
 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年７月１３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ジェーシービー 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新たに導入するシステムを活用し、カード会員（顧客）のWeb行動を検知し情報を収集す

る。収集したこれらの情報を連携、既存顧客データとマッチングされ、セグメント条件に基づ

き自動的に配信対象者を選定し、ダイレクトメール配信ソフトを通じて自動的に配信される。 

この際に、会員へのアプローチ方法・頻度を管理するシステムを中継することにより、会員

の嗜好に適合するマーケティング展開が可能となる。これら一連の「DMP マーケティング基

盤」を導入することにより、従業員の労働時間が削減され人件費が減少していくことが見込ま

れ、また、同時に自動化されることに伴い処理能力が格段に向上するため、膨大なデータを処

理することが可能となる。これにより効果的なマーケティングに繋がり新たな収益性が向上で

きる見込みである。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     革新的データ産業活用計画において、ダイレクトメールを会員に配信するために保有個人デ 

    ータを含む会員のE-mail アドレスを使用する（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に

該当）。 

No.1 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年７月１９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社アルファパーチェス 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     大規模なＢｔｏＢビジネスにおける間接材・サービスの取引は、ＢｔｏＣモデルでの「現金・

単一価格」の一般消費者向け取引と異なる「与信あり・相対価格」のモデルで、その中で動い

ている商材・価格・取引先等のデータは非公開となっている。この大規模ＢｔｏＢビジネスの

特徴を柔軟に受け入れる電子商取引プラットフォーム上に、材・サービスのユーザーとサプラ

イヤ双方からのデータ収集を進め、データ相互の関連を認識して新たな組み合わせを創出し、

間接材ユーザーとサプライヤ双方に、より有利な取引機会を提供する。これにより、日本の大

規模間接材市場全体の活性化と効率化を実現すると同時に、プラットフォームの利用者拡大を

通じて、その提供者も運営の人員効率、設備効率を改善でき、収益性が改善される。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年７月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社日伝 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新基幹システム（ＫＩＺＮＡ）導入により、仕入先の納品書データや販売先の注文データを

収集・連携することが可能となり、入荷検収処理及び受注業務の大幅な効率化を実現する。ま

た、仕入品質向上の分析、受注確率の向上のための分析、案件別の利益率等の分析機能を導入

し、営業支援の強化を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.3 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年９月２０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     キヤノン株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     生産ラインにおいて、各製造工程における材料残数情報、生産中の品種情報を収集し、生産

計画情報と連動させることにより生産品種切り替え時間の削減を実現する。また、生産ライン

内の仕掛品情報を取得することで、生産ライン内に仕掛品が残っている状態から別機種の材料

を投入し、生産を行うことが可能となる。これにより、生産品種変更時の生産ロス時間が削減

され、生産ラインの生産可能時間が増加する。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.4 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年９月２８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ユニクロ 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     受注データ、予測データなどと在庫データを連携、分析することによって、商品の商流を効

率化し、最適在庫を実現する。具体的には、顧客からの受注データ等についてネット回線を通

じ、新たに導入するシステムと連携することにより、商品の倉庫内の最適ロケーションを促し、

受注から納品までの流れの無駄を省くことで効率化を達成する。また、売れるものを仕入れ、

発送するという流れを迅速にするだけでなく、本システムを使って 24 時間在庫管理をするこ

とにより、人の手を介して行っていた作業の無人化を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.5 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年９月２８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社プレステージ・インターナショナル 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

ＩｏＴ、ビッグデータ分析などの技術を効果的に活用できるデータ連携基盤構築に向けて、

ハイブリッドクラウド環境の一部となるプライベートクラウド環境を整備する。統合基盤によ

るデータ連携により、コールセンターシステムや要員管理システムおよびＣＲＭシステムのＫ

ＰＩを一元化管理、分析機能を強化することで生産性向上、品質向上を目指す。加えて、各種

システムの統合やＲＰＡでの処理自動化推進も可能となり、新規業務立ち上げ時の構築期間短

縮、保守・運用管理工数の効率化を全社的に実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.6 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１０月１２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   富士電機株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

   新たに構築導入する「グループ連結経営情報基盤」システムにより、連結会社各社の販売、

生産、会計の各システムの明細データを収集・連携し、自社の各システムデータと手配案件情

報を紐付けすることで、グループ製造子会社から富士電機、販売子会社まで一気通貫の、製品・

機種別/案件別の連結スルー粗利の見える化、および営業損益の管理粒度の詳細化を実現する。

これにより、売れる機種や高利益率の製品の見極め、最適な価格設定、注力すべき販売エリア

の見極めができるようになり、製品毎の最適な生産拠点が把握できるようになることで売上・

利益の拡大が図れ、また今回導入する多種・多様な分析機能を活用することで計数管理業務の

効率化が図れる見込みである。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.7 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

 平成３０年１０月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

 日本食研ホールディングス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

 生産ライン上の各作業記録をネットワークに繋げ、各製造データ（人・設備･実績）を連携

することで、「システムチェックによる商品の安心・安全度が向上」「トレーサビリティ（ト

レース速度）の向上」「生産能率の分析による労働投入量減少・原価低減」を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.8 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

  １．認定をした年月日 

     平成３０年１０月３１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ヨロズ大分 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 生産ラインにおけるプレス工程に関し、従来作業員がセットしていた材料投入工程において、

カメラで撮影した材料形状データと既存のＣＡＤデータを連携させることで、ロボット制御に

よるプレス機への投入により、材料投入工程における無人化が可能となるほか、プレス加工工

程において、制御機器等を利用して入手する稼働データ、メンテナンスデータを収集・分析が

可能なプレス機を導入することで生産状況の見える化が可能となり、既存の予防計画データ等

の連携によりプレス機の予防保全活動を行うことで、プレス工程全体の無人化に伴う生産増加

に対する生産ロスを最小化、稼働状況の測定が可能となり、生産効率の最大化を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

 

 

  

No.9 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

  １．認定をした年月日 

     平成３０年１１月１９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     昭栄化学工業株式会社 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 当社生産拠点である鳥栖事業所において、主要生産工程の生産機にセンサー等の情報収集機

器を設置し、各生産機の制御に必要なデータや中間製品の品質に関するデータ等を随時取得す

る。また、取得したデータを生産性の向上につなげるため、設備稼働状況等を分析・解析する

システムを導入する。さらに、新規システムと従来導入していたシステムとの連携を強化する

ため、新たな基幹システムを導入し、生産部門に留まらない全社的な効率化を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.10 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東ソー・クォーツ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     各設備をネットワークに繋げ、設備データと既存システムの計画、実績、検査データを連携、

解析し、各設備の稼働状況や進捗状況を見える化することで、問題点の早期発見・解決・予防

に役立て設備の停止時間削減を図る。また、検査データ連携により品質分析資料の自動作成、

計画、実績データ連携により素材所要量計算の自動化を行い工数削減も図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.11-1 



 

 

様式第二十六（第１２条関係） 

 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 変更認定をした年月日 

令和元年９月１２日 

 

  ２．変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東ソー・クォーツ株式会社 

 

３．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

     各設備をネットワークに繋げ、設備データと既存システムの計画、実績、検査データを連携、

解析し、各設備の稼働状況や進捗状況を見える化することで、問題点の早期発見・解決・予防

に役立て設備の停止時間削減を図る。また、検査データ連携により品質分析資料の自動作成、

計画、実績データ連携により素材所要量計算の自動化を行い工数削減も図る。 

  更に一部設備に対し自動化システムを追加導入することで実現する、進捗データ連携による

自動化システムへの生産指示を行い、工数削減を行う。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.11-2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東京インキ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     現在の基幹系業務システムは、拠点毎のサーバで分散管理していたが、今般新たに全社統合

システム(ERPシステム)を導入し、周辺システムとの連携等を行うことにより、受注から仕入、

生産、在庫、出荷までのデータ情報について全社一元化管理を図る。製造、購買、販売業務に

おいて、パッケージに合わせた業務標準化を図り、現状業務の改善・効率化を目指し、一元管

理された情報を有効活用することにより、在庫削減を効果として見込む。データの安全性確保

においては、震災等の災害時の対応も考慮し、クラウド上でデータを管理する方法を採用し、

セキュリティ面での対策を考慮した仕組みを導入する。当システムの導入に伴い、全体最適と

顧客満足度を上げ、高収益メーカーとしての礎を構築する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.12 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月１３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     大和証券株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     大和証券グループ中期経営計画“Passion for the Best”2020 の基本方針のひとつである“ク

オリティ No.1 のコンサルティング力による「付加価値」の高いソリューションの提供”の一

環として、顧客が自らの理想とするライフプランの実現ならびに次世代への円滑な財産承継に

向けたプランニング、資産運用シミュレーション等を行なう「ダイワのフューチャー・デザイ

ナー～未来のカルテ～」を導入する。“現在のライフスタイル”、“将来の夢や希望”、“財産承

継に関する考え”、“保有財産状況”などの情報を管理する専用のデータベースと連携させるこ

とで、顧客のライフイベント情報を分析・可視化し、理想とするライフプランや意向に沿った

財産承継プラン及び資産運用のプランを提案することが可能となる。これらのシステム及びデ

ータベースの連携により、各店舗において各顧客に応じたプランニングの提案が可能となり、

より質の高い商品・サービスの提供拡大が見込まれる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

大和証券株式会社は、革新的データ産業活用計画において、個人のニーズに合致したコンサ

ルティングを提供するため保有個人データを含む顧客のライフイベント情報を使用することか

ら協議するもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.13 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

朝日放送テレビ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来、映像音声コンテンツは業務用テープで運用され、それらに付随するメタデータ（取材

情報）は紙ベースで運用されており、さらに別々に管理・利用されてきた。本計画では映像音

声コンテンツとメタデータをデジタルデータ（データ変換も含む）として運用し、それらのデ

ータを新たに構築するニュース統合設備に集めて自動的に連携(紐付け)、本社・報道支局・記

者間で共有し、情報の正確性を高めて取材内容の分析・コンテンツ編集等に活用する。その結

果、業務効率化による番組製作のコスト削減や、生放送・WEB 配信への迅速なコンテンツ供

給や番組品質の向上に寄与することで視聴率の改善等による収益向上を目指す。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

  革新的データ産業活用計画において、報道目的にニュース素材に付随する取材対象者デー

タ（氏名、年齢、住所等）を保有及び活用し、系列局及び報道機関とデータ共有を行う（生産

性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.14 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社LIXIL 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     個別に PLCを搭載した複数台の設備の動作を最適化するために、ホスト PLCを親機としたネ

ットワークに繋がり、品種ごとの異なる発泡条件（ウレタン注入時間やプレス加圧時間など）

によって、搬入出設備動作の最適化を図ることで、新たな多品種混流でラインを実現。顧客か

らの注文データを基にした生産計画が入力されると、ネットワーク接続された各工程の設備間

を生産条件や使用するプレス番号データを連携させ、最適な稼働条件にて動作する。これによ

り９６種類の製品の作り分けを最適化することによって労働生産性を最大１６％向上する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.15 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社ソディック 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     プリント基板製造ラインの各設備がネットワークに繋がり、製造設備の稼働データおよび検

査設備からの品質データを連携・分析し、全工程を自動化することで省人化を行う。また、品

質に問題があった場合には問題の設備と原因を特定し早期復旧を図ることで生産性を 100％向

上する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.16 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   市光工業株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新基幹業務システムComp@ss v4導入により、販売先の注文や検収データ、社内の既存の各

システムのデータを自動的に収集・連携することが可能となり、情報処理業務の効率化及び正

確化を実現する。また、研究開発プロジェクトの一元管理による進捗率や費用の分析、適時の

予算実績情報の分析が可能となり、営業支援の強化を図る。 

 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.17 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   森六ホールディングス株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新たに導入する「グローバル統合基幹システム」により、各グループ会社の生産、販売およ

び会計に関する各データを、収集・連携し、一気通貫した連結ベースでの製品・商品ごとの利

益率の把握や、グループ会社の比較・分析することが可能になる。連携・分析したデータを、

持株会社である当社の事業活動に活用するとともに、当社からグループ各社に情報提供し、収

益性と生産性の向上およびコスト削減を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.18-1 



 

 

様式第二十六（第１２条関係） 

 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 変更認定をした年月日 

令和元年１２月２６日 

 

  ２．変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   森六ホールディングス株式会社 

 

３．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入する「グローバル統合基幹システム」により、中国に所在する全グループ会社の

生産、販売および会計に関する各データを、収集・連携し、一気通貫した連結ベースでの製品・

商品ごとの利益率の把握や、グループ会社の比較・分析することが可能になる。連携・分析し

たデータを、持株会社である当社の事業活動に活用するとともに、当社からグループ各社に情

報提供し、収益性と生産性の向上およびコスト削減を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.18-2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   サンエツ金属株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新基幹システム及びＥＤＩシステムの導入により、受注データから生産・出荷データを収集・

連携することが可能となる。また、画像検査機等を導入することで、仕掛品や製品の画像デー

タを収集・連携することが可能となり、検査・生産工程の自動化を実現する。これにより、当

社の業務効率化を実現するだけでなく、販売先の業務効率化にも寄与することが可能となり、

収益性向上が見込まれる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.19 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３０年１２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

クリエイト株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

建設業界は、新設住宅着工数は弱含みで、都心部での再開発や宿泊施設、物流施設の建設等

により、市場環境は、若干ではあるがプラス基調で推移している。その建築業界の「管工機材」

という分野に当グループは属しており、他の業界よりも著しく IT化が遅れている状況に加え、

政府の掲げる働き方改革においても、進んでいないのが実情である。当社としては、営業所の

拡張移転や新規出店などでネットワークの充実を図ると共に、全国各地の得意先や仕入先など

の取引先との地域に密着したジャストインタイムの商品供給などにより、受注の獲得に努めて

はいるが、競合関係が大変厳しい状況の中で当社が生き残っていくためには、これから先に来

る人材不足、労働人口の不足の時代に向けて、業務の効率化、スピーディーな情報収集、デー

タの分析など、IT を駆使した経営戦略を策定し、実行できる環境を整える事が必須である。 

そのような状況の中で、生産性の向上や労働環境の改善などを、当社が管工機材業界を牽引

すべく、EDI連携の推進、データの分析や活用、サイバーセキュリティ対策を盛り込んだ、積

極的な IT の活用を推進し、業界全体の改革モデルとなるような取り組みを目標とする。具体

的には、関係会社や取引先との連携において、ODBC 連携や、CSV データのより取りをFTP

サーバーを起点にネット回線を通じデータを送受信し、発注から支払い突合作業まで、人の手

を介して行っていた作業のシステム化する事で人件費を削減する。また、システム化による余

剰人員の付加価値業務へのシフトにより生産計画・在庫計画の適正化、物流の無駄の排除、在

庫資産の圧縮などにも繋げ、グループ全体の情報の共有、販売力の強化、収益基盤の底上げが

出来る仕組みを実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.20 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年１月１１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ＮＴＴドコモ 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     弊社提供のネットワークを用いて遠隔制御されたドローンによって、ドローンパイロットを

必要としない航空撮影を可能とし、撮影された太陽光パネルのサーモ画像から太陽光パネルの

故障箇所を自動的に検知するAIと連携し、顧客に保全・点検に必要な情報を提供することで、

弊社システム利用者の作業を効率化（工期1/2）と省人化（ドローンパイロット不要）、故障箇

所検知の高度化（検知率4倍）を実現する。弊社としては顧客に保全・点検に必要な情報を提

供することで、点検作業の効率化・省人化・自動化によるソリューション案件受注により収益

の拡大を目指す。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

No.21 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年１月１６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ファーストリテイリング 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     発注データや在庫管理データと工場側の生産出来高データをタイムリーに収集・分析するこ

とにより、最適な生産を可能とする。また、無駄を省くだけでなく、生産の進捗確認に費やし

ていた工数を、品質管理に向けることで品質性の向上及び生産性向上を可能とする。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     

No.22 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年１月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     凸版印刷株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     お客様のWeb ページやデジタルマーケティングツール等と印刷工場の各生産ラインの設備

がネットワークに繋がり、受注データと製造データを連携・分析し、生産効率の最適化を実現。

顧客からの注文データが入力されると、ネットワークで接続された各生産ラインが各製品につ

いて必要な組み立て方法や作業工程を識別し、パーソナルな印刷物の作り分けを自動最適化。

お客様の注文作業、印刷工場内の作業の双方を自動化することで今まででは難しかった少部数

発注の大量生産が可能となる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     

No.23 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年１月３０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社明電舎 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新生産管理システムを導入することにより、受注、生産計画、原価管理、調達データを収集・

連携することが可能となり、一元管理、生産情報の共有化・見える化で営業、製造の管理業務

の大幅な効率化を実現し管理人員を配置転換する。また、生産データ（設備、機械、製品、部

品、人）、品質データを収集・蓄積する機能を導入し、継続的に分析、改善を行う事で生産効

率と品質の向上を図り、製品原価の低減及び、お客様満足度の向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社明電舎は、革新的データ産業活用計画において、生産計画、作業管理等を行う際、

