
先進事例編
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対象企業名 事業区分 規模

東町漁業協同組合 水産加工業  漁業協同組合
（加工、包装）

人員数約150名
（パートなど約60名） 年商：約120億

会社紹介 主要製品

鹿児島県の最北端、北を熊本県天草と対峙した長島
に位置し、共済など総務事業、購買事業、販売事業を
行っている。販売・加工における主力の養殖ブリの生
産は全国で最も多く、全国初の持続的な成長産業で
あることを示すMEL認証を全漁場で取得。養殖ブリ
の加工場としては全国で始めてHACCP認証、対EU
輸出水産食品取扱施設認定を取得したほか、
ISO22000も取得し、約30%を輸出している。

主力は養殖ブリで、売上
比率は8割程度を占める。
原体とフィレを販売し
ているが、6割程度は
フィレである。
養殖ブリの他には缶詰、
フライ、ふりかけ、干物
などがある。

取り組みテーマ

養殖ブリのフィレ加工工程の省力化、省スペース化及び単価向上をめざした複数工程での生産性向上活動

工程変更Before After

Before
製造指示は事務所から紙で各工程の作業担当者に配布され、口頭確認し
ながら流れていく。フィレはバラバラで次工程に流れ、途中で修正す
る.出来上がった製品は、箱に複数のラベルが貼られ、出荷情報は人が入
力し事務所に戻る。配送センターで各店舗向け仕分が必要。

After
製造指示は事務所からデータでラインに送られ、作業担当者は動作を監
視をする。フィレは定方向で流れ、省力化が計れる。出来上がった製品は、
箱に一括表示されたラベルが貼られ、出荷情報は瞬時に事務所へ送られ
る。既に店舗仕分けまでできているので、配送センターにおける仕分け
の必要がない。

目標・成果に関して

活動成果目標
外部委託の仕分け作業を工程内に取り込んだ上で生産量を維持する
　・カット工程： 123％
　・梱包工程　： 144％
　・単価向上　： 50～100円/kg向上
※対象工程：カット～金探～包装～仕分け(ラベル貼)

投資金額（概算）
　1．100万円以下
　2．101～300万円以下
　3．301～1000万円以下
　4．1001～3000万以下
　5．3001万円以上

支援・関連企業 対象工程の成果

株式会社 ツネザワ商事（フィッシュカッター）
株式会社 寺岡精工　九州鹿児島営業所
（真空包装機・ラベル出力システムなど）

生産性 175%
人　数 10～11名→6名
時　間 リードタイム7.9%低減
生産量 月産能力109.2%
単価向上 50～100円/kg（予定）

基盤づくり編 自動化編 先進事例編
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

課
題
認
識
と
実
施
事
項

課題

・ 単一工程の生産性を向上させても仕分け作業を含めた生産量維持は難しいため、全体の生産性
を考慮し、ネック工程であるフィレカットを能力向上させた上で、実際の仕分け作業を行う検
査・包装工程の能力を確保する必要があった。

・ カット工程では、設備への投入方法によって形が変わり、搬送コンベアにて裏表、前後、左右が
混ざるため、ふき取り・検査工程で調整の手間がかかり、滞留による能力低下要因となっていた。
また、検査時に製品を観察する角度が一様ではないので、検査精度の悪化リスクがあった。
→フィレ投入作業を標準化するとともに、能力を10％向上させる.
・ 仕分け、梱包作業時にこれまでの流通拠点レベルから、個店レベルの詳細な情報を把握する必
要があり、その情報は既存のラベルシステムでは読み込めなかったため、システム対応も必要
となる（現状は事務所にある200種類以上ある個店別ラベルを受注情報から選択し、内容物（重
量）と向け先（チェーン名）と個店の3枚のラベルを貼る作業を1名専属で実施。また現場で受注
情報が確認できないため、事務所でバーコードを読む作業を行っている）
・ カット工程では投入ベルコンが長く、原料タンクをフィレ室の中に確保するスペースが狭かっ
た。

