
ＩＴものづくりブリッジ人材(Aタイプ)育成トライアル

開催報告 付録資料 ～ トライアル実施レポート ～

【トライアル実施期間】 令和2年10月10日 ～ 12月12日（毎週土曜開催）

中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課



トライアル開催報告概要（開講スケジュール）(参考)

※今回トライアルは予算規模や受講者層の親和性を踏まえ、中部知的財産戦略推進計
画に基づく初級者向け知財研修との同時開催となったため、演習回以外の４限目には
生産技術系部署に関連深い営業秘密管理に関する(カリキュラムには無い)座学講義
を追加実施した。
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トライアル開催報告（10月10日_第1回開催状況 ）

１時限目 オリエンテーション 9:15～10:15 ※60min

講義のねらい
本講座のコンセプトについて受講者の共通理解を深め、目指すべき人物像、役割について、明確なイメージを持つ。

受講後の社内実践に向け、ＩＴ化推進の必要性と障壁について理解しブリッジ人材としての覚悟を醸成する。

実施内容

講義配信 『本トライアルの目的と概要』
・東海地域の成長戦略における政策テーマ「ＩＴものづくりブリッジ人材育成」の説明
・これまでのＩＴものづくりブリッジ人材育成に係る地域の取組と本トライアル事業の位置づけ、実施意図
・本研修プログラムにより育成を目指すＩＴものづくりブリッジ人材像と想定される活躍シーン、工程改善への活用方法例
・ＩＴものづくりブリッジ人材に必要とされるスキルと、本研修プログラムの構成についての概要

2時限目 生産工程の把握 10:30～12:30 ※120min

講義のねらい

以降の講義受講・将来の工程改善活動に先立ち、生産管理・工程改善に係る必要 低限の基礎知識について座学で学ぶ。

ここまで概念的な話題であったところから身近（生産現場）な話題に切り替え、現実的・実践的な学習機会である旨、徐々に印象付ける。
（第１回２限目と第２回１～３限目と併せてのねらいとした。なお、本トライアル開講前の段階で、自社の工程改善活動に関するアンケー

トを実施し、自社の工程改善の現状を振り返らせる機会を設けた。）

実施内容

講義配信 『生産工程の把握』
・工場・工程管理の基本的概念と、製造におけるＩｏＴ化・データ活用の目的について
・自動化・ロボット化・情報システム化の成功現場の特徴と導入に当たっての問題点・対策案についての考察
・管理・運用を容易にするための各生産環境整備に関する解説（５S、３ムの排除、整流、作業・実績の見える化、流動数曲線）
・工程分析の方法と活用事例紹介（フロープロセスチャート、ECRS、５W１H、Do and Check法、連合作業分析に関する各解説と生産

現場における、ロボット、カラクリ、IoT等を用いた課題解決事例の紹介）

３時限目 ムリムダの発見活動 13:30～15:00 ※90min

講義のねらい

座学で学んだ理論について、忘れる前に実際に手を動かし、知識の活用体験を得ることで知識定着を図る。

理論的な座学講義により、難しい印象を与えてしまった受講生にも工程改善活動を簡易な作業へ置き換えることで身近に感じてもらう。

自身提案の工程改善策に対し専門家からダメ出しを受けることで、以降グループ演習等で独善的な主張をし過ぎないよう、他者観点・客観
的意見を受け入れるマインドを醸成する。

実施内容

個人演習(課題説明、途中ヒント等配信)『工程・作業分析による工程改善案とICT・IoTシステム案の策定』
・「案内状の封入・ラベル張り作業※」動画を題材に、この作業をより効率的に行うための改善方策案を検討する演習を実施。講義コマ内

で作業時間は設けつつも、回答は後日提出の宿題とした。
・演習時間を考慮し、一連の作業を動作レベルで分解・所要時間を記載した一覧表「作業分解表」を提供。また、むやみに架空の自動機ア

イデア出しが始まる等がないよう、「三つ折り機」「封筒印刷機」を使う前提とし、課題・ボトルネックの抽出や、機器レイアウト・搬
送・治具のアイデア出しに論点が集中するよう誘導。

※Ａ４紙を三つ折りし長型封筒に封入、ベロ部にスティックのりを塗布て閉じ宛名ラベルを貼る。数十個分全数行った後、糊付け状況を全数確認し、整列する作業。
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トライアル開催報告（10月17日_第2回開催状況 ）

１、２時限目 生産管理の基礎と管理データの種類 9:15～10:45、11:00～12:30 ※180min

講義のねらい

以降講義を受講する上で必要となる生産管理・工程改善に係る用語、手順、方法、考え方等、必要 低限の基礎知識について座学で学ぶ。

身近（生産現場）な話題を題材とした講義を実施することで、受講後のスキル・知識活用の機会に向けて現実的なイメージを持ってもらう、
併せて以降の受講まで興味を引くための意識醸成の機会とする。（第１回２限目と第２回１～３限目と併せてのねらいとした。）

