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1. 保全データのクラウド共有と PDCA 

 

整理記号 １０６－３ 1/1 カテゴリ 設備保全 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 保全データのクラウド共有と PDCA 

概要 設備保全の役割を生産能力の維持・向上と定義し、主要業務シナリオである①設備故障、②品質ト

ラブルにおいて、保全データのクラウド共有や IoT技術の活用による早期復旧や故障・トラブルの

予防保全を実現するための施策を検討する。 

 

 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

２ １３ ４２ ４０ ５  

実証実験 計画中 実施場所 未定 予定年月 

ＷＧ名 保全データのクラウド共有と PDCA 

主査企業 NEC 

参加企業 住友電気工業、三菱重工業、旭硝子、ソニー、日立産業制御ソリューションズ、三菱電機 

 

2. 企業を超えた生産指示 MES 

 

整理記号 108-2 1/1 カテゴリ 利用者連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 企業を超えた生産指示 MES 

概要 発注企業から受注企業へのタイムリー生産指示 

つながることで、生産指示情報を共有して両社が協力してタイムリーに対応できる 

 

 

 

 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

8 7 4 7 6 61 

実証実験 実施中 実施場所 愛知県豊田市 丸和電子化学（株）本社工場 2016年 3月 

ＷＧ名 企業を超えて連携する自立型 MES 

主査企業 小島プレス工業 

参加企業 富士通、日本電気、アドテック富士、明治電機工業、日立産業制御ソリューションズ、パナソニッ

ク、三菱電機、フロンティアワン 
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3. 人と設備の共働工場における働き方の標準化 

 

整理記号 211 1/2 カテゴリ 利用者連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 人と設備の共働工場における人員の最適配置 

概要 現状は作業者の突発休暇などによる不足人員を補うため、ラインのリーダーは日々苦労している。 

「作業者スキル DB」「健康判断システム」「配置シミュレーションシステム」などの IoE 技術をつなげること

でリーダーの支援（フロアーマネージメント）を行う。 

将来的には、これらのシステムから作業者の人材育成までをつなげるしくみを築き、人とモノと情報がつ

ながった共働工場を目指す。 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

2 5 16 4 5 5 

実証実験 計画中 実施場所 愛知県豊田市（モデル実証） 2015年 11月 

ＷＧ名 人と設備の共働工場における働き方の標準化 

主査企業 トヨタ自動車（株） 

参加企業 （株）ジェイテクト、川崎重工業（株）、オムロン（株）、明治電機工業（株）、（株）進和、日本ユニシス（株） 

 

 

 

整理記号 211 2/2 カテゴリ 利用者連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 人と設備の共働工場における現場での作業動作分析による作業環境改善と人材育成 

概要 生産品目の多様化や作業者のレベルにより、生産遅れは起こりやすい。これまでは再現試験の原因究

明のため、時間と労力を要し、要素ごとの分析が困難であり、的確な作業指導ができず、人材育成まで至

らなかった。 

 

本内容は、グループリーダーとチームリーダーが現場で IoE 機器を活用し、常時動作モニタ情報を活用

し、作業遅れが発生した時点の、作業環境を明確にすることにより、作業要素ごとに標準作業との乖離を

分析し、作業環境の改善と、人材育成を同時に行うものである。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

１ ３ ７ １ ６ １ 

実証実験 計画中 実施場所 愛知県豊田市（モデル実証） 2015年 11月 

ＷＧ名 人と設備の共働工場における働き方の標準化 

主査企業 トヨタ自動車（株） 

参加企業 （株）ジェイテクト、川崎重工株式会社、オムロン（株）、明治電機工業（株）、（株）進和、日本ユニシス（株） 
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4. 遠隔地の B2Bアフターサービス 

 

整理記号 402 1/1 カテゴリ 利用者連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 遠隔地の B2Bアフターサービス 

