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＊IOT導入による生産性向上への取り組み＊



＊企業理念＊

ＬＣＣ（ローコストカントリー）価格を実現

雇用を作る

働く人に優しい企業へ
 8.20体制（１直8時間20日稼動）

法令遵守：優良申告法人表敬 ７回

社会貢献：道路の清掃活動（１９９８年より毎日）

【継続可能な環境配慮のものづくり!!】



＊会社概要＊

 資本金 ：４０百万円
 従業員 ：１５７名
 平均年齢：３３歳
 創業 ：１９５１年(６６周年）
 年商 ：15億円
 ＩＳＯ１３４８５認証

JQA－MD0109

 業務内容
 自動車用金属パイプ

 医療機器部品

 ＰＩＰＥＧＲＡＭ（知育玩具）

 事業所
本店： 武蔵村山市
青梅： 青梅市
新町サテライト：青梅市

 ２０１５年 攻めのＩＴ経営１００選
 ２０１６年 多摩グリーン賞
 ２０１６年 日刊工業地域貢献者賞
 ２０１６年 はばたく中小企業３００
 ２０１７年 多摩ブルー賞

関東経済産業局長賞

 ２０１７年 第７回「日本でいちばん
大切にしたい会社」大賞

審査委員会特別賞

 ２０１８年 地域未来牽引企業 選定



＊武州工業のモノづくりの理念＊

・『道具を作る』

⇒自社設備開発

・『人に任せる』

⇒多能工

・『人を信頼する』

⇒「一個流し生産」

～職人のものづくりに学ぶ～

【新潟県燕市 玉川堂パンフレットより抜粋】



＊一個流し生産＊

立ち作業/一個流し

多能工

 ３Ｚ保証
作らず・流さず・受けとらず

 ミニ設備

自動化設備

自主保全

改善提案活動

*工程内品質保証含む８工程一個流し生産例*

「めざせＡランク」：自動測定
Ｂランク ：治具検査
Ｃランク ：目視検査



＊自律性＊

ボトムアップ トップダウン

ベクトル統一

一般的 武州



＊情報化：BIMMSの開発＊

 Busyu Intelligent Manufacturing Management System

 納入リードタイム短縮
 ７２時間から４８時間対応

 生産計画は立てられない
 20社50人の担当者様から様々な要望が・・・・・

 EDIシステム開発事業
 １９８５年ＰＣ生産管理

 １９９６年プロバイダー開設

 ２００１年（財）ＴＡＭＡ産業活性化協会

 ２００２年法政大学との産学協同研究

 ２０１０年BIMMS運用

 ２０１６年見え太君稼働



＊全体最適化を目指して＊

品質コスト

納期

財務労務

「見える化」と「気づき」で悩み解決

職人＊IT/IOT ＊仕組み

経理



＊BIMMS ＊

 生産指示

 倉庫在庫管理

 工程不良管理

 生産実績管理

 品質管理

 状況分析

端末240台稼働中(タブレット１70台）

 出退勤

製造POSシステム：日々決算の出来る仕組み



＊効果１：納期・購買管理＊

サプライチェーンの源流ほど「ばらつき」が増大

ビックデータの解析

新購買：IT富山の置き薬

在庫情報を自動送信

平準化量で
客先に納期調整



＊効果２：品質改善＊

 4M変動：「人」「物」「設備」「方法」

統計的品質管理の弱点

工程能力１．３３を常時監視

変化点をリアルタイムで把握

 気づくべき人に

 最適タイミングで

 情報をリアルタイムに



＊効果３：トレーサビリティ＊

品質情報の共有化
 ＱＡネットワーク：企業間の壁を破りお互いの品質情報を共有化

トレースバック・トレースフォワードを容易に

クラウドにより、リアルタイムに情報共有

確認 作成

作成：12.03.14

測定実施方法

1. 下記の指定箇所の測定を実施する。

2. 測定数はロット初・終N=1にて測定を実施する。

測定理由 3. は、測定で実施する。

