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ご挨拶
和歌⼭では、⻑年培われてきた「伝統と⾰新」の技術に基づき、
ニットやパイルをはじめとした繊維関連産業、家庭⽤品等の⽣活関連
産業、化学や機械⾦属などの最先端技術を⽣かした産業などが集積し、
数多くの産地を形成してきました。
このような中、和歌⼭県は、2016年7⽉に 全国で最も早く経済産業省
の IoT Acceleration Programである Wakayama pref Lab に登録しました。
同時に厚⽣労働省採択事業の「紀の国わかやま戦略的成⻑⼒強化分
野雇⽤創造プロジェクト (略称：戦プロ)」および「わかやま地域活性化
雇⽤創造プロジェクト (略称：地プロ)」を活⽤し、わかやま産業振興財
団を核とした県内中⼩製造業に対するIoTの普及活動を展開してまいり
ました。
以来5年余を経て、当初は「IoTとは何か？」という啓蒙活動から開始
したIoTも徐々に県内企業に定着し、現在では数々の先進的事例も⾒受
けられ、着実に実績をあげつつあります。
本冊⼦では、県内中⼩製造業における IoT・AI・ロボティクス導⼊の
事例を、先に掲載した25の事例に、新たに取り組みを進めている事例
を加えた33例をとりあげ、改訂しました。
それぞれの事例には、導⼊にあたって⽀援をさせていただいた
当財団の担当者のコメントも記載しておりますので、お問い合わせい
ただければ幸甚です。
この⼩冊⼦が、ポストコロナを⾒据え、DX (デジタルトランスフォー
メーション)の推進が求められる中、県内の中⼩製造業にとって改⾰へ
の刺激となり、先進的技術の導⼊がより⼀層加速し、⽣産性向上、雇
⽤の確保へとつながることを期待いたします。

令和3年12⽉
公益財団法⼈ わかやま産業振興財団
専務理事

掲載事例⼀覧 （五⼗⾳順）
【⽣産管理】
1 カナプレスト株式会社
2 農事組合法⼈古座川ゆず平井の⾥*
3 ⾦剛ダイス⼯業株式会社 和歌⼭⼯場*
4 株式会社サンアクティス*
5 株式会社三晃精密*
6 有限会社三和⾦型製作所*
7 有限会社島本化繊起⽑⼯場*
8 ⽵島鉃⼯建設株式会社
9 ダートコーヒー株式会社*
10 有限会社ハヤシ精機
11 富⼠化学⼯業株式会社*
12 PLABOTEC*

紀の川市
古座川町
紀美野町
上富⽥町
橋本市
和歌⼭市
和歌⼭市
有⽥川町
和歌⼭市
和歌⼭市
和歌⼭市
海南市

【⼯程管理】
13 ⼤阪精機⼯作株式会社
14 第⼀熱処理⼯業株式会社 和歌⼭⼯場*

和歌⼭市
和歌⼭市

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】
15 株式会社サンコー
16 株式会社たにぐち 和歌⼭⼯場*
17 津⽥⼯業株式会社 紀の川⼯場*
18 湯浅醤油有限会社*
19 和歌⼭アイコム株式会社 有⽥⼯場

海南市
⽇⾼川町
紀の川市
湯浅町
有⽥川町

【品質管理・製品検査】
20 株式会社うめひかり*
21 果樹園紀の国株式会社*
22 株式会社たにぐち 和歌⼭⼯場*
23 ヤツイ株式会社*

みなべ町
湯浅町
⽇⾼川町
海南市

【設備管理・故障診断】
24 ⼩⻄化学⼯業株式会社*
25 株式会社⼭東鐵⼯所
26 株式会社メイワ*
27 ヨシダエルシス株式会社

和歌⼭市
和歌⼭市
紀の川市
御坊市

【業務効率化】
28 株式会社⾚井⼯作所*
29 株式会社インテリックス*
30 菱岡⼯業株式会社

岩出市
和歌⼭市
和歌⼭市

【産学官連携】
31 アイレス電⼦⼯業株式会社*
32 株式会社組込AI研究所*
33 パワーアシストインターナショナル株式会社*

海南市
和歌⼭市
和歌⼭市

【⽤語集】
＿ 新規掲載企業

*プロジェクト事業費補助⾦活⽤事例

【⽣産管理】
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AI画像認識によるNC旋盤の稼働監視

会社概要

会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

カナプレスト株式会社
スプロケットホイル・タイミングプーリー他 ⾦属機械加⼯
26名
紀の川市北涌527-1

解決を⽬指した課題
◆ 多品種少量⽣産の⼯程管理は複雑で、多数
のスタンドアローンのNC旋盤の稼働率を同時に
⾼く保つことは、困難であった。
◆ このため、各機械の稼働状況を正確に把握し、
⼯程管理の精度を⾼める必要があった。

課題解決の内容
◆ 2020年4⽉、株式会社テクノア (岐⾩)製の
A-Eyeカメラを導⼊した。⼯場内にネットワーク
カメラを14台設置し、⽣産設備の操作画⾯や
積層信号灯等の点灯状態の画像から複合機
・NC旋盤等の稼働状況をAIで判別できるシス
テムを構築した。
◆ 稼働状況はモニターセンターで⼀括表⽰し、かつ
コンピュータで稼働記録を解析可能とした。
◆ 得られた稼働状況を同社の⽣産管理システム
THCHS-BKと連動させることが可能となった。

図1. 当社の製品.

図2. ネットワークカメラの設置状況.

成果・効果
◆ 機械ごとの稼働状況を把握することが
可能となり、データに基づいた⾮稼働
時間を正確に把握することで短縮を
⾏うことができるようになった。
◆ 製品ごとの製造原価を正確に把握する
ことが可能となり、製品に応じて的確に
コストダウンを図ることが可能となった。

⽀援担当者コメント

図3. モニターセンター.

◆ AI画像認識による機械の稼働監視をおこなうA-Eyeカメラは、近年急速に
全国的に普及しており、機械の稼働解析、作業者の動線動体解析を⾏う
ツールとして、本事例は全国の先駆的事例の⼀つということができる。 (井上)

【⽣産管理】
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HACCP対応調理温度管理システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

農事組合法⼈ 古座川ゆず平井の⾥
柚⼦の⽣産・加⼯・販売
20名
東牟婁郡古座川町平井469

解決を⽬指した課題
◆ 3台の調理窯を⽤いて、原料の柚⼦を加熱し果汁を抽出しているが、加熱
温度は投げ込み式ボタン型データロガーを⽤いて測定しているため、加熱中の
温度管理がリアルタイムでできず、事後に加熱温度データをパソコンにコピーし、
記録を保管するのみであった。
◆ 加熱処理の終了後、ボタン式データロガーを事務所のパソコンまで持っていく
ため、作業員が調理室を出⼊りする必要があり、衛⽣管理上も問題があった。
◆ HACCPに要求される、加熱中の温度管理ができていなかった。

課題解決の内容
◆ MADGETECH社 (⽶国)のワイヤレス (無線式)
温度データロガーRFTCTemp2000A（図１）を
３台導⼊し、３基の調理窯での温度履歴を常時
監視できるようにした。

成果・効果

図1. ワイヤレス温度データロガー.1

◆ ３台の調理窯の温度データが時系列的に記録され、HACCPの要求を
満⾜することができた。
◆ データは無線で事務室のパソコンに記録されるため、作業員が調理室を
出⼊りする頻度が減り、衛⽣管理上の問題も、⼤幅に改善された。

⽀援担当者コメント
◆ HACCPが要求する厳密な温度管理に対応できる無線データロガーが、
安価に⼊⼿可能となり、品質管理、衛⽣管理上⼤幅な改善が可能
となった。 (井上)
1MADGETECH社ホームページから引⽤

【⽣産管理】
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型彫放電加⼯機の稼働サイクルタイムの短縮

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

⾦剛ダイス⼯業株式会社 和歌⼭⼯場
精密⾦型の製造・販売
24名
海草郡紀美野町⼩畑144-3

解決を⽬指した課題
◆ 精密⾦型製造時に３台の型彫放電加⼯機を
⽤いて⾏う⽳加⼯が全体の製造⼯程のボトル
ネックとなっていた。
◆ このため、型彫放電加⼯機の稼働時間の短縮
および稼働率向上が課題となっていた。

図1. 型彫放電加⼯機.