要因仮説・実施事項

・ 個店向けのラベルを貼り付ける作業は、別途そのラベルを基に個店向けに仕分けをする工程が
流通のチェーン上にあった。(流通側の加工費で実施)
・ 自社内の個店向けラベル貼りは工数がかかっているが、単価に変換できていない作業だった。
→ バリューチェーン全体の中で個店向け仕分けの機能を自社に取り込むことで単価を向上させ
るとともに、ラベル貼りの作業を効率化するコンセプト。

・ 単工程改善では新規業務設計ができなかったため、複数同時の生産性改善が必要
→ これまでは重量ベースの選別・包装のみの作業を行っていた工程で、個店向け仕様ごとの選別・
梱包・ラベル貼付という業務に変更するにあたり、当該工程での実現ができる工程能力の設定、
スペースの確保というライン全体の再設計を行う。

円滑な推進のための工夫点

・ 複数の工程で半年以内という時間制約がある中で、設備導入、システム改修、作業員教育を行う
必要があり、計画遅延ができないプロジェクトなので、支援企業との連携は密にとり、単なるモ
ノの発注・納品とならないよう現場にも取り組みを周知し、推進を進めた。

推進体制

東町漁業協同組合

・事業計画立案
・予算管理
・計画進捗管理

・改善コンセプト
・実施事項推進リード
・実績情報収集

PJTリーダー
（販売部長）

工場事務・経理担当
（加工課長）

工場管理責任者
（加工係長）

ツネザワ商事
（営業・設備担当）

寺岡精工
（営業・設備担当） システム担当
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

推進スケジュール

実施事項
分類

2019年 2020年

No. 内容 8 9 10 11 12 1 2

１ 計画立案
（ハード導入、システム対応）

計画

実績

2
改善推進
①ラベルシステム、カット工程等
②搬送コンベア

計画

実績

3 設備・ライン稼働検証
計画

実績

4 効果確認
（ライン全体での生産性向上）

計画

実績

5 効果確認
（継続的成果創出）

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ システムおよびハード（フィレカット設備）は事前に十分な検討ができており、比較的ス
ムーズに導入ができたが、ベルコンラインという流れに関わるところについては、導入
に想定外の時間を要した。
→ フィレカット工程が想定より高い能力を確保できたことで、想定以上に包装・梱包工程
の能力が必要なことがわかり、滞留させないために一部ラインの流れを制御できる機構
を付ける必要が生じたため時間を要した。
・ 能力向上の結果、これまでの能力を超える処理がいくつか発生した。包装工程は思いの外、
人的、機械的に余力がなく、今後ボトルネックと成り得る。処理数、スピードがアップす
ることで、排水処理能力を超えることがあった。

支援・関連企業との連携

・ 基本：個別企業との協議1～2回/月、関係企業による全体協議４回/期間
・ 随時：双方が進捗に応じて訪問にて打合せ対応
※ 既存設備との調整、干渉などが遅延リスクとなるため、現場確認のうえ懸念の共有を都
度実施した。

①
②
①
②
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

運用イメージ

・ 今回の改善で実現できた個店別の仕分け作業を実施しつつ、現状の作業負荷の高い作業
（例：腰をひねって原体を包装機にセットする、ラインの稼働状況を見ながらベルコンの
向きを制御する等）、速度アップに追随できない工程に対する改善を推進していく。
・ 改善の成果を工程の生産性だけでなく、ライン全体の生産性として正確に評価し、次の
課題を実施前にある程度抽出・予見できる生産管理データ活用を目指す。
※ 最も生産量の多い年末に対応できたことから能力的な確保は出来た。今回やってみて発
覚した、包装ラインの人作業の能力が追いつかなったことなどを事前に把握できるレベ
ルの生産性評価・実態把握を行う必要がある。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 日頃から記入している作業日報から生産性評価を行ったが、改善対象となる工程の区分
より粗い単位だったので、一部成果把握のために測定作業を行う必要があった。今後、生
産性評価の仕組みを整えるにあたり、詳細な工程ごとの記録に基づく生産性評価を行う
など、管理レベルの強化を行う必要がある。（不良も考慮した良品出来高と投入工数や設
備稼働時間など）
・ 養殖ブリの加工品比率を高めていく事業目標に合わせて、生産性目標を設定し、計画的
な投資、生産性改善活動を進めていく必要がある。今回は対象としなかった前工程（原体
のエラ、内臓を取り除く前処理）の能力を、省人化を中心に排水処理能力を勘案しながら、
継続的に改善を図る。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 古い施設を有効利用し改善の到達イメージを成果として定量的に示すことがなかなか
難しかった。複数工程や間接業務も含めた改善は骨が折れたが、定量的な成果を整理す
ることで着実な推進をはかることができたと感じている。（PJTリーダー）
・ 改善のコンセプトはかなりはっきりと持っており、実現イメージを持っていたが、実際
に形にして進めてみると、やはり想定外のトラブルが数多く発生した。特に、ピーク生産
に対応できるようになると、廃棄・処理系の能力や、後工程が追いつかなくなるというこ
とが発生することは、今後工程別の生産性を詳細に把握する必要性を感じた。まだまだ
改善できるところはあるので、引き続き、トライしていきたい（現場製造管理者）

