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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸
小 林 秀 男

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊夫人誕生日
　西嶌洋一君（澄子夫人14日）

＊結婚記念日
　芳澤　渉君（16日）
　和田勝美君（16日）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

ルイ・ツ リンさん（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・ロータリー財団月間　リソースのご案内
・MYROTARYアカウント登録方法

◎ＴＮＫ東日観光㈱　より
・2018年国際ロータリー年次大会（トロント大会）

参加旅行募集案内送付のご案内

幹事報告

◎例会変更
・大和中RC

11月 9日（木）→11月11日（土）移動例会に振替
11月23日（木）→祝日休会

12月14日（木）→12月10日（日）移動例会に振替
12月21日（木）→夜間移動例会　クリスマス家族

例会
12月28日（木）→取止め例会

委員会報告

◎ゴルフ同好会
第102回を1月27日に開催致します。よろしくお願
いします。

スマイル

前田賢一君
先週末、お客様主催のクラシックリサイタルに家内
とサントリーホールに行きました。思いがけず皇太
子ご夫妻ご臨席でした。丁度私達の正面の席でした
ので、音楽よりも雅子様ばかり気になってしまいま
した。バイオリニストのイツァーク・パークマンと
ピアノだけでその場で楽譜を選んで即興で演奏する
スタイルでした。

米山尚登君
事業所開設祝いありがとうございます。

栗原良幸君
来週の例会とテーブル代表者会、所用により欠席致
します。会長、幹事すいません。

建部卓也君
1961年からの週報バックナンバー全9巻を頂きまし
た。歴史と伝統を学びたいと思います。

第2768回例会（11月7日）☆司会　前田賢一SAA

今日の例会（2017 年 11 月 14 日）

「ロータリー財団月間」
担当：本多正彦君

講師：地区補助金配分・推進委員会
委員長 中村眞英様（伊勢原平成RC）

次回の例会（2017 年 11 月 21 日）

「認証状伝達記念例会」
担当：会長・幹事
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今日のお花

バラ（壽永純昭君）

例会 「IOT とサイバー攻撃」

担当：小林秀男君

NTT EAST CONFIDENTIAL最近のキーワード
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ロボット
ＡＩ

IoT
ＶＲ

NTT EAST CONFIDENTIAL

人・機械・モノの状態をデバイスが感知・データ化し、インターネット上の
サーバで分析することで、今までわからなかった状態が可視化され

新たな価値の創造や課題改善に繋がります。
ゲートウェイデバイス サーバ

データ抽出

データ分析データ送信

インターネット

スマホ

カメラセンサー

ウエアラブル
デバイス

人・機械・モノ

分析結果のフィードバック

状態の可視化

新たな価値の創造 課題の改善
※Internet of thingsの略。コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、

インターネットに接続したり相互に通信することにより、⾃動認識や⾃動制御、遠隔計測などを⾏うこと。

1. IoT※とは
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NTT東日本における
IoT取組み事例のご紹介

平成29年11月7日
N T T 東 日 本
神 奈 川 事 業 部
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出席報告　＜会員 41 名、出席対象 35 名＞

10 月 24 日例会　　確定出席率 92.11％ 11 月 7 日例会　　出席 30 名　欠席 6 名　出席率 85.71％
＜事後メイク＞
　建部卓也君（10月26日／新会員の集い）

＜事前メイク＞
　内山全浩君（10月26日／新会員の集い）
＜欠席＞
　杉山雅彦君・三宅壯平君・十亀健志君・永石あつし君
　滝澤　勇君

NTT EAST CONFIDENTIAL

分野 想定ユースケース 効用

産業等

農業・畜産業⽤地の環境管理 環境データ可視化による作業効率化向上

⽶蔵貯蔵庫の管理 ⽶蔵庫の管理効率向上

酒造・ワインセラー等の貯蔵庫の管理 酒造・ワインセラーの管理効率向上

防災・減災

河川での外⽔氾濫対策 洪⽔・堤防決壊による被害削減

下⽔道の内⽔氾濫対策（ゲリラ豪⾬等） 浸⽔状況把握による被害削減

⾷料備蓄庫・防災倉庫の管理 ⾷料の安定維持、不審者侵⼊時の早期発⾒

インフラ
⽔道⽤マンホールの安全・防犯対策 作業員の安全確保・セキュリティ強化

危険区域の⽴ち⼊り防⽌ 侵⼊状況者の早期発⾒

安心・安全
⼦供の登下校確認や位置情報検索 地域に住む⼦供の安全性向上

空き家の管理・不審者対策 不審者侵⼊時の早期発⾒

観光
観光地への出⼊状況把握 観光拠点（登山口等）来訪者数把握によるマーケティング

観光客向け簡易情報の配信 観光客の利便性向上

IoTの推進により、今まで⾒えなかった情報や、
稼動をかけて⼊⼿していた情報を簡単に「⾒える化」することができます。

2. IoTによって実現できることのイメージ

詳細は次ページ

NTT EAST CONFIDENTIAL

パトランプセンサーにより製造設備の稼動状況を可視化、製造設備の
適正な稼動を検討することで工場全体の生産性向上に貢献します。

ゲートウェイデバイス サーバ

データ抽出

ギガらくWi-Fi データ蓄積

パトランプ インターネット

センサー

カメラ

・製造設備の稼働状況を
可視化
・製造状況に合わせて
製造設備の映像を確認

・製造設備の稼働状況を
可視化
・製造状況に合わせて
製造設備の映像を確認

他製造設備のデータとの比較により
製造設備の適正な稼動を検討、
工場全体の生産性向上に貢献

データ送信
受光データ

映像

分析結果のフィードバック
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2. 製造業におけるIoT

NTT EAST CONFIDENTIAL

モーションセンサーやカメラによって、家畜を24時間リアルタイムで
監視することで家畜の転倒事故死の防止を目指します。

データ抽出

家畜の異常⾏動時に
アラーム通知

家畜の異常⾏動時に
アラーム通知

モーションセンサーの
データを分析し、家畜が
転倒していないかを判断

モーションセンサーの
データを分析し、家畜が
転倒していないかを判断

デバイス

モーション
センサー カメラ

画像データ

分析結果のフィードバック
 異常⾏動時のアラームにより
家畜の転倒事故死を防止

 夜間の飼育稼動の軽減

スマートフォン

ゲートウェイ サーバ

屋外Wi-Fi AP データ分析

インターネット

データ送信

4. 畜産業におけるIoT
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NTT EAST CONFIDENTIALLPWAを活用した浸水監視サービスの実証実験の開始について

4
＜参考＞http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/01/17/2257.html#

NTT EAST CONFIDENTIAL

カメラで撮影した画像データを基に、翌日のトマトの収穫量を
予測することで生産性の向上および販路の確保を目指します。

ゲートウェイデバイス サーバ

収穫可能数の
分布状況を可視化

収穫可能数の
分布状況を可視化

データ抽出 屋外Wi-Fi AP
カメラ

（スマートフォン）
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実の色、形状から
熟度を分析し集計
実の色、形状から
熟度を分析し集計

データ分析

分析結果のフィードバック
 収穫量に合わせた収穫⼈員の

配置により生産性向上
 収穫量をバイヤーへ情報提供

することにより販路を確保

作業台⾞
インターネット

データ送信

3. 農業におけるIoT
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NTT EAST CONFIDENTIAL言ってみれば
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≠レディメイド（既製品）
IoT

＝オーダメイド