課題解決の内容
◆ 型彫放電加⼯機の電源ケーブルに、アイレス
電⼦⼯業株式会社 (海南市)製の電流計・発信
装置を設置し、稼働時の電流の変動を監視した。
◆ 待機・段取り時、加⼯液注⼊時、加⼯時に
それぞれ異なる電流レベルを⽰すことが判明した。
◆ 得られたデータをもとに、待機時間を短縮するため
に⼈員配置を⼯夫した。
◆ また、加⼯液の注⼊時間を短縮するために、
加⼯液ポンプおよび加⼯液槽を改善した。

図2. ワーク（精密⾦型）.
加⼯液注⼊

加⼯

待機・段取り

成果・効果

図3. 電流値モニター.

◆ 型彫放電加⼯機の稼働状況の常時監視、記録が可能となり、⼈員の
適正配置を⾏うことができるようになった。
◆ 機械の動作時間をステップごとに捉えることにより、稼働率向上の阻害要因を
的確に捕まえ、改善を⾏うことができた。

⽀援担当者コメント
◆ 電源ケーブルを加⼯することなく、クランプ式の電流計を⽤いることにより、
簡単な装置で機械の稼働状況をステップごとに的確に把握できるように
なった。この⽅法は他の加⼯機械にも広範な応⽤が可能と考える。 (永井)

【⽣産管理】
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梅酢脱塩装置の稼働監視システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社サンアクティス
精密濾過膜・イオン交換膜を⽤いた⾷品素材の開発・製造・販売
27名
⻄牟婁郡上富⽥町⽣⾺317-53

解決を⽬指した課題
◆ 未利⽤資源としての梅酢を原料に、脱塩
装置を⽤いて「脱塩梅酢」を製造し、県内の
梅⼲会社および⼤⼿飲料メーカーで原料とし
て再利⽤している。
◆ 脱塩装置は24時間稼働であるが異常発⽣
時に⾃動停⽌し、夜間・休⽇には停⽌状態
が継続した結果、稼働率が70 %と低迷する
原因となっていた。

課題解決の内容

図1. 脱塩装置.

◆ ⾃動停⽌の原因である、液温度、送液圧⼒、
液量の計器をデジタル化し、データロガーで記録するとともに、異常発⽣時
は無線で担当者の携帯電話に通知が届くように遠隔監視システムを導⼊した。

成果・効果
◆ 脱塩装置の稼働率向上により、従来は断っていた注⽂に対応できる。
令和3年春以降の受注量を増やす事ができ梅酢製品売上⾼は
10 ％増を⾒込む。

⽀援担当者コメント
◆ 装置稼働状況の遠隔監視システムの導⼊により、装置の停⽌時間を⼤幅に
短縮できた。 (井上)

【⽣産管理】
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⼯場間の情報遠隔共有システムの構築

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社三晃精密
精密プレス⾦型・精密プレス⾦型部品の製造・販売
30名
橋本市⾼野⼝町⼩⽥565-1

解決を⽬指した課題
◆ 本社⼯場に近接していた第２⼯場が住宅
地内に所在していたため、第２⼯場を⼤阪府
河内⻑野市に拡張・移転した。
◆ ⼯程管理システムは導⼊しているが、本社
⼯場と第２⼯場間の⼯程間連携の緊密性
が低下し、全社の⽣産効率が低下していた。

課題解決の内容

図1. カメラ.2

図2. モニター.3

◆ 本社⼯場、第２⼯場の両⼯場内にデジタルサイネージの31.5インチ
⼤画⾯モニターを設置し、⼯場それぞれに５台、営業部に１台、計11台
のカメラからの映像を、VPNを経由して常時相互モニターができるようにした。
◆ 連絡を直接⾏いたい場合には、両⼯場にそれぞれ４台のランプを設け、
内容に応じていずれかを点灯し、作業の合間にコミュニケーションを図る
システムを設けた。
◆ モニター画⾯は営業部や経営者のスマートフォンからも確認可能とした。

成果・効果
◆ 両⼯場に設けた⼤画⾯モニターを通じて、互いの作業の進捗を常時チェック
可能となり、⽣産効率が上昇した。
◆ 直接のコミュニケーションを図りたい側から、ランプを点灯してその旨を通知する
ことにより、作業効率を低下させずに円滑な情報共有ができるようになった。
◆ 営業社員も⽣産状況を随時確認することが可能となり、営業活動が円滑に
⾏えるようになった。

⽀援担当者コメント
◆ 遠隔地の⼯場間で、常時相互モニターシステムを導⼊することにより、⼯程間
の情報が共有されるようになり、全社での⽣産性が向上した。 (⽥中)
2プラネックスコミュニケーションズ株式会社ホームページから引⽤

3株式会社アイ・オー・データ機器ホームページから引⽤

【⽣産管理】

3DCAD・CAMの導⼊による
旧型加⼯設備の⾼効率化
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会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

有限会社三和⾦型製作所
精密⾦型部品製作・機械部品加⼯
8名
和歌⼭市中島552-3

解決を⽬指した課題
◆ 2D図で受注したワークの加⼯プログラミング
を熟練作業員が⼿間と時間をかけて⾏って
いた。
◆ 客先の⼤半が3DCADで部品の設計製作
を⾏っており、当社も対応を要求されていた。
◆ 旧型の加⼯機はロバストで加⼯精度も良い
が、制御系が脆弱で加⼯に時間がかかって
いた。

課題解決の内容
◆

OneCNC株式会社 (⼤阪)製の
3DCAD/CAMシステムと専⽤ポストプロセッサ
を導⼊した結果、若⼿の従業員でも図⾯作成
とCAMデータ作成が出来るようになった。

図1. 旧型加⼯設備と
導⼊した3DCAD/CAMシステム.

成果・効果
◆ 3DCAD/CAMシステムの導⼊により、熟練
作業員は最終の微修正をするのみで、加⼯
業務に専念することができるようになり、⽣産
効率が⼤幅に上昇した。
◆ 3D図を⽤いることで顧客との打ち合わせ時間
が⼤幅に短縮された。
◆ ⾃社設計をしていない顧客のために、設計
サービスができるようになった。
◆ ⾃社独⾃の製品を開発することも容易に
なった。

図2. CAM・加⼯データの確認.

⽀援担当者コメント
◆ ３DCAD/CAMの導⼊により、エンジニアリングチェーンの強化が可能となり、業務
効率の向上、および事業範囲の拡⼤を図ることができた。 (井上)

【⽣産管理】
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起⽑の標準作業データベースの作成

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

有限会社島本化繊起⽑⼯場
あらゆる繊維製品の起⽑加⼯
18名
和歌⼭市市⼩路227-5

解決を⽬指した課題
◆ 針布やアザミを巻いたローラーを回転させて、
その上に布を⾛らせ⽣地の表⾯から繊維を
引っ掻き出す「起⽑」加⼯は、職⼈の勘・
経験により⾒た⽬や触感で品質を制御して
いた。
◆ ベースとなる⽣地は、植物繊維 (綿、⿇等)
動物繊維 (⽺⽑、シルク等)化学繊維
(ナイロン、ポリエステル、アクリル等)と多岐に
わたり、品種も多い。

図1. 起⽑機.

課題解決の内容
◆ 和歌⼭⼤学システム⼯学部曽我研究室と共同で、起⽑時の室温、
湿度、⽣地の種類、ローラーの回転速度、起⽑回数、のデータベース化
を⾏い、サーバーに記録した。
◆ 第⼀段階として、作成したデータベースを作業標準として使⽤し、技能
の伝承を図る。 将来第⼆段階として、品質評価の数値化を図り、AI
による起⽑条件の決定システムを作成したい。

成果・効果
◆ ベテランの勘と経験により決定していた起⽑条件のデータベース化ができた。
◆ このデータベースを作業標準として⽤いることにより、若⼿社員へのベテランの
技能の伝承を図ることができた。

⽀援担当者コメント
◆ 次の段階として画像処理による起⽑品質評価の数値化を図り、AIを⽤いた
作業指⽰書の⾃動作成を完成したい。 (永井)

【⽣産管理】

MR (複合現実)技術の導⼊による
熟練の技と先端技術の融合
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会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