従業員の個人情報を扱うことから協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該

当）。 

No.24 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東洋ビジュアルソリューションズ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ラインにおいて、各生産工程における機器の運転管理データと稼働実績を自動収集し、

当社グループの基幹生産システムの生産進捗データと連携させる。これにより、レジストイン

キ生産工程での点検作業、工程データの入力作業及び分析作業等の省人化が可能となり、収益

性及び品質管理レベルの向上が期待できる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.25 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

   株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

財務報告プロセスにおいて、自社開発システムおよびパッケージソフトウェアを組み合わせ

た新たな会計システムを導入することで、内外決算のデータの集計・分析・連携と作業タスク

の自動化を進める。 

一連の決算業務を段階的に自動化することにより、業務プロセス改善による効率化と早期化

を実現し、従業員の労働時間削減を見込む。また、同時に人的リソースの高付加価値領域での

有効活用が可能となり、生産性の向上が期待できる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、革新的デ

ータ産業活用計画において、決算業務に必要となる顧客情報を使用することから協議するもの

（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.26 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月１５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   三井住友信託銀行株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

コールセンターに係る情報連携システムを更改し、既存のデータベースに蓄積された情報と

新たに取得する情報を自動で連携・分析を行うシステムを新たに導入することにより、顧客対

応の自動化を行う。 

顧客対応が自動化されることにより、コールセンターに所属するオペレーターの工数削減が

実現し、労働生産性の向上に寄与するとともに、営業時間に関わらず２４時間体制での対応が

可能となり、顧客サービス水準の向上が期待でき、収益獲得機会の創出に寄与することが見込

まれる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     三井住友信託銀行株式会社は、革新的データ産業活用計画において、既存の顧客情報のデー

タと新たに取得したデータを連携・分析することで、顧客サービスに利用することから協議す

るもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.27 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月１５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

オプテックスグループ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新基幹システム（ＳＡＰ）導入により、グループ連結業績のリアルタイムでの可視化が可能

となり、迅速な意思決定を行う事ができる。 

また、グループ在庫についても出荷／入荷予定、在庫ＬＯＴトレース、積送中在庫の引当状

況といった情報把握がリアルタイムで可能、最適な在庫管理を実現し、経営体質の強化を実現

する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.28 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月２２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     ユニ・チャームプロダクツ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     生産管理・設備制御を行うソフトウェア及びロボット・ＡＧＶ・自動倉庫等の自動化設備を

導入することで、製造実績・材料消費実績の完全自動収集及び、資材搬入～製造～製品入庫ま

でのパレット搬送の自動連携を行い、生産性向上・高度なトレーサビリティを実現する。また、

センサー・カメラ等の設置により、設備各パーツからの稼働実績データを取得・利活用するこ

とで、定期定量交換している設備のメンテナンスを、コンディションベースのメンテナンスと

し、部品寿命の延命や交換作業削減によるコストダウンを図るとともに、停止しない設備を目

指す。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

    

No.29 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月２２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   日清食品株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

自社研究所「ｔｈｅ ＷＡＶＥ」の独自開発による最新鋭設備の導入とＩｏＴ技術の活用に

より自動化と効率化を進めることで、製品の安全性とコスト競争力の向上を実現し、省人化を

中心とするコスト削減が可能となる。 

 

＊日清食品の考える「次世代型スマートファクトリー」 

 ①リアルタイムな工場の見える化を進め、人とシステムと設備の最適な融合を推進し、 

最大のコスト効率を図る。 

 ②作業からＣｒｅａｔｉｖｅな付加価値の高い仕事への転換し労働生産性を高める。 

③エネルギーの効率的利用により環境に寄り添った工場を目指す。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.30 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月２２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社魚国総本社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

インターネットを利用した人事総務系システム、経理財務系システム、商品の受発注・物流

システム、売上・仕入等を管理する基幹系システムを全国の約２，６００か所の拠点に導入し、

業務の標準化とデータの一元管理を実現させ、作業の効率化と工数の削減を図る。また各シス

テムによって収集・連携されたデータを活用・分析することにより、予算実績管理の精度の向

上、適正な人員配置計画の策定、商品の仕入価格・発注量・在庫量のコントロールの強化、商

品のトレーサビリティの向上等に資するとともに、営業部門・仕入部門・間接部門の連携強化

を図り、生産性・収益性を向上させる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社魚国総本社は、革新的データ産業活用計画において、適正な人員配置計画の策定の

ために従業員の個人情報を保有及び活用を行うことから協議するもの（生産性向上特別措置法

施行令第２条第１号に該当）。 

  

No.31 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社赤ちゃん本舗 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

（１）現在使用しているホストコンピューターはメーカーの独自性が強く、専門性も高い為、技

術者等開発コストの増加につながっている。 

（２）今回、新たに日立製作所パッケージソフト「ＨＩＴＲＭＤ」をカスタマイズし、クラウド

サービスを活用することにより、機能の活用性や柔軟性を高め、他のシステムとの連携も

容易となることで、開発コスト・維持コストの低減となる。 

（３）また新基幹システムへは、複数のシステムに分散している各種マスタ・データベースを一

元管理することで、データ活用の効率化を図る。 

（４）顧客データについては、他のデータと同じくホストコンピューターにて管理しているが、

別サーバでの管理として、セキュリティ機能を搭載する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社赤ちゃん本舗は、革新的データ産業活用計画において、適正な商品動向の分析のた

め顧客の個人情報を保有及び活用を行うことから協議するもの（生産性向上特別措置法施行令

第２条第１号に該当）。 

  

No.32 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年２月２８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社シップデータセンター 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

本事業は、海事産業がデータ利活用といった競争領域に注力し、新たな規制への対応やイノ

ベーションの創出に繋げられるよう、船舶からのＩｏＴデータの流通、共有ルールを整備し、

データ流通、共有、活用事業の拡大を目指すものである。 

具体的には、海事産業の各事業者が参画するＩｏＳ－ＯＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｓｈ

ｉｐｓ Ｏｐｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ）コンソーシアム（シップデータセンター会員組織）を

通じ、海事産業でのデータ流通のための権利関係を整備しつつ、データ活用のモチベーション

を高め、業務の改善・新規ビジネスの創出をするものである。 

また、ＩｏＳ－ＯＰコンソーシアムの活動と合わせて、データ流通、活用といった事例を積

み上げていくと共に、データ保管登録隻数を拡大させることにより、航路最適化や燃料節減な

どの個々のデータ活用だけでなく、ビッグデータ活用へとつなげ、産業全体としてデジタル時

代における新たな海事クラスターの形をつくり、産業全体の活性化を進めるものである。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.33 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

シノブフーズ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

基幹システムの容量拡大、処理速度の高速化を実現するとともに新たに生産管理システムを

導入する。従来、製造指示等の情報は帳票類として紙で出力していたが、基幹システムから生

産管理システムへデータ連携を行い、現場タブレット端末へ送信することによる製造指示が可

能となり、時間の短縮、効率化を図る。また、材料の出庫、計量、調理加工、盛付の実績を収

集・データ化し分析することで、ロスの発生箇所の特定や歩留まり改善をスピード化し、生産

性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.34 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月１２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ＪＥＲＡ  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

中部電力株式会社及び東京電力フュエル＆パワー株式会社から当社が2019年4月に承継予定

の燃料受入・貯蔵・送ガス事業および既存火力発電事業の開始に向けて、ERP基幹システム等

の新規導入を予定している。当該ERP基幹システム等の導入により、燃料、設備保全及び資材

等の各業務領域間で適時にデータ連携を行うとともに、国内の火力発電所・LNG基地及び本社

等の各拠点をネットワークで繋ぐことで、当社の燃料上流・調達から発電、電力・ガスの販売

に至るまでの一連のバリューチェーン全体の情報を一元的に管理し、全社最適の観点から効率

的な運営を実現するためのデータ連携基盤を構築する。これにより、各業務領域におけるオペ

レーションの効率化・標準化と経営情報の可視化を促進し、意思決定や資源配分等の経営管理

機能の高度化・迅速化等を図ることで、当社事業全体の収益性・効率性・安定性を維持・向上

させることが可能となる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社ＪＥＲＡは、革新的データ産業活用計画において、従業員の人事・労務管理を行う

為、従業員データを使用することから協議するもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１

号に該当）。 

No.35 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月１２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

京都中央信用金庫 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用し、各店舗において保有されている取引状況や履歴・過去の

折衝内容等の顧客情報を本部及び全店舗を含めた金庫全体で共有し、従来は利活用するために

各店舗窓口の担当者が能動的に収集・分析することが必要であった顧客情報を金庫全体でリア

ルタイムに確認ができる体制の構築を行っている。 

当該システムにより、これまでは情報不足により顧客に対して提案を行うことができなかっ

たサービスについて、取引状況や履歴・過去の折衝内容に基づくサービス提案を行うことが可

能となり、顧客サービスの向上により収益性が向上することが見込まれる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

京都中央信用金庫の革新的データ産業活用計画においては、活用するデータの中に個人情報

（顧客データ）が含まれており、保有個人データに該当するものとなる。そのため、保有個人

データに該当するデータの取扱について、留意すべき事項及び個人情報保護法遵守の観点から

留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.36 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月１３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   日本情報通信株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     新たな社内システム“ＣＯＲＥ（Company Operation Revitalizing Engine）”を導入するこ

とにより、社内外のデータ連携を強化し、市販のハードウェアとその付属品、ソフトウェアパ

ッケージなどの多岐にわたる膨大な種類の商品の仕入データを、より効率的に管理・分析でき

るようになる。また、ＣＯＲＥのデータを活用することで、売れ筋動向等を分析し、販売力強

化も図ることができる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.37 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月１８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

イビデン株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

半導体市場の需要増加に伴い、当社セラミック事業加工製品の生産性を改善するべく、本投

資の生産拠点工場において、主要な生産設備にセンサーおよびシステムを導入する。設備の稼

働情報をリアルタイムで収集、連携、分析することが可能となり、具体的には、製品の製造条

件を随時更新することで、生産計画および設備稼働状況の見える化に役立てる。これにより、

生産量に対する労働投入量を減少させ、生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.38 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

森永製菓株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

国内全生産拠点のシステム統合による業務標準化を行う。 

製品の製造計画データと生産設備から取得する出来高情報を連携し原材料所要量の分析を行

い、製造タイミングに過不足のない発注データを自動作成する。 

また、各生産拠点・生産工程の実績データを機械にて自動集計することで、人手により集計

していたデータ管理を効率化する。さらに、活用しやすい形で集計・分析できるＢＩを同時に

導入し、注力ＫＰＩについて見える化された管理を行い、生産性向上を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.39 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ベネッセコーポレーション 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     小学生向け通信講座「進研ゼミ小学講座」内の〈チャレンジタッチ〉コースにおいて、専用

タブレット端末を通じて自動的に収集する顧客（会員）の学習情報と内部データを連携・分析

することで、一人ひとりの顧客に合った商品提案する事が可能になる。これにより提供サービ

スの拡大を通じて収益性向上を見込む。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社ベネッセコーポレーションは、革新的データ産業活用計画において、一人ひとりの

顧客に合った商品提案を行うため、保有個人データを活用することから協議するもの（生産性

向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.40 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東芝メモリ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

各拠点の製造装置、制御システム、検査装置、製品管理システムなどから発生する膨大なデ

ータをネットワーク網で繋いで一元管理・処理・分析し、ビッグデータ分析技術をより効果的

に活用できるデータ連携基盤を構築する。各拠点間のデータの相互活用により、歩留改善や、

装置稼働率を向上させる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

 

No.41 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本生命保険相互会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

端末性能や搭載機能を高度化した営業職員用新端末を導入する。ＯＣＲ等の先進的なサービ

スや技術を取込み、既存の顧客データと連携・分析することで、営業職員へのサポート力の向

上を目指す。営業職員の活動の効率化及び活動量の向上に加え、コンサルティング力の更なる

強化により、生産性の向上が期待できる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

日本生命保険相互会社の革新的データ産業活用計画においては、活用するデータの中に個人

情報（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項につ

いて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.42 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 保険内容等に関する照会窓口が一本化されていないため、それぞれの照会先（営業店・損害

サービスセンター、代理店、コンタクトセンター）にナレッジや情報が分散され非効率が生じ

ていたが、「照会応答システム」の導入により、それぞれの照会先における照会内容や回答内

容をＤＢに集約し、分析の結果、問い合わせに対してＡＩがＤＢ上のビッグデータから適切な

回答候補を選択・表示することが可能となる。 

その結果として、照会応答業務の負荷軽減による業務効率化や迅速かつ正確な応対による顧

客満足度向上を実現することが期待される。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.43 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社テレビ朝日 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新規に開発するシステムにより、従来テープメディアで運用していた放送番組・コンテンツ

を、映像・音声ファイルとしてデータ化し、番組情報や局内の各システムが保有するデータと

連携し分析することで、コンテンツの有効活用を促進する。また、外部ネットワークを利用し

て、系列局やグループ会社、外部プロダクションとデータ連携を行うことで、関係会社含めた

業務効率化を実現し生産性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.44 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   横河マニュファクチャリング株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

   お客様第一として、最高の品質を最適な納期・コストでお届けするため生産方式のさらなる

改善に邁進するなかで、既存の生産システムに、新たな「センシング」、［IIoT（Industrial 

Internet of Things）］,［ＡＩ技術］、［ビックデータ活用］、［分析］のデジタル技術を効率的

に活用できる統合価値共創環境を構築。既存の生産システムに工場管理システム、エネルギー

管理システム、設備保全管理システムを連携することで、製造現場の継続的な改善が可能。例

えば、製造設備のポンプや加工機への無線センサーやエッジコンピューティングを設置するこ

とで、設備の状態を自動的に収集し、蓄積。ＡＩ技術にてリアルタイムなデータ解析を実現す

ることで改善のＰＤＣＡサイクルを定着。保全作業の高度化で、工場内巡回点検の削減や予防

保全に取組み、保全コストを大幅削減。生産技術の改善や出荷製品のトレーサビリティ環境か

ら、製品や工程、作業者の切り口で分析し、スムーズな品質監査への対応も可能となり、製品

品質のさらなる向上とともに、分析効率の向上で働き方改革も加速した。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

    

 

No.45 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

資産形成に関するプラットフォームを構築し、本プラットフォームを用いたライフプランに

おけるアドバイザリーサービスの提供を行うことによって、ライフプランに関するシミュレー

ション及びアドバイスを提供する。その結果、資産運用・資産形成の必要性に対する気づきを

与え、ＤＣ年金等の運用活性化及び投資商品の拡販を目指す。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     三菱UFJ信託銀行株式会社は、革新的データ産業活用計画において、顧客データを取得し

既存内部データと連携・分析することで、顧客に対して様々なアドバイス及び提案を行うこと

から協議するもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.46 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの機能別再編の一環として、２０１４年４月以降、グ

ループとして新規に販売する第三分野長期契約の商品供給機能を一元化した。これに加え、２

０１９年４月１日よりグループ損保会社から同契約の保有自体を移行することとし、新たに開

発した損生データ連携システムによってグループ損保会社の損保システムと生保システムが

連携されることにより、グループ会社の損保システムに記録されているデータが生保システム

へ自動的に収集され、生保システムに記録されている既存契約の保険データと自動的に連携さ

れる。当該自動連携されたデータは、顧客の年齢、健康状態等の契約に関する属性情報ごとに

統計的な分析を可能とし、保険代理店及び営業担当は当該データを用いた見込客リストの作成、

顧客のライフイベントを把握した上でのより顧客ニーズに沿った提案を行うことができるよ

うになることも想定され、これらを通じ収益力の向上につながることが期待される。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     三井住友海上あいおい生命保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において顧客のニー

ズの添ったサービス活動を行うため保有個人データを使用することから協議するもの（生産性

向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.47 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社カネカ 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

樹脂の生産計画、生産に必要な原材料の受注計画に関する業務を一連のデータの流れとして

再構成し、業務負担の削減、業務の正確性を実現。販売が必要な製品品目名、量、納期などの

情報が入力されると、製品の在庫や生産上の制約などを識別し詳細な生産計画を自動的に作成。

生産に必要な原材料の発注指示書も、これらの在庫や納期を識別して自動的に作成。販売計画

の変更にも自動的に対応し、一連の業務に関する時間を約６０％削減。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.48 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年３月２９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

朝日放送テレビ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

自社で作成した番組を他局へ販売を行っている。これまでの番組販売では、番組内容が記述

された冊子を配布し、それを参照した局から電話での発注を受けた後、販売する局の数だけテ

ープメディアに番組を録画し、それらを物流に乗せて他局へ配送していた。しかし昨今の技術

革新により番組の編集や保存などハードディスクやメモリなどを利用することが可能となり、

増強されたインフラによって映像など大きなサイズのファイルをオンラインで転送すること

が可能となっている。 

本件では、自局で作成した番組の情報を系列局へオンラインにて公開し、各局が参照するこ

とで購入番組を決定・発注を行い、それに基づきコンテンツの準備またスケジュールに沿って

配信するシステムを構築する。さらに番組発注データの分析により、発注傾向を掴むことで番

組作成や販売方法に活かし収益向上を目指す。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

革新的データ産業活用計画において、自局で作成した番組のオンライン販売を行う際、番組

担当者等の個人情報を保有及び活用することから協議するもの（生産性向上特別措置法施行令

第２条第１号に該当）。 

No.49 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月１０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社が取り扱う損害保険のうち、団体保険契約は取扱件数が多く、保険のパターンや特約数

