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会 期 2017年10月11日～10月13日
会 場 東京ビッグサイト

報告者

１． 参加日時

２０１７／１０／１１ １０：００～１２：００

２． 開催規模

2016年3月

の拡大

九州

松村 勝己

３社

2016年10月 名古屋 １０社
2017年3月

大阪

１００社

2017年10月 東京

３００社
61ﾌﾞｰｽ

６９社

グーグル、クラウド&OSS他２２社

12

２４社

・Ｓｅｃｕｒｉｔｙ２０１７

ウォッチガードテクノロジー他２２社

27

２３社

・ＩｏＴＪａｐａｎ２０１７

パナソニック、宇部情報他４３社

32

４５社

・Ｆａｃｔｏｒｙ２０１７

東芝、横河電機、トビー他１７社

24

２０社

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾍﾙｽ2017ＤＡＹＳ弘前大学、三菱メディシス他３２社

24

３４社

・ビジネスＡＩ2018

NTT、日立他１８社、

19

２０社

・ビジネスＶＲ2017

日本ＭＳ、富士通他１３社

14

１５社

・働き方改革2017

パナソニック、VAIO、コニカ他３０社

33

３３社

・ＦｉｎTcch2017

ソフトバンク他４社

5

５社

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ2017 日経BP他３社

4

４社

・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄJAPAN2017 日立、京セラ他１２社

13

１４社

268

３０６社

・ＩＴｐｒｏEXPO２０１７

日経BP、JBCC、他６７社

・CｌｏｕｄDays２０１７

合計
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３． 最新情報
3.１ 日本マイクロソフト社の中小企業のＩＴパートナー支援
パートナー法人
の事業

ＭＳ社の支援活動

BuildGo-toSellwith
Market
with
ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ
市場
・ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
支援
ｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾆｰｽﾞの
・運用管理ｻｰﾋﾞｽ&保守 課題 成果の公告 理解と
解決
と
ｿﾘｭｰｼｮ
新案件創出 ﾝ販売
・販売ﾁｬﾈﾙ
・ISV&アプリ開発

ユーザーの要求
・業種別
・職種別
・働き方
・新規事業

テクノロジー・アーキテクト
プログラムとインセンティブ
経産省産業構造ビジョン(2016.4.27）の、中小企業のＩＴ化戦略
2．ＩＴ専門家やスマートものづくり応援隊による支援体制強化 に対する、
民間の組織改革第一号。今後国内の大手ＩＴ企業にも広がることを期待する。
マイクロソフト社が、AZUREなどのシステムプラットフォームを使って、大手で
進行しているスマート工場改革に取り組んだノウハウを、企業のパートナー
法人に提供する組織を設置し、地域の中小ＩＴ企業の事業を支援するもの。
地域のＩＴ企業に、備後の第二創業を推進するパートナー企業となる戦略を
考えてもらいたい。
（フィッツ㈱と、機械加工のアグサメタルのパートナー企業契約を11/1提案）
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3.2 パナソニックの幅広い分野の、「働き方支援サービス」提案
パナソニック ソリューション テクノロジー㈱
①～⑪はカタログシート順
①． 働き方変革、現場業務変革

Ｉｎｓｉｇｈｔ ｐ２，３

適正な労務管理＆生産性向上

ＰＣの使用時間と、利用アプりを
2018.2発売
可視化

快適なモバイルＰＣ操作環境

ソフトウエア型ＶＰＮサービス

2018.2発売

社員のストレス・健康管理

ストレスチェックサービス

発売日未定

モバイルＰＣの情報セキュリティ HDD/SSD遠隔データ消去サー 販売/サービ
対策
ビス
ス中
業界・業種別ソリューション

Ｉｎｓｉｇｈｔ ｐ４，５

3.2.1 テレワーク・モバイルワーク 情報共有による不便・時差を解消
3.2.2 オフィス

共創・協働を促進する風土・空間づくり

3.2.3 R&D

企業秘密の戦略的活用と徹底防御

3.2.4 健康経営

業務遂行不調者を出さない・増やさない

3.2.5 製造

工程の見える化、熟練技能の継承による
生産性・品質向上

3.2.6 建設

設備建設からライフサイクル寿命までの
管理・運用最適化

3.2.7 物流・運輸

モノの管理・移動コスト・作業負荷の最適化

４つのソリューションコア

Ｉｎｓｉｇｈｔ ｐ６，７

(1)． ＡＩ／Analytics 製造・点検・設備診断、異常予測
(2)． ＩｏＴ

稼働情報、作業情報、位置情報 ＩｏＴプラットフォーム

(3)． ＢＰＯ

企業の情報システム・管理部門を
クラウドセンターで、代行

(4)． ＩＣＴ

業務アプリケーション、システム・インテグレーション、
ＩＣＴ基盤

②．

働き方改革支援サービス
「モバイルワーク、在宅ワーク、オフィスワーク」サービス

③．

顧客とのコミュニケーションを通じて、常に進化を続ける
PC 「レッツノート」

④．

お客様と一緒に、明日をつくるクラウド
（環境構築、移行、運用・監視、サポート）サービス

⑤． かんたん、はじめる、データ分析 プラットフォーム 「スタートパック」
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⑥． 頑丈タブレット・PC 総合カタログ 「TOUGHPACK」「TOUGHBOOK」他
⑦． 小さく始めるICT 生産現場向け 「設備データ 見える化ソリューション」
⑧．