実施内容

講義配信 『生産工程の俯瞰的把握と分析法』

・生産システムを評価するための３指標（リードタイム、稼働率、仕掛り）について、各指標の構成要素、評価基準について
・直線型生産ラインを例に、各作業の所要時間と行程全体の実績サイクルタイムの捉え方、CCRの説明とラインバランシングの重要性
・生産スケジュールに関する用語等解説、ロット生産と１個流しのリードタイム差・改善効果について
・セル生産におけるライン構成方式の紹介
・改善活動を継続的に行うためのプロセス
・ＤＢＲによるスケジューリング、生産管理について（用語・概念説明、バッファ管理）
・Ｖ-Ａ-Ｔ各構造についての特徴、問題点の発生しやすい箇所、運営管理上のポイント紹介
・第１回２時限目講義『生産工程の把握』内容の振り返り
・機械稼働状況の見える化システムの例示、問題となる工程の発見のためのデータ収集例の紹介

３時限目 生産工程の把握(シミュレーション) 13:30～15:00 ※90min

講義のねらい

身近（生産現場）な話題を題材とした講義を実施することで、受講後のスキル・知識活用の機会に向けて現実的なイメージを持ってもらう、
併せて以降の受講まで興味を引くための意識醸成の機会とする。（第１回２限目と第２回１～３限目と併せてのねらいとした。）

各作業の所要時間と行程全体の実績サイクルタイムの捉え方、CCR、ラインバランシング等、１、２限目に学んだ内容について、座学講義
ではイメージが掴みにくい部分を実際に体感し知識定着を図る。

実施内容

個人演習(課題説明、ヒント出し、回答解説は配信)『生産ラインの分析』

【課題】
・２種類の製品の製造ラインを例示。(なお、両製造ラインで同一の設備を使わざるを得ない工程が3つ（WC3,4,6）存在する設定)

製品Aの製造工程：WC１→ WC3 → WC4 → WC5 → WC6
製品Bの製造工程：WC2→ WC3 → WC4 → WC6

・各WCにおける製品１個当たりの加工所要時間（A,Bいずれも同じとした）、品種を変えるに当たっての段取り所要時間、各工程間の搬
送に要する時間を作業条件として提示。A製品を３０個作るJOB１、B製品を３０個作るJOB１’、その１時間後以降から作業着手が可
能なA製品を１５個作成する作業のJOB２、B製品１５個作成するJOB2’、さらにその２時間後から作業着手が可能となるJOB3、
3’の作業について、各JOB毎まとめ生産をした場合のガントチャートと、小ロット（今回は１個流し）で生産した場合のガントチャー
トをエクセルで（セルをブロックに見立て）作成し、所要時間を比較する。

※本来ならば段取り時間や作業着手可能時間を考慮し、ガントチャートを作成しながらJOBの優先順位も検討してもらう課題であったところ、時間の都合上、当初か
ら JOB1～3→JOB1’～3’と優先順位を与えて作業を開始することとしたため、いくつかの課題前提条件は考慮対象外となった。（基本的に小ロット流しに
した方が次WCの作業開始タイミングが早まり手待ち時間が減るという基本的な考え方の実感、スケジューリングの重要性を身に付ける旨、ガントチャートを見て
解説を受けるまでを受講させる点を重視した。）

web配信2-1
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トライアル開催報告（10月24日_第3回開催状況 ）

１時限目 ＩＴ、IoT品揃え概観 9:15～10:45 ※90min

講義のねらい
平易な説明により「ＩＴ化には高度な専門知識が必要では」という漠然とした不安を払拭し、以降講義や将来的な活用に向けた心理的ハー
ドルを下げる。

実施内容

講義配信（デモンストレーション含む） 『ＩＴ、IoT品揃え概観』（ＩＴベンダー(営業・サービス・技術部門)）

・センサの種類と特徴（人の感覚器官に例えた各種センサの働き、ＲＦＩＤ、ビーコン等のセンサデバイスについての解説）
・Ｃｄｓセル、パトランプに設置した光検知用のセンサ・装置一式、ロードセルについて講師が実物に触れながら説明
・工場で活用されるセンサについて（接触・非接触、パッシブ・アクティブ等、分類や特徴毎、工場で活用される用途の例示を交え説明）
・目的データとセンサ選定例について（チョコ停予防、稼働率把握、ムダ削減を例に、取得すべきデータ、検出に際しての留意点、別特

性検出からの間接的な状況把握も出来る旨等紹介）
・センサの選定方法と費用感、よくある検出エラーの原因について実例を交えた説明
・ケーススタディ（生産現場を模したイラストと複数の目的(課題)を提示。必要なデータ、活用センサと取り付け位置等を例示し解説）
・ＩｏＴシステムの構築例と多く利用されるファイルサーバー運営サービス等の紹介

2時限目 ＩＴ、IoT機器の活用 11:00～12:30 ※90min

講義のねらい

カタログや写真では実感のわかないセンサーデバイスを手に取る、触る(※)
設置作業・データ収集体験(※)を通じ、データ収集状況・管理操作等を知ることで、今後発想するＩＴ活用アイデアが、より現実的・具体
的となるような土台となる知識を身に付ける。

※オンライン開催としたため、機器に直接触れることは出来なくなったものの、講師に向いている固定カメラとは別途、可動カメラを用意し、機器紹介・実演風景を
臨場感ある映像となるよう、手元・機器へのズーム、操作者目線での映像等カメラワークを工夫して実施。