⽵島鉃⼯建設株式会社
鉄⾻・橋梁・その他
163名
有⽥郡有⽥川町⻄丹⽣図285-1

解決を⽬指した課題
◆ ⼤型⾼層ビル建築⽤の鉄⾻は、柱や梁等の重要部材として、緻密な⼨法
精度および⾼い溶接強度とが同時に要求される。従来は熟練の技能者が
紙図⾯・差し⾦・⽯筆を⽤い、ケガキをしながら⼿間をかけて製作していた。
◆ 近年、⼤⼿ゼネコンは紙図⾯の代わりに、BIM (Building Information
Modeling)モデルによるデジタル化が進み、鉄⾻の製造現場もデジタル化へ
の対応が急務となっていた。

課題解決の内容
◆ 作業員がMicrosoft HoloLens
(ホロレンズ)やタブレットを使⽤しMR
(複合現実)の世界を現場に実現する
ことにより、ワークを3Dデータで⽬視でき
難い鉄⾻を容易に理解できるようになった。
◆ これまでは紙図⾯のたくさんある情報の中 図1. MR技術を駆使した溶接加⼯.
から必要な情報を探していたが、情報が
欲しい部材をタップ (選択)することで必要な
情報だけを呼び出せるようになった。

成果・効果
◆ BIMモデルとMRの導⼊により、現場経験の浅い
若⼿作業員でも⼯程・製品詳細を理解しながら
作業を進めることが可能となり、熟練作業の
技能伝承が進んだ。
◆ 同時に品質の向上および納期の短縮も図ることが
できた。

⽀援担当者コメント

図2. ⾼層ビル施⼯例
(中の島フェスティバルタワー).

◆ ⾃動⾞業界や建築業界で採⽤され始めている最先端技術を取り⼊れ、
熟練作業の技能伝承、品質の向上、納期の短縮を同時に実現した結果、
県内最先端ともいえるものづくりを実現している。 (井上)

【⽣産管理】
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コーヒー焙煎管理システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

ダートコーヒー株式会社
業務⽤コーヒーの焙煎
33名
和歌⼭市野崎43

解決を⽬指した課題
◆ コーヒー⾖の焙煎は原料となる⾖の産地、⽔分等に応じた焙煎温度
および焙煎温度パターンの設定が重要である。
◆ 焙煎の終了は、焙煎炉から焙煎中の⾖をサンプリングし、⾊を⾒て判定する。
◆ 焙煎温度・パターンの設定および⾊の判定は、ベテラン作業員の勘と経験に
頼っていた。このため技能の伝承が急務となっていた。

課題解決の内容
◆ データ出⼒機能を有した⼩型焙煎炉を導⼊し、原料
⾖の種類および焙煎温度パターンの組み合わせを
様々に変えて、データを採取した。
◆ 焙煎⾖の⾊度計 (⽶国製)を導⼊し、得られた
データと焙煎後の⾖の⾊とを定量的に対応付けた。
◆ 和歌⼭⼤学システム⼯学部曽我研究室にAIを
⽤いたデータ解析を依頼し、「原料⾖の配合に応じて
⽬的の焙煎⾖の⾊を得ることのできる温度パターンの
⾃動設定システム」を作成した (特許出願中)。

成果・効果

図1. ⼩型焙煎炉.

図2. 専⽤⾊度計.

◆ 原料⾖の種類・⽔分量に応じた焙煎温度パターンを設定可能となり、安定
した焙煎⾖の品質を得ることができるようになった。
◆ 原料⾖の配合および焙煎温度パターンによる焙煎結果のシミュレーションが
可能となり、新規の商品開発が容易となった。

⽀援担当者コメント
◆ ⼤量の製造データをAIで処理することにより、ベテラン作業員の勘と経験に
頼っていた焙煎技能を 若⼿の社員に伝承することが可能となった。 (井上)

【⽣産管理】

⽣産管理・⼯程管理の⾃動化による
業務改善の実現
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会社概要

会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

有限会社ハヤシ精機
アルミニウム部品の切削加⼯
8名
和歌⼭市築港3-35

解決を⽬指した課題
◆ ⼩ロット・多品種のアルミ切削加⼯部品の注⽂が増加し、
それらに対する納期管理や増え続ける在庫数の管理。
◆ 受発注業務と⼯程管理の連携・管理。
◆ ⽣産・⼯程管理の電⼦化。
◆ 出荷・売上管理の電⼦化。
◆ 属⼈化の解消。
◆ ⽣産⼯程の最適化。

課題解決の内容
◆

株式会社テクノア（岐⾩）製の⽣産
管理システム (TECHS-BK）を導⼊し、
これに約3000品種のアルミ精密部品の
⼨法データおよびマシニングセンターを
はじめとする7台の加⼯機の加⼯データを
⼊⼒し、⽣産管理および⼯程管理の
⾃動化を図った。

図1. ⽣産管理システム.

成果・効果
◆ 材料発注から部品の設計・加⼯・仕上げ・
出荷・納品・売上の全⼯程や管理が
⼀元化できた。
◆ 受発注から⽣産、売り上げまで⼀元的に
管理することで、属⼈化が解消できた。

図2. 作業指⽰書.

⽀援担当者コメント
◆ 受発注と加⼯⼯程や在庫数の管理をシステム化することで、それまで個々の
記憶に頼っていた業務管理をデジタル化することができた。 (井上)

【⽣産管理】
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⾷品添加物等の保管倉庫における
温湿度管理システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

富⼠化学⼯業株式会社
⾷品添加物・医薬品原料・⼯業⽤品の製造
28名
和歌⼭市中之島1570

解決を⽬指した課題
◆ タンニン酸、没⾷⼦酸、アルギン酸等の⾷品添加物等の保管には品質維持のため
に倉庫内の温湿度管理を⾏う必要があり、データロガーでモニタリングしている。
◆ しかし、毎⽉設置している15台のデータロガーを作業員が回収後、データ保存し再設
置しているため⼿間がかる。 またリアルタイムではなく事後データの集計のため、保冷庫
の故障等の異常へ迅速に対処することが難しい。また温湿度データの社内共有もでき
ていない。

課題解決の内容
◆ 全ての温湿度計をワイヤレス発信機能のついた温湿度
データロガーに更新することで、10分毎のデータが親機を
経由してクラウド上のデータベースへ⾃動的に送信され記
録保存される。
◆ 測定された温湿度が、予め保管温湿度域より狭く設定
した上下限値を逸脱すると、警報メールが担当者へ送ら
れるシステムを構築した。

図1. 親機.

図2. データロガー.

成果・効果
◆ 温湿度管理システムの導⼊により、ほぼリアルタイムでの温湿度データを複数の担当
者や管理者に共有でき、⾃動監視による保管温度逸脱の危険性が低減したことで、
危機管理および品質への信頼性が向上し、顧客の更なる安⼼へとつながった。
◆ 従来温湿度のデータ収集に費やした労⼒を他の業務に使うことが可能となり、より細
やかに顧客からの要望に対応できるようになった。

⽀援担当者コメント
◆ 無線とクラウドを利⽤した温湿度監視システムの導⼊より、⾃動で温湿度データが
収集でき、また温湿度管理が重要な薬品、⾷品添加物等の管理において、品質
への信頼性が向上した。 (井上)

【⽣産管理】

異形樹脂加⼯機異常発⽣時の
⾃動停⽌・警報システム

12
会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

PLABOTEC
樹脂製機械部品製作
2名
海南市阪井1538

解決を⽬指した課題
◆ 全⾃動NCルータを⽤いて、アクリルやポリカー
ボネートを素材とする異形の樹脂加⼯を無⼈
で⾏っている。
◆ 加⼯は７個の回転刃物をプログラムに応じ
順次交換して⾏うが、刃物装着時に異物が
噛むと異常振動により加⼯不良が発⽣する。

課題解決の内容

図1. NCルータ.

