
自動化編



37

対象企業名 事業区分 規模

株式会社 山神 その他の水産食料品製造業 人員数：55名 年商：約48億円

会社紹介 主要製品

青森県陸奥湾産ほたてを加工する食料
品製造業を営む。
ほたての1次原料を冷凍した「冷凍ベ
ビーほたて」やほたてフライなどのほた
て加工品を主力製品とする。

取り組みテーマ

エア機構採用機械によるほたてフライ製造「手包み感覚」自動化

Before After

生パン粉に適度の圧力
を加えて成型する熟練
者の技
フライの手作り感が際
立ちます。

目標・成果に関して

活動成果目標
・注文数量増大に対応するための生産量アップ
・手付け作業と同等以上の製品出来栄え

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

・マイコック産業 株式会社
　（パン粉つけ機）
・株式会社 ウインターハルター・ジャパン
　（洗浄機）
・北沢産業 株式会社（洗浄機）

生産性 352.4%
人　数 7名⇒4名
時　間 398時間⇒428時間
生産量 198.8%

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

・ 当初ほたてフライはカキフライの二番煎じであったが、徐々に新規顧客層への浸
透も進んでいき、大手コンビニチェーンの冬ギフトに採用されて以来、受注が伸び
続けている一方、需要に対する生産量が追い付かず、需要増加の対応に向けた生産
効率の見直しが急務になった。
・ 生産性向上を向上させるために以下2点の課題が存在した。
　①製造機械の清掃工程
　②製造工程の自動化

要因仮説・実施事項

・ 清掃工程は1日1時間以上かけていたが、洗浄機械の導入により、従来1時間かけて
いた洗浄作業を30分に短縮し、ふき取り検査の結果も以前より良好になった。

・ 製造工程の自動化については、機械メーカーにサンプル製造を依頼したところ、既
存の機械ではほたてフライの品質を維持することができなかったため、既存の機
械を搬入し、規格変更を1つ1つ積み上げていった。
・ 特に試作を繰り返し、量と質を両立できるような改善に取り組んだ。

円滑な推進のための工夫点

・ 品質を保つために、ロボットメーカーだけでなく原材料メーカーとも都度合同で
会議を行った。
・ 従業員も含めた試食会も行い、品質の確認を進めた。

推進体制

株式会社 山神

推進責任者：専務取締役 経理責任者：常務取締役

事業報告/請求実務製造担当者

実施責任者：班長

製造部長・課長

製造責任者：主査 メンテナンス
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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 改革内容、
仕様確定

計画

実績

2 発注ベンダー契約
発注

計画

実績

3
設備導入　or
コンサルティング
導入

計画

実績

4
モデル稼動
改善推進による
進捗・成果確認

計画

実績

5 製造受注
計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 自動生パン粉付機の導入以降、ほたてフライの製造数は増やせることは確定した。ただ
量産可能だからとすべての顧客の要求品質を満たせるわけではなかった。「パン粉を一
つ一つ丁寧に手付けして…」というキャッチフレーズで推していたが、新たに「手包み感
覚」の自働機械では、ほたてフライが円盤状になってしまったり、パン粉の風味が変化し
たりした。
⇒ ロボットメーカーの営業担当だけでなく整備担当も現場に立ち会ってもらい、Face to 
Faceで課題を伝え、問題解決をしていった。
かつ、できたものをその場で試食し品質差異を確認し、連日で対応してもらうことによ
り、要求仕様に応えられるロボットのスペックを作成した。

支援・関連企業との連携

・ 連携テーマ：（パン粉つけ機）「手包み感覚」を維持できるロボット製造（洗浄機）機材の画
像・部品を画像で送り、分解してセットできる洗浄機の選定
・ 頻度：（パン粉つけ機）月1回工場へ来所し、数日間滞在していただき、出てきた課題をス
ピーディに処理できるようにした。（洗浄機）仲介業者に都度要望を聞いてもらうように
した。
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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