実施内容

講義配信（デモンストレーション含む） 『ＩＴ、IoT機器の活用』（ＩＴベンダー(営業・サービス・技術部門)）

・前講義のおさらい（センサの種類、工場でよく使われるセンサ）
・シングルボードＰＣを用いた簡易な光センサシステムの紹介と検知状況のデモンストレーション
・活用例紹介（温度センサによる室温管理、光センサによるＦＡＸ到着周知、ビーコンによる実績収集・ロケーション管理、カメラと画像

解析技術を組み合わせた在席確認システム）
・設備稼働監視装置の一例紹介としてパトランプに設置した光センサによる検出装置実機、模擬データを用いた操作デモンストレーション

３時限目 ＩＴ活用事例の共有とメリットの理解 13:30～15:00 ※90min

講義のねらい 取得したデータの活用事例を知ることで、数値化・可視化の重要性、データ取得の意義等に関する理解を深め、自社実践に思いを馳せる。

実施内容

講義配信『ＩＴ活用事例の共有とメリットの理解』（先進ＩoＴ導入中小製造業 兼 現場ＩoＴ化ツールメーカー経営者）

・多くの中小製造業が属するサプライヤー業態における生産性向上の考え方、現場が目指すべきＩｏＴ化とは
・講師の企業において導入された製造現場支援を目的とするＩＴシステムについて、検討経緯、システム構成、運用状況について紹介

（運用状況については、携帯型プリンタ、操作・表示端末等の操作状況や工場内における電子アンドン表示等を動画で紹介）
・ＩｏＴ化前後の設備稼働率の増加や作業時間の削減状況、売上等のデータとその理由の分析結果を示し、経営者視点からメリットを説明。
・ＩｏＴツールメーカーとしてツール導入支援をしてきた企業での導入目的(経営課題)、システム概要、効果について６事例を紹介。

web配信3-1

4 / 18



トライアル開催報告（10月31日_第4回開催状況 ）

１時限目 中間総合演習 (1) 課題説明 9:15～10:45 ※90min

講義のねらい
（１～３限共通）

これまでの講義で学んだことを総合的に活用して考える・手を動かす機会を通じて知識定着を図る。

中間時点でグループワークを実施することで、早期に習熟度の高い者から低い者への知識伝達を行い、知識レベルの足並み揃えをねらう他、
グループワークを通じ他者の多様な観点に触れることで、誤認識の修正、着眼点の気付きや刺激を得る機会とする。

長時間のグループワークを通じ、以降の講義・グループワークを円滑に進めるための関係構築を行う。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則オンライン講義による開催としていたが、効果・効率的なグループワークの実施のため、やむを得ず第
４回、第５回の総合演習は参集型とした。なお、検温・消毒・マスク着用の徹底の他、十分な広さの教室（６０名以上収容の十分な広さの大学講義室）を複数手配
の上、受講生を分散させた他（６名程度づつ）、講義配信時の発言者（講義講師等）は別室からＬＩＶＥ配信の形をとる等の措置を実施した。

実施内容

講義（別室からの配信） 『課題の説明』

【課題】
・カリキュラム付録の『模擬事例』をアレンジした、架空の射出成形メーカーのある製品の製造工程を例示・説明。（※次項以降に添付）
・併せて工場内、設備の簡易レイアウト図、参考画像(写真・一部作業動画)を提供。

2時限目 中間総合演習 (1) 個人課題検討 11:00～12:00 ※60min

実施内容

個人演習『工場の特徴分析、定点分析による問題抽出、ＩＴ導入案の検討』

・１時限目に提示された課題に対し、下記の内容を検討・取りまとめる個人作業を実施した。
①工場の特徴を列挙する（各作業者の業務内容、作業者数、段取り回数と作業時間作業者数、ボトルネック工程はどこか、中間在庫はど

こに溜まるのか等）
②工場レイアウト上の各エリア単位で考えられる問題点と変更案の列挙
③当該工程の生産効率を上げるための対策と、その為に必要となるデータはあるか、それは何か、どのように収集するのか。

※いきなりグループワークを実施すると、初期段階で既に知識を有している者、習熟度の高い者が先行して発言してしまい、以降当該提案に引きずられての議論
となってしまう事で、初級者は聞くばかりで考える経験を積めなくなる懸念があるため、まずは各自で個別に考えさせる時間を取ることとした。

３時限目 中間総合演習 (1) グループ演習・発表 13:00～16:00 ※180min

実施内容

グループ演習『グループ検討と発表』

・各自の個人演習成果を持ち寄り、意見交換を行った後、３エリア（それ以上も可）をピックアップの上、生産効率を上げる、ミスを減ら
す等、工程改善・現場の課題解決となる具体的な方策を議論する。

・各班回答を作成、取りまとめの上発表を行う。（別室配信部屋にてカメラに向かい発表。他班は各教室プロジェクタ映像から視聴）

※発表班以外は、他班発表を聞いての意見、感想等のコメントについて、メモを作成することとし、全班発表を行った。なお、コメントメモは宿題提出とし、当日参
加の全受講生より回収。後日、発言者が分からないよう取りまとめの上、配布することを伝え、忌憚なく、また、間違い・的外れな指摘であっても出すよう指示。
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中間演習課題について（ある製品の製造工程_説明）(参考)
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中間演習課題について（ある製品の製造工程_工場レイアウト）※記号は後段写真に関する矢視(参考)
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中間演習課題について（ある製品の製造工程_成形機エリア詳細レイアウト）(参考)
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中間演習課題について（ある製品の製造工程_イメージ画像、作業風景動画）(参考)