東町漁業協同組合
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対象企業名 事業区分 規模

キユーピー 株式会社 ソース製造業 人員数：15,452人 年商：約5,457億円

会社紹介 主要製品

マヨネーズなどの調味料を主力とした食
品メーカーで、その他にも様々な食品、調
味料、業務用製品も手がけている。

取り組みテーマ

AI異物検査装置・電磁波虫検出装置による生産性向上・検査精度向上

工程変更Before After

Before After

目標・成果に関して

活動成果目標
1 クレーム件数低減：本装置導入前後でのクレーム発
生件数を検証する。
2 作業効率改善:検査工程人員3名化を検証する。
3 モデル学習検証作業時間削減：本システム導入前後
での作業時間を検証する。
4 モデル学習検証作業人員数減：本システム導入前後
での作業人員数を検証する。 

投資金額（概算）
　1．100万円以下
　2．101～300万円以下
　3．301～1000万円以下
　4．1001～3000万以下
　5．3001万円以上

支援・関連企業 対象工程の成果

・AI異物検査装置：株式会社ブレインパッド
・電磁波虫検出装置：産業技術総合研究所
・無影/無反射照明：設備製造メーカー
　（社名非公開）

生産性 125%
人　数 4名⇒3名
時　間 同時間
生産量 同数量

基盤づくり編 自動化編 先進事例編
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

課
題
認
識
と
実
施
事
項

課題

・ 食品メーカーの課題である異物混入に対し、食品メーカーは人手・目視による検査
工程へ多大な労力を費やしている。一方で検査作業が人手不足・収益低下の原因と
もなっている。
・ キユーピーは原料検査の課題に対し、AIを活用した原料検査装置の開発を行った。
本装置は他社への提供も行っているが、各メーカーからいただく依頼は様々で、よ
り汎用的な機械とすべく①更なる照明の改良(濡れていても反射しない)②虫の内
部混入検知の機能③多くの食品メーカーの要求に対応できるAI学習モデル作成の
効率化が課題であった。

要因仮説・実施事項

課題に対し、以下の2点で対応することとなった。
・ 電磁波による野菜の中の虫検出技術開発及び無反射無影照明の開発と有効性実証
・ AI学習工程のクラウド化による半自動化およびAI学習用システム作成

円滑な推進のための工夫点

・ 関連する企業が多かったため、役割を分担して各支援企業と打ち合わせを行った。

推進体制

キユーピー 株式会社

電磁波計測技術共同開発
産総研

AIアルゴリズム学習検証クラウド化開発研究依頼
AIモジュールクラウド実験
ブレインパッド

キユーピー株式会社

無影無反射照
明装置製造

検査装置
製造ソフト外注
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

推進スケジュール

実施事項
分類

2019年 2020年

No. 内容 8 9 10 11 12 1 2

１ AI原料検査機導
入

計画

実績

2 虫検出装置導入
計画

実績

3 学習環境のクラウ
ド化

計画

実績

4 学習モデル評価環
境のクラウド化

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 各機能ごとに分担し、それぞれの機能に対し最も適した企業とオープンイノベーション
で進めるようにした。
専門性が多岐にわたっていたので、各機能ごとに持つべき機能をトップレベルの企業と
やり取りをし、技術を結集していった。

