
～IoTビジネス共創ラボでの事例を通じてビジネスにおけるIoT活用の秘訣を紹介します～

#IoTビジネス共創ラボ
#iotbizlabo



顧客

小売・流通

社会インフラ
（交通／運輸）
医療・
ヘルスケア

製造

{  }

デバイスの
接続と管理

データ管理と
高度なデータ分析

ビジネスにつながる
情報の活用

データの
収集・処理

IoTの適用範囲は広く1社では実現不可能



IoTビジネス共創ラボ



WG事例紹介
ヘルスケアWG
高齢者向け配食サービスの
食の安全に向けたIoT

ドローンWG
「ドローン」＋「LoRaWAN」
柏の葉キャンパスにおける
LoRaWANの実証実験

分析WG
セキュリティカメラを使用した来店客
CRMソリューション
「おもてなしサポートシステム」

送電線保守におけるディープラーニング活用

Pepper WG
ロボットと連携した新しいカフェ体験！

製造WG
電子製品製造・組立工場のIoTによる見える化

物流社会WG
IoT × 機械学習
-畜産業における安定出荷への活用 -

★

★

★

★

★

★

ビジネスWG
IoT で働き方改革！！

★



製造機器のデジタル数字認識と IoT による
データ収集・活用

製造WG事例紹介





























ユーザからの反応
 刺さったところ

→こんなの探していた。低コストで出来る所が良い。
 良く聞く要望

→アナログメータも対応してほしい。ローカルで使いたい。

検証で出てきた課題
 実際の製造工場で実地検証中
 カメラの問題

→照明の映り込み。外部の明るさの影響。設置位置。



ビジネス化に向けた課題
 検証に協力可能なユーザを探す

→様々な環境で実地検証を行い、ノウハウを蓄積・展開する

製造WG 参加企業



かわさきIoTビジネス共創ラボ（かわラボ）
後継者育成・技術継承問題へのアプローチ
製造業 ｘ AR/MR

技術伝承WG事例紹介







テーマ
自動車排ガス検査等車台のピットカバー







AR技術（図面３DCG）
• iPADを使ったアプリケーション

• 図面にスマートフォン・タブレット
をかざすと3DCGが表示される



MR技術 電子マニュアル
 実物大３DCG表示
 全体制作イメージのアニメーション
 各制作部位の作業VTR表示
 熟練作業者の動作収録
 熟練技術者のコメント表示



事業体制

事業協力

川崎市産業振興財団
コーディネート

IoTビジネス共創ラボ
ワーキンググループ



IoTビジネス共創ラボ起点となった
最新導入事例



IoTビジネス共創ラボ



東京電力パワーグリッド株式会社

課題

・山間部などはVTRによる点検
・熟練の点検員による点検が必要
・動画の異常判別に膨大な時間が必要
・目視確認に膨大なコストが発生
・目視確認による検知漏れの削減

AIによる解決策

・画像データから異常／正常を
判定するDeep Learningモデルを
構築し、報告書を自動作成

・自動でタグ付けを行う
学習プラットフォームを構築

生み出された価値（効果）

・目視確認のコストが削減可能
・明らかに異常または正常と

出力された画像は自動判定
・グレーゾーンと出力された

画像は人間の目視に委ね、
誤判定の防止が可能

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社

送電線網の点検作業をAIを活用して効率化を行い、同時に点検基準の平準化を両立する



IoTビジネス共創ラボ

AIによる異常個所判定事例



IoTビジネス共創ラボ



IoTビジネス共創ラボ



IoTビジネス共創ラボ



IoTビジネス共創ラボ



IoTビジネス共創ラボ



IoTビジネス共創ラボ



高齢者向け配食サービス食の安全に向けた
IoT化検証

ヘルスケアWG事例紹介



ヘルスケアWG配食サービスPoC実施概要 [1/3]
■PoCの狙い・アウトプット■

[Step①]
・配食サービス運搬状況の実状把握 (センサデータによる見える化)

[Step②]
・配食サービス運搬状況の遠隔監視 (管理者のリアルタイム状況把握)

・IoT化の実ビジネスとしてつなげられないかを検証する



ヘルスケアWG

■実施内容■
・場所 ： 宅配クック ワン・ツゥ・スリー 志太店
・台数 ： 4台
・時期 ： Step① 2017年7月～ ／ Step② 2018年1月～

■参画企業 & 取組ポジション■
[インフィック・コミュニケーションズ]

配食サービス実証先現場の提供、現場保有ログデータ管理、データ解析
[パーソル プロセス&テクノロジー]

スマートフォンからクラウドへのデータ転送アプリ作成、データ解析
[アルプス電気]

センサモジュール提供、各種セットアップ対応、データ解析
[日本マイクロソフト]