概要 Ｂ２Ｂ製品の故障修理/消耗品交換/点検/操作サポート等のアフターサービスを遠隔地の顧客に提

供する際に、サービス業務の効率化や顧客の利用価値向上をはかることをめざす業務シナリオであ

る。 

シナリオ実現の方策として、(1)リモートメンテナンスと、(2)共同コールセンターの活用によって、

①故障早期予知、②消耗品寿命予知、③操作遠隔サポート、④早い一時対応、⑤データ活用サービ

スといった価値が創出される。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

１１ ９ ５１ １７ ４  

実証実験 計画中 実施場所 机上（WG各社のと状況比較検証） ‘15/12 月以

降 

ＷＧ名 遠隔地の B2Bアフターサービス 

主査企業 ㈱ニコン、アビームシステムズ㈱ 

参加企業 日本ユニシス㈱、キャップジェミニ㈱、㈱リコー、ブラザー工業㈱、㈱サトー、㈱大竹製麺、三菱

電機㈱、 

㈱ダイフク、㈱ＩＨＩ、住友電気工業㈱、シーシーエス㈱ 

 

5. 設備ライフサイクルマネジメント 

 

整理記号 105 1/1 カテゴリ 利用者連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 設備ライフサイクルマネジメント 

概要 『設備ライフサイクルマネジメント』について以下の場面における、ライフサイクルマネジメント

の進むべき方向性と新たなる価値の提案を行う。 

① 『定常、非定常』時の設備ライフサイクルマネジメント（設備を極力ながく使う） 

② 設備寿命が混在する場合や、設備寿命と製品寿命に大きな差がある場合の設備ライフサイク

ルの検討 

③ 新たな価値を作るための設備ライフサイクルマネジメントの検討 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

4 場面（仮） 8 名（仮） 検討中 20（仮） 10（仮） 検討中 

実証実験 計画中 実施場所 静岡県湖西市（仮） 16 年 2 月実施予

定 

ＷＧ名 設備ライフサイクルマネジメント 

主査企業 矢崎部品株式会社（ファシリテーター） 

参加企業 株式会社ニコン（エディター）テービーテック株式会社、十和田エレクトロニクス株式会社日本電

気株式会社、株式会社日立ソリューションズ、三菱電機株式会社、(エディター以外、アイウエオ順) 
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6. 設備連携によるリアルタイムな保全管理 

 

整理記号 106-2a 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 設備連携によるリアルタイムな保全管理 

概要 本ＷＧでは、①ビッグデータ収集と連携②ビッグデータ解析と保全実施の順に業務シナリオを検討

する。保全管理の目的は、効率面でダウンタイムゼロ、品質面で製品価値の向上である。加工・組

立ラインでは設備と設備や人が連携するが、それらの関係性を保持したデータ収集ができていな

い。設備故障の予兆を捉え、品質バラツキ最小化・高精度加工のために、どのような情報／データ

を、どの程度サンプリングするか整理し、リアルタイムに変化点を管理する。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

3 13 9 43 19 検討中 

実証実験 計画中 実施場所 検討中 ‘16年 1月以降 

ＷＧ名 設備連携によるリアルタイムな保全管理 

主査企業 オムロン 

参加企業 マツダ, 三菱電機, 川崎重工業, サトー, ＣＫＤ, 電通国際情報サービス, 東レエンジニアリン

グ,  

トヨタ自動車, 中村留精密工業, 日産自動車, 日本オートマチックマシン, 日立製作所, 本田技

研工業, ヤマザキマザック  

 

7. リアルタイムなデータ解析と予知保全 

 

整理記号 106-2b 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル リアルタイムなデータ解析と予知保全 

概要 突発的な長期設備停止を避けるため、設備の異常や故障の予兆を捕らえ、計画的に保全活動を行い

たい。現状、予兆を捉えることは困難であるが、設備情報等のビックデータ解析によりリアルタイ

ムに設備の異常や故障の予兆を捕らえ、製造管理者（生産技術、生産計画の担当者）が生産計画を

加味した保全計画を立案、実行するための業務シナリオを作成する。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