支援・関連企業との連携

・連携内容：機能策定会議
・頻度：週一回、ただし各機能ごとには都度打ち合わせを実施
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

運用イメージ

・ AI原料検査装置は無影・無反射（水などによる反射影響を抑制する）照明の導入を行い、
精度をより高める。
・ 虫検出装置は、今後ディープラーニングを用いて精度向上を図る。
・ 学習モデル評価環境のクラウド化は、運用開始して、人員・工数削減が実現できた。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 現状は4cmレベルの虫の検出能力を持っているが、1cmレベルの小型の虫でも検出でき
るように感度を上げる。
・ 検査装置のコストについても多数の食品メーカーに受け入れられるよう、さらなる低価
格化を図る。
・ 虫検出装置は現在パックサラダを対象としているが、将来的にはキャベツや白菜など、
野菜の原体の中身の虫検知ができるようになることが目標。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ キユーピーとしては、企業理念として業界全体の食の安心・安全を目指して取り組んで
おります。本装置は多くの方々に使っていただけるように低価格・横展開できるような
汎用的な機能の所持を目指して開発をしました。現在でも多くのお客様からも引き合い
をいただいております。ご興味がございましたらお声がけください。

キユーピー 株式会社
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対象企業名 事業区分 規模

ヤマサ醤油 株式会社 しょう油・
食用アミノ酸製造業 人員数：833名 年商：581億円

（2018年12月期） 

会社紹介 主要製品

醤油の製造販売・各種調味料の製造販
売・医薬品類の製造販売などを行う。

醤油に加えポン酢などの調味料
および食品、医薬化成品、
診断薬などの4事業を持つ。
醤油全国シェア2位（11.7%）

取り組みテーマ

食品安全のためのトレーサビリティシステムの確立

対象製品と製造工程

対象製品：ヤマサ醤油　醤油関連製品

各工程の中でのロット管理を、工程ごとに個体でバーコード管理することにより、製造か
ら出荷までの安全・安心を確保した。

目標・成果に関して

活動成果目標
・トレーサビリティ機能およびフー
ドディフェンス機能の強化による
製品の安全・安心の確立

投資金額（概算）
非公開

支援・関連企業 成　　果

・基本業務はヤマサ醤油社内で対応。
MES/WMS/ERPなどのシステム
については、ヤマサ醤油から仕様
変更を都度依頼している。

成果
・人手作業におけるミスの削減
・原料から製品出荷までのトレーサビリティ
の確保
・パレット単位での出荷トレースの可能
・製品QRコードによる個体識別トレース

基盤づくり編 自動化編 先進事例編

生産者 購買先 原料
倉庫

生産
工場

製品
倉庫 届け先 消費者

トレーサビリティシステム
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

課
題
認
識
と
実
施
事
項

課題

・ ヤマサ醤油の銚子工場では食品の安全・安心を担うために、ロット管理を行ってき
たが、液体という特性上、原料や仕掛品ごとにロットのトレースが難しくなる課題
が存在した。
・ ロットの管理を銚子工場では手作業で行っていたため、人手が多く必要でかつ
ヒューマンエラーの恐れが存在し、時間もかかる作業になっていた。

要因仮説・実施事項

・ トレーサビリティを強化する活動の初期は、原料の管理に対し、受入の段階でヤマ
サのロットをつけることで、受入品の管理をできるようにした。
・ ロットごとではなく、各工程での開封状況をバーコードラベルに落とし込み、個体
管理化することで、各原料の開封後賞味期限がわかるようにした。

・ さらに、パレットへもバーコードをつけることにより、製造だけでなく流通時にも
トレーサビリティを確保することに成功した。
・ バーコード管理はGS1を採用し、原料管理まで標準化させている。

