
工程自動化編
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

東京カリント 株式会社 中小企業 包装 生産性向上

取り組みテーマ

CVS商品の箱詰め自動化による生産性向上

生産性向上率 333％

人　数 10名→3名

時　間 同様

生産量 同様

その他効果 作業負荷低減

※労働生産性向上率は対象工程のみの成果
　ライン：製造・包装及び配送まで

支援企業紹介

株式会社 イシダ
　・ 食品業界向け計量機器、包装機器等

の提供
　・ 計量・包装機器に搬送機能を加えた

システム等の企画開発
　・ 工場の生産ラインを合理化・省力化

するシステム提供

Before After

かりんとうの製造工程は下記である。
かりんとうの生地を作る（粉場）⇒
⇒かりんとう生地を油揚げする（揚場）
⇒揚げた生地に蜜をかける（蜜掛場）
⇒かりんとうを乾燥・冷却する（乾燥場）
⇒かりんとうを計量包装する（加工場）
⇒かりんとうを箱詰めする（加工場）
⇒ 箱詰めされたかりんとうを倉庫に集
荷する

※ 箱詰め工程のみオフラインかつ手作業であり、作業者
の疲労度が高かった。
またダンボールの組立や賞味期限印字確認を作業者
が行っていた。

箱詰め場も含め、全行程がオンライン化
された。
・ パラレルケーサー導入による製品の箱
詰めの作業自動化
・ 製函器導入による段ボール組立作業の
ロボット化
・ 段ボール賞味期限印字機、ウエイト
チェッカーの導入による確認作業のロ
ボット化▶<箱詰め作業風景>

ケーサー 自動製函機
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　東京カリント株式会社は昭和26年11月より今日まで、「日本の伝統駄菓子であるかりんと
う」の製造に携わってきた。
・ かりんとう業界は3K（きつい・汚い・危険）と言われなかなか従業員が集まらず、入社し
ても辞める者が多いため、できるだけロボット化し働きやすい職場環境を作っていきたい。
・ かりんとうの特性上油脂による酸化の為（賞味期間90日）作り置きが出来ず、受注生産に
頼っているため、盆・正月・GW等注文が集中したときは、残業に頼っているが、人が集ま
らない。
・ 冬季の繁忙期と夏季の閑散期との差が大きく夏季は冬季の半分くらいの稼働となり、繁忙期
は2交替制で対応している。その際人が集まらず苦慮をしておりその為無理な残業をお願い
している。残業が多いと職場環境が悪いと言って、退社に繋がっている。
・ CVSの100均商材は1箱の入数が通常商品の半分（6袋入）で箱詰め等の作業に2倍の人員
が必要。
・ PB商品は納期が厳しく決められているため、人員不足の時は利益商品のNB商品が後になり、
利益の低下となる。
　以上の理由より、先ずはかりんとう製造のCVS商品を製造包装しているラインを改修した
いと考えた。

　かりんとう製造工程は以下の流れであり、かりんとうを製造する「製造場」とかりんとうを
計量・包装し、箱詰めする加工場に分けることができる。製造場から計量・包装工程まではオ
ンラインかつ自動化されているが、箱詰め工程のみラインが途切れ・手作業となっており、作
業者の疲労度も高かった。
　ロボットメーカーと相談を行い、パラレルケーサー・製函機・ダンボール賞味期限印字機・
ウエイトチェッカーを導入し、箱詰め工程のオンライン化・自動化を図った。

　袋詰め作業者を2交替時10名より3名にて
作業出来るようになった（全従業員数で
6.36％減）。
　包装速度は製造に合せた為1割減になった
が、かみこみが減少したことを考慮すると生
産量は同様で、取り置きが無くなり作業性が
よくなり、また作業環境が改善された効果は
それ以上となった。
　今後2交替時に2名にて作業出来るよう教
育・訓練を進めたい。

　箱詰め自動化機器を導入させて頂きました。
　今回、下記の情報が得られたため、スムー
ズに設備導入を遂行することができました。

【必要情報】
　・現状の作業人員（人数、時間）
　・生産設備の動線（モノ、人）
　・商品内容及びサイズ（袋、ダンボール）
　・ダンボールへの袋入り数や入れ方
　・生産能力（現状、希望）
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

株式会社 長沼あいす 中小企業 包装
省人化
生産量増

取り組みテーマ

チーズ製造用設備の導入による生産性向上

生産性向上率 144%
（繁忙期）217％

人　数 13人→9人

時　間 －

生産量
1,200パック/日
→1,800パック/日
（繁忙時期）

その他効果 －

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

ニチラク機械 株式会社
　・ 食料品製造等プラント／機械の設計、

製造、施工、メンテナンス
ワタナベフーマック 株式会社
　・ ミートスライサー／チョッパー、高

速スライサーの開発・製造・販売 
　・食品加工場のエンジニアリング事業 
旭川計量機 株式会社
　・ 計量計測機の販売、機器開発、修理

検査

Before After

　チーズ主力商品であるカチョカバロ
チッコロの製造工程において、成型工程
の成型機は1台であり、生産能力が1,200
パック/日に限定され、繁忙時期には引き
合いをお断りすることが発生していた。
　袋詰・包装工程においては、人手に
頼った生産方法により8人の作業者を要
し、人材確保の難しさから、当工程の生
産性向上が課題であった。

　成型機の追加導入により生産能力を拡
大し、繁忙期には1,800パック/日の生産
を実現。繁忙時期の引き合いに応え得る
体制を構築し、従来発生していた“お断
り”を解消することを狙っている。
　自動計量機・自動包装機・真空包装機
を導入し、従来の人主体の生産方法から
脱却し、8名で6時間掛けていた作業を機
械化することで4名で3時間で完了可能な
方法へ改善する。▶

