
製造業



日本標準産業分類を基準とし区別しております。

課 題

現 状
現在、日本の製造業は「人材不足」「ICT活用」「技術継承」という3つ
の課題に直面している。少子高齢化による労働人口減少に伴い、労働力
の確保が難しくなっており、他国に比べてICT活用が遅れていることに
よる競争力の低下も問題視されている。

2020年1-3月期の実質GDP（※1）成長率は民間消費のマイナス寄与により、
2四半期連続のマイナス成長。製造業の業績は新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて売上高・営業利益の足下の水準、今後の見通しともに弱さが
見られる。

全国取組事例と将来像

（※2）EDIとは、商取引に関する情報などのビジネス文書を、専用回線や通信回線を通じて、企業間でやり取りする仕組みのこと。

（※1）GDPとは、国内で新たに生み出されたモノやサービス、「付加価値」の合計。
※「財務省_法人企業統計」参照

営業利益の推移（製造業）
（2019年の我が国製造業の営業利益は対前年比で縮小）

①製造現場の「可視化」 ②製造現場の機械設備のIoT化

③製品やサービスのIoT化 ④サプライチェーンでのEDI（※2）導入 ⑤設計分野等に3DCAD導入

客先に納品した製品の保守点検や部
品交換時期をタイムリーに提供

設計や製造の現場にある図面や手書き
データなど非構造データを構造データに
変換し、デジタル化

設備の作業分散や生産性向上遠隔操作と
監視

業務プロセスを見直す取組

生産計画の立案から在庫管理など、ものづくり
情報の幅広い内容を管理

ものづくり企業の将来像
初期コストが安く専門知識の不要な

クラウドシステム利用

※「一般社団法人持続可能なモノづくり・人づくり支援協会 HP等」参照

調査結果：製造業（国内の現状、課題、将来像、取組事例）

国内の取組事例

導入経緯

導入効果

PPES

※「トヨタ自動車株式会社 HP等」参照

車載用角形電池事業（PPES）

トヨタとパナソニックは2020年4月1日に、合弁会社「プライム プラネット エナジー&ソ
リューションズ」（以下、PPES）を設立した。PPESは、ハイブリッド車および電気自動車
（EV）用の角型リチウムイオン電池の開発、製造、販売を手がけるほか、全固体電池や、そ
れ以外の車載用次世代バッテリーの開発や生産なども事業内容としている。
生産拠点は、国内は兵庫県加西市と姫路市、淡路島の洲本市と淡路市東浦、中国の大連の5
カ所で、ここに、今回発表した徳島県松茂町の生産ラインが加わる。生産拠点には、もとも
と三洋電機が電池生産をしていた工場も含まれている。

これからの社会において、電池は自動車をはじめとする様々なモビリティにエネルギーを供
給するための、また各種の環境問題解決のためのソリューションとして、人々の暮らしを支
える中心的な役割を果たすものと考え、共同で開発に乗り出した。

既に生産を開始していて、PPESの広報担当者によればバッテリーの供給先はトヨタに限らな
いそうが、どこに出しているかは非公表。

概 要



県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（1）自治体と連携した『地域IoTプラットホーム』の構築

取組を始めた背景：
システムの構築までは人力によるチェックで賄っていたが、生産効率の向
上を目的に自動で管理できる仕組みを構築したいと考えるようになった。

効果（成果）と今後の課題：
導入前と比較し明らかに事務負担・身体的負担の軽減や業務の効率化、生
産性向上が見受けられた。

一方、ICT利活用が進まない課題として、大手のみ先進技術が進んでいる
状況。昔ながらの酒蔵では興味はあるものの知識や資金の不足で導入に足
踏みしているところも多い。

最先端！工場IoT

事業者：＊＊＊＊株式会社（宮崎県＊＊＊＊）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
製造工程の各所にセンサーを取り付け、原材料や原酒の貯蔵量、出荷量、温
度等を自動で管理できるシステムの構築。

