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イントロダクション
IoT 導入支援施策の全体像
IoT 導入、必要だとは思うけれど、何から始めればいいのかわからない…
そんな企業さんが多いのではないでしょうか。
大分県と（公財）大分県産業創造機構は、県内ものづくり中小企業の生産性向上を支援するために必要な IoT 導
入について、各社の IoT 検討段階に応じた３ステップの支援施策を提供しています。

1 まずは事務局に相談（無料）

STEP

▪皆様がお持ちの疑問、質問は、お気軽に事務局（連絡先は下記）にお問い合わせください。
▪「こんなことから聞いてもいいんやろか？」という遠慮は不要です。ご質問には何でもお答えします。
【相談後の流れ】
・ご相談内容に応じ、適切と思われる応援隊（本冊子に掲載の企業・団体など）を紹介します。
・事務局スタッフが必要に応じて企業訪問を実施し、簡単な IoT ツールを用いた試験計測等を行います。

2 応援隊の支援を受け、具体的な導入計画づくり（無料）

STEP

▪現場の課題解決方法、IoT 導入方法について、おおいたスマートものづくり応援隊（本冊子に掲載の企
業・団体）を派遣して助言します。
▪派遣経費は無料で、５回程度まで派遣できます。１回の派遣時間は３時間程度です。
▪複数の応援隊の派遣、途中での応援隊の交替なども可能です。
▪事務局あてに、「この応援隊がよさそうだ」といったご要望をいただくことも可能です。
▪ STEP2 のゴールとして、皆様の「IoT 導入計画」の作成を目指します。

3 県の補助事業にチャレンジ（補助率１/ ２）

STEP

▪ STEP2 で作成した「IoT 導入計画」をもとに、県が実施する「ものづくり中小企業 IoT チャレンジ補
助金」に応募できます。（審査は別途行われます。）
【参考】令和元年度の「ものづくり中小企業 IoT チャレンジ補助金」補助事業実施状況
・対

象：IoT 導入を行う県内中小製造業者

・期

間：交付決定の日から３/16 まで

・補助率：１/ ２
・上

限：250 万円

・件

数：４件程度

・使

途：システム導入費、外注費

等

お問い合わせ先
おおいたスマートものづくり応援隊事務局（（公財）大分県産業創造機構内）
所在地：大分市東春日町 17-20 ソフトパークセンタービル
担 当：取引振興課 小野、肱岡
電 話：097-534-5019
FAX：097-534-4320
メール：s-ono@columbus.or.jp
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株式会社アーネット
大 分スポーツ公 園 パ ーキングナビ

特

徴

こんな課題を
解決できます

大分スポーツ公園（昭和電工ドーム大分）公園内主要駐車場の「満車」「空車」等の利用状況を、スマ
ホアプリ又はカーナビで確認出来るシステム。
駐車場渋滞緩和
（空いている駐車場に車を誘導出来るように、利用者に駐車場の満空情報をリアルタイムでスマホア
プリ・カーナビゲーションへ提供する仕組みを構築）

●

こんな企業に
最適です

駐車場の運営・管理をされている施設・企業

導入実績・
事例

https://www.art-net.jp/works/102/

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 三浦 勉
E-mail t_miura@art-net.jp
所在地 大分市中島西2丁目1番2号 イーグル１中島２F
ホームページ https://www.art-net.jp/
TEL 097-548-6515

