoTツール・レシピ提供企業

富士セイラ株式会社 　URL：http://www.fujiseira.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.youtube.com/watch?v=6B-cKtKR8gc  

http://www.fujiseira.co.jp
http://www.fujiseira.co.jp
https://www.youtube.com/watch?v=6B-cKtKR8gc


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

SOFIXCAN Ω EYE
古い機械にカメラを設置し、画像処理により機械の状態をデータ化する

＜ツール・レシピ概要＞

SOFIXCAN Ω Eye（ソフィックスキャン オメガアイ）は、ネットワークに繋がる機能を持たないような
古い工作機械・装置をネットワークに繋げて、工場内のIoT化を推進しようという製品である。機械にカ
メラを取り付け、画像認識によって「ランプのON/OFF」と「文字」をデータ化し、ネットワークに上げ
るだけなので、機械・制御ソフトウェアの改造が必要なく、安全・安価に導入することができる。
株式会社ソフィックスは、工作機械の制御ソフトウェアの開発や、画像処理アプリケーション開発を中心
に行なっているソフトウェアハウスであり、SOFIXCAN Ω Eyeで収集したデータを活用するソフトウェ
アの開発も受託している。また、MT-Connectなどの通信規格に対応する事も可能である。

経営課題

埼玉県の株式会社ミクロ精工は、高精度な金型やプラスチック加工品などを制作している。これまでは、
工作機械の故障や停止の際、直ぐに対応することが出来ないことが多く、なかなか機械の稼働率を向上さ
せることが出来なかった。対応が遅れてしまう理由は、作業員が機械の稼動中に、段取り替えや部品を取
りに行く等で、機械の前を離れることがあるためである。また、運良く作業員が機械の前にいる時に機械
が停止しても、機械の操作パネルに表示されるエラーメッセージを毎回詳細に書き留めることは非効率で
もあり、作業員の間に浸透していなかったため、停止の原因を分析することにも手がつけられず改善が進
んでいなかった。

課題解決

ミクロ精工では、昨年、工作機械を入れ替えるにあたり、IoTを導入して工場の見える化を進めることを
検討した。しかし、工作機械メーカーが提案する工作機械のオプションによるIoT化は高価であるため、
他の安価な方法で代替出来ないか模索していたところ、取引のある商社からSOFIXCAN Ω Eyeを紹介さ
れ、導入に至った。導入後まだ半年しか経っていないが、機械の操作パネルを２４時間撮影し、故障や停
止をメールで知らせてくれるため、作業員が安心して機械の前を離れることが出来るようになった。また、
故障や停止の際の画面を後から呼び出して確認することにより、簡単に原因を特定できるようになったた
め、改善が進み出した。

IoTのポイント

SOFIXCAN Ω Eyeは、専用のカメラで工作機械の操作パネルを常
時撮影し、画像を残すと共に、操作パネルに表示される英数字を文
字データや数字データとして読み取り、ランプのON/OFFをデータ
化して記録していく仕組みである。読み取り項目は１０ヶ所まで設
定が可能であり、読み取り後にデータ化するため、異常値などの検
索が容易で、文字認識エラーの有無を確認することもできる。（ア
ラートを監視しメール発信することも可能）また、カメラを設置す
るだけなので、古い機械でも容易に監視が可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

 

システム導入効果

ミクロ精工ではまだ導入後の期間が短く、カメラを設置した機械の「どのランプを認識させるのか」や、
「画面内の、どの文字を読み取るのか」等について設定を変更しながら試行錯誤している段階である。
（SOFIXCAN Ω Eyeにはユーザー自身の手で自由に読み取り項目を設定変更する事ができるツールが用
意されており、カスタマイズ無しで様々な機械・機種に汎用的に利用できる。）
そのため、効果を実感するまでには至っていないが、毎日蓄積されていくデータを見ながら、「作業者の
働き方が変わってくる」ことを確信している。これまでは機械の稼働状況を注意深く監視している必要が
あったが、これからは、自動的に蓄積された稼働や停止のデータを分析することにより、稼働率の向上や
予知保全を考えていくように働き方が変わり、徐々に導入効果が現れてくると感じている。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 19万8000円

ランニングコスト 特になし

その他 設置サポート　5万円

導入先企業

株式会社ミクロ精工 　URL：http://www.micro-seikou.co.jp/index.html  

IoTツール・レシピ提供企業

ソフィックス株式会社 　URL：http://www.sofix.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.youtube.com/watch?v=DZGyD3bnQQ8  

http://www.micro-seikou.co.jp/index.html
http://www.sofix.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=DZGyD3bnQQ8


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

Teachme Biz+タスクデザイナー
マニュアルツールとIoTセンサーを組み合わせた保全管理システム

＜ツール・レシピ概要＞

IoTセンサーによる機器の監視における多くの事例では、監視のみ､またはアラートを発するのみで終了し
ている｡Teachme Biz（ティーチミービズ）+タスクデザイナーは、アラートと共にマニュアルを発信し、
その後のアクションを伝えることにより、現場作業員が状況の確認および一次対応を行えるような仕組み
である｡人と人との情報伝達に依存しない作業指示により､故障の予知から一次対応までを効率的に行う｡
その結果、故障や停止などによる生産性の低下を防ぐ仕組みである。マニュアルによる品質や生産性向上
にとどまらず、プッシュ通知による作業指示と作業実施の結果報告を組み合わせたサービスを展開してい
くことにより、マニュアルの活用範囲を拡大しさらなる生産性向上へ繋げていく。現状ではビルメンテナ
ンスの業界を対象としており、実証実験を行っている。

経営課題

お客様先で稼働する機器に対するアフターサービスを提供する業務においては、ベテラン作業員への高い
依存度による弊害が発生し、問題となっている。
具体的には、機器の監視やトラブル時の現場状況確認だけでなく、確認の結果発生する一時対応（単純作
業）までをベテラン作業員が実施することが多いため、①新人の作業員を育成する期間が長期化してしま
う。②各作業員の間で業務量のバラツキが発生することにより（習熟度が高まるにつれて業務量が増加し
てしまう）、モチベーションの維持・向上が難しい。③各作業員は一人で活動する事が多いため、トラブ
ル対応のためのスキルやノウハウの伝承がなかなか進まない。という状況が起こりがちであり、生産性の
低下につながっている。

課題解決

Teachme Biz+タスクデザイナーを導入することにより、新人作業員に対し必要な時に必要なマニュアル
を与えることが可能となるため、業務スキルやノウハウを計画的に指導できるようになる。その結果、新
人作業員の育成を早期化することができ、ベテラン作業員に対する業務量の集中化を防ぐことができる。
また、新人作業員が、比較的少ない経験で現場機器のトラブル対応にあたることが可能となることにより、
現場対応スキルやノウハウの伝承を早めることができる。

IoTのポイント

Teachme Biz+タスクデザイナーは、アラート発信後に作業指示を送信し、送信した作業が実行されたか
否かの結果を回収できる仕組みとなっている。また、アラートの内容を蓄積して予知保全等に活用するこ
とにより、品質や生産性の向上にもつなげる事ができる。マニュアルは作るのも見るのもマルチデバイス
（PC、スマホ、タブレット）で可能であり、更新時のプッシュ通知等により「作って終わり」にしない
仕組みとなっている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

本取り組みは現在､実証実験を進めている｡
株式会社富士通､大成株式会社と共同でビルメンテナンス業務をターゲットとして実験を行い､異常検知後
のアラート発報までの実験を終えている｡
商品化を目指し､データ蓄積および安定した環境の構築を目的とした実証実験を進めている｡
今後はビルメンテナンス業務だけでなく､製造業の工作機器やプラント保守･保全への展開を見込んでおり､
中小製造業を含む各産業の機器の故障､トラブルによる生産性の低下を防ぐ仕組みの構築を目指している｡

システム導入効果

導入後は、以下の効果が見込める。
▷品質向上・安定化
作業の標準化により、新人作業員が短期間でベテラン作業員並のスキルを獲得することができるため、作
業員ごとの業務品質のバラつきを無くし、作業品質の向上および安定化を図ることができる。
▷生産性向上
ベテラン作業員が新人作業員を指導する負荷を低減することにより、効率化につなげる。また、ベテラン
作業員に対する業務量の集中を防ぐことができるため、各作業員間の業務量の平準化によりモラールの向
上を図り、生産性向上が期待できる。
▷技能承継
新人作業員にベテランの作業員がついて教えなくてもスキルやノウハウの承継が可能となる。また、ベテ
ラン作業員でなければ気付かない機械の異常や故障の予兆をマニュアル化し、共有することにより顧客の
生産性低下を防止することができる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 １ヶ月以内