・ 設備刷新による実績管理は作業日報で実施し、生産スピードと生産量の管理を継続して
いる。
・ 最終的には、ほたてフライ製造工程で省人化できた人員は他ラインへ移動し、工場全体
で106.1%の生産量向上を図る。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ まだ機械での製造について不安があり、ほたてフライ製造の従事者は、従来の4名から
減っていない。
新入社員の研修や教育を経て、いずれは工場内ローテーションで、ほたてフライ製造工
程に従事する人員を減らしていく見込み。
・ 人が行っていた作業を機械化し同等の品質を担保するためのポイント、トライアル内容
の整理については継続して実施する。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 最初は原材料をロボットメーカーに送って試作品を作ってもらい、その中で良いベン
ダーを選定することができました。このように、要求品質を保つためには、初動で連携で
きるロボットメーカーに直接投げかけることが大切になります。
・ 理想の商品像がある場合は、妥協はせずに、ロボットメーカーや、場合によっては原材料
メーカーを交えたやり取りが必要になります。特に山神では味や見た目など品質にこだ
わりを持ったため、値段だけでなく質を満たしてくれるベンダー・サプライヤーを選べ
るかが、活動推進できるキーポイントになります。

株式会社 山神
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対象企業名 事業区分 規模

株式会社 高浜 水産練製品製造業 人員数：150名 年商：約26億円

会社紹介 主要製品

水産練製品（揚げかまぼこ・笹かま・ちく
わ）、レトルト食品、冷凍食品、その他加
工食品の製造を行う。

取り組みテーマ

ロボットアーム導入による労務負担軽減・生産性向上

工程変更Before After

Before After

目標・成果に関して

活動成果目標
・生産量の増加による労働生産性の向上

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 デンソーウェーブ
　(ロボットアーム)
・株式会社 レイティストシステム
　(システム開発)

生産性 116.8%
人　数 7名⇒6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

・ 笹かまの包装工程において、ラップ包装された製品を急速冷凍機に投入する際に、
作業者が1名常置し、凍結機搬送コンベアへ乗り移す作業を目視検品と合わせて
行っており、作業スペースも限られた中で確保せざるを得なく、不安定な体勢で左
右に手を常時動かすため、作業負担が大きくなっている。

・ 上記の工程をロボットアームで乗り移させることで、作業者を常置する必要がな
くなり、且つ包装形態などの不具合に対する検品を強化することで生産性の向上
につながる。

要因仮説・実施事項

・ 支援企業のロボットアームを動画で確認し、局所的な動作でも導入が可能という
実現性を見込んだため、自社に必要な仕様を伝えて開発を開始した。

・ 動作に対して、支援企業（ロボット/システム）と都度確認しながら随時問題解決を
行っていった。

円滑な推進のための工夫点

・ システム開発会社に必要な機能を伝え、そのシステム開発を行い、システム開発会
社側からロボットアーム開発とやり取りを行った。
・ 特にシステム開発会社との連携が大切になってくるので、契約前に入念な確認が
必要。

推進体制

株式会社 高浜

製造責任者：管理部次長

システム開発：
レイティストシステム

ロボット開発：
デンソーウェーブ

工事責任者：工場長

設備担当者

経理担当者
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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 改革内容、
仕様確定

計画

実績

2 発注ベンダー契約
発注

計画

実績

3 設備導入
計画

実績

4
モデル稼動
改善推進による
進捗・成果確認

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ ロボットの動作がスペースの問題で作業ロスが発生し、搬送が間に合わず次工程へ繋げ
られない事案が発生した。
⇒ コンベアの長さを短くする＆アームの向きを変更するなど、ライン全体のレイアウトを
変更した。スペースを確保するためには、該当工程だけでなく、ライン全体の見直しをす
ることで、スペースの確保を行った。

支援・関連企業との連携

・ 連携内容：ロボットシステム開発＆ロボット導入
・ 頻度：システム会社とは月1のミーティング、試運転前後は週1回のタイミングで行った。
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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

・ 工場全体の生産比率が変動しており、当該ラインの稼働日が少ないため、継続した生産
性の確認が必要。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ システムの導入は済んだが、今後も検証の継続が必要。
ライン内＆工場全体のKPI管理は月次単位で確認し、異常がないかチェックする見込み。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ ロボットのトラブルが発生した際の防止策についてのケース想定とそのリスクヘッジ
が大切だと考えました。人間で臨機応変に対応できるトラブルもロボットだとうまく処
理できない可能性があるので、これを回避するプログラムを組み込むことで、より一層
生産性向上が見込めると考えます。