FAX

097-548-6695

株式会社石井工作研究所
IKKセンシングシステム

特

徴

Io T 測 定セット（ C K -4 G ）

様々な分野で活用できる保守・点検監視システム。
センシングしたデータを９２０MHｚ無線通信で送信し、監視PCに表示します。
①920MHz無線通信により電波の回り込み特性が良く障害物があっても長距離通信可能
②センサ／送信機／中継局／親局はマグネットによる取り付けが可能
③送信機は屋外で使用可能な防水性能
④送信機はスリープ機能により1日2回のデータ送信で5年間電池交換不要
⑤送信機にセンサを内蔵しないセンサ別方式により測定範囲が広い
⑥中継局／親局に受信データ記憶メモリを搭載し測定データの抜けを低減
⑦設置場所、状況確認が出来るマッピング表示機能を搭載
⑧送信機登録グルーピング機能
⑨最 大１０００台の送信機を接続可能 ※サンプリング時間が極端に短い場合は接続台数は減少し
ます
⑩IoT測定セットは保全ツールの全てをケースに搭載済み
キャスター付きケースで簡単に持ち運び可能

こんな課題を
解決できます

①製造工程における装置故障の予知保全
②製造工場内での温湿度管理
③水路等水位監視
全て遠隔地よりの監視が可能

こんな企業に
最適です

①モーターなどの装置を多数使用している工場
防塵マスク等が必要な悪環境下での取付も可能
風雨にさらされる外への取付も可能
②工場内の温度・湿度を一定に保つ必要がある工場
③水路などの水位を監視する必要がある会社
工場内にて有線LAN・無線（９２０MHz/WiFi）を併用した通信システムを構築し、各工程ごとの装置
の振動・温度・湿度管理による予知保全（事務所よりの一括監視および各操作室よりの監視）
● 遠隔地にある無人管理施設でLTE通信を使用した水位監視システム
● 防塵マスクが必要な工場内にある装置の振動
・温度監視による予知保全
●

導入実績・
事例

製品・
概要図など

会社情報

担当者 肌野 文昭
E-mail hadano@i-kk.co.jp
所在地 大分県大分市大字曲字川成９３７-１
ホームページ https://www.i-kk.co.jp/
TEL 097-557-0011

FAX

097-557-0022
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3

株式会社Ｓ．
Ｔ．
Ｆ．
Ｔａｃｔ
IoTによる各機器間のデータのやり取り、 遠 隔 操 作を行う機 器

特

徴

既設の制御よりデジタル信号アナログ信号を横取りし、ネット通信を介しデータ収集閲覧が可能となりま
す。
併せて、制御信号の相互通信による自動遠隔操作を構築可能です。
工場内を歩き回ってデータを集めている。
データは紙媒体。
● 現場でのライン稼働状況の把握。
● 遠くに設置してある装置同士を連動させたい。
●

こんな課題を
解決できます

●

こんな企業に
最適です

データの入出力機器は増設が容易です。
スモールスタートを考える会社に最適です。

導入実績・
事例

有線無線ＬＡＮの設置、監視カメラの設置、警報時メール送付、データのスマホでの監視、データの集中
表示モニタ、データのトレサビリティ、デジタル制御による遠隔操作。

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 吉田 真理
E-mail s.t.f.tact@jade.plala.or.jp
所在地 別府市石垣東２丁目３-２２
ホームページ https://s-t-f-tact.jimdofree.com/
TEL

0977-75-7186

FAX

0977-75-7422

株式会社オーイーシー
勤怠管理システム （オンプレミス）

特

徴

センサーを設置した打刻端末から毎日の出勤、 退勤状況を記録。月次の勤務表作成や給与計算データ
の算出・給与計算ソフトとのデータ連動を可能とします。

こんな課題を
解決できます

様々なベンダーが提供するAIクラウドサービスの活用、各種センサー情報を取得するIoT技術の活用に
より、お客様のニーズにフィットした業務改善・課題解決を支援します。

こんな企業に
最適です

センサーデバイスを使用したセンシング情報を取得、蓄積したい方。
センサーデバイスから取得し、蓄積した情報を様々な用途に活用したい方。

導入実績・
事例

県内民間企業（社員向け）、教育機関（教職員向け） 他

製品・
概要図など
詳細については、弊社ホームページをご確認願います。
AI・IoT活用支援サービス（AI・IoTが開く近未来社会）
https://www.oec.co.jp/service/ai_iot.html
弊社各種ソリューションご紹介
https://www.oec.co.jp/service/solution.html