自動包装機
【導入した設備画像】

【カチョカバロチッコロ　商品画像】

自動計量機
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　株式会社長沼あいすは、平成6年に北海道夕張郡長沼町に創業して以来、近隣の契約酪農家
から毎朝仕入れる生乳を主原料とし、アイスクリームやチーズなど酪乳製品の加工、製造、販
売を行なっている。主な販売先は大手流通への卸売販売、新千歳空港などでの土産品の卸売販
売、北海道・東北にある4軒の自社店舗での販売、全国百貨店での催事販売を行なっていて、
近年ではアジア地域への輸出にも力を入れている。
　平成29年売上約6億円のうち、チーズ部門は約1.7億円（約30％）を占めており、その
70％が「カチョカバロチッコロ」である。大手流通業者から有数の販売数量であると賞賛さ
れる一方、製造設備の能力や人手不足の問題から、引き合いがあっても断らざるを得ない状況
に陥っていた。
　特に人手不足が深刻な問題となっており、製造スタッフやパート社員を募集しても、工場の
立地や食品製造工場での作業環境などにより敬遠され、集まりにくい実態があった。

　カチョカバロチッコロの製造工程と配置人員数は以下の流れになっており、内2つの作業工
程における課題に対して、設備導入を検討した。
　一つ目は成型工程で、成型機が一台であったために生産能力が限られていた。成型機を導入
することで生産能力の拡大を狙う。現状の生産能力、1,200パック/日を1,800パック/日に引
き上げる体制整備を行い、繁忙時期に発生した“お断り”を解消することを狙っている。
　二つ目は袋詰め・包装工程で、人手を要する生産方法のため1,200パック生産時、8人6時
間で行なっている。自動計量機・自動袋詰機・真空包装機を導入し、機械化を行なうことで、
4人3時間で行なえるような生産方法へ改善する。

　自動計量機と包装機が隣合わせになったこ
とにより作業効率が上がり、4名で作業する
ことが可能になり、さらに作業時間もかなり
短くなることと思われます。
　真空包装機も現在使用中の機械の倍の処理
能力があるので時短になります。
　モッツァレラ成型機に関しては形がきれい
に出るため商品ロスが減ることが期待されま
す。しかし、機械の構造が複雑な為洗浄に時
間がかかると感じました。

　自動計量及び包装機について他社導入時に
おいても、導入前の手動計量・手動包装との
作業方法の違いによる多少の戸惑いが生じま
すが、徐々に自動計量・包装に慣れていただ
くことで、作業効率・作業スピードの改善に
つながります。
　真空包装機は弊社の肉製品製造でも使用し
ている機種と同じで非常に使いやすいとの評
価をもらっています。
　モッツァレラ成型機に関しては日本に輸入
されたのが初めてと聞きましたので、問題発
生時の対処が大変になるかもしれません。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

株式会社 大納言 中小企業 洗浄・包装 生産性向上

取り組みテーマ

高効率包装機・自動豆洗い機導入による「生産性向上」

生産性向上率 163%

人　数 10人→8人

時　間 同じ

生産量 1,225kg/h
→1,592kg/h

その他効果
● メンテナンス業務マニュアル化
による設備稼働率向上、残業時
間削減

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

オリヒロ 株式会社
　・ 食品包装機械、プラントの設計、製

作、販売
城南オートマチック 株式会社
　・ 包装機械の企画開発・設計・製造・

販売 
吉崎特殊工機
　・ 水圧気泡式 穀類洗浄機／水圧比重

式 異物除去機の製造・販売

Before After

① 主力製品である餡・和菓子製品について、
東京工場の人時生産性が1,440kg/hに対
し、包装機の能力は最大1,225kg/hであ
る。また5年前までは3kg/pcが主流で
あったが、昨今では1kg以下の少量品が
主流となったことにより、包装工程の生
産性がさらに下がり、包装工程が餡の製
造に追いついていない。
② 外食産業向けに小袋（50～500g）の商
品を製造しているが、食品の安全衛生の
観点から餡類の包装では80℃以上の
「ホット充填」が必要である。しかしなが
ら、現状の小型包装機の能力が低いため、
餡製造は240kg/回の釜を所有していなが
ら120kg/回 の 製 造 に 留 め て い た。
(240kg/回製造するとすべてをホット充
填できないため)
③ 現行の豆洗い機は3.75kg/分の処理能力
を有しており、1日あたり900kgの豆洗
浄を行うとすると900kg÷3.75kg/分
=240分の時間を要していた。また、豆の
詰まりなどによる手直し対応の必要性も
あり、1名を張り付けておく必要があった。

① 現行と同一包装機を導入し、3kg商品は
30%、1kg商品は8%の生産性向上となっ
た。包装工程の人時生産性は1,225kg/h
から1,592kg/hとなり、ボトルネックの
解消に繋がった。

② 包装の高速化と不具合がなくなったこと
で、1回240kgの餡を製造しても包装が
完了できるようになり、倍の生産量を達
成することができた。

③ 1釜あたりの洗浄時間が10分間短縮され
た。また異物除去能力・洗浄能力・節水
能力の向上も見られた。▶ 導入設備

①高速包装機 ②小袋包装機 ③自動豆洗い機
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　株式会社大納言は餡と和菓子の製造・卸メーカーであるが、餡製品に関しては従来よりベー
カリー業界を主力として販売してきた。まずベーカリー業界においては小型店舗が増加したた
め、1店舗あたりの餡の使用量が減少し、5年前までは1パッケージ3kgであったものが、少量
パッケージ（1kg）が主力となっている。さらに昨今より、外食産業（居酒屋）向けのデザー
ト用に、1食ごとに小分けした少量ポーションの商品を販売してヒットしている。
　弊社のみならず、価格が高くても小容量にしたいという市場動向が強く、今後もこうした要
望は増え続けるものと考えられる。
　東京工場においては、本社大阪工場に先行して、外食産業向けへの市場開拓が成功したこと
も要因となり生産性が低いという課題がある。東京工場の一人頭の生産性は約35kg/hである
が、こちらは大阪工場と比較して、30%低く、当初より課題となっている。実際には欠品分を、
残業や早出によってカバーしている状況である。
　上記背景より、小容量品に重点を置いた生産性向上に取り組む必要があると判断した。