図2. 振動センサ.4

◆ オムロン製振動センサーD7F (図２)を刃物保持部に装着し、
異常振動の発⽣を検知した場合に直ちに機械を停⽌するシステムを導⼊し
た、システムの構築はアイレス電⼦⼯業株式会社 (海南市)に委託した。
◆ 機械の停⽌と同時にカイロスキ株式会社 (紀の川市)製のWiFiT無⼈監
視モジュールを⽤いて管理者の携帯電話に警報を通知する。

成果・効果
◆ 異常発⽣時に直ちに機械を停⽌するため、製品の不良発⽣が解消した。
⼿戻り時間も激減し、⽣産性も向上した。

⽀援担当者コメント
◆ ⼩規模の製造業では加⼯機械の異常監視、⾃動停⽌、異常通知システム
の導⼊が、操業改善および品質向上に⼤きく寄与することが確認された。
(井上)
4オムロン株式会社ホームページから引⽤

【⼯程管理】
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試験⽚加⼯⼯程進捗管理システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

⼤阪精機⼯作株式会社
各種⾦属材料の試験⽚加⼯・各種機械部品加⼯
135名
和歌⼭市梶取36

解決を⽬指した課題
◆ 客先での鋼材出荷検査時の機械試験に使⽤する試験⽚の加⼯を⾏っ
ているが、⾼度な品質・短納期を確保しつつ、元の鋼材との対応付けを
確実に⾏うことが重要である。
◆ 試験⽚には作業指⽰書を添付して各⼯程を経るが、試験⽚が⼩さくかつ
加⼯数量が約400⽚/⽇以上と極めて多数のため、進捗管理やトラッキング
に問題が⽣じる場合が多々あった。

課題解決の内容
◆ ⾮接触型ICチップ (NFC)に鋼材情報を記録し、
作業指⽰書と⼀体化して加⼯試験⽚に添付すると
ともに、各⼯程でNFCから読み取ったデータを無線で
中央のサーバーに集約し、加⼯の進捗状況を
集中管理できるようにした。
◆ NFCは⾮消耗品であり、加⼯終了後、データは
更新され、再度⽤いられる。

図1. ⾮接触型ICチップと
読み取り装置.

成果・効果
◆ 試験加⼯⽚の⼯程進捗および所在が確認され、紛失、混合、納期遅れ等
のトラブルが解消された。
◆ ⼯程進捗の⾒える化により、⼯場全体の能率も向上し、コストの削減、加⼯
能⼒の向上を図ることができた。

⽀援担当者コメント
◆ NFCをワークのトラッキングに⽤いることにより、ランニングコストの低い⼯程管理
システムを構築することができた。 (永井)

【⼯程管理】
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⼯場稼働の全体最適化による⽣産性向上

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

第⼀熱処理⼯業株式会社 和歌⼭⼯場
鉄鋼製品の機械加⼯・鍛造・熱処理
30名
和歌⼭市雑賀崎2021-8

解決を⽬指した課題
◆ 当社は熱処理炉を核に様々な加⼯機が配置され稼働している。
◆ 個々の機械の⼲渉により、稼働率の向上が図れず、売上⾼が頭打ちと
なっていた。

課題解決の内容
◆ ⼯場の主要な機械にアイレス電⼦⼯業
株式会社 (海南市)製の設備稼働
監視システム「A-POM」（図1)を
導⼊し、稼働状況の可視化を図った。
図1. A-POM システム構成.5

成果・効果
◆ 設備稼働状況のリアルタイムでの可視化に伴い、加⼯機械の稼働の全体
最適化や、機動的な組織体制への変更が可能となった。
◆ 機械の遠隔監視ができ、作業員の適正配置が進んだ。
◆ ⼯場内の可視化が進んだことで従業員による職場JK (⾃主管理)活動
が活性化し、様々な提案が出されるようになった。
◆ ⽬標だった25％の売り上げ増を達成した。

⽀援担当者コメント
◆ 主要な機械のすべての稼働を監視することで、⼯場の部分最適化ではなく、
全体最適化を⽬指したことが、成功の理由である。全体最適化の重要性と
有効性とが確認された。 (永井)
5アイレス電⼦⼯業株式会社ホームページから引⽤

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】
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ロボット・画像処理の導⼊による
品質・⽣産性の改善

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社サンコー
⽇⽤品・⽣活⽤品の製造・販売
115名
海南市⼤野中715

解決を⽬指した課題
◆ 当社は多種の⽇⽤品・⽣活⽤品を製造・販売している。なかでもフロアーマッ
ト類については、マット表裏⾯への付着異物(⽷くず、⽑髪等)の検出・除去は
品質管理上特に重要であるが、⼈⼿作業であり、⽣産管理上限界がある。
◆ 製品化⼯程についても、マットの巻きとり、筒状包装フィルムへの装着、箱詰め
など全て⼿作業であり、将来を⾒据え新たな⽣産技術開発が望まれていた。

課題解決の内容
◆ 異物検出は、⾼精度画像解析技術をオンライン
検出器として活⽤し、連続的に良品を仕分ける
⾃動品質管理システムとして組み⽴てた。
◆ ⻑尺マットの巻き取り及び筒状包装フィルムへの
装着、シール貼り、箱詰めの⼀連作業は、株式会社
デンソー (愛知)製の2台のロボットを主体に⾃動化を
実現した。
◆ なお、全ハンドリングシステムの設計は、若⼿⼈材
育成を兼ね⾃社で⾏った。ロボットのプログラミング
も含め、短期間で設備完成、稼働させることができた。

成果・効果

図1. ロボット2機を⽤いた
⾃動化ライン.

◆ 直径1 mmの細い⽷くずも検出可能となり、検査・出荷⼯程の全⾃動化を
図ることができた。
◆ マットの⾊合いが微妙に変化しても、付着異物の検出能を維持するため、
現在は、画像処理システムの微調整を⼿動で⾏っているが、県⼯業技術
センターと協⼒し、AIを⽤いた⾃動微調整機能の開発を⾏う計画である。

⽀援担当者コメント
◆ 微細な異物検知が可能な光学設計とロボットを駆使した⾃動化ラインにより
作業効率が上がり、今後のモデルケースとなりうる。 (井上)

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】

チョコレート製造⼯場におけるロボット導⼊
〜協働ロボットと卓上ロボット〜
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会社概要

会 社 名 ： 株式会社たにぐち 和歌⼭⼯場
事業内容： チョコレートオーナメントの企画開発・製造・販売
OEM製品の企画開発・受託製造
従業員数： 155名
所 在 地 ： ⽇⾼郡⽇⾼川町和佐1030

解決を⽬指した課題
◆ 商業⽤チョコレートは季節製品であり、出荷がクリスマス、バレンタイン、ホワイ
トデーに集中している。このため、箱詰め作業は11⽉〜2⽉の3か⽉間に集
中し、季節作業員を雇⽤しこれに充填している。
◆ 近年は雇⽤情勢の逼迫により、季節作業員の雇⽤が困難となりつつあり、
箱詰め作業の⾃動化が必⾄となっていた。
◆ チョコレートオーナメントの企画開発時の試作品製造に産業⽤ロボットを使⽤
していたが、量産の間隙を縫っての試作では商談に遅れが⽣じ問題となっていた。

課題解決の内容
◆ 三菱電機株式会社 (東京都)製の協働ロボット
(MELFA ASSISTA、図1)を2台導⼊し箱詰め作業
の⾃動化を図った。
図1. MELFA ASSISTA.6
◆ 異形のチョコレートもあり、箱の形もさまざまなため、
アイレス電⼦⼯業株式会社 (海南市)およびニッタ株式
会社 (奈良)の協⼒を得て、専⽤のハンド (図2)を製作した。
◆ オーナメントの試作⽤として、武蔵エンジニアリング株式会社
(東京)製の卓上型ロボット (SXシリーズ、 図3)を2台購⼊
した。

成果・効果

図2. 専⽤ハンド.7

◆ 箱詰め作業の⼀部を協働ロボットに⾏わせることにより、
季節作業員の雇⽤不⾜に対応する。
◆ 卓上型ロボットをオーナメント試作、および⼩ロット品
⽣産にフルに活⽤する。

⽀援担当者コメント
◆ ロボットによる異形⾷品のハンドリングには、ハンドの
図3. 卓上ロボット.
選択・開発が重要である。 今回はニッタ株式会社製の
特殊ハンドの活⽤により、異形チョコレートのハンドリングに成功した。 (井上)
6三菱電機株式会社ホームページから引⽤, 7ニッタ株式会社ホームページから引⽤

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】
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美装化粧品容器蓋装着作業の⾃動化

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

津⽥⼯業株式会社 紀の川⼯場
プラスチック成型品の真空蒸着表⾯処理加⼯
30名
紀の川市北勢⽥字⿃⼦川1088-9

解決を⽬指した課題
◆ 主⼒商品である⾼級化粧品⽤美装容器の
製造ラインにおいて、容器本体に容器蓋を
装着する際の最終フィッティングを⼿動で
⾏っていた。
◆ コンベア上を移動しているワークに⼿動での
作業を⾏うことは安全上も問題があった。

課題解決の内容

図1. 美粧化粧品容器蓋の装着
作業⾃動化装置.

