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３．２ ④ 日立大みか事業所の生産改革（H28.4日立)

開催日 平成２９年３月６日（月）　１３：３０～１５：１５
場所 福山商工会議所　３階３０１会議室

IoT「Internet of Things」という言葉が普及し始め、

モノがインターネットに繋がる時代となりました。

情報技術を取り入れることは、ビジネスのあり方を劇的

に変える起爆剤となります。

このセミナーでは、身近な業務改善の事例として、工場

でのIoT活用をご紹介します。

１．「デジタルデータを活用した大みか事業所の

生産改革事例のご紹介」

（株）日立製作所 制御プラットフォーム統括本部　

生産統括本部　担当本部長　大津　英司 氏

２．「大みか事業所製造現場におけるＩｏＴ活用事例

同上 制御プラットフォーム開発本部

グループリーダ主任技師　門間　隆之 氏

３．日立Lumadaとユースケース「遠隔監視サービス」

／社会イノベーションシステム事業部 

副事業部長　高橋　明男 氏

藤本理事長が聴講したが、配布資料と、

昨年来公表された資料をもとに、

日立の製造業向けＩｏＴプラットフォーム「Ｌｕｍａｄａ」

のコンセプトと概要を、解説的に紹介する。

福山商工会議所　情報化セミナー
「工場でのIoT活用事例に学ぶ中小企業の情報化」

業務効率を上げ、余裕が出来た時間で次の改善を考える。

日立ソリューションズ　CLO（Chief Lumada Officer）
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１．ＩｏＴプラットフォームとは、

　　ＩｏＴは「モノ固有のセンサーや認識データ」をインター

　　ネット通信を介して、あらゆるビジネス社会に革新を

　　もたらす。

　　IoTプラットフォームは、ＩｏＴ通信を介して、業務処理

　　の効率化や意思決定情報を出力するコンピューター

　　処理プログラムの運用の基盤となるソフトウエアパッ

　　ケージである。個々のビジネスモデルを統括する領

　　域を「よりどころ」として、開発提供されるところから、

　　「プラットフォーム」と名付けられている。

２．日立の製造業向けＩｏＴプラットフォーム「Ｌｕｍａｄａ」鴻海ＥＭＳｸﾞﾙｰﾌﾟの電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術開発部門としてFACTＯRY 201 7Spring 関西 2017.3.3

用途： 多品種少量生産を行う設計・製造事業所

開発： 日立、大みか事業所の生産性改革で実証

（代表製品で生産納期の50％短縮を実現）

販売： 2017年度より

2015： 工場の生産工程から製品納入までの全ての

活動をデジタル化（見える化）するため、材料

調達から製品出荷にいたる、全てのワークに、

ＲＦＩＤ*1タグを取り付け、その動態をデータ化

収集する「生産監視システム」を構築した。

*1　RFID（英: radio frequency identifier ）、８万個使用

改善： データにより、工程の進捗遅れや待ち時間や

作業時間のばらつきを評価し、画像分析と合

わせて、生産性向上対策・改善を進める「作

業改善支援システム」と、対策や改善を事前

に検証する「工場シミュレーター」を構築した。
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設計： 生産工程の個別受注生産比率を縮小し、個別