9 / 18



トライアル開催報告（11月 7日_第5回開催状況① ）5-1

１時限目 中間総合演習 (2) 前回演習成果に関する講評 9:15～10:30 ※75min

講義のねらい
（1～4限共通）

自身で仲間と提案を練り上げる経験、ファシリテーターによる助言や、提案に対する他者・講師からの講評等、総花的レクチャーであった
理論講義とは別の形での知識吸収機会を提供し、一層の理解向上を促す。

前半部の受講内容で得られた知識のみでの演習では効果的な改善提案はなされない前提で実施するものであり、批判的な指摘や質問を受け
るまでを含めて講義と整理、実践時には発生させる訳にはいかない『失敗を体験させる場』とする。

自身が検討した成果に対する講評、コメント等、多様な立場の他者からの意見に触れ、観点・発想に刺激を受ける。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則オンライン講義による開催としていたが、効果・効率的なグループワークの実施のため、やむを得ず第
４回、第５回の総合演習は参集型とした。なお、検温・消毒・マスク着用の徹底の他、十分な広さの教室（６０名以上収容の十分な広さの大学講義室）を複数手配
の上、受講生を分散させた他（６名程度づつ）、講義配信時の発言者（講義講師等）は別室からＬＩＶＥ配信の形をとる等の措置を実施した。

実施内容

講義配信 『前回演習成果に関する講評』

・当該課題は『現場トラブル、材料不足、客先からの受注等外部要因に振り回される「事後対応」をしている状況から、いかに工程を管理
下に置く、自分たちが能動的に工場のオペレーションを回せるようにするか。』という着眼点で課題発掘・解決してもらいたかった旨、
テーマ・狙いを伝えた。

・第４回のグループ発表に対する講師講評。各班毎、成果発表内容について、良かった点、悪かった点、現実的では無い点への注意や、そ
れらアイデアにさらに加えれば良かった考え方、当該解決手段を適用するに当たり足りていない検討や、注意点などの指摘を行った。

・併せて、前回グループ発表における他者からの指摘事項・コメントを取りまとめた資料を配布し、適宜読み込むように指示。

2時限目 中間総合演習 (2) ポイント解説、課題説明 10:45～11:45 ※60min

実施内容

講義配信 『ポイント解説、課題説明』

・これまでの振り返り
（例）生産計画から始まる生産管理のサイクルと各フェーズで発生する課題等の説明、現場をIoT化する目的の例示、

直線型生産ラインを例にした各作業の所要時間と行程全体の実績サイクルタイムの捉え方、CCRの説明 等をポイント解説

・第4回テーマ（ある射出成形メーカーの製造工程、レイアウト、作業状況）について改めて状況を説明、また、課題（ムリやムダ、ミス
が生じやすい、作業安全性の工場等）を抱えていそうな工程を数か所示唆。※課題の内容や解決方法を直接説明しているものではない。

３時限目 中間総合演習 (2) 個人演習 11:45～12:15、13:15～13:45 ※60min

実施内容

個人演習 『工程・作業分析による工程改善案とICT・IoTシステム案の策定』

・ (a)稼働状況の把握、(b)生産工程の分析、(C)生産性向上(作業支援、作業時間削減、LT・CT削減)、(d)生産性向上(作業ミス削減)、
(e)生産性向上(品質管理)の各観点から、第４回テーマ（ある射出成形メーカーの製造工程、レイアウト、作業状況）における、それぞれ

の観点別に、①ＩＴの導入目的、②取得対象データ、③データ収集機器の設置場所・導入工程、④取得データの利用方法を挙げる。

・作業時間の都合上、３つの観点毎、それぞれ①～④を２つづつ程度上げることとし、前回グループワークでの成果（作業工程・エリア単
位で課題を発掘、解決策提案したもの３エリア分。）を利用の上、これらの課題・目的、取得対象データや利用方法について、再検討・
ブラッシュアップをしたり、導入場所を考える形を基本とするよう指示がなされた。

参集開催
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トライアル開催報告（11月 7日_第5回開催状況② ）

4時限目 中間総合演習 (2) グループ演習 13:45～14:45 ※60min

実施内容

グループ演習 『グループ回答案の検討・とりまとめ』

・各自の個人演習成果を持ち寄り、意見交換を行った後、３つの観点から具体的な工程改善方策を議論し、①ＩＴの導入目的、②取得対象
データ、③データ収集機器の設置場所・導入工程、④取得データの利用方法をグループ回答として取りまとめる。

5時限目 中間総合演習 (2) 発表及び講評 14:45～15:45 ※60min

実施内容

講義配信 『成果発表及び専門家による質疑応答』

・各班回答について、発表を行う。
・発表の後、講師からの質問へ対応する他、課題解決・工程改善方策・導入システム案に対しての講師からの問題点指摘（現場環境や装置

の仕様上から見る実現可能性、コスト面の検討不足、データの選定方法・活用方法の認識間違いや検討不足な点等）を起点とした意見交
換を実施。

・第４回同様、発表班以外は他班発表・講師とのやりとりを聞いての意見、感想等コメント票を作成することとし、宿題提出とした。
同様に、後日発言者が分からないよう取りまとめの上、配布することを伝え、忌憚なく、また、間違い・的外れな指摘であっても出すよ
う指示が出された。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、発表班(1班3名ないし2名構成)のみが配信・撮影専用教室へ入りプレゼン、他受講生は各教室プロジェクタ
から発表・質疑応答を視聴した。なお、円滑な質疑応答とするため、講師陣も同室内にて直接口頭で質疑やコメントする形とした。（マスク着用・手の消毒を徹底
の上、発表者から当程度距離をとった席に講師陣を配置した。）

