
 

厚生労働省「若年技能者人材育成支援等事業」 

ＩＴを活用した生産性向上に取り組む 

企業の好事例発表及び意見交換 

次  第 
 

 

と き  平成２９年１０月２４日(火) 

午後 ２ 時００分から 

 

ところ  一般財団法人 大阪科学技術センター 

７階 ７０２号室 

大阪市西区靭本町１丁目８番４号 

TEL ０６－６４４３－５３２４ 

 

 

【事例発表】 

 
「ＩＴ～ＩＣＴ、そしてＩｏＴの未来へ」 

 

株式会社プロアシスト 

代表取締役社長 生駒京子 氏 

 

【意見交換】 

 
事例発表を受けて、 

各企業における「ＩＴを活用した生産性向上の取り組み状況等」 

についての意見交換 
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 会 社 名 役 職・氏 名 備   考 

講師 

株式会社プロアシスト 
製造業に対応する制御機器の設計・開発、センシ
ング＆コントロール技術開発、Web技術での ICT
システムの設計・開発、モバイルアプリ開発、ホ
ームページ制作 

代表取締役社長 

生駒 京子 

 

コーディ 

ネーター 

同志社大学 
社会学部 

産業関係学科 教授 

石田 光男 

 

参加企業

等 

近鉄エンジニアリング株式会社 
各種産業全体の機械設計を柱とした総合エンジニ
アリング 
プラント全体から単体装置までの設計請負業務 

生産推進本部 
本部長兼取締役副社長 

武内 弘光 

 

小山鋼材株式会社 
・特殊鋼、普通鋼及非鉄金属の仕入れ並びに販売  
・各種機械工具の製造並びに販売 
・各種金型の製造並びに熱処理 
・鍛造加工、鋳物の仕入れ加工及び販売 
・油脂製品の輸出入並びに販売 

取締役技術部 部長 

稲垣 秀治 

各種金型の製造並熱処理に関して、電力消費が最も大きな問題となっている。 

この件に関して、IoT化により適正管理を行いたいと考えている。 

能瀬精工株式会社 
ベアリングの製造・販売並びにそれに附帯する事
業 

システムリーダー 
(システムエンジニア） 

深田 貴志 

社内の生産管理、材料等の自動発注等を目的に、IoT化を図るため、システムエンジニア２名

を新規雇用し、IoT化に取り組んでいる。 

株式会社三星 
産業車輌・建機車輌・特装車を中心にあらゆる分野
のギヤポンプ・パワーユニット等の製作 

総務部 課長 

松本 裕介 

新しい工作機械の導入にあたり、松本課長が社内の IT の統括者となっている。現在勉強中。 

西日本プラスチック製品工業協会 
西日本地区におけるプラスチック製品製造業界唯
一の総合団体 

事務局 

平田 園子 

プラスチック加工メーカーは複数のメーカーの成形機を用いて製造しており、高精度な製品の

製造には、成形条件情報等の把握、収集、活用が重要となるが、成形機からのデータフォーマ

ットが成形機メーカー毎に異なるため、加工メーカーでは情報を統合して一括管理できない状

況にある。 

このため、平成 28 年度「IoT 推進のための社会システム推進事業」を活用し、近畿経済産業

局、(一社)西日本プラスチック製品工業協会、ムラテック情報システム(株)の３者により、関

連機関の横断的な参加のもと、グローバル基準の規格に合わせたデータフォーマットの共通化

とそのデータ統合システムとして「ミドルウェア」を開発し、「ミドルウェア」を無償提供す

ることで普及を図り、プラスチック業界全体の IoT化を推進している。 

 



平成２９年度  

「ＩＴを活用した生産性向上に取り組む企業の好事例発表及び意見交換」 

議 事 録 

 

 

１．日  時  平成２９年１０月２４日(火) 

午後２時から４時まで 

 

２．場  所  一般財団法人 大阪科学技術センター ７階 ７０２号室 

大阪府大阪市西区靭本町１－８－４ 

  