株式会社 高浜
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対象企業名 事業区分 規模

株式会社 マルハチ村松 その他の水産食料品製造業 人員数：537名 年商：約232億円

会社紹介 主要製品

カツオのダシなど、天然調味料及び各種
調味料をはじめとした、給食・外食向け
や食品メーカー向けに製品の企画/製造
/販売を行う。

取り組みテーマ

製造現場の紙帳票電子化による労働生産性向上

工程変更Before After

Before
製造工程では紙帳票による記録や情報伝達が行われており、作成・印刷・
配布工数や、紙への記録・チェック・修正・職長確認・ファイリング等の付
帯工数が発生している。

After
ERPの製造指図情報から電子帳票を自動作成することで、紙帳票作成工
数のゼロ化を実現。タブレット入力にすることで入力ミスを無くし、
チェック工数を大幅削減することが可能。紙ファイリングする必要が無
くなり、デジタル化された帳票内のデータを活用・分析が可能となる。

目標・成果に関して

活動成果目標
・製造記録書業務の労働生産性を104.9%向上
・原材料受入業務の労働生産性を103.2%向上
・工場全体の労働生産性を103%以上向上

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

■電子帳票システム：ConMas i-Reporter
　（シムトップス社）
　工場内無線LAN

■Sler
　富士ゼロックス静岡 株式会社

生産性 105%
人　数 3名の削減
時　間 79.6%削減
生産量 同数量

基盤づくり編 自動化編 先進事例編

紙とペンによる作業者による記
録業務

記録入力者や職長による内容点
検・問合せ・修正作業

静岡工場で年間65,000枚の製造
記録書が発生、ファイリング
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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

・ 生産現場での記録対象が増加したことにより、労働生産性が低下している。
・ 特に製造記録書は品質や生産性など有用な情報が掲載されているが、手書きであ
るが故にデータのスピード収集ができず、また自動化への停滞防止や採算性改善
など、付加価値を高める業務に活用されていない。
さらに、製造記録書の運用と確認作業が、担当者/管理者の間接業務比率を増やす
要因となっている。

要因仮説・実施事項

要因は合計10点あったが、クラウド化で解決できる要因が最も多く方向性を決定し
た。以下が生産性向上阻害の主な要因であった。

・作業場所・担当者へ製造記録書の配布
・製造記録書の回収
・製造記録書の整理・収納保管・管理
・ 改善案件/トラブル調査時の記録情報の収
集及びPCへの転記・整理・分析

・ 生産計画に合わせた製品ロット別の製造記
録書の印刷と準備業務
・ 作業者による記入、記録記入者による内容
の点検
・顧客などからの情報開示業務

円滑な推進のための工夫点

・ 全体計画表を支援企業からマルハチ村松側へWBS（作業分解構成図）を提出し、そ
れに沿った活動が行えた。
・ 現場からもプロジェクトメンバーを選出し、実態に即したシステム作成をした。

推進体制

株式会社 マルハチ村松

請負エンジニアリング会社プロジェクトオーナー：取締役兼本部長

統括責任者：静岡工場長

現場推進スタッフ

経理担当：生産管理課
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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 発注ベンダー
契約・発注

計画

実績

2
プロジェクトチーム発
足
実行スケジュール策定

計画

実績

3
製造記録書帳票定義と
作成
（製造記録書電子化）

計画

実績

4 帳票定義と作成
（原材料資材受入）

計画

実績

5 システム試運転・
検証修正・成果評価

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 使用したソフトがパッケージソフトであり、カスタマイズによる融通ができない制約条
件があったため、プロジェクトメンバーがソフトの講習会に参加し、出来ること/出来な
いことを把握し、要点を絞り込んでいった。

・ 現場主体で行ったため、通常業務中にシステム構築を実施したが、製造が滞らないように、
他メンバーへの説明や調整を入念に行った。このように、導入過渡期の調整は全社一丸
となって行い乗り切っていった。

支援・関連企業との連携

・ 連携内容：紙帳票⇒システム化の対応
・ 頻度：週1でミーティング（半日～終日）
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株式会社 マルハチ村松

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

・ 作業習熟推進のため、従来使用していた紙帳票は現場に持ち込まず電子媒体での実践を
行う。
・ 運用初期の段階では、データの抜け漏れが発生していないか、管理者の残業対応は必要。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 基幹システム（SAP）との連携向上等、他システムとの連携をとれるようにする。
・ ペーパーレス化だけでなく、工場全体として生産性向上に寄与したことが示せるよう情
報整理を行う。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ システム構築とはいえ、現場主体の活動にしたほうが先々スムーズな運用ができると考
えます。実態に即した運用をするには、現場の声を上手く汲み上げていくことがキーポ
イントだと考えます。
・ 使用する場所は工場現場になるので、現場で進化させられるシステムであることが大切。
現場になじみがあり、現場が変更できる、いわば現場で完結できるようなシステムの構
築をしていったほうが良いと思います。今回は、最初はシステムがわからなかった人で
も携われるようになったところが、重要なポイントだったと考えます。