　設備の導入に加え、従業員の多能工化のための教育・訓練を進めた。
　まず、製造スタッフ8名が包装機メーカーによる研修を受講した。餡はすべての製品におい
て、糖度、粘度が異なるため、毎回包装機の設定が必要不可欠となることから操作・メンテナ
ンスの説明を受けるようにした。しかしながら稼働後、包装機を単純に増台するだけでは、製
造量増に繋がらないと認識し、下記のような取り組みを行った。
　稼働後の取り組みとして、設備上の問題発生時には電話による即時対応で問題点の改善を行
い、従業員の能力向上に努めた。また問題発生時の記録を残し文章にすることによりマニュア
ル作成を行い、包装機設定の「見える化」を行っている。現在、包装紙交換の方法、切り替え
方法についてはマニュアルが作成できており、以降その他の故障が発生した場合はメーカーに
依頼し、可能な限り多くの従業員が修理に立合い、その後マニュアル作成を行っている。

・ 以前と同じ時間で、11釜→15釜の製造が
可能となりました。
・ 動線の見直しにより、従業員の作業手間が
削減されました。
・ 今まで多く受注が入った場合は残業で対応
しておりましたが、生産能力向上により、
残業が大幅に削減されました。

　セッティング時には責任者だけでなく、従
業員全員が設備の操作方法、安全のポイント
を学ぶ事で早期の安定稼動が実現します。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

株式会社 ナカガワフーズ 中小企業 計量 省人化

取り組みテーマ

低温環境下での計量工程の自動化

生産性向上率 960％

人　数 4人→1人

時　間 8時間/日

生産量 500kg/日
→1200kg/日

その他効果
● 衛生リスク低減
● 生産データ（稼働時間・生産数な
ど）自動取得

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

イシダ産機 株式会社
　・ コンピュータスケール、包装機、重

量チェッカー等の販売
　・ トータルシステムラインのプランニ

ングと施工
　・オーダーメイド機器の製作、販売

Before After

　主力製品を製造する焼肉ラインの工程
は、以下の通りである。各工程で人手作
業は発生するが、選別では低温物の手扱
いがあり、身体的負荷が高かった。

現状の製造工程
荷受け→保管→解凍→目視・触診検査
→カット（こだわりの手切り）→テン
ダライズ処理→冷凍→計量→袋詰め→
脱気→開口部シール→金属検査→硬質
異物検査→箱詰め→パレット積み→保
管→発送

　従来人手作業に頼っていた計量作業を
冷蔵庫内特殊仕様（特殊表面加工）の無
人自動化計量システム導入により、自動
化した。

▶
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　株式会社ナカガワフーズは、昭和39年に創業した、熊本県菊池郡菊陽町の肉加工品メーカー
である。百貨店・コンビニ・スーパー・外食チェーンなどに対し、焼肉用肉・スライス肉・ミ
ンチ肉・唐揚げなど約1,270品目の製造・販売している。
　肉加工現場では、重量物・低温物の手扱いや過酷条件での作業など、身体的負荷の高い作業
がある。少子高齢化が進み、人に頼らない生産体制や従業員確保・多用な人材登用が重要な経
営課題となっていることから、自動化や女性・高齢者・経験の浅い従業員でも作業しやすくす
る一部機械化が求められている。

　対象とした計量工程では、作業者が食肉を目分量かつ手作業ではかりに乗せ、注文に応じた
量になるよう調整を行っていた。調整作業は手間がかかるだけでなく、食肉との接触時間が長
期化すると食肉の変色へと繋がりクレームが発生することがあった。また、冷凍状態の食肉を
ビニール手袋をつけている手で取り扱うと、手が冷たくなるため、身体的負荷が高い作業で
あった。しかしながら、従来機械に食肉がくっついてしまうことから、自動化が難しかった。
　冷蔵庫内特殊仕様（特殊表面加工）の無人自動化計量システム導入により、計量容器とくっ
つきやすい冷凍食肉を無人で計量することを可能にした。人と食肉の接触に伴う変色リスク低
減や身体的負荷の低減を達成した。
　また、本システムは、稼働時間や生産数などの生産データの自動取得が可能であり、生産性
等の管理を容易にした。

　これまで2kg袋詰めをする工程で2.015㎏
～2.030㎏に合わせるために、冷たい商品を
何度も計量していました。数字が合わない場
合、商品がトンネルフリーザーから凍って出
てきたものが溶けないように慌てて詰めてい
ました。
　今般、冷凍庫の中で自動計量をすることで
溶ける事もなく93％が2.010kg～2.015kg
と正確に計量できるようになりました。ス
タッフも、冷たく硬い商品を触ることなく負
担の軽減となりました。これにより、流れ・
金属探知機・X線に集中できるようになり喜
んでいます。

　本設備の導入にあたって、ユーザー様のご
要望にいかにお応えするかを目標に打ち合わ
せを進め、試行錯誤を重ねました。
　これにより、鮮度を保ちながら冷凍庫内で
の自動計量を実現することができました。特
に食肉がくっつきにくい加工としてエンボス
加工を施してあります。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

