
若手リーダー

[日 時] 2019年4月～9月 全5回シリーズ
[会 場] 大阪科学技術センター（大阪市西区靭本町1-8-4）
[定 員] 先着36名

リーダー候補 中堅社員

ネクストリーダー育成ワークショップ
「IoT・AI と ものづくり」

仕掛け 育成する能力

・最新技術に関する講義の受講 ・技術のトレンド、事例、知識の習得

・講義内容に関するディスカッション
・少人数グループ（5、6名/グループ）で
テーマに基づくディスカッション

・自分の意見を伝える力
・異業種の参加者の意見を聞くことによる視野の拡大
・ディスカッションを通じて内容のより深い理解

・グループ毎にまとめたアイデアを発表
・発表内容に対する講師、ファシリテータ
からのフィードバック

・技術の利活用等の新アイデアを生み出す柔軟な発想力
・議論した内容をまとめる力・提案力・行動力
・制限時間内に合意形成に導くファシリテーション力
・ポイントを効果的に伝えるためのプレゼンテーション力
・他グループ発表を聞くことによる欠けていた視点の気づき

・交流会の実施 ・講師、異業種企業の参加者との情報交換、人脈形成

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
流
れ

✓ IoTの動向や事例を学び、最新技術の利活用を考えられるようになります

✓ 多様な人を巻き込みながら、新規事業のアイデア出しを数多く経験できます

✓ 異なる考え方を持つ人と議論し、まとめるフローを繰り返し実践することで

✓ 自社の部門間の合意形成などに役立つファシリテーション力を習得できます

第1回（4/17）

「日本の製造業に適した
IoT化と価値づくり」

第2回（5/17）

「１時間で始める Smart  
Factory」

第3回（6/14）

「３Dプリンタがもたらす
ものづくりの変革」

第4回（7/19）

「データサイエンス、AIが変え
る製造バリューチェーンと
新たな価値づくり」

第5回（9/10） 最終発表 （第4回の最後に課題は発表）、審査・表彰ファシリテータ
池田 光穂 氏

[大阪大学 教授]

詳細は次ページをご覧ください

技術と時代の変化に対応し、新しい価値づくりに挑戦する人材を養成する

(一財)大阪科学技術センター
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１．ワークショップの概要

１.１ 実施時期・実施回数・実施場所
[実施時期・回数] 2019年4月～9月に、計5回実施

[実施場所] 大阪科学技術センター会議室 [大阪市西区靱本町1-8-4]

日程・場所 テーマ

第1回
4/17(水) 10:00-19:00

[8F・小ホール]

日本の製造業に適したIoT化と価値づくり

～トレンドを知り、スマート製造を成功させる～

第2回
5/17(金) 13:00-19:00

[404号室]

１時間で始める Smart Factory

～成果の出せる IoT、旧式機械も接続～

第3回
6/14(金) 13:00-19:00

[404号室]

３Ｄプリンターがもたらす変革

～ものづくり・製品・ビジネスの変革、失敗を恐れない文化へ～

第4回
7/19(金) 13:00-19:00

[404号室]

データサイエンス、AIが変える製造バリューチェーンと

新たな価値づくり

第5回
9/10(火) 13:00-19:00

[401号室]

（最終報告会）

与えられたテーマに基づき、グループ毎に発表

１.２ 実施内容
・オリエンテーション（ワークショップの進め方、ファシリテーションの基本等）

・講義（各分野の有識者より最新技術の解説、事例、課題、今後の方向性等をレクチャー）

・グループディスカッション、発表（講義で得た基礎知識と活用事例をふまえ、設定

したテーマ毎にグループディスカッションを行い、意見をまとめて発表）

＊後述の「１.５ 各回のテーマと講師」、「１.６ 各回のスケジュール」も合わせて参照下さい。

１.３ 参加対象者と定員
・対象者：主に若手、中堅社員（自社で参加にふさわしいと思われる方）

・定 員：先着３６名（定員に達し次第〆切）

１.４ 参加費（税抜き）
・賛 助 会 員：１５万円／名

・非賛助会員：２０万円／名

＊参加お申し込み後、請求書を送付いたします。

＊受講者の会場への往復交通費及び交流会参加費(2,000円/回)は、ご負担下さい。

１.５ 各回のテーマと講師
次頁以降を参照  ＊講師との調整により内容が若干変更となる場合があります。
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第
1
回

