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経営環境が激しく変わっている 

お客様の要請が変わった。客層も変わってきている（人口減、
少子高齢化）。 

商品のライフサイクルが短くなった。新商品が次々出てくる。 

商品の多様化 

ＩＴの急速な進展 ←第○次革命 

 メインフレーム ＯＡ ＣＳＳ インターネット・・ クラウド／モバイル 

「受身」 ⇒ 「攻め」 経営革新 

中小企業の攻めの経営 

ＩｏＴ 

グローバル化 

 長期停滞を打破し、中長期的な成長を実現していく鍵は、近年急激に起き
ている第４次産業革命（IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボット、シェアリ
ングエコノミー等）のイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れる
ことにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」を実現することにある。 

未来投資戦 略 2017：基本的な考え方より抜粋 （2017/6/9） 



シェアリング・エコノミー 
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シェアリング・エコノミーとは 
 場所・乗り物・モノ・人・お金等の遊休資産 をインターネット上のプ
ラットフォームを介して個人間で貸借や売買、交換することでシ ェ
アしていく新しい経済の動き      （シェアリングエコノミー協会） 

例 
 ＵＢＥＲ：タップして配車を依頼する（アメリカで2009年3月に設立） 
 Airbnb：ホームシェアリング(民泊)サービス（米で 2008年8月創業) 

＜シェアリングエコノミー認証制度：第１弾＞ 
 株式会社 AsMama（子育てシェア）…子育てスキル 
 株式会社タスカジ（タスカジ）…家事スキル 
 ランサーズ株式会社（Lancers）…スキル（クラウドソーシング） 
 Uber Japan株式会社（Uber）…移動 
 株式会社スペースマーケット（スペースマーケット）…スペース 
 株式会社ガイアックス（TABICA）…観光 

メルカリ（フリマアプリ） 



未来投資戦略 2017  
―Society 5.0 の実現に向けた改革―  
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平成 29 年６月９日 

Ⅰ Society 5.0 に向けた戦略分野 
１．健康寿命の延伸 
２．移動革命の実現 
３．サプライチェーンの次世代化 
４．快適なインフラ・まちづくり 
５．FinTech 

Society 5.0 の実現 （超スマート社会） 
 「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供 し、社会
の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高い サービスを受け
られ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗 り越え、活き活きと快適に
暮らすことのできる社会。」 
         （第5期科学技術基本計画：Ｈ28～Ｈ32の計画（Ｈ28/1/22）） 

Society 5.0  
 ①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上５
番目の新しい社会。新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主
体たる人々に豊かさをもたらしていく 



Connected Industries 
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様々なつながりにより新たな付加価値が創出される産業社会。 
 例えば、 

・ モノとモノがつながる（IoT） 
・ 人と機械・システムが協働・共創する 
・ 人と技術がつながり、人の知恵・創意を更に引き出す 
・ 国境を越えて企業と企業がつながる 
・ 世代を超えて人と人がつながり、技能や知恵を継承する 
・ 生産者と消費者がつながり、ものづくりだけでなく社会課題の解決を図るこ
とにより付加価値が生まれる。 

 デジタル化が進展する中、我が国の強みである高い「技術力」や高度な「現場
力」を活かした、ソリューション志向の新たな産業社会の構築を目指す。 
 現場を熟知する知見に裏付けられた臨機応変な課題解決力、継続的なカイゼ
ン活動などが活かせる、人間本位の産業社会を創り上げる。 

＜３つの柱＞ 
１．人と機械・システムが対立するのではなく、協調する新しいデジタル社会の実現 
２. 協力と協働を通じた課題解決 
３．人間中心の考えを貫き、デジタル技術の進展に即した人材育成の推進 

（経済産業省：Ｈ29/3/20） 



地域における同業連携 
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生産管理システムのIT化、見える化、つながる化を進めています。現場の担当者も巻き
込み、相互に勉強会を頻繁に実施し、なんと３カ月でシステムの稼働にこぎつけました。 

IVI（Industrial Value Chain Initiative）：https://www.iv-i.org/ 

（34名） （11名） （16名） 

中堅・中小製造業が実践しているIoT活用事例40 
https://www.jmfrri.gr.jp/info/380.html 



大田区仲間まわし 
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フィンテック 
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「 FinTechビジョンについて」  2017年５月  経済産業省 経済産業政策局 産業資金課   