・ 本稼働後は、トラブル対応後も紙ではなく電子で対応しましたが、これがシステムを定
着させるきっかけになったと考えます。
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対象企業名 事業区分 規模

株式会社 トミイチ 他に分類されない食料品
製造業

人員数：272名
PA比率：約66% 年商：約84億円

会社紹介 主要製品

青果物全国流通/加工向原料卸/農産資
材販売/アグリサポート事業/冷凍野菜、
冷凍食品の製造販売

取り組みテーマ

自動南瓜ヘタ取り機導入による工数減・生産性向上と精度一定化による歩留向上

工程変更Before After

Before After

目標・成果に関して

活動成果目標
・南瓜ヘタ取りの工数改善、生産性向上
・ロボット活用による改善意識の定着化
・工場全体の品質・歩留向上と省人化
・運搬工数と労災リスクの低減

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

・三菱電機 株式会社
　（ロボットアーム/カラーカメラ）
・株式会社 キーエンス（各種センサー）
・株式会社 VOLTA（コンベア）
・株式会社 HAL CORPORATION（関口刃金物）

生産性 200%
人　数 6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

カット南瓜 大根おろし
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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

・ 南瓜加工工程における「ヘタ取り工程」において労災リスクと作業員の定着に苦慮
していた。
・ 掌や手首・腕への負担が大きく、1人に丸1日作業をさせることが不可能であった。
・ かつ技能が必要なため処理速度や精度は個人差が存在し、作業者は過負荷を理由に、
定着率が低い。

要因仮説・実施事項

今回の自動化困難な要因は以下の3点であった。

・ 原料歩留を確保するため、貫通させずヘタだけを除去する必要がある。

・ ヘタの位置を特定する機構をアナログで実現できない。

・ ヘタの除去方法においては「くり抜く」機構が必要

これらに対し最初はハンディタイプを採用したが省人化の効果が薄く、ロボット
アームを繰り抜きの独自開発機構を組み合わせてユニットを実現した。

円滑な推進のための工夫点

・ 従業員へは全自動化が必要な背景とメリット（少子高齢化による人不足・重筋作業
低減）を説明し、本機のポテンシャルを最大限発揮するための教育（受入規格の遵
守等）を実施した。

・ ベンダーとは「世の中にないモノづくり」に携わるプライド・使命感を刺激し合い、
当事者がワクワク・ドキドキしながら邁進することの重要性を共有し、相互にモチ
ベーションを高める工夫を凝らした。

推進体制

株式会社トミイチ

実施責任者
加工食品事業部　製造部
製造部長/製造管理課主任

全般とりまとめ
加工食品事業部　製造部　製造管理課

日報管理
加工食品事業部　製造部　第1工場/管理課

設備管理
加工食品事業部　製造部　設備管理課

計上管理
管理部（経理）



51

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 仕様確定
計画

実績

2 ベンダーからの各
発注先パーツ製作

計画

実績

3
ベンダー工場での
1stアセンブリ・
基本動作確認

計画

実績

4
当社工作室搬入・
連続動作他初期テ
スト

計画

実績

5
工場搬入・第1回
実証開始・進捗管
理

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 画像処理におけるヘタの認識設定について、カラーの場合、ヘタと似た色味の南瓜地肌
も同一視する傾向が強く、失敗してしまった。
それに対しモノクロを採用し、ヘタのコルク繊維が南瓜の地肌と差別化しやすいと結論
付けた。
・ ライン上で繰り抜いたヘタがコンベア上にこぼれてしまう/南瓜抑えが個体差によって
押しつぶしてしまうなどが、ラインストップの原因となった。それに対し、治具の改良で
対応した。

支援・関連企業との連携

・ 連携内容：テスト運転の実施
・ 頻度：テストは3週間各支援企業からの確認を行った。
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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