設計や調達工程負荷を減らすため、部品の標

準化や、工程の統合を進める「モジュラー設計

システム」を構築した。

連携： 上記４つのシステムで、情報を循環させ、生産

計画の進捗把握と対策・改善、その改善結果

の製品設計へのフィードバック、より精度の高

い生産計画を立案し、さらなる改善を実行を繰

り返すことで、常に生産性を最大に管理する。

ﾓﾃﾞﾙ： 日立が提案する生産性成熟度評価モデル

6 関係者間のシステム親和性

生産性と市場競争力

技術力と先進性・独自性

生産計画、課題解決

技術開発、設備・人財能力

製造工程のボトルネック

技術・技能のボトルネック

４M（人、機械、材料、方法）資源

４M（人、機械、材料、方法）資源

バリューチェーン

レベル１の見える化と、レベル２のつなぐの仕組み

が不十分であり、このことは日立（大手）に限らず、

日本の製造業（中小）に共通する問題である。

評価すべき機能ビジネスレベル

「Ｌｕｍａｄａ」は、この問題を解決するシステムである。

5 未来予測

シンビオティック

1
見える化

（デジタル化）

技術情報と履歴管理（図面No.ID等）

技術（工程、品質、安全、環境など）

現状評価4

3 現状分析

2
つなぐ

（協調・連携）
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３．「Ｌｕｍａｄａ」のコンセプト

　①．生産能力把握の精度向上

生産における４Ｍ（Man,Machine,Material,Method)の

状態をセンシングし、モノの動態や作業進捗などの

データを正しく把握し、本質的対策に必要なボトル

ネックを摘出するシステムとした。

　②．事業所内の生産情報の垂直・水平連携

多品種少量生産では、製品毎の業務システムや、

プロセスが個別最適化されているケースが多い。

(a).生産現場の個々の取り組みが、どのように経営

数値に直結しているか（垂直連携）と、(b).受注から

納品までの４Ｍの流れをつなぎ、部門や工程をまた

いて情報・状況を共有（協調）する（水平連携）を、

価値あるデータに変換した。また過去の不良事例・

ノウハウ（暗黙知）のデジタル化により、人手を介さ

ずに、事業所内で利活用できる形式で収集・蓄積

した。

４．「Ｌｕｍａｄａ」のアーキテクチャ 別紙、図２参照　p33

５．見える化画面の開発手法

ウォーターフォール型でなく、仮説構築・実装・軌道

修正を迅速に繰り返すリーンスタートアップによる

開発を採用。 別紙、図５参照　p36

６．見える化画面の開発手法

　６．１　生産現場の動態見える化 別紙、図３参照　p34

効果(1).製品原価、リードタイムの計画精度向上

効果(2).現場作業の山積み精度向上（稼働率向上）

効果(3).異常処理の受入れの意思決定精度向上
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　６．２　ハードウェア設計における品質作り込み

経験や事例報告対策書や図面改訂履歴の知識だ

けでは、不良の発生を完全に無くすことはできない。

また担当者の異動や世代間の技術伝承も十分とは

言えないので、設計情報のデジタル化を構造設計

ＣＡＤシステム上で見える化した。 別紙、図４参照　p35

　６．３　経営情報からの問題点を見える化

別紙、図２に示した「社内協調場」に集まる日々の生

産情報を整理することで、経営判断や意思決定の

よりどころとなる速報値を、別紙、図５に示す「ヒート

マップ」と呼ばれる画像で全体を俯瞰できるようにし

た。また部門別詳細や、月間推移、４半期推移、年

度推移などの表示切替はビジネスインターフェース

ツールを利用し、短期に開発できた。

以　上

＜出展＞

D:\BSB関係\2016年度\第２創業\第二創業ニュース\第二創業推進熟\シ
ステムプラットフォーム.pdf
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富士通「FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE

　製造、建設、流通などの現場では、作業員とロボットの

“協働”が進むが、職場の安全衛生管理は、永久の課題

である。「作業員の状態や身体負荷をリアルタイムに把握

し、危険・事故を防止する」。「より安全で効率的な人員配

置、作業工程を実現する」。

（ユビキタスウェア）安全管理支援ソリューション」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/activesp/16/011100051/?i_cid=nbpitp_siad_try16
0301under&act03

サービス構成イメージ 

ユピキタスウェア 
クラウド 

Cloud Service 
IoT platform 

全現場の状況確認 

環境改善の検討 

現場作業員 

イメージ画面 

リアルタイム通知 

救護 

指示 

支援警告 

作業管理者 

現場責任者 

出典 富士通 

現場管理者 

休憩 

指示 

8/36 BSB松村

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/activesp/16/011100051/?i_cid=nbpitp_siad_try160301under&act03
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/activesp/16/011100051/?i_cid=nbpitp_siad_try160301under&act03