会社情報

担当者 梅香家 勉
E-mail umegae@oec.co.jp
所在地 大分市東春日町17-57 ソフトパーク内
ホームページ https://www.oec.co.jp/
TEL 097-537-1212

FAX

097-537-2694

おおいたスマートものづくり応援隊
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ゴードービジネスマシン株式会社
記録業務支援ツール 「PenRevo」 “紙に書く”手 慣 れた作 業で、 そ のまま電 子化

特

徴

今まで通りの手書き作業のままでIT化（電子化）。
アナログ時代の業務フローを変えることなく手軽に本格的なIT化ができるため、 IT化の第一歩として
おすすめです！IT化への障害だった「高そう」「難しそう」を解決します！
記録業務の時間短縮
帳票（注文書、見積書、顧客登録、点検簿）など手書きを行った上でシステムに入力が必要、 Excel
に転記して集計結果を提出しなければならないなど、
２度手間、
３度手間を無くす
● データベース化による各種出力帳票の自動生成や分析資料の作成
● IT化による経費削減と生産性向上
●

こんな課題を
解決できます

こんな企業に
最適です

導入実績・
事例

●

介護事業所 記録業務
法定点検業務等のある事業者
● アンケート等定期的な集計がある
●
●

設備点検記録システム（オリジナル）
● 大手製油所様
訪問介護パッケージ
● 社会福祉法人生愛会
ケアハウス楼蘭様
障害者就労支援パッケージ
● 社会福祉法人さざなみ福祉会
就労継続支援B型事業所さざなみ第二作業所様
デイサービス/サ高住パッケージ
● 有限会社エス
・エイチ・シー サービス付き高齢者住宅ひいの邸様

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 髙野 龍一
E-mail takano@godobm.net
所在地 〒870-0952 大分県大分市下郡北1丁目2番12号
ホームページ https://godobm.net/
TEL 097-568-4600

FAX

097-569-0121

株式会社ザイナス
データ一元管理・データ分 析による生 産 性 向 上 支 援 サ ービス

特

徴

データ一元管理：
データ分析の基盤となるDMP（データマネジメントプラットフォーム）やCDP（カスタマデータプラット
フォーム）といった、いわゆるビッグデータベースの構築やBIツールの活用によりデータの収集・加工か
らそれらのデータの可視化までをサポートいたします。
データ分析：
オンライン、オフラインから取得できる多種多様なデータと、アクセス解析やアトリビューション分析など
の分析手法を組み合わせ、データに基づいたマーケティング戦略の実現をサポートいたします。

こんな課題を
解決できます

データ一元管理：
● 情報収集環境構築…
センサーやタブレット端末、既存のシステムからのデータ収集機能を要件定義か
ら設計、開発までをサポートし社内情報化を実現します。
● 分析環境構築…
データ分析用の要件定義から設計、開発までをサポートし、より複雑なデータ活用に
向けた土台作りを実現します。
データ分析：
● 顧客分析…IDベースの行動ログ
（履歴）等をソースに顧客動態を分析します。
● 不良品発生原因分析…センサーやカメラを設置し、
不良品発生率・原因の分析をおこないます。
今後、センサー等を導入してデータの一元管理・可視化を行いたい企業
センサー等によるデータの取得を行っているが、そのまま活用していない企業
● 紙媒体の管理からデータによる社員全員の共有
・管理を行いたい企業
● データ分析により生産性向上を行いたい企業
●

こんな企業に
最適です
導入実績・
事例

●

●

製造業

製品・
概要図など

会社情報

担当者 渕 洸介
E-mail fuchi.kosuke@zynas.co.jp
所在地 大分市金池南1丁目5番1号 コレジオ大分5階
ホームページ http://www.zynas.co.jp/
TEL 097-547-8639