講義テーマ
「日本の製造業に適したIoT化と価値づくり」

～トレンドを知り、スマート製造を成功させる～」
合同会社コンサランス 代表
中小企業診断士 高安 篤史 氏

（講義概要）
IoT は、価値あるデータを採取し、そのデータを分析することで、業務改

善、付加価値向上に役立てることが重要となる。本講義では、IoT の本質
的な概念やシステム、IoT の導入方法、効率向上にとどまらない、付加価値の高いビジネスモデルの
つくりかた、製造業のサービス化など、日本の製造業に適した IoT 化の要点を説く。
さらに繋がることにより高まるセキュリティリスクへの対応も解説する。

✓ IoT とは何か（構成要素、国内外の動向、）
✓ 現場への IoT 活用事例（AI、ロボット、通信、VR、AR、PF 等）
✓ 製造現場改善事例（ミス防止、リードタイム削減、コスト削減、在庫管理等）
✓ IoT による価値づくり、ビジネスモデルの作り方、製造業のサービス化
✓ 求められるセキュリティマネジメント

第
2
回

講義テーマ
「１時間で始める Smart Factory

～成果の出せる IoT、旧式機械も接続～」

i Smart Technologies (株)
セールスエンジニア 岡田 元輝 氏

（講義概要）

生産現場の改善活動スピードアップを目的として IoT 技術を用いた製造
ラインの遠隔モニタリングシステムを構築、80 ラインで平均 34%の出来高向
上、年 1 億円以上の労務費と 4 億円の設備投資節減など大きな効果を上げるとともに保守的だった
社内風土を大きく変革。その開発経緯や働き方改革も含めた社内改革、他社展開状況、今後のデー
タ活用などについて、具体的な事例も交えながらスマート工場化の要点を説明する。製造ライン遠隔モ
ニタリングサービスは、第七回ものづくり日本大賞特別賞受賞。

✓ 製造ライン遠隔モニタリングサービスとは
✓ 出来高の向上、労務費・設備投資節減を実現したポイント
✓ 社内改革（働き方・企業風土・体制）
✓ 古い機械のＩｏＴ化、運用により大幅な生産性向上を実現した他社事例
✓ 活用の仕方で無限に拡がる「安い・早い・簡単」な IoT 化

～講師略歴～
早稲田大学理工学部卒業後、大手電機メーカーで 20 年以上に渡ってストレージ製品などの組込みソ

フトウェアの開発に携わり、プロジェクトマネージャ/ファームウエア開発部長を歴任。
2012 年 8 月合同会社コンサランス設立、代表に就任。「真に現場で活躍できる人材」育成に大きなこ

だわりを持っている。大規模なスマートファクトリ構築から中小企業の IoT による改善、DFSS（Design for 
Six Sigma）に代表される信頼性管理技術やプロジェクトマネジメント等、現場での豊富な実務経験と改善
の実績があり、実践的に現場に臨む手法やハイスキル人材の育成は各方面より高い評価を得ている。

・中小企業診断士（経済産業大臣登録）
・情報処理技術者（プロジェクトマネージャ、応用情報技術者、セキュリティマネジメント）
・「ETEC（組込み技術者試験）・クラス 2」グレード A
・IoT 検定制度委員会メンバー (委員会主査）