6 12 16 20 8  

実証実験 検討中 実施場所   

ＷＧ名 リアルタイムなデータ解析と予知保全 

主査企業 オークマ㈱ 

参加企業 ㈱安川電機、三菱電機㈱、㈱電通国際情報サービス、マツダ㈱、 

コベルコシステム㈱、㈱日立ソリューションズ、ソニー㈱、㈱東芝、日本電気㈱、 

㈱インタフェース、本田技研工業㈱、三菱重工業㈱ 
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8. MES による自動化ラインと搬送系、人間系作業の統合 

 

整理記号 108-1 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 10月 活動中 

タイトル MESによる自動化ラインと搬送系、人間系作業の統合 

概要 ・自動化された製造設備群では、計画情報、実績情報ともに多くの情報をリアルタイムに管理でき

るようになってきたが、仕上げ加工、溶接、検査などの人間系の作業工程や、それらの工程間をつ

なぐ搬送系については、管理の程度は様々で、全体としての統合管理ができていない場合が多い。 

・本 WG では具体例として、機械加工工程を中心とした一連の製造工程を取り上げ、CNC 等の自動

機械とその周辺の手動機械、仕上げ研磨工程などの人間系工程やフォークリフト搬送などの搬送工

程について、IoTを活用した統合管理の仕組みを検討する。 

（進捗状況）これまで機械加工工程に関わる 7つの業務場面と登場する人、モノ、情報、活動を抽

出した。今後、それらのあるべき姿（to-be）を議論しつつ、業務プロセスや情報のモデル化を進

める。実証実験としては、策定したモデルと実際の工場の実績データとのオフラインでの比較検証

やシミュレーション実験による、モデルの実用性評価および課題抽出の実施を検討する。

（2015/11/12） 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

7 15 63 48 12 定義中 

実証実験 計画中 実施場所 オフライン検証及びシミュレーション ‘16/2月以降 

ＷＧ名 MESによる自動化ラインと搬送系、人間系作業の統合 

主査企業 神戸製鋼所、コマツ 

参加企業 東洋ビジネスエンジニアリング、イマック、オークマ、小島プレス工業、ＣＫＤ、中村留精密工業、 

日本電気、パナソニック、日立ソリューションズ、富士通アドバンストエンジニアリング、三菱重

工業、 

三菱電機、三菱日立パワーシステムズ、ヤマザキマザック 

 

9. 想定外の状況に対応可能な MES 

 

整理記号 108-3 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 想定外の状況に対応可能な MES 

概要 想定外の事象が発 9生した場合に、変更情報の共有・影響の特定・生産指示を即座に行える仕組み

を作るため、量産直前で仕様変更が発生した場面を基にシナリオを作成。 

仕様変更に対する納期回答を行う際に発生する関係部門との調整を仮想大部屋で効率化し、仮想大

部屋で確定した変更後の設計・生産技術・品質データが MESのインプットとなるよう仕組み化する

ことで、想定外の状況に対応できる MESが実現できる。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

1 13 0 16 6 0 

実証実験 未定 実施場所 未定 年月未定 

ＷＧ名 想定外の状況に対応可能な MES 

主査企業 株式会社デンソー 

参加企業 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ，株式会社シーイーシー，株式会社ソフィックス，株式会社た

けびし，日本オートマチックマシン株式会社，日本電気株式会社，株式会社富士通アドバンストエ

ンジニアリング，富士電機株式会社，株式会社三菱総合研究所，三菱重工業株式会社 
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10. 遠隔地の工場の操業監視と管理 

 

整理記号 １０１ 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 遠隔地の工場の操業監視と管理 

概要 海外工場を含め、各地に分散した工場の操業を遠隔で管理し、全体最適を実現するための施策を検

討します。遠隔工場の生産ラインに異常が発生し、生産計画が未達となる連絡を受け、対処するた

めのシナリオに対する、TOBEを想定。異常が発生している遠隔地との情報共有や現状把握を含め、

短期間での設備修理や予知保全の可能性も検討します。 

 