初期費用 ５０万円以上

その他
現在開発中のシステムのため、価格は未定である。複数のセンサーやその
設置費用を含めると¥50,000/月〜の料金が想定されている。 それ以外に､
マニュアルサービスとしてTeachme Bizの利用料が必要となる｡

導入先企業

Teachme Biz単独での導入先は1,800社以上  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社スタディスト 　URL：http://studist.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://biz.teachme.jp/  

http://studist.jp/
https://biz.teachme.jp/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

TOYOPUC-AAA
データを収集・蓄積・解析し、価値を生み出すエッジ型解析モジュール

＜ツール・レシピ概要＞

TOYOPUC-AAA（トヨプック−トリプルエー）は、工作機械から吸い上げた情報を収集、解析する役目を
担う、JTEKTのIoEソリューションの解析ツールである。お客様の情報はお客様が独自で、表示、分析、
判定できるようなソフトが予め搭載されており、新たな価値を生み出すエッジ型解析モジュールである。
CNCとのインターフェイスはFOCASⅡが搭載されており、必要に応じて、MT-Connect等のインターフェ
イスも準備されている。さらにオフラインで作りこんだ兆候アルゴリズムを組み込むことも可能である。

経営課題

阪部工業株式会社は愛知県西尾市に本社および主要な工場を置き、量産品から一品ものまで様々な機械部
品の鋳造および加工を手掛けている。２年ほど前より受注量が増加傾向となり、とにかく機械を止めない
こと（稼働率を上げること）が最重要課題となっていた。予防保全を行えば機械の停止を減らせることは
わかっているが、専任者を雇う余裕はない。これまでは、その代りに機械のアラームを頼りにしていたが、
アラームは機械が停止した後に表示されるため、事前に手を打つことには繋がらず、思うように稼働率を
上げることはできなかった。また、阪部工業には、以前よりさらなる品質向上により、ロボット向けなど
の新たな市場を開拓するという課題もあり、この課題についても解決の糸口がなかなか見つからない状況
であった。そこで以前から取り引きがあったJTEKTからの提案を受け、課題の解決に挑戦することにした。

課題解決

阪部工業では、11台の工作機械とコンプレッサー2台、ツールプリセッタ1台をTOYOPUC-Plusでつなぎ、
TOYOPUC-Hawkeyeにより稼働状況の見える化を行った。
最大のポイントは、停止までの残り時間及び次のパレットに加工ワークがセットされているかどうかを一
目で分かるようにした点である。作業者は各機械の状況を見て、機械が加工完了する前に、次のパレット
に加工ワークをセットすることができ、止まらないラインを構築できた。
更にTOYOPUC-AAAで、工作機械やコンプレッサのデータ収集をして兆候監視を行い、設備が異常にな
る前に点検実施したり、消耗部品の適切なタイミングでの交換が可能になった。
この結果として、稼働率、製品品質の向上を実現し、念願の新たな市場開拓にも成功した。

IoTのポイント

データは財産である。TOYOPUC-AAAはクラウドやプラットフォームという位置づけではなく、エッジ
であり、お客様のデータはお客様が独自で、表示、分析、判定ができるソフトが予め搭載されている。
TOYOPUC-AAAは、EtherNetの接続口とUSBポートをそれぞれ２口搭載しており、ジェイテクト製PLC
（TOYOPUCシリーズ）、ジェイテクト製CNC、FANUC社製CNCからデータを取り出すことができる。
さらに、OPC‐UA、MT‐Connectにも対応し、外付ロガーからのデータ収集も対応可能である。取得した
データは、簡単に加工、編集が可能なCSV形式で、2GBまで蓄積することができる。（外部ハードディス
ク増設可）標準で解析表示ソフトを搭載しており、取得したデータからXbar-R管理図や波形相関グラフ、
FFT分析等のグラフ作成が可能なため、設備の傾向等について分析することができる。また、ディスプレ
イを接続することにより、簡単にサーボサンプリングデータを表示することができる。さらに、しきい値
等の設定により異常を検出した場合設備側へ通知することも可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

阪部工業株式会社のシステム構成図

システム導入効果

導入後は、機械の加工終了時間が一目でわかるようになったことで、作業者がタイムリーに次の工作物を
供給するなど、無駄な時間が削減され、生産性が向上した。また、現場の情報がデジタルで得られるため
に、改善のアイデアがどんどん湧くようになり、その改善を短時間で実践し、トライ＆エラーを繰り返す
ことで、生産性改善のスピードが速くなった。さらに、設備の使用時間や動作回数などを把握でき、計画
的に設備保全が行えることで、不良品発生率を低減させ品質を安定化させた。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 174,000円

ランニングコスト 無し

その他
TOYOPUC-AAAを既存設備に簡単にアドオンできる、電源内蔵・BOXタイ
プの「JTEKT-LINK」もある。 問い合わせ先：ジェイテクトIoE代表アドレ
ス「ioe_promotion@jtekt.co.jp」

導入先企業

阪部工業株式会社 　URL：http://www.sakabekogyo.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社ジェイテクト 　URL：https://www.jtekt.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.jtekt.co.jp/products/ioe/step3.html  

http://www.sakabekogyo.jp/
https://www.jtekt.co.jp/
http://www.jtekt.co.jp/products/ioe/step3.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上

TOYOPUC-Plus
＜ツール・レシピ概要＞

TOYOPUC-Plus（トヨプック−プラス）は、ミニマムコストで既存の設備（メーカーは選ばない）を繋げ、
稼動情報を吸い上げる役目を担う、JTEKTのIoEソリューションの導入ツールとなるボード型PLCである。
使用にあたっては、TOYOPUC-AAAとセットで導入することにより、CNC、各種センサ情報を、収集、
分類、解析することができ、簡単に既存の設備の情報も一元管理することができる。さら
に、TOYOPUC-Hawkeyeを導入すれば、ディスプレイ等で可視化することができ、一元化されたデータ
を統計的に管理することにより、設備の弱点を可視化し改善サイクルを回すことができる。

経営課題

阪部工業株式会社は愛知県西尾市に本社および主要な工場を置き、量産品から一品ものまで様々な機械部
品の鋳造および加工を手掛けている。２年ほど前より受注量が増加傾向となり、とにかく機械を止めない
こと（稼働率を上げること）が最重要課題となっていた。予防保全を行えば機械の停止を減らせることは
わかっているが、専任者を雇う余裕はない。これまでは、その代りに機械のアラームを頼りにしていたが、
アラームは機械が停止した後に表示されるため、事前に手を打つことには繋がらず、思うように稼働率を
上げることはできなかった。また、阪部工業には、以前よりさらなる品質向上により、ロボット向けなど
の新たな市場を開拓するという課題もあり、この課題についても解決の糸口がなかなか見つからない状況
であった。そこで以前から取り引きがあったJTEKTからの提案を受け、課題の解決に挑戦することにした。

課題解決

阪部工業では、11台の工作機械とコンプレッサー2台、ツールプリセッタ1台をTOYOPUC-Plusでつなぎ、
TOYOPUC-Hawkeyeにより稼働状況の見える化を行った。
最大のポイントは、停止までの残り時間及び次のパレットに加工ワークがセットされているかどうかを一
目で分かるようにした点である。作業者は各機械の状況を見て、機械が加工完了する前に、次のパレット
に加工ワークをセットすることができ、止まらないラインを構築できた。
更にTOYOPUC-AAAで、工作機械やコンプレッサのデータ収集をして兆候監視を行い、設備が異常にな
る前に点検実施したり、消耗部品の適切なタイミングでの交換が可能になった。
この結果として、稼働率、製品品質の向上を実現し、念願の新たな市場開拓にも成功した。

IoTのポイント

IoT導入の最初のステップはつなげることである。この時重要なことは、既存の設備につながることと、
既存の制御回路の変更をミニマムにすることである。
TOYOPUC-Plusは各種ネットワーク用のインターフェースモジュールが準備されており、Ethernetを介
して上位の情報系ネットワークにデータを送る機能も組み込まれているので、既存の制御回路を変更する
ことなく、JTEKT製の機械だけでなく、他社製の機械も後付けでつなぐことが可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

阪部工業株式会社のシステム構成図

システム導入効果

導入後は、機械の加工終了時間が一目でわかるようになったことで、作業者がタイムリーに次の工作物を
供給するなど、無駄な時間が削減され、生産性が向上した。また、現場の情報がデジタルで得られるため
に、改善のアイデアがどんどん湧くようになり、その改善を短時間で実践し、トライ＆エラーを繰り返す
ことで、生産性改善のスピードが速くなった。さらに、設備の使用時間や動作回数などを把握でき、計画
的に設備保全が行えることで、不良品発生率を低減させ品質を安定化させた。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 3日以内

