工場長・工場運営関係者・製造部門担当者/生産技術・生産管理部門担当者/IT・情報システム部門担当者/
生産現場へのIoT・AIの導入、スマート製造を考えている方など

IoT活用で自社に合った
「スマート製造」実現
のための

２日間集中実践講座
集中的な講義と演習を通じて、範囲が広くて掴みづらいIoTを体系的に理解 するとともに ケース
スタディ および グループ演習と発表 を通じた IoT利活用のポイント と 専門知識の習得、自社に
合ったスマート製造の実現、価値づくり を実践できるようになるための 「２日間集中実践講座」を
実施します。
日時

第１期：2019年6月6日(木)～6月7日(金)
第２期：2020年1月23日(木)～1月24日(金)

講師

＊1期、2期ともに内容は同じ

会場

定員

大阪科学技術センター

(大阪市西区靭本町1-8-4)

7F 701号室

先着30名

プログラム

高安 篤史 氏

下表のとおり
1日目

①IoTの概要
（IoT構成要素/製造業のIoT/第4次産業革命）

（合同会社コンサランス 代表
中小企業診断士）

2日目

⑦製造業のリアルタイムマネジメント
（一気通貫生産／デジタルツイン）

②推進団体／標準化動向（ものづくり関連）

⑧スマート工場（スマート製造）事例：

③製造業でのIoT技術の活用

⑨スマート工場推進の組織体制とマネジメント

（ｾﾝｻ/通信/AI/ﾛﾎﾞｯﾄ/VR/AR/ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ他）

④製造業のIoTセキュリティ
（事例/製造業のIoTセキュリティ）

⑤IoTによる製造現場の改善事例

（組立て／プラント／マスカスタマイゼーション）
（体制／マネジメント／人材育成）
演習３ 「スマート製造による改革演習（事例演習）」

⑩スマート工場（スマート製造）構築テンプレート
演習４ 「スマート工場構築演習（自社工場の改善検討）」

⑪IoTにおける価値創造（ｻｰﾋﾞｽ／ｿﾘｭｰｼｮﾝ展開）

（ﾃﾞｰﾀ価値の進化/新たなﾕｰｻﾞ価値/ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ改革例）
（効率化/品質改善/作業改善/リードタイム短縮等）
演習１ 生産現場の課題をIoT活用で解決する
⑫ビジネスモデル構築のステップ

⑥製造現場の改善テンプレートとは
演習２ テンプレートの活用

（ビジネスモデル構築の4ステップと事例）
演習５ IoTサービスシステムの価値検討
演習６ IoT社会の未来とシステムの創造

【狙い】
IoT を活用したデータ分析、見える化による製造現場の高度化、自動化の実現に向け、IoT 導入
の動きが高まっているが、まずは自社が IoT を推進する目的を明確化することが重要になる。
（主に以下３分類）
①製造現場の課題を IoT 活用により解決する。
②第４次産業革命の本質を理解し、スマート製造を実現する。
③IoT による新たなサービス／ソリューションやビジネスモデルの構築を通じてバリューチ
ェーンを拡大する。
次に、自社に最適な IoT 化を進めるために、IoT 技術に関する専門知識の習得が必要になる。
そこで本講座は、集中的な講義と演習を通じて、範囲が広くて掴みづらい IoT を体系的に理解
するとともに、その活用に必要な技術や専門知識を、ケーススタディおよびグループディスカッ
ションと発表の演習により習得し、自社に合ったスマート製造の実現による効率化、価値づくり
を実践できるようになることを狙いとする。

【日時】第 1 期：2019 年 6 月 6 日（木）〜 7 日（金） 10：00〜17：00

[1 日目は終了後に交流会]
第 2 期：2020 年 1 月 23 日（木）〜24 日（金） 10：00〜17：00 [1 日目は終了後に交流会]
＊①、②ともに内容は同じです。

【会場】大阪科学技術センター会議室（大阪市西区靭本町 1‑8‑4）
【対象】・工場長、工場運営関係者、製造部門担当者
・生産技術、生産管理部門担当者
・IT・情報システム部門担当者
・生産現場に IoT／AI 導入を考えている方
・スマート製造を目指している方など

【講師】高安 篤史 氏（合同会社コンサランス 代表、中小企業診断士）
【プログラム】
（１日目）
①IoT の概要（製造業に関連する内容）
（IoT とは？／IoT の構成要素／製造業における IoT／第四次産業革命）
②推進団体／標準化動向（ものづくり関連）
（各国の IoT の取り組み／日本の推進団体／標準化動向）
③製造業での IoT 技術の活用
（センサ／通信／VR(仮想現実) ／AR(拡張現実)／IoT プラットフォーム／AI／ロボット他）
④製造業の IoT セキュリティ
（製造業の IoT セキュリティ問題事例／製造業の IoT セキュリティ）
⑤IoT による製造現場の改善事例（効率化／品質改善／作業改善／リードタイム短縮など）
演習１ 生産現場の課題を IoT 活用にて解決する演習
（個人検討／グループディスカッション／グループ発表）
⑥製造現場の改善テンプレートとは
演習２ テンプレートの活用演習
（個人検討／グループディスカッション／グループ発表）
〜交流会〜

（２日目）
⑦製造業のリアルタイムマネジメント
（一気通貫生産／デジタルツイン）
⑧スマート工場（スマート製造）
（スマート工場の事例：組立て工場／化学プラント／マスカスタマイゼーション）
⑨スマート工場推進の組織体制とマネジメント
（IoT 推進の組織体制／マネジメント／人材育成）
演習３ 「スマート製造による改革演習（事例演習）」
（個人検討／グループディスカッション／グループ発表）
⑩スマート工場（スマート製造）構築テンプレート
演習４ 「スマート工場構築演習（自社工場の改善検討）」
⑪IoT における価値創造（サービス／ソリューション展開）
（データ価値の進化／IoT 時代のユーザ価値／バリューチェーン改革事例）
⑫ビジネスモデル構築のステップ
（ビジネスモデル構築の 4 ステップと事例）
演習５ IoT サービスシステムの価値検討
（IoT サービス事例を元に、問題点を検討/議論）
演習６ IoT 社会の未来とシステムの創造
（IoT 社会と IoT システムのブレーンストーミング）

【定

員】先着３０名

【参加費】(税抜)
賛 助 会 員： 90,000 円／名
非賛助会員：135,000 円／名
＊参加費には、テキスト代、昼食代、飲物代が含まれています。

【講師】
高安

篤史 氏（合同会社コンサランス 代表、中小企業診断士）

〜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」の育成に大きなこだわりを持っている。大手企業の大規模なスマ
ート工場構築から中小企業の IoT 活用による製造現場改善、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まで、現場での豊富な実務経験と改善の実績が
あり、その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）

【IoT 活用で自社に合った「スマート製造」実現のための
２日間集中実践講座】
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５月３０日（木）まで
該当する方を〇で囲んで下さい。

・第 1 期（2019 年 6 月 6 日～7 日）に参加します
・第 2 期（2020 年 1 月 23 日～24 日）に参加します

機関名：
所在地：〒
ＴＥL：
（

氏

）

名

―

所

ＦＡＸ：
（

属 ・ 役 職

）

―

メールアドレス

※ご連絡頂いた個人情報は、本事業の運営・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。