参集開催5-2
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トライアル開催報告（ 11月14日_第6回開催状況 ）

１時限目 「業務プロセス」を疑え！ 9:15～10:45 ※90min

講義のねらい

いち作業をＩＴ、ロボット等に置き換えるのではなく、より俯瞰的に、例えば作業者の一連のルーチン動作や一日の活動、製品の全製造工
程をスルーで見て、『業務プロセス全体』をあるべき姿に整えたうえで自動化した方が効果が期待できることが多いことを念頭に、課題発
掘から『何のための工程改善か』を意識し、俯瞰的な視野から総合的に改善策検討を行う改善活動の土台となる考え方を身に付ける。

ＩＴ機器は工程の自動化手段のみならず、継続的に改善活動をサポートするためのツールでもある旨、改めて認識する。

本来、持続的な取組であるべき工程改善活動について、手順や手段の知識だけを身に付けることで、場当たり・事後対応のトラブル解決手
段であると誤認しないよう、改善効果を活かした次ステップへの流れを学習し、改善活動のサイクル化の重要性・必然性を認識させる。

実施内容

講義配信 『「業務プロセス」を疑え！』

・大手部品メーカーの製造現場で実施される継続的な改善活動の事例紹介を例に、業務プロセス改革の進め方についてステップ毎に解説
・ストレスが掛かる箇所にこそ課題が潜んでいる旨念頭に、ある作業者の業務プロセス改革を「Journey Map」を用いてケーススタディ
・ＩＴ機器により得られたデータから、不良・故障・ムダ時間等それぞれの要因・改善余地(効果見通し)を見い出し、改善着手の優先順位

を決める一連の流れについて事例を交えて説明。
・ＩＴは導入することで直ちに稼働率や不良率が良化するとは限らず、業務プロセス変革が進み、ライン全体のスループットが向上してこ

そ投資効果が現れるものであり、結果が出るまでやり続ける意思と覚悟が必要である旨、 後に講師よりメッセージ。

2時限目 IT、IoT機器・デバイスの現状 11:00～12:30 ※90min

講義のねらい 以降の演習・グループワークにおいて現実的な案の検討がなされるよう、主要なＩＴ機器・センサー類の機能や相場感を知る。

実施内容

講義配信 『IT、IoT機器・デバイスの現状』

・システム導入方法を３分類（フルスクラッチ(手組み)、パッケージ購入、ローコード開発）し、それぞれ概要、メリ・デメについて解説。
・稼働状況監視システムを例に、多様なアプローチ（設備と連携し信号を直接取得するもの、光センサを活用しパトランプから稼働を確認

するもの、パトランプ内部の信号を読み取るもの、装置の接点監視を行うもの、カメラ・画像解析により異常検知するもの等）の既存製
品を題材に、ネットカタログをベースとした特徴や導入価格等について説明。

・光センサを利用しパトランプから稼働状況を監視する装置を自作する場合を例に、システムの構成（サーバー、ネットワーク、ゲート
ウェイ、デバイス）について、それぞれの装置構成や利用クラウドサービスの説明、材料・レンタル費用等、概算の見積を紹介

３時限目 費用対効果の検討 13:30～15:00 ※90min

講義のねらい 実際のＩＴ設備の導入にあたり、避けては通れない費用対効果の想定・検討に当たり必要となる「費用」の考え方を学ぶ

実施内容

講義配信 『財務分析基礎、投資、費用対効果』

・財務三表から見える企業の状態についてイメージで説明、各表の構成要素の具体例示、読み方・計算方法、作成要領を解説。
・減価償却費に関する概要説明と代表的な資産の耐用年数の紹介。
・今期の数字が埋められ、将来５年分の空欄セルのあるエクセルシート形式の損益計算書（含、製造原価報告書）、キャッシュフロー計算

書を配布し、「2億円のロボット（耐用年数５年（定率））投資により、売上2％向上、従業員2名×500万円削減、不良率低下による
材料費1％削減、外注費2%削減の効果があった場合。※営業外収益・費用、販管費・一般管理費は現状維持とする」を計算する個人演
習を実施。投資においては、導入時点での購入費用のみならず、キャッシュフローついても着目する必要性、投資活動に伴う財務諸表上
での数字の動き・効果の見え方を知るとともに、コスト回収期間を長期でとらえる・見る経験を得た。

web配信6-1
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トライアル開催報告（ 11月21日_第7回開催状況 ）

１時限目 分析に向けたデータの可視化と読み方 9:15～10:45 ※90min

講義のねらい

(再掲)持続的な取組であるべき工程改善活動について手順や手段の知識だけを身に付けることで、場当たり・事後対応のトラブル解決手段
であると誤認しないよう、改善効果を活かした次ステップへの流れ・サイクルを学習し、改善活動の持続化の重要性・必然性を認識させる。