初期費用 CPU基板：40,000円　+　各種ネットワーク対応モジュール：32,000円～

ランニングコスト なし

導入先企業

阪部工業株式会社 　URL：http://www.sakabekogyo.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社ジェイテクト 　URL：https://www.jtekt.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/TEC/17/jtekt0911/0921/index.html  

http://www.sakabekogyo.jp/
https://www.jtekt.co.jp/
http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/TEC/17/jtekt0911/0921/index.html


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 業務プロセス改善＞顧客基盤拡大＞多様なニーズへの対応

Trackrr.IO
サーバーレテクノロジーによる初めてのIoTツール

＜ツール・レシピ概要＞

Trackrr.io(トラッカーアイオー）は、株式会社ソラコム（本社：東京都世田谷区）などのIoT用通信サー
ビスを使って、法人・個人を問わない公共用バスや長距離バスやトラックなどの移動体を、スマートフォ
ンなどの安価なIoTデバイスで、位置情報やさまざまな付加情報とともにトラッキングし、その結果を、
グループ内だけで閲覧（シークレットモード）、または、誰からでも閲覧可能なように公開（パブリック
モード）できるIoT/GPSトラッキングプラットフォームである。

経営課題

各IoTデバイスメーカーのセンサーからの情報などを、PoC（実証実験）以降本番可能に至るプロセスに
おいて、低コストに初期投資を掛けずにIoT導入の本番稼働への拡張を行いたいなどの要求が多くあった。
同時にアナログデータなどのメーターや画像をAIなどの解析技術を使うことで、大量処理するためにはサー
バなどのデータ保存が必要となり、その結果、コストが肥大化してしまうといった課題があった。そこ
でIoTセンサーやカメラやスマートフォンなどのデータを、極力、低コスト収集して自由な情報を記憶し
ていきたいという要求が高まっていた。

課題解決

Trackrr.ioは、他システム、ビックデータ蓄積情報、マシンラーニング等との情報連携も可能である。結
果、柔軟性、拡張性、低コストによる課題解決をすることができる。
またトラッキング時にプラットフォーム上に記録する情報は、位置や時刻情報など定型情報の他は、Json
フォーマットであれば、利用者が自由に指定することができる。データはサーバー上のNoSQLに、APIで
取り出し自由な形式で記録することができる。
デバイス用のSDK（Trackrr Device SDK）は、現在、Androidスマートフォン用のみ、今後、順次さまざ
まなタイプのデバイス用に追加される予定であり、スマートフォン以外のデバイス提供ベンダーとのアラ
イアンスも視野に入れている。
Trackrr.ioプラットフォームは、SORACOM Air（株式会社ソラコム）の使用を標準的に推奨してお
り、SORACOM Airは低コストの固定料金と従量課金との組み合わせで提供されているため、IoTでの利用
が低コストで実現できる。

IoTのポイント

Trackrr.ioは、AWS（アマゾンウェブサービス）のクラウドマネジメントサービスをフル活用するサーバー
レスアーキテクチャで構成されたIoTプラットフォームサービスである。スマートフォンなどの安価なデ
バイスや各種IoTデバイスで、位置情報やさまざまなセンサー情報を蓄積し、その結果をAPI提供するIoT
プラットフォームを提供することができる。中小製造業の身の丈のあったツールであり、さまざまところ
で利用できる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

Trackrr.ioの構成

　

システム導入効果

Trackrr.io AWSを利用したサーバーレスで構成される導入効果として、一般的なAP＋DBアーキテクチャ
と比べ、サーバやミドルウェアのセットアップが不要なため、スモールスタートすることが可能である。
またアプリケーションレベルの疎結合な構成のため、変更にも柔軟に対応可能である。
また、数百、数十万の処理に対するスケールが考慮されたマネジメントサービスを利用するため、スケー
ルするための設計や作業をクラウドサービスプロバイダ（AWS)に任せることが可能である。月額性でコ
ストがかかるようなサーバ費用が不要で、処理した分の従量課金となるためPoC等の検証フェーズでは不
要なコストが掛からず低コストとなる。またサーバのメンテナンスコストも不要。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日立上げ可能

初期費用 ご相談の上決定

導入先企業

導入企業多数 　URL：https://www.stylez.co.jp/iot-platform/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社スタイルズ 　URL：https://www.stylez.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://trackrr.io/  

https://www.stylez.co.jp/iot-platform/
https://www.stylez.co.jp/
https://trackrr.io/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞トレーサビリティの確保

Wireless Visual Solution Wi-VIS
現場の情報（データ）を無線で収集し、見える化

＜ツール・レシピ概要＞

Wireless Visual Solution Wi-VIS（ワイアレスビジュアルソリューション・ワイビス）は、温度や湿度と
いったセンサーを用いた監視なら、センサーネットワークBOXと監視ボックスを設置するだけで監視を
始められる。また、工場内などの既存設備のデータを取得することも可能であり、活用の範囲は広い。
センサーネットワークBOXと監視ボックスとの接続を無線、クラウドサーバとの接続も3G／LTE回線で
行うことができるため、施設内にネットワーク環境を新設する必要がないのがメリット。

経営課題

シーメンスヘルスケア株式会社は、日本全国の医療機関にCT（コンピュータ断層撮影装置）やMR（磁気
共鳴診断装置）といった医療装置を導入している。医療装置は装置室の温度・湿度、装置への供給電源な
ど、様々な外的要因でトラブルを起こすことがあるが、医療機器は人命にも影響を及ぼす可能性があるた
め、そうした外的要因の変化をいち早く察知する必要がある。

課題解決

シーメンスヘルスケアは、京西テクノスのWi-VISを導入して、医療装置周辺の温度や湿度、医療装置の供
給電源となる配電盤の電流・電圧、水冷冷却装置の水温・水圧・流量・漏水のデータ取得を始めた。取得
したデータは、クラウドサーバへの蓄積を行い、可視化などを行うことにした。
これにより、システムダウンなどにつながる可能性のある高温・多湿、突発的な停電などが起きた場合、
即座にシーメンスヘルスケアより医療装置を設置している医療機関に対して状況報告や、トラブル解消に
向けた対応を行うことができる。

IoTのポイント

医療装置の動作に影響を与える可能性のある外部要因を監視するた
めには、上記のように様々な箇所のデータを取得する必要があ
る。Wi-VISでは1台の監視ボックスに複数のセンサーネットワー
クBOX（右写真）を連携させることができ、1台のセンサーネット
ワークBOXで複数のデータ項目を取得することができるため、効率
的なデータ取得が実現した。
また、水冷冷却装置は外部メーカー製品だが、データ取得は一元的
に行っている。様々な装置、設備、環境に柔軟に対応して、一元的
にデータ取得や可視化ができることは、IoTを導入し、活用するた
めに重要なポイントだろう。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

医療装置をお客様である医療機関を安心して使用できることは、シーメンスヘルスケアへの信頼を醸成す
るために重要なことであり、様々なデータを24時間監視できる体制を整えたことは付加価値の向上につ
ながっている。
いざ故障が発生した場合は、どこが故障した可能性があるかを事前に確認・検討することができるため、
サービスマンの効率的な運用を行うことができる。さらに、日々の監視によって蓄積したデータを分析し、
故障予測や故障率の低減など、さらなる顧客満足度の向上につなげることができる。

導入費用／導入容易性

初期費用 50万円～　※標準初期費用

ランニングコスト 15万円～／月（24時間365日保守サポート付き）　※標準初期費用

導入先企業

シーメンスヘルスケア株式会社 　URL：https://www.healthcare.siemens.co.jp  

IoTツール・レシピ提供企業

京西テクノス株式会社 　URL：http://www.kyosaitec.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.kyosaitec.co.jp/service/remotec/  

https://www.healthcare.siemens.co.jp
http://www.kyosaitec.co.jp
http://www.kyosaitec.co.jp/service/remotec/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上

後付できる！生産設備の見える化ソリューション
古い機械にも後付できる！事務所で稼働率・チョコ停の監視が可能に！

＜ツール・レシピ概要＞

後付できる！生産設備の見える化ソリューションは、IoTに対応していない生産設備などに後付けするだ
けで、電流値や温度といったデータを取得することができる。取得したデータは事務所のパソコンで表示
させ、稼働状況を把握したり、異常発生時はメールなどで通知を受けることもできる。
生産設備を改造することなく設置が可能で、取得したデータはAWS IoTやIBM Watson IoTなどのクラウ
ドに蓄積するため、気軽にIoTを始められるだろう。