産業のIoT事例.xlsx 富士通安全管理 2017.4.11

　生産性向上により、職場における１人作業の比率は増

加する傾向にあるが、職場における事故や災害防止対策

を怠ることはできない。IoTやクラウドの技術により、作業

員の行動や状態を監視し、その対策とすることができる。

　作業員には、「バイタルセンシングバンド」を手首に装着

してもらう。このバンドは例えば「ビーコン」のようなもので

あれば、温湿度、脈拍数、位置情報などを収集する。

　また、「ロケーションバッジ」を装着すれば、加速度セン

サーにより、転倒や落下だけでなく姿勢の変化も収集でき

るので、作業環境改善や、ストレス軽減対策にも繋がる。

　富士通周辺機のように、このデータは安全管理だけで

なく作業手順や設備運用のムリ・ムダ・ムラの分析にも利

用でき、働き方改革と生産性向上にも活用できる。

・富士通イノベーティブIｏＴ事業本部では、多くの企業に

おいて、導入しやすさを考えクラウドベースのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

「Cloud Service IoT platform」 を開発・提供している。

・ウエアラブルデバイスとIoTで現場の安全を守る

３．４ ①．富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞで作業の危険予知
情報通信ネットワークシステムの構築や保守に携わる
富士通ネットワークソリューションズ。作業員が富士通

の腕時計型の生体情報測定端末「バイタルセンシング

バンド」を装着して保守作業に臨む。端末に実装され

た多数のセンサーが心拍数や姿勢、加速度などの生

体情報を収集し、スマートフォン経由で逐次クラウド上

のサーバーに送信している。作業現場の管理者は遠
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隔地から、ウェブブラウザーで「熱中症の危険性」「同

一姿勢の持続」「転倒の検知」「高所での作業」「1人で

の作業」「危険なエリアへの立ち入り」などを把握でき、

特に「ヒヤリハット」の検知効果は大きいという。

３．４ ②．富士通周辺機　ビーコンで仕事の渋滞解消
高速バスの運営会社WILLER EXPRESS JAPAN(ｳｨﾗｰ
ｴｸｽﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ）は、富士通のウェアラブルセンサー
「 IoT Solution UBIQUITOUSWARE FEELythm（ﾌｨｰ
ﾘｽﾞﾑ）」を保有するバス約200台全てに導入した。

FEELythmは、耳たぶに装着したセンサーから取得し
たバイタルデータを富士通独自のアルゴリズムにより
解析し、乗務員予兆段階の眠気を検知、乗務員固有
の学習データを超えると、センサーのバイブレータで、
運転手に通知する。
同時に、オフィスに居る運行管理者はネットワーク型デ
ジタルタコグラフが撮影する動画で乗務員の運転状態
を確認し、的確に休憩等の指示を出すことができる。

　IｏTの活用は、今の現場の問題解決に役立つだけでなく
はたらき易く、安心して仕事ができれば、その職場は将来
にわたって、優秀な人財を育成し人類の未来に貢献する。
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■「カメラ」「活動量計」「ビーコン」---新三種の神器でＩｏＴ

３．４ ③東芝ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ　ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞで、生産性向上
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030700035/030700002/?act05

健康管理のために手首に付けるリストバンド型の活動量

計には脈拍、紫外線、温度、加速度などを測る多くのセン

サーが詰め込まれている。

東芝ロジスティクスは、活動量計に実装された3軸の加速

度センサーを使って、倉庫のピッキング作業で作業員の

動きをデジタル化することで、生産性をあげることに挑戦

した。

端末はTDKの「Silmee W20」
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ピッキング作業中に、リストバンド型に蓄積された活動

量計のデータは、作業終了後にパソコン経由でサーバ

ーに送られ、「作業推定エンジン」で、「台車移動」「歩

行」「手作業」「静止」の４つに分類・時間集計される。

実績工数は、ピッキング作業毎に、標準作業工数と、
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下図のように比較分析され、台車移動時間の改善