◆ 容器蓋のフィッティングを⾃動化すると同時に、
製造の進捗データを採取し、サーバーに無線で送信可能なシステムである、
有限会社丸之内マシーナリ (和歌⼭市)製の美化粧容器蓋の装着作業
⾃動化装置（図１)を導⼊した。

成果・効果
◆ コンベア上を移動するワークに対する⼿動での作業がなくなり、コンベアの
搬送スピードを上げることが可能となり、⽣産性が向上した。
◆ ⾃動⽣産ラインにおいて⼿動での作業を⾏うという安全上の問題が解消
された。

⽀援担当者コメント
◆ ⾃動⽣産ラインの⼀部作業が⼿動作業という、不規則な状況が改善され、
⽣産効率が上がるとともに、安全上の問題も解消された。 (井上)

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】
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⾦⼭寺味噌パック蓋置きの⾃動化

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

湯浅醤油有限会社
醤油・⾦⼭寺味噌の製造・販売
12名
有⽥郡湯浅町湯浅1464

解決を⽬指した課題
◆ ⾦⼭寺味噌をプラスチック容器に詰める
作業は、⾦⼭寺味噌の中の具をつぶす
恐れがあるため⾃動化できず、⼿作業で
⾏っている。
◆ ⾦⼭寺味噌をプラスチック容器に詰めたのち
プラスチックの蓋を閉める作業は、単純作業
であるため⾃動化して作業員を削減する。

課題解決の内容

図1. ⾦⼭寺味噌.

図2. パック容器⾃動蓋閉装置.

◆ 容器の蓋閉め作業には、有限会社丸之内マシーナリ (和歌⼭市)が
設計・製作した専⽤機（図2)を導⼊し、作業の⾃動化に成功した。
◆ ⾦⼭寺味噌の容器詰め作業については、ロボットの導⼊を考えているが
具をつぶさず定量的にパック詰めができる「ハンド」の選定に時間を要し、
まだ実現できていない。

成果・効果
◆ 容器の蓋閉め作業の⾃動化により、作業員1名の省⼒が可能となった。

⽀援担当者コメント
◆ 柔らかい⾷材を掴んで搬送できるロボットハンドは、ようやく市場に供給が開始
された。今後はそれらの性能を⾒極め、⾦⼭寺味噌に最適なハンドを早急に
⾒つけ、容器詰め作業のロボット化を図りたい。 (井上)

【ロボット・⾃動化・スマート⼯場】
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多品種少量⽣産のスマート⼯場の実現

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

和歌⼭アイコム株式会社 有⽥⼯場 (本社)
無線通信機器製造
271名
有⽥郡有⽥川町徳⽥1866-1

解決を⽬指した課題
◆ 多品種少量⽣産の無線通信機器の基板実装
から組⽴・性能試験・梱包まで、⼯程の⾃動化
率80 %、⽣産能⼒向上70 %を達成する。
◆ ⾃動機ラインでは、準備・保守時間2時間を含む
24時間稼働を達成する。

図1. 基板実装装置.

課題解決の内容
◆ 基板実装装置は、チップの⼊れ替え作業 (停⽌
時間2 %)を除き、⾃動機による全⾃動化を達成
した。品質を維持するため室温を最適な温度
(25 ℃±2 ℃)に年中保っている。
◆ ロボット組⽴⼯程では、⽣産⼯程の順番が異なる
2種類の無線機の⽣産を⾏い、株式会社安川
電機 (福岡)の4台(x2ライン)のロボットを導⼊し、
⽣産設備の配置を変えずに切り替えることに
成功した。(「⽇経ロボティクス2020年4⽉号掲載」)
◆ 4台のロボットのうち、2台は固定し組⽴を、
残りの2台は移動台に載せ主に搬送を、それぞれ
担当させていることがポイントである。
移動可能なロボットのうち1台は、部品供給から
部品を取り出し組み⽴てロボットへ供給する役割を、
もう1台は組⽴途中の無線機を検査調整装置や
はんだ付け装置などの出し⼊れを、それぞれ担当
させている。移動台に載ったロボットが適宜適切な
⼯程に無線機を運び、それに応じて部品を供給
する等で、その差を吸収しているのが特徴である。
図2. 携帯無線機⾃動組み⽴てライン.

図3. AGV (無⼈搬送⾞).

図4. コンベアライン.

◆ 階をまたいだ部品や仕掛品の⼯程間の移動も、
全てタクマ精⼯社 (神奈川)のAGV (無⼈搬送⾞)
を⽤いて⾏う。6台のAGVが3階建ての⼯場内で
稼働し、2000年から使⽤を開始している。
作業員が台⾞へ積み⾏き先釦を押すと、AGVは
⾛⾏を開始し、必要に応じ⾃分でエレベータを呼出
し乗り込み⽬的の次⼯程まで搬送する。
◆ ⼯程の⼀部には、コンベアSTOP⽅式とセル⽣産
⽅式を融合させた独⾃のインラインセル・ストップ⽅式
により⽣産を⾏っている。作業速度がコンベアスピード
に追い付かない場合には、作業者はSTOP釦を押し
コンベアを⽌めるように指⽰している。ここが改善ポイ
ントとなり、作業効率を⾼めるための改善や⼯夫を
取り⼊れやすい仕組みとなっている。
また多様化する市場ニーズに柔軟に応える多品種
少量⽣産が可能で、求められる製品をタイムリーに
供給することが可能になる。
◆ 全ての⼯程で、機械の稼働時間は計測・記録さ
れ、壁に⼤きく掲⽰される。コンベアラインでは、その
⽇のラインの損益が⾦額で表⽰されている。これらは
改善の良い動機づけとなっている。
◆ 完成後の製品梱包⼯程も⾃動化している。
⼤きさに関係なく⾃動でカートンテープを貼り、品⽬
表⽰も⾃動で印刷して梱包を完了する。

成果・効果
◆ 24時間操業、⼯程の⾃動化率80 %、
⽣産能⼒70 %増を達成できた。

⽀援担当者コメント

図5. 梱包ライン.

◆ 多品種少量⽣産の⼯場では、⾃動機やロボットの
導⼊が⽣産性および品質の向上に⼤きく寄与する
ことが確認された。また、本⼯場は、製造から梱包ま
でを担うスマート⼯場である。(井上)

【品質管理・製品検査】

センサを⽤いた⼟壌環境制御による
梅の⾹りの改善

20
会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社うめひかり
梅⼲し商品開発・製造・販売
3名
⽇⾼郡みなべ町晩稲505-1

解決を⽬指した課題

図1. ⼟壌センサ.8

◆ 園芸栽培では、⼟壌環境制御による収量や
糖度の変化についての研究が進んでいるが、
梅の栽培においてはこれまで実証実験は
⾏われていない。
◆ ⼀⽅、同じみなべ地域において、農園の栽培
⽅法の違いによって、同⼀品種でもかなりの
⾹りの差があることが知られている。これは主に
⼟づくりの違いに起因すると考えられる。

課題解決の内容

図2. リアルタイムモニタリング例.9

◆ みなべ地区で、⾹りの異なる農園を2軒選び、株式会社ソフトバンク製
「e-kakashi」システム (図1、2)を導⼊し、⼟壌センサを設置して、
⽔分、電気伝導度、地温、pH を無線でクラウド上のデータベースに蓄積し、
リアルタイムでモニタリングする。
◆ 同時に、それぞれの農園で⼟壌成分 (窒素、リン酸、加⾥、⽯灰、苦⼟)
を分析し、センサ測定値との相関関係も調査する。

成果・効果
◆ センサ情報に基づく梅の⾼品質化 (⽣梅や梅⼲しの差別化)の実現
◆ センサ情報に基づく⼟壌環境制御技術の開発

⽀援担当者コメント
◆ 梅の栽培においても、園芸栽培同様に、センサによる⼟壌成分のモニタリング
が、⾼品質化に有効であることが実証された。 (井上)
8, 9株式会社ソフトバンクホームページから引⽤

【品質管理・製品検査】
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IoTによる⾼級みかん果汁の安定製造

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

果樹園紀の国株式会社
果汁製造販売
9名
有⽥郡湯浅町吉川1386

解決を⽬指した課題
◆ 当社は有⽥の厳選された温州みかんを原料とした
⾼級みかんジュースの製造を特徴として、他社との
差別化を図り、競争⼒を保ってきた。
◆ 品質の確保には低温殺菌時およびその後の段階
冷却時の温度管理をさらに徹底する必要があった。
◆ 従来式糖度計では測定誤差が⽣じ、
製品の糖度が不安定となることがあった。

課題解決の内容
◆ 従来の低温殺菌後の冷却を2段階から3段階とし、
株式会社チノー社(東京)の温度センサ (R9302)と
防塵防滴温度ロガー (MR5300)を設置することで、
シンク内温度をPCへ記録し、温度のばらつきを抑制
した。
◆ 株式会社アタゴ社 (東京)のデジタル糖度計
(PAL-1)を導⼊し、製造ロット毎の糖度を正確に
測定・記録した。

成果・効果

図1. 温度ロガー.