（システムの特徴）
①原材料の貯蔵量もリアルタイムで把握できる
原材料の貯蔵量もリアルタイムで把握できるため、必要な量のみ発注が可
能。

②自動管理
現在のシステムは全て各製造部門ごとで独立して構築されているため、今
後は統合し一元管理を検討。

R2



県内取組事例

ICT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（2）製作工程を画面でみえる化

取組を始めた背景：
40年以上にわたって大型航空機用の各種内装品を手掛けてきたが、高級
シートに関しては、なかなか参入の機会がなかった。状況に変化がみられ
たのは、ハイクラスのエアラインとして知られるシンガポール航空から急
ぎの案件を打診されたことがきっかけ。
進捗管理が難しいシート製作を見える化する必要があるため、本システム
導入に至る。

効果（成果）と今後の課題：
進捗管理をデータ化したため、遅れている工程等のフォロー等が可能に
なった。
一方、求められる物が常に変化していくこの業界で、システム自体も柔
軟に対応できるのか、今後の課題である。

航空機シート分野への挑戦状！

事業者：株式会社＊＊＊＊（宮崎県＊＊＊＊）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
ビジネスクラスとファーストクラスは機内でも特別な空間。
そこで用いられる高級シートはまさにその主役ともいうべき存在であり、安
全性や耐久性が高レベルで確保されているのは勿論のこと、デザイン、素材、
座り心地、使いやすさからギャザー（革シートのシワ）の寄せ方に至るまで、
エアラインそれぞれのこだわりが集中するプロダクトである。
組立作業は全て手作業であるため、品質向上や進捗管理が難しいシート製作
を見える化するため、本システムを導入。

（主な取組）
①進捗の一元管理
組立作業が全て手作業であるため、進捗にばらつきが出る。そのため、
全ての製作状況をシステムで把握し、納期の遅れなどを瞬時に判断。

②品質の向上
不備や欠陥を見える化し、納期内納入や品質向上につなげる。

③労働生産性の向上
全ての工程を把握することができるため、
納入先とのコミュニケーションが円滑化し、
足りない工程に人をあてることが可能となるなど
生産性の向上につながっている。

R2



県内取組事例

ロボット

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（3）真空ポンプ製造業を含む製造業における県内初のスマートファクトリーモデルの実現

複数の先端ICTを組み合わせたこれまでに無いスマートファクトリーのモデルの実現

R3

IoT

取組を始めた背景：
人と時間の依存度の高かった生産工程を可能な限りDX化し、
従業員の働き方改革をもたらし、New Normal時代への幕開けとしていく。

効果（成果）と今後の課題：
センシング(IoT)技術による見える化、ロボットによる無人化、独自アルゴ
リズムによる画像処理など、複数の先端ICTを組み合わせたこれまでに無
いスマートファクトリーのモデルの実現をした。
最終的には宮崎の最先端工場から世界一流を目指す。

事業者：アルバック機工株式会社（宮崎県西都市）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
・世界一流の真空ポンプメーカーを目指している本事業者では宮崎工場のス
マートファクトリーの実現に向けて、2021年3月にチームを立ち上げて
DX(DX：Digital Transformation)活動を開始した。

・これまで生産現場にIoTの設置、県工業技術センターなどとの共同研究、
様々なデータをインターネット経由でシステムに繋げて生産状況を可視化
する取組など、一定の取組は行っている。

・これらの取組はもちろんのこと、本事業では県内初のスマートファクト
リーを実現すべく、更なる工場生産力の見える化、ロボット等による現場
の無人化、独自AIアルゴリズムの構築などを実施する。

〈主な取組〉
・センシング技術を活用した更なる工場生産力の見える化
・既存ロボットをアレンジしたピッキングロボットによる生産現場の無人
・AIカメラの画像処理技術（新しいアルゴリズムを開発）
・上記をつなぐ独自のネットワーク環境構築
・データ蓄積と解析の為のサーバー関連機器およびソフトウェア(AI) 

※「宮崎県HP 令和3年度先端ICT社会実装事業費補助事業に係る事例紹介」参照



県内取組事例
宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（4） AI機能搭載の次世代インライン自動検査装置導入