および作業員の能力バラツキ改善に成果を得た。

台車移動の改善策は、日本ティブコソフトウェアの

「TIBCO Spotfire」の「ヒートマップ」によってできた。

TIBCO Spotfire は、意思決定の最適化に必要なインサイトを

見つけ出すための、データ分析＆ビジュアライゼーション ソフ

トウェアです。
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■「カメラ」「活動量計」「ビーコン」---新三種の神器でＩｏＴ

３．５ ②．富士通周辺機　ビーコンで仕事の渋滞解消

広い作業エリアにおける全員の動きを、監督者といえ

ども常時監視することはできない

　富士通の100％子会社でスマホや携帯電話を生産

する富士通周辺機は2015年5月、これまで工場周辺

に分散していた部品倉庫を1カ所に集約した。

新しい倉庫では天井の高さを生かして、多段式保管棚

を装備したが、始業時の立ち上がりの様子を見渡せな

くなるなど、現場の状況把握が難しくなった。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030700035/030700003/?act05

富士通ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰが開発した
ビーコン（小型の電波発信端末）

2016年、ユニー
クなID発信によ
る新たな位置情
報サービスを実
現するビーコン
(BeaConnect）が
開発・実用化さ
れた。
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解決のため導入したのが、自社開発の電池交換不要

のビーコンで作業員の動きを監視するシステムである。

2016年9月時点のピッキング時間比率は50%で、フォー

クリフトの移動やパレット受渡し待ち時間が多いことが

判った。動線分析の結果、近接エリアの高さ方向ピッ

キング作業に重複が発生していることが判明し、部品

の保管場所の入れ替えと、作業者間の連携改善に

取り組んでいる。
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http://www.panasonic.com/jp/business/its/seizo.html

１．「生産現場向け業務改善ソリューション」

ＩｏＴの基本は、生産現場の見える化（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化）である。

出来るところから、変革の第一歩を踏み出す。

D:\BSB関係\2016年度\第２創業\第二創業ニュース\第６号\2.3マネジメント革
新\１．生産管理\生産現場向け業務改善IoT事例.xlsx
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既存のパッケージソフトウェアの組み合わせにより、

作業員の入力作業を電子化（デジタル化）することで、

先ずは、現場の状況をリアルタイムに見える化する。

また、既存ｼｽﾃﾑとの連携機能や入力帳票の電子化、

問題を発見し易い、情報表示画面などを作成・提供し、

生産状況の把握と、業務改善スピードアップを図る。
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３．６ ②．ユーシン精機　工程検査ﾃﾞｰﾀ収集・分析

オーダーメイド産業用ロボットの検査工程を見える化

出荷検査票への手記入を、タブレット（ＩＰａｄ）入力に

切り替え、検査データは即時に大型モニターに表示

検査員の手書き入力にかかる労力を大幅に削減し

また、データの可視化・収集・分析により、経営・作

業・物流の計画精度が向上した。
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２．導入事例 在籍・所在管理システム
http://www.panasonic.com/jp/business/its/location.html

小型の発信機（ビーコン）を名札や機材に取り付け、

社員や機器などの所在や移動履歴をWebブラウザ

ー(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）から、デジタル化（見える化）できる。

３．５ ①．三松　ワーク運搬台車所在管理

コア技術である金属加工を軸にした小ロット製造代

行サービスを行っている。製品毎に台車を引当、複

数の加工工程間を移動する形でサービスを展開す

るため、台車の所在を追跡することで、製造の進捗

を正確に管理できる。

同社では、1997年に独自開発の生産管理システム

「SINS」（Sanmatsu Integrated Network System）を

導入した。
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今回、280台の台車に、ビーコンを取り付け、その所