も複雑であるため、営業部門による募集文書等（団体保険契約募集用）の作成業務や審査部門

による審査業務の実務負担が大きいが、「募集文書作成支援システム」の導入により、保険の

募集文書等の自動作成、蓄積した募集文書等のデータからレコメンドプラン（過去の類似案件）

及び保険金一覧表を自動生成、審査部門による募集文書等の審査業務の一部自動化等が可能と

なり、保険の募集文書作成業務の効率化及び品質向上や、審査部門の業務削減の実現が期待さ

れる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

 

 

No.50 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月１１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   岡谷エレクトロニクス株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新基幹システム（ＰroＡctiveＥ２:ＳＣＳＫ㈱）導入により、販売系データと会計系データ・

その他製品情報等を一元管理し、かつ全事業所にてリアルタイムで情報共有することが可能と

なる。詳細な損益情報の迅速な把握、および各種事務処理の大幅な効率化を図り、顧客満足度

の向上および収益性向上を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.51 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月１６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社ハマケイ 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     入荷情報と出荷製造情報をハンディーターミナルにより認識したデータをロットＩＤにし、

このロットＩＤを基にデータ活用をする。原材料の調達から加工、流通、販売まで履歴を追跡

（または遡及）できる状態にするので、製造したものが「どこに行ったのかわかる（＝追跡で

きる）」、消費者は自分の手もとにある製品が「どこから来たのかわかる（＝遡及できる）」

という状態になる。そのため製品に予期せぬ問題が生じたとき、原因究明や回収作業が容易に

なる。また、消費者にとっても信頼性の高い製品を選択する指標となり、表示偽装などの不安

を払拭できる。今回作成開発するクラウドサーバー上の Web方式の独自トレーサビリティ検索

ソフトウェアは、消費者からの商品欠陥情報や仕入業者からの原料不具合情報に基づき総務部

の担当者や営業部担当者が入出荷・製造情報を検索し、該当原料肉のブランド・生産地・製造

日情報を抽出することを可能とする。また、これらを顧客先への提示情報や出荷品の回収指示

としていき、自社製品ブランド力の向上につなげる。生産管理システムで日次計画の製造目標

数に対し、オートラベラーから都度生産実績を送信する。生産管理システムにて設定した当日

製造の目標数と比較することで、製造品目ごとの生産進捗状況を分析し、当日の生産終了時間

を予測し、工程の見直しを促し、また、翌日以降の生産計画に対する見直し指示を与えること

ができる。これらにより生産性を２％向上。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

    

 

 

No.52 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月１９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   アクサ損害保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

契約管理システムおよびWeb サイトを刷新し、全ての顧客の属性やコンタクト履歴のデー

タをリアルタイムに自動連携するシステムを新たに導入することにより、最適な保険プランが

リアルタイムにWebサイトに連携され、顧客へタイムリーに画面上で表示されるようになる。

上記のデータ活用の結果として、変化する顧客ニーズに素早く対応できることによる顧客満足

度、成約率の向上による売上の拡大及びコールセンターにおける業務効率化が見込まれる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     アクサ損害保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、顧客データと連携・分析

することで、顧客にあった商品などアドバイス及び提案を行うことから協議するもの。 

   

 

 

No.53 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

平成３１年４月２２日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社ワイテック 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

各拠点工場の製造工程において製品種類や設備機械及び人の動きといった様々なデータのリ

アルタイム収集を自動化する為の設備やソフトウェアを導入、従来の人による収集工数を大幅

に削減しつつ、今まで困難であった多種多量なデータも合わせて収集し続ける。 

収集したデータは、生産／在庫／物流状況や設備運転状況及び品質の把握／分析に活用、生

産管理システムとの連携により、生産指示から出荷までのリードタイム短縮、生産改善による

コスト低減、生産設備の持続的稼働及び品質安定に繋げていく。これらにより、工場の潜在的

生産能カの発揮と労働生産性の向上を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

   

 

 

No.54 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月２３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   オークマ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

工作機械は超多品種少量生産で、かつ、需要の変動が大きい。そのため、部品加工現場では、

負荷のバラつきによる生産効率の低下やボトルネックの発生、機械稼働率の低下が生じている。 

新たに導入する仕組みでは、部品加工現場の全ての機械をネットワークに接続して機械の稼

働状況や部品の加工状況を収集する。このデータを用いて機械ごとの現在の加工能力を把握し、

計画によって示された負荷から最適な加工指示を自動で作成するものである。 

これにより超多品種少量生産でも量産並みの高い生産性を実現、すなわち、工作機械の生産

でマスカスタマイゼーションを図る仕組みの構築を行なう。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

   

 

 

No.55 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月２３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社富士精機 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

現在、発注・生産設備の稼働情報システムは、本社サーバや各部署の担当者のパソコンで分

散管理していたが、今般新たに仮想サーバシステム（VDI システム）を導入し、本社、工場、

子会社富士精機販売にて蓄積されている上記情報システム内に関するデータ（製品型番・取

引・出荷日・納品日・場所等の納品情報や生産設備の加工、稼働時間等の情報）について全社

一元化を図る。 

受注・出荷・納品及び設備稼働状況において業務標準化を図り、手入力項目の削減を実現す

ることで現状業務の改善・効率化・手入力による間違え防止を目指し、一元管理された情報を

活用することにより、受注～納品までを効率的に行うことと在庫削減を効果として見込む。 

データの安全性確保という観点においては、仮想サーバにて google上にデータを管理する方法

を採用し、USB 等でデータを外部に持ち出すことができない機能を構築することでセキュリ 

ティ面での対策を考慮した仕組みを導入する。当システムの導入に伴い、全体最適を実現する

ことで収益向上の礎を築くものとする。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

   

 

No.56 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月２６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

堺ＬＮＧ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社は、お客さまからのＬＮＧの受入～貯蔵～気化～送出の業務を受託し、製造した天然ガ

スは、主に発電用燃料として使用される他、ローリー車によるＬＮＧの出荷も行っている。 

現在、ＬＮＧ基地全般のプラントデータ処理は、管理用計算機を用いているが、それをPI

システムサーバーに変更（導入）し、インターネットを経由して、今まで不可能であった他社

とのデータ連携等を考えている。 

この他社とのデータ連携に伴い、他社が作成する試験成績書の省力化および試験成績書デー

タを蓄積・解析することで設備保全の最適化が期待できる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

 

 

No.57 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

平成３１年４月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社キャタラー 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     戦略的IT活用プロジェクトであるi-cataler2020の目標として、IoTを活用し、生産性／品質

の向上、収益体質の強化を目指している。 

i-cataler2020は、設備の状態が迅速に確認可能となる製造リアルタイム管理システムと、生

産進捗や在庫状況がリアルタイムで確認可能な新生産管理システムの2つで構成される。これ

らを導入し、継続的に連携させることにより、設備可動率の向上、製品品質の安定化、製造人

員の省人化、在庫最適化、生産計画の精度向上などの実現を目標とする。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

 

No.58 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     東芝機械株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     部品製造ラインにおける機械加工工程に関し、作業員が都度機械にセットしていた材料投入

工程・取り出し工程において、材料ストッカーに保管している材料の材料形状データを機械加

工設備のシステム制御盤データと関連させることで、材料投入・取り出し工程をロボットにて

行い、さらに加工機械では材料形状の異なる加工形状データに連動させて機械加工を行い無人

加工が可能となる加工システムにおいて、機械稼働を継続させるための担保として加工機械に

取り付けたセンサー（例えば加速度センサー）により加工時の振動を検知・分析することで、

適正な機械加工条件に自動的に条件提示し、オペレータが提示条件を選択することにより、Ｎ

Ｃデータが変更され、加工の最適化を実現することが可能となる。また加工機械本体構成部分

から異常振動などを検知した場合には機械加工機の予知保全として、あらかじめ設定した各構

成部分振動閾値を超えた場合、保全担当者に自動で連絡することにより早期に振動要因を分析、

対策することで機械加工機の機械停止時間を最小限にすることが可能となり、機械稼働率を向

上させ、生産ロスを最小とし、生産効率の最大化を図ることができる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     

 

No.59

９ 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月１０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社アダストリア 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     お客様の店舗やECでの来店や商品の検討情報など非購買情報を、購買データ・在庫データと

連携し、分析することによって、よりよい商品企画、店舗別の品揃え、在庫量の適正化を行な

い、お客様満足の向上を目指す。また、商品の企画から生産・物流までの生産進捗情報をデー

タ化、一元化することで、商品鮮度を高めつつ、生産性向上を可能とする。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

 

 

 

No.60 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社村田製作所 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

製造工程における種々のデータを一元化して分析し、各システム間の連携を行うことで最適

な生産管理、品質改善、自動化を実現し生産性の向上を図る。具体的には生産実績情報の収集

分析による最適な生産計画自動作成、運行表情報活用によるロボット AGV（無人搬送車）への

代替、暗黙知を形式知化することによる人為的ミス発生防止、製品詳細情報の追加収集と既存

情報との連動による品質異常の未然防止の 4つの施策および、その共通となる IT共通基盤の

インフラ構築を実施することでライン運営の最適化を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.61 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月１７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ファーストリテイリング 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するソフトウェアにより、社内外の様々なデータをタイムリーに連携・分析し、

これまで経験に基づいていた計画業務を、データに基づく業務へと変革し、お客様に本当に求

められているものを、必要十分に提供できる状態を実現する。 

     また、売上実績から見える売上傾向にファッショントレンド情報等を連携し、どのような需

要があるのか正しく予測する。そして、予測を元に、生産量を解析し、商品を無駄なく生産し、

さらには、生産された商品の在庫を最適にアロケーションすることで、必要十分な在庫を最適

に供給できる状態を実現する。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.62 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月２０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東芝三菱電機産業システム株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

国内の本社・事業所・支店・営業所および海外のグループ会社（海外現地法人）間で、営業・

販売に関わる情報と製造・調達に関わる情報の連携を図るグローバルなIＴシステムを構築する。 

グループ内に分散しているデータをデータベースに自動で収集・連携し、財務・非財務経営指

標KPI(Key Performance Indicator)や、その分析結果をダッシュボードでタイムリーに可視化

できるシステムを構築することで、経営判断を支援し売上増に繋げる。また、このＩＴシステ

ムにより、データの収集や連携に掛かる業務の生産性向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.63-1 



 

 

様式第二十六（第１２条関係） 

 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 変更認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

  ２．変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   東芝三菱電機産業システム株式会社 

 

３．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

  国内の本社・事業所・支店・営業所および海外のグループ会社（海外現地法人）間で、営業・

販売に関わる情報と製造・調達に関わる情報の連携を図るグローバルなIＴシステムを構築する。 

グループ内に分散しているデータをデータベースに自動で収集・連携し、財務・非財務経営

指標KPI(Key Performance Indicator)や、その分析結果をダッシュボードでタイムリーに可視

化できるシステムを構築することで、経営判断を支援し売上増に繋げる。また、このＩＴシス

テムにより、データの収集や連携に掛かる業務の生産性向上を図る。 

更に自動収集するデータを拡大することにより、より多角的な分析を可能にすると共に更な

る業務の生産性向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.63-2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月２２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

豊田鉄工株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

今般新ＰＤＭ(製品データ管理)システムを導入することによって、本社及び子会社内で紙面

での管理であったりデータでの管理であったりと、統一管理がされていなかった生産準備情報

を一元管理することが可能となる。これにより、過去に受注した製品の生産準備・生産中に発

生した不具合情報を同システム上にデータで蓄積し、システムに登録した新規受注品情報と連

携させることができるようになり、更に新規受注品情報と過去に受注した類似製品を分析、発

生し得る不具合を予想することが可能となるため、その不具合を発生させないような生産準備

をすることが可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.64 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月３０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   日本瓦斯株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

ガスボンベ・車両の工場等への出入りデータ及びガスボンベ運搬車両の位置情報を基幹業務

システムで保管・管理されているガスボンベの設置履歴情報およびガス需要家情報と連携させ

る。これにより従来の業務のシステム化・可視化を実現させ、物流システムの高度な管理体制

を確立する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

   日本瓦斯株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人

データ（需要家情報）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項に

ついて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

  

 

 

No.65 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年５月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

東洋インキ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ラインにおいて、各生産工程における機器から取得する生産データと稼働実績を自動収

集し、当社グループの基幹生産システムの生産計画データと連携させる。これにより、グラビ

アインキ生産工程での点検作業、ヒューマンエラーの防止、工程データの入力作業等の省人化

が可能となり、収益性及び品質管理レベルの向上が期待できる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

  

 

No.66 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年６月５日 

 

２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

セーレン株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

繊維加工の生産工場における IoT化はほとんど取り組まれていなかったが、各種センサーか

ら成る IoT機器によりこれら生産設備の稼働状況・使用エネルギー量・消費原材料量・加工工

程進捗状況などを社内ネットワークにリアルタイムに取込み、データベース化・見える化を含

むシステム構築を行うことによって、目的とするあらゆるロスの削減・省人化・高効率化、そ

して品質の安定化を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.67 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     第一生命保険株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用して顧客のWeb行動情報を収集し、社内のシステムに連携

する。連携されたデータは既存顧客データとマッチングされ、マーケティング分析基盤により

セグメントされる。 

その結果は、営業員のタブレット端末に営業支援情報として配信される。これら一連のシス

テムを導入することにより、顧客の嗜好に適合するマーケティング展開が可能となり、営業員

の営業活動が効率化される。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

   第一生命保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有

個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事

項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.68 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年６月７日 

 

２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

EIZO株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

液晶モニター生産ラインの画質調整工程において、液晶画面階調データの収集を行い、AI

を用いて画質調整時間を短縮する。また、製品毎に異なる画質調整工程において、IC タグを用

い製品情報と工程履歴データを連携させることで、ロボットによる重筋作業/冶具の取付け、取

り外し、内観検査の自動化及び調整工程の自動化を行う。これらにより、生産工程の稼働率を

上げ、生産性を向上させる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.69 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

  １．認定をした年月日 

     令和元年６月１８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     パイロットインキ株式会社 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     生産設備がネットワークにつながり、日々の生産に関するデータを収集する 

稼働情報収集システムの運用は開始しているが、設備単体での分析を行い故障の有無を出力す

るにとどまっていた。 

2019 年 6 月より 2020 年 7 月にわたる増産設備の設備投資計画を機に、旧設備の稼働情報収

集分析システムを変更し、設備群毎の過去蓄積稼働情報データを統合して設備運用品質判別ク

ラスタリングシステムを構築する。 

システムは、各号機に対して設備の運用品質を自動判断することができ、運用品質が悪いと

判断した場合、関係部署にアラートメールを自動発報する。設備においてトラブルの早期発見

及び不良発生の予防に活用する。また、生産性の向上も期待できる。      

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.70 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２０日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     エスビー食品株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 設備稼働状況監視管理システムを導入し、生産ラインで稼働中の設備から稼働状況データを

収集する。このデータと生産計画システムを連携させることにより、リアルタイムでの生産進

捗状況の把握を行い、生産ラインの稼働状況に合わせた人員配置等に活用する。また、収集さ

れた各設備の稼働状況データを解析する機能を導入し、設備単位で継続的に分析し、改善策を

講じることにより、生産ラインの稼働率向上や安定稼動を図り、お客様に安全・安心な商品を

安定的にご提供する。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

No.71 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社ＮＴＴドコモ 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     弊社が提供するお客様の貸倒率を予測した信用スコアを活用して、弊社システム利用者であ

る銀行が審査を行うことにより、個々人の状況に合わせた適切な金利・貸出枠を設定すること

が可能になり、与信精度が高まるとともに、銀行は貸倒率低下の実現による債権回収稼働の削

減により労務費が削減されます。 

弊社としては、銀行の貸倒率低下によるソリューション案件受注により収益が拡大します。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

   株式会社ＮＴＴドコモは、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有

個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事

項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.72 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     ＲＰＡ（「Robotic Process Ａutomation／ロボティック・プロセス・オートメーション）」

の略語）の開発ソフトウェアである「UiPath」の活用により、保険契約に関する社内外データ

を自動収集し、既存のデータと合わせて分析することで得たれた情報を活用し、管理業務の効

率化が図れ、営業活動等の効率化・収益向上に役立てることが可能になる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用する

データの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点

から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.73 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社松井 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たな基幹システムにより、これまで別々に管理していた販売店の注文データを自動的に収