３．事例発表 「ＩＴ～ＩＣＴ、そしてＩＯＴの未来へ」 

   講師 株式会社プロアシスト 代表取締役社長 生駒 京子  

 

４．【意見交換】 

   コーディネーター 同志社大学 社会学部 産業関係学科 石田 光男 

   参加企業 ・近鉄エンジニアリング株式会社 

         生産推進本部 本部長兼取締役副社長 武内 弘光 

         

        ・小山鋼材株式会社 

         取締役 技術部 部長 稲垣 秀治 

    

        ・能瀬精工株式会社 システムリーダー 深田 貴志 

          

        ・株式会社三星 総務部 課長 松本 裕介 

  

        ・西日本プラスチック製品工業協会  

         プラスチック技術振興センター 所長 平田 園子 

    

          

【課長あいさつ マイスター制度紹介、ＩＴマスター制度紹介】 

 

【事例発表】 

株式会社プロアシスト  代表取締役社長 生駒京子 

 

主な事業内容として製造業に対応する制御機器の設計・開発センシング＆コントロー

ル技術開発、Web 技術での ICT システムの設計・開発、モバイルアプリ開発、ホーム

ページ制作を行っている。 

具体的には企業における熟練者の深い知識やノウハウと様々な作業のコツ等の動画

マニュアルを作成する IT システムの開発、また生産予定に対し、部品の使用料、発

注、仕入れ予定を計算し部品不足などを未然に防ぐシステム開発をした。 

さらに簡単に脳波を収録し電送できる小型・軽量の脳波センサを開発し「睡眠コンサ

ート」を開催するなどメディアでも多数取り上げらるなど現在も企業、大学、研究機

関と協力し様々な分野で IT化に向け積極的に取り組んでいる。 



【参加企業事業内容 問題点】 

 

西日本プラスチック製品工業協会 

プラスチック技術振興センター所長 平田園子氏 

プラスチック成型を製造している企業約 300社を会員としている業界団体。 

射出成型機を作っている会社は多数あるが、互換性がなく企業側がコスト面なども考

え、その時期に使える成型機を購入していた為、一元管理が不可能だった。 

そこでソフトを介して同じデータが取得できるものが必要になる。 

平成２８年度に近畿経済産業局、ムラテック情報システム株式会社の３社によりミド

ルウェアを開発し、平成２９年３月から普及を開始し今現在も行っている。 

使用するにはＬＡＮで繋ぐ事ができる成型機でないといけないという問題点、会員企

業は中小企業が多くミドルウェアを扱う事ができる人材がいないという問題点もあ

る。 

 

 

能瀬精工株式会社 

システムリーダー 深田貴志氏 

ベアリングの製造から販売までを行っている企業 

社長が IOT化を進めるうえでシステムエンジニア２人を採用した。 

リアルタイムで何を製造しているか等稼働率をあげる為に IOT化した。 

 

 

近鉄エンジニアリング株式会社 

生産推進本部長兼取締役副社長 武内 弘光氏 

機械設計業を中心としてプラント設計、機械関係の設備設計を行っている。 

２０数年前から CADを導入現在に至っているがここ数年で 2次元 CADから 3次元 CAD

に移行している。データのやりとりが可能になった。 

今後の課題として日本の少子化が機械設計業界で非常に大きな問題になっている、優

秀な人材は海外に出てしまう事もあるので在宅勤務管理を活用し優秀な社員（特に女

性社員）の確保が必要になってくる。 

 

 

小山鋼材株式会社 

取締役技術部 部長 稲垣秀治氏 

日立金属の特約店として特殊鋼の扱いをして、「はがね」を作り、金型の焼き入れを

する。熱処理技能士は感覚が大事で自動化されていない。火花を見て成分を見分け、

炉を見て温度が分かる等の感覚の部分に IOTを使い、いかに自動化するかを取り組ん

でいる。また設備保障についても予測まではできていない。 

企業とのネットワークにしても、紙ベースの書類と品物があり、紙ベースのものを見

て入力するという原始的な方法でしているので入力ミス等が必ず出る。 

そこで EDIを活用し取引企業と最後までデータにする事に取り組んでいる。 

あと品物にいかに履歴を残すか一般的には品物にバーコードや QR コードになるが、

1000℃に耐えられるものがなかなか無く、１社見つけたが条件によってはコードが焼

けてしまう等、定着化できていないのが課題 



もう１点は炉の管理は IOT化されているが、電気管理が連動されていない。 

連動できれば電気デマンドにも対応でき経費を抑える事ができる。一元化することが

今後の課題になる。 

 