丸市食品 株式会社 中小企業 選別
省人化
生産量増

取り組みテーマ

新型重量選別機導入による作業時間短縮と品質向上

生産性向上率 245％

人　数 6人→3人

時　間 1時間

生産量 75kg→92kg

その他効果 熟練技術を要さず、
人員の定着化を促進

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

株式会社 横崎製作所
　・ 選別機、供給機、省力化機器の設計、

製作、販売、サービス

Before After

　助宗たらの加工工程において、サイズ
毎に選別する工程がボトルネックとなっ
ている。同時に選別作業は従来熟練作業
者によって行なわれており、熟練作業者
は高齢により退職、新人作業者に教育を
行なうも、作業内容を身に付けるまでに
多くの時間を要し、作業の難しさになれ
る前に退職してしまうことも多く、人手
不足な状況であった。

　軟物にも対応した重量選別機を導入す
ることによりボトルネックを解消。生産
能力増と省人化を実現させた。
　従来熟練者が行なっていたサイズ選別
を機械化することで、誰でも簡単にかつ
正確にサイズ選別を行なえ、熟練技術を
要しない生産方法を確立した。▶

【選別作業の様子(業務用製品)】
半製品を品質、大きさに目視と計量はかりで選別

　入社一年程の作業員2名
により、品質（切子、未熟
子）の選別をしながら1腹
ずつ卵をトレーにのせる。

　受け手の人員1名を配置
し、コンピューターで自動
計量された卵が、設定重量
位置で、トレーが下がり、
卵がコンテナの中へすべり
落ちる。
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　丸市食品株式会社は、昭和55年に創業した魚介類加工・惣菜製造・魚介類販売業であり、
主な生産品目はたらこ、辛子明太子である。原材料である助宗たらの卵を自社の輸入枠でロシ
ア、アメリカから直接輸入し、たらこと辛子明太子を自社工場で年間800t以上を加工販売し
ている。
　助宗たらの卵は20gから300g以上まで幅広く大きさが一定していないため、製品用途（パッ
ク製品、ギフト製品、業務用製品）に合わせて製造工程においてサイズ選別を行なっており、
それらは従来熟練者によって行なわれていた。現在は熟練者の高齢化によって退職が増え、ま
た新しく入ってきた作業者が作業内容を身に付けるまでに時間を要し、作業の難しさになれる
前に退職してしまう人が多く、人手不足による生産数量減少が大きな問題となっている。

　導入に当たり、製造工程全体の現状分析からボトルネックを特定した上で選別工程を選定し
た。
　従来熟練者が行なっていたサイズ選別を機械化することで、生産能力増、省人化を実現させ
ると同時に、誰でも簡単にかつ正確にサイズ選別を行なえ、熟練技術を要しない生産方法を確
立した。助宗たらの卵のような軟物を機械でサイズ選別を行なう事例は他に例を見ない先進的
な事例といえる。
　後工程の詰込み工程にも改善効果は波及し、サイズ選別された半製品を使用することで重量
調整の頻度が少なくなり、単価の安い切れ子やバラコの端製品の発生も少なく、かつ不慣れな
未経験者でも詰込み作業に従事できるまでにそれほど時間を要さずに済むようになる。

・ パック計量時に10g単位で重量が選別され
ている卵を使う事で、計量の微調整が容易
になりました。又軽微な調整のため切った
り詰めたりする作業が減り、切子やバラコ
の産出量が大幅に軽減されました。
・ 整形された無選別の折から、複数アイテム
のギフト商品を計量するより、10g単位で
選別された卵を使って、単体のアイテムを
集中して計量する事で計量効率が上がりま
した。実際年末のギフト品で急な追加オー
ダーが入った時、通常1日400袋しか計量
できないところ、選別後の半製品を使い、
同人数で700袋計量することで、急なオー
ダーに対応できました。

選別機のメンテナンスについて
・ 自動テンションがついており、問題ないと
思われるが、ステンレスのチェーンは伸び
やすいため、チェーンが出たところで遊動
部品が蛇行しながらチェーンレールに入っ
ていないかの定期的な確認
・ V3レール、皿越し部・計量ガイドの消耗
状態の確認
・ ハカリの精度確認（スパンチェック）

　以上3点の年5回、6回程度の定期点検の実
施をお願いいたします。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

株式会社 ちさと東 中小企業 賞味期限印字 省人化

取り組みテーマ

空袋印字用サーマルプリンター導入による煮卵製造ラインの生産性向上

生産性向上率 2057％

人　数 1名→0.2名

時　間 120分→28.5分

生産量 725袋/日
→1,039袋/日

その他効果 賞味期限の
視認性向上

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

株式会社ミヤウチ
　・ 食品業界向け包装材料、加工関連調

理機器等の販売
株式会社シンメイ
　・ サーマルプリンター、オートラベ

ラー、チェックスタンパー、消耗品
等の製造、販売、保守

阿智村商工会、長野県商工会連合会
　・診断助言支援等

Before After

　当社の主力製品である煮卵を製造する
ラインの工程は以下の通りである。
　既存の印字機では能力上、マシンタイ
ムの短縮は難しく、印字中は作業者1名
が専従する必要があった。

●現状の製造工程
（5個入り煮卵製品、600袋）
煮込み（120分）→急速冷却（45分）→
包装（60分）→殺菌・冷却（45分）→
除水（7分）→賞味期限印字（120分）
合計397分

　新規に空袋印字用サーマルプリンター
を導入し、賞味期限印字工程を別ライン
で行うこととした。（印字後の空袋を包装
工程に渡す）
　印字時間は当初の120分から28.5分ま
で短縮されまた別ラインとしたことで製
造ラインから賞味期限印字工程が外れ
トータルのリードタイムも120分短縮さ
れた。
　ラインに専従だった作業者の作業は空
袋をプリンターにセットするだけで済み、
別の作業を行うことが出来るようになっ
た。▶※改善前の印字工程の様子 ※今回導入したサーマルプリンター
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　株式会社ちさと東は昭和61年に農事組合法人として設立した長野県阿智村の食品製造加工・
販売会社で、地元農産品を使った惣菜、菓子等の食料品の製造を中心に卸売、小売、そば店を
運営している。中でもヒット商品の「煮卵」は常温で長期保存が可能な高タンパク食品という
点で、現在大手スーパーマーケットチェーンを中心に多数の引き合いがあり、効率的な生産体
制の確立が必要であった。
　同社では、煮卵製造ラインの工程改善を設備の新規導入、動線の見直し等で実施し受注対応
を可能としたが、最終工程である包装ポリ袋に賞味期限印字の工程がリードタイム上ネック工
程となることが判明しこの工程の見直し改善が必要となった。