在をインターネットで監視できるようになり、「工番」

単位に、工程や納期などが瞬時に検索できるように

なり、生産工程の見える化に大きく貢献した。

また、水平検索で、同じ素材を使用する工番を複数

抽出し、加工などの作業をまとめて行うなど、効率化

にもつながった。

● 他の活用事例

(1) 工場内の工数管理 \工数管理.pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_1.pdf

D:\BSB関係\2016年度\第２創業\第二創業ニュース
\第６号\2.3マネジメント革新\１．生産管理

誰が、どの工程・エリアで作業しているのか、自動的
に情報を収集し、普段の作業状態を可視化

◆「Location Data Analyzer」を用いた台車管理システム
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(2) トラックの管理 \トラック管理.pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_3.pdf

(3) 医療機器の管理 \医療機器の管理.pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_5.pdf

(4) 工場の安全管理 \安全管理 .pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_2.pdf

医療機器の所在をリアルタイムに確認することで、
設備の有効活用や機器探索時間の削減などを実現

工場内の人の所在や移動履歴を、ブラウザーで
簡単に確認、また、避難誘導の計画などに活用

トラックの移動履歴や、バース内での位置状況を
ブラウザーで簡単に確認でき、運送管理の効率化を
実現
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(5) 役員の所在確認 \役員所在確認 .pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_4.pdf

(6) 店舗向け番号札の位置確認 \店舗向け番号札所在確認.pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location_6.pdf

(7) 所在管理・動線分析 \所在管理・動線分析.pdf

http://eww.gp-club.panasonic.co.jp/data/its/location/location.pdf

仕掛品の進行状況や、滞留工程を見える化

機材の稼働率などを見える化し、投資判断に活用

ワークスタイル変革の取り組みとして実施、多忙な
役員の所在を見える化し、社員の業務効率をアップ

お客様がどのフロア、エリアに居るのかを、ブラウザー上の
マップ表示で簡単に確認、商品のお届け作業を効率化
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３．導入事例 モバイル点検・検診システム

３．６ ④．ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ西門真ﾌﾞﾛｯｸ施設のﾓﾊﾞｲﾙ点検
http://www.panasonic.com/jp/business/its/mobile_inspect/case_ais.html

(1) NFC（Near Field Communication）は自社開発の無

線短距離通信チップで、独自のＩＤを発信するタグである。

このNFCタグをモノに貼付し、モバイル端末をかざせば、

そのＩＤをモバイル端末が自動認識し、モノ固有のデータ

処理ができる。

(2) 標題企業はパナソニックグループの西門真ブロックの工

場・オフィス群25棟の主要施設に電気、水、などのエネル

ギー（発変電・蒸気・圧縮空気・給水など）の安定供給が

使命であり、これら動力設備の保全活動を行っている。

(3) 経験豊富な作業員がくまなく巡回・点検を行い、設備管

理を支えている。「ベテランがもつデータベースはものす

ごい量。OJT主体の現場作業では、マニュアルには頼る

ことがなく、人から人に知識とノウハウを伝えてきた。

(4) 自社の技術である「ＮＦＣタグ」、頑丈タブレット「TOUGH

PAD FZ-X1」および点検ソフト「Mobile　Inspect」を組合

せたＩoＴ・ICT『NFC点検システム』で、保全作業のデジタ

ル化（見える化」に取り組んだ。
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◆『NFC点検システム』導入による業務手順の変化
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富士通　生産性と安全性を追求する「はたらき方改革」

　インターネットの普及により、オフィスには多様なワーク

スタイルが浸透している。一方で製造や物流、営業などの

「現場」は、パソコン等のＩＴ機器設置が後回しになってし

まった。近年、無線インターネットの普及により、スマート

フォンやタブレットなどの携帯端末が、このような現場で

活用されるようになった。

３．５ ③．ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸの営業訪問のﾑﾘ･ﾑﾀﾞ排除

貴金属・レアメタルなどの再生・精錬を行う「アサヒプリテック」

では、廃棄金属回収営業の効率化を目的に、富士通のクラ

ウド型地図情報ソリューション「FUJITSU Enterprise Appli・

cation GIFOCUS（ｼﾞｰｱｲﾌｫｰｶｽ）」を導入した。

基幹システムの顧客情報をもとに、タブレットで地図検索し、

最適訪問ルートを策定することで営業マンの移動のムダを

削減している。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/activesp/17/030600021/?i_cid=nbpitp_siad_try16
0301under&act03
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３．５ ④．広島県商工会の経営指導訪問の効率化