 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

８ ４ １０ １３ ３  

実証実験 計画中 実施場所 未定 予定年月 

ＷＧ名 遠隔地の工場の操業監視と管理 

主査企業 ダイフク、ＮＥＣ 

参加企業 大竹麺機、三菱電機、三菱重工、中村留精密工業、小島プレス、山田ドビー、NTTコミュニケーシ

ョンズ、iTiDコンサルティング、アビームシステムズ、DTS 

 

 

 

11. 現物データによる生産ラインの動的管理 

 

整理記号 １０６－１ 1/1 カテゴリ 工程連携 設置年月 2015年 10月 活動中 

タイトル 現物データによる生産ラインの動的管理 

概要 効率的生産をしていく上で重要となる生産進度、品質データ、そして設備の稼働データなどの現物

から得られるデータをその都度高速に処理し、理想とする生産ラインの状態を維持するための人間

の活動を含めた業務シナリオを具体化していきます。 

 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

5(仮) 15(仮) 9（仮） 15（仮） １（仮） 30(仮) 

実証実験 計画中 実施場所 検討中 予定年月 :2015/1

～ 

ＷＧ名 現物データによる生産ラインの動的管理 

主査企業 パナソニック（株）、横河マニュファクチャリング（株） 

参加企業 ㈱アドテック富士、㈱ウイルテック、日本電気㈱、㈱ＮＴＴデータ、川崎重工業㈱、ＣＫＤ㈱、東

京理科大学、富士電機㈱、三菱日立パワーシステムズ㈱、マツダ㈱、㈱レクサー・リサーチ 
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12. 実績データによる製造知識の獲得 

 

整理記号 １０９ 1/1 カテゴリ 工程連携 設置年月 2015/7 活動中 

タイトル 実績データによる製造知識の獲得 

概要 製品の設計情報は、ＣＡＤとＥ－ＢＯＭの[情報]で表される。これを製造情報とするために、多く

の関係者により①Ｅ－ＢＯＭ⇒②ＢＯＰ⇒③Ｍ－ＢＯＭ⇒④ＱＣ工程表⇒⑤標準作業書の順にモ

ノづくりに必要な[情報]を加えることになる。この過程で、様々な製造知識情報（類似事例・技術

知見等）を活用するが、現場の暗黙知として存在するため、継承・レビュー等が困難である場合が

多い。ＩｏＴ技術の活用により、暗黙知を形式知化し、利用可能な知識として継承することを検討

する。 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

７ １５ ４０ １１ ６ － 

実証実験 計画中 実施場所 未定 予定年月 

ＷＧ名 ＷＧ１０９ 

主査企業 （株）日立製作所 

参加企業 ブラザー工業（株） オークマ（株） 三菱重工業（株） （株）シーイーシー （株）ジェイテ

クト 

 

13. 設計＆製造 BOM連携とトレーサビリティー管理 

 

整理記号 208 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 設計＆製造 BOM連携とトレーサビリティー管理 

概要 【現状と課題】 
市場多様性やライフサイクル短縮、コスト競争、アジャイル生産などへの対応には、効率的なエンジ
ニアリングチェーンやサプライチェーン連携が重要である。 
その為には、ベースとなる設計・製造 Data（BOM）連携がキーであるが、下記のような課題がある。 

・取引先フォーマットがバラバラ  
・管理工数膨大  
・トレサビ情報格納場所 （データ化の不備） 
・ノウハウ隠匿 （属人化） 
・仕向け地や現調品質の差異吸収 

【解決手段】 
設計 BOM と製造 BOMの間に、加工プロセスを定義する BOP（Bill of Process）を定義し、BOP を中心
に、製造 BOM や調達 BOMへ展開する。具体的な業務プロセスの流れや、手戻りの場面を想定し、そこ
に必要なデータの流れを定義する。その結果、設計が見る構成と、製造側との連携がとれる仕組（デ
ータ構造）と共に、設計変更の伝播の管理、対策の確認を可能とする仕組を構築する。 