図2. 糖度計.

図3. 新商品.

◆ 殺菌・冷却時の温度管理が徹底され、急激な冷却によるビン割れや冷却不
⾜による品質劣化防⽌、さらにみかんの⾵味を最⼤限保持したジュース製造
が可能になった。
◆ ロット毎に糖度が正確に測定できるため、設定糖度を確保したブレンドが可能
となった。これにより、糖度を明確に区別した特徴あるジュース「和α (なごみ)」
と「味皇 (あじおう)」の「飲み⽐べセット」の新規ギフト商品発売へつなげられた。

⽀援担当者コメント

◆ IoTによって温度と糖度が可視化・記録ができるようになった。これにより、個体差
が⼤きい農作物であっても、品質の安定した商品を製造することが可能となった。
(井上)

【品質管理・製品検査】
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チョコレートへの表⾯付着異物の検知

会社概要
会 社 名 ： 株式会社たにぐち 和歌⼭⼯場
事業内容： チョコレートオーナメントの企画開発・製造・販売
OEM製品の企画開発・受託製造
従業員数： 155名
所 在 地 ： ⽇⾼郡⽇⾼川町和佐1030

解決を⽬指した課題
◆ 現在３つのチョコレート製造ラインを有しており、どのラインでも⽩⾊、
⿊⾊、中間⾊の3種類のチョコレートを連続的に⽣産している。
チョコレートは多品種少量⽣産の為、同⼀ラインでの品種の切り替え
が頻繁に発⽣しており、⿊⾊チョコレートの後に、⽩⾊チョコレートを
流す場合も多い。
◆ その場合、稀に⽩⾊チョコレートの表⾯に⿊⾊チョコレートの微⼩⽚が
付着することもあり、作業員は⽬視でこれを取り除くがコンベア上に
1分間800個の速度で流れるチョコレートの⽬視検査は難しく、年に
数回は⾒逃してクレーム発⽣の原因となっていた。

課題解決の内容
◆ シーシーエス株式会社 (京都)のラボにおいて、光源および画像処理AI
ソフトの検証を実施し、トレイ上下に光源を配置する⽅法が最良である
ことを⾒出した。
◆ 多品種少量⽣産の為、教師あり機械学習では検出が困難であることが
判明した。

成果・効果
◆ 効果検証中

図1. チョコレートオーナメント.

⽀援担当者コメント
◆ ⾷品表⾯の異物検査には、光源の設定が極めて重要であり、光源設計
を専⾨とするシーシーエス株式会社の経験が必要である。 (井上)

【品質管理・製品検査】
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樹脂再⽣原料製造装置の品質管理システム

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

ヤツイ株式会社
樹脂再⽣原料製造・販売
7名
海南市⽊津118-1

解決を⽬指した課題
◆ 回収樹脂原料を配合後、半溶融混錬により
均質化し、押し出しにより得られたストランド
を切断して再⽣原料として出荷している。
◆ 再⽣原料は顧客での溶融時に流動性が
安定していることが重要であるため、押し出
されたストランドのたわみが⼀定となるよう、
作業員が常時監視して機械を調整している。
◆ ストランドの常時監視は作業員への負荷が
⼤きく、負荷の軽減が課題となっていた。

課題解決の内容

図1. 東芝機械75 mm 2軸押出機
(監視カメラとストランド).

図2. ワイヤレスモニター
（マスプロ電⼯ WHCFHD-CI).

◆ ストランドのたわみ状態をカメラで監視可能な無線監視モニタ (マスプロ電⼯製)
(図1、2)を導⼊し、押し出し機のストランド状況をモニターで監視するシステムを
構築した。
◆ ストランドのたわみに影響する樹脂の押し出し圧についても、既存の
センサーで得られたデータおよび警告信号を無線で送信し、モニター監視と
併せてチェック機能を集約する。

成果・効果
◆ 品質監視 (ストランドたわみおよび押し出し圧の監視)システムの導⼊により、
作業員の負荷が⼤幅に軽減されるとともに、約２％のロス率が１％へと半減
し、⽉間１トンの増産が達成された。（=10万円/⽉の利益増加）

⽀援担当者コメント
◆ IoTの導⼊により、品質監視業務の集約化が達成され、作業員の負荷軽減
および品質の安定化による⽣産増に寄与することができた。 (⽥中)

【設備管理・故障診断】
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振動測定法による設備故障診断システム

会社概要
会 社 名 ： ⼩⻄化学⼯業株式会社
事業内容： ジヒドロオキシジフェニルスルホン等の機能性化学品の開発・製造・
販売
従業員数： 123名
所 在 地 ： 和歌⼭市⼩雑賀3-4-77

解決を⽬指した課題
◆ ポンプ・撹拌機等の回転体を始めとする機器の予期せぬ故障により、操業が
停⽌することが年に数回、10⽇程度発⽣し、⽣産の停⽌による納期遅延
が問題となっていた。
◆ 設備の異常は、ベテランの作業員が巡回点検して異⾳等をチェックすること
により、発⾒されることが多かったが、勘と経験を要するため、若⼿社員でも
可能な、数値管理による予防保全の導⼊が課題となっていた。

課題解決の内容
◆ JFEアドバンテック株式会社のポータブル振動診断器
「MAINTEPRO MK-220」 (図1)を導⼊し、
作業員の巡回中に機器の振動をチェック、数値化し、
回転体の異常が容易に検知されるようになった。
◆ 数値化されたデータは時系列で整理・解析され、関
係者間での⾒える化、情報の共有化が図れた。

成果・効果

図1. ポータブル振動診断器.10

◆ 回転体の振動データの時系列変動が⾒える化され、ベテランの勘や経験に
頼ることなく、予防保全を実現することが可能となった。これにより、機器の予
期せぬ故障による⽣産停⽌が解消された。
◆ 回転体の劣化に関する時系列データが蓄積され、機器の摩耗による劣化を
極⼩とするような、設備改善・操業改善を⾏い、保全費⽤の削減、⽣産性
の向上を図ることができた。

⽀援担当者コメント
◆ 予防保全を実現するための、振動測定、温度測定、異⾳測定等の⾼性能
ツールが安価に⼊⼿可能となり、予期せぬ⽣産停⽌を未然に防⽌することが
可能となった。 (井上)
10JFEアドバンテック株式会社ホームページから引⽤

【設備管理・故障診断】
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製品へのIoT機能搭載による品質管理

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社⼭東鐵⼯所
繊維機械・フィルム加⼯機械の開発・設計・製造・販売
56名
和歌⼭市宇須4-4-5

解決を⽬指した課題
◆ 繊維機械を国内外に70年以上販売しているが、機械納⼊後の⽣産加⼯
時における運転調整については現場熟練者の経験に基づく判断で⼿動操作
により⾏われている。
◆ 顧客⼯場では⼈材不⾜により技術継承が難しい、また品質安定及びコスト
削減を⽬指すため、⾃動化や省⼈化のニーズが⾼まっている。
◆ 具体的な課題の⼀つとして、ある薬液加⼯⼯程において原反伸び率が不安
定になることがあり、品質を安定させるため伸び率に応じた加⼯速度の微調整
を⼿動操作により⾏っている。

課題解決の内容
◆ 機械⼊⼝部、出⼝部、に測⻑器を取付け、伸び率
を測定。
◆ 薬液加⼯直後に弛みセンサーを取付、弛み具合を
測定。
◆ 加⼯速度調整の出⼒周波数を測定。
⇒原反伸び率および調整に必要なデータを収集

成果・効果
◆
◆
◆
◆
◆
◆

図1. 弛みセンサー取付.

図2. 伸び率 (品質)の⾒える化.