④ 広島県商工会連合会では、県内34地域の商工会が連携し、

富士通ﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用ｸﾗｳﾄﾞ基盤「Cloud Service MobileSUITE」

と、CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ「Business Application CRMate」を組み合

わせた「モバイル経営支援システム」を導入し、経営指導員

の訪問指導を効率化した。

FUJITSU Enterprise Application GIFOCUS（ジーアイフォーカス）
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３．７　レストラン、農業のデジタル化

講演番号　K-25P 日時：2017/03/03　15:00 ～ 15:40

「全産業のデジタル化」ケーススタディ

＜パネリスト＞

トレタ CTO（最高技術責任者）

増井 雄一郎 氏

seak CEO（最高経営責任者）

栗田 紘 氏

http://ac.nikkeibp.co.jp/nmc/factory
/spr/70302/

この数年、「あらゆる産業がデジタル
化する」「ソフトウエアが世界を飲み込
む」と言われており、これまでITの恩
恵を受けていなかった産業でもIT化や
デジタル化が進んでいます。
本セッションでは、飲食業と農業を
ケーススタディとして、多くの現場が抱
える「人手不足」「非効率」「高収益化」
といった課題にどのように取り組んで
いるのか紹介します。
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増井 雄一郎 氏プロフィル

出展　 http://type.jp/et/log/article/moimeshi_015

栗田 紘 氏プロフィル

出展　 https://creww.me/ja/account/紘-栗田

　その後、㈱インタラクティブ・プログラム・ガイドに出向。
ビジネス企画セクション長として新規事業を担当。
Androidアプリケーション　Gガイドモバイルをゼロから立ち
上げ、国内3キャリアでのプリインストールを獲得し、800万
ダウンロードを達成。

　㈱電通に入社。4年半、テレビ朝日のタイム担当として、
ミュージックステーション等のテレビ番組担当(企画からCM
セールスまで)、イベント企画・立ち上げ(60万人動員)、
個人担当分のみで延べ350億円に及ぶメディアバイイング
に従事。
その中で、新規企画の立案と実行、多岐に渡る利害調
整、額の大きいメディア費用の取扱いを経験。

大学時代に起業しWebサイト制作などを行うかたわら、
PukiWikiなどのオープンソース開発にも積極的に参加。
2003年からフリーランスとなり、Webアプリ開発や執筆を
行う、ＩＴエンジニア、一部では「IT芸人」とも呼ばれる。
中島聡氏と共にアプリ開発会社を起業するために2008年
に渡米。iPhone向け写真共有アプリPhotoShareをリリー
ス。2010年に帰国し、アプリSDK『Titanium Mobile』の伝道
師として活動。

2012年9月に退職、FrogApps, Inc（現 
miil Inc）を設立しiOS/Android向けにミ
イルをリリース。

現在は2013年に起業したToreta, Inc.
CTO。趣味はお風呂でコーディング
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トレタは、飲食店を革新するツールを提供する会社です

トレタはフェアなサービスを目指します。

トレタは透明性のある経営を目指します。

出展　 https://toreta.in/jp/initiative

「ゆるい」が「おいしい」をつくる。

出展　 http://seak.asia/index.html

ストレスのないこと。それを「ゆるい」という言葉で表現していま
す。ストレスなく育った野菜「ゆる野菜」、そしてそれを創り出す
未来の農家を生み出す。私たちseakは、これからの農業の仕組
みをつくる農業集団です。

店舗ビジネスでは、その業種・業態や規模によって最適なITツー
ルが異なります。私たちは、店舗さまが最適なツールを利用でき
るよう、可能な限り他のサービスやツールとのオープンな連携を
追求し、豊富な選択肢を提供します。また、店舗さまを不当に自
社サービスに囲い込むようなことは決して行いません。