【目指す姿】 
・第１レベル 

設計順序に従い、後工程のエンジニアが前工程までの設計結果（ＢＯＭ）を全て参照でき、スムーズ
に設計できる。 

・第２レベル 
トレーサビリティを含む手戻り設計の内容が前工程の設計結果（ＢＯＭ）に反映され、 次の設計時
に活かせる。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

13 22 73 58 － － 

実証実験 計画中 実施場所 未定 未定 

ＷＧ名 設計＆製造 BOM連携とトレーサビリティー管理 

主査企業 豊田中央研究所、三菱総合研究所 

参加企業 ＮＥＣ、ブラザー工業、 マツダ、ソニー、 ＩＨＩ、三菱電機、キヤノンＩＴソリューションズ、 

アビームシステムズ、三菱日立パワーシステムズ、慶応義塾大学  
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14. 生産技術＆生産管理のシームレス連携 

 

整理記号 207 1/1 カテゴリ 工程連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル 生産技術＆生産管理のシームレス連携 

概要 ロケーションフリーなものづくり 

急な増産に応じて、対応可能なサプライヤを迅速に探すには？ 

海外進出に対して、新規にサプライヤを発掘するには？ 

など、いつもでも、どこでも、すばやく「ものづくり」ができる環境の構築を目指している。 

そのために、企業間（アセンブラとサプライヤ間）でどのような情報をどのようにやり取りすれば、 

企業間の連携をスムーズに進めることができるかをまとめる。 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

      

実証実験  実施場所  予定年月 

ＷＧ名 生産技術＆生産管理のシームレス連携 

主査企業 川崎重工業 

参加企業 富士通、三井造船、ＩＨＩ、iTiDコンサルティング、日本電気、パナソニック、 

富士電機、三菱総合研究所、三菱電機、ものつくり大学 

 

15. データ連携による品質保証（不良原因の早期発見、未然防止） 

 

整理記号 201 1/1 カテゴリ 工程連携 設置年月 2015年 9月 活動中 

タイトル データ連携による品質保証（不良原因の早期発見、未然防止） 

概要 製造物（部品や製品等）の品質は、現状、主に結果物の検査によって保証しているため、品質不良

発生時の原因特定に時間を要している。本業務シナリオでは、原因となる製造プロセスから取得・

蓄積したデータの連携・解析による不良原因の早期発見や、さらには未然防止の具体的な仕組みを

検討する。 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

4 6 25 10 8 検討中 

実証実験  実施場所   

ＷＧ名 データ連携による品質保証（不良原因の早期発見、未然防止） 

主査企業 キヤノン(株) 

参加企業 (株)富士通アドバンストエンジニアリング、キヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)ジェイテク

ト、(株)ニコン、日本電気(株)、(株)日立製作所、ボッシュ(株)  
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16. ロボットを活用した中小企業の生産システム 

 

整理記号 204 1/1 カテゴリ 工程連携 設置年月 2015/8/3 活動中 

タイトル ロボットを活用した中小企業の生産システム 

概要  生産技術部門を持たない中小企業に対し、ロボットの利活用によって生産システムを進化させ、

企業価値・競争力向上に寄与する。次の３つのシナリオ：S１～S3で利活用の障害となっている課

題を解決する。 

S１：SIerによる導入支援の高度化、S２：動作教示の簡単化、S３：実運用時のメンテナンスの最

適化 

まず、S１を実現するため、ロボット導入事例のデータベース化と再利用可能な形式での蓄積、そ

のための情報の定義、要求仕様書の標準化等を進める。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

6 5 25 7 4 定義中 

実証実験 なし 実施場所  予定年月 

ＷＧ名 ロボットを活用した中小企業の生産システム 

主査企業 （株）安川電機 

参加企業 （株）シーイーシー、十和田エレクトロニクス（株）、日本オートマチックマシン（株）、三菱電機

（株）、本田技研工業（株）、（株）三菱総合研究所、本多通信工業（株）、（株）日本フォーサイト

ロボ、（株）日立産業制御ソリューションズ 

 

17. 中小企業を中心とするつながる町工場 

 

