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 我が国の⽣産年齢⼈⼝の減少は、地⽅を中⼼に急速に進⾏しており、全産業で⼈⼿不⾜が顕著となっている。
 中でも、北海道の基幹産業である⼀次産業、⾷品業界は深刻な労働⼒不⾜の問題に直⾯しており、ロボット導⼊
による省⼈化が喫緊の課題となっている。

 しかし、多様な⽣産現場の環境や、様々な原材料に応じた⽣産⼯程の状況などから、⼀次産業や⾷品業界におけ
るロボット導⼊には⾼いハードルが存在しており、全国的にロボット導⼊が進んでいない。

現状の課題
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深刻な⼈⼿不⾜または⽣産性向上を要する領域

例２ リネンサービスにおけるタオルの結束作業

 中⼩企業等から⽣産性向上の要望
を受けて、最適なロボットシステムを設
計・提案

 ハンドや周辺装置の開発から⼯場へ
の設置、動き⽅の教⽰（ティーチン
グ）やメンテナンスまでを幅広く担う

⾃社でロボットシステムを構築できる

 ロボットメーカーが販売する「産業⽤ロボット」には、物をつかむためのハンドは付いておらず、動き⽅もプログラムされてい
ないなど、中⼩企業が単独で⾃社の⽣産ラインに適合するようにロボットシステムを構築することは難しい。

 最適なロボットシステムを設計・提案し、ハンドや周辺装置の開発から⼯場への設置、動き⽅の教⽰やメンテナンスま
でを幅広く担う 「システムインテグレータ」（SIer）と呼ばれる専⾨業者の強化・育成が必要。

ロボットメーカー

⾃動⾞メーカー等

中堅・中⼩企業、新領域システムインテグレータ

ハンドは付いていない
動き⽅も教えられていない

各⽤途に最適なハンドや
周辺装置、動き⽅を設計

し実装する必要がある

SIer

多種多様なロボット化のニーズに応え、
ロボット活⽤のフロンティアを開拓する者

としてシステムインテグレータの役割が重要

例１ コンビニのおにぎりを箱に詰める作業

ロボットシステムの構想・設計・導⼊を担う「システムインテグレータ」（SIer）の重要性
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【事例紹介】 ⼈⼿不⾜の解消に貢献 〜北海道のシステムインテグレータが果たす役割〜
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 ⼀次産業や⾷品加⼯の現場では、⼈⼿を要する作業⼯程が数多く存在している。
 システムインテグレータは、様々な機械・装置を組み合わせ、最適なシステムをデザインする「課題解決型の企業」。
 これまで⼿作業以外では無理だと思われていた⼯程について、システムインテグレータはロボットシステムの構築により
⾃動化を実現。各地域で深刻化する⼈⼿不⾜の解消に⼤きく貢献している。

事例１ ㈱ニッコー 【釧路市】 「ホタテ⾙の⼿剥き作業」の全⾃動化を実現！

熟練作業員11⼈の省⼈化を実現！（湧別漁業協同組合）
 ホタテ⾙の⼿剥き作業は、熟練した技能を持つ作業員を多数必要とするが、少⼦化の進展により、地域では熟練作業員の確保が困難となりつつあった。
 ニッコーでは、「ホタテ原⾙の投⼊」から「⾙の選別」、「⾙柱の⽣剥き」までの総ての⼯程を、全⾃動で⾏うロボットシステムをデザイン。
 これにより、⾙剥きに要する作業員を、⼿作業の12⼈から1⼈へと、⼤幅な省⼈化を図ることに成功。地域における⼈⼿不⾜の解消を図った。

導⼊前（⼿作業）

 12⼈の作業員が、窮屈な姿勢を保ちながら⻑時
間作業する、過酷な重労働

 作業には熟練の技術を要するが、少⼦化の進展
により、地域では⼈⼿不⾜が課題に

導⼊後（ロボット化）

①ホタテ⾙の選別・整列
画像センサーにより、不適合⾙
を⾃動選別

反転機により、ホタテ⾙を表向
きに揃える

②ホタテ⾙の投⼊
ホタテ⾙8枚を1列に整列さ
せ、画像センサーで、⾙の中⼼
を把握

2台のロボットがホタテ⾙の向き
を揃え、パレットに毎秒１枚の
スピードで移載

③ホタテ⾙の⾃動⽣剥き
ホタテ⾙の殻・ミミ・ウロ・⾙柱を
全⾃動で分離させ、⽣⾙柱を
回収



【事例紹介】 北海道で活躍するシステムインテグレータ
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事例２ ㈱エフ・イー 【旭川市】 ⾼性能光学式選別機 「マルチセレクター」

多様な野菜・果物に１台で対応！ ⾊・形状を選ばない多品種選別機
 野菜や果実の出荷に不可⽋な「選別作業」は、様々な種類・規格があり、⽣産者にとっては⼤変な作業であった。
 エフ・イーでは、⾼度な設計技術と永年の農産品の取扱の経験を武器に、画像認識に強みを持つ㈱メデック(函館市)と連携、様々な⾊・形状の野菜の

選別に1台で対応可能な「マルチセレクター」の開発・製品化に成功。

事例３ シンセメック㈱ 【⽯狩市】 ジャガイモ芽取りロボット（開発中）

重労働からの解放！ ジャガイモの「芽取り作業」を完全⾃動化
 ジャガイモの芽取り作業は、多くの⼈⼿を要する重労働作業でありながら、表⾯に凹凸がジャガイモの機械化は困難であった。
 シンセメックでは、画像センサーとロボットを活⽤し、ジャガイモの芽取り⼯程を、1個あたり4秒のスピードで全⾃動化することに成功。

導⼊前（⼿作業）
ジャガイモの芽取り作業は、
多くの作業員を必要とする
上、⻑時間同じ姿勢で、⼤
量のジャガイモを処理しなけ
ればならない、過酷な重労
働

導⼊後（ロボット化）

①⽪をむいたジャガイモを
複数のカメラで位置を確認

②先端にドリルのついた
ロボットで芽を削り取る

③様々な⾷品に加⼯される

導⼊前（⼿作業） 導⼊後（ロボット化）
様々な種類・規格があり、
野菜や果物ごとに、それぞ
れ専⽤の選別機が必要

精度の⾼い選別機はコス
トが⾼く、個⼈農家への普
及には⾄っていなかった

①個々の野菜の形・サイズを
カメラによって測定

②瞬時に演算し、野菜
の階級判別を⾏う

③処理量や階級等数など
設定した値に応じて
⾃動で野菜を選別



スーパーSIer
ロボットを使いこなせる

SIer
ロボットを扱うことができる

SIer予備群
ロボットを扱う潜在⼒がある

機械加⼯ エンジニア
リング ＩＴ 商 社

電気・電⼦ 卸売業 メンテ
ナンス

ロボット実践講習

ロボット×ＡＩ
ユーザー
マッチング

ロボットSIer
×

⾷品業界
ロボット⼊⾨講習

プログラミング
センシング

BtoB
マッチング

ロボット関係企業
シンポジウム

専⾨家派遣

インターンシップ

29年度 事業内容（予定）

知識・スキル ネットワーク 経営⽀援
中核企業群の拡⼤
⼈⼿不⾜の解消

■取組１．北海道地域における「システムインテグレータの強化・育成」
⼈⼝減少によりロボット導⼊ニーズは拡⼤傾向にある⼀⽅、本州と⽐較しSIerの企業数が乏しいことが本道の課題。
当局では、本道におけるSIerの強化・育成に取り組み、第4次産業⾰命による各産業分野の