FAX

097-547-8619
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シェルエレクトロニクス株式会社
“先ずは”

特

徴

とにかく見える化したい！（～処 理・要 素 技 術 対 応

他）

様々な機器より必要な信号を取り出し、クラウドやローカルのネットなどに情報をUpします（可視化）
信号の一次処理なども行う事で、クラウドの負荷を減らす事も可能
カスタマイズが自由
情報が欲しいが出力が無い
どんなセンサーが良いか分からない
● 集計を自動化し共有したい
（アプリも欲しい）
● 無駄を分析し生産性向上したい
●

こんな課題を
解決できます

●

IoT?と思いがちな昔ながらの設備を使用している
システムを個別で導入していて、まとめるのが難しい
● 市販パッケージソフトでは使い辛い
● とにかく見える化し情報を共有したい
● 仕組みはＶｅ
ｒ．Up出来る環境で
●

こんな企業に
最適です

●

Ｔ社ゴム製品成型工場：紙媒体作業をデジタル化
→生産管理・品質管理などで生産性向上
● 溶接技術伝承
：アナログ要素をデジタル化し見える化で判定
→新人育成にＡＩ対応
●

導入実績・
事例

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 石井 秀樹
E-mail h-ishii@shell-ele.com
所在地 大分市青崎1丁目１２番1８号
ホームページ https://www.shell-ele.com/
TEL ０９７-５２８-８８２６

FAX ０９７-５２２-４１４３

島田電子工業株式会社
設 備 監 視システム 「 D e v ic e W a tc h e r」

特

徴

配線工事不要！たった30分で、どんな企業様でもかんたんに設備稼働状況の見える化や遠隔監視がで
きるIoTソリューションです。ソフトもハードもすべて提供するため、他に準備するものは不要で、すぐに
使えます。
〈特徴〉
1．
いつでもかんたんに設置できるハード設計
2．
どんな場所でもつながりやすい通信仕様
3．
すぐに使えるソフトウェア

こんな課題を
解決できます

1．
設備稼働状況の見える化および分析
2．
異常発生時間を最小化するアラートや遠隔監視
3．
設備の予防保全

こんな企業に
最適です

現場に課題意識をお持ちの企業様
設備工事をしたくない、ラインをとめられない企業様
● 専門的な人材を抱えずともIoTを運用していきたい企業様
● なにか新しい取り組みをご検討されている企業様
※企業様に応じてご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
●
●

機械加工メーカー様：常時稼働設備の異常時アラートによる停止時間最小化
自動車部品メーカー様：自動工程と半自動工程全体の稼働状況の見える化
● プラスチック製品メーカー様
：多品種製造における品種切替効率の分析
● 電子部品メーカー様
：多台持ち現場における省人化のための分析
● 生鮮食品加工業者様
：モーターやラインの設備予防保全
●

導入実績・
事例

●

データ取得から見える化まで一気通貫で提供します
データの取得 / 送信

データ収集

クラウドへのアップ

データ見える化

積層信号灯

製品・
概要図など

Database

電流センサー

Log

無線通信

Security

I/O接点

センシングデバイス
積層信号灯や電流センサー、
I/O接点灯でデータを取得し、
無線通信

通信ユニット

クラウドサーバー

取得データを集中管理し、
サーバーへアップロード

クラウド上で安全に
データ管理
※オンプレミスも対応可能

Web
アプリケーション
アプリケーションで表示や
設定を実施、活用できる状態
へ

※ デバイスの製作や変更等のハードウェアカスタマイズ、API連携やその他機能追加等のソフトのカスタマイズも相談可

会社情報

担当者 島田 直弥
E-mail n.shimada@shimada-denshi.com
所在地 大分県中津市加来512番地
ホームページ https://sdk-info.com/
TEL 0979-32-5210