整理記号 306 1/1 カテゴリ 企業連携 設置年月 2015年 8月 活動中 

タイトル 中小企業を中心とするつながる町工場 

概要 中小企業の同業種（異分野）、異業種、サプライヤ、取引先（大手含む）が共同体としてつながり、

あたかも１つの大企業の工場群のように生産や情報を連携して全体で受注を拡大する。つながるた

めの仕掛けとして中小企業でも手軽に使える ICTを活用する。共同体参加企業及び外部とも柔軟に

つながるための業務シナリオを具体化する。 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

      

実証実験 計画中 実施場所 今野製作所、エー・アイ・エス、西川精機製作所 予定年月 16/2 

ＷＧ名 中小企業を中心とするつながる町工場 

主査企業 株式会社今野製作所 

参加企業 富士通（株）（エディタ） 

（株）エー・アイ・エス、（株）西川精機製作所、ＩＴコーディネータ協会 

伊豆技研工業（株）、理化工業（株）、日経 BPクリーンテック研究所、三菱総合研究所 
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18. 構内物流と出荷物流の情報統合 

 

整理記号 BS309 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 8月 活動中 

タイトル 構内物流と出荷物流の情報統合 

概要 物理的なモノの移動、人の移動をいかに効率的に設計し、企業単位ではなく、企業をこえたバリュ

ーチェーン全体で最適化するかによって、環境負荷の低減や、トータルな社会的効用の増加につな

がるはずである。しかし、各企業の生産計画、生産管理のしくみと、物流業者のシステムが統合、

連携している例は数少ない。特に国際物流業者がもつリアルタイムな情報は、国内の工場からは確

認することができないため、海外とのバリューチェーンの連携が非効率なものとなっている。これ

に対し、全物流を管理するための識別子を物流管理ポイントで通過イベントとして記録し、利用し

たい情報（トレースや在庫量など）に加工すれば課題解決の一方法となる。メーカーやサプライヤ

ーの情報システムと、物流メーカー、運輸企業、配送企業のシステムが緩やかに連携する。それぞ

れのシステムは個々に独立しており、相互に互換性はないが、自社に関連するデータのみが、相手

側のシステムから提供され、それがリアルタイムで構成されていく。本ワーキングでは、メーカー

やサプライヤーにおける生産側の識別子と物流側の識別子を結びつけるプロセスと、全物流をデー

タ化しデータウェアハウスに記録するためのインタフェースをゆるやかな標準で定義することで、

大きな投資をしなくとも必要な全物流情報を荷主側が活用できる姿を目指す。 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

18 13 14 25 4 定義中 

実証実験  実施場所  予定年月 

ＷＧ名 サイバーフィジカルな生産＆物流連携 

主査企業 ㈱東芝 

参加企業 ㈱NTTデータ、日本ユニシス㈱、㈱サトー、バリューチェーンプロセス協議会、神戸大学 

 

 

19. ユーザ直結のマス・カスタマイゼーション 

 

整理記号 403 1/1 カテゴリ 設備連携 設置年月 2015年 8月 活動中 

タイトル ユーザ直結のマス・カスタマイゼーション 

概要 消費者からの個別の要求に合わせて生産システムがダイナミックに変容するマス・カスタマイゼー

ションによって付加価値を高め、短納期でかつ生産工程の平準化、効率化を同時に可能とする業務

シナリオを具体化する。 

 

 

モデル 場面数 役者数 活動数 情報 モノ データ 

１１ ９ ４７ ３９ ７ １ 

実証実験 計画中 実施場所 マツダ株式会社 予定年月 16/4 

ＷＧ名 ユーザ直結のマス・カスタマイゼーション 

主査企業 マツダ 株式会社 

参加企業 株式会社 国際経済研究所（ビジネス連携委員会）、株式会社 豊田中央研究所（エディタ） 

株式会社 カブク、キャップジェミニ株式会社、コニカミノルタ 株式会社、筑波大学、 パナソニ

ック 株式会社、株式会社 ミスミ、株式会社 三菱総合研究所 

 