事例の共有を通じ、データの見方、分析、活用のコツを学ぶとともに、データはあくまで改善策検討に向けた材料に過ぎず、データ取得が
目的化しないよう改めて意識付けを行う。

実施内容

講義配信『分析に向けたデータの可視化と読み方』

・「かんばん方式」「ＪＩＴ」といった生産手段について概略を説明、後補充生産をしくみ化することで、仮にＩＴを使わずとも、生産状
況の可視化、問題の顕在化が行われ、要因考察、改善方策の検討と実行が繰り返される運用を紹介。

・「設備総合効率の向上」をテーマに、大手メーカーの生産現場で実施されている改善活動事例を紹介。ライン能力を把握し、目標設総率
を立て、常に問題を顕在化させるためにＩＴにより生産状況を可視化し、これを生産・改善計画に落とし込み実行する一連の流れを紹介
し、『業務プロセスにＩＴを組み込むことで、「人」リソースを知恵の必要な原因追及、改善策検討に充当できる』方向性を示唆。

・「作業動線改善」をテーマに、大手メーカーの生産現場で実施されている改善活動事例を紹介。設備オペレーターの動き(トラブル対応、
復旧、補給、見回り等定常・非定常が混在する多種多様な業務)を把握し、改善につなげる事例を通じ、中間演習で「人の動きはビーコン
で。重さは重量センサーで。」と安易に着想していた収集データの生の状態を知り、実現性を踏まえたデータ収集方法検討の重要性を学
ぶとともに、目的に対して必要なデータを選定する目利き力、実行する工夫、人の動きから見えるラインの課題等に触れる経験となった。

・データの活用（収集・分析し、課題発掘。是正・改善を行い運用。その後、新たな必要データを見い出し分析）を業務プロセスの中に組
み込み『業務をデータドリブン化』し、常に現場課題を顕在化できる職場を作ることで継続的な改善活動となる旨、講師よりメッセージ。

２、３時限目 対応策アイデア創出に向けて「知識の引き出し」を広げる 11:00～12:30,13:30～15:00 ※180min

講義のねらい

多くの事例紹介、ケーススタディを通じ、自社の課題解決に向けた手掛かりとなる「知識の引き出し」を広げる。

本来、数多くの現場実践経験を通じて身に付ける対応策アイデア創出のコツは、講義で方法論として教えることが困難なため「知識の引き
出し」を広げるための講義・演習を通じ、実践での課題解決経験を積むための 低限のノウハウを身に付ける。

他者の意見に触れ、別観点による課題のとらえ方等、気づきを与える

実施内容

講義配信、個人演習『対応策アイデア創出に向けて「知識の引き出し」を広げる』

【講義】
・過去講義のおさらい（ＩｏＴ機器のシステム構成、センサの種類・主な使用用途・価格の一例）
・事例紹介（プレス機の実績集計に手間が生じている課題を磁気形近接センサを活用した自動計測(その他集計)に置き換えた事例、フリー

アクセス会議室について使用状況の確認を現地で行いムダが生じている課題を、温度センサー、ネットワークカメラで解決した事例）
【個人演習】
５つの想定シーンそれぞれが抱える課題を解決するカイゼン活動を行うにあたり、どのようなセンサーにより、どのようなデータの収集が
有効か検討する。検討後、ピックアップした受講生回答例の発表と、講師による批評・解説を行った。（※課題は次項に例示）

※参集型であれば受講生を指名する予定であったが、通信環境の不安・受講生の進捗状況の確認が困難なことから、当該講義を受講していた運営スタッフによる
回答、及び副講師(現役ＩＴベンダー)による回答を発表し、これを講師が講評・解説する形とした。

web配信7-1
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トライアル開催報告（ 11月28日_第8回開催状況 ）

１、２時限目 自社で工程改善をするなら(前編、後編) 9:45～10:15、11:00～12:30 ※180min

講義のねらい

ＩＴ投資の効果は、生産設備のように導入後直ちに目に見えて増えるものではないことは理解しつつも、経営者側の観点に立ち、その投資
効果を金額・数字でを説明できるよう、導入により考えられる好影響について要因と計算方法を学び、併せて解決課題の検討に際しては効
果的な検討が出来るよう導入効果評価のポイントを掴む。

第６回講義にて学んだ『費用対効果に係る「費用」の考え方』を踏まえ、対となる『効果』の考え方について学ぶ機会とし、課題解決手
段・改善方策を実現するにあたり避けては通れない経営層への企画提案に備え、ＩＴ設備の導入計画立案にあたり適切な投資回収期間・想
定予算を見積もる能力を養う。

実施内容

講義配信、個人演習『自社で工程改善をするなら ～費用対効果の見積もり法～』

・主として①生産量の増加、②不良率の低下、③人員削減をＩＴ導入のメリットとして挙げ、見込まれる増加計画生産数量（向上サイクル
タイム）、単位当たり不良率、削減が見込まれる人員数と費用について計算方法を説明。一部の数値を与え簡易な計算ドリル学習を実施。

・加えて、あるボトルネック工程いち作業の置き換え目的にロボットを導入した結果と、ＩｏＴの活用による生産プロセス改善による工程
整理の上でロボットを導入した成果の２例について、一部の数値を与え簡易な計算ドリル学習を実施の上、ライン全体を見ての実績サイ
クルタイム、利益を比較した。

