
「早稲田大学 IPS・北九州コンソーシアム」情報共有会 

 

日  時：2021 年 8 月 27 日（金）14:00～15:30 

会  場：遠隔(Zoom) 

○プログラム 

開 会  

- 講演 

古月 敬之氏（早稲田大学 IPS 教授） 

   ディープラーニングと応用 

 

- 新会員紹介（自己紹介・取組み事例等）1 

臼井 貴紀氏（Hubbit 株式会社 代表） 

 

- 新会員紹介（自己紹介・取組み事例等）2 

柴 和喜氏 

（トヨタモビリティサービス福岡株式会社 代表取締役社長） 

 

- DX 部会開催報告 

 

- IPS 海外連携シンポジウム（ISIPS2021） 

   ウェブサイト：http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/ 

 

閉 会  

 

以 上 
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2021年7月12日現在

【企業・団体名】　※五十音順

i6コンサルティンググループ株式会社
株式会社IDCフロンティア
アイム電機工業株式会社
旭化成エンジアリング株式会社
旭興産株式会社
株式会社アドバンテスト
アドバンテックテクノロジーズ株式会社
株式会社インフォグラム
株式会社オーネスト
オリックス株式会社
株式会社北九州銀行
京都電子工業株式会社
株式会社クアンド
KOA株式会社　北九州研究所
株式会社コクリエシステムズ
株式会社小松製作所
シャボン玉石けん株式会社
株式会社産業タイムズ社
株式会社スプレッドワン
有限会社ゼムケンサービス
ソフトバンク株式会社 法人事業統括クラウドエンジニアリング本部
大和ハウス工業株式会社
WTC Company 株式会社
株式会社高田工業所
東芝三菱電機産業システム株式会社
トヨタ自動車九州株式会社
トヨタモビリティサービス株式会社
豊田油気株式会社
株式会社野村総合研究所
Hubbit株式会社
株式会社ヒューマンリソース・デベロップメント
PTCジャパン株式会社
株式会社FoxitJapan
株式会社福岡銀行北九州本部
株式会社フロムエイトクリエーション
富士ソフト株式会社
株式会社フジコー　技術開発センター
ミシマ・オーエー・システム株式会社
三島光産株式会社
三菱ケミカル株式会社　福岡研究所
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所
ヤフー株式会社
株式会社YMFG ZONEプラニング
株式会社リョーワ
株式会社ロココ

以上

早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム会員
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DX への取組事例から見える 

企業戦略調査・検討 協同研究委員会 

早稲田大学 IPS・北九州コンソーシアム DX部会  

第 1回（6月） 

 
オンラインミーティング Zoomリンク 

https://zoom.us/j/96416862039?pwd=c1BYSjZHbFBKUHBqSDRndFNYb0

diZz09 

ミーティング ID: 964 1686 2039 

 

日時： 

2021年 6月 30日（水） 

開始時刻 – 終了時刻 

17:00-18:00 

議事内容 〇議題 

 DX部会の今後の進め方について 

  

議事録  

吉江 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       各委員から 

DX部会に期待すること 

あるいは、自社の取組み

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●この部会では IPS企業コンソーシアムから 1つ話題をしぼって話ができるよ

うに考えている。名称は『DXへの取組事例から見える企業戦略調査・検討部

会』。協同研究委員会というのは電気学会の委員会としての顔も持たせている。

コンソーシアム内では『DX部会』という。 

●デジタル・トランスフォーメーション（以下ではDX）や IIOTや ICT化の技術

面だけではなく、企業にとっての 価値創造・提供手段を抜本的に変えるものであ

り、企業文化をも変革すると言われている。本部会では、日本の独特な企業文化

も十分に考慮しながら、日本のものづくり企業がDXを実現する上で必要な工

学的視点と、DXを推進する上で重要な経営的視点の両面から、ものづくりにお

けるDXについて調査・検討する。 

 