集するとともに、その他のデータとリアルタイムで連携させ、当該データを活用して販売デー

タを分析することにより、受注業務の大幅な効率化を実現させる。 

また、システムと連動させたハンディーを活用することで入出荷の作業時間も短縮可能とな

り生産性を最大 6.8％向上させるほか、働き方改革・人手不足への解消にも大きく貢献し、Ｐ

ＯＳによる入出荷検品は誤出荷の防止と受注から出荷までの納期短縮など、顧客へのサービス

と信頼を向上させる。 

なお、データ連携による在庫管理は適正な在庫を把握し在庫回転率を 0.06%アップさせ、在

庫圧縮を目指す。 

加えて、分析したデータを踏まえて、物流経費の削減に向けた自社運営型の物流センターへ

の移行を実現させ、さらには西日本エリアへと物流拠点を展開し全国対応可能な運営をするこ

とで、売上・粗利の拡大を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.74 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２４日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用して、取引先が行った海外送金データや預金情報、借入情報、

為替取引情報などの決算業務上必要なデータを収集し、行内にある他のデータと適時に連携さ

れ、与信分析が行われることとなる。当該連携及び分析されたデータは、本部の情報系システ

ムに連携され、当行の決算業務上必要な数値に補正された上で、取引先の収益分析・財務分析

が行われることとなる。当該分析結果が行内の各担当部へ配信され、行員の融資判断や営業活

動へ指示がなされることとなる。 

これらの結果、記帳業務におけるオペレーションの効率化・標準化を促進し、拠点ごとの事

務量の削減により従業員の労働時間の削減が想定される。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき

事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.75 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年６月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

顧客と直接的にコミュニケーションを取るための基盤を構築し、既存顧客および見込顧客と

のコミュニケーションを活性化させることで、顧客理解を深め、顧客体験価値やブランド認知

を高めるとともに、Web行動データと保有契約データ等を有機的に結合することで、最適なタ

イミングで最適なリコメンドを行うことが可能となり、効率的な事業収益に拡大につなげるこ

とが可能となる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデー

タの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から

留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.76 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     アクサ生命保険株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

契約管理データベースを導入することにより、当社のWeb サイトに登録されたデータ、コ

ールセンターで収集するデータ、帝国データバンクに登録されているデータ等を自動連携し、

顧客を取り巻く様々な情報を一元的に管理することができる。また、顧客が当社Web サイト

に入力する情報を拡充し、契約管理データベースと自動連動することによりセールスフロント、

コールセンター、バックオフィスの業務プロセスを大幅に効率化し、営業時間の創出と業務効

率の改善を果たすことが見込まれる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     アクサ生命保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき

事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.77 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月１６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     昭和電工株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

各種マスタ情報を共通化し情報構造を整理した上で新基幹システムを導入し、周辺システム

と新基幹システムを連携することにより、グローバルに展開する各拠点の販売、会計、購買に

関する情報を一元管理する。 

さらに、新基幹システムと販売ターゲットシステムを連携させ、新規案件の予実分析を行う

ことで、失注等のリスクを事前検知し先手で対策を打つとともに、新基幹システムと新規構築

する損益シミュレーションシステムを連携させ、将来の損益を試算した上で計画値および実績

値と紐づけ差異分析を行うことで、競合他社に先んじて対策を打ち、加えて、情報活用ツール

を新たに導入し、一元管理された新基幹システムのデータを多軸分析することにより、損益変

化の要因を特定して打ち手の効果を確認し、より効果的な対策を打つ。 

これにより、将来を起点に先手を取って効果的な施策を打つプロアクティブな経営を実現す

ることができる。 

  

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

      

No.78 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月１６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   中部電力株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     配電設備の点検結果をモバイル端末により現場からリアルタイムで集約し、点検データを分

析することで設備の故障発生確率を算出するシステムを開発。加えて、故障発生確率データと

設備データを連係して最適な設備更新計画を策定するパッケージソフト導入することで、配電

設備のアセットマネジメントサイクルを構築、予防保全の高度化を推進する。これにより、配

電設備の点検にかかる作業を約 10％削減、経年劣化による設備リスク増加の 12%低減を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.79 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月１９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     ＪＦＥスチール株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

鉄鋼製造設備のトラブルに起因し、突発復旧にかかる多大な計画外コストと製造機会ロスに

よる逸失利益が発生している。鉄鋼製造設備の状態(予兆)管理レベルを向上させ、計画通りの

生産を維持し、予定通りの生産量を確保することで上記のコスト増、逸失利益の発生を抑止す

ることを目的とする。 

目的達成手段として付帯設備を含め網羅的、体系的に「守るべき機器」の管理項目を洗い出

し、タブレットまたは音声入力装置を用いて現場計器の表示値をシステムへ入力し既設情報と

連携し、「見える化」することで点検者個人に依存しない組織での設備状態管理を可能とする。

また「トレンド管理化」することで上下限管理では分からなかった平常時との相違点を抽出す

ることが可能となる。 

これらの活動により、設備トラブルの芽を未然に摘めるようになり、常に計画生産量未達を

回避することで収益改善を目標とする。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.80 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月２３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

MS&AD グループの資産運用リスク管理にあたり、新たに資産運用リスク管理用データベー

スを構築し、必要なインフラをグループ保険会社（三井住友海上火災保険株式会社、あいおい

ニッセイ同和損害保険株式会社）と共通化する。 

これにより、MS&AD グループの資産運用リスク管理業務の効率化を図るほか、昨今の多

様・甚大化する災害、特に、近い将来発生することが予想されている東南海・南海地震や首都

直下地震などの大規模災害が発生した際にも、今まで以上にお客様に迅速かつ確実に保険金を

支払うことができる体制を確保し、安定した人々の生活と活発な事業活動の支えに資する。     

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.81 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

  １．認定をした年月日 

     令和元年７月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     パイロットインキ株式会社 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     生産に必要な部品をジャストインタイムで製造部門に供給する為に、生産実行計画データを

活用し、新規導入全自動倉庫に対して、必要な時間に必要な部品を必要な量自動出庫するよう

指示する。また、出庫部品はロボットを活用して全自動で搬送荷造りを行う。荷造りした生産

に必要な部品は、製造部門へジャストインタイムで供給することで、製造部門で滞留する部品

を最小化し、生産設備の設置面積を増やし、生産量を最大化する。 

また、生産に必要な部品集材を全自動化することで、人が行っている集材業務を効率化また

は省人化し、ジャストインタイム供給を可能にする。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.82 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     コスモ石油株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     現在、製油所では各精製設備のセンサーから運転データを取得し、ＤＣＳで運転データの解

析や運転制御に使用している。しかし、現在取得している運転データは粒度が荒く十分な解析

が行えていない。（運転変動時の瞬間的な挙動など） 

     そこで、ＤＣＳを刷新し、新たに精緻なデータを収集できる環境を構築する。その精緻なデ

ータとこれまでの操業に関する既存のデータをともに分析・解析することで、高付加価値品の

増産や事故の未然防止を目指す。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.83 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ブリヂストン 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たにサプライチェーンの計画システムを導入し、販売／物流／生産の各種データを連携・

分析することで業務を高度化・自動化する。具体的には、販売会社の販売実績データを収集・

分析することで販売予測・計画を作成する。また、作成した販売計画データと在庫・入出荷実

績デー夕、生産能力・生産制約データ等を連携・分析することで、最適な需給計画を自動立案

し、生産計画に反映させる。これにより、販売対応向上、在庫削減、計画策定業務の効率化を

実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.84 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年７月３１日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

  株式会社ニシザワ 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新レジシステムの導入により、各店舗で収集した販売情報を外部ネットワークを通じて本部

の基幹システム及び店舗経理システムと連携させ、そのデータを分析することにより、人員の

適正配置、在庫の適正化及び顧客の志向に合わせた商品発注の見直し等の経営判断に活かし、

コストダウンと売上アップに繋げる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.85 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日  

     令和元年８月２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

 株式会社島根富士通 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

     製造ライン内において、試験作業用のプログラムから取得する試験情報／結果と、製造実行

システム上の工程管理・倉庫管理情報とともにデータ分析基盤へ連携させる。これにより、異

常発生時の原因分析に係る工数を短縮する。また、品質向上に向けて対策をスピーディに実施

する事で、生産性を向上させる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.86 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   野村ホールディングス株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     地域金融機関等を対象とした証券運用総合支援システムを利活用することによって、投資に

関する各種データを連携して、ポートフォリオに係るリスク分析及び収益推移シミュレーショ

ンを行うことが可能となる。当該リスク分析及びシミュレーション結果に基づき、より高度な

顧客に対する商品・ポートフォリオの提案、ビジネスの提案が可能となり、取引拡大が見込ま

れる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.87 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月１３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   三井住友海上火災保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     「お客さま体験価値の向上」および「業務生産性の向上」を目的に、「デジタライゼーション」

（デジタル技術によるプロセス・サービス等の効率化・利便性向上にとどまらず、ビジネス全

体の改革につなげる取組）推進策として、「業務プロセスの改革」（契約事務プロセスをデジタ

ル化し生産性を向上する等）および「チャネル競争力の高度化」（ＡＩが代理店のお客さま対

応をサポート、デジタル技術を活用したお客さま接点の強化、ビッグデータ分析等によるマー

ケティングの高度化等）を実現する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

   三井住友海上火災保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの

中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意

すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.88 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月２２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

積水成型工業株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ライン上のブロー製品を複数の光学カメラにより撮影し、得られた画像データを分析し

て、製品の形状、バリ、異物混入などの不具合を検出する画像診断装置を導入する。それによ

り、安定した品質を保持するとともに、人の手を介さないため、従来よりもクリーンな環境で

製品を生産することが可能となる。また、別ラインにも水平展開が可能なため、同一品質で生

産が可能となる。さらに、検査工程を 24時間自動的に行うことにより、生産効率の向上と製

造コストの低減を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.89 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月２３日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     ＤＯＷＡサーモエンジニアリング株式会社  

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産管理システム、自動倉庫、及びAGV（無人搬送機）を新規導入し、自動倉庫から生産

ラインまでの各種データを連携・利活用することにより、各種生産管理業務のシステム化によ

る作業効率向上、入庫品の工程間搬送自動化による人員削減、及び入庫品の出庫・搬送プロセ

スの最適化による品種切り替えロスや生産ロスの改善が図られ、生産性向上を実現する。  

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.90 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月２９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社木曽路 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

顧客から承る予約業務は、各店舗において紙による台帳を手作業で記入して管理している。

これをクラウド上に一元化されたデータベースとしての管理を実現。そのデータベースを活用

することにより、来店の際にスムーズな予約、接客が可能となる。また、電話対応や予約情報

入力、送迎バス運転手の店舗間の繁閑の調節などの作業を効率化することもできる。更に、予

約内容から、必要とされる食材の数量を算出し、発注精度を向上させ、廃棄ロスの削減につな

げていく見込みである。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社木曽路は、革新的データ産業活用計画において、予約管理に必要となる予約情報を

構成する個人データを使用することから協議するもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第

１号に該当）。 

No.91 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年８月２９日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社フィットハウス 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     （１）ファッション小売業のマーチャンダイジング戦略の立案・実行・改善に有効な販売管

理システム及びそれを補う分析ツールを新たに導入することにより、計画的で精度の高い仕入

業務及び在庫管理が可能となるとともに、同時に導入する新ＥＤＩシステムにより仕入先との

データ交換を積極的に行い、新販売管理システムに自動連携させることにより、業務の大幅な

効率化及び早期化を実現する。 

     （２）ポイント統合管理システムを新たに導入することにより、店舗とＥＣでの相互のポイ

ント利用が可能となり、顧客にとって利便性の向上につながるだけでなく、当社にとっても顧

客の購買動向を統合的に分析することが可能となり、より効果的な販売促進施策の実施やマー

チャンダイジングの改善が促進される。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社フィットハウスは、革新的データ産業活用計画において、ポイント管理、購買動向

分析及び販売促進施策の実施のため顧客の個人情報の保有及び活用を行うことから協議する

もの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.92 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年９月６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

京セラ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

機械工具の一部の生産ラインにおいて、各製造設備に設置したセンサーやタッチパネルから

設備稼働情報と生産出来高情報を収集する。収集した情報はソフトウェア上で生産目標情報と

連動させて、効率性および納期が最適な生産計画を自動的に策定する。策定した生産計画に基

づいて製造指示を自動発信し、これを実行することで製造ロスの削減と納期の短縮を実現する。

また、収集した情報を蓄積・解析して設備の予防保全に活用する。本設備投資の効果を検証し

た上で、他の生産ラインへ適用範囲を拡大することを計画している。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.93 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年９月１１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三井住友海上火災保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     お客さまから損害保険に係る契約手続きの電話照会を受けるオペレータ部署に、音声認識シ

ステム、ルールベースエンジン、テキストマイニングシステム、ＡＩがＦＡＱを検索するシス

テムを導入することにより、「発話内容のテキスト化」「聴取すべき項目の自動表示」「発話

内容と入力内容の自動チェック」を行い、「聴取漏れや誤り」「入力誤り」を防止し、手続き

業務自体の均一化を図り、１通話当たりの時間削減、電話オペレータの負荷軽減を目指すとと

もに、オペレータが電話中に即座にお客さまへ回答できるようにする。 

     また、要約システムを導入することにより、通話終了後にテキスト化された応対内容を即座

に要約することができ、応対履歴の入力の均質化と時間削減を目指す。 

さらに、対応記録やテキスト要約データは蓄積され、蓄積されたデータに基づいたＡＩの学

習機能向上によりお客さま応対の品質向上やお客さま満足度向上が期待できる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

   三井住友海上火災保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの

中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意

すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.94 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年９月２４日 

 

２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社浜乙女 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

食品販売データ（商品名・注文内容・仕入単価・売値）の全社一元化を実現する。 

全社一元化管理された情報を有効に利用することで①営業部門では顧客ニーズに応じた早

期対応②名古屋、東京、大阪で展開していた受注窓口を１拠点に集約③分析された食品販売デ

ータをベースとした業績検証及び誤入力による販売情報の間違いの防止を行い業務に関する

人件費の削減を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.95 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年９月２４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社長登屋 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに統合システム（システム名：販売・倉庫・購買システム）やデータベースシステム（商

品データベース FOODSeBASE）を導入し、本社・関連会社・工場にて一元管理を図る。 

システム導入により一元管理された情報を各従業員で共有できる体制を作り同情報を有効

活用することで、営業部門では販売情報の早期伝達による顧客ニーズに応じた早期対応と分析

された商品データをベースとした業績検証及び誤入力による販売情報の間違いを防止するこ

とに繋げることで事業計画の具体化、業務改善・効率化によるコスト削減（在庫削減・食品廃

棄減など）をはかり人件費削減を実現する。 

また、2020年 4月の法規制（食品表示法）に沿ったシステム構築をデータベースシステム（商

品データベース FOODSeBASE）で行い、消費者へ食品表示に関する正しい情報発信を行うことで

顧客開拓に繋がることが期待される。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.96 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年９月２５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

イビデン株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

半導体市場が堅調に推移していることに加え新技術・新素材の需要増加に伴い、当社セラミ

ック事業特殊炭素製品加工製品の生産性を改善するべく、本投資の生産拠点工場において、主

要な生産設備にセンサーおよびシステムを導入する。 

生産設備の稼働情報をリアルタイムで収集、連携、分析することが可能となり、具体的には、

既存の内部データである製品加工マスタに製品の生産実績が更新された新加工マスタが出力

されることで、生産計画および設備稼働状況のみえる化に役立てる。これにより、生産量に対

する労働投入量を減少させ、生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.97 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年９月２７日 

 

２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

アサヒロジスティクス株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来は拠点単位で既存の分散されたデータを用いて運転指導や車両管理を行っていたが、本

計画で新たに導入する新システムにより、拠点毎に分散された既存のデータを全社レベルで集

約し分析することで事業活動が変化。運転指導の品質および車両管理の精度が向上し、運行経

費の軽減および人件費の軽減に生かせるようになる。 

また、集約したデータを勤怠管理システムへデータ自動連携することで、業務の自動化・省

力化を図ることができるようになる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

  アサヒロジスティクス株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの

中に保有個人データ（自社各拠点の運転者情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守

の観点から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に

該当）。 

No.98 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年９月３０日 

 

２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社デンソー 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ラインの稼働情報や品質情報を収集・連携する仕組みを導入し生産性向上を実現する。

これにより各種生産ロス要因の高度分析が可能となり、設備総合効率の向上に加え、より付加

価値の高い業務への移行が可能となる。また、生産ライン情報の分析が人に高次の気づきを与

え新たな改善行動を創出、その内容を生産ラインにフィードバックすることで、人・モノ・設

備の相互的な成長を促進する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.99 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

山崎製パン株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社コンビニエンス事業であるデイリーヤマザキの店舗システムの機能を強化し、店舗での

販売等の実績データと本部での天候や商品情報との連携により、推奨発注数を自動計算し発注

精度の向上を図る。またタブレット型発注端末を導入し、発注機能の強化とあわせて作業の省

力化、資料のペーパレス化により店舗業務の生産性を改善する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.100 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新基幹システム（psCORE）導入により、リアルタイムでの各店舗の在庫情報が収集可能と