私たちのサービスに蓄積される情報は、店舗さまにとってきわめ
て重要な経営資源です。そのことを強く認識し、それらは店舗様
の事業の成功のためにのみ活用します。また、その情報は個人
情報保護法などの法令に則り、適切に取り扱います。

私たちは、店舗様に対してつねに誠実かつ真摯に経営に臨みま
す。

店舗様にとって、私たちは、何よりも信頼をいただける企業で
ありたいと考えています。このため、私たちの新しい取り組みや
経営方針などについて、店舗様に対して最大限オープンにして
まいります。また、店舗様からいただく料金についても、一点の
不明瞭さもなく、つねに明快かつ明朗なものであることを心がけ
ます。不透明な料金体系は避け、店舗様に過度な負担を強いる
ようなことは決して行いません。

農業をやるひと、野菜を買うひと、そして、
野菜そのもの。すべてのストレスをなくす
ことが、農業の未来を創るカギになると私
たちは考えています。
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レストラン・食品販売界の曲がり角（経営の限界）

労働集約業界の労働時間と営業時間の長さが、

働き手に過酷な労働を課し、働き手を減らしている。

課題は働き方改革と、付加価値労働生産性向上。

農業経営の問題と課題

農業従事者162万人の40％が、65歳以上の高齢者

1975(s50)年から20年間で、耕作面積は８％減少し、

生産性ベスト４、トマト、ナス、ニンジン、タマネギの

専業農家120万人の75％の平均年収は425万円、

兼業農家180万人の平均年収は327万円と低い。

課題は、新規参入増、リソースの集約、生産性向上、

および経営規模の拡大と、少数精鋭化である。

増井氏のトレタ起業

レストランオーナーの改革希望で、現場業務に従事し、

1.5年で、各種予約データの全てが一過性の紙ベース

で、データベース化が遅れていることに気づいた。

直ちに、業務データのパソコン管理を提案・自らプログ

ラミングを行い、データの蓄積と、分析を開始した。

運用までの苦労

1．従業員のコンピューターアレルギー克服

２．データベース運用価値の認識

３．Food　ＩＴ　イベントの開催などの啓蒙活動
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粟田氏のSeak起業 トマト栽培から始める

新規「農地探し」と「土つくり」に、２，３年

　耕作面積3,000㎡のファーマーが多数であったが、

　１／５の600㎡の耕作地を多数運用するのが最適

施設費はハウスを含め１～２千万円

　ハウス単価600㎡当り500万円　を43%節約

運営安定化までに、２，３年　を体験

　栽培技術に「土壌学」を導入、袋栽培、肥液管理など

　独自の耕作技術を開発し、収益を３５％UP

レストラン業界の10年後

①接客～AIがおすすめメニューを提案

②調理～人間の動作を学ぶロボットによる“調理”

③場～VR（仮想現実）で距離がなくなる“場”

https://www.foods-ch.com/gaishoku/1472704862058/?p=2

農業の未来

トマト栽培　ハウス単価　600㎡当り400万円

総面積　１，５００ｈａ／国内

農業フランチャイズ経営による、管理業務の適正化

ＩｏＴ等の栽培技術の科学的管理実現
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＜出展＞

D:\BSB関係\2017年度\第二創業推進熟\システムプラットフォーム\Vol.98
No.03 192–193　　情報制御システム.pdf

32/36 BSB松村



産業のIoT事例.xlsx 日立_図表 2017/9/15

FACTＯRY 201 7Spring 関西 2017.3.3

33/36 BSB松村



産業のIoT事例.xlsx 日立_図表 2017/9/15

34/36 BSB松村



産業のIoT事例.xlsx 日立_図表 2017/9/15

35/36 BSB松村



産業のIoT事例.xlsx 日立_図表 2017/9/15

36/36 BSB松村