クラウド接続先Azure提供
[ユニアデックス]

監修

配食サービスPoC実施概要 [2/3]



ヘルスケアWG

■実証先現場にて保有されているデータ■
・運搬者用スマホ取得データ (Google Map移動履歴など)
・どの車(運搬者)がどのスマホを持っていたか
・どの車(運搬者)が何食配ったか
・スタート＆ゴール時の温度計数値
・日々のメニュー把握

⇒ スマホデータ以外は用紙による管理

■センサモジュールで測定可能なデータ■
・温度
・湿度
・気圧
・照度(ドア開閉検知として活用)
・加速度(運搬開始・終了として活用)

⇒ デジタル出力管理

配食サービスPoC実施概要 [3/3]



ヘルスケアWG配食サービスとは ■実例動画■
https://youtu.be/VDpQNO056N0

■ビジネス例■
・宅配クック ワン・ツゥ・スリー：全国約320店舗展開
・同社志太店：約10,000食/月
・1日2回(昼食・夕食)配食サービス

[昼食]07～09時：調理 / 09～11時：配達
[夕食]11～13時：調理 / 13～15時：配達

https://youtu.be/VDpQNO056N0
https://youtu.be/VDpQNO056N0


ヘルスケアWG配食サービスのニーズと課題
■ニーズ■

・食の安全
（温度の適切な管理）

■温度管理の課題■
・現状はスタッフの目分量で保冷剤の量を決めている

日によって回るルートや配食数が変動するため
現状の判断は適当

・温度管理は配車トランク内にある温度計にて目視確認
(配達前と配達後の2回)



ヘルスケアWG配車(EV車) & センサモジュール設置場所
トヨタ車体：超小型EV「コムス(COMS)」

アルプス電気：
センサネットワークモジュール

(マジックテープ止め)



ヘルスケアWGアルプス電気：センサネットワークモジュール

BLE



ヘルスケアWGPoC：Step① (ローカル接続)

[100msec動作]
・加速度センサ

[10sec動作]
・温度/湿度センサ
・照度センサ

(開閉検知用途)

BLE

センサネットワーク
モジュールSNM

アプリ

配食サービス運搬状況の実状把握 (センサデータによる見える化)



ヘルスケアWGPoC：Step① センサデータ測定結果・ポイント
■温度・湿度センサ■
・運搬時の開始前後だけでなく時系列にて全体状況を把握することが可能。

■照度センサ■
・トランク開閉数を検出可能。
・配達件数と関連付けも出来そう。

■加速度センサ■
・運搬開始・終了時刻をデジタル管理可能。
・運搬者の運転状況(安心安全)のモニタリングも出来そう。



ヘルスケアWGPoC : Step② (クラウド活用システム構成図)

Azure

HTTPBLE

①SNMアプリがデータを受信して
CSVファイルを生成

②転送アプリがCSVの差分を監視し、
新しいデータをAzureへ送信

Virtual Machine

Table Storage

転送
アプリ

SNM
アプリ

センサネットワーク
モジュール Android

Power BI
（可視化）

VM上のPythonアプリケーションが、
取得したデータをTable Storageに
書き込み

[10sec動作]
・加速度センサ
・温度/湿度センサ
・照度センサ

(開閉検知用途)

配食サービス運搬状況の遠隔監視 (管理者のリアルタイム状況把握)



ヘルスケアWGPoC : Step② (システム構成のポイント)
＜低コストと導入の手軽さを重視＞

 デバイス側：Raspberry Pi などの IoTゲートウェイを使わず、
運搬者に貸与している Android 端末を活用

 クラウド側：IoT Hub、Stream Analytics などを使わず、
仮想マシンと Table Storage のシンプルな構成

 IoT Hub と Stream Analytics だけで月額約1万7千円
 仮想マシン（Basic_A1）と Table Storage だと月額3千円程度



ヘルスケアWG今後、追加したい機能
 機械学習を用いた保冷剤の最適な投入数の予測
 当日の天気予報、配達件数、配達予定時間など

 スマホの位置情報との組み合わせによる運搬管理の高度化
 運行ルートと配達記録の可視化
 運搬者へのリアルタイムなアラート情報フィードバック

(急激な温度変化に基づく注意喚起、正しい順序で配達出来ているか、など)
 交通渋滞情報などに基づく最適な運行ルート指示

 配食サービス利用ユーザーへの付加価値向上
 地図情報サービス連携、運搬者にお届け先の個別情報に基づく気付き

(ユーザーAさんの近況情報をマップ上にポップアップ表示)
 利用ユーザーが運搬者の運行状況をマップにてリアルタイム確認

(今どこに運搬車があり、いつ頃到着できそうか)