なり、効果的かつ効率的な発注が可能となる。 

また、店舗損益についてもリアルタイムで把握可能となり迅速な意思決定につなげることが

可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.101 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２４日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

    株式会社パーカーコーポレーション 

  パーカーアサヒ株式会社 

   

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     製造設備の稼働状況や品質検査装置からのデータを収集分析することにより、機械の稼動を

最適な状態で管理し、製品の不良品発生率を低減し、材料の使用量を削減する。これにより、

生産性の向上及び原価低減をすることができる。また、従来作業員によって行われていた製造

工程にロボットを導入することで人件費率を大幅に削減できる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.102 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     ERPの概念とシステムパッケージを導入し、日々の取引を表す会計データはもちろんのこと、非会

計データである各種データ等を統合的に管理できるようにする。収集したデータを分析し社内で共

有することで、経営資源の有効活用の指示に役立て、ひいては長期的な会社成長を目指す。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.103 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   住友電装株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

グローバルに展開する海外製造工場との間で、受発注、生産計画、生産実績、在庫などの情

報を一つの仕組みで共有、分析することで、日々の業務の効率化と事業環境変化への迅速な対

応が可能となる。また、製造現場の生産進捗、能率、品質などの実績情報をタイムリーに収集、

分析することで、モノづくりの品質と生産性の向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.104 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   西日本電信電話株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

    営業担当者が入力した法人ユーザへの提案状況について、提案から受注までの標準的なプロ

セスを可視化する。また、社内で保有する過去の構築ベンダとの取引実績やＳＥのスキル等に

ついて、システム上で検索機能を提供することにより、受注した案件に応じて最適な構築ベン

ダやＳＥをシステム上でマッチングすることが可能となる。 

また、本社と各支店及びその業務を受託するグループ会社の営業担当者が個々に収集した法

人ユーザの顧客データを「法人営業支援システム」内で一元的に管理することにより、体系的

に管理することが可能となり、効率的な営業活動が実現できる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

西日本電信電話株式会社は革新的データ産業活用計画において顧客データを体系的に管理する

ため顧客の個人情報を保有及び活用を行うことから協議を実施。 

（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.105 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２８日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社ソミック石川 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

    生産ラインに新たな入力機器を導入し作業実績データを収集する。 

このデータは既存の生産実績や稼働実績と連携させることで、生産ラインの可動率をリアル

タイムに分析することができる。 

分析された結果は即時管理者にフィードバックされ、可動率維持及び向上の活動が実施され

る。このような一連の流れがリアルタイムかつ自動的に行われることで、高い可動率を維持で

きるようになり生産性の向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.106 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月２８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

中央電力株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

３Ｇ通信サービス終了に伴う４Ｇ対応型漏電監視装置へのリプレイスに合わせ、LPWA(低電力

広域通信)技術を用いた大幅に通信コストを抑えた漏電監視装置を開発し、そこから送信され

る漏電・停電・温度異常などの情報（以上、漏電監視データ）に、システムで保持された関連

する情報を付加し、即座にトラブル状況が把握出来る事を実現する。 

また、システムが受信したデータに設備情報等の関連するシステム情報を連携させ蓄積する

事で、「電気設備保安データベース」が構築され、このデータの集計・分析結果を保安点検等

の保安管理業務システムに連携し、高度なデータ分析結果に立脚した「自動化された予測・提

案型」の保安管理システムを構築し、電気設備保安業務の効率化、収益向上を目指す 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.107 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

近年のテクノロジーの発展とともに、自動運転、コネクティッドカーなど自動車関連のサー

ビスは急速に変化してきており、これまではデジタル化されていなかった自動車の詳細な運転

情報などがデータ化されるようになっている。  

当社ではテレマティクス自動車保険の販売を促進することによりデジタル化に向けた取り

組みを進めており、事故対応におけるデジタル情報を活用した新しいサービスを提供するため

テレマティクス情報を活用した損害サービスシステムである「テレマ損サシステム」を開発し、

デジタル情報に基づく事故発生の自動検知、事故発生状況の自動分析及び可視化により従来は

顧客からの連絡を受けてからの対応であった事故対応について当社から顧客への能動的な対

応が可能となり、顧客満足度の向上及び当社従業員の業務効率化が期待される。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用する

データの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点

から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.108 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１０月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

朝日放送テレビ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来、映像音声コンテンツデータ（以下コンテンツ）に付随するメタデータ（番組情報）は

紙ベースで運用されており、コンテンツとは別々に管理・利用されて来たためにバラエティ・

ワイド・スポーツの番組制作においてメタデータが効率的に活用されていなかった。 

本計画ではコンテンツに加えてメタデータをデジタルデータ（データ変換も含む）として運

用し、新たにメタデータを今回構築する制作統合設備に集めてコンテンツと連携（紐付け）・

共有し、正確なコンテンツ管理とスムーズなデータ活用を可能とすることで地上波放送への迅

速なコンテンツ送出だけでなく、番組販売や二次利用へのマルチユース展開を加速させて収益

拡大機会の創出を後押しする一方で、テープレス化・業務効率化による番組制作のコスト削減

による収益向上を目指す。  

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.109 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１１月５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社セガエンタテインメント 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ゲーム筐体にＰＯＳを導入し、サービス利用を検知する。無線、インターネット経由でＡＷ

Ｓ上のシステムにて情報を収集・分析する。 

このシステム導入により店舗の集金・集計業務の簡略化により従業員の労働時間が削減され

人件費削減が見込まれる。このＰＯＳデータと会員ＩＤを連携させた顧客管理システムにより

マーケティングデータとして活用する。収集した膨大なデータの分析によりサービス利用行動

に適合したプロモーションを行うことでプロモーションの効果が増大する。さらにスマートフ

ォンのアプリと連動した会員サービスを提供し顧客満足度を上げることで収益向上を見込む。  

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

     株式会社セガエンタテインメントは、革新的データ産業活用計画において、活用するデータ

の中に保有個人データ（会員情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留

意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.110 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１１月１４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

横河電機株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

     生産管理システムをグループ共通のシステムに置換えることにより、グループで統一した生

産オペレーションを実施することができる。これにより、受注データ、在庫管理、納期などの

生産管理情報を収集・連携し、本社でリアルタイムに分析することができるため、コスト及び

品質改善などの全社施策をスムーズに展開することができる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.111 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１１月２２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

アコム株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

画像認識および画像処理機能に優れた新たなシステムを導入することで、サーバーに取り込

まれたデータの文字認識が可能となり、さらに、ＲＰＡを用いてホストサーバーへ必要な情報

が自動連携され、同時に、既存のデータとの分析がなされる。 

これらの結果、事務の効率化や情報漏えいリスクの低減が期待され、カードローン実行に係

る書類登録や検証に係る時間が短縮することが可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

アコム株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人デ

ータ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項につ

いて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.112 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１１月２８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

 金属技研株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来、設備への処理品の搬送や設備操作盤への処理条件の入力を人手により行っていたが、

本計画で新たに無人搬送システムと設備を導入することで、設備に搭載する各種センサーから

処理品の位置データや温度データ等を収集し、分析・連携することが可能となり、搬送・処理

の自動化が可能となる。これにより、生産ロス時間の削減・入力ミスによる不具合の削減が実

現できる。 

また異常の早期検出も可能となり、迅速な保守対応による、設備休止時間の短縮、生産ロス

の削減に繋がる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.113 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月１２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社山陰合同銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

勘定系システム及び有価証券関連システムの更改に合わせて、市場部門全体のシステムを見

直すことにより、市場から自動でデータを取得し行内のデータと連携させ、各種有価証券やデ

リバティブの理論的な時価をタイムリーに算出することができるようになる。 

これにより、複数のシステム利用による冗長的となっていたメンテナンスコスト及び二重・

三重で同一データの手入力が必要であった弊害を除去し、また、理論的な時価を用いたパフォ

ーマンス分析、分析結果のモニタリングがより正確かつ効率的になることにより、生産性が向

上することになる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.114 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本航空株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

日本航空グループ内に存在しているデータを集約及び連携するためのデータ基盤構築を行

う。構築した基盤と連携したシステムを利用し、空港等に勤務する日本航空グループ社員の適

正な人員配置措置の実現を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.115-1 



 

 

様式第二十六（第１２条関係） 

 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 変更認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

  ２．変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   日本航空株式会社 

 

３．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

日本航空グループ内に存在しているデータを集約及び連携するための共通データ連携基盤構

築を行う。構築した基盤と連携したシステムを利用し、空港等に勤務する日本航空グループ社

員の適正な人員配置措置の実現を図る。 

 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

日本航空株式会社は、変更後の革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に

保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべ

き事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.115-2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月１６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たな基幹システム構築にあたっては、既存の「生産予測・生産計画システム」及び「販売

管理システム」との連携を強化した。 

構築したシステムのデータ活用により、生産→物流→販売→財務と一連の管理業務の効率化

が図れるとともに、原材料の適切な発注管理による生産ロスの減少と、適切なタイミングによ

る製品の提供を可能にし、販売ロスと在庫の圧縮を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.116 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月１８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ＡＩ活用、マーケティング高度化等、各デジタル施策の立案・実施・検証の過程において、

データの大容量化・多様化が見込まれることから、かかるデータを蓄積・提供する基盤の構築

が不可欠である。多種多様で大量なデータの収集、蓄積、分析を可能とし、デジタルを活用し

た事業変革が推進されることを受け新たなデータ基盤を導入する。 

ＡＩ活用には大量のデータを蓄積する基盤が必須であり、現行データ基盤のままでは多額の

コストがかかるが、新たなデータ基盤を構築することで大幅なコスト削減が見込まれる上に、

保有データの機動的・横断的な活用が可能となり、デジタル施策の効果・効率の向上に資する。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき

事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.117 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月２４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社アルプス物流 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社が受託する保管事業においては、顧客ごとに以下の点が異なり運用が多岐に渡っている。 

(1) 顧客ごとに連携データの様式（フォーマット、項目名、コード定義等） 

(2) 顧客の貨物に貼付されているラベル 

(3) 貨物を出荷する際に貼付する出荷ラベルや納品書 

(4) 倉庫管理業務要件（貨物の保管状態、在庫管理単位、出荷優先順、出荷荷姿等） 

そのため、新規顧客の業務を受託する毎に倉庫管理システムを開発しなおす必要があり、受

託業務開始までに時間を要していた。 

また、顧客ごとにシステム対応を行うため入庫貨物のラベル情報や出力する出荷ラベルの 情

報が共有されず、同じようなプログラム開発を行う無駄も発生させていた。 

今回、「顧客データはEDI•E-Mail受信データともに、当社標準様式・コード体系に変換す

る」、「入庫貨物に貼られているラベルや納品時に作成するラベルのイメージデータを取得し、

定義情報を生成後DB 化すること」により、顧客個別のシステム開発量を削減する。 

このことにより、新規顧客対応の倉庫管理システムの開発リードタイムを従来比1/3に短縮

し、倉庫管理システムの開発人員も削減する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.118 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年１２月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   有機合成薬品工業株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入及び構築するシステムにより、下記３点を実現する。  

① 各分析機器等より製造に関連する製品情報の品質管理データをデータベース化し、基準数

値と比較することで、品質合否及び出荷判定の判断と指示を迅速化し、品質管理の向上、

業務効率、コスト削減を行い、収益向上を図る。  

② 製品情報の品質管理データ及び品質合否等をサーバで一括管理することにより、データの

リアルタイム性、各事業所での情報の共有化を行う。 

③ 製品品質管理を行う分析機器等・パソコンが点在し、ネットワーク化することで、セキュ

リティ強化、当局等の要求である監査証跡、操作ログ等を一括管理することが可能である。  

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.119 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

令和元年１２月２６日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   ＪＦＥスチール株式会社 

 

３．革新的データ産業活用計画の概要 

鉄鋼製造設備において、原料性状や設備に設置したセンサーをもとに、計算機上で仮想製造

ラインを構築する。仮想製造ラインでリアルタイムに品質などの操業状態を予測することによ

り、安定的な製品製造を実現する。 

更に、設備停止につながる機器に監視センサーを設置し、膨大なセンサーデータを用いたビ

ックデータ解析を行う。このビックデータ解析結果をもとに、設備の異常予兆を監視すること

で、適切な補修計画を策定・実行し、突発トラブルを抑止する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.120 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月２６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

製造装置のプロセス・測定データをリアルタイムに活用するシステムを構築する。 

新たに連携する製造系データを、タイムリーに設備管理・自動制御・解析システム等に伝送

することにより、品質向上・大量不良防止・設備パーツ在庫削減、関連業務工数削減等を実現

する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.121-1 



 

 

様式第二十六（第１２条関係） 

 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 変更認定をした年月日 

令和２年３月３日 

 

２． 変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 

 

３． 変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

製造装置のプロセス・測定データをリアルタイムに活用するシステムを構築する。 

新たに連携する製造系データを、タイムリーに設備管理・自動制御・解析システム等に伝送

することにより、品質向上・大量不良防止・設備パーツ在庫削減、関連業務工数削減等を実現

する。 

更に製造装置を取得し、データ連携することで、品質向上・在庫削減・工数削減等を行う。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.121-2 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

トラスコ中山株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

日常的に発生する販売実績や購入実績を基幹システムとは別のデータベースに保存し、分析

する基盤を構築（以下「SORA」)。大きく、下記の機能を有し、それぞれの目標を置いてい

る。 

・営業活動支援システム「Self.I２」・・・販売・見積実績を分析し、効率的かつ質の高いサー

ビス（営業活動）の提供とお客様へのレコメンドによる販売拡大 

・在庫最適化「ザイコン３」・・・販売・購入実績を分析し、38万アイテムある在庫を「欠品

しない」場所の確保の観点から最適化し、発注点・最大数を求める 

・配送状況確認「Ｔ－Ｒａｔｅ」・・・お客様が注文した商品の配送状況を確認できるように

なり、到着時間が不明な商品を待つ・確認する時間を削減 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.122 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和元年１２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

トラスコ中山株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

全国 70 カ所の営業拠点で対応している 1日数万件の「見積業務」を、本計画により構築す

る「パラダイスシステム（ERP システム）」の見積自動化を用いて、自動／半自動回答する。

自動／半自動の判別は見積依頼の内容をAI で判断して、条件により決定する。例えば、条件

のひとつとして見積依頼の価格があげられる。10万円以上の見積依頼については自動では回

答せずに、社員の確認を行った上で回答する。これにより約 400名の営業業務が見積に要して

いた業務工数を大幅削減することが可能となり、顧客に対しても、より正確で迅速な回答が実

施出来るようになる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.123 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月１０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社デンソー 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ラインの稼働情報や品質情報を収集・連携する仕組みを導入し生産性向上を実現する。

これにより各種生産ロス要因の高度分析が可能となり、設備総合効率の向上に加え、より付加

価値の高い業務への移行が可能となる。また、生産ライン情報の分析が人に高次の気づきを与

え新たな改善行動を創出、その内容を生産ラインにフィードバックすることで、人・モノ・設

備の相互的な成長を促進する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.124 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月１０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社ミラプロ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

グループ会社を含めた全拠点に同一仕様のシステムを導入して、グループ全体における納期

遵守の体制、グループ全体の適切な投資計画を策定する体制、グループ全体の営業利益構造を

正確に把握し、改善すべきポイントの特定、その対策を継続的に実施する体制、グループ全体

の品質を継続的に管理できる体制を構築し、各社データの一元化を図ることにより、グループ

全体の売上高、営業利益を向上させる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.125 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月１４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   株式会社キングコーポレーション 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

管理システム及び古紙収集・搬送装置の新規増設により一元管理された情報を共有できる体

制を作る。新たに取得する新古紙データにより古紙収集及び搬送を重点的に行う時間帯の検証

と生産内容の間違いを防止することを実現する。 

上記内容を実現することで業務改善・効率化によるコスト削減（従業員の配置、古紙収集・

搬送数の増加による古紙在庫の削減）を図ることで人件費削減と古紙販売の売上増に繋げる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.126 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

  １．認定をした年月日 

 令和２年１月１７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

    ローム・アポロ株式会社 

 

  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 

「構築しようスマートファクトリー！、実現しようゼロディフェクト！」を合言葉に、工場の自動

化を実現し、高品質、低コストの工場をつくる。 

 

・各生産ラインの設備や、生産する製品の製造データと、設備に取り付けた材料や、工具のとのチ

ェックを行い、作業ミスの起きないシステムを構築する。装置からは、良品数、不良品数、不良

状態、測定値、加工時の装置状態等様々なデータを自動収集する。 

 

・付帯設備をネットワークでつなぎ、電力量、温度、湿度、クリーン度等の情報を収集する。 

 

・製造工程で収集したデータを一元管理するデータベースサーバを導入し、ビッグデータとして活

用できるようにする。分析ツールの活用により、今まで気付けなかった情報の関連により、不良

原因の特定、特性改善の速度を向上させる。 

 

・収集したデータは、データベースに蓄積され管理され、生産量、仕掛り、不良発生、電力使用量、

温湿度の状況をリアルタイム見える化するツールを導入し、グラフ化などにより素早い気づきに

よる生産遅れ、不良発生防止、及び省エネを実現する。 

 