製造業全般における「ＡＩの目」によるモデルの実現

R3

IoT

事業者：株式会社サニー・シーリング（宮崎県都城市）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
・主要顧客である半導体、電子部品、車載、医療関連メーカー向け製品の
印刷工程にて不具合が発生しても、現状では管理者や生産技術部隊など
がリアルタイムに対処、支援することが難しいため、ネットワーク上で
随時、監視・支援できる仕組みに加え、AI画像分析機能を搭載した画像
検査装置を印刷機に組み込む「インライン検査システム」の導入を実施。

〈主な取組〉
Ⅰ.品質確認・検出作業のスキルレス化＆省人化
Ⅱ.品質データ蓄積→傾向分析→印刷良品率のアップ

※「宮崎県HP 令和3年度先端ICT社会実装事業費補助事業に係る事例紹介」参照

取組を始めた背景：
主要顧客である半導体、電子部品、車載、医療関連メーカー向け製品は、
極めて高い品質と精度が求められ、不良品の検知が製造業全般の課題と
なっていた。
また、印刷オペレータが入念に事前確認を行い、印刷中は目視で確認・検
出を行ったのち、後工程（オフライン）で検査員が画像検査装置にて全数
検査を行うことで不良を排除して品質を維持していたが、分速40mを超える
印刷中の目視確認には限界があったため。

効果（成果）と今後の課題：
製造業全般の課題である人手不足解消にもつながる不良品の高速検知を
実現するAI搭載インライン自動検査の実現。扱う航空機、医療などの高品
質製品で実現可能となると他の分野の展開にも寄与されるなど製造業全般
における「ＡＩの目」によるモデルを実現した。



県内取組事例
宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（5） AJS延岡ショールーム（i-cross）開設の狙いと活用方法

【延岡駅建屋内】製造現場のDX・IT化の相談室がオープン！

R3

IoT

事業者：AJS株式会社（宮崎県延岡市）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
DXを実際に進める時に「どこから手を付けようか？」や「世の中にはどん
な便利なツールがあるのか」、また「他社の事例が知りたい」といった共
通の悩みにぶつかったら・・・
延岡駅建屋内というとても便利な場所に、気軽な相談場所を開設！

＜主な取組＞
①最新IT・DX機器の実機体験
製造業の現場で使える最新のデジタル機器を実際に体験することが可能。
・リモートワーク・ペーパーレス・VR等を展示中。

②プロジェクター映像の活用
エントランスには120インチ超の
大画面プロジェクターを毎日上映。
地元企業の紹介ビデオを延岡駅や
エンクロス利用者にPRしています。
※地元企業の皆様は無料で活用可能

※「AJSのソリューション・
サービス検索サイト」

参照

取組を始めた背景：
TISインテックグループのAJS株式会社は1987年、総合科学メーカーの旭化成
から情報システム会社として独立。以来、製造業を中心に「現場」を支える
ITから、デジタル経営の根幹となるシステム開発まで幅広く、お客様の成長
に貢献してきた。第4次産業革命といわれるデジタルの波が全ての企業に及
んでおり、大部分の方がデジタルを活用した事業改革（DX）が急務だと感じ
ている中、長年培ってきた知識や経験を役立てていただける場所として、延
岡駅建屋内にショールーム（i-cross）を開設する運びとなった。

効果（成果）と今後の課題：
開設以来（2021年3月）、相談に立ち寄っていただいた方は数百人となり、
また10を超える地元企業や地元高校の紹介ビデオ上映を通じて、ショール
ーム活用の輪が徐々に広がってきた。
延岡駅は西口再開発ビルがまもなくオープンし、旭化成グループをはじめと
した地元企業（特にIT分野に強みを持つ企業）が集結する。
それぞれの企業の強みを生かした賑わいづくりや、IT情報発信拠点としての発
展に微力ながら貢献できるようにしていく。



県内取組事例
宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県内取組事例 調査結果）

（6） IoTセンサーを用いたアラートシステムの導入

製造における、「品質」「設備」管理の強化を実現

R3

IoT

事業者：吉玉精鍍株株式会社（宮崎県延岡市）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
異常が発生した際には迅速な対応が必要となる製造現場における管理を、
IoT技術を用いて解決した。