（FinTech：Finance＋Technology） 

全ての「お金」が、電子情報となってネット
ワークを瞬時に移動し、計算され、記録さ
れる  



「スマート SME（中小企業）研究会」 
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（１）IT 導入により、中小企業の経営上どのような効果を目指す
のか （中小企業の各業務に応じた IT 活用の整理、「スマー
ト SME」経営によりデ ータ作成から利用への転換・徹底的な
省力化など）  

（２）中小企業のクラウド導入による生産性向上のポテンシャル 
（企業内、API によるデータ連携、企業間 EDI など）  

（３）中小企業による IT 導入の促進体制のあり方 （中小企業支
援団体、金融機関、調達企業との連携など）  

（４）中小企業とサイバーセキュリティ  

（５）IoT や AI や BD から生じる産業構造や中小企業への影響 

平成２９年３月２９日 中小企業庁 

（http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/170329smartsme.htm） 

（第2回（4/19）、第3回（5/17）、第4回（６/6）開催） 

中間論点整理（案）概要（6/6） 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/170329smartsme.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/170329smartsme.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/170329smartsme.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/170329smartsme.htm


Society 5.0に向けての考え方 
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（明日に向かって）どうありたいのか「ありたい姿」を描く 

外部環境の変化（のトレンド） 

自社の強み・持ち味（特徴） 

「ありたい姿」を実現するためのビジネスモデルの構築 

ビジネスモデルを実現できるＩＴ利活用 

第一線で働く社員一人ひとりが、ダイナミックに行動できるように
する。 

（自社の身の丈にあった）ＩＴ利活用 
クラウド 
モバイル 必須 

情報共有できるシステム 



スマートフォンの普及 
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 平成29年版情報通信白書：第1章 



革新的取組の必要性 
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革新的とは、昨日までと異なる、これからの経営環境に適応
できる「新たな取組」＝「攻め」 

（従来「自社に無い」「他社でも一般的ではない」取組みをいう） 

 経営環境が激変してきている今、明日に向かっての「ありたい
姿」をイメージし、その実現に向けて、新商品の開発、新規顧客の
開拓、あるいは既存顧客の要請変化を踏まえた新たな深耕策な
どを検討することは必須と考えられます。 

 同時に、それらの検討を踏まえ、それらを実現できる新たなビジ
ネスモデルの構築も求められております。 

 つまり、自社での従来の取組みにない「新たな取組」、これから
取り組もうとする業界等において、「類似の仕組みがない新たな
取組」にチャレンジすることです。 

革新的取組 ⇒ 経営革新 

地域未来牽引企業（P10参照） 



強い・よい企業とは 

環境に適応し、ターゲットとするお客様に、喜んでもらえる
商品・サービスを提供し続けられること 

経営者の思い：ビジョンに従って 
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自らの意思で必要情報の発信 

社員の一体感 経営者の思いに従って （ベクトルを合わして） 

関係者間における情報共有 

変化に適応できるスピーディな行動 

社内データベース 

関連する外部情報 

Society 5.0 への適応 

ビジネスモデルの再構築（再確認） 

経営革新の視点から、常にチャレンジして 



今後の取組事項 
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成功事例企業訪問 

成功事例企業経営者のお話 

会員の企業訪問 

国・県等の平成３０年度の施策 

その他 

開催予定日 

 １１／   ： 

 １２／   ： 

 １／    ： 

 ２／    ： 



成功事例企業候補 
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会社概要 

■会 社 名  株式会社 星製作所 

 

■所 在 地  八王子市美山町2161-15（美山工業団
地内） 

■設   立  1985年4月9日 

■業   種  金属加工業（精密板金業） 

■従 業 員 数  ７名 

（中小企業IT経営力大賞2014奨励賞） 
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H29年「第３回『攻めのIT経営』中小企業百選」選定 



• 自社の社名を使わなかった 

• セミオーダータイプ板金ケースの加工に特化した 

• 価格をオープンにした 

• 「なんでも出来ます」をやめた 

 

本モデル推進のポイント 

• 小規模システム開発事業者 

   映像・音声・通信・計測・分析メーカー 他 

    展示会出展による市場調査 

• 大学・研究機関 

   大手メーカー開発・大学ベンチャー  他 

ターゲット顧客 
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板金ケース．com 



下請け体質からの脱却 

• 固定顧客からの受注 

• 図面通りの加工 

• 差別化しにくい加工技術 

 