●DXはいろいろな取組みがあちこちでおこなわれるようになっているが、デー

タ利活用に向けた規格、標準化に興味がある。また、デジタル庁の方向性も気に

なっている。 

●JEMIMA（日本電気計測工業会）の中でも検討を進めてきた。ただ IoTをや

ったではなく、付加価値のある取組みに期待したい。 

●ものづくり 60年の間で製品も少し変わりコンセプトは大きく変わってきた

が、システム化の変容まではできていない。考え方ややり方は大きく変わっても

ついていけていない。暗黙知も多い。そんな中でドイツの EVO社のＥＲＰソフト

を導入している。生産管理ソフトは国内メーカーのカスタマイズをしたが、課題も

あり我々の考えの中でしか変われない。今度のＥＲＰは我々の考えている以外で

もどれくらいのことができるか検証したい。変われるように。情報共有をしたい。 

●社内でもシステムの乱立がある。会社にあげていきたい。経営的視点を知りた

い。 

●ものづくりユーザと、IOT、DXソリューション提供の両方の面をもっている。 
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その他質疑応答・指摘等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

  

●全社的にデジタル化に取組み始めており、人材の集結も行っている。本部会で

のスピーカを紹介することもできる。 

●メンテナンス事業にDXをどう取り入れるか検討していることや、AI画像処

理自社オリジナルをDXツールとしてお客様に提供する事例をアウトプットし、地

域の生産性向上に貢献したい。 

●ここでの情報を自社にアウトプットしたい。 

●お客様は製造業で IOTや AI、DXが進んでいる。自社の独自性とか強みの創

造や、新しいビジネスモデルをつくりたい。アライアンスを期待している。現場の

ITリテラシーをどうやって高められるか情報収集したい。 

●女性・多様な人材活用には IOT AI+ARマネジメントツールの委託研究開発

をしている。知らないことが多い。 

●本部会内で協業できる仕組みがほしいと思っている。それぞれの技術を合わ

せた製品やサービスの開発、実証実験の場（参加メンバの協力のもと）での共同

の取組みなどが成果として得られれば素晴らしい。 

 

●ものづくり人材と IT人材の情報交換の仕組みはあるか？  

DXとしての仕組みはまだないが、各事業部の上に束ねるコーポレート部隊がい

て会議をしている 

●データをいれればいいと思っているものづくり企業の誤解、IT側は導入する

と企業は変われるという誤解がある。社風文化ビジネスモデル SWOTをよく理

解した上で導入してもらわなければいけない。お互いに知らないという課題があ

る 

●DX製品の誕生は自社の生産性向上のためというわけではなく、はじめは社

長の英断決断。思いつきひらめきピンとくる力は自社の事業を通してお客様のこ

とがわかっていたから 

 

●本部会の進め方として、2つ考えられるのではないか。①取組事例をたくさん

集め（講演やインタビュー等により）解析して、企業戦略をあぶりだす②部会内で

アライアンスを組み、皆でひとつやってみる（経験を通して知見をまとめる）。後者

では、実際の取組を参考にしつつもそれをうまく抽象化して、ひとつの DX事例

を作りあげるような作業になるだろう。 

●次回の部会は９月開催予定。この間原案を出すので、叩いて欲しい。 

出欠管理：委員会 4回/年 研究会 1 回/年  
名前    所属 6月 9月 

    

 
# 吉江 修   早稲田大学 〇 

     

 
# 石橋 浩二 アドバンテックテクノロジーズ株式会社 〇 

     

 
# 池川 育裕 京都電子工業株式会社 〇 

     

 
# 手嶋 康介 京都電子工業株式会社 

      

 
# 光井 康浩 京都電子工業株式会社 〇 

     

 
# 糸川 郁己 公益財団法人北九州産業学術推進機構 

      

 
# 小野 隆二郎 アイム電機工業株式会社 〇 

     

 
# 久保 秀樹 富士ソフト株式会社 〇 

     

 
# 久池井 茂 北九州工業高等専門学校 〇 

     

 
# 小池 建郎 東芝三菱電機産業システム株式会社 〇 

     

 
# 後藤 智 PTCジャパン株式会社 

      

 
# 迫 孝司 旭化成エンジニアリング株式会社 〇 

     

 
# 下岡 純一郎 株式会社クアンド 

      