円滑な推進のための工夫点

情報システム部門が各現場を訪問し、ユーザーの声を聞きながらシステムを開発し
ていった。

推進体制

ヤマサ醤油 株式会社

情報システム
管理室　　　品質保証部

ヤマサ醤油

物流部　　

各システムベンダー
（MES/WMS）

製造部　　

購買部　　
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

推進スケジュール

非公開

※ トレーサビリティのシステム自体は2003年ごろからフレームワークを作成し、2011年
に成田工場を設立して作業効率アップをしている。

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ ロットごとに管理を行うが、食品は開封前／開封済みで賞味期限が変わるため、複数ロッ
トとして扱う必要が出てきた。そのため、ロットが分かれるポイントごとにラベルを発
行していた。新工場では、共通のQRコードに開封前後の賞味期限や製造ロット番号等必
要な情報を載せることで、ラベル間違えや発行のハンドリングを削減、一元的な管理を
実現した。
・ QRコードは国際規格であるGS1を採用しているため、事業者の枠を超えたトレーサビ
リティを実現できる。

支援・関連企業との連携

・内部打ち合わせにて対応
・その他年数回のユーザ会にも参加
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

運用イメージ

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 原材料の設定サイズに対して過不足があった場合、残量が出てしまうため追加で処理を
行う必要がある。
・ また、梱包された状態ではQRコードを使用できるが、内容物に関しては印字ができない
ため、内袋ラベル発行貼付けをする事で対応した。サプライヤーからの納入時に同様の
QRコードで管理が行えれば、全体の一元管理が可能となる。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 食品製造業においてトレーサビリティの実現はなくてはならない。ただし現状は事業者
を超えたトレーサビリティの実現は難しく、内部でできる限りのトレーサビリティを検
討した結果このような形となっています。今回使用しているGS1規格によるQRコード
での一括管理が事業者を超えて行われれば、生産者から消費者までのトレーサビリティ
が実現する可能性があります。
・ また、この方式を実現するにあたっては、MES/WMSは一から作り込み、ERPについても
可能な限りカスタマイズを行っています。これは、現場の声をよく聞いて、使いやすさを
追求したためです。現場を巻き込んだ改善を行うためには、現場をよく知ることが大切
なポイントです。

生産者 購買先

購買先 出荷トレース製造品質トレース

原料倉庫 生産工場 製品倉庫 届け先 消費者

発注情報

原材料
ロット番号

払出
ロット番号

中間品
ロット番号

受入製品
ロット番号

出荷製品
ロット番号

製造 秤量指図 製造実績 出荷

受入

QR発行

製造指図 出荷指図

入庫指図

検査指図

検査結果
試験指図

検査結果

出荷判定

ヤマサ醤油 株式会社
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対象企業名 事業区分 規模

ロボコム 株式会社
※支援を実施した企業 機械設計業 人員数：10名 年商：非公開

会社紹介 主要製品

―日本品質「Japanese Qualified & 
Operated Factory」を全世界へ―

製造業向けに新事業/生産戦略からロボット
エンジニアリング・自動化のサポート、データ
マネジメントまでワンストップ支援している。

ロボット構想設計・導入、
IoT・データマネジメント
企画立案等

取り組みテーマ

AIとロボット活用による自動定量ピッキングシステム

対象製品と製造工程

キャベツの定量ピッキングロボット

目標・成果に関して

活動成果目標
キャベツのロボットハンド把持による定量ピッキン
グを±10%以内の誤差でできるようにする。

投資金額（概算）
　1．100万円以下
　2．101～300万円以下
　3．301～1000万円以下
　4．1001～3000万以下
　5．3001万円以上

支援・関連企業 成　　果

株式会社 オフィスエフエイ・コム
（ロボットシステム構築）

株式会社 FAプロダクツ（マーケティング）
東京大学　松尾研究室（共同開発）

成果：活動成果目標の目途がついており、
実運用へ向けてさらにレベルアップ中。

基盤づくり編 自動化編 先進事例編
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

課
題
認
識
と
実
施
事
項

課題

・ 惣菜のお供であるキャベツの千切りはこれまで人手によりピッキングを行ってい
たが、労働人口の減少により自動化の検討がなされてきた。
・ 一方千切りキャベツは柔らかく細く、不定形な物体であり、ロボットの一定動作で
は定量的にピッキングすることが困難であった。