経営課題

マルトミプレス株式会社は、社長を含む5人の社員で店舗ディスプレイ金具・証明器具部品などの製造販
売をはじめ、鋼板加工及びレーザー切断加工の請負を行っている。生産設備として線形加工機やレーザー
加工機を設置しているが、その稼働状況は目視で確認していた。24時間稼働している機械が夜間の自動
加工中に正常な生産状況を保てているか、別の建物にあるレーザー加工機でアラームが鳴っていないかな
ど、気にかけるべきことは多い。
正常に動作している場合は良いが、問題になるのは生産設備が異常停止していたり、不良品を製造してい
た場合である。当然、製造はやり直しとなり、時間のロス、材料費のロスなど、大きな問題となる。その
ため、生産設備の動作状況をタイムリーに把握する必要があった。

課題解決

まずは製造機械が稼働しているか否かを、離れた事務所や夜間の自
宅などでリアルタイムに掴むことが優先的に解決するべき課題だっ
た。マルトミプレスの社長は、以前からの知り合いであるスリーアッ
プ・テクノロジーからアドバイスを受け、同社の「生産設備の見え
る化ソリューション」の導入を決めた。
生産設備の稼働状況をリアルタイムに把握し、異常が発生した場合
にメールなどでアラートを受信できれば、生産設備から離れた場所
にいても、迅速に対応することが可能となる。

IoTのポイント

マルトミプレスでは、線形加工機とレーザー加工機の配電盤に、ク
ランプ型AC電流センサーと温度センサーを設置した。クラウド
（IBM Watson IoT）へのデータアップロードはSORACOM社
のSIMを用いたLTE通信で行っているため、LAN設備の敷設などが
不要だ。
生産状況の見える化は、パソコンのほかスマートフォンでの表示も
可能であり、どこにいても確認することができる。また、異常発生
時のメール通知は、機器ごとに閾値の設定が可能なため、適切な値
に調整できる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

マルトミプレスでの導入は、2017年12月に行った。生産設備の正常動作時でも目視確認のため、移動時
間として毎日30分前後を要していたが、その時間が節約できた。月間では10時間以上の余裕時間を生み
出すことができるのは大きい。
また、生産設備が異常停止することにいち早く気づくことができることは、「常に気にしている」という
精神的負担を取り除くことにつながった。
また、30分単位の電力使用量を把握する機能もあるため、生産設備の使い方の見直しによる電気代の削
減策につながる可能性にも期待している。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 20万円／1台（IoT装置費、センサー費、設置費、設定費込み）※マルトミ
プレスでは2台を設置

ランニングコスト 電気代、SORACOM SIMの使用量、IBM Watson IoTの使用量

その他 別途、出張経費要。機器までのAC100V電源とLANケーブルの敷設が必要。

導入先企業

マルトミプレス株式会社 　URL：http://www.marutomidisplayparts.co.jp  

IoTツール・レシピ提供企業

スリーアップ・テクノロジー 　URL：http://3up-tec.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

 

http://www.marutomidisplayparts.co.jp
http://3up-tec.jp


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

置くだけでつながる、IoTセンサーWebiot「ウェビオ」
一切のややこしい設定のない、直接クラウドにつながるIoTセンサー

＜ツール・レシピ概要＞

解決する課題：従来は、IoT導入にあたりデータをクラウドに上げる作業に、高価なソリューションを購
入したり、専用のハードを開発する必要があり、多くの時間とコストがかかっていた。
ソリューション： Webiot[ウェビオ]は、IoT導入で最も大変な部分を排除。設定済みの通信モジュール一
体型センサーをレンタル提供することで、簡単、安価、スピーディーにIoT化を実現するサービスである。
センサー：温度・湿度・気圧・加速度・照度・ボタン・人感・CO2などを用意。順次拡大予定。
その他特長：5cm角のコンパクトサイズ、電池駆動、通信モジュール内蔵でどこにでも簡単に設置可能。
通信量やクラウド利用料などすべて込みで月額500円〜

経営課題

IoTを始める際、多くのケースにおいてセンサーを初め必要な部品
を調達しなくてはならない。しかし、IoT初心者にとってそれらを
買い揃えることは意外とハードルが高く、その段階でIoT化へのチャ
レンジをあきらめるケースも少なくない。そこでピクスーでは、セ
ンサーでセンシングし、そのデータをクラウドへアップロードする
過程をワンパッケージとしたサービスとして提供することによ
り、IoT導入のハードルを下げ、利用者のすそ野を拡大しIoTの普及
を促進させることを狙い、Webiotを開発した。

課題解決

IoTをベンダーに任せてフルパッケージで導入するには多額のコス
トがかかる。一方、社内で自作するためには電子工作の知識やITス
キルを持つ人材の確保が必要となる。これまでIoTを始めるために
は、一般的に上記のようなコストや人材の課題を解決する必要があっ
た。Webiotはこれらの課題を忘れさせ、IoT初心者が「データの利
活用」から始めることを可能とした。

IoTのポイント

IoTでは一般的に①センサー → ②通信機器 → ③ストレージ → ④分析用のソフトウエアという順にデータ
を受け渡していく。自作の場合、上記の①、②、③、④についてそれぞれ規格が合うものを買い揃えるこ
とに加え、①と②を繋ぐ配線の知識、②と③を繋ぐ通信の知識、③から④でデータを加工するスキル等が
必要となる。Webiotの場合、①から③までは1つのBoxにセット済みのため、手元に届いた後は③から④
の溜まったデータの分析方法などを考えるだけでよい。なお、通信は暗号化されている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

 

システム導入効果

IoTを始める時や維持していく時のために、電子工作やITのスキルを持つ専任者を採用・配置しなくて
もIoTを始めることができるようになる。何をセンシングするか、アイデア次第で製造現場や事務所およ
び店舗内における効率化や人手不足の解消など生産性の向上が期待できる。また、機械の動作回数や製品
個数のカウントなどの単純な確認作業をWebiotに任せることにより、作業の標準化や作業品質の安定化
など品質向上を図ることができる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 3万円未満

ランニングコスト センサー1個当たり月額500円～、BLE通信タイプを利用する場合には別
途Webiotゲートウェイ（月額1,000円通信費込み）が必要

その他

1カ月単位で利用可能なレンタルモデルであり、気軽に始められる。 必要
なセンサーの種類(温度、加速度、明るさなど)を選び、申し込めばすぐ発
送される。 収集したデータは、管理画面で、一般的なWebAPIを通して、
簡単に任意のシステムに繋ぐことができる。小さく試せる IoTコンサル・
開発サービス《リーンIoT》も提供しており、データ収集に限らず、全般
的な支援も可能。

導入先企業

 

IoTツール・レシピ提供企業

ピクスー株式会社 　URL：https://www.pixoo.io/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://webiot.io/  

https://www.pixoo.io/
https://webiot.io/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞トレーサビリティの確保

現場データを簡単に収集、生産情報を最大限に活用！
現場まるごと見える化を、簡単・低コストで実現

＜ツール・レシピ概要＞

当IoTレシピにより、データを上げる、ためる、分析する、活用するといったそれぞれの機能を有する
個々のツールが連なった一連のIoTの課題解決の仕組みが可能である。まず、データを上げるMDB（マル
チデータボックス）は装置のネットワーク化を容易に実現可能である。データをためるMDBとして
のPro-ServerはオフラインでのUSBメモリを使ったデータ収集が可能である。また、データを分析す
るPro-Server EXは、PLC内に点在している個々のデータのグループ化が可能である。そして、データを
活用するPro-Server EXは、現場から収集した各データをグラフ化したりドキュメントを簡単に作成でき
る。最後にデータを見せるPro-Server EXは、各装置とEthernetで繋ぐことで生産情報を分析用データと
して活用が可能であり現場データを簡単に収集、生産情報を最大限に活用することが可能である。

経営課題

IoTレシピのツール導入以前の事例企業では、以下のように経営課題が顕在化していた。たとえば、某自
動車部品メーカーでは製造時の部品の加工精度を上げたい、また、加工装置の刃具の磨耗によって加工位
置が変わってくるなどの課題が顕在化していた。また、コンプレッサ組立工程では生産ライン全体の稼働
率あげたいなどの経営課題が顕在化していた。

課題解決

IoTツール導入後、某自動車部品メーカーではMDBで自動補正演算を行い、最適な加工位置に補正するこ
とで、加工精度をあげることができた。
また、コンプレッサ組立工程では個々の装置で稼動実績をとっているがライン全体から稼動状態を監視で
きていないところを、MDB+Pro-Server EXで異なる装置（PLC）の情報を一元管理を行い、ライン全体
を把握することで稼働率をアップすることができた。このようにMDBを中心に異なるメーカー・機種の
制御装置とプログラムレスで接続できることで課題解決に繋がっている。