 
# 田中 裕弓 株式会社 リョーワ 〇 
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# 濵谷 卓美 株式会社ロココ 〇 

     

 
# 溝田 力三 ミシマ・オーエー・システム株式会社 

      

 
# 森 真一 株式会社 Foxit Japan 

      

 
# 仲村公孝 株式会社高田工業所 〇 

     

 
# 山﨑義彦 株式会社高田工業所 〇 

     

 
# 籠田 淳子 有限会社ゼムケンサービス 〇 

     

オ # 森永康裕 北九州市 
      

オ # 大庭繁樹 北九州市 
      

 
出席者合計 1４  
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Home Programme Registration Authors Committees Venue In case of trouble

The 15th International collaboration Symposium on Information, Production and
Systems (ISIPS 2021) aims to bring together researchers from different countries so as
to promote synergy for collaboration research by promoting creation and exchange of
ideas related to information technology, production systems and integrated systems.

This year again, due to the continuation of the
pandemic, ISIPS 2021 will be held virtually (and in a
hybrid way for invited talks).
The keynote speeches and the invited talks will be given through Zoom webinars and
on site at the Kitakyushu Science and Research Park (KSRP) Media Centre, Tele-Lecture
1F, Room 1. The other presentations will be given through Zoom only.

We are looking forward to meeting you at ISIPS 2021 virtually!

CALL FOR SHORT PAPERS AND PRESENTATIONS

The symposium programme focuses on both fundamental and application research in
areas related to information, production and systems. We welcome technical short
papers providing novel insights. A detailed table of topics is shown below.

Information - computational intelligence, fiber-optic systems, information and
communication model, information systems, intelligent networks, language and
media information, machine learning, mechatronics, natural language processing,
networks, planning and scheduling, robotics, smart computing, smart industry, virtual
or augmented reality, virtual community, vision / image processing

Production systems - bioelectronics, biomedical engineering, equipment condition
diagnosis, intelligent and process control systems, intelligent control, machine
design, management and production, materials engineering, process control,
production, production process, robotics

Integrated systems - analog and high-frequency circuits, circuits, dependable
systems, distributed systems, energy and environment development, equipment
condition diagnosis, integrated systems, high-level verification, high-speed and low-
power LSI, LSI design automation, LSI verification and test, memories, MEMS, mobile
communication, multimedia and image information, optical systems, opto-
electronics, power electronics, sensors, signal processing, speech / acoustics, ultra
large-scale IC, vision / image processing, wireless communication

Please find the submission guidelines on the authors' page. Please note that there are
two types of presentations this year: (a) oral or (b) poster/demo/video presentations.

IMPORTANT DATES

Registration open: 15th August 2021
Registration closed: 30th October 2021

Short paper submission open: 15th August 2021
Short paper submission closed: 15th September 2021
Acceptance/rejection: 7th October 2021

Symposium: 8th—9th November 2021

UPDATES

15th August 2021
Submission and registration open.

6th August 2021
Committees online.

18th May 2021
ISIPS 2021 website is online.

25th March 2021
ISIPS 2021 website construction
begins.

PREVIOUS ISIPS

ISIPS 2020

ISIPS 2019

ISIPS 2018

ISIPS 2017

ISIPS 2016

ISIPS 2015

ISIPS 2014

ISIPS 2013

ISIPS 2012

CONTACT

May you have any questions
regarding ISIPS please contact
isips@list.waseda.jp

P6 

http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/index.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/program.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/registration.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/authors.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/committees.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/venue.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/trouble.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2021/authors.html
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2020/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2019/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2018/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2017/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2016/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2015/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2014/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2013/
http://www.waseda.jp/assoc-ics/2012/
mailto:isips@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/ips/english/index.html
http://www.ksrp.or.jp/fais/

	00-1_議題書 
	00-2_早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム会員名簿（2021年7月12日時点）
	01_DX部会議事録　第1回20216
	DXへの取組事例から見える 企業戦略調査・検討 協同研究委員会
	DXへの取組事例から見える 企業戦略調査・検討 協同研究委員会
	出欠管理：委員会4回/年　研究会1回/年


	02_IPS海外連携シンポジウム（ISIPS2021）