2014年度業務計画に基づき品質向上の一環で、納入不良削減活動として 4. は、治工具で実施する。

「重点管理部品」を工程内で監視し、納入不良「0」を目指す。 5. は、品証部にて測定実施する。

M-1

＝測定保証

＝治工具保証

＝品証部測定箇所

1月 12日 1月 13日 1月 14日 1月 15日 1月 16日 月 日

初品 終品 初品 終品 初品 終品 初品 終品 初品 終品 初品 終品

1

2

3

4 2.967 2.992 2.933 2.967 2.983 2.967 2.983 2.983 2.958 2.983

5

7

11

13 2.696 2.644 2.666 2.664 2.641 2.740 2.636 2.626 2.686 2.712

14 1.872 1.829 1.806 1.871 1.890 1.886 1.823 1.861 1.862 1.857

15 0.957 0.949 0.955 0.938 0.987 0.968 0.925 0.911 0.973 0.946

0.433 0.460 0.437 0.444 0.435 0.446 0.437 0.440 0.439 0.483

0.477 0.425 0.439 0.428 0.456 0.445 0.427 0.435 0.489 0.477

28 5.767 5.733 5.742 5.758 5.783 5.767 5.717 5.708 5.775 5.758

29

中ビード幅 6.0 ± 0.5

中ビード キズ

24

SPL隅R(P) 2-0.5 実測値

SPL隅R(先) 2-0.5 実測値

中SPLR R2 ± 0.5

中SPLR R1 ± 0.5

PIPE径 φ16.0 ±

中SPLR R3 ± 0.5

9

BLG径(X) φ17.4 ±

BLG径(Y) φ17.4 ±

PIPE径 φ16.0 ±

8

中SPL径(X) φ20.0 ± 0.25

中SPL径(Y) φ20.0 ± 0.25

6

SPL径(X) φ18.0 ± 0.3

SPL径(Y) φ18.0 ± 0.3

SPL幅 3.0 ± 

寸法 8.0 ± 

寸法 30.0 ± 

寸法 25.0 ± 

№ 検査項目 規格(公差) 備考

寸法 60.0 ± 

設計通知番号 HE-75568 車種 F800

担当班 2班 納入客先 アイシン

レイアウト検査測定データ

【NO.6】

部品番号 F1213174C00000 製品名 PIPE（1）
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注意：指定測定以外箇所は測定対象外だから品
質を保証されたというものではありません

北
村

新
山

0.6
0

生産と同時に品質情報を
オンラインで入力

クラウドで集計・分析

自動的にレポート化され
生産担当者と共有される

お客様が求める品質情報を
欲しい時に欲しい内容を自由
に引き出せる仕組みを用意

従来 今後

社内連携

企業間連携

Ａ４ ５００枚・日

ＩＳＯ９００１２００８年度版 ＩＳＯ９００１２０１５年度版



＊効果４：簡単入力＊

情報入力のＩＯＴ化

Ipod touchによるペースメーカー

インライン画像検査機（内製）

RFIDチップの棚カードからの入力

ラズベリーパイ データ収集装置



＊効果５：見える化＊

生産性：約20％向上！！

見え太君標準モード 見え太君解析モード

ペースメーカーとして自動記録 停止理由入力により解析

Before After



 ペースメーカー機能： Slow赤 Good青 Fast緑
 停止理由入力：品質確認 材料交換 故障 etc自由設定
 グラフ化：ペースと実績、理由表示
 簡単設定機能：3軸センサーの設定画面