IoTのポイント

初心者でも、安心のカンタン操作、ウィザード機能により表示されたウィザードに従って設定を進めれば、
ネットワークプロジェクトファイルの作成に必要な設定が可能である。また、標準テンプレートは30種
類用意され、現場の効率化を図るには、まず状況を「見える化」し、情報を共有することが改善への近道。
帳票作成機能を使えば、情報共有に必要な日報や各種レポートなどの正確な現場ドキュメントを簡単に作
成。その他、Excelで帳票作成して情報共有帳票例としては、生産管理板、チョコ停記録表、アンドン、
直行率推移グラフ、段取り作業計画・実績管理板、段取り作業時間推移グラフなど作成可能。セキュリティ
に関してもリモートパスワード設定で、外部からの接続に対して、パスワードで制限が可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

Pro-Server EXと使い慣れたExcelとの連携で、生産情報を最大限に活用が可能となる。PLCなどの情報
を、Excelをはじめとする多彩な形式で自動的に収集できることで、リアルタイムな生産情報を分析用デー
タとして活用が可能。また、生産指示と実績を一つの画面で表示できるので、進捗も一目瞭然となる。
またMDBにWi-Fiルータを接続することで、パラメータ設定やメンテナンスの際にタブレットMDBの仮
想HMI画面にアクセスが可能。また、Pro-Server EXに現場の異常アラームなど、あらかじめ設定したイ
ベントに関連付けてメール送信ができるので異常復旧時に、オペレーターを呼び出す手段として活用すれ
ば、迅速な対応によりダウンタイム削減や設備・人の稼働率向上が可能である。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1週間以内

初期費用 システム開発ソフトウェア　合計￥142,700.-

ランニングコスト なし

その他 GP-ProEX導入セミナー、Pro-Server EX導入セミナー開催

導入先企業

導入企業多数  

IoTツール・レシピ提供企業

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
　URL：https://www.schneider-electric.co.jp/ja/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.proface.com/ja/  

https://www.schneider-electric.co.jp/ja/
https://www.proface.com/ja/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

小型カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明システム
国内初！業務改善IoTツール、工場天井に商品を設置し、作業状況、導線を可視

化、改善するツール

＜ツール・レシピ概要＞

長坂IoTソリューションズが企画開発し、株式会社TMリンク社の半導体技術とCMOSセンサー技術をもと
に、社会インフラ必需品であるLED照明管に5メガピクセル（500万画素）オートフォーカス・カラー・
カメラモジュールとWi-Fi無線モジュールを組み込み、「可視化」「ワイヤレス」「電源」機能をビルド
インした照明型ＩｏＴ端末。（特許申請中：特願:2016‐034061）

経営課題

中堅中小製造業の工場現場では、さまざまな業務改革課題が山積している。たとえば作業時間測定、設備
段取り替え、標準作業設定とムダ作業排除、作業系の自動化（ロボット化）、標準作業手順書/工程作成、
作業設備のトレサビリティ把握、クリーンルームの防塵服・帽子・マスク着用時の個識別（名札・ゼッケ
ン）などである。
しかしこれらの課題がいつどこでどのように発生したかなど全て固定カメラで撮影することは困難であり、
且つカメラの増設や配線には投資が掛かってしまう。また日々の作業者の対応する組み立て作業業務の作
業時間測定や標準作業に対する無駄時間の作業排除が経営課題であった。

課題解決

小型カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明システム導入でLED照明に内蔵
してあるカメラで作業や動線を撮影する。
その画像をWi-Fi無線によりパソコンにデータを送信することで作
業改善に必要な画像を保存。
画像は、静止画（JPEG)、動画(モーションJPEG)を選択し保存可能。
長時間の画像は、インターネットクラウドで保存が可能である。
その後、Wi-Fi無線で受信した作業等の画像は、パソコン画面でカ
メラ内蔵LED照明の設置本数分閲覧することで作業者の動作検証に
よる改善点が判明。設備・人の稼働率向上を図ることができる。

IoTのポイント

LED照明に小型カメラを取り付け、人の動きを可視化することで、
作業現場等の改善が期待されるツールである。また、導入容易性や
コスト面もよく考えられている。
省エネとしての「LED照明」、可視化ための「カメラ」、配線レスの
「Wi-Fi無線」のハイブリッドIoT商品「小型カメラ、Wi-Fi無線内
蔵LED照明」を委託製造し、平成28年5月より販売を開始。製造ラ
インの各種センサーと連携したシステムの構築により、国内各地の
工場や海外工場の状況もインターネット経由で把握することもでき
る。将来は、インターネットによる標準作業の同時配信も可能となり
「働き方改革」の一助となる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

高精細カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明システムは、既存の蛍光灯灯具に簡単な工事で取り付け可能。ま
た作業等の高精細撮影画像は、Wi-Fi無線により配線しないでパソコンにデータを伝送保存。
高精細カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明は設置する本数により、中継器であるWi-Fi無線ルータが必要であ
るが、低コストで設置が可能。防犯カメラのように威嚇することもなくソフトに画像が撮れるので、作業
者は意識しないで作業に集中できる。また、LED照明の機能もあるので省エネ（電気代30～50％減）、
カーボンマネジメントも同時に実現できる。（2020年までに水俣条約により水銀使用が禁止になる（既
存蛍光灯にも微量の水銀使用）。）
小型カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明システムは作業エリア“上”で撮影、作業エリア全体を俯瞰可能、
標準作業の可視化、未習熟作業者の教育、WF（work factor)活用による作業ロボット化、高精細画像によ
る作業者、表示識別、レイアウト変更への対応等可能となる。（WF:work factor method。動作分析によ
り標準作業時間を決める方法の一つ。）この結果、作業者の動作検証による改善点が判明することで作業
効率のためのカイゼン活動の支援が可能となり、生産性向上とコスト削減の両立が図れる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1週間程度

初期費用
導入コストは参考値で1本20,000円（本数がロット1,000本の場合）、撮
影エリアでカメラ内蔵LED照明管設置本数、Wi-Fiルータ、パソコン台数相
違。電気工事要。

ランニングコスト LED照明、Wi-Fi無線ルータ、パソコンの電気代。（撮影領域で異なる。）

その他 スタンドアロン的使用からインターネットクラウド使用の場合は、アプリ
等の接続費用等。

導入先企業

朝日電器株式会社 　URL：http://asahis.ec-net.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

長坂IoTソリューションズ 　URL：http://niots.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://niots.jp/products/led_camera/  

http://asahis.ec-net.jp/
http://niots.jp/
http://niots.jp/products/led_camera/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 業務プロセス改善＞生産性向上／コスト削減＞在庫の最適化
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞トレーサビリティの確保

写真de在庫管理
写真を撮って数量を入力するだけのAI在庫管理ツール

＜ツール・レシピ概要＞

写真de在庫管理は、バーコードやQRコードを使わず、AIを使った、もっともシンプルな在庫管理システ
ムである。高額なハンディーターミナル不要！クラウドですぐ始められる！ツールである。

経営課題

在庫管理において、同じ商品でも規格やサイズが異なることで管理
する商品数が膨大になり、新商品や廃盤商品といった商品情報の変
化が速すぎることで、商品情報のコード化（マスタ化）及び管理に
手間が掛かっていた。また、野菜、肉といった食材、貴金属やアク
セサリーといった小さな商品、魚や冷凍食品といった商品が濡れて
いるためラベルが痛んでしまうなど、バーコードシールが貼れない
物や印字ができない商品などの様々な条件が管理を難しくしていた。
さらに、在庫管理の導入には、ハンディーターミナル、バーコード
プリンター、在庫管理システムなどの設備投資にコストが掛かって
いるなどの課題がある。

課題解決

写真で在庫管理を行うことで、商品の性質上、バーコードが貼れな
い、印字が出来ないといった問題も写真で管理することで解決でき、
スマートフォンのカメラを起動して、商品を撮影するだけの簡単操
作で在庫管理が可能となる。画像検索を行うと、類似する画像の一
覧表が表示されるので、商品探しがスピーディーになる。賞味期限
（使用期限）を登録することで、商品画像と一緒に確認することが
でき、賞味期限切れに近づくと、黄色、赤色と２段階で警告を出す
など商品管理が確実になる。また従来のようにバーコードが不要と
なり、ハンディーターミナルやバーコードプリンターも不要となる。

IoTのポイント

シンプルに写真を撮って、数量を入力するだけで在庫管理ができる。
その理由としスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスの画
面サイズに対応しておりブラウザーで動作するの
で、iOS、android、Windowsなど幅広い機種で利用することが可
能である。また入力した入出庫情報はクラウドで共有しているので、
サービスの利用登録者であれば、社内外を問わず、誰でも同じ情報
をリアルタイムに閲覧することができ、登録されている画像から類
似画像を検索できる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

  