～講師略歴～
愛知大学 経済学部 経済学科卒
トヨタ自動車の Tier１企業である旭鉄工(株)に入社後、製造現場でエンジン用部品やブレーキ部品の

鍛造に従事。ものづくり改革室に異動後は、トヨタ生産方式に則った製造部門における生産工程の調査、
カイゼン活動に携わった後、IoT 技術を用いた生産ラインの遠隔モニタリング、生産性向上を社外活用す
る i Smart Technologies 株式会社に出向。

中堅中小企業をはじめ、多くの企業が抱える生産性向上の課題解決に向け、生産現場の課題抽出、
カイゼン効果を最大化する製造ライン遠隔モニタリング導入、運用支援に多く取り組んでいる。
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第
3
回

講義テーマ
「３Ｄプリンタがもたらす変革

～ものづくり・製品・ビジネスの変革、失敗を恐れない文化へ～」

(株) ストラタシス・ジャパン
営業部  セールスダイレクター 森  道明 氏

（講義概要）
3D プリンティングによる RP、RT および RM：DDM(治工具や最終製品の

直接製造)は、製品そのもの、製造プロセス、ビジネスモデルの 3 つに大き
な変革をもたらしている。従来不可能だったデザインを可能にする自由度の
高さ、金型の概念を大きく変える 3D プリント樹脂型「デジタルモールド」、試作と量産の大きな壁を越
え地続きにするなど、それぞれのシーンによるビジネスモデルの変革などを説くとともに、IoT 化の進む
「スマートものづくり」における今後の可能性について考える。

✓ 進化を続ける３D プリンティング技術の最前線
✓ DDM(部品や製品の直接製造)がもたらす、ものづくり・製品・ビジネスモデルの変革
✓ ３D プリンティングを活用した国内外の画期的な事例とポイント
✓ 失敗を恐れない文化、ラピッドプロトタイピングによるマスカスタマイゼーション対応
✓ これからの DDM の適用と生まれる新たな価値

第
4
回

「データサイエンス、AI が変える
製造バリューチェーンと新たな価値づくり」

日本電気(株) 中央研究所  データサイエンス研究所 主席研究員
産業技術総合研究所 ＮＥＣ-産総研ＡＩ連携研究室 副室長
理化学研究所 理研ＡＩＰ-ＮＥＣ連携センター 副センター長
神戸大学 数理・データサイエンスセンター 客員教授

  森永 聡 氏
（講義概要）

分野を問わず、データサイエンスやＡＩの産業応用においては、一般的に「見える化」「予測」「制御・

最適化」という三つの機能の実装という形をとってきた。製造分野への応用においても、生産現場や

製造物の状況の見える化、製品や用力の需給予測、生産ラインの自動スケジューリングや制御等が

可能となりつつある。本講義では、これら三つの機能の概論および、製造分野への事例を紹介すると

ともに、ＡＩ応用の四つ目の機能として注目を集めつつある「調整・連携」技術と、その社会実装による

次世代製造バリューチェーンの新たな価値づくりについて、今後の可能性を考える。

✓データサイエンス、ＡＩとは
✓ＡＩの産業応用における三つの波 「見える化」「予測」「制御・最適化」
✓「物体指紋認証」「大規模予測」と「予測型意思決定最適化」の活用事例紹介
✓AI 間連携技術による、次世代製造バリューチェーンの新たな価値

～講師略歴～
2018 年 4 月、ストラタシス・ジャパンの営業部セールスダイレクター就任。国内の 3D プリンタビジネス

拡充へ向け、ストラタシス・ジャパンおよび国内販売店のマネジメントに従事。
前職では半導体（デジタル、アナログ）・センサー・コネクター含むエレクトロニクス電子部品業界に長く従

事。半導体商社時代に海外現地法人の立ち上げ（シンガポール、フィリピン、サンディエゴ、シリコンバレー）
に寄与。 アルテラ（現インテル）、ザイリンクス時代には、当初 RP（試作、機能検証用途）にメインとして使
われた FPGA・CLLD 製品を少量多品種生産向け量産プラットフォームや設計から生産に至るトータルリー
ドタイムの短縮の手法、既存デザインの機能補完やアップグレード機能として通信インフラ、計測機器、民
生機器にビジネスの展開を推進。