・上記課題に機器導入費用を与えコスト回収期間の算出、コスト回収期間を任意で設定のうえ導入許容予算を想定する計算ドリルを実施。

・ライン編成効率（作業編成(分配)による生産効率）、複数作業構成のライン上での効率的な作業分配、ラインバランシングの重要性

３時限目 工程改善に当たっての障壁の実感 13:30～15:00 ※90min

講義のねらい

ＩＴ導入・工程改善の実践時の実体験談をじっくり聞くことで、課題発掘・解決の手順や方法等、理論のインプットでは得られない実践現
場ならではの苦労と、それを乗り越える努力をリアリティを感じながら学ぶ。

ブリッジ人材としての役割を担うに当たり、 覚悟・心構えについて、改めて醸成を促す。

実施内容

講義配信『工程改善に当たっての障害の理解 ～スマート工場で生産性向上を目指そう～』

・サプライヤー型企業として (アウトプット増加/インプット削減では後者が重要と整理) 考える講師企業のＩＴ化推進コンセプト
・同社のＩＴ活用（データ分析結果を生産計画や工程改善に活用、常にデータ収集・可視化を続け、次なる課題を分析するサイクル）
・ＩｏＴは手段であって目的ではない。なぜＩＴ化するのか、目的のすり合わせと経営者と導入推進者、現場の役割分担の重要性。
・自動検査装置を導入したがチョコ停が多く当初想定していた効率が出ない。安価な投資で複数人作業を一名でこなすセル生産方式とした

が作業者力量による生産バラツキが発生。手組みラインをロボット化し無人化・２４時間稼働化した。等の事例を紹介のうえ、ＩＴ化に
より、これらがさらに効果的に作用したエピソードを紹介。

・経営者、オペレーションマネージャー、現場作業者が欲しいそれぞれの現場データの内容と表示の形、データを見る場所
・設備稼働状況可視化によるチョコ停件数・処理時間、金型段取りに起因する停止時間・段取り面数の減少結果とその理由について。
・ＩＴ化推進過程のエピソードと、得られた教訓（導入費用が 大の問題となったこと、現場の作業がひと手間減る工夫の必要性、設備に

異質な装置が付くこと自体に抵抗があること、報告書の電子化等ルール変更など、時にはトップダウンで強行する必要性等）
・同社自社開発(同社ＩｏＴ機器は自社向上導入以外にも一部外販している)における失敗事例の紹介（生産現場稼働状況等表示システムに

おいて、現場の意見を聞かず不要な大量のデータを収集・表示させた結果、現場作業者が混乱するアンドンとなった事例）
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トライアル開催報告（ 12月5日_第9回開催状況 ）

１時限目 終総合演習_課題説明 9:15～10:45 ※90min

講義のねらい
（1～4限共通）

これまでに学んだ知識・得た経験を総動員し、仲間と共に課題発掘から改善策提案まで一通りの工程改善策の擬似体験をする。

グループワーク、発表・質疑応答、他社からのコメントを通じ、自身が検討した成果に対しての多様な立場の他者からの意見に触れ、観
点・発想に刺激を受ける。

工程改善・課題解決に向けたＩＴ活用の計画について、将来の社内・社外折衝時のプレゼンに資する経験とする。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則オンライン講義による開催としていたが、効果・効率的なグループワークの実施のため、やむを得ず
第9回、第10回の総合演習は参集型開催とした。なお、検温・消毒・マスク着用の徹底の他、十分な広さの部屋（講義、個人演習、グループ討議は複数教室に分散
し実施、発表は講堂を利用した。）を手配の上、受講生・講師各自の離隔距離を十分に確保するように努めた。

実施内容

講義（別室からの配信） 『課題説明～製造模擬ラインを利用した工程分析とICT・IoTシステムの導入案の策定～』

【課題】
・５つの工程で構成されるある製品の直線型製造ラインを模した『模擬ライン』による製品製造の様子を実演。実際に作業の様子を見せ、

その後、同内容を録画映像で繰り返し確認できる状況とした。（①組付工程→②圧入工程→③締め付け工程→④検査工程→⑤梱包工程）
※パイプ等で制作された実寸大サイズの模擬作業台、仕掛品置き場、加工装置等１７ユニット。いずれも精緻に設備筐体を模したものではなくサイズ感を重視した簡

易な骨格モデル。なお、５つある加工装置・検査装置等の設備に該当するユニットについては作業開始スイッチを押すと緑ランプが点灯、数秒後に赤ランプが付く
等のギミックを付け、作業中は当該設備内に手を入れられない等のルールと併せ、作業者役のスタッフが模擬作業を行った際、リアリティある人の動き、ＣＴ、手
待ちを再現するよう工夫されている。なお、今回は運営側スタッフを作業者として玩具ブロックを製品に見立て組付けから梱包まで一連で実演を行った。

・演習時間を考慮し、一連の作業を動作レベルで分解・所要時間を記載した一覧表「作業分解表」、ネットカタログ等を参考にした光セン
サやカメラ、シングルボードコンピューター等の仮価格表を配布。