　サーマルプリンター導入にあたり、デモ機による導入前仮運転を行ったが、正常に空袋をプ
リンター印字部に搬送できない不具合が繰り返し発生した。原因はプリンターに空袋を自動供
給する「フィーダー」であった。メーカー、ディーラー、商工会と共に不具合原因の検討・対
策検討を行った。

（1）不具合原因
・ ポリ袋はポリエチレンとビニールをシーラーにて熱圧着しているが熱圧着部が凹凸状で細か
く加工されておりその為摩擦係数が大きくなる。この摩擦が大きいことで一枚目のポリ袋を
フィードした時に二枚目のポリ袋を引っ張り込んでしまう。これにより位置決めセンサーが
機能しなくなり止めどなくポリ袋をプリンターに送りこんでしまう。

（2）今回の不具合対策
・ポリ袋送り用ソーターの変更
　 エレベーター装置付き供給機からエアー方式供給機に変更する。ソーターにエアーコンプ
レッサーを設備させ袋の両サイドから風を送り込み、袋を一枚一枚分離させ、分離された袋
を一枚だけフィードローラーにエアーで吸いつけて印字ヘッド部に送り込む方式を採用。
　上記により、目標としていた10分には届かなかったが、120分→28.5分への時間短縮が
実現した。

　賞味期限を印字中は印字機に張り付いて作
業を行っていましたが、その工程が製造工程
から外れたことで出荷前全数目視検査に廻る
ことが出来ました。これにより検査員の人数
が確保され、より品質の高い製品をお客様に
提供出来ます。
　本事業による生産性向上の成果として、現
場作業者の労働環境が向上し、取引先への納
期短縮も実現し、とてもうれしく思います。

・ 本機の特徴であるエアー方式供給を適正に
行うために、空袋搬送部を定期的に清掃し
てください。
・ トラブル防止のために消耗品などは必ず純
正品をご使用ください。
・ 本機の使用において不具合が発生した場合
は迅速に対応いたします。
・ 本設備を煮卵以外の製品の加工工程に使用
することでさらに生産性を向上させる際に
は、必要な技術協力をいたします。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

かね七 株式会社 中小企業 充填包装
生産能力向上
省人化

取り組みテーマ

「だしパック」製品向け高速充填包装機導入による生産能力向上・省人化実現

生産性向上率 900%

人　数 3名→1名

時　間 －

生産量 9,000包/時間→
27,000包/時間

その他効果

支援企業紹介

株式会社 トパック
　・超高速の自動充填包装機の開発
　・ 前後工程を含むトータルな自動充填

包装生産ラインの提供

Before After

　従前より使用していた設備を以下に示
す。当該設備はだしパックの包装のみを
行う設備であり、包装後の製品を切り分
ける作業および集積作業を全て人手（3
名）で行っていた。

　今回の取り組みで新たに導入した設備
を以下に示す。
　小袋充填包装工程～集積工程までの人
員を3名から1名に省人化し、約3倍の製
造数量（1時間当たり　9,000包から 
27,000包へ）を実現することができた。▶◆三方シール包装機
◆R51型自動充填包装機
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　かね七株式会社は明治17年創業の富山県富山市に本社がある食品メーカーであり、加工煮
干、風味調味料、昆布巻、惣菜等、幅広い製品を取り扱っている。同社は品質方針として「お
客様に安全で信頼される商品づくりをする」ことを掲げ、多くの顧客の信頼を勝ち取ってきた。
　同社は将来的に富山県の生産年齢人口が急減（2010年：66.2万人⇒2040年：43.5万人）
していくことに強い危機感を抱いており、そのため「できるだけ人員をかけない製造工程の設
計」に取り組むこととした。
　今回の事例では、上記省人化の取り組みの一環として取り組んだ「R51型自動充填包装機
（集積・シール検査機能付）」の導入について取り上げる。

　本設備の導入にあたって、同社は設備メーカーの株式会社トパック、エンジニアリング会社
の大洋商事株式会社と連携し活動を推進した。

　設備導入による生産性向上効果は下記の通りである。
　　既存設備：1時間当り　9,000包　稼動人員１名＋集積人員2名（計3名）
　　新規設備：1時間当り 27,000包　稼動人員１名

　約3倍の製造量を確保し、作業人員は約1/3に省人化が可能（＝生産性9倍）となる。

　本設備の導入に際しては後工程の設備改造の遅れ等のトラブルも発生したが、2018年9月
に無事導入を完了させることができた。現在では作業員教育も充実させ、作業の精度を高める
ことができ、効率よく本稼働できている。設備面での問題点は全て解消されており、今後は、
設備本体の定期的なメンテナンス方法を確立させ、故障停止がないよう生産性の維持に取り組
んでいくこととしている。

　これまで人手がかかっていた集積工程にお
いて、特許でもあるトパック社様製の集積装
置を組み合わせ、連動運転が可能となったこ
とより、省人化を実現することができました。
弊社では天然原料を主として使用しており、
原料由来により計量が不安定になる部分があ
るため、今後も引き続き設備メーカーとの連
携を密にし、運転時の安定化を図っていきま
す。