・本社で各工場の状態を把握できるようにするため、クラウドを用いた経営ダッシュボードを構築

する。生産量、不良率、設備稼働率とのKPIを本社はもとより、クラウド接続したグループ工場

で参照できるシステムを構築する。 

 

・セキュリティー対策として、ウイルス対策、情報漏洩対策を徹底する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.127 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月１７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

事業継続計画に基づき、天災による生産品の供給停止リスク低減として１拠点生産工程の分

散化を進めている。今回、当社のシステムキッチンに搭載している「ステンレストップ」の生

産工程を深谷工場の現行１拠点生産から社工場を加え２拠点生産にする。 

データ連携を行わない従来の生産工程では 208台／8h（１ライン）の設備能力で 11名の人

員数が必要となるが、新規工程では工程内の加工状況をマルチに管理することで加工順番を最

適化し顧客注文情報及び受注データの活用による生産性向上で 1人工削減、最新のセンシング

技術による歩留まり改善を行うことで品質向上が見込まれ研磨工程後の人による手仕上げ作

業が無くなり 3人工削減、合計 4人工削減となることで労働生産性が 56.44％向上する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.128 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月２０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三井化学株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

化学物質を世界各国に出荷する際に対応が必要な、化学品の各国法規制に対し、公示されて

いる各国化学品規制情報と、自社グループ内の過去の法対応判断情報を、AI を活用して連携

してグループ会社も含めて活用しあうシステムを構築する。 

具体的には、各国化学品規制情報と、三井化学グループ内の過去の法対応判断履歴を一括で

検索できる、「法適合性評価支援システム」を開発・導入することで、グループ全体の法令違

反リスク低減、ならびに現場業務のスピードアップと生産性の 2％向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.129 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本電産シンポ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

BIツールの導入により、本社および各拠点の販売、生産、購買、会計データをリアルタイム

に収集・分析し、人材配置、工場の稼働状況の平準化等の適切な経営資源の配分を定期的に行

うとともに、全体最適化による生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.130 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本瓦斯株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

顧客のガスメーターに NCU（＊）を取り付け、遠隔で一日 24回自動検針する。これにより従

来の検針業務が不要となる。同時に、従来の月 1回検針と比較して、飛躍的に高い精度で顧客

のガス消費量データを把握することが可能となり、顧客宅に設置しているガスボンベの在庫管

理（配送効率）の最適化を実現する。 

また、新たなシステム投資により、NCUから取得した顧客のガス消費量データ等と基幹シス

テム内の情報を連携することで、ガス消費量データをガス充填工場の生産計画に即座に反映し、

工場におけるジャストインタイム生産体制を確立（生産活動の最適化）する。 

 

     （＊）NCU：Network Control Unitの略称。ガスメーターの使用量データを電子的に読取り、

フォーマット変換の後に無線を使ってクラウドへ送信する IoT装置。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

日本瓦斯株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人

データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項に

ついて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.131 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年１月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

書店の売上、在庫情報を取得・連携し、自動的に需要予測することで、部数調整業務が可能

となり、出荷業務の効率化が可能となる。また、需要予測情報及び注文情報に基づき、素材デ

ータを自動連携し、小ロットでの印刷（デジタル製造）が可能となる。 

これらにより、書籍の製造・発送を一体で行う生産プロセス・物流システムを構築し、多品

種・小ロット・短期間納品等を実現する。書店・読者からの注文はシステムを通じて即時に全

ての関連製造・出荷装置に連携、最短 24時間で納品できる出版 IoT が構築される。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.132 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月７日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

     株式会社パーカーコーポレーション 

     株式会社パーカーアコウスティック 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     製造設備の稼働状況のデータを収集分析することにより不意な製造設備の故障による停止を

予防し、 設備稼働率を高めることができるようになる。 また生産工程の分析を行うことによ

り作業効率の改善を行うことができるようになる。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.133 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

住友ベークライト株式会社 

九州住友ベークライト株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

     各事業所の生産ラインで使用している設備データがネットワークに繋がり、生産管理データ

と合わせて活用できるデータ連携基盤を構築し、その種々データを基に設備条件の自動最適化

することで品質安定化を図り、生産効率を向上させる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.134 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

現状、国内石油精製販売事業をベースとした各業務（購買、生産、販売、物流、会計、設備

等）に適した個別システムを利用していたが、市場のグローバル化や本格的なデジタル社会の

到来を踏まえ、統合基幹業務システム(ERP)を導入することを決定した。 

ERP システムを導入することで、①さまざまな情報の集中管理、②経営の可視化、③全体

最適のサプライチェーン構築、④業務の標準化・効率化による人材の最適活用、⑤グローバル

事業展開への対応、⑥IT による内部統制の強化を図り、全社で一元化された情報を活用する

ことで、タイムリーな経営判断をサポートし、事業運営の効率化を実現可能とする。 

今回導入するERP はＩｏＴ ・ ビッグデータに対応した最新のインメモリデータベースを

搭載しているため、リアルタイムな情報分析、RPA を活用したビジネスプロセスの効率化を

実現し、経営判断のスピードアップを図る。 

また、ERP はクラウド上に構築することから、デジタルプラットフォームとして社外デー

タとの連携やアナリティクスAI等の分析ツールとの融合も可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.135 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社エフピコ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産設備に振動センサーなどの各種センサーを設置し、設備稼働状況のデータを継続的に取

得・モニタリングすることにより、設備故障の予兆となる異常を検知する。 

また、この設備稼働状況データを既存の生産設備修理履歴データと連携し分析することによ

り、適時適切な予防保全の実施が可能となり、生産ラインの突発停止件数を削減する。 

これらにより、設備稼働時間を増加させるなど、労働生産性及び収益性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.136 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

JFE 鋼板株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

倉敷製造所の生産管理システムを以下の目的に再構築、新生産管理システムに更新する。 

     １.従来のメインフレームからオープン系サーバーへ移行。 

     ２.コンピュータ言語を従来のCOBOLからオープン系言語へ書き換える。 

     ３.従来紙で出力していた指示書等のペーパレス化を図る。 

     ４.今回新たに各種検査装置と新生産管理システムを自動連携させる。 

各種検査装置と新生産管理システムの自動連携により、生産ラインに対する指示を新生産管

理システムから迅速に行えるようになり、判断業務のスピードアップと工場全体のスループッ

ト向上が期待できる。 

これら新生産管理システム導入により「業務の標準化」、「情報の可視化・共有化による日

常管理レベルの向上」及び「生産計画・原材料調達・在庫・原価・品質管理等の業務の最適化」

などの実現を図る。 

   

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.137 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用して、インデックスファンド運用に必要な情報（各ファンド

への設定解約申し込み情報、ベンチマークとなる指数情報）データを収集し、社内のデータベ

ースシステムに蓄積されている既存内部データと適時に連携され、インデックスファンドにお

ける当日に売買すべき銘柄・数量（売買案）分析が行われることとなる。併せて、予めファン

ドごとに定められた運用ガイドラインに逸脱していないかの検証分析も行われることとなる。

売買案の分析結果は、指図データとしてトレーディング部へ指示・連携され、トレーダーは当

該売買案により証券会社へインデックスファンドの売買発注を行う。また、運用ガイドライン

逸脱検証の分析により、仮に予めファンドごとに定められた運用ガイドラインに逸脱した取引

があった場合には、再取引、損失補填等の対応を迅速に行うことが可能となる。  

これらの結果、従来行っているデータ作成、加工、各種計算の事務作業の負担を軽減するこ

とが可能となり、ファンドマネージャーの本業における生産性が大幅に向上することが見込ま

れる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.138 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

レンゴー株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

段ボール原紙生産工程（抄紙機）に設置されている各種検査装置は閉じたシステムで、工程

内の制御・モニタリング等にしか使用されていない。これらのデータを収集、仕上巻取製品単

位に計算し、全社業務システムに連携する機能を持つシステム（巻取製品品質管理システム）

を導入することで、工場内・本社・ユーザー先にてデータを共有し、様々な業務や機械制御に

活用する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.139 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月１９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本パレットプール株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

保有するレンタルパレットに電波発信機器を取り付け、取得した位置情報と社内データベー

スに記録されている利用場所情報を突合する。これによりレンタルパレットの不正利用を特定

することが可能となり、空パレット回収効率向上と正常なレンタルパレットの利活用が促進さ

れる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.140 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

キスコフーズ株式会社 

 

３．認定革新的データ産業活用計画の概要 

   生産管理システムを導入することにより、本社・工場・各事業所間のデータの一元化と共有

化を行うもの。データをリアルタイム管理し活用することで、各工程の工数の削減、過剰在庫

防止、繁忙期の仕入予測• 生産指示等の効率化に繋げる。安全性を確保しつつ作業・生産効率

を高め、在庫削減や人件費抑制による利益率の向上を図る。 

これらの結果として顧客満足度向上の仕組みが形成され、営業力・販売力が向上し、業績良

化に繋がるもの。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.141 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２５日 

 

  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 

   コスモエネルギーホールディングス株式会社 

   コスモ石油株式会社 

   コスモ石油マーケティング株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

基幹システムおよび周辺システムそれぞれに保有されるデータの集約から可視化までの一

連のプロセスを効率化すべく、予算実績管理ツールや BIツール等を導入しリアルタイム経営

基盤を構築予定。これによりデータ収集・分析に必要な作業時間を削減させると同時に、経営

判断の迅速化を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.142 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社マンダム 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ロボット・ＡＧＶ・自動倉庫・自動配管洗浄等の自動化設備を導入し、それらの制御システ

ムと生産管理システムを追加改造しデータ連携することで、リアルタイムでの製品出来高管

理・原材料消費管理及び、原材料入荷～製造～製品出荷までの自動搬送を行い、トレーサビリ

ティ・生産性向上を実現する。また、従来、紙で出力していた製造指示や工程記録等の帳票は、

生産管理システムと各種自動化設備の制御システムを連携し、現場タブレット端末から指示・

モニタリングが可能となり、時間短縮及び効率化を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.143 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ロックペイント株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

インターネット受注システムを更新し顧客が登録する情報と在庫等のデータの連携により

作業効率を高め、人件費を削減し、顧客満足の実現による売上の増加を見込んでおります。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.144 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

大紀商事株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

弊社新工場に導入する設備の生産管理システムにおいて、シーケンサーから得た加工情報や、

検査結果の情報を一括管理する。さらにこの情報を販売管理システムと連携させることで、設

備を安定して稼働させるだけでなく、付随する在庫管理やトレーサビリティについても効率化

を図り、大幅な製造コスト削減を実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.145 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社テレビ朝日 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来テープメディアで運用していた映像・音声コンテンツや、紙資料で運用していた収録情

報などをデータ化し、新規に開発するシステムに集約し連携する。データ活用により、収録か

ら編集、送出までのフローを効率化し、コンテンツの迅速かつ効率的な供給や 2次利用などの

有効活用を促進することで、生産性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.146 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社デンソー 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ラインの稼働情報や品質情報を収集・連携する仕組みを導入し生産性向上を実現する。

これにより各種生産ロス要因の高度分析が可能となり、設備総合効率の向上に加え、より付加

価値の高い業務への移行が可能となる。また、生産ライン情報の分析が人に高次の気づきを与

え新たな改善行動を創出、その内容を生産ラインにフィードバックすることで、人・モノ・設

備の相互的な成長を促進する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.147 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社マイナビ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

事業部システムや各営業用 PCから新債権管理システムに、クライアントデータ、売上デー

タ、請求データ等のデータを連携することで、事業部間でのデータ整合性を担保できるように

なった。それにより双方へのデータ入力やデータ比較といった業務を省くことが可能となり、

業務効率化が実現されている。 

新債権管理システムでは連携された売上データを自動で一覧化する機能も実現されており、 

商品軸での売上集計も容易に行えるため、今後展開する商品の戦略や人員配置、市場分析の強

化にも生かされている。 

また、新債権管理システム上では法人識別コードを軸とした未入金の集計が可能となってい

る。これを用いて、会社全体での未入金情報を簡単に確認できるようになるため、経理部門か

ら事業部への正確性の高い債権回収指示が可能となる。 

さらに、法人識別コードを利用する事で、新債権管理システムと事業部システムで未入金を

確認することが可能となっている。事業部システム側でも未入金を確認することができるため、

営業活動の対象企業やエリア戦略等に利用され、力を入れるエリアや企業、職種を指示するこ

とを可能にしている。 

他事業部でも同様の企業と取引する場合が多くあり、新債権管理システム上で未入金管理を

迅速に且つ正確に行うことによって、他事業部に対しても取引の注意を促したり、禁止をした

りするといった横展開が可能となっている。 

また企画データも事業部システムから定時実行によって自動的に連携されている。新債権管

理システム上で企画を軸とした売上の分析が可能となっており、今後販売を強化していく企画

等を選定し、強化ポイントについて各部署へ指示を出すといった営業強化に活用されている。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.148 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

住友電装株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

グローバルに展開する海外製造工場との間で、受発注、生産計画、生産実績、在庫などの情

報を共有、分析することで、日々の業務の効率化と事業環境変化への迅速な対応が可能となる。

また、製造現場の生産進捗、能率、品質などの実績情報をタイムリーに収集、分析することで、

モノづくりの品質と生産性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.149 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日  

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社中日新聞社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

弊社は、新聞制作・印刷・販売を行う。 

本計画は、新しく建設中の中日新聞大府工場に導入する印刷ラインの投資に関する計画。 

リアルタイムな設備毎の稼働状況や電子機器の制御状況等のデータを活用することで、設備

故障等を防いだり、予防保全のための部品交換や予備品在庫発注の適正化を行うことで、生産

性向上に繋げる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.150 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日  

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

富士電機株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入する「グローバルものつくりシステム」により、海外子会社の生産データを収集

し、当社工場のデータと組み合わせることにより、生産計画の最適化、生産状況の監視、部材

受注の予測がリアルタイムで可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.151 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日  

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

豊田鉄工株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産準備業務は複数の部・工場をまたぐ業務であり、客先納期も厳守する必要があるため、

進捗管理が必須である。現状アナログでの管理しかしていないため、進捗情報の共有作業自体

に工数が掛かっており、またその進捗情報もタイムリーに最新状態が反映されないために、部

署間の連携ミス等が起こってしまっている。 

 

今般、生準日程管理ソフトを開発・導入することによって、現状アナログ管理をしている各

部の進捗情報を自動収集し、生産準備大日程と連携、遅れが発生していないかを分析し、発生

している場合はアラートを出すことによってタイムリーに生産準備日程の組み直しを指示す

る。 

 

以上の結果、大幅に生産準備効率が上がるため、更なる受注機会を増やし、売上の増加を図

ることが可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.152 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社千代田テクノル 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ガラスバッジサービス（個人放射線被ばく線量測定サービス）システムと接続したホームペ

ージからデータ照会・追加・変更登録を顧客自身により行うことを可能にする。また、各種問

い合わせに対し、同ホームページ画面へ誘導して顧客と当社オペレーターが同一画面を参照し

て回答することを可能として、顧客の利便性向上と当社の人的コスト６％低減を実現する。 

ガラスバッジサービスに関連する各システムが連携することにより、これまでは個別で管理

していた売上情報を、ガラスバッジサービスを担当する部門とそれ以外の部門間とで共有化し、

さらなる販売戦略の検討に役立てる。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社千代田テクノルは、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（ガラスバッジ使用者データ等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観

点から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該

当）。 

No.153 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年２月２８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

車両およびコンポーネントの生産工場において物流を含めたスマートファクトリー化をめ

ざし、部品納入から車両完成までの製品・部品の位置情報・生産状況および生産設備の稼働状

況までをセンサー・カメラ・PLC等で継続的に収集し、これら情報を IoT技術を用いて一元管

理・見える化し保管・運用する事により生産最適化を図ると共に、ロボットによる自動生産や

有人・無人の運搬車両を用いた新倉庫管理システムを導入し効率化と人的エラーの排除を行い、

総合的な生産性の向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.154 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日清シスコ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産システム再構築による社内で保有する各種生産情報の連携活用により、生産性向上を図

る。 

生産システムを導入することにより①生産計画策定 ②原材料発注 ③原材料入庫(在庫管

理） ④生産結果（実績）報告 ⑤製造原価計算まで各情報連携をし、煩雑な原価計算業務や

生産実績業務を、パッケージ標準機能をベースとしたシンプル化をし、省力化、属人化の解消

を行う。また、記録、転記などの多大な手作業工数と、入力ミスによる手戻り工数の削減を行

う。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.155 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ハードグラス工業株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに新基幹システムを導入し、本社・工場・営業拠点・物流拠点を全社ネットワークで結

び、一元管理を図る。 

新基幹システム導入により、受注データ等に基づいた効率的な製造が可能となり、また、本

社で一元管理した情報を各拠点で参照可能となることから、問合せ作業の大幅削減や入力錯誤

をシステムチェックにて防止する等、業務効率を改善し、コスト削減及び在庫の適正化を図る。 

更に、経営情報の可視化による経営管理面や営業力の強化、人員配置の適正・柔軟化、今後

の業務変更や技術革新に柔軟に対応出来る体制の構築に繋げる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.156 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＤＯＷＡサーモエンジニアリング株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