～講師略歴～
1994 年東京大学大学院工学系研究科修士了。同年ＮＥＣ入社、中央研究所に勤務。1999 年論文

提出により東大大学院博士学位（工学）取得。2000 年～2001 年金融監督庁国際室出向、2005 年～
2008 年金融庁監督局兼務。2016 年～産総研人工知能研究センターを兼務。2017 年～理研革新知
能統合研究センターを兼務。ＮＥＣでは、機械学習・データマイニング・自動推論研究チームのリーダーとし
て、データ分析原理の理論的研究、当該原理に基づき効率よく分析を行うエンジンの開発、そのビジネス
応用を担当。金融監督庁と金融庁では、銀行のリスク規制制度の設計と実施を担当。産総研では NEC-
産総研人工知能連携研究室の副室長、理研では理研 AIP-NEC 連携センターの副センター長として、AI
間連携技術等の研究開発を担当。
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第
5
回

・最終発表
与えられたテーマに基づいてディスカッションし、グループ毎に発表。

各グループ及び企業経営者等を交えた審査、講評を行い、優秀賞、審査員賞等を授与。

また、最後には、本ワークショップに参加した感想を各自が発表。

ファシリテータについて：
池田 光穂 氏（大阪大学 COデザインセンター 副センター長・教授）

最終学歴：大阪大学 大学院医学研究科 博士課程単位取得済退学

職歴：1992.4 東日本学園大学（北海道医療大学）教養部助教授

2002.10 熊本大学 文学部教授（文化表象学）

2005.4 大阪大学 コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）教授

2015.8 大阪大学 CSCD 教授・センター長（～2016.6）

2016.7 大阪大学 CO デザインセンター 副センター長・教授（現在）

専門：中央アメリカの民族誌学と医療人類学。CSCD では、専門的知識をもつ者

ともたない者の間、利害や立場の異なる人々をつなぐコミュニケーションの

回路の構想・設計・実践を目指して、「現場力」をテーマに、「対話重視」で各種取組みを展開。

１.６ 各回の基本的なスケジュール
第１回 実施項目 講師

10:00 オリエンテーション ファシリテータ

11:30 昼食（弁当を事務局で準備） 昼食をとりながら自己紹介

13:00 講義 講師・（ファシリテータ）

15:00 ディスカッション・発表（１） ファシリテータ

16:30 ディスカッション・発表（２） ファシリテータ

18:00 交流会

19:00 終了

第2～4回 実施項目 講師

13:00 講義 講師・（ファシリテータ）

14:30 ディスカッション・発表（１） （講師）・ファシリテータ

16:30 ディスカッション・発表（２） （講師）・ファシリテータ

18:00 交流会

19:00 終了

第５回 実施項目 講師

13:00
最終発表に向けての
グループディスカッション

ファシリテータ

15:00最終発表（プレゼンテーション） ファシリテータ、企業の経営者等

17:30 修了式 修了証、ならびに優秀プレゼン賞授与

18:00 交流会

19:00 終了
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２．お申し込み方法
·別紙の参加申込書に記入の上、事務局あてに、ＥメールもしくはＦＡＸでお送り下さい。

·36名の定員となりますので、お早めにお申込み下さい。
·グループワークの性格上、できるだけ同一の方が５回を通じてご参加ください。

３．募集期間と受講のご連絡
·応募締切り：2019年4月11日（木） ＊定員に達し次第、締め切ります。

·受講の連絡：お申込みを受け取り後、事務局からご連絡いたします。

４．参加申込み先およびお問い合わせ先
一般財団法人 大阪科学技術センター イノベーション推進室（担当：篠崎）

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4

E-mail:innovation@ostec.or.jp FAX番号：06-6131-4754

個人情報の取扱いについて

・本ワークショップへのお申込みにあたり、個人情報保護のため、(一財)大阪科学技術センターが、適切に取り扱います。

・ご記入頂いた個人情報は、本ワークショップの運営・管理等に関するご連絡及び当財団の関連事業等のご案内以外には
使用致しません。個人情報の取扱いは、当財団の「個人情報保護規程」に従って対応いたします。