加⼯中の弛みと加⼯後の伸び、加⼯速度の相関関係がデータで⾒える化。
全製品の稼働実績が残るため、製品のトレーサビリティ管理が可能。
データ分析を⾏うことで最適運転レシピ及び調整レシピの設定が可能。
今まで熟練者でしか判断できなかったが、熟練者以外でも操作が可能。
運転レシピの⾃動設定化、運転⾃体の⾃動調整化が可能。
付随効果として、機械不具合時の検証材料にも活⽤が可能。

⽀援担当者コメント
◆ IoT機能の付加という 販売する製品 (サービス)の幅が広がった。また、
顧客と加⼯⽅法や操作⽅法について深く打ち合わせするきっかけにもなり、
顧客との信頼関係の構築や顧客の加⼯⽅法を知ることができた。 (⽥中)

【設備管理・故障診断】
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⾃社製品への故障予知システム付加

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社メイワ
⾷品⼯場向け包装 (充填機)の設計・製作・販売
150名
紀の川市⻑⽥中345-1

解決を⽬指した課題
◆ ⾷品・⽇⽤品・化粧品・医薬品等多分野に亘る⾃動充填機を全国に40数
年販売しているが、経年劣化した機械も増加し、故障の都度技術者5名程
度が駆けつけ修理をしている。
◆ 全国で稼働している充填機は既に約800台近くになり、修理のため緊急出張
する頻度も年30回程度と増加し、保守サービスの負荷が⼤きい。このため、
故障発⽣前に保守点検を⾏う、という新たな需要に対応可能とすること。

課題解決の内容
◆ 経年劣化は駆動ユニットの摩耗に集中しているので、
その部分に振動センサーを取り付け、異常振動の
早期検知により、部品寿命を予測できることを確認した。
◆ 充填機の出荷時に劣化の進⾏が予想される部分に
予め振動センサーと無線発信機を取り付け、当社の
技術者が常時遠隔監視をできる機能を持たせた。
◆ ⾃社製品の稼働状況以外に、充填量や充填温度等
品質情報もリアルタイムに確認できるシステムも作成し
付加価値を⾼めた。
図1. ⾼速⾃動充填機.

成果・効果
◆ 客先にて稼働中の充填機の稼働情報に加え、品質情報も遠隔監視できるよう
になり、異常を早期に検知し、故障に⾄る前に現地を訪問し必要な部品の
交換等を⾏えるようになった。
◆ 担当技術者の顧客への計画的訪問が可能となり、業務効率が上がるとともに
顧客サービスの質も改善し、顧客の信頼度が向上した。
◆ ⾃社製品に新たな付加価値が付き、他社製品との差別化に成功した。

⽀援担当者コメント
◆ 製品へのIoT機能の付加により、製品からサービスへ、モノの販売からコトの
販売へと業態の改善に成功した。
◆ 若⼿社員のチャレンジ精神により、⾃社でのシステム開発に成功した。 (井上)

【設備管理・故障診断】
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⾼付加価値スマート⼤型鶏舎の設計・製作

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

ヨシダエルシス株式会社
採卵養鶏場向け⼤型鶏舎・付帯設備の設計・製作・販売
80名
御坊市藤⽥町𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

解決を⽬指した課題
◆ 全国の採卵養鶏場へ鶏舎および付帯設備
の設計・製造・販売・建築を実施しているが、
近年⼀層の効率化へのニーズが⾼まり、
鶏舎の⼤型化 (最⼤百万⽻)・省⼒化・
⾃動化が求められ、早急な対応が課題と
なっていた。
◆ 雛の⽣育⽇数に応じた鶏舎内温度制御シス
テムの故障時、修理に⼀刻を争うため、技術
者が突発で出張していたが、要員の確保が
困難であった。

図1. 採卵鶏舎.

課題解決の内容
◆ インターネット経由での遠隔操作システムを構築し、客先での鶏舎の制御機器
の監視・修理を技術者が本社から⾏うことを可能とした。
◆ ファームコンピュータの導⼊により、鶏舎内の温湿度管理、給餌量、飲⽔量、換
気等の⾃動監視・制御が⾏えるようになった。
◆ 10万個規模の集卵数を正確に数え、パッケージに収納するシステムを開発した。

成果・効果
◆ IoTを⽤いた⾒える化・⾃動化により、鶏舎作業員の負担が⼤幅に軽減された。
◆ インターネットによる遠隔監視・修理により、技術者の突然の出張が解消された。

⽀援担当者コメント
◆ 鶏舎の⼤型化、IoTによる⾃動化により鶏舎作業員の負担が軽減。
インターネットの活⽤により、技術者によるシーケンサーの遠隔監視・修理が
可能となった。 (⽥中)

【業務効率化】
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RPA導⼊前の業務の可視化・効率化

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社⾚井⼯作所
機械設計・製作・組⽴・据え付け
58名
岩出市根来2027-2

解決を⽬指した課題
◆ 受注業務における定型業務にRPA
(Robotic Process Automation)
を導⼊して、業務の効率化を図る。
図1. RPA.

課題解決の内容
◆ RPAの導⼊に先⾏して、株式会社システムキューブ (和歌⼭市)および
株式会社マイクロメイツ (東京)の協⼒を得て、受注業務の業務可視化・
洗い出し・整理を⾏い、業務フローおよび業務マニュアルを再構築した。

成果・効果
◆ 業務可視化・再構築による、業務フローおよび業務マニュアルの整理により
業務の遂⾏順序 (相互の関連性)・重複業務・業務のボトルネック等の
問題点が明らかとなり、これらを解決することにより、これだけでも⼤幅な
業務の効率化が達成できた。
◆ 整理された業務フローに基づき、最も効果の得られる業務に対し
RPAを導⼊する。

⽀援担当者コメント
◆ RPA・ERP・ロボットの導⼊等を良い切っ掛けとして、積年の業務の進め⽅を
⾒直し、⼀新することが、経営⾰新の⼿法として有効であることが証明された。
(⽥中)

【業務効率化】
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出退勤の即時把握による⼈員配置の最適化

会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社インテリックス
オーダーカーテンのデザイン・製造・販売
310名
和歌⼭市⾥174-1

解決を⽬指した課題
◆ 当社は国内最⼤級のオーダーカーテンの製造⼯場を有する。製造作業員の
出勤管理がリアルタイムにできないため、オーダーの受注状況に対応する、
製造⼯程への適切な⼈員配置ができていなかった。
◆ 国内に１０か所ある営業拠点の出退勤管理の集計が⽉末に集中し、
総務・経理業務の負荷の増⼤となっていた。

課題解決の内容
◆ ⼯場作業者のタイムカードを通信可能な⽅式に
変更し、出退勤状況はリアルタイムで、⼈事担当
および⼯場管理者が把握できるようにした。
◆ 営業拠点のタイムカードも通信可能な⽅式に切り
替え、⼈事担当者の業務負荷の均等化を図った。

成果・効果

図1. ITタイムレコーダー.

◆ ⼯場管理者が、予め作業者の希望する勤務シフトをベースとした⼈員配置
計画と当⽇の出勤状況とを対⽐して、製造ラインの作業員配置を指⽰する
ことが可能となり、作業者の負荷が均質化された。
◆ ⼈事・経理担当者の⽉末の負荷が軽減され、業務の効率化が図れた。

⽀援担当者コメント
◆ 多数のラインを抱える⼯場において、作業者を適切に配置することは、作業
効率および⽣産性の向上には不可⽋である。出勤管理のクラウド化は、最も
有効なツールであることが確認された。 (井上)

【業務効率化】
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図⾯の全デジタル化の実現
〜全社ペーパーレスへ

会社概要
会 社 名 ： 菱岡⼯業株式会社
事業内容： 電気機器・制御機器の開発・設計・試作・組⽴
ハーネス加⼯・板⾦加⼯
従業員数： 180名
所 在 地 ： 和歌⼭市中島528

解決を⽬指した課題
◆ 三菱電機株式会社冷熱システム製作所から各種機器、部品の製造加⼯
の請負業務を⾏っているため、⽀給された図⾯類が蓄積され、図⾯の整理
整頓が問題となっていた。
◆ 近年、受注する図⾯のデジタル化も進み、社内の⼯程もこれに適合する体制
となっているため、旧来の図⾯、書類、資料のデジタル化が急務となっていた。

課題解決の内容
◆ 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
(旧社名：富⼠ゼロックス株式会社)に依頼し、
三菱電機株式会社の了承を得たうえで、
すべての図⾯のデジタル化を⾏った。
◆ 新社屋の完成を契機に、全社の書類のペーパーレス
化を計画・推進中である。

成果・効果
◆ すべての図⾯のデジタル化により、受注先との連携も密となり、作業効率も
上昇し、品質の向上および納期の短縮を図ることができた。
◆ 全社のペーパーレス化により、バックオフィスを含めた全社の業務効率化が
推進される。

⽀援担当者コメント
◆ 図⾯中の⽂字の読み取りが図⾯のデジタル化の最⼤の障壁であったが、
富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社の最新AI技術を駆使し
てこれを克服できた。 (永井)

【産学官連携】
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ロボットの外部制御とデータ連携

会社概要

会 社 名 ： アイレス電⼦⼯業株式会社
事業内容： FA・ICT・産業⽤電⼦機器 (ソフト・ハード)のシステム設計・
開発・製作・販売
従業員数： 104名
所 在 地 ： 海南市且来840

解決を⽬指した課題
 県内中⼩製造業の⽣産性向上・品質向上へ
のトータルソリューションを提供しているが、産業
⽤ロボットおよび協働ロボットの活⽤の多様化
への対応が必要となっていた。
 なかでも、ロボットの制御に、既設機械のPLC
からの信号情報や、産業⽤カメラからの画像情
報に基づく制御へのニーズが増えていた。

図1. システム構成図.

