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燕市様 市勢 
燕市 

燕市市勢 
 人口：81,917人 （平成27年3月末時点、新潟県下30市町村中7位）  
 職員数：625人（平成27年4月1日時点） 
 財政状況：平成27年度 一般会計 378億円（前年比 ▲7億円） 
 
産業 

 ・日本を代表する金属加工製品の一大産地であり、機械、自動車部品の製造が盛ん 

 ・特に金属製洋食器においては日本国内生産シェア90%を占める 

 ・製造事業者の割合が42%であり、全国市区町村の中で最も製造業の比率が高い市 

①金属製洋食器は
日本国内生産シェア
90% 

②米国Apple社のCEO、
故スティーブ・ジョブズに、 
金属研磨技術を認められ
iPodの背面の鏡面磨きを 
請け負う。 

③研磨が非常に難しい
チタン製のビアカップ。 
きめ細かい泡が立つ。 
近年20社ほどの協業で
独自ブランド設立。           
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■燕市のものづくり推移（平成10年＝100） 

出典：燕市「燕市の工業2016年」再編加工 

出荷額 

従業者数 

事業者数 

燕市様のものづくり環境 

IoT 
に着目 

■労働生産性の比較-H24年 
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出典：総務省・経済産業省「経済センサス」再編加工 

燕市 新潟県 
平均 

全国 
平均 

三条 
市 

（千円） 

燕市様の金属加工業及び洋食器製造業は、85年プラザ合意以降の円高の進展、中国などの新

興国の工業化等により、競合が激化。90年代以降これらの産業は縮小し、苦しい時期が続く

ようになり、早急な産業再生が現在の課題。 

 労働生産性を高めるための効率化 
 堅調な伸びが維持できる基盤作り 
 製品の高付加価値化 

64% 

82% 

101% 

88% 
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燕市様における製造現場の課題 

課題 
①  現場の進捗管理、現品(在庫)管理が手作業に依存 

 現場のカイゼンにデータを活用した取り組みを期待 

 

  

課題 
② 

 

 情報連携のロスによるムダの排除 
 早く・安く・簡単につながることへのニーズ 

課題 
③ 

 

 素材や特性に応じた微妙なノウハウが個人に依存  
 センシング等のデジタル化で固有技術を共有できる 
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実証実験の内容 
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実験対象品種：給食カップ 小 
      ケーキバット16インチ 

取組の 
目的 

・IoT技術を取り入れる事で産地産業への貢献を検証 
→製造情報の可視化と企業間情報共有の確立 ⇒ 「つながる工場」実証 
・産地固有の特徴にテジタル技術を付加することで新しい付加価値の創造 

工程管理票 
(クリアファイル)  

センサー/ラズベリーパイ/電源ユニット 

工程ポスト(ラック） 

 - IC-タグ 
 - バーコード 

使用機器 
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株式会社A社 

 【事務エリア】 

  

実証実験の流れ（A社様 社内工程進捗情報の連携） 

実証実験の内容 

センサー付き 
伝票ポスト 

A 工程 
  開始 

工程8 

 ：事務エリアの作業     ：現場エリアの作業 ★：管理ポイント（社内 6ポイント） 

         富士通 K5：クラウド環境 工程情報 

工程7 工程6 工程5 工程4 工程3 工程2 工程1 

ICタグ内蔵 
クリアファイル 

ICタグ 

作業指示書 
(現品票) ⑤工程着手に配置した 

ポストにクリアファイルを 
投函 

⑥次工程着手に 
配置したポストに 

クリアファイルを投函 
（同様に次の工程へ） 

センサー付き 
伝票ポスト 

B 工程 
  開始 

⑦現品票の工程間移動を
検知しWiFi経由で 
クラウドにデータ送信 

★ ★ ★ ★ ★ 

① 管理単位決定 
 （ロット分割） 

② バーコード付現品票 
（作業指示書）を印刷 

③ICタグと現品票 
 (バーコード)を 

 電子的に紐付け 

④クリアファイルに 
現品票を収納  

【現場エリア】 
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研磨工程(D社） 
洗浄着手（社内）で管理 

★ 
マーク・渕巻・脱脂は工程順序不同 
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社内工程進捗の見える化 

 工程8  工程7  工程6  工程5 工程4 工程3   工程2 工程1 

★ ★ ★ ★ ★ ★ 
実験工程：★ 
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動画/管理工程_03.mp4
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株式会社A社様 

  工程9 

協力会社 B社様 協力会社 C社様 

検品 ★ 

工程着手と完了、 
製品払い出しを管理 

配送者が 
 ポストに投函 

11 ★     工程10 ★  13 ★ 工程12 ★ 

 

社内ものづくり工程進捗管理 工程着手と完了、 
製品払い出しを管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

地域企業間ものづくり連携 実証実験 
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社内・複数企業間の進捗状況を見える化 

品名表示 

計画表
示 

自社内の進捗
状況 

企業間進捗状況 

① 

② 
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現場で参加頂いた企業様からの声 
実証実験を通じて、運用のイメージ（今後の期待）が持てた 
 (こんなふうになったらいいな 無駄をそぎ落とす参考になった) 
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予め工程完と払い出しのステータスがわかっていれば、最適な配送ルートを決められ
る。製品配送のリードタイム短縮や、後工程からの引取り遅れ、払い出し後の滞
留を抑止にかなり効果が期待できそう 
また、特急品への緊急対応、全体の生産計画の調整が格段に容易に 

製品の工程の進み具合が、事務所PCで見えるだけで大きな進歩だと思います、
もっと広げて、工程と品名の検索で照会出来れば、管理工数は大幅に削減 

他社の状況が見えて、利を得る会社とそうでない会社がある。情報公開の
OPEN/CLOSEは企業間の関係、個社都合もあるので簡単ではない(ルールや
条件の細かい取り決めが必要) 

匠のノウハウの継承の課題は大きな経営テーマ。たとえば、研磨には熟練の作業者の
ノウハウが必要、ロボットに機械学習させて、熟練の作業を再現したいが、なかなか
うまくいっていない 

標準化出来ないのが匠の技と考えていたが、作業の実績をデータに 
蓄積していくことで、標準化への期待が持てた(今回は未実験) 
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IoTへの期待 

 

 まずは、社内の現品管理・工程の進捗管理から 
 現状の運用レベルに応じた導入サポート 

 

 センシングによる固有技術のデジタル化  
 BigDataやA.I(ディープラーニング）の活用研究 

 

 

 情報連携のロスによるムダの排除 
 早く・安く・簡単につながる 
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燕市ものづくりの未来像 

 

製品完成までの工程 
（複数企業）をつないで 

仮想工場を構成 

IoTのもつ様々なメリットへの期待は大きい、 
安く、簡単に、誰でも利用できる環境を提供して欲しい 
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