FAX

0979-32-5078

おおいたスマートものづくり応援隊
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末松九機株式会社 大分事業所
モノづくり現場を自動 化・スマートファクトリー 化 する

特

徴

①エンジニアリング機能（電気制御システム、設計、盤製作、試運転）
②商社機能（電気・機械）
③エンジニアリング×商社＝コラボレーション（自動化）

こんな課題を
解決できます

①現場データの見える化（データ収集→集中監視→分析→未来予知）
②人手不足による自動化
③各種工場設備の省エネ/老朽更新/盤改造

こんな企業に
最適です

①モノづくり工場 全般
②物流工場
③食品工場
※様々な工場設備に対してご提案いたします。

導入実績・
事例

①現場設備のデータ収集・集中監視
②生産ラインの自動化
③無線機器でのセンサー情報通信

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 鹿嶋／鈴木
E-mail k_kashima@suematsu.co.jp
所在地 大分市大字下郡３１６０-２８
ホームページ https://www.suematsu.co.jp/
TEL 097-569-1212

FAX

097-569-1210

株式会社スズキ
構内行 動 把 握システム

特

徴

構内作業者の行動履歴を可視化し、 1日の作業状況を把握することができます。
作業にどれくらいの時間がかかっているのか把握できる為、 作業分析することによって作業の見直しが
でき作業効率upに繋げることができます。

こんな課題を
解決できます

見積内の予算で作業が完了しない。
作業日報と実際の作業進捗状況に乖離がある等。

こんな企業に
最適です

製造業

導入実績・
事例

トラック加工修理工場
イメージ図

作業場

製品・
概要図など

会社情報

作業場

作業場

作業場

事務所

加工場

加工場

加工場

加工場

加工場

加工場

担当者 山口 哲弥
E-mail t.yamaguchi@e-suzuki.co.jp
所在地 大分県大分市大字毛井818-1
ホームページ https://www.e-suzuki.co.jp/ja/
TEL 097-520-1414

FAX

097-520-1223

おおいたスマートものづくり応援隊
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柳井電機工業株式会社
近 赤 外 水 分 Io T 監 視システム

特

徴

こんな課題を
解決できます

コンクリート材料をベルトコンベア搬送している状態で、セメント、骨材、細骨材、粗骨材、コンクリート等
の水分を非接触で連続して測定できる。そのデータをクラウド化することにより水分状況をいつでもど
こでも監視できる。また近赤外分光水分吸収スペクトルの波長を変えることにより、 水分の多いサンプ
ル、少ないサンプルを幅広く検出できる。
●

ほ
 とんどのユーザーは、厳しい環境下において、定期的にサンプリングして分析室で水分を測定して
いる。連続測定ユーザーの多くは、接触式の水分計で使用しており、センサーの付着物除去等のメン
テナンスに苦慮している。

こんな企業に
最適です

鉱物関連企業、食品業界、石油化学業界等

導入実績・
事例

鉱物（コンクリート、セメント、チョーク、セラミック、石灰式、砂、鋳物砂）食品（小麦粉、米、トウモロコ
シ、ミルクパウダー、茶葉、粉末の調味料）化学物質（炭酸カルシウム、ペレット状の肥料、粉、合成洗
剤、ポリ塩化ビニール等）
コンクリート材（セメント、骨材、細骨材、粗骨材、コンクリート）の水分含有量をオンラインで測定する。
コンクリートミキサーへ各材料をベルトコンベアで投入する時点での水分を連続で測定できる。
近赤外水分計

製品・
概要図など

水分は近赤外と呼ばれている波長範囲のうち1450nmと1940nmに固有の吸収帯があります。
図は1940nmの波長領域での測定方法を示しています。左図は100nmから2500nmの範囲の全チャートを示していますが、
実際にはフィルターを使いWaterと その両側の縦線の部分の吸収レベルだけを見ています。
この両側の波長は必ず水分の吸収の無い範囲を使用します。
検出器にはこの3点の反射エネルギーが集まり、集められたエネルギーは1940nmの部分の反射エネルギーと、他の2箇所
のレファレンスの波長でのエネルギーを比較します。
これらの比を取り、原点と傾きを合わせることで水
分が測定できます。