✓全く携わった事が無かったデータ解析の内容は、弊社のビックデータ活用に貢献できる可能

性があり、今後のスキルUPの為のきっかけを作って頂いたと感じた。

✓ディスカッションを通じて自分の考え方の狭さを認識し、枠を超えた自由大胆な発想を行う

ことの重要性を理解できた。

✓異業種メンバーとのディスカッションで、会社で設計担当の自分が顧客目線でニーズを捉え

られていないことに気付けた。

✓ディスカッションを通じて新しいアイデアが生まれる体験をし、自分で考えるだけでなく、

メンバーの意見を引き出す意識が生まれた。

✓ビックデータ解析を進める事で不良解析が可能となり、将来的に検討しているスマート生産

のイメージを持つ事が出来た。

✓バックグラウンドの異なる他業種からの優秀な参加者から意見を聞くことによる異なる発想

での知識の吸収、視野の拡大ができた。

✓自分の意見のみではなく異業種の方の意見も取り入れ、まとめていくということが、今まで

あまり経験したことがなかったので、勉強になった。

✓「様々な意見を持った人と議論をする」ということに少し慣れたので、ユーザとの打合せで

も、ユーザの意見を最初から否定せずに、聴くことができるようになった。

✓新規取組みの初期段階で、自らが先頭に立って、メンバーを集めディスカッションを行う場

面で、ディスカッションの進め方など、今回の経験が生きた。

✓新しいことをやっていきましょうと音頭を取ることの抵抗がなくなった。

✓堅苦しくなくリラックスした雰囲気で大変良かった。次回も弊社から参加を勧めたい。

受講者の声

＜これまでの参加企業＞  （敬称略・五十音順・参加当時の社名）
大阪ガス/大阪冶金興業/金井重要工業/カネカ/川崎重工業/関西電力/関電システムソリューションズ/
近鉄グループホールディングス/栗本鐵工所/KDC/最上インクス/GS ユアサ/JRC/ジェイテクト/島津ビジネ
スシステムズ/神鋼環境ソリューション/新コスモス電機/親和運輸/住友電気工業/積水インテグレーテッドリ
サーチ/積水化学工業/善友金属/ゼンユー/ソフトウェアエンジニアリング/大日本除虫菊/ダイヘン/太陽刷
子/タカラベルモント/タクマ/竹中工務店/椿本チエイン/TOA/東西化学産業/東洋紡/中尾フイルター工
業/ナルックス/日本カタン/日本触媒/日本ネットワークサポート/日本バルカー工業/パナソニック/日立造
船/富士インパルス/フジキン/古野電気/三ツワフロンテック/村田機械/メタウォーター/モリタ製作所
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ネクストリーダー育成ワークショップ
テーマ：「IoT・AI とものづくり」

参 加 申 込 書

E-Mail:innovation@ostec.or.jp または FAX:06-6131-4754

（大阪科学技術センター イノベーション推進室 篠崎宛）

申込締切日：2019年４月11日（木）まで
【お申し込みにあたっての留意事項】

・原則、全日程へのご参加がお申し込みの条件となります。
・お申し込み後、事務局より簡単な事前アンケートを実施させていただきます。

機関名：

所在地：〒

ＴＥL：（    ）    ―       ＦＡＸ：（    ）    ―   

氏 名 所 属 ・ 役 職 メールアドレス

※ご連絡頂いた個人情報は、本ワークショップの運営・管理等に関するご連絡及び当財団の関連する事業等
のご案内以外には使用致しません。

＊大阪メトロ 四つ橋線「本町駅」28 番出口から徒歩 5 分
＊大阪メトロ 御堂筋線「本町駅」 2 番出口から徒歩 8 分