要因仮説・実施事項

・ 課題に対する要因は千切りキャベツが不定形であることから、ロボットハンドの
定量把持が難しいことだと把握した。
・ またロボットについては価格や納期が原因で折り合わないケースが多々存在する
ため、実運用のために素早く手頃な価格での開発を目指した。

・ それに対し、シンプルなロボットハンドの構造と短時間の機械学習「強化学習」と
いう技術を用いてアルゴリズムを作成した。
・ ロボットハンドは3Dプリンタによって製造。把持するワークや量にあわせ、最適
なハンドを1個から短納期で製造することに成功し、シンプルな構造ゆえに、導入
費用やメンテナンス工数の削減など、実運用での課題を解決した。

円滑な推進のための工夫点

・ AIの実装研究については研究室にて行い、オフィスエフエイコムがロボットシス
テム構築を実施し、それをロボコムでまとめて組み上げていった。

推進体制
・ロボコム

プロジェクト企画・ロボットハンド設計

・オフィスエフエイコム
ロボットシステム企画、アドバイス

・FAプロダクツ
マーケティングプロモーション

ロボコム 株式会社

・松尾研究室
AI、学習、企画
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

推進スケジュール

実施事項
分類

2018年 2019年

No. 内容 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

１ 商品企画
計画

実績

2 AI実装研究&開発
計画

実績

3 ロボットシステム
開発

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 開発を行うにあたり、当初は研究対象としてのロボットの開発を行おうとしていた。
・ しかし活動を継続するにあたり、「現場に実装できるロボットとしては、どのようなもの
が良いか」についての検討が始まり、センサーや機能の絞り込みを実施した。
最終的には価格・納期共に手頃で、ユーザーの使いやすいロボットはどういうものかと
いう視点でシステムを開発していき、横展開のできるロボットシステムを開発すること
ができた。
・ ロボットシステムについては、ハンド形状とセンシング方法についての開発に時間を要
した。ハンドの製作方法について、目標重量変更時などの検証スピードを速めるため、試
作時に3Dプリンタを採用した。

支援・関連企業との連携

・会議内容：定例会議やメールで進捗状況を随時確認
・頻度：週1前後
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

運用イメージ

・強化学習によってロボットに把持
させた量を学習させ、作業を繰り
返すことにより目標に近いグラム数
を取ることができるようになる。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ キャベツの水分量などの状態のバラつきに対する定量ピッキングについての強化学習
の研究を継続実施している。
・ キャベツを把持して容器に入れる際、入れた先のキャベツがこぼれたり、ハンドに残る
ことがあり、その結果定量から誤差が生じることがあり、要求品質の対応について、現在
検証している。
・ 実作業場へロボット導入にあたってスペースの確保が難しいため、ロボットの小型化に
ついては将来的な課題として捉えている。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 今後製造業の人手不足が加速化することが推測されており、ロボットの需要は上がって
いくものだと考えております。
・ 一方で、ロボットについては、すべての機能を持たせることは難しいと考えます。すべて
をやらせようとすると、莫大な費用や工数（メンテナンス含む）がかかり、機能の重点選
定については熟慮して、ロボットにできるorできない作業など、作業の仕分けをしてか
らロボットシステム開発を行うことが必要だと考えます。
・ ただし現状作業をロボットで補うことを考えるのではなく、将来的に利益をどう稼ぐか
（現状の労務管理との比較や、ロボットによる工場の長時間稼働実施など）といった、長
期的視野からロボットの仕様を決めていくことも重要です。

ロボコム 株式会社
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対象企業名 事業区分 規模

株式会社 コスモジャパン そう（惣）菜製造業 人員数：61名
PA比率：80% 年商：約8億円

会社紹介 主要製品

「北海道をもっとおいしく」をテーマに唐揚、焼鳥、
とんかつ、メンチかつ、ハンバーグ等の製品を主
力として、客先要望に細かく応えながら生産する。
「お客様へ商品の安全と安心を提供する企業」を
食品安全目標とし、ISO22000を取得済み。