・ 硬さや形状差にかかわらず安定したパフォーマンスを出すために、パーツ改善や検証が
今後も必要になる可能性がある。
・ 南瓜の受入規格を決定し、自動化時にライントラブルが発生しないようにする。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 事前準備⇒トライアル結果より、原体の硬さ・形状・色彩が安定しないことによる難しさ
についてポイント整理を行う。
・ 受入規格外の原料対策について、規格を切り分ける情報整理が必要。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ ロボットを取り入れるにあたっては期間や確認すべき事項のトライアルをどれくらい
できるかでロボットの精度が決まるので、アプローチを支援企業と連携しながら深めて
いくことが大切。一年という期間ではなく長期的展望を持ったほうが良いと考えます。

株式会社トミイチ
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対象企業名 事業区分 規模

株式会社
ジョイアス・フーズ

その他の水産食料品
製造業

人員数960名
（契約社員807名）年商：約226億円

会社紹介 主要製品

コンビニエンスストア向けのそば・うど
ん・中華麺・生パスタ等麺類の開発・製
造・販売
惣菜（たこ焼き、揚げ出し豆腐等）の製
造・販売

取り組みテーマ

中皿閉め工程の自動化による生産性向上

工程変更Before After

Before After

目標・成果に関して

活動成果目標
・作作業者の熟練度による精度、生産性のばらつ
きの解消
・要員不足の解消
・新規作業者への教育時間の削減
※対象工程は中皿閉め（製品に蓋をする工程）のう
ち、中皿の部材を供給する工程の改善である。

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

■技術支援
　株式会社 日清製粉グループ本社　技術本部

■設備設計・製作
　株式会社 日本機材
　株式会社 シンテック

生産性 108%
人　数 13名⇒12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

お弁当の麺商品には、薬味や具材を乗せる中皿が必要である。
中皿をラインで供給するために1名人員が必要であったが、薄い素材のため複数枚重
なってしまったり、掴みにくかったりして、後工程へのタイムラグが発生する作業で
あった。この部分にライン協同型ロボットを導入し、スムーズな中皿供給を行うこと
で、ライン全体の生産性を高める取り組みを行った。
・ 慢性的に要員確保が困難であり、労働人数の省人化を図る必要がある。
・ 作業者の入れ替わりが多く、新入職者への教育が負担となっている。
・ 作業者の熟練度により、精度、生産性がばらつくため、安定稼働させたい。
・ 繁盛期と閑散期の生産量の差が大きいため、繁盛期に要員を一時的に確保する必
要がある。そのため、繁盛期には熟練度の低い要員が多いため、生産性が低下する。

要因仮説・実施事項

ロボットによる自動化を達成することで、要員削減、教育時間の削減、安定稼働が可
能になると考えた。
・ 人手のかかる工程について、自動化のための検証を行ったが、麺や具材などは非定
形物であることなどから決まった動作を行うロボットでの把持については難しく、
まずは定形物である中皿工程から取り組みを開始した。

円滑な推進のための工夫点

・ 実製造ラインに設置するため、早い段階から工場担当者と密にコミュニケーショ
ンをとるように心掛けた。

推進体制

株式会社 ジョイアス・フーズ

・事業実施者
・ユーザー視点での機器開発

・メーカーの選定

・中皿閉め装置の要素技術開発
・機器開発支援

・機械設計、制御設計
・組立調整、現地立ち上げ

技術支援

発注

協力

株式会社
日清製粉グループ本社 株式会社 シンテック

株式会社
ジョイアス・フーズ 株式会社 日本機材
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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 仕様決定
計画

実績

2 ベンダー発注
計画

実績

3 装置詳細設計
中皿補給部製作

計画

実績

4 システムの構築・
納入

計画

実績

5 設備の稼働
進捗・成果確認

計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 資材の供給方法が当初想定した方式では傾きが発生したため、設備仕様を変更した。そ
のため、ベンダー発注が遅れたが、詳細設計を前出ししたことで全体スケジュールへの
影響は発生させなかった。
・ 工場にロボットが導入されることによる従業員からの不信感（自分たちの仕事がなくな
る、危険など）を払拭するため、説明会を実施し、協働ロボットと共存したレイアウトを
達成できた。
・ 出荷前検査後の手直しを行える期間を計画時からもう少し長くとるべきであった。一部、
現場に設置後改善を行ったため、工数の面で無駄が発生してしまった。

支援・関連企業との連携

・ 連携内容：設備仕様、設備評価
・ 頻度：月1回の進捗会議、適宜電話、メール実施
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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