【見え太君サーバー】 登録料98,000円
５アカウント10,000円・月

＊６月クラウドサービス開始＊

【生産性見え太君】 無料

 様々なグラフで解析
 多機台の集計
 CSVへの出力
 ビックデータの活用
 安価：AWSサービス

サービスイン キャンペーン
登録料50,000円 www.bimms-mieta.com/



＊IT/IOT・ビッグデータ・AIの時代＊

＊生産性の向上＊

今まで これから

目的 記録 活用

方法 紙 データ

時間軸 粗い 緻密

項目 多く 自在

解析 人 AIなど

キーワード：タイムスタンプ



＊青梅から世界に向けて＊

ご清聴ありがとうございました。

圏央道トンネルより奥多摩を望む



1時間で始める

Smart Factory  

‘18/May/31



IoT活用し効果

ミッション

中小企業の生産性向上



Smart Factory
の第一歩

見える化



サイクルタイム
1個作る時間

生産個数
時間

停止
時刻・時間



設備を選ばず 1時間取付

後付けセンサー

受信機
送
信
機

送
信
機



効果の

実績あり
1時間で

導入
安価な
月額払い



導入しやすい料金

受信機
送
信
機

送
信
機

初期費用10万円
月39,800円～

(5ライン)
提供



サービス開始1年強

100社でモニタリング

約80%が中小企業！



8社で実証実験中

タイ政府と相互協力



稼働データ読み上げ

あんどん切り替え

上司呼び出し



動画をご覧ください。





他にも実証実験中



中小企業の生産性
向上を！



地方・小規模・個別受注型企業

AIに挑戦

O2 Group 代表取締役社長 CEO 松本晋一

（O2、XrossVate、IBUKI、LIGHTz）



主な事業内容 従業員数
(‘18/5現在)

O2
（東京）

製造業
コンサルティング

48名

Xross Vate
（東京）

設計者教育
エンジニアリング支援

14名

LIGHTz
（茨城）

スペシャリスト思考の
AI化と実務適用支援

32名

IBUKI
（山形）

射出成形金型の
設計・製造

61名

グループ概要

総勢約160名、グループ4社が各々の強みを生かし連携しながら、企業・社会の持
続的成長に向けたモノ・コト支援を展開しています。

コンサル

エンジニア

AI

金型



伝統の80年
歴史への感謝と尊敬

感動させるものづくり

【 社名 】 株式会社IBUKI

【 設立 】 昭和31年8月

【 資本金 】 7,800万円

【 代表取締役 】 松本 晋一（マツモト シンカズ）

【 従業員 】 61名

【 事業内容 】 1) One part, multi-functions の設計原理試作・量産原理試作、及びその金型製造

- デザイン×微細加工 2次加工レスでも高級感を創出

- WBU（Wireless Business Unit）事業（通信・アンテナ×微細加工）

- 光学×微細加工

- 音響×微細加工

2)ハイサイクル支援、及び設計者向け金型・成型の教育

3) IoT金型、AI金型の企画・設計・製造

4)山形の伝道師事業、地方力強化事業（さくらんぼ事業部、モノコトイノベーション etc）

5)射出成形金型の設計・製造、プラスチック成形品の試作及び少量産
【 所在地 】 本社 ：〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木160-2