取り組みテーマ

焼鳥製造工程の自動化による生産性向上（画像処理による整列ロボット/カットマシン）

対象製品と製造工程

目標・成果に関して

活動成果目標 投資金額（概算）
　1．100万円以下
　2．101～300万円以下
　3．301～1000万円以下
　4．1001～3000万以下
　5．3001万円以上

対象工程の生産性 2.5倍
人　数 3人⇒1人
時　間 同時間
生産量 8400個⇒8400個/時

支援ベンダー 成　　果

・シンセメック株式会社
　(システムインテグレータ)
・デンソーウェーブ株式会社
　(ロボットメーカー)

2020年1月現在最終検証中のため、現
時点の成果は未定だが、ほとんどの課題
はクリアし、成果目標を達成できる見込
み。

基盤づくり編 自動化編 先進事例編

導入前 導入後

導入前は1ライン5名で作業、
うち投入作業に3名

2台のロボットで肉を搬送し、投入作業工程を省人化
（3名⇒1名）

前工程のカットも運搬
ロスを減らすため

マシン利用のライン化
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

課
題
認
識
と
実
施
事
項

課題

・ 焼鳥製造工程は売上高のうちの30%程度を占めているが、人員は製造部内の半数
を占めているネック工程だった。
・ 中でも後工程である串刺し工程は、串刺し機があるものの機械への投入は、肉の種
類/重量/脂肪分からの順番などを瞬時で判断してから投入する必要があり、熟練
度が必要とされる工程であり、これまで機械化は難しいとされていた。

・ 一方、串刺し機を自動化する場合、前工程の肉カット工程から投入機へ運搬する人
員も必要で、運搬ロス削減のため、この箇所もカットマシンを採用してライン化す
る必要があった。

要因仮説・実施事項

・ 串刺し機は画像処理により目視と同等の判断が出来るかが大きな課題であった。
これをクリアする為に、3次元計測で画像処理を行い、2台のスカラ型ロボットで串
刺し機へ投入する事で解決した。
・ カット工程をライン化する際、ラインスピードを串刺し機と合わせる必要があっ
たため、マシンの改造を実施した。

円滑な推進のための工夫点

・ コスモジャパンとシステムベンダーで定期的に導入打ち合わせを実施し、課題を
着実に解決していった。

推進体制

株式会社 コスモジャパン

実施責任者
代表取締役社長

ロボットメーカー
担当

コスモジャパン システムインテグレーター ロボットメーカー

エンジニア
（ロボットプログラム）

エンジニア
（画像処理）

マネジメント担当
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

推進スケジュール

実施事項
分類

2017年度 2018年度 2019年度

No. 内容 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

１ ロボットシステム
の企画・開発

計画

実績

2 ライン全体の改造
計画

実績

3 投入ロボット処理
能力向上

計画

実績

4 量産導入
計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 串刺し投入は当初完全な自動化を検討していたが、ロボット2台では処理速度が追い付
かず、ねぎを投入できなかった。また、ねぎ自体長ねぎだけでなく不定形な玉ねぎもあり、
費用対効果を確認しながらベンダーと相談し、検品とねぎ投入を1名人員配置すること
に決定した。
・ 最初はロボットが肉を定置に置けなかったり、歯抜けに置いていくなど、生産量が伸び
悩むなどの課題が存在したが、ベンダーとの定期的な会議や試作（10回以上）を粘り強く
実施することにより、着実に課題を解決していった。
・ 推進メンバーが1名だったため、時間が十分に取れず、ロボットの処理能力向上が計画通
りに進められなかった。

支援・関連企業との連携

・ 連携テーマ（内容）：投入ロボットの画像処理および能力向上による生産性改善
・ 頻度：1回/月打ち合わせ、6回/年試作実施
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検討ステップ

STEP1：企画 STEP2：活動推進 STEP3：運用（歯止め）

運用イメージ

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 投入ロボットの処理能力向上⇒生産性アップについては、今後も継続して検討し、これ
までの目標以上の生産性を担保できるよう目指す。
・ カットマシンの速度調整については完了したが、前工程との連合作業であるため、肉を
投入するサイクルタイムや、マシン側での必要数量を計算する技術が必要かについて、
今後の試作や量産開始時に検討が必要。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 当初は串刺し工程の投入部のみを自動化しようと考えていましたが、自動化を考えるに
あたっては工程全体を見ないといけません。特に前後工程の連携がどうなっているかを
常に念頭に置きながら、改善活動を進めていくことが必要になります。