クラウドサービス

●光源からの光はExternal とInternalの2方向に分けられます。
●それぞれの光は1100回転で回る羽根上のフィルタを通ります。
●フィルタを通過した水分に反応する波長(この場合は1940nm)エネルギーは
ミラーとレンズを通した後90度で集光されます。
●その後エネルギーは集光ミラーによって集められ45度で検出器に集められ
ます。
●レファレンスの波長成分は同じようにフィルターを通った後45度の角度で検
出器に入ります。
●External信号はサンプルと反射光の影響を受けます。
●Internal 信号は反射光だけの影響を受けます。
●この信号比は光の輝度変化の影響を取り除く役割があります。

会社情報
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担当者 深井 愼司
E-mail s-fukai@yanaidenki.co.jp
所在地 大分県大分市弁天２丁目7番1号
ホームページ http://www.yanaidenki.co.jp/
TEL 097-537-5368

FAX ０９７-５３４-２７８１

株式会社ラムダシステム
介護支援システム ひまわり
特

徴

※ 製 造 業 向けにカスタマイズできます 。

ひまわりは介護記録ソフトウェアにナースコール、ビジネスフォンを一つにしたシステムです。

こんな課題を
解決できます

介護施設に従事するスタッフ様の入所者様の介護記録、スタッフの対応記録、対応日報などを応対時間
はセンサーやスイッチから取得された時系列データで記録・帳票出力ができ、手書きで記録を残してい
るなど業務の省略化がおこなえます。
また蓄積される過去データを分析して業務改善や会議の資料にも活用できます。
コスト面も従来別々に導入していたナースコール、ビジネスフォンも同一のシステムとすることで、シス
テム費、工事費が大幅に削減できます。

こんな企業に
最適です

介護施設
※本システムを製造業向けにカスタマイズすることも可能です。

導入実績・
事例

特別養護老人ホーム

広寿苑

製品・
概要図など

会社情報

担当者 利光 宏一
E-mail name.toshimitsu@ramda.co.jp
所在地 大分県大分市萩原３-２３-１５ 日商ビル１F
ホームページ https://www.ramda.co.jp
TEL 097-551-2039

FAX

097-551-2049

おおいたスマートものづくり応援隊

13

NPO法人技術サポートネットワーク大分（略称：TSNO）
IoT導入前のカイゼン相 談 、 現 地 指 導

特

徴

NPO法人TSNOは企業を定年退職した企業OBの集団で、様々な技術的知識を活用し、中小企業支援
を実施しています。
特に近年はIoT推進を重点的に実施しており、その第一歩はアナログデータのデジタル化だと理解して
支援を進めています。

こんな課題を
解決できます

(1)生産管理（①日程管理 ②製造原価管理
(2)設備管理
(3)品質管理
(4)在庫管理
(1)～(4)他のIoT化で課題を解決できます。

③製造コスト管理

④作業標準化）

こんな企業に
最適です

ものづくり企業全般

導入実績・
事例

鉄骨業、自動車修理工場、精密機器、印刷業などで、 IoT導入につながる支援を行いました。
■NPO法人TSNOは、中小企業の課題を改善する活動のお手伝いをしています。
■IoT導入に当たっては、システム設計・センサーの設置などの専門企業と協業しています。
■システム稼働後の支援としてデータ分析し、生産性向上のアドバイスを実施しています。

製品・
概要図など

会社情報
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担当者 理事長：足立 紀男
E-mail n.adachi@orion.ocn.ne.jp
所在地 大分市大字葛木186-2
ホームページ http://www.tsno.jp/
TEL 097-521-2369

FAX

097-521-2369
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