・ 導入して間もないが、設備導入による効果はみられているため、段階を踏んで横展開を
行い、人員削減を進める。

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

・ 切替え機構を改善し、切替え時間の短縮を行う。
・ 現場作業者の協働ロボットのティーチング熟練度を向上させるため、教育、マニュアル
の充実を図っていく。
・ 異常時（ロボット停止時）の運用方法を確立させる。
・ 装置のコンパクト化を図り、既存工場への導入をスムーズにする。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ まずは自社内の基本的な事項（作業内容およびその実施方法など）を支援企業に理解い
ただくことが最初のステップになると思います。
・ 工程の自動化をするにあたり、前後工程の連携やラインの制約などのライン全体のイ
メージを支援企業に持ってもらうことが大切だと考えます。そうすることにより、ロ
ボット導入による自動化を他工程への横展開しやすい形で推進できると思います。

株式会社 ジョイアス・フーズ



57

対象企業名 事業区分 規模

株式会社 テクノツリー
※支援実施した企業 情報サービス業 166名

（2020年1月時点）
年商：14.3億
（2018年度）

会社紹介 主要製品

「技術と人をつなぐインターフェースの
役割を追求する」という理念のもと、XC-
Gateを始めとするパッケージソフトの
開発・販売のほか、各種ソフトウェアの
開発、マニュアルやプロモーションムー
ビー等の制作も行う。

XC-Gate

取り組みテーマ

帳票ペーパーレス化による業務効率化

対象製品と製造工程

おにぎりの製造を例とした工程フローにおける管理点および電子化項目

目標・成果に関して

活動成果目標
・現場状況のリアルタイム報告
・集計等作業の効率化
・紙帳票コストの削減
・チェック漏れ防止
・HACCP対応・業務負担軽減

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

非公開

成果
・作業状況の自動記録による品質管理強化
・設備情報取得によるモニタリング体制確立
・日報・月報の作成・集計業務効率化

基盤づくり編 自動化編 先進事例編

材料・
受入 運搬 保管 下ごし

らえ
洗米・
吸水 水張り 炊飯 さまし 盛付 試食 出荷

・賞味期間　・異物
・鮮度　　　・防虫
・管理温度

受入・検査記録

・具材確認
・調理内容
・調理温度

調理比率の
確認・記録

・水加減　・計量
・にごり　・時間

水質・水温の
確認・記録

・異物確認
・盛付確認

外観チェック記録

・五感
・量
・出荷時確認

出荷記録



58

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

・ 現場では紙帳票での記入作業が多発しており、紙やペンの持ち込みによる異物混
入リスクが存在しているほか、データ化されていないためリアルタイムの進捗等
確認ができずにいた。
・ 手書きでの記入作業のため、記入間違いやチェック漏れ等が発生する可能性があっ
た。
・ 取得したデータをもとに分析を行おうとしても、データの転記や取りまとめが必
要だったり、データ取得から時間が経ってからの分析となってしまったりしてい
たりで、データを有効活用できていなかった。
・ システムを導入する際、日報フォーマットが多様だったり、現場のスキルが足りな
かったりして、導入障壁が高くなっていた。

要因仮説・実施事項

・ ネットワークや端末を使用するため、現場の実態調査を行い、どのような導入方法
が適切か検討を行った。
・ 実運用に向けたトライアルを行い、必要に応じて現場へのフィッティングを行った。
・ 実際に使用している帳票を確認し、システムに置き換えた。その際、操作がシンプ
ルになるよう関数等を用いて帳票を設計した。

円滑な推進のための工夫点

・ トライアルを利用して具体的な活用イメージを持ってもらい、運用上の問題やカ
スタマイズが必要な点を確認した。
・ 打ち合わせを通じて現場への改善必要性の浸透を行ってもらった。

推進体制

株式会社 テクノツリー

クライアント

テクノツリー

製造部

品質管理部

活動推進

生産・品質管理課

生産技術部
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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

実施事項
分類 1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目

No. 内容

１ 問い合わせ
計画

実績

2 紹介・打ち合わせ
計画

実績

3 サンプル帳票作成
トライアル

計画

実績

4 現場への適応
計画

実績

5 実運用
計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 拡張性に富んでいるシステムのため、現場側の要望がなかなかまとまらず、スタートで
きずにプロジェクトが進まなかった。
・ 推進体制にシステム関係者が入っておらず、システムの導入に対する抵抗感があったり、
現場作業者からの理解が得られないことがあった。
・ トライアルを通じて利用イメージを共有し、ミニマムスタートできるよう準備を進めて
いった。
・ そのため、上層部から電子化の必要性を現場まで浸透させてもらうほか、トライアルを
通じて活用イメージをもってもらうことで、改善を進めていった。