・ ロボットを使用する際には、ロボットだけでなくマシンの作業にも付加価値をつけてい
くことが大切です。特に今回、ロボットを採用したことで、これまで人が肉を型に押し込
むという無意識にやっていた作業ができなくなりました。そのため、串刺し機側に押し
込むという機能を追加しました。このように工程の連合作業をしっかりとらえることが、
ロボットを使用する際に大切になると考えます。

株式会社 コスモジャパン

スライス工程 カット工程

人員：0人

串刺し工程工
程

設
備

人
員

スライス機 カットマシン
投入ロボット
串刺し機

人員：1人 人員：1人
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食品製造業のさらなる生産性向上にむけて

コラム

・ 今後の食品製造業は、フードチェーン全体を通して環境負荷を最小限としながら
も、顧客の多様な要望に答えることが期待される。
・ 今後、人に依存する作業は事業継続のリスクとなっていくことが予想されるため、
如何に人依存の作業を減らして行けるかが重要となる。
・ 工程や作業の中で、スキルのある人が都度判断してくれる機会は減るため、製品別、
工程別といった細かなデータを適切に取り扱えるようにし、より一層低リスクで
高品質な製品を効率的に製造することを実現する事が重要となる。
・ その際の生産性向上活動においては、人の役割が作業者から問題解決や業務設計
により深く移り変わっていくことが予想され、企業はその支援を行うことが予想
される。

人作業比率の低減

環境負荷低減

人材育成・体制整備

・廃棄・返品最小化
・資源循環可能な容器・包装
・効率のよいエネルギー活用

・工程管理、生産管理
・デザイン思考(本質思考)
・プロジェクトマネジメント
・システム・ベンダーマネジメント

・作業、技能標準化
・能力、スキル管理と配置管理
・自動化：システム・設備化
・高度化：AI・IoT等の活用

製品別・工程別での
生産性リアルタイム把握
（動的ネック工程把握）
原価把握・低減

（運用コスト最小化）

マス・カスタマイゼーション
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Memo
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表3

本事例集について
　本事例集は令和元年度（平成31年度）食品産業イノベーション推進事業における実証事例を
中心に一般的な事例を収集しました。推進事業に関しての検討協力者・社は下記のとおりです。

■令和元年度（平成31年度）
　食品産業イノベーション推進事業　評価委員会（企業名五十音順）

-　FA・ロボットシステムインテグレータ協会　会長 久保田和雄
-　国立研究開発法人産業技術総合研究所

　人工知能センター　副研究センター長 谷川　民生
-　株式会社日本食糧新聞社　常務取締役 木下　猛統
-　一般社団法人　日本ロボット工業会　事務局長 矢内　重章

■令和元年度（平成31年度）
　食品産業イノベーション推進事業　実証事例モデル事業者
　・革新的技術活用実証事業（ロボット化、IoT・AI活用などの設備導入）

A 事業者タイプ
-　株式会社 山神
-　株式会社 高浜
-　株式会社 マルハチ村松
-　株式会社 トミイチ
-　東町漁業協同組合
B 共同実証タイプ
-　株式会社 ジョイアス・フーズ
-　キユーピー 株式会社

　・業種別業務最適化実証事業（生産性向上活動のコンサルティング）
-　株式会社 恵那川上屋
-　株式会社 大和
-　株式会社 ネクストワンジャパン
-　髙田食品工業 株式会社
-　大関食品 株式会社
-　マルユー 株式会社

■令和元年度（平成31年度）食品産業イノベーション推進事業　事業実施主体
　・株式会社 日本能率協会コンサルティング　食品産業生産性向上推進プロジェクト

-　プロジェクトリーダー：島崎里史
-　プロジェクトメンバー：角田賢司、有賀真也、森田真也、志村達矢、古市謙
-　事務局　　　　　　　：寺脇悟、伊藤雅子
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