　私たちはお客様の生産性向上のため、包装
機だけでなく前後工程を含めた、製造工程全
体の問題解決を見据えたご提案をしています。
今回のかね七様の取り組みも、弊社の得意技
術である生産スピードが速くかつ包材ロス率
が少ない高生産性ロータリー充填包装技術を
提案することで、生産性向上及びコスト低減、
そして省人化も実現したとお喜び頂きました。
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基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

有限会社 コクヨー 中小企業 包装
省人化
生産量増

取り組みテーマ

包装機導入による、計量袋詰め生産体制の再構築

生産性向上率 200%
（繁忙期）300％

人　数 2人→2人
（繁忙期）3人→2人

時　間 －

生産量 12,000パック/日
→24,000パック/日

その他効果
印刷ズレ・袋ズレロス
　200パック/日

→0パック/日

※生産性向上率は対象工程のみの成果

支援企業紹介

有限会社 えずみや商店
　・ 包装梱包資材、ポリエチレン製品販

売
株式会社 イシダ
　・ 食品業界向け計量機器、包装機器等

の提供
ゼネラルパッカー 株式会社
　・ 各種自動包装機械及び周辺装置の製

造・販売
　・食品製菓機械の製造・販売

Before After

　冷凍しじみの製造工程において、計量
と包装の生産能力にアンバランスが生じ
ている。（計量機：24,000パック/日　
包装機：12,000パック/日）
　袋のズレが生じることにより、印字が
ズレ、ロスとなる。（ロス数：200パック
/日）
　計量と包装、検査に現状は2人（繁忙
期は3人）の作業者が従事している。

　包装機を導入し、生産数量が2倍とな
り生産能力のアンバランスが解消。
　従来発生していたロスをゼロ化。
　繁閑問わず2人での作業を実現し、働
きやすい職場へ。

▶ 【新型包装機】

【印字打刻】 【正常印字】

【印字がずれた場合】 【袋がずれた場合】
正常時 異常時
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　有限会社コクヨーは、昭和50年に創業し、主に宍道湖産のしじみを仕入れ、加工(生・冷
凍・レトルト)および販売を行なっている。
　数年前、宍道湖産しじみ漁獲量減少に伴い、取り扱い量が平成21年に700tから平成25年に
は300tまで減少したものの、資源回復が進み、平成29年には900tまで回復。青森県の十三
湖からも仕入れるなど安定的な仕入れに取り組んでおり、しじみの原料調達量については今後
も伸長していく見込みである。
　一方で、生のまましじみを流通させると価格面で安価な取引となってしまう。少しでも多く
長期保存可能な冷凍しじみとして流通し、付加価値商品として単価を高く販売する必要があっ
た。冷凍しじみラインの設備導入による生産性向上を実現し、販売数の増加を目指すに至る。

　冷凍しじみは様々な工程を要するが、計量・包装において問題が発生していた。
　一つ目は生産能力のアンバランスである。計量機は3,000パック/時、24,000パック/日で
きる一方、包装機の能力はその約半分、12,000パック/日となっている。二つ目は印字また
は袋ズレによるロスである。印字がずれた場合や袋がずれた場合は商品化できず、そういった
ロスは約200パック/日発生している。三つ目は作業人員である。原則2人・繁忙期には3人で
対応している。設備の生産性を安定させ、繁閑にかかわらず2人で行う必要があった。
　新型包装機を導入し、生産能力のアンバランスを解消した。結果として従来の2倍量を生産
することが可能となった。また、新型給袋装置を搭載し、極限まで袋受け渡しミスを解消した。
結果として、従来発生していたロスを解消することができた。また、給袋時の作業性や清掃作
業・アイテム間の切替作業の効率化も図ることができ、従来目標としていた2人作業を繁閑問
わずに実現することができた。

　近年では、機械の老朽化により、印字のズ
レ以外にも、シール不良等により生産途中に
度々機械がストップすることも多々あり、製
造の流れが悪かったです。また、ロスも多く
出荷日ギリギリまで製造に追われることもあ
りましたが、新型包装機導入により、そう
いった課題は解消され、1日の生産数量も当
初目標としていた約2倍まで伸びました。ま
た、製造人員も2名配置で十分な生産体制を
とれています。

　今回、給袋包装機新規入替において既存機
からの能力UPと印字ミス等による包材ロス
削減を目標に機器選定させて頂き納品させて
頂きました。まずは能力UPは各工程の制御
をサーボ式モーターに変更し高速化に成功し
ました。印字ミスの原因は包材の受け渡しが
安定せず印字位置がずれることでしたので新
機能のサイドステップポジショニングシステ
ムを採用し給袋部分を安定させることができ
ました。今後も印字検査装置の導入などのご
提案により省人化を進め、お客様のご希望に
添えるように頑張ってまいります。