センサー等を利用して新たに取得するデータ（生産状況データ）と内部データ（入庫品デー

タや受注データ、生産計画データ）の連携・分析にもとづくシステムの自動化（処理条件、搬

送の自動化）とリアルタイム表示（ＩＴインフラ、モバイル端末も駆使した見える化）により、

ルーティン作業効率の向上や工程内作業遅れ等の生産ロス改善をはかる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.157 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

レンゴー株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

段ボール原紙生産工程（抄紙機）は、整備等の時間を除けば年間を通して２４時間操業を続

けており、機械の不調などで生産が止まり大きなロスが出ることが課題であったが、保全員で

全ての機械を常時点検することは不可能だった。 

この課題に対応するため、抄紙機に数百本あるロールの両端にある軸受けに振動・温度セン

サーを設置、常時監視するとともにデータをクラウドに収集、診断業者による遠隔での分析と

自社でのシステム監視により、異常を早期確実に発見することで計画外のロス（ダウンタイム）

の最小化を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.158 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＪＦＥスチール株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

大規模製鉄所の原料地区における操業計画は様々な情報をベースに多くの視点を考慮して

策定される必要がある。必要な情報としては、製鉄所に原料を輸送して来る本船情報（配船タ

イミング、原料量や品質・価格に関する情報など）、原料地区設備の稼働や修理計画情報、ヤ

ードに受け入れた原料の搬送先である焼結工場や高炉の生産計画情報などがある。また考慮す

べき視点としては事前処理（配合など）される原料品質の安定化やムダな副原料使用の削減、

ヤー ド運用の効率化に伴う荷役能率の改善などがあり、それらは生産活動やコスト削減に直

結している。 

これまで、散らばって保有していた情報やデータを連携させ、更にはヤード在庫の搬出計画

や配合計画の最適化を計算し活用する事により原料地区の操業計画作成時間の大幅な短縮と

精度向上を達成する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.159 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＪＦＥコンテイナー株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ドラム缶の製造工程において、各工程で得られる、現場センサーや制御装置、検査装置等か

ら自動的に取得する操業情報を収集、蓄積して電子的に管理、連携、解析する。これにより、

能率低下原因である故障や品種切替時間ロスの発生、品質不適合発生ロスを防止し、生産計画

の最適化、能率を 5％向上させる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.160 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月４日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社日本カードネットワーク 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

各銀行が公開するAPIに接続するために、APIマネジメント基盤（J-Infinity）の構築を行

う。J-Infinity により、各加盟店から利用者毎の取引データを収集し、社内に蓄積している過

去の利用者情報等を用いて以下の分析を行うことが可能となる。 

・残高範囲内で取引が適正に行われているか 

・異常な取引が行われていないか 

これにより、従来は金融機関が行っていた分析業務を弊社が担うことが可能となり、金融機

関の代行業務としての収益増加が見込まれる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.161 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月５日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

熊本朝日放送株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

従来、映像音声コンテンツは業務用テープで、付随メタデータは紙ベースで別々に管理され

ていたが、新たに開発するシステムにより、これらをデジタルデータとして一元管理・運用し、

映像制作システムと連携させることで放送業務の効率化を実現する。また、本社・報道支局・

記者間でデータを共有し、情報の正確性を高め、取材内容の分析・コンテンツ編集等に利用す

ることで、生産性の向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.162 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用して、CVA・CVA RWAを計算するために必要なデータを収集し、

行内のシステムに連携され、CVAを測定する。連携及び分析されたデータは、行内の他のシス

テムを通じて CVAデスクに自動的に配信され、CVAデスクは大口法人顧客の CVA及びマーケッ

ト感応度を把握することにより、ヘッジ処理が行われることとなる。 

これら一連のシステムを導入することにより、従来はエクセルツールにより手動で行ってい

たCVA測定が自動的に行われるようになり、処理能力が格段に向上することとなり、さらには、

CVAの適正なヘッジにより CVA変動リスクを抑制することが可能となる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.163 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社シティライト 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社および他の法人のオークション会員が相互に参加することが可能とするシステムを導

入することにより、販売機会の増加による落札率向上、手数料収入の増加を図るとともに、中

古車オークションの出品・落札の実績データを連携、自動的に収集・分析することで、リアル

タイムかつ精緻な中古車マーケットの動きを把握、会員に中古車マーケットの動きに即した中

古車の出品増加を促すことにより、落札率向上、手数料収入増加による生産性向上を図る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.164 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

東邦薬品株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新設する物流センターにおいて、センサーを利用しサイズ・重量および画像データ等を取得

した上、倉庫管理システムでデータ収集を行い、入庫予定データ等と連携し高度な自動化を実

現する。先進的なロボットを活用した当社独自のピッキングシステムとも連携することにより

自動化に加え高度な出荷精度を実現する。これらにより人手を大幅に削減し生産性向上を目指

す。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.165 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１２日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社流通サービス 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社が受託する通信販売の物流業務（商品保管・在庫管理・出荷業務等）において、次世代

物流システムを構築し、省人化・コスト削減・出荷量の増大を実現する。 

（１） 集品作業に無人搬送車（ＡＧＶ）を導入し、省人化を図るとともに作業者の負担を軽減

する。 

（２） 無人搬送車（ＡＧＶ）が収集する走行ルートデータや集品データを利活用することで、

継続的に集品経路や商品ロケーションを最適化し、業務の効率化、生産性の向上を図る。 

（３） 同時に、センター内の省スペース化が図られ、センター内に新たなスペースを創出する 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.166 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日  

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

イビデン株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

次世代製品及び最先端製品向けに導入する各生産ラインの設備から、センサー・計測機器・ 

カメラ等を用いて、数量、位置、温度、外観等、設備の加工内容に合わせた各種製造条件デー

タを自動収集し、生産実績データと連携する仕組みを構築する。これにより、品質不良に対す

る原因を特定化することができ、不良発生前の対応が可能となる。また、リアルタイムに可視

化することで、継続的な改善活動を促し、生産性の向上、製品品質の向上、企業価値の向上を

実現させる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.167 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日  

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社メニコン 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

直営コンタクトレンズ販売店において、店舗管理システムを用いて各店舗で収集されたデー

タの店舗間での共有や自動分析を行う事で業務の効率化を目指す。その結果、費用の削減によ

る利益創出を見込む。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社メニコンは、革新的データ産業活用計画において、各店舗で収集されたデータの共

有や自動分析を行うため、顧客の個人情報の保有及び活用を行うことから協議するもの（生産

性向上特別措置法施行令第２条１号に該当）。 

No.168 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

川崎重工株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

これまでの航空機生産現場における様々な活動は紙をベースに行われているため、情報の収

集に人手がかかり、かつ伝達や意思決定に時間がかかっていた。新たに導入するシステムによ

り基幹システムと連携・統合されることで、情報収集にかかる手間は一掃され、かつ詳細なリ

アルタイムデジタルデータから意思決定も迅速に行われるようになり、生産活動の業務プロセ

ス全体が可視化、スピードアップ、高信頼化される。リードタイム削減やコストダウン、品質

向上のすべてに寄与する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.169 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

中部興産株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

店舗からの受注データ等を利用し、プラスチックコンテナに入っている商品をシャトル&サ

ーバー（順立装置）と呼ばれる一時バッファ（棚）に格納後、店舗別に順番に出庫した後、自

動的に段積みを行い、庫内作業の生産性を向上させる。段積みを行う前に各プラスチックコン

テナの重量を検知しているため、重量物を下にした段積みを行うことで搬送時の転倒を防ぐ。

出庫後は段積みの実績データを倉庫管理システムに連携することで、物流費用の請求業務、商

品の転送先の物流センターにおいては、以前はトラックの到着時に把握していた物量が事前に

正確な把握が可能となる。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.170 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを用いて、顧客が予め登録した他の金融機関が保有する当該顧客の

金融資産残高及び入出金情報等を自動的に収集し、分析が行われる。当該分析結果に基づき、

顧客の資産形成にとって有益なアドバイスを提供するとともに、顧客のニーズに合致した資産

形成に関するコンテンツの配信を行う。 

上記の結果、顧客に対する投資信託及び外貨投資等の運用商品の販売拡大による収益の増加

が見込まれる。 

 

４． 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき

事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.171 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

東栄電機株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

プリント回路板の表面実装ラインにおいて、ホストパソコン群、自動倉庫及び部品実装機な

どの設備がネットワークで繋がり、設備内設置センサーで取得した生産実績データを使用し、

品種毎の切り替え作業や部品出庫をタイムリーに自動で行なう。 

 

同一のラインで複数品種のプリント回路板を生産している表面実装ラインにおいて、品種毎

に設定されたコンベア幅への変更やプログラムの転送などの品種切り替え作業を、従来は設備

を停止して人手で行っていたが、設備内設置センサーにて製品通過情報を取得し生産計画数と

連携することで、品種切り替え作業を自動で行うことが可能となる。 

また、生産中の部品切れ補充において、従来は表面実装ライン内の設備が部品切れエラーを

発生させ、設備が停止した状態で該当部品を人が出庫して補充を行っていたが、設備内設置セ

ンサーで部品使用数を取得し部品在庫数情報と連携することで、設備エラー停止前に自動倉庫

から自動で部品を出庫して設備停止を未然に防ぐことが可能となり、設備停止時間を７０％短

縮し生産性を２倍に向上する。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.172 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

北陸コカ・コーラボトリング株式会社 

株式会社ベネフレックス 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

株式会社ベネフレックスは、清涼飲料の小売り販売および自動販売機オペレーション業務請

負を行っている。小売り販売は、当社の自動販売機を設置いただいたお客様のもとへ担当者が

訪問し、自動販売機で販売された清涼飲料の補充、売上金の回収などを行うものである。自動

販売機への補充等のオペレーションの課題は、担当者の経験が売り場の維持管理に大きく影響

していることである。 

北陸コカ・コーラボトリング株式会社は、データ活用のための投資を行う。これまで株式会

社ベネフレックスの担当者の経験が大きく影響していた、売上予測、自動販売機内コラム最適

配置、自動販売機最適訪問タイミング、訪問先決定を AIシステムが行い、売り場の維持改善

およびオペレーションの効率化を図ることを目標とする。これを時間に置き換えると、約

65,000時間の削減となる。このことにより、売上高増と業務委託費低減による収益増加に繋げ

る。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.173 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

合同会社ユー・エス・ジェイ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

既存のスマートフォンアプリを新しい分析ツールに対応できる様に新規のスマートフォン

アプリに更新し、その新しいスマートフォンアプリから、新しい分析ツールへパーク内でのゲ

ストの位置情報を送信する。送信された位置情報は、新しい分析システムにて分析・集計され、

そのデータを元にゲストのパーク内での行動を把握し、ゲストに対してより効率的にスマート

フォンアプリの Push通知を通じておすすめのショー・アトラクション、チケット、物販商品

を通知することで、営業活動にかかわる労働生産性が 3.2％向上し売上増加よる投資利益率

19.5％向上を見込む。 

 

４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.174 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１８日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本食研ホールディングス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

生産ライン上の各作業記録をネットワークに繋げ、各製造データ（人・設備・実績）を連携

することで、「システムチェックによる商品の安心・安全度が向上」「トレーサビリティ（トレ

ース速度）の向上」「生産能率の分析による労働投入量減少・原価低減」「各工場の原料検査デ

ータ連携による管理工数低減・原価低減」を実現するもの。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.175 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社アルプス物流 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

物流マテハン機器を導入し、自社倉庫管理システム及び顧客システムとの連携を図ることに

より、倉庫内業務の自働化を進め生産性・保管効率の向上を図る。また、機械化により、作業

者による作業効率・品質のばらつきを抑え安定した倉庫業務が行える様になる。 

  【データ連携】 

        (1)自動倉庫等マテハン機器と自社倉庫管理システム 

            (2)顧客システムと自社倉庫管理システム 

        【生産性・効率向上】 

            (1)自動倉庫導入 

               ①格納・ピッキング作業の自働化 

               ②空間活用による保管効率の向上 

            (2)その他マテハン機器導入による荷役の自働化 

               ①BC自動読み取り機    ②自動仕分け機 

               ③自動ラベル貼付機    ④自動秤量機(重量・M3計測) 等 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.176 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社東京放送ホールディングス 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

会計業務において、関係会社に共通の新基幹システム（以下、「Biz∫」)、ワークフローシ

ステム（以下、「intra-mart」)、およびBI ツール（以下、「DaTaStudio」) を導入すること

で、次のことが可能となる。 

(1) 各関係会社の会計データを必要なタイミングで収集・集計する。 

(2) 会計レポートにおいて各明細ヘドリルダウンできること、分析軸が自在に設定できるこ

となど、検索性や使い勝手の良いシステムとなることで、迅速に損益分析を行う。これに伴い、

グループ全体における経営の意思決定を迅速にし、グループ全体の生産性向上、利益拡大につ

なげる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.177 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月１９日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

万田発酵株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

現行のシステムにおいては、販売管理、物流管理、生産管理、会計管理のシステムが非連携

の状態かつ拠点別に業務運用されており、現場における情報共有の不足やシステム間の情報の

不整合、遅れが生じており、経営上の課題となっていた。課題解決のため、今般導入するシス

テムが基幹統合システムである。 

基幹統合システムにおいては業務管理データを統合するシステムであり、各種システムデー

タを集約・一元管理することで拠点間のデータ整合性を担保するとともに、生産活動→受発注

→物流管理→会計管理への自動連携を実現することを可能とし、全社的な効率化と経営管理に

役立てることを目的とする。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

No.178 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

富士電機株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

Excelやメール等で行なっているプロジェクト管理業務とエンジニアリング業務をプロジェ

クト管理手法/ツールで標準化し、見える化・効率化を推進する目的で「プラントプロジェクト

管理」システムを構築する。 

本システムではプラント品のプロジェクト案件毎の製番情報をキーに基幹システム「プラン

ト受発注管理システム」とデータ連携を行なうことで、発生コストや納期（スケジュール）実

績を自動収集することが可能になり、以下の効果を抽出する。 

①コストの変遷を可視化し、コスト超過リスクの早期把握、同管理業務の効率化 

②工程の進捗を可視化し、納期遅延リスクの早期把握、同管理業務の効率化 

③プロジェクトの全ドキュメントを一元管理し、版数管理・保管・検索を効率化 

④顧客・ベンダーとのやりとりをシステムで一元管理し、交渉記録の検索を効率化 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.179 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２６日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

アクサダイレクト生命保険株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

顧客から提供される情報の手入力事務を削減し、 顧客から提供される情報の取得から支払

査定までを一気通貫して進捗管理することにより、事務作業の効率性を上げ、データを収集し

分析、自動判定することで、支払査定の堅確化・合理性を計画している。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

アクサダイレクト生命保険株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデー

タの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から

留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.180 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ＩＤＯＭ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

本計画の取り組みを通して、広告費の適正化、クロスセルによる売上の向上、顧客理解によ

るサービスの歩留まり向上を目標とします。 

具体的には、全国に点在する直営ガリバー店舗での顧客対応履歴、全国二箇所で顧客対応を

行うコールセンター、ウェブサイトを中心としたオンライン上における顧客の対応履歴情報を

一意のＩＤで結びつけることで、中古車のサブスクリプションサービスを利用したお客様に車

両の販売を提案するなどといった取り組みや、ウェブサイト上で外車を探していらっしゃる顧

客に外車専門店へのご案内を優先するなどといった取り組みを目論みます。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社ＩＤＯＭは、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人

データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項に

ついて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.181 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ＪＥＲＡ 

株式会社常陸那珂ジェネレーション 

ＪＥＲＡパワー武豊合同会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

株式会社 JERAグループでは、中部電力株式会社及び東京電力フュエル＆パワー株式会社か

ら株式会社 JERAが 2019年 4月に承継した国内火力発電事業において、ERP基幹システムの順

次導入を進めている。今般、株式会社 JERAグループが新設・リプレースを進めている国内火

力発電所の建設及び運転・維持並びに電力供給を行うために設立した株式会社 JERAの子会社

である株式会社常陸那珂ジェネレーション及び JERAパワー武豊合同会社の 2社に対して、当

該 ERP基幹システムを展開し、設備保全、資材、人事及び経理の各業務領域に関するデータを、

外部ネットワークを通して収集・連携する。そして、収集・連携したデータを分析し、子会社

の業務プロセスの標準化・簡素化や資材調達費用、設備維持保全費用及び人員配置の最適化を

実現するための施策・計画を子会社に指示することで、子会社における効率的な発電所運用が

可能となり、人件費削減効果等による生産性の向上が見込まれる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社ＪＥＲＡ・株式会社常陸那珂ジェネレーション・ＪＥＲＡパワー武豊合

同会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人データ（人

事データ）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項について協議

を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.182 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社携帯電話事業(au)のお客さま応対において、お客さまの申込情報を店頭のシステムやコ 