システム導入効果

クラウドサービスなので初期投資を抑えて、月額利用料で導入できる。
オンライン環境があればスマートフォンやタブレットですぐに利用することができる。倉庫等の現場で手
軽に在庫管理を行うことができるため、従来の個数の手書きと転記入力等に比べると、時間短縮や、誤入
力の防止を実現できる。また、サプライチェーンに属するグループ企業や協力企業が活用し、在庫管理に
係るトラブルが減少することで、サプライチェーン全体の生産性を高めることができる。
食品製造業において、賞味期限管理が難しい現場でも、食の安全を担保する為に賞味期限管理やロット管理
（産地など）等をスマートフォン等で手軽かつ正確に行うことができるため、トラブルを軽減できるなど
効果がある。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 50,000円

ランニングコスト 1企業1ユーザー月額5,000円

その他 ユーザー追加：1ユーザー月額500円、サーバー容量追加：1GB月額1,000
円

導入先企業

中小企業をはじめ導入多数  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社サンクレエ 　URL：http://www.suncreer.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.youtube.com/watch?v=dVijo-edeSM  

http://www.suncreer.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=dVijo-edeSM


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

生産性見え太
現場の生産活動の状況をスマホで可視化（見える化）完全配線レス設備動作ペー

スメーカーツール　

＜ツール・レシピ概要＞

一般にプレス機など摺動部を有する設備には「ショットカウンター」が準備されているが、そのショット
数に「至る」までのペースがどのようなものであったか、そして今どのような状況であるかを把握するのが
「生産性見え太」である。プレス機の摺動部に中古のスマートフォンを両面テープで貼り付け、加速度の
方向（X,Y,Z）、検出する加速度閾値などを設定するだけでこのプレス機の動作実績情報を収集すること
ができるツールである。

経営課題

武州工業株式会社は、金属製パイプ加工業として66年間、自動車部品、医療、玩具業界の市場におい
てTier2のポジションを維持して事業活動を行ってきた。LCC（ローコストカントリー）を掲げグローバ
ル競争下でも利益が出る体制を構築するために、徹底した社内の業務改善と工程内品質保証として一個流
し生産方式に取り組んでいる。
現社長は二代目社長であり、先代の経営方針を受け継ぎつつ更に経営革新に取り組んでいる。過去、バブ
ル崩壊、リーマンショックなど幾度となる経営危機を乗り越えてきたが、今後も常に利益を出し、地域で
採用の従業員の雇用を守ることを第一の経営課題としている。

課題解決

生産性見え太により一個流し生産方式の作業ペースがリアルタイム
に表示されるため、作業者・管理者はそれを見ることにより「現在
の生産性」を瞬時に把握することができる。また収集した情報がス
マートフォンの中で可視化（グラフ化）されることで、自身の作業
の進度や負荷軽減などを気づくことができる。エクスポートされた
データはユーザーが自由に分析・加工できるので、人の作業を効率
化・負荷軽減が可能である。このように自らの作業のポカよけや負
荷軽減により生産性を上げ、常に利益を出し、地域で採用の従業員
の雇用を守るために生産性見え太を利活用している。

IoTのポイント

生産性見え太では、スマートフォンを機械の摺動部に「貼り付け」、加速度・タイミングなどの設定を行
うだけで、機械の動作実績がグラフとして可視化される。
このとき、PLCやシーケンサーなどとの接続は不要で、ネットワーク（Wifiや公衆通信網）接続さえ確立
していれば（100V電源への接続を除き）配線は全く不要である。
作業者自身で生産のポカよけや負荷軽減を軽減しており、今や一番身近なスマートデバイスになったスマ
ホをそのまま使うシンプルかつ斬新的なアイデアで今後増加する使用済みスマホの活用にも大きな影響を
もたらすツールである。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

生産性見え太の導入により工程内品質保証を掲げ不良率低減を図っている。また技術研鑽を高めるために
技術者同士で教育しあう風土を醸成している。生産方式は一個流し生産に加え、変種変量（へんしゅへん
りょう方式：増えてく時も減っていくときも変種に対応できる。）を採用。社内のシステムは全てITの専
門部隊や外部に依存するのではなく、社内の技術者が現場を知った技術者が自らIoTを導入と運用を行っ
ている。
さらに、生産性見え太と生産指示、倉庫在庫管理、生産実績管理、品質管理、状況分析を実現すると連携
できるクラウドサービス「BIMMS on Cloud」の連携により将来、ビックデータを活用し現場の改善を進
め、より以上の生産性向上を計画している。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日導入

初期費用 なし

ランニングコスト 980円/月・台

その他
本アプリケーションはプラットフォーム毎（AndoroidおよびiOS）にアプ
リケーション配信プラットフォームにて配信さ れるため、一般的なアプリ
ケーションを導入するのと変わりなく導入することが可能。

導入先企業

武州工業株式会社 　URL：http://www.busyu.co.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

武州工業株式会社 　URL：http://www.busyu.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.busyu.co.jp/ja/bimms/  

http://www.busyu.co.jp/
http://www.busyu.co.jp/
http://www.busyu.co.jp/ja/bimms/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

装置トラブルの原因調査を迅速に。データの確認作業を
効率化

設備の監視・点検を遠隔管理し、管理工数や歩留まりを短縮可能。

＜ツール・レシピ概要＞

三菱電機では「FA技術とIT技術を活用することで開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削
減し、お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューション提
案」のコンセプトのもと、FA-IT総合ソリューション「e-F@ctory」を提供している。当レシピは「e-
F@ctory」の一部を構成するBOXデータロガー（ハードウェア）による生産設備からのデータ取得と、そ
の取得したデータの活用（パソコンへの保存およびグラフ表示や分析など）を行うGX LogViewer（ソフ
トウェア）により、生産設備からのデータ取得および生産設備のモニタリングとデータ分析による生産現
場の見える化で、現場の改善活動を支援するものである。

経営課題

三菱電機株式会社では製造業が抱える課題を以下のように想定している。これらの課題を解決するために
は、生産現場の情報化【見える化】が必要である。
■設備稼働率向上：実績データの活用による稼働分析
■製造品質向上：品質情報の収集・管理・分析から改善へ
■省エネ強化：エネルギー消費量の分析
■需要変動・変種変量生産への対応：生産状況/実績と連動した生産計画の立案
■トレーサビリティ実現：各種実績データの収集・履歴管理

課題解決

三菱電機の調査では、生産現場における機械の稼働率が50%程度と低い例もある。本来ならば機械の非稼
動理由を特定し、改善に向けた活動を行うべきである。しかし、従来の生産現場で機械の非稼動理由を特
定するためには、ストップウォッチを片手に地道な作業を積み重ねる必要があり、なかなか手が付かずベ
テラン作業員の経験と勘に頼ることが多かった。そのため、必ずしも効果的な改善が行われていた訳では
なかった。当レシピは、人手を介さずに機械の稼働（停止）データや作業実績、および金型の使用回数な
どの収集を行い、機械の停止や故障の原因分析を支援することにより、データに基づく的確な対策の立案
を可能とし、稼働率や生産性およびエネルギー消費効率の改善を支援する。

IoTのポイント

既存設備のシステムが稼働している状態で後付けすることができ（三菱電機以外の機械にも後付け可能）、
パソコンレスで簡単に信頼性の高いデータ収集システムを実現できる。このデータ収集はネットワーク負
荷が小さくライン制御に影響を与えない。また、シンプルなシステムで低コスト、大容量（最大８GB
のCFカードに対応、およびFTPサーバーへの転送機能有）である。機械から取得したいデータ項目は、ユー
ザー自身が簡単に設定することができ、汎用性が高い。機械から取得したデータは、ＣＳＶ等で排出可能
であるため、蓄積し原因追求・分析を行うことができ、将来の稼働率改善に役立てることができる。また、
特定のイベントが発生（機械の停止等）した際に、担当者宛てにメールを発信する設定が可能なため、機
械の側を離れても監視を継続することができる。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

①設備の稼働（停止）データ収集および分析機能→機械の特定部位や部品の温度変化および使用時間や
ショット回数などのデータ収集、分析により、予知保全が可能となり、機械の停止時間を削減して稼働率
を上げることや、不良品の発生を防止し、品質の向上や安定化を図ることができる。さらに、収集、分析
データにエネルギー消費量を含めることにより、省エネ対策にも活用できる。
②電子メール送信機能→機械停止などの際に電子メールを受取ることで、工場外でも対応が可能である。
②数値やグラフが入った日報やバッチ報の自動作成機能→機械データの出力レイアウトを事前に設定して
おくことにより、日報やバッチ報の自動作成により生産性を向上させることができる。
③トリガーロギング機能→トラブル発生前後のデータを収集、分析することにより、トラブル原因の特定
をすぐに行い再発を防止することができる。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 即日