課題解決の内容
 和歌⼭県⼯業技術センター (⾃動化促進ラボ)
の⽀援により、センター保有の協働ロボットと汎⽤
PLCをModbusTCP通信経由で接続し、ロボット
の制御を⾏う技術を習得した。
 併せて、PCに接続したUSB産業⽤カメラで、ワー
クの位置を判定し、PC上のプログラム (Python)
からロボットを制御する技術も習得した。

図2. 検証状況
(⼯業技術センター ⾃動化促進ラボ).

成果・効果
 協働ロボットの多様な制御技術を習得すること
ができ、顧客の問題解決へのロボットによる
ソリューション提供が円滑に実施できるように
なった。
 従来に加え、ロボットの技術を提供できる県内
ベンダーとして、顧客のニーズに的確なソリュー
ションを提供できる新たな体制を整えた。

⽀援担当者コメント

図3. ロボット情報の⾒える化
(⼯業技術センター ⾃動化促進ラボ).

 中⼩製造業のニーズに広く応えることのできる県内ベンダーとして、これに加え
ロボットSIerとして、県内企業の発展へのより⼀層の貢献が期待される。 (井上)

【産学官連携】

AI画像認識によるコンクリート⾻材
粒度分布計測機器の開発

32
会社概要
会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

株式会社組込AI研究所
組込AI機器開発販売
2名
和歌⼭市栄⾕976-240

解決を⽬指した課題
◆ コンクリートの乾燥収縮性は⾻材の⽐表⾯積に
⼤きく依存するため、これを知ることはコンクリート
施⼯時の重要な要因である。
◆ しかし、従来はコンクリート⾻材の粒度分布を
簡易かつ精度よく測定する⽅法がなかった。

図1. 画⾓補正の為のプラスチック製基準
マーカーと 対応するJsonデータ.

課題解決の内容
◆

◆

和歌⼭県⼯業技術センター (⾃動化促進ラボ)
の⽀援により、カメラの画⾓測定の基準マーカーを
プラスチック3Dプリンターを⽤いて作成し (図1)、
市販のカメラで撮像した画像に、画⾓補正を適⽤
し⾻材の⼨法を正確に測定する技術を開発した。
同時に、AIを⽤いてセマンティックセグメンテーション
による⾻材の判定画像を作成し (図2 右)、
データに輪郭線を⼊れて⾻材の全断⾯積を計算し
⾻材の⽐表⾯積を⾃動計算する技術も開発した。

成果・効果

図2. 撮影画像 (左)と
AIによる判定画像 (右).

図3. システムの全体像市販カメラ
+JetSon Nano.

◆ コンクリート施⼯現場で、市販のカメラを⽤いて撮像し、⼩型コンピュータ
JetSon Nanoに本モデルを搭載し (図３)、これを適⽤することにより、
容易にかつ精度よくコンクリートの⾻材認識を⾏うことが可能となった。
◆ これにより、コンクリートの乾燥収縮率を精度よく予測することが可能となり、
コンクリート施⼯時の⼨法精度が⾶躍的に向上した。

⽀援担当者コメント
◆

和歌⼭県⼯業技術センターの持つ、AIに関する⾼度な知識を活⽤し画期的
な新製品の開発に成功した。本技術は、様々な製品の⾮破壊検査に応⽤の
可能性がある。 (井上)

【産学官連携】
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プロ作業者向けの腰と腕アシストスーツ

会社概要

会社名：
事業内容：
従業員数：
所在地：

パワーアシストインターナショナル株式会社
プロ作業者⽤の腰と腕アシストスーツの開発設計・製造・販売
5名
和歌⼭市中649-3 フォレストヒルズふじと台208室

解決を⽬指した課題
 県内の農業、建設業、物流業、製造⼯場、介護
施設等の幅広い業務分野で、持ち上げ、持ち下げ、
保持運搬、移動、中腰作業等のさまざまな軽作業
や重作業による作業者の⾝体的負担が問題化して
いる。
 こうした作業の⾝体的負担が、⾼齢者等が活躍で
きる働き⽅改⾰への妨げとなっている。

課題解決の内容

図1. 持ち上げ作業の負荷軽減.11

 和歌⼭⼤学システム⼯学部において作業負荷軽減
を⽬的として研究開発をしたアシストスーツの普及を
図るため、2015年に⼤学発ベンチャー企業として当
社を発⾜させ、2018年に製造販売を開始した。
 当初は重作業⽤の腰アシストスーツのみの製造販売
であったが、その後重作業⽤の腕アシストスーツ、軽
作業⽤のコンパクトな腰と腕アシストスーツを開発し、
広範な業務への対応を可能としている。

成果・効果

図2. 中腰作業の負荷軽減.12

 特に⾼齢化の進む農業分野において、収穫時の
コンテナの持ち上げ運搬等の作業の負荷軽減を図ることができた。
 ⼯場の原材料や製品倉庫での⼊出庫作業の効率化を図ることができた。
 建設業において、鉄筋結束作業等の中腰での⻑時間作業の負荷が軽減
し、⽣産性が向上した。
 介護現場での移乗介助、⼊浴介助、排泄介助、体位変換の作業時に、
介護者の作業負担軽減に寄与した。

⽀援担当者コメント
 アシストスーツの前駆的な本製品は作業の負担軽減を図ることで、本製品の導
⼊によって作業効率や⽣産性が向上し、働き⽅改⾰へとつながる。 (井上)
11, 12パワーアシストインターナショナル株式会社ホームページから引⽤

⽤語集
AGV

= Automatic Guided Vehicle

AI

= Artificial Intelligence

CAD

= Computer Aided Desing

CAM

= Computer Aided Manufacturing

DX

= Digital Transformation (X = Trans)

ERP

= Enterprise Resource Planning

FA

= Factory Automation

無⼈搬送⾞
⼈⼯知能

コンピューター⽀援設計

コンピューター⽀援製造

企業がデータやデジタル技術を活⽤し、
組織やビジネスモデルを変⾰し続け、
価値提供の⽅法を抜本的に変えること
統合基幹業務システム

⽣産⼯程の⾃動化を図るシステム

HACCP = Hazzard Analysis and Critical Control Point
⾷品の衛⽣管理の⽅式

IoT

= Internet of Things

MR

= Mixed Reality

モノのインターネット
複合現実
(類似語) AR 拡張現実、VR 仮想現実

⽤語集
NFC

= Near Field Communication

PLC

= Programmable Logic Contoroller

⾮接触型ICチップ

機械を⾃動的に制御する装置

RPA

= Robotic Process Automation

VPN

= Virtual Private Network

パソコン上のロボットで操作を⾃動化すること

インターネットに跨ってプライベート
ネットワークを拡張する技術

セマンティックセグメンテーション

ピクセルに基づいたアルゴリズムの⼀種

データロガー

電気信号を読み取り内部メモリにデータを格納する
装置

ベンダー

IT業界でのサプライヤーの意味

トラッキング

製造⼯場、物流倉庫等でのモノや作業者の位置 (動き)
履歴の管理

ロボットSIer (System Integrater)

ロボットを使⽤した機械システムの提案・設計・組み
⽴てなどを⾏う事業者

ロバスト

経年劣化が少なく、変化に強いこと