ヘルスケアWG配食サービスのIoTビジネスモデル案

① エアコンのない小型車、原付きなどを使用した配食サービス事業者への
品質管理提案
(適切な保冷剤量、最適運行ルート、測定ログ履歴保証、など)

② エアコンのある乗用車での配食サービスの温度管理の見える化

③ 配食サービス用車両のオプション機器として提案
(例：トヨタ車体に対して「コムスのオプションとしてどう？」)

④ 自動車保険業者との新サービス、事業化拡大提案



養豚業における IoT/AI 活用にむけた
実証実験

納田牧場様 事例紹介



養豚業における IoT/AI 活用の可能性

養豚場の環境（温度、湿度など）
の見える化・快適化

出荷品質の
均一化・安全

出荷時期/出荷量
最適化・予測

豚の健康管理と
不具合早期発見

「人手不足時代」における養豚経営の勝者へ

経験と勘 ⇒ データ化・デジタル化 ⇒ 新たな価値の創出へ



PoC にご協力頂いた養豚場
 納田牧場（徳島県阿波市）
 主な特徴：

・生産から販売までワンストップ経営
・徳島名産の金時芋（規格外品）を活用
・ブランド豚「阿波の金時豚」としての販売

薬物を使用しない安心安全なブランド豚鳴門金時規格外品 餌として利用





PoC 実施内容
 養豚経営の重要な資源、“母豚（ぼとん）”にフォーカスをあてて実施。
１．母豚の生産能力向上へ（限られた人材での出荷頭数アップ＝売上げアップ）
２．出産検知による母豚の見守り（無看護分娩。出産には基本的に立ち会っていない）

デジ
タル
化哺育期間

(0-20日)
離乳期間
(20-30日

)

子豚育成
期間

(30-80日
)

肥育期間
(80-180

日)

子豚の出荷

発情 交配 妊娠
(114日) 出産

母豚の出産サイクル

ヒ
ト 餌やり 巡回 糞尿

清掃
交配
対応

温湿度管
理

出産
対応

病気
対応

ブ
タ

養豚場の環境
快適化

出荷品質の
均一化・安全

出荷時期/出荷量
最適化・予測

豚の健康管理と
不具合早期発見

「人手不足時代」
養豚経営の勝者へ



出産検知による母豚の見守り
 実証実験概要
 現状：

豚の出産は無看護分娩
⇒ 出産時に立ち会わない
⇒ 分娩時間の長時間化により死産数に影響

 目的：
映像データから母豚の活動状態を分析し、
出産の予兆を検知し、出産を予測する。

 内容：
 出産を前にした母豚のエリアに、カメラを設置
 カメラの映像データを取得し、データ分析を行う

 分析項目
 母豚の活動状況

映像データ映像データ

実際の映像

ユニアデックス 動画画像分析システム

動態検知プログラム
 データ分析プログラム

分析例
• 動いている
• 餌を食べている
• 立っている
• 座っている
• その他

映像データ

 構成イメージ
ビデオカメラ

（協力：東京エレクトロンデバイス様）



0:00:00

2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日

日別活動量遷移
出産予兆の分析



PoC からの展開

出産検知による
母豚の見守り

・画像解析により、行動特性を分析することで、
日単位/時間単位の出産予兆を検知できる可能性
がある

・データ蓄積による精度の向上
・出産中の子豚検知による出産検知
・子豚の活動量分析による健康管理

 PoC 実施結果～今後

養豚場の環境（温度、湿度など）
の見える化・快適化

出荷品質の
均一化・安全

出荷時期/出荷量
最適化・予測

豚の健康管理と
不具合早期発見

「人手不足時代」における養豚経営の勝者へ
継続的な仮説検証を通じて

母豚の
生産能力向上

・生産能力には体温が影響
・温度管理により生産能力向上に繋がる
・飼育地域に応じた品種選びが重要

・母豚体温データの信頼性をあげる
・細かなデータ分析

産歴/季節変動/母豚受胎状況と体温の相関
・サーモカメラ活用による病気早期発見



パートナーと共に創るクラウドIoTビジネス

システムインテグレーター

データ分析

通信・モバイル

デバイスOEM

センサーメーカー

ソフトウェアベンダー

I o T ビ ジ ネ ス 推 進 の ハ ブ

ユーザーにとって価値あるIoTを素早く提供するためには
各社の強みを持ちより共創することが重要



Designed by Freepik

自社で手がけないノンコア領域を定め
異なる業種・業界のプレイヤーと

ビジネスを開発するために
一歩前に出よう！

https://www.freepik.com/free-photo/thumb-up-of-collaboration-teamwork-concept_1185602.htm


https://aka.ms/jp/iotlab
#IoTビジネス共創ラボ

#iotbizlabo



ありがとうございました！

#IoTビジネス共創ラボ
#iotbizlabo
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