赤外線カメラによる、
遠隔温度センシングソリューション（電力・鉄道業界向け）

⑨．

３Dカメラモジュールによる、
空間採寸ソリューション（電力・道路・土木業界向け）

⑨． ３Dカメラモジュールによる、空間採寸ソリューション（物流業界向け）
⑩． QRコード付き”スマート金型”による今時棚卸術
⑪． スマホで簡単に棚卸し、設備・資産管理ソリューション（産業用）

福山で展示会開催
システムソリューション展 2017ｉｎ福山 11/10 10:00～17:00
ビジネス経営者にとって、世の中のＩＴ技術レベルを目で見て確認出来た内容
であった。
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Catalog、では、
①．物流、製造、流通、金融、教育、警察、道路、自治体、交通、放送・通信、
エネルギー など、業界別ソリューション
②．ＩｏＴ／ＡＩ、クラウド、運用サポート など、ＩｏＴ活用サービス
③．セキュリティ、エンターテイメント、コミュニケーション など、
システムプロダクツ
④．設計・開発、検証・診断 など、テクニカルスペシャリティ
⑤．デジタルカメラ、ディアスプレイ、ＡＶセキュリティ機器 など、
プロダクツ／デバイス

3.3 宇部興産の工場スマート化技術支援
データ収集・見える化・データ分析ソリューション
宇部ケミカル工場の実用開発実績ノウハウで、
企業のエッジコンピューティングシステム構築を支援
ＬＡＮ／ＷＡＮ以下のシステム構築について、
ユーザーのＩＴパートナー企業を支援する
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3.４ SORACOM が、ＩｏＴ経営支援サービスを、７０００社に拡大
セルラーやＬＰＷＡなどの無線通信と、クラウドで、
ＩｏＴ通信プラットフォームソリューションを提供
導入事例

ダイードードリンコの自販機管理
旭硝子の工場における作業動態を分析・可視化
大阪ガスの電気・ガス消費状況の見える化と、異常監視
積水化学工業 下水熱利用システムのモニタリング
日置電機 消費電力をSIMカードで、遠隔収集
WHILL（パーソナルモビリティ）のモニタリング
十勝バスのバス運行位置表示と乗換案内
ニコン・トリンプルの測量データを、建機に送信、施工効率向上
東急ハンズ 店舗運営情報共有
ケイズデザインラボ 切削加工機への３Dデータ配信

ＩｏＴ実践トレーニングセミナーを、３ヶ月で６－７回開催

3.5 横河電機㈱が、エッジコンピューティングのプラットフォーム発表
ｅ－ＲＴ３ Plus

組み込み機器とLinux標準ディストリビューションを
融合するシステム

ServAir

アフターサービス基幹業務ソリューション

ユーザーのＳＩパートナー企業の支援相談は未だ考えていないが、対応したい。

3.6 トビー・テクノロジー㈱が、
アイトラッキング（視線計測）のソリューションを発表。
ベテラン／熟練者の「無意識」を、可視化することで、技術の伝承はもとより、
品質向上、生産性向上、安全性向上に役立つノウハウを提供。
どこを見ているかを、追跡するウエアラブル（メガネ型）アイトラッキングシステム
Ｇｌａｓｓｅｓ２
第３者の眼で、どこを見ているかを、追跡するアイトラッカー
「トビープロX3-120」他
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ユーザーのアイトラッキング調査・分析をを、視線計測
の専門家が支援する事業

［ アイトラッキング導入で、下記の課題を解決！！］
◆ 目視検査による不良率を下げたい

◆ 教育期間を短縮したい

◆ 点検での見落としを防ぎ、事故を防止したい
◆ 製品の使い勝手を調べ、自動化に向けた生産効率を向上させたい
◆ 商品パッケージがどう見られいてるの知りたい
◆ WEB、スマホサイトを使い易くし、宣伝物の効果を上げたい
◆ 売り場や棚割りがどう見られているのか知りたい
◆ ブランディング効果を知りたい

◆ 業務の個人差を無くしたい

◆ AIをマーケティングに活用したい

◆ マーケティングにVRを使いたい

◆ 物販サイトの離脱率を下げたい、コンバージョン率を挙げたい
など・・・・・

3.7 Ｃｈａｔｗｏｒｋ㈱で、文書／文言メールによる交信時間を合理化
音声交信（チャットワーク）で、１日１．２６時間／人の、合理化達成事例を報告。
コミュニケーションにおける働き方を見直すことで、無駄な文章作成を合理化。
◆ ビジネスユーザーに直接アプローチする、「ChatWork広告」
◆ 手軽に見つかる、あなたの会社の助成金「ChatWork助成金診断」
◆ ビジネスが加速する「クラウド会議室」
◆本当にやるべき業務に集中できる、「ChatWorkアシスタント」
導入事例 １． 東洋アルミニウム㈱
時間外労働減少、会議時間と回数半減
導入事例 ２． 常盤興産㈱ リゾート施設のスタッフ間の情報共有を促進
1.26時間/人日、２万５千時間/月の
生産性向上

導入事例 ３． ㈱サイバーエージェント

導入事例 ４． ㈱関通 メールの見落としが減り、確認時間が１／３に減る
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