支援・関連企業との連携

・ 連携テーマ内容：対象工程・問題点把握・トライアル説明・サンプル帳票作成
・ 開催頻度：必要に応じて月1～2回
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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

・ QR読み取りや基幹システムとの連携、その他設備との連携等データ取得の方法につい
てオプションとして拡張していくことが求められる。
・ また、無線環境がない場合リアルタイムでの追跡ができないため、ネットワーク環境整
備についても今後踏み込んでいく必要がある。
・ 基本的に操作はタブレットやPCといった端末を使用するため、現場環境によっては防
塵・防水等の機能が必要になる。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

・ 本システムは拡張性に富むため、フォーカスを広げやすい一方、なかなかスタートでき
ない可能性があります。まずはミニマムスタートしてから対象工程・製品等を広げてい
くほうが、実感も湧きやすく現場へのフィットもしやすいので、まずは導入してみるこ
とをおすすめします。
・ トライアルを有効活用するほか、なぜ改善に取り組まなければいけないのかといったこ
とを現場層まで浸透させ、プロジェクトが進みやすい体制づくりが必要です。
・ 現場特性を考えて、どういった端末を使用するべきか検討する必要があります。

株式会社 テクノツリー

Excelで帳票作成・アップロード  Excelで帳票作成・アップロード

帳票作成者・PC

帳票登録

受信サーバ

ExcelCSVExcelCSV

Excel帳票Excel帳票

機械点検記録

入力・送信

データ閲覧・
出力

管理者・PC

利用者・タブレット

賞味期限チェック冷蔵・冷凍庫温度記録
 データを出力し、集計・分析
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対象企業名 事業区分 規模

コネクテッドロボティクス
株式会社

※支援実施した企業
情報サービス業 人員数：35名 年商：非公開

会社紹介 主要製品

「調理をロボットで革新する」というビジョン
のもと、飲食業における「重労働からの解放」
「日本食を世界へ」「作りたてのおいしさ」を提
供できるロボットサービスを開発している。

飲食店向けのロボットサービスの
研究開発および販売

取り組みテーマ

駅そば自動ロボットの開発による店舗効率化

対象製品と製造工程

目標・成果に関して

目標
調理ロボットに特化したAIや制御技術を活用し、
以下の目標を達成する。
・そば業態の革新
・味の均一化
・省人化

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

支援企業：
・株式会社 日本レストランエンタプライズ
・JR東日本スタートアップ 株式会社
関連企業：
・厨房機器開発メーカー
・その他設計会社

生産性 100%
人　数 3人⇒2.5人
時　間 同　一
生産量 80杯/時

基盤づくり編 自動化編 先進事例編



62

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

・ 支援先より当初の課題として相談を受けたのは、駅そば店舗の業務のうち、①皿洗
い/②かき揚げ/③そば茹での自動工程の依頼だった。特に駅そば店舗は従業員の
高齢化が進んでおり、作業改善が必要と考えていた。

・ その中でもそば茹では、（1）茹で時間の標準化がされていないため味の均一化がで
きていない（2）汁物の重量物運搬（3）高熱作業によるやけどの恐れなど危険性が高
い工程であり、本取り組みは当該工程の自動化をいかに図るかが主要課題となっ
た。

要因仮説・実施事項

・ 自動化を阻害する要因の仮説としては①労働負荷(重筋作業)削減②メニューの記
憶等「ヒューマンエラー」削減の2点が挙げられた。その検証のため、実際に朝晩シ
フトの作業を体験し、具体的問題点を抽出した。

・ 自動化の際に想定された問題点は（1）店舗運営・管理（2）重量物（3）移動距離（4）皿
の種類などが挙げられた。これらの問題点に対し、お客様に相談し、優先的に解決
すべき課題の具体化を進めた。

円滑な推進のための工夫点

・ 客先要望が多いため、毎週プロジェクト会議を実施した。
課題を1つ1つ確認し、タスクを各連携企業に振り分けるなどといったプロジェク
トマネジメントを実施した。

推進体制

コネクテッドロボティクス 株式会社

JR東日本スタートアップ

役割：実証実験

コネクテッドロボティクス

日本レストランエンタプライズ

役割：ロボット開発

設計会社 厨房機器
開発メーカー
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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 10 11 12 1 2 3 4