45

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

対象企業名 規模 工程 目的

コネクテッドロボティクス株式会社 中小企業 調理 省人化

取り組みテーマ

ハウステンボス内店舗のたこ焼き製造自動化（狭小エリアにおける設備導入）

生産性向上率 －

人　数 1名

時　間 20分

生産量 96個
（16パック）

その他効果 接客に集中できる

支援企業紹介

すべて自社で行っております。
ソフトウェア開発、機械設計、電気設計、
人工知能ソフトの開発、ロボットの顔に
あたる3D映像、声、歌の制作

アームロボットは、ユニバーサルロボッ
ト社のUR5を採用

Before After

●スタッフへの負担大

●狭いスペースでの作業（イメージ）

●焼き上げ工程を自動化・負担減

●ロボットとの協働作業実現▶
生地投入～焼き上げを自動化

研修不要・作業負担減

生地準備とトッピングを人が担当

3か月の研修が必要

熱い鉄板に
向かっての作業
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本テーマの背景

導入時の取り組み内容

ユーザーの声 設備メーカー・ベンダーの声

　日本有数のテーマパーク「ハウステンボス」は、「花の王国」や「光の王国」など６つの王
国を擁する、 日本で最も人気のあるテーマパークのひとつである。「ロボットの王国」でたこ
焼きロボットのOctoChef（オクトシェフ）はオープンした。
　ハウステンボスの経営企画室チーフ中野裕子氏は「ハウステンボスはロボットを活用して生
産性を向上させたいと考えていたが、飲食店舗においてもロボットを導入して生産性を高め、
限られた人数でもお客様にご満足いただけるサービスを提供したいと考えた」と語っている。
　たこ焼きを焼くまでには研修が必要なほか、熱い鉄板に向かい続ける必要があり、スタッフ
に負担がかかることも問題であった。通常2～3名ほどで運営するたこ焼き店にロボットを導
入する事により、1名で運営が可能となった。調理をロボットに任せる事により、レジや接客
などの調理以外の業務に集中する事が出来るようになった。

　世界初のたこ焼きロボット「オクトシェフ」を導入した。ユニバーサルロボットのUR5が
プロのたこ焼き職人の繊細な動きを再現し、本来ロボットが苦手とする柔らかい食材の扱いに
成功した。
　UR5は油やタネを注入し、カメラビジョンによるディープラーニングを活用して、回転し
ないたこ焼きを判別し、回転させる。焼きムラや焦げの判別も可能となった。一度に2枚の鉄
板を利用し96個のたこ焼きをムラなく焼き上げる事が出来る。ロボットと人間の協働作業で
高い生産性を確保するとともに、エンターテインメント性も実現した。
　タネの仕込みや、完成品にトッピングを行うのは人間のスタッフで、人間とオクトシェフが
緊密に連携し協働作業を行っている。
　たこ焼きが焼けるようになるまで、通常は2～3か月の修行期間が必要だが、ロボットを使
うことにより不要となった。ロボットの操作は2～3日ほどで覚える事が出来る。

　非常に簡単にたこ焼きが焼けるようになり
ました。お客様と楽しくコミュニケーション
をとっているうちにロボットがたこ焼きを焼
いてくれます。
　調理以外の、レジ打ちや接客に集中できる
ようになりとても効率的になりました。

　ティーチングペンダントを活用した、ダイ
レクトティーチだけではなく、自社独自のロ
ボットコントローラーを開発されロボットを
制御。また、画像認識を活用したディープ
ラーニングの技術を擁し、高い技術力で調理
のロボット化を実現されています。
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対象企業名 業種 対象工程

しみず食品 株式会社 食品（菓子製造） 梱包工程

テーマタイトル

どらやき全自動梱包システム

支援企業紹介

三明機工株式会社
（FA・ロボットシステムインテグレーター協会幹事企業）

取り組みの背景・問題認識

取り組み内容

現時点の成果（成果見込）と今後の展望

　どらやきの生産において、従来ではトレイでのどらやきの梱包作業は人手の作業で行われており、
90ヶ／分の生産に対応する為に複数人の作業者を必要としていた。またこのような作業を行う中で
腱鞘炎になる作業者もおり、人材確保が年々難しくなってきている現状を踏まえ、作業環境改善及
び省人化を図る目的で梱包作業を自動化するテーマを頂いた。

・ ファナック製ゲンコツロボットを2台使用するこ
とで安定した高速梱包を可能にした。（90ヶ／分）

・ 6軸ロボットによりトレイの傾きにも柔軟に対応

・ 画像処理を組み合わせることで、ラインを止めず
にコンベアからどらやきを取ることを実現

・ 形状検査も同時に行い、NG品はNGシュートへ
搬出

【成果】
・トレイへの梱包作業の省人化を実現（2名ｘ2交代＝4名を無人化に成功）
・24時間の安定した生産を実現

【今後の展望】
・食品業界にてトレー梱包作業の自動化を積極的に展開

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編
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対象企業名 業種 対象工程

食品製造Ａ社 食品製造 検査・包装

テーマタイトル

旧型設備対応稼働監視システムによる稼働状況可視化と設備稼働計画精度向上

支援企業紹介

株式会社FAプロダクツ
（設備稼働監視・故障予知パッケージ販売、再生エネルギー発電物件紹介・販売等）

取り組みの背景・問題認識

取り組み内容

現時点の成果（成果見込）と今後の展望

　最新設備では各設備の稼働状況や生産数を自動記録し、監視できているものの、旧型設備におい
てはPCとの通信機能をもたないものが多く、記録ができないか手書きでの記録に頼っていた。その
ため、データの正確性に欠けたり、記録するための工数がかかることが問題になっていた。また、
稼働状況のデータがないため、設備の稼働状況が把握できず、設備稼働の計画や設備投資計画の根
拠が希薄になっていた。また、設備停止の要因が記録に残っておらず、改善すべきポイントがわか
りにくかった。

　最低限記録すべきデータを吟味し、既存設備からどのように取得するかを計画。ステップを踏ん
で現状の設備稼働状況の可視化に取り組んだ。

■ステップ1
　生産数、稼働時間、停止時間、停止要因が
わかれば各設備稼働の余裕度がわかると判断、
既存設備でそれらを取得するために必要な機
器を選定した。
■ステップ2
　既存設備の改造無しで信号が横取りできる
センサ(ICSシリーズ)と、タッチパネルタイプ
のIoTサーバー(cMTシリーズ)を可搬できる
ボックスに収納。
　朝設備に設置し、停止時だけ作業員に停止
要因をタッチしてもらう運用で、ステップ1の
データを収集した。
■ステップ3
　各主要設備の停止要因から改善ポイントを
抽出したり、設備稼働計画、投資計画を立案
したり、活用をしていく。