初期費用 BOXデータロガー購入費用（オープン価格）、GX LogViewer（ソフトウェ
ア）は無料

ランニングコスト 特になし

その他 スタンドアロンタイプのため、既存設備が稼働している状態で後付が可能。
（シーケンサCPU64台まで可能、UPS対応、保証期間：3年間）

導入先企業

三菱電機製FA機器の導入先を中心に多数の企業が導入している  

IoTツール・レシピ提供企業

三菱電機株式会社 　URL：http://www.mitsubishielectric.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/sols/sol/dlogger/lineup/box_logger.html  

http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/sols/sol/dlogger/lineup/box_logger.html


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減

測定データ無線送受信機「テレメジャーⅡ」、及び品質
管理システム「QCプロ」

取り付けるだけで測定データを無線送信、自動入力による業務効率化

＜ツール・レシピ概要＞

テレメジャーⅡは、デジタル測定機器に無線送信器（トランスミッタ）を取り付けて、パソコンに接続さ
れた受信機（データレシーバ）を経由し、測定データをパソコンに自動入力するためのシステム機器であ
る。色々なメーカーの測定器に接続ができるので検査表作成も簡単にできる。QCプロシリーズは測定デー
タのパソコンへの自動入力やリアルタイムでのデータ処理、検査成績表や各種QC管理帳票の作成がスピー
ディに、しかも確実に行えるSPCに対応した品質管理のためのソフトウェアであり、基幹システムとの連
携などを目的とするカスタマイズにも対応可能である。

経営課題

ものづくりには、寸法の正確な測定が欠かせない。近年、デジタル
カウンターがついたノギスなどが増え、測定技術の習熟度がそれ程
高くない作業者でも測定可能になってきた。しかし、一連の検査工
程において発生する数値の読み取りや記入、入力という作業のミス
がなくなる訳ではない。当社では製造業におけるこれらの検査工程
の手作業を自動化することによる支援を目的としてツールの開発・
改良を続けている。

課題解決

ノギスやマイクロメータ等、各種測定器で行う検査には、一般的に①計測→②紙に記入→③管理システム
へ入力という作業が必要となる。これらの作業を手作業で行う場合、工数が多くなるばかりでなく記入ミ
スや入力ミスというリスクが伴う。そこで、②紙に記入と③管理システムへ入力という作業を自動化し、
計測値をデータ化して蓄積、活用することにより、人件費、設備費（家賃）、事務費（用紙代）等のコス
ト削減、および生産性向上を図る。また、検査の異常値を分析することにより、不良発生の検知・予防等、
製品品質向上および品質の安定化に役立てる。さらに、測定個所を画面に表示し、マニュアル化すること
により作業の習熟早期化を図り、残業時間を減少させる等、働き方改革も推進可能とする。

IoTのポイント

導入時のポイントは、IT専任者がいない会社でも手軽に導入し、活用できるツールとし、価格を低価格と
設定していること。活用時のポイントは、測定データを自動的に集め、合否判定、計算、解析（検査表、
管理図、ヒストグラム等の出力）などに活用できること。また、図面を登録し測定個所を画面に表示させ
ることで、測定作業のマニュアルとして利用することも可能としていることなどである。受信機
は、2.4GHz帯を利用しており、最大12800台の測定機器を識別できる。また、データトリガが可能で、
受信機側からデータ要求が可能である。さらに、USBタイプならばACアダプタが不要である。なお、対
応機器については三次元測定機や画像測定器も対応可能である。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

 

システム導入効果

導入後は、以下の効果が見込める。
・検査（測定）工数削減によるコスト低減、不良率改善による品質の向上および安定化
・作業員の意識改善および意欲向上
・大手取引先からの「認定」取得による受注量の安定、拡大
・商社など、ものづくり以外の企業における検査工数削減、検査代行業への参入

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 ３日以内

初期費用

　「テレメジャーⅡ」送信器：￥29,800〜￥53,500　　「テレメ
ジャーⅡ」受信機（データレシーバ）：￥68,000〜￥125,000 「ＱＣプ
ロ」：データベース形式￥300,000〜　　「ＱＣプロＥＸ」：エクセルア
ドインソフト￥98,000の用意もある。

ランニングコスト 0円

その他 導入支援費５万円〜

導入先企業

国内大手製造業（トヨタ自動車他）を中心に数百社へ導入済  

IoTツール・レシピ提供企業

べクトリックス株式会社 　URL：https://www.vectrix.co.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.vectrix.co.jp  

https://www.vectrix.co.jp
https://www.vectrix.co.jp


■ その他＞工場や企業間で情報連携をする際の課題を解決するためのツール

データ連携エンジン「SXP」
データをカテゴリ別に一元的に格納し標準化に即して連携するしくみ

＜ツール・レシピ概要＞

SXP（エスエックスピー）は、工場や企業間で情報連携をする際の課題を解決する。
各種取引先の個別EDIに対応し、システムプロファイルを定義するのみで安定的にデータ連携を実現して
いる。なお、現状では、データ連携の結果を業務で利用するためには、SOOP株式会社が提供している販
売管理ソフトが必要であるが、SOOP株式会社では、今後対応するソフトを増やしていく予定である。
この仕組みは、2005年から開発を始め2007年にバージョン1が完成し、現在はバージョン2が、特にEDI
が必要とされる流通業界の中小企業にて利用されている。2012年には「データ管理システム」としての
特許も認可（特許取得済み：特開2008-243193＆特開2007-213551）され、最近はクラウド環境での
運用を推進し、現場対応と同じサポートを実施している。

経営課題

泰豊トレーディング株式会社（本社：東京都千代田区）は、ホームセンターなどの大手量販店に金属の板
材や棒材など様々な種類の金属材料を卸している。これまで泰豊トレーディングでは、取引先毎に商品の
受発注や決済に関するデータの仕様およびアプリケーションが異なるために、新規取引先を開拓するたび
に、取引先に合わせたシステムの改変や新規開発、または専用端末の購入などを行うことで対応してきた。
そのため、各取引先毎にシステムの画面や使用方法が異なり、一人の受発注担当者が担当することができ
る企業の数が３社程度と限られてしまうことから、取引先の増加に合わせて度々増員が必要になるなど、
多くの時間とコストを費やしてきた。

課題解決

泰豊トレーディングでは、SXPを導入後、それまで取引先ごとに必
要であった専用の端末やプリンターが不要となり、取引先の増加に
比例した業務スペースの拡張が不要になった。また、新規取引先と
の取引開始までに必要な期間を大幅に短縮することができた。（約
１カ月→１週間程度）さらに、受発注業務を標準化することが可能
となり、受発注オペレーターの削減（人員配置の最適化）などを行
うことができた。その結果、業務品質および生産性の向上に繋がっ
た。

IoTのポイント

新規取引先から「仕様書」を受取り、SOOP社へ依頼することにより約1週間で対応可能である。
クラウド対応のため、SOOP社が自社に居ながらにして顧客企業の環境を確認し、改修作業を行うことが
可能である。そのため不具合などの原因を見つけ、修復するまでの時間が大変短い。2007年から稼働し
ており安定性が高い。また、2012年にはデータ管理システムとして特許を取得済である。
本システムはEDIにとどまらず、企業間、工場間、システム間、あるいは機器間のデータ連携を実現し、
ＩｏＴプラットフォームの構築を推進する。最大の特徴としてはデータ連携項目の標準化を図ることが可
能であるため、これらのデータを参照するツールの汎用的な利用が可能となり、相乗効果として、企業間、
工場間、システム間のデータ連携の拡大を育む。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

SXPは連携元データ群の固有値を項目ごとにバラバラに分解してもれなく格納する。通常、連携先が必要
とするデータを出力する際、連携元と連携先の項目間で直接マッピングするが、SXPは業界等で定められ
た標準データ等を介して間接的にマッピングする。このXMLデータで構成されるマッピング定義体をシス
テムプロファイルと呼び、インターネット上に配置する事により、データ連携プラットフォームとして展
開する事が可能だ。

 

システム導入効果

①新規取引先に対する対応調整期間の短縮
　これまでの約１ヶ月から、約1週間程度で取引を開始することができるようになった。
②取引先毎に指定される端末の購入が不要
　Webに繋がったPCやタブレット端末などがあれば取引先とのデータ連携が可能になった。
③受発注関係オペレーターの削減
　異なる取引先でも、操作画面や操作手順が同一になったため、一人のオペレーターが対応することがで
きる社数が約3社から10社程度に増加した。
④業務品質の向上
　受発注業務の標準化が可能となり、ミスの削減が進み取引先からの信頼性が向上した。
⑤上記②と③の結果、事務所スペースの有効利用が進んだ。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1か月以内