• 集客できるサイト構築 

• 課題解決の提案 

• 筐体設計にチャレンジ 

• ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ志向のモノづくり 

• 生産性の向上 

• ブランドの構築 

• 他社に追従されないWEBサイトの改良（3D-CADを構築など） 

• 未知市場への挑戦（趣味の世界に市場参入） 

今後の課題 

Copyright © 2017 T.Taka All rights reserved 18 



西光エンジニアリング株式会社 
住所 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳３丁目３０-２３ 
電話 ：０５４（６３６）０３１１(代) 
ＦＡＸ：０５４（６３５）５００５ 

http://www.seikoeng.jp/concept.html 
代表者 代表取締役 岡村邦康 
資本金 １，５００万円 
設立年月日 １９８７年（昭和６２年）１０月 
従業員数 12名（＋パート2名） 
関連会社 株式会社 沖友（設立:1998年12月）（3名＋2名） 
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農商工連携：「宮古島モズクを用いた半生タイプの商品開発と販売」（H20．9） 
 駿河湾深層水を活用した宮古島産海ぶどうの中間養生と新たな流通開拓（H２８．２） 

地域資源：「水産加工技術を活用した食べる茶葉・ヘルシースナック商品の開
発事業及び販売事業」㈱沖友（H20.3） 

  ：減圧製茶機の開発と販売及び、中山間部の茶葉を活用した減圧
発酵茶事業化プロジェクト（H26.10) 

新連携：「熱風乾燥とマイクロ波加熱を併用した紙管、帆立貝柱及びモズク乾
燥方法の開発と事業化」（H19.7） 

http://www.seikoeng.jp/concept.html


公的認定制度を活用した新事業 
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新たな成果 

藤枝市への影響 
藤枝市の「農商工連携・六次産業化推進ネットワーク」設立の中心エコノ
ミックガーデニング構想 

「北海道産・藤枝発」は帆立スナック（北見市）や丸ごとハスカップ
（恵庭市）等 

宮古島市への貢献 
 宮古島が発祥の紫芋藤枝市の米粉やイチゴを組み合わせた「紫芋
スウィーツポテト」の開発（2013/6) 
 駿河湾深層水を入れたボトルに海ぶどうと小エビ（初級）、海ぶどうと
ヒメジャコ（中級）が飼育できる「ボトルの宮古島」の販売(2014/8） 
（宮古島市と藤枝市は、2011年に友好都市） 
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国への貢献：We  Are  Tomodachi New Year 2016 に掲載 

整備が整う平成29 年度からは新たな社員を雇用し、毎年２０％増を計画
している 
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＊会社概要＊ 

 会社名 ：武州工業株式会社 
 資本金 ：４０百万円 
 従業員 ：１６０名 
 平均年齢：３３歳 
 創業   ：１９５１年(６５周年） 
 ＩＳＯ９００１認証（２０００年～２０１４年）            

 ＩＳＯ１４００１認証（２００６年～２０１５年） 

 業務内容 
 自動車用金属パイプ部品 
 自動制御機械製作 
 医療機器部品製作 
 ＰＩＰＥＧＲＡＭ 製作 
  事業所 
本店：       武蔵村山市  ２,３１０㎡ 
青梅：      青梅市        ６,９６９㎡ 
横田倉庫：   武蔵村山市     ３５０㎡ 
石和事業所：   笛吹市      ９８０㎡ 
新町サテライト：青梅市  ３,３０６㎡ 
 

 ２０１２年 勇気ある経営大賞 
 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  

 
 
 

 
 
 
 

 
 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 
                                       

H26年「第1回『攻めのIT経営』中小企業百選」選定 
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＊情報化：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 

WEB版内製化統合管理システム 
端末240台稼働中(タブレット１70台） 

 出退勤 

日々決算の出来る仕組みになりつつある 

一気通貫 

1985年から「現場志向」にて、着実にＩＴ経営を推進してきた。 

BIMMS）を自社構築し、業務上の様々な場面において情報を収集・分析・活用 
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＊真の企業間連携  ＊ 

サプライチェーンの先に行くほど、この「ばらつき」
が増大していく。 

ピークがあったオーダーの後には 
谷が来る。日常的に発生している。 

ビックデータの解析 

新購買：IT富山の置き薬 

購入先に在庫情報を自動送信 

客先に納期調整 

 気づくべき人に 
 気づくべきタイミングで 
 気づくための情報をリアルタイムに 
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