 

 

【意見交換】 

石田（コーディネーター） 

 ＩＴを活用するにあたっての手順 

 自社でどこまで整理できるものなのか、利用するステップを明確にしないといけな

いのでは？ 

 

生駒（プロアシスト） 

 ＩＴを活用する手段を考えるまでには各企業のベーシックな部分のデータを 

 活用する事が必須となる。企業側にはそのプロセスに至る情報提供が必要 

  

竹内（近鉄エンジニアリング） 

 中小企業のトップが顧客の声を聴き今後の投資に役立てる事が必要 

 

石田（コーディネーター） 

 顧客のニーズを聞き、通信データベース化できる人材を育てる事が必要か？ 

 

生駒（プロアシスト） 

 企業はＩＴの技能として要求書を書ける人材を育てる必要があると思う。 

 要求事項を書けて、それをＩＴ企業等へ伝える能力の育成が大切。 

 

 

竹内（近鉄エンジニアリング） 

 機械設計ＣＡＤ等の場合エンジニアでなくチェンジニアをする。基本となる所は触

らずに変える所は積極的にチェンジしていき、データベースをブラックボックス化し 

日本が世界と戦えるよう生き残りを考えておかないといけない。 

 

松本（三星） 

 稼働率をあげ、アナログをデータ化し見える化に移行し、生産性を上げ効率をあげ

て費用を抑えていく事が必要になってくる。 

 

竹内（近鉄エンジニアリング） 

 プロアシストの社員教育方法はどのようにされていますか？ 

 

生駒（プロアシスト） 

 プログラマーは学生時代に専門知識を学んでなくてもできる。重要な事は人の話や

やりたい事を文章化すること。あとは社内教育でＯＪＴの徹底を図る 

プロセスイノベーション(開発効率の更なる改善)とプロダクトイノベーション（顧客

満足度を上げる）為に作業を全てデータ化して求める能力を高める、 



 

いつ、どこで、だれが、何のために必要かをいつでも、どこでも、だれでもできる様

な文化を作ればＩＴ化のできた会社になっていく。 

 

石田（コーディネーター） 

 今までデジタルで行っていないが、日本は人間ベースで正確に品質もよく機械の稼

働率も高い。今後はデータ化して情報リテラシーを高めていき、その人材育成を協会

としては担っていく必要がある。  



大阪府職業能力開発協会様向け 

IT～ICT、そしてIOTの未来へ 
 

2017年10月24日 

株式会社プロアシスト 

生駒京子 

厚生労働省「若年技術者人材育成支援等事業」 
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４月２５日 有限会社プロアシスト設立 

(現在の㈱プロアシスト) 
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7月  
日本人初の女性宇宙 
飛行士向井千秋さん宇宙へ 

9月 関西国際空港が開港 8月 初の気象予
報士国家試験が 
行われる 
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1. はじめに 
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2017年現在 

本社  
 大阪府大阪市中央区北浜東4-33（北浜NEXUビル28F） 

株式会社プロアシスト 本社移転 

2４期 
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〒540-0031 

大阪市中央区北浜東4番33号 

北浜ネクスビル 28階 

TEL：06-6947-7230 

FAX：06-6947-7261 

URL：
http://www.proassist.co.jp 

 

【最寄駅からのアクセス】 

地下鉄谷町線・京阪電車天満橋
駅14出口より徒歩7分 

地下鉄堺筋線・京阪電車北浜駅   
30出口より徒歩5分 

JR東西線「大阪天満宮」駅 
徒歩圏内  

地下鉄谷町線「南森町」駅 
徒歩圏内  

新住所 



2. プロアシストとは 
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■ 設立  1994年4月25日 