　同システムを活用して、設備の稼働状態のデジタル化と設備停止要因のデジタル化ができた。
　また、停止要因の分析から、製品Aから製品Cに対しての段取り時間がボトルネックになることが
判明、改善活動実施により段取り時間を約20%削減。今後他ライン、工場にも展開予定。

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

【システム構成】

【収集データO/P例】
左:OEE　右：イベントグラフ
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対象企業名 業種 対象工程

食品製造Ｂ社 菓子製造 包装

テーマタイトル

6軸センサと機械学習技術を活用した包装機故障の予知保全

支援企業紹介

株式会社FAプロダクツ
（設備稼働監視・故障予知パッケージ販売、再生エネルギー発電物件紹介・販売等）

取り組みの背景・問題認識

取り組み内容

現時点の成果（成果見込）と今後の展望

　包装工程において、モーター、コンベアなどが突然故障することによる製造ライン停止が大きな
問題になっていた。特に特殊なモーターを使っている設備では、モーター自体の納期が数ヵ月かか
ることもあり、メンテナンス待ちのために生産・出荷計画の大幅な変更が余儀なくされ、機会損失
額が膨大になる。また、突然のトラブルを防止するために、計画的な機器のオーバーホールを行っ
ていたが、過剰メンテナンスの可能性もあるため、コストも考慮した適切なメンテナンス時期の予
知が求められていた。

　実際に予知保全ができるかが不明だったため、ステップを踏んで予知保全システムを導入

■ステップ1
　加速度（3軸）、ジャイロ（3軸）の合計6軸を観測できるセンサを活用し、設備状態を観測。
オーバーホール前後の波形や、同型設備の波形を観測して違いを分析。オーバーホール前は明ら
かに波形が乱れていることを確認。
■ステップ2
　特にオーバーホール前に波形が乱れていた
周波数に着目し、オーバーホール後の波形を
機械学習。
■ステップ3
　始業前点検時に機械学習によって得られた
学習結果と、現在の状態を比較。
　予知保全システム上で「劣化指標」に落と
し込み、差分を観測。これにより破損前の予
兆検知を実現できる見込み。

　頻繁に故障する設備ではないため、平成30年12月時点では実際に破損の予兆をとらえるまでには
至っていないものの、1年に1回行っていたオーバーホールを2ヵ月延命できたとするだけでも、メ
ンテナンス費用が該当ライン全体で100万円以上コストダウンできるうえ、予備部品も最低限にお
さえることができた。
　今後は本設備の様に故障頻度が低く、NGデータの収集が困難な他ラインにも展開する他、他工場
への展開、オンラインでの監視などに活用範囲を広げる予定。

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

【システム解析結果】
※同システムを導入した他社設備における解析結果
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対象企業名 業種 対象工程

食品製造Ｃ社 食品製造業 調理工程

テーマタイトル

ロボットによる中心温度測定の自動化

支援企業紹介

株式会社日伝
　・メカニカルパーツ＆システムの専門総合商社
株式会社デンソーウェーブ
　・自動認識装置、産業用ロボット等の機器やシステムの開発・製造・販売
株式会社チノー
　・計測制御機器の製造・販売、計装工事
株式会社シナプスイノベーション
　・製造業向けITソリューション提供
　　（生産管理・原価管理・販売購買管理システム、ERP、可視化ソリューション）

取り組みの背景・問題認識

取り組み内容

現時点の成果（成果見込）と今後の展望

　HACCPにおけるCCP（重要管理点）のひとつである中心温度測定は、現在任意（抜き取り）で手
作業によって測定しているが、単純作業に付き要員の離職率が高い。この手測定と手書きによる測
定記録の記載をロボットと生産管理システムを接続する事で自動化し、省力化・省人化を図ろうと、
FA商社（日伝）の企画もと自動化に取り組む。本取り組みでは、ロボット（デンソーウエーブ）に
中心温度計（チノー）を装着し、測定した中心温度を生産管理システム（シナプスイノベーション）
に取り込んでいる。

現在、実ライン導入に向けテスト中

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編
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対象企業名 業種 対象工程

食品製造Ｄ社 食品製造 検査

テーマタイトル

食品製造業における不良品検査の機械化

支援企業紹介

大沢工業株式会社
（食の安全搬送管理システム設計・開発・製造事業、ロボットシステムインテグ
レーター事業、工場の自動化・省力化機械の設計・製造事業）

取り組みの背景・問題認識

取り組み内容

現時点の成果（成果見込）と今後の展望

　中小規模の食品製造業において、工場の24時間稼働を実現するにあたり、人手不足や検査精度のばらつ
きなどが問題となっていた。その中でも特にエア漏れ（穴あき・袋の圧着不足）検査については、腐敗や品
質低下の原因となりうるため、自動化のニーズが多くなっている。

夜間作業

作業習熟度 体　調 バラツキ発生

人員不足

　本事業でロボットを用いたところ、人間がハンドリングを行っている部分をロボットが行える事は十分検
証出来た。また、目視にて発見出来るレベルの変化が有れば、画像処理で十分発見出来る事も検証出来た。
それにより、検査項目の異品種混入、形状、外観不良については対応可能となった。ただし、本事業での最
大の目的である食品、飲料の容器の破損やピンホールによるエア漏れの発見について画像処理によって製品
の変化を掴もうとしたが、画像処理だけでは対応できない事が解った。
　今後は、人間が行っている触感によるピンホールの発見の方法に替わる装置の開発を行い、ロボットによ
る製品のハンドリング、画像処理によって外観から発見出来る異常の検出、新たに開発するエア漏れを発見
するシステムを統合して、24時間安定した検査システムの構築を目指していく。

基盤づくり編 工程自動化編 先進的取り組み編

人手による検査作業

不良品の見落としや
人員不足による稼働時間減少

6軸多関節ロボットと画像処理を
組み合わせた自動化

人手不足の影響を受けず
24時間安定した稼動が可能に