2時限目 終総合演習_個人課題検討 11:00～12:30、13:00～14:30 ※150min

実施内容

個人演習『工程分析とICT・IoTシステムの導入案の策定』

・下記の課題シートA、Bについて、それぞれアイデアを列挙する。
【課題シートA】

模擬ラインについて「ムダな作業」「ムリな作業」「ボトルネック作業」「仕掛在庫が生じる箇所」「作業ミスが生じやすい箇所」「サ
イクルタイムを短くするには」「作業安全を高めるためには」等、課題解決テーマを例示し、可能な限りのテーマについて、それぞれ
『問題となっている作業・工程』『解決すべきこと』『対策案や改良案』を検討する。

【課題シートB】
「生産工程の稼働状況把握」「機械設備の停止予防・予知」「作業の安全性向上」等のＩＴ機器設置目的テーマを提示し、どのような
データを取るために、どこに、どのよう様な装置を設置するべきか、また、収集データをどのように利用するのかを検討する。

３時限目 終総合演習_グループ演習 14:30～16:00 ※90min

実施内容

グループ演習 『工程分析とICT・IoTシステムの導入案の策定』

・各自の個人演習成果を持ち寄り意見交換を行い、当該模擬ラインの一人当たり生産性を４倍以上(省人化２名分、単位時間当たり生産量２
倍)を目標に、工程改善方策を議論する。また、当該ライン内にＩＴを設置し、それにより取得するデータの活用方法について議論する。
（ＩＴ化そのものが改善方策(ミス防止アラーム等)であっても、改善以降のライン運用時の安全管理や、稼働監視用でも構わない。）
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第9回演習課題について (配布資料より一部を抜粋)(参考)
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トライアル開催報告（ 12月12日_第10回開催状況 ）

１、２時限目 終総合演習_グループ演習・成果発表 9:15～12:15、12:30～15:30 ※360min

講義のねらい

これまでに学んだ知識・得た経験を総動員し、仲間と共に課題発掘から改善策提案まで一通りの工程改善策の擬似体験をする。

グループワーク、発表・質疑応答、他社からのコメントを通じ、自身が検討した成果に対しての多様な立場の他者からの意見に触れ、観
点・発想に刺激を受ける。

工程改善・課題解決に向けたＩＴ活用の計画について、将来の社内・社外折衝時のプレゼンに資する経験とする。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則オンライン講義による開催としていたが、効果・効率的なグループワークの実施のため、やむを得ず
第9回、第10回の総合演習は参集型開催とした。なお、検温・消毒・マスク着用の徹底の他、十分な広さの部屋（講義、個人演習、グループ討議は複数教室に分散
し実施、発表は講堂を利用した。）を手配の上、受講生・講師各自の離隔距離を十分に確保するように努めた。

実施内容

グループ演習・成果発表 『工程分析とICT・IoTシステムの導入案の策定』

・模擬ラインの一人当たり生産性を４倍以上(省人化２名分、単位時間当たり生産量２倍)を目標に、工程改善方策を議論する。また、当該
ライン内にＩＴ機器を設置し、それにより取得するデータの活用方法についても議論する。（ＩＴ化そのものが改善方策(ミス防止アラー
ム等)であっても、ＩＴ機器は改善以降のライン運用時の安全管理や、問題顕在化や生産計画検討材料収集に向けた稼働監視・情報収集・
蓄積目的でも構わない。）

・議論の結果をとりまとめ、発表資料を作成する。（PC貸与(個人PCの持ち込みも認める)）

・他受講生、講師の前で成果発表を行い、質疑応答に対応する。（プロジェクタ投影によるプレゼンを必須とした。）

３時限目 終総合演習_ 終講義 (メッセージ ～課題の回答例を題材に～) 15:30～16:30 ※60min

講義のねらい

自身が取り組んだ内容と同課題に対する回答例について、他班だけではなく、専門家回答例も見ることで更なる工夫・検討の余地に思いを
馳せる。

これまでの講義の一部を振り返り、全１０回で学んだ内容を思い返す時間を作る。

メッセージを通じ、ブリッジ人材としての役割を担うに当たり、覚悟・心構えについて、改めて醸成を促す。

実施内容

講義『製造模擬ラインを利用した工程分析とICT・IoTシステムの導入案の策定』

・第９回・第10回の課題について講師による模擬ライン改善案を解説。（レイアウト変更、それに伴うユニットの削減、小ロット化(一個
流し)について、短縮時間をガントチャート等を用いて説明。また、これにより作業者配置の工夫により省人化が可能である旨説明。）

・上述の改善対応がなされたラインに対し、今後の継続的な課題発掘やトラブル監視に向け、必要となるデータ、データの活用方法等を解
説し、現実的に設置可能なＩＴ設備について設置場所や留意点含め例示の上説明。

・これまでの講義の振り返り（工場・工程管理の基本的概念と、製造におけるＩｏＴ化・データ活用の目的）
・製造業における現場の生産計画と現場以外の企業内の活動（研究開発、設計・試作、マーケティング、経営戦略）との関連性を説明の上、

今後、ＩＴ化が進んだ際に考えるべき発展的な情報の活用先・方法についてイメージを説明。
・製造現場で活躍する 新のＩＴシステムについての紹介。
・今後、課題解決・改善活動やＩＴ活用の実践経験を積みシッカリとリテラシー・スキルを身に付けて頂く必要がある旨、今回の講義は経

験を積むに当たっての必要 低限の基礎知識を学んで頂いたもので、以降皆さんが継続的に実践活動をして頂くこと、ご活躍を祈念して
いる旨講師よりメッセージ。
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