初期費用 導入支援：10万円～

ランニングコスト クラウド運用環境による＋1アカウント：5千円/月

その他 導入支援：10万円～/月

導入先企業

泰豊トレーディング株式会社 　URL：https://www.eggs.jp/newec/  

IoTツール・レシピ提供企業

SOOP株式会社 　URL：http://soop.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

 

https://www.eggs.jp/newec/
http://soop.co.jp/


■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 業務プロセス改善＞生産性向上／コスト削減＞生産に係るリソースの最適配分
■ 製造プロセス最適化＞顧客基盤拡大＞マーケティング強化
■ 製造プロセス最適化＞顧客基盤拡大＞サービス化

ファインドファクトリー
ファインドファクトリー （製造業向けのワンストップ総合管理システム）

＜ツール・レシピ概要＞

ファインドファクトリーは、電話連動顧客管理、案件管理、製造コスト管理機能を搭載した、製造業向け
のワンストップ総合管理システムである。電話などの対応記録を顧客別に自動振り分けして管理するため、
対応品質が向上することができる。また、タブレットを用いて簡単に工程毎のコスト管理ができることや、
一般的な会計システムと親和性が高いことも特徴である。導入により、顧客対応・管理、見積・受注管理、
工程別・作業員別原価管理、請求・入金管理、会計データ作成の一連作業を合理的に行うことが可能とな
るツールである。

経営課題

水野染工場株式会社は、本社を北海道旭川市置く明治40年創業の老舗染工業である。経営課題として生
活環境や産業構造が大きく変貌していくなかで、明治40年の創業以来、益々、高度化・多様化する社会
環境の中で「伝統は革新の連続である」という言葉を貫き、100余年の経験と実績をもとにお客様のご要
望を積極的に取り入れてきた染工場である。
老舗企業としての暖簾（のれん）に安住することなく、一社一社お客様満足度向上と社内の生産性向上と
利益の見える化のために全社総合管理システムの構築が必須となってきていた。

課題解決

水野染工場株式会社では、全社総合管理システムであるファインド
ファクトリーを導入し、お客様からのお電話に対応する時、画面上
で確認ができ、お客様をお待たせする時間が短縮された。また部門
単位でのコストを細かに管理することができ、染作業工程のすべて
の行程を管理するこができた。
このことで顧客対応のスピード化実現、営業フォローの徹底化実現、
社内データ共有化実現、重複入力削減で事務効率アップ、顧客との
やり取り保存性アップ、工程別の原価と粗利の見える化実現、生産
現場の改善、経営体質の改善で粗利益率アップし経営課題を解決で
きている。今後も更なるシステムの改良により全社管理システムを
拡充していく予定だ。

IoTのポイント

電話、ＦＡＸ、メールの送受信を顧客ごとに自動的に振り分けられ、一つの画面で様々な対応履歴を抽出
できるので、顧客対応のミスがなくすことができる。また、受注商品別、工程別に労賃・材料費等を管理
できるため、一受注あたりの粗利額を明確にし、顧客別・商品別の分析や、社内での工程別・社員別での
生産性の分析が可能となる。
このように顧客中心に全社総合管理システムが構築できることで様々な中小企業などの経営課題に寄与で
きている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

電話が鳴るまえに顧客情報（お名前、注文履歴、工程段階など）が表示されるので、社員の顧客対応品質
が格段に上がる。また、通話は自動録音するので、社員の顧客対応について具体的な教育指導が可能とな
る。
電話、ＦＡＸ、メールの送受信を顧客ごとに自動的に振り分け、一つの画面で様々な対応履歴を抽出でき
るので、顧客対応のミスがなくなる。また、営業担当が変わっても継続的なフォローが可能となる。
受注商品別、工程別に労賃・材料費等を管理できるため、一受注あたりの粗利額を明確にし、顧客別・商
品別の分析や、社内での工程別・社員別での生産性の分析が可能となるなどの導入効果がある。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 要件定義から開発導入となりご相談によりご回答

初期費用 サーバー設置型の場合は約350万円、クラウドサービスの場合は月額利用
料 5万5千円

ランニングコスト サーバー設置型の場合の月額保守料は13,000円、クラウドサービスの場合
はサーバー利用料として月額10,000円

導入先企業

株式会社水野染工場 　URL：https://www.hanten.jp/  

IoTツール・レシピ提供企業

株式会社ファンドメーカー 　URL：https://www.findmaker.jp  

IoTツール・レシピ参考URL

https://youtu.be/jf4Qks-07LU  

https://www.hanten.jp/
https://www.findmaker.jp
https://youtu.be/jf4Qks-07LU


■ 現場カイゼン＞品質向上・安定化／不良率低減＞作業員のポカよけ
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞ダウンタイム削減
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞設備・人の稼働率向上
■ 現場カイゼン＞生産性向上／コスト削減＞人の作業を効率化・負担軽減
■ 業務プロセス改善＞生産性向上／コスト削減＞在庫の最適化
■ 製造プロセス最適化＞品質向上・安定化／不良率低減＞トレーサビリティの確保
■ 製造プロセス最適化＞リードタイム削減＞生産ライン設計の効率化
■ 製造プロセス最適化＞顧客基盤拡大＞製品性能・機能向上

ものづくりスマートトレースシステム＜HiMES-Tracer＞
RFIDを利用した小ロット多品種ラインの短納期化と品質記録自動化

＜ツール・レシピ概要＞

HiMES-Tracer（ハイメス・トレーサー）は、RFIDを利用し、ものづくりのトレーサビリティを実現する
基本プラットフォーム。ヒロコン株式会社が企業の生産技術担当者と相談しながら、コンサルティング・
導入・カイゼンを行うことで、事業の根幹を担うものづくりを支援している。

経営課題

半導体装置メーカーであるX社（企業名非公開）は、2011年頃か
らRFIDを活用したトレーサビリティシステムの導入を検討してい
た。作業員の習熟度の違いによる生産性の差や、同じ作業員でも時
間によって作業にムラがあると感じていたため、それを記録・改善
するツールとしてRFIDが活用できないかと考えたのである。
同社は、既に20年ほどの付き合いがあり、検査装置の製造などで
制御システムに強みをもつヒロコン株式会社なら実現可能ではない
かとして声をかけた。そうして、2社での共同研究が始まった。

課題解決

共同研究の開始から半年ほどで形になり始め、まずは工程がシンプルなサブラインでの導入を始め
た。RFIDタグをライン上の重要箇所と、作業員が常時携帯する社員証に取り付け、作業の開始時と終了
時に読み取り機に通すようにした。これで、作業工程ごと、作業員ごとの生産性が見える化した。
こうしたトレーサビリティを実現した上で、生産性向上につながる工夫をさらに重ねた。RFIDタグによっ
て、作業員がどの工程に取り掛かっているかに応じて、タブレットに作業マニュアルの該当部分を自動表
示する。さらに、工程で使用する工具や材料を保管している棚を光らせることで、作業の準備をスムース
に完了させられるようにもしている。
また、トルクレンチのトルク値を取得し、その値が規定値以上にならないと次の工程に進めないようにす
るといった、生産性と品質の両方を改善するような取り組みも行っている。

IoTのポイント

生産性の見える化（誰がどの作業をやっているかなど）にゲームデ
ザイン技術を応用する考え方（ゲーミフィケーション）を取り入れ、
作業員がより積極的に生産性改善に取り組めるようにしたり、工具
の使用履歴を取得して作業改善につながる分析を行うなど、様々な
改善を積み上げてきた。今後は、蓄積したデータを用いた機械学習
の活用も視野に入れている。

機能分類

 データを上げる  データをためる  データを分析する  データを活用する

 データを見せる



システム構成図

システム導入効果

当初導入したサブラインでは、導入から4ヶ月で生産性が2倍以上になるなど顕著な成果が出ている。メ
インラインへの導入も進んでおり、工場全体でも導入当初と比べて3倍の生産量を目指すなど、より大き
な成果を目指せるだけの実績につながっている。
また、この取り組みを通して練り上げた製造プロセスが工場の標準手法となったことも導入効果といえる
だろう。

導入費用／導入容易性

立上げ・導入期間 1か月以上

初期費用 約400万円～（システムソフトウェアのみ）

ランニングコスト 0円（導入後のシステム改善費用は除く）

その他 本システムには、機器類は含まれておりません。RFID、R/W、PC、デー
タベースが別途必要となります。

導入先企業

半導体装置メーカーX社（企業名非公開）※他に医療機器メーカーへの導入実績あり  

IoTツール・レシピ提供企業

ヒロコン株式会社 　URL：https://www.hiro-con.co.jp/  

IoTツール・レシピ参考URL

https://www.youtube.com/watch?v=EePsJNn1JaY  

https://www.hiro-con.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=EePsJNn1JaY
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