TEL：0237-72-7121 FAX：0237-72-3936
東京オフィス ：〒108-0075東京都港区港南1-6-34 品川イースト1階

TEL：03-3472-3020

富山オフィス : 〒939-1368富山県砺波市本町13-27 アラックスビル砺波2階 202B



モールド・エンジニアリング・カンパニーIBUKI
（経営理念）

感動技術
培ってきた技術・経験を礎に、変革と挑戦を続け、

決して妥協せず、感動を生み出す技術に邁進します。

顧客第一 社員第一
お客様の感動のためには妥協しません。社員の安心安全にも妥協しません。

金型業界の風雲児
２１世紀型の金型企業を明示し、金型業界の発展に寄与します。

山形の伝道師
日本と山形、世界とYAMAGATAと繋げ、地域の発展に寄与します。



これ、樹脂なんです！
お客様と直接お話をし、希望されているイメージをオリジナルの「加飾」として創り出します。

希望を実現することが、私たちIBUKIにとっての喜びでもあります。

まるで藤や竹の繊維を織り込んだかのような檜垣模様

二次加工を必要としない、質の高い加飾
成形材の選定によって、よりリアルな質感が表現可能となり、
手触り感を含め、成形プロセスを通じて、高級感を演出します。



映り込み防止

結露防止

光学×加飾、無線×加飾、メッキ×加飾

微細加工



https://www.o2-inc.com/challenge/activity.html

TMD
伝統的ものづくりのデジタル化

Traditional Monozukuri, Digital

伝統的ものづくりの 「デジタル化活用」 によって、「製造業の恒常的発展」 と 「地域活性化」 を目指す

私たちは、「伝統的ものづくりの手法や考え方をデジタル化し、活用できるようにする」 ため諸活動を通じて、

日本のこれまでのものづくりの歴史を支えてきた 「職人的なものの感じ方」 や「ものごとをより良くしたいという向上意識」 に着目した

【人の感性が主役となるものづくり】 の可能性を見出し、その実現に必要となる 「最新デジタル技術の活用」 や

「改善手法」 に関する研究を進め、実践例を増やしていきます。

私たちの想い



AIを活用した金型自動見積もりシステム



AIを活用した自動見積システム

熟練者の思考

Brain Model

製品形状 金型構造 金型部品 製造工程

設計 加工 仕上 成形 検査

材料費 加工費 人件費 購入費 運送費光熱費 出張費

積上げ計算



ツール画面

非開示情報



AIを活用した不具合未然予測



課題 解決策

Amazon Machine Learning
Machine Learning for 

Developers

加工不良（ビビリ・折れ・欠け）発

生メカニズムが複雑で予測が難しい

担当者毎に判断基準が異なりIT化

や若手育成に苦労している

加工不良

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

予測適応率
96％

AI活用による不具合未然予測の取り組み

専門知識もない！設備投資余力が少ない！働き方改革で労働時間も限られ
る！でも、生産性を上げたい！



製造業のサービス業化

金属加工メーカー

 金型屋が金型以外に稼ぐ手段を新
規事業として創出

IBUKIにて実施した内容を外販予定

課題 解決策

Amazon Machine Learning
Machine Learning for 

Developers

加工不良（ビビリ・折れ・欠け）発

生メカニズムが複雑で予測が難しい

担当者毎に判断基準が異なりIT化

や若手育成に苦労している

加工不良

・・・・・・・

金型屋が提供するので業務理解も早い。
なによりも、安心感・親近感がある。



【掲載】日経スタイル 2月7日号に掲載

【掲載】読売新聞 1月17日号に掲載

【掲載】読売新聞 1月7日号に掲載

【掲載】茨城新聞 12月17日号に掲載

【放送】TBSラジオ 12月13日に出演

【掲載】日刊工業新聞 11月21日号に掲載

【掲載】日刊工業新聞 11月16日号に掲載

【掲載】日経新聞 10月31日 号電子版に掲載

【放映】NHK 10月1日 スポーツイノベーション

【掲載】日経テクノロジーオンライン 8月31日 号に掲載

【掲載】日経BPスポーツイノベーターズオンライン

【掲載】月刊生産財マーケティング 5月号に掲載

【掲載】日本経済新聞 4月5日（火）号に掲載

【掲載】日刊工業新聞 4月4日（火）号に掲載

【掲載】日経BP日経情報ストラテジー 5月号に掲載

【掲載】型技術3月号に掲載

【掲載】日経ものづくり2月号に掲載

【掲載】日経産業新聞 1月20日号に掲載

【掲載】日刊工業新聞 1月19日号に掲載

【論文発表】ICEP2017

【掲載】日経産業新聞3月31日号に掲載

【掲載】金型・成形技術の進化に向けたIoTの可能性

【放映】テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」

【掲載】山形新聞に掲載

【掲載】型技術

山形発「金型2.0」市場創出型の企業へ変

身

【掲載】日刊工業新聞社『工場管理』に掲載

【就任】やまがた特命観光・つや姫大使就任

【掲載】日経産業新聞8月31日号に掲載

【掲載】日経産業新聞3月31日号に掲載

【掲載】日刊工業新聞 10月9日（月）号に掲載

47



「地域未来牽引企業」

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」

「ものづくり+（プラス）」 部門 大賞受賞」



地方の中小企業が勝てる経営モデルを確立したい。

その経営モデルを積極的に模倣してもらいたい。

願いは日本の中小企業が元気になって欲しい。

この国の過密と過疎の解決に貢献したい。



ご清聴ありがとう
ございました。
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