■ 本社  大阪市中央区高麗橋 

■ 事務所 東京、名古屋 

■ 子会社     蘇州宝羅星信息技術有限公司 

■ 代表者  代表取締役 生駒 京子 

■ 資本金  5千万円 

■ 従業員数  199人（2016年４月現在） 

■ 取引銀行  池田泉州 三井住友 みずほ りそな 

■ 事業内容 制御機器の設計・開発 

   ３Dセンシング＆コントロール技術開発 

   Web技術でのICTシステムの設計・開発 

    

24期 
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女性  男性 

％７０％ ３０ 

社員 

社  是 

  永久的不滅にて前進あるのみ、 

  そして信頼と安心と安らぎを社会に与え続ける 

存在要件    

  １．社員の精神的・物質的幸福 

  ２．企業における最大利益の追求 

  ３．需要の創造  

経営理念    

  １．個人の尊重 

  ２．最良のカスタマーサービス 

  ３．システムの信頼性の追及 

  ４．卓越したマネジメント 

  ５．社会への貢献 



３．IT～ICT～IOT 
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１９７１年 産業革命 
１８２９年 蒸気・鉄道革命 
１８７５年 鉄鋼・電気・重工業革命 
１９０８年 石油・自動車革命 
１９７１年 情報通信時代が始まる 
 IT  情報技術  

    インフォメーションテクノロジー 

ICT 情報伝達技術 (2000年～） 
    インフォメーションコミュニケーションテクノロジー  
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日本でのインターネット元年 1994年 

インターネットが市民権を得る 

世界一有名なコーヒーポット 

（The Trojan Room Coffee Machine） 
イギリス ケンブリッジ大学のコンピュータ研究室に
あるコーヒーメーカー                     

興味を持つ 

世界観！グローバルに考える 

何が面白いのか？ 

http://blogs.itmedia.co.jp/photos/uncategorized/2008/03/24/coffee.gif
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インターネットマガジン
開始当時 
（1995年4月） 
プロバイダー数29 

インターネットマガジンに毎号掲載していたプロバ
イダー相互接続マップ。 

‘97年3月 
1,703社 

‘98年3月 
2,661社  

‘93年 2社 

インターネットの進化発展 



４．私達の取組 
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最先端技術への挑戦 
 大学、企業研究所様等との共同研究 

 

品質マネジメントシステム 
 プロジェクト管理に基づいた開発理論、手法の徹底 

 

ダイバーシティ経営の実践 
 全社員の約30％が女性、管理職の２０％が女性 

 外国国籍を有する社員が多数在籍 

 

 

 

 

弊社の特徴 



４．グローバルの取組 
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商品戦略として「ヨーロッパのライフスタイルに合う商品とは？」
「ヨーロッパで売れる商品とは？」をデザイン・色・サイズ・価格・
その他の要素から突き詰めていく。高品質・高性能な商品を
まずは日本製で供給し量産拠点としてアジアおよび北東ヨー
ロッパおよびロシアを拠点とする・・・等 

IoT戦略の拠点 
「モバイル・ファースト」戦略を推進する 
eコマース・プラットフォームと連携し、新たな消費者や
市場との接点を作り、業界横断のeコマースを活用して、
価値を最大化させる 
オンラインとオフラインにまたがる統合マーケティング戦略
を軸にしたブランド構築への投資 
クラウドソーシングを活用した製品テストや開発の機会
を探る・・・等 
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グローバル化への対応 

PGDC 

プロアシスト 

蘇州宝羅星 

お客様 

パートナ 



５．最後に 
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グローバルな視点を持ち世界と戦える技術及び 
  競争力を持つ 

 
パブリックカンパニーへの準備 

  「100年、200年存続する企業とするための、 
  従業員やお客様に対する義務と責任」 

将来に向けて 

安心して「しごと」ができる環境づくり 

 人の生き方支援プログラムを更に充実 



ありがとうございました 

心より感謝申し上げます 

 

 