＜主な取組＞
①純水装置の異常アラートをLINE通知

②ボイラーの稼働状況遠隔監視システム

※「吉玉精鍍株株式会社HP」参照

異常を検知した際、管理担当者の
スマートフォンへLINEで通知

電流センサー

取組を始めた背景：
製造におけるICTの重点取組みとして、「品質管理の強化」「設備管理の

強化」「原価管理の強化」が必要であり、まずは工場で困っているテーマ
を解決させるための手段として技術の導入を検討することにした。

効果（成果）と今後の課題：
①純水装置の異常アラートをLINE通知
純水の基準値を外れた際に、管理担当者のスマートフォンへ通知される
ようになったことで、異常時の対応をスピーディに行えるようになった。

②ボイラーの稼働状況遠隔監視システム
監視体制を構築できたことで、ボイラー故障による生産の遅れ、ロス
の防止につなげることに成功した。



県外取組事例
県外の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県外取組事例 調査結果）

（7）バーコードによる各種情報の自動入力の仕組みを導入

IoTを用いた新しい業務プロセスの導出

R3

IoT

取組を始めた背景：
紙ベースでの製造管理業務は、過去の関連書類も探し出す作業を含む無駄
な段取り時間発生が問題であった。更に、様々な要因による人的ミス、資
材の浪費、情報再利用の困難性等々、多岐に亘る問題が内包していた。

効果（成果）と今後の課題：
従来手作業で実施していた作業の劇的改善効果を達成できた。更にこれら
様々な生産情報間のシステム連携により、個別原価管理が可能となった。
これに伴い各々の製造工程での課題があぶり出され、更なる作業改善のた
めの情報収集が可能となった。（データ活用）

事業者：株式会社エヌエスケーエコーマーク（東京都新宿区）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
IoTを用いた新しい業務プロセスの導出
・顧客要求事項を取りまとめた紙文書を用いた製造から、各製造工程のデー
タ化（バーコード利用）、自動入力を取り入れた。

＜主な取組＞
デジタル化の第一歩として、各工程でのバーコードによる各種情報の自動入
力の仕組みを導入。集計される様々なデータを進捗管理システムと連動させ
た。また各工程のリードタイムが自動計測できるようにも工夫した。
LAN敷設とこれに伴うデジタル環境整備で、各工程の作業がタブレット端末
操作により一連の情報としてそれぞれの製造現場でシームレスに管理できる
ようになった。また大型モニターの導入により全体工程がリアルタイムに視
認できるよう工夫をした。

※「公益財団法人東京都中小企業振興公社HP」参照 ※「公益財団法人東京都中小企業振興公社HP」参照

バーコード入力によるデータ化の実現



県外取組事例
県外の取組事例を紹介します。

調査結果：製造業（県外取組事例 調査結果）

（7）社内サーバーのクラウド移行

CAD/CAM を含む 10 台の社内サーバーを AWS に全面移行

R3

IoT

取組を始めた背景：
社内から物理サーバーを一掃することがオンプレミス環境で発生するコスト
と運用負荷の軽減が可能になることを知り、 AWSの利用はトライアンドエ
ラー出来る環境にあることから、中堅中小企業ならではの導入決断スピード
により移行を開始した。

効果（成果）と今後の課題：
サーバーの保守運用は他業務と兼務する1名のみで行っていたが、AWSへの
全面移行により TCO の大幅な削減に成功した。
今後はAmazon WorkSpacesによるクライアント PC のクラウド化、ビッグ
データ分析に向けて BI ツールの Amazon QuickSightへの移行を検討している。

事業者： （大阪府高石市）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
CAD/CAM を含むほぼすべてのシステムをクラウドサーバーへ移行

〈主な取組〉
社内システムのクラウド移行に際しては、すでに AWS での稼働実績があっ
たBI ツールからスタートし、2013 年 9 月に完了。その後は生産管理システ
ム、販売管理システム、建材管理システムなどの移行に着手し、2018 年に
溶断用の CAD/CAMシステムも含め予定していたすべてのシステム移行を実
施した。

※「AWS導入事例」参照
※「AWS導入事例」参照