ールセンター系システムにリアルタイムに連携するシステムを導入し、常時最新の情報を基に

した応対を実現し、当該業務の現場判断の早期化、営業活動への迅速なフィードバック等の業

務改善に繋げ、お客様満足度向上の実現を図る。  

またそのバックエンドに控える会計の基幹システムも刷新し、上記のリアルタイム営業情報

を経営管理に生かし、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営基盤の構築を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

ＫＤＤＩ株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人

データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項に

ついて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.183 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

西日本電信電話株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

西日本電信電話株式会社では、多様化する顧客ニーズや経営のスピード化へ対応するため、

現行システムの見直しており、システム構築をエヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社に依頼

し実施しています。 

本システム構築にあわせて、これまで複数システムへ複数回のデータ入力を行っていたものを、

複数システム間のデータ流通環境を整備することでデータ入力の回数を一回に見直し、作業者

の稼働を軽減するとともに、システム間の機能重複を整理・解消してデータ精度・リアルタイ

ム性を向上することで、データを活用した分析業務の円滑化・精度向上を図ることと致しまし

た。これにより、効果的な販売活動を可能とすることを見込んでいます。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び西日本電信電話株式会社は、革新的データ産業

活用計画において、活用するデータの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、

個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施

行令第２条第１号に該当）。 

No.184 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

森トラスト・ビルマネジメント株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ＩｏＴプラットフォームにて収集・蓄積したデータと、「検針データ」や「設備点検データ」

等について、分析ツール等を用いながら統合的に管理・分析・活用することによって、管理業

務の効率化と点検・交換サイクルの適正化によるコスト削減を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.185 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２７日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

富士通クライアントコンピューティング株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するＥＲＰシステムを活用し、受注・販売・発注・検収・生産製造計画データな

どのすべての上流情報を一元管理および収集し、会計領域に必要となるあらゆる情報をタイム

リーに連携する。既存システムでは個々の機能・業務に最適化されていたことにより、新たな

ビジネスチャンスに即応できないシステムの連携に関する障害や維持ならびに改修・メンテナ

ンスコストの増大、システムで対応できない弊害データに対する膨大なマニュアルフォローが

各部門で常態化していたが、この新システム構築により、営業、購買および財務経理部門を中

心として、上流から下流までのデータ自動連携に伴う収集速度の向上、タイムリーな経営資源

の分析、決算スケジュールの前進などの全社的な業務効率化を図ると共に、システム維持・保

守費用の削減を目指す。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.186 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月２３日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

越智産業株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

 新たに導入するシステムにより以下の３点を実現する。 

① グループ内取引において二重入力を削減すること、並びに、発注先及び販売先との間でデ

ータ連携を行うことにより、業務効率化、コスト削減を図る。 

② グループでデータを一元化することにより、市場分析の強化を行う。 

③ 営業担当者が外出先でシステムを利用し迅速に対応すること、及び、販売先向けにWeb

サービスを提供することにより、販売先との関係を強化する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

越智産業株式会社は、革新的データ産業活用計画において、顧客へ必要な商品の配送や工事

サービスの提供を行うために保有個人データ（顧客の氏名、住所、顧客からの発注情報）を使

用する事から協議するもの（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.187 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ジャルカード 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

クレジットカード事業の展開にあたり、これまで各種情報は複数部門のサブシステムにて個

別に管理されており連携ができておらず非効率であった。そのため、各種情報を一元的に利活

用するため、システム間の連携を司る基盤を新規に構築し、データの統合（一元化）、情報更

新のリアルタイム化を図ることで、効率的な管理・業務運用を実現する。同時に、社外関係先

とのオンライン連携やAPI連携、データ伝送化を図り、業務効率化やセキュリティ強化を実現

する。また、各種データを統合的に分析できるようにし、マーケティングに利活用することで、

より効果的な販売促進活動（ゴールドカードへの切替施策＜ダイレクトメール・Ｅメール等＞、

家族会員の追加申込）に繋げる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社ジャルカードは、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に

保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべ

き事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.188 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社アライドマテリアル 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

国内の本社・営業拠点・生産拠点および海外グループ会社に、新たにグループ共通の基幹業

務システムを導入して、各営業・生産拠点で管理する情報の一元化、IoT データの活用・分析

を行えるデータ連携基盤を整備する。これにより、商談・見積から製造・出荷までのトレーサ

ビリティを強化して生産の進捗把握、納期管理等の省力化を図るとともに、損益情報や販売実

績・生産状況の迅速な把握、分析により、販売計画の最適化や製造コスト低減など収益性向上

の取り組みにつなげていく。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.189 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

岡三リビック株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たな積算システム導入により、 工費算出・見積作成～発注業務の円滑化による事務負担の

軽減および誤発注の防止を実現。 

グループ会社を含めて連携するデータは製造•発注管理・納期の割り出しに活用されるが、本

システム導入によりシームレスなシステム連携が可能となり、 業務効率化を図ることが可能

となる。 また、 システムをインストールする業務端末は、 今回の導入に合わせてシンクラ

イアント化の準備を進める計画であり、 多様な働き方にも対応が可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.190 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３０日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社白洋舍 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

「新ルートP O S システム」導入により、顧客データや取引データを基幹システムと自動的

かつ継続的に連携させることが可能となり、ルートスタッフ（営業所からお客様先へ廻訪する

担当者）は外出先から効率的に社内処理を進めることができるため、ルートスタッフや営業所

サイド（管理職や事務担当者）においても大幅な業務省力化（時短） ・適正化が図られる。

業務省力化、適正化により、残業代等の人件費削減効果も見込まれる他、ガバナンス強化（改

正労働基準法等の法令順守）や多様化する働き方ニーズに対応することによる優秀な人材の流

出防止、新規人材獲得（事業継続のための体制構築）の効果も期待できる。 

営業面では、顧客の利便性向上（クリーニング品のタイムリーな状況把握や支払方法の選択

肢増加）による満足度上昇や、顧客・取引データ活用によるマーケティングに基づく施策実施

（全社的なキャンペーンや地域特性に合わせた支店単位のキャンペーン等）が可能となり、既

存顧客の深堀や新規顧客の獲得による売上増加も見込まれる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社白洋舍は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人デ

ータ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項につ

いて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.191 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

コールセンターでの問い合わせ記録や自社通販サイトの利用状況を社内で管理している既

存データと連携させ分析するシステムを導入し、通販サービスの改善等による売上向上及び業

務効率化による生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリーは、革新的データ産業活用計画におい

て、活用するデータの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護

法遵守の観点から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第

１号に該当）。 

No.192 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社が掲げる「お客さまに一番近くに感じてもらえる会社」の実現に向け、マーケティング

に関わるデータ基盤の統合、及び環境整備を実施する。  

これにより、マーケティングデータの分析やお客さまへのマーケティング展開を高度化し、

お客さまとの接点にて一貫したお客さま体験の提供を実現し、お客さまとのエンゲージメント

を高めていく。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

ＫＤＤＩ株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個

人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項

について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.193 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

当社携帯電話事業(au)において、当社が注力する通信とライフデザインの融合に向け、周辺

サービス拡充を進めるとともにサービス提供に対応するシステム改修を行い、お客さまがワク

ワクする体験価値の更なる提案を推進する。  

また、サービス提供後のお客さまのサービス利用状況の分析を深め、より満足度の高い影響

施策の立案・実行につなげ、お客さまとのエンゲージメントを高めライフタイムバリューの最

大化を目指す。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

ＫＤＤＩ株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個人

データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項に

ついて協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.194 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ファーマライズホールディングス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

全国で運営する調剤薬局店舗と本部のオペレーション見直しによる作業の効率化、物販の強

化を図るうえで、RetrieverNext（基幹システム）の導入を行う。 

具体的には、調剤薬局店舗で使用するレセプトコンピュータ（処方情報）、ハンディターミ

ナル（在庫情報）、POS レジ（精算情報）のデータを、RetrieverNext を通じて会計管理シス

テムや売上管理システムと連動させ、従来人の手で印刷、データ入力を行っていた作業をすべ

てシステム化することで、事業拡大への柔軟な対応、業務省力化・適正化、資産の有効活用、

経営分析・経営判断の早期化に繋がる生産性の向上に資するもの。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

ファーマライズホールディングス株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用す

るデータの中に保有個人データ（処方情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観

点から留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該

当）。 

No.195 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社三井住友銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

お客さま情報から、ライフイベントや興味関心のあること等を分析・類推し、これらのデー

タに基づいてＥメールやアプリのプッシュ通知といったデジタルチャネルを通じたコミュニ

ケーションや、営業店・コールセンターでのお客さま応対をサポートするシステムを構築。こ

れにより、お客さまのニーズに応じた情報やサービスを、最適なタイミングと最適なチャネル

で提供することが可能となり、お客さまの満足度向上と生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社三井住友銀行は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有

個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事

項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.196 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

トラスコ中山株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

既存の在庫管理システムであるトラロジスが保有する受発注データ、商品の３辺寸法データ、

重量データ、荷姿カテゴリデータと入出庫データを連携することで、商品を最適な場所へ保管

し人の作業場所まで自動で棚やコンテナを搬送することにより作業の効率化及び人員を必要

な作業へ振り分けることが可能となり全体の作業時間が短縮される。 

Auto Store は格子状に組み込まれたグリッド内に、ビンと呼ばれる専用コンテナが隙間なく格

納され、その上を縦横無尽に走行するロボットが作業者の待つポートヘビンを搬送する。

Butler は作業者のところに商品が棚ごと運搬される自走型搬送ロボットで、出庫する商品が収

納された専用棚の下にロボットが潜り込み棚ごと持ちあげて作業者の元に搬送する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.197 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

ニットーボーメディカル株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

各生産ラインの設備がネットワークに繋がることで、生産見込み及び原料在庫引当を一元管理

することが期待される。もし、原料不足見込みとなった場合は、発注指図までをシステム内で

連携される。 

また、各工程別稼働実績情報をシステム管理可能となるため、目標原価設定による製造コスト

ダウンのPDCA サイクルの確立が期待される。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.198 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

バリュエンスジャパン株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

現在弊社にて開催されるオークションは、業者やスタッフ全て会場に集まり手競りを行って

いる。顧客の参加機会損失、スタッフへの複雑化するオークションの業務負担に対し、オーク

ションのオンライン化を施行する。リアルオークションからオンラインオークションへの移行

に伴い、ソフトウェアを自社グループで開発し、オンラインでのオークションの場を提供し競

りを行う。加えて、海外顧客に対しても機会均等のため、グローバルオンラインオークション

として展開。国内の顧客だけではなく、海外の顧客に対してもオンライン化することにより時

間・場所問わずに利用することが可能となる。結果として、有効利用できる機会の増加による

顧客の実益向上、業務効率の大幅向上、販路の強化・拡大が実現できる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

バリュエンスジャパン株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの

中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意

すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.199 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社ビックカメラ 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

電子棚札を導入することにより、価格競争の激しいＥＣサイトの価格を店舗売価へ連動させ

販売機会の損失を減らすとともに、プライス貼替等の作業削減（自動化）により接客時間の増

加（業務効率の改善）による売上増加を図る。電子棚札による売価の自動更新（ＥＣ売価連動）

のほか、当社スマホアプリの積極的利用の促進、連携した商品情報を使いＥＣサイトとの連携、

ＥＣサイトで申し込みした商品の店舗取置きサービス業務のサポート等の新規サービス、オム

ニチャネルコマースを実現する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.200 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

株式会社りそな銀行 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

グループプラットフォームの中核となるインフラとして「次期営業店システム」を導入し、

「デジタル化推進インフラ」を構築する。 

営業店の店頭でタブレットを利用することにより、提案・セールスから契約・預かり・資金

決済までタブレット上で完結することが可能になることで、正確性・安全性を備えた顧客情報

の自動収集・集約表示が可能となり、既存顧客に対して、タイムリー且つ顧客に適した商品提

案が可能となる。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

株式会社りそな銀行は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保有個

人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべき事項

について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.201 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

国内の販売店で扱っているディーラーマネージメントシステムを刷新し、販売から会計まで

の一連のプロセスを統合し、作業の効率化、タイムリーなデータ連携および分析が可能となる。

同システムにより社内効率化が図れると同時に、顧客向けに更なる付加価値提供を推進する。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

三菱ふそうトラック・バス株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデー

タの中に保有個人データ（顧客情報等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から

留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

No.202 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

サントリーシステムテクノロジー株式会社 

サントリービバレッジサービス株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

自動販売機に無線通信機を搭載し、売上データを収集・分析することで自動販売機への適正

な補充タイミング、商品ラインナップを予測することで、売上・訪問効率の最大化を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.203 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

オークマ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

工作機械は超多品種少量生産で、かつ、需要の変動が大きい。そのため、部品加工現場では、

負荷のバラつきによる生産効率の低下やボトルネックの発生、機械稼働率の低下が生じている

が、そのような状況でも如何に生産効率を高められるかが課題である。 

この課題のソリューションとして当社は自社工場のスマートファクトリー化を進めている。 

最新の自社製スマートマシンやFMS、ロボットを導入、また、IoTを活用して全ての生産

設備をネットワークに接続することで生産設備の稼働状況や部品の加工状況を見える化し、高

効率な生産を実現した。しかし、各システムの自動化や効率化は進めているがそれらの稼働は

連携しておらず、工場全体の効率化は十分に進んでいない。 

今回新たに導入する仕組みは、各システムの上位で情報を統制し、各システムが相互に連携

して稼働することで工場全体の効率化を進めるものである。 

これにより超多品種少量生産でも量産並みの高い生産性の実現すなわち、工作機械の生産で

マスカスタマイゼーションを図るより高度な仕組みの構築を行なう。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.204 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

大阪市高速電気軌道株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新たに導入するシステムを活用することで、個別の顧客に対してポイント還元によるインセ

ンティブを提供できるようになるとともに、スマートフォン等を介したデジタルマーケティン

グを実現できるようになる。これにより、顧客の生活全般のニーズへの関与を深め、日々の鉄

道の利用をきっかけとして、自社グループ内のリテール事業への送客など、事業間シナジーが

創出できる見込みである。加えて、将来的には自社グループの枠を超えて、本システムを広く

地域商業に解放することで、幅広く情報提供・サービス提供を行う、真の生活まちづくり企業

への進化を実現する基盤となる見込みである。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

大阪市高速電気軌道株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中

に保有個人データ（鉄道利用データ等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から

留意すべき事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当 ）。 

No.205 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日本電産シンポ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

新基幹システム（ＳＡＰ）の導入により、グループ連結業績のリアルタイムでの可視化が可

能となり、迅速な意思決定を行う事ができる。 

また新基幹システムの情報をＢＩツールで集計・分析することで、より高度なグローバル連

結経営の基盤を構築し、人材配置、工場の稼働状況の平準化等の適切な経営資源の配分を定期

的に行うとともに、全体最適化による生産性向上を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

日本電産シンポ株式会社は、革新的データ産業活用計画において、活用するデータの中に保

有個人データ（顧客データ等）が含まれているため、個人情報保護法遵守の観点から留意すべ

き事項について協議を実施（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当 ）。 

 

No.206 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

江崎グリコ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

営業活動（キャンペーンやイベント）に対しての「行動データ」と、売上や費用の「販売計

画データ」、基幹システムで管理している「販売実績データ」をシステム上で紐づけることに

よって営業活動、販売計画及び販売実績の関係を明確化できるようにする。明確化されたデー

タを基に、売上・利益を最大化する営業活動は何かを分析し、効果的な営業活動を展開できる

ようにする。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.207 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

江崎グリコ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

熟練技術者の製造ノウハウを数値化（製品の生地状態・混合条件の可視化）し、最適条件を

データ化する。そのデータを活用し、従来以上に最適条件で生地を製造できるように製造体制

を整え、製品の品質保証力の強化を図る。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

 

No.208 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

江崎グリコ株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

ファンサイト内における会員の「行動データ」と自社オウンドメディアにおける「回遊デー

タ」を紐づけ、顧客行動を個別に蓄積、分析可能とすることで、ブランドやコーポレートに対

する顧客ロイヤリティ及び購買行動の可視化と分析を可能とする。これらの結果をもとに、顧

客に対する最適な「打ち手」をアクションとしたPDCA サイクルを高速に実施できるように

し、効果的なマーケティング活動を行えるようにする。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

江崎グリコ株式会社は、革新的データ産業活用計画において、適正な商品動向の分析のため

顧客の個人情報を保有及び活用を行うことから協議を実施。 

（生産性向上特別措置法施行令第２条第１号に該当）。 

 

No.209 



 

 

様式第二十二（第１１条関係） 

 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 

 

１． 認定をした年月日 

令和２年３月３１日 

 

２． 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

日清食品株式会社 

 

３． 認定革新的データ産業活用計画の概要 

サプライチェーン関連の各種データについて、基幹システム・周辺システム・メール・Excel

等で管理されている情報を需給システムにて集約・分析することで、調整業務時間の削減、及

び、効率的な需給調整を行い、コスト削減を可能とする。 

 

  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

No.210 