１ 企画
計画

実績

2 作業設計
（代替可能性検証）

計画

実績

3 開発設計
計画

実績

4 実稼働
計画

実績

活動にあたり苦労した点・推進上の工夫点

・ 企画段階で、どの作業をロボットが行うか決まらないまま進んでしまう恐れがあったた
め、コネクテッドロボティクス側から、「ロボットに持たせる機能は何か」という提案を
各フェーズにて提案をして、支援先に決定してもらっていた。
・ このように、ロボット設計は「ロボットに何をやらせるか」が曖昧なまま進んでしまうこ
とがあるため、ロボット設計サイド・ユーザー側ともに、ロボットが所持する機能の意思
決定をするリーダーの存在が必要がある。
・ 会社の方針としてロボット化することが決まっていないと手戻りになる可能性がある
ので、トップマネジメント層への投げかけは事前了承を得る必要がある。

支援・関連企業との連携

プロジェクトミーティングを週1回のペースで開催。提携企業すべてに参加してもらい、各
企業のタスク分担についても率先してコネクテッドロボティクス側にて主導、タスク割り
振りと進捗管理を実施した。
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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

2020年3月に実証実験のため、非公開

実運用に向けた残課題・運用上の留意点

ロボットが多くの作業に対応できるようになった一方、ロボットのコストと機能のバラン
スを取ることが難しく、すべての作業をロボットで代替えするとコスト的にNGとなる可
能性がある。
現段階では「どの機能がロボットに必要か、不必要か」をユーザー側と連携しながら考察し、
製品開発の段階で決定できるように進めていく。

これから改善に取り組む方へのアドバイス

飲食店業界は様々な課題を抱えておりますが、ロボットシステムインテグレーターや業界
の皆様におかれましては、是非「業界全体の改革、生産性向上の取り組みを進めていく」と
いう気概をもってロボットの導入を進めていって欲しいと考えています。
ロボットを通じた日本経済の発展には、作業の標準化がキーになっていると考えます。特
定の作業をするロボットですと、コストが合わず、ロボット開発自体が停滞してしまう恐
れ懸念もあります。
弊社としましては今後とも、更なる飲食業界の生産性向上の実現に向け、高付加価値なロ
ボットサービスを展開していきたいと考えています。
（コネクテッドロボティクス株式会社　佐藤）

コネクテッドロボティクス 株式会社
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三現主義
（現場・現物・現実）

付加価値・作業の目的を
強く意識する

Fail Fast

生産性向上活動の基盤づくりのキーワード

コラム

生産性向上を円滑に推進し、確実な成果を出すためには、改善活動の基盤が必要です。
基盤ができた、と言えるためにどんな事ができているとよいか、以下のキーワードを
踏まえて自社の状態を定期的に確認してみましょう。

※1： IEにおける改善の4原則。Eliminate：排除、Combine：結合と分離、Rearrange：入替えと代替、Simplify：簡
素化（動作経済の原則）の頭文字からなる。

印象でなく
データで語る

５S

Bad News First

・ 目標と達成状況は必ず数字で共有
・ 悪さ加減とバラツキの情報を把握
・ 情報は見える化し、資料化
・ データによる意思決定が出来てい
るか？を自問自答する

・ 清潔、衛生の基本。知識だけではな
く行動できているか
・ 「今ココ」にあるべきものしかない
（それ以外はムダやロスとして皆
が認識できる）
・ 決めたことは守る、が標準化の基
本（例外を簡単に認めない）

・ 悪い知らせほど早く伝え、対策に
時間を使う
・ 誰が悪いかではなく、何が悪いか
・ 「言ってくれてありがとう」 と同
僚・上司部下がお互い認めあう

・ 問題が発生したら現場で何が起
こったかを確認

・ どうしてそうなったのか、実際に
そうなるのか、をワイガヤ（皆で議
論・共有）

・ 工程は「加工」「運搬」「停滞（保管）」
「検査」で区分され、基本的には「加
工」でしか価値はつかない
・ 付加価値をつけている工程以外
は「なくせないか」の発想でECRS
（※1）を考える

・ 改善を通じて新しい発見が生まれ
る。失敗を恐れず、失敗に学ぶ
・ 企業トップは失敗しても良いとい
い加減な施策や検討が行われない
よう厳しくかつ公正な評価とアド
バイスを行うことで適切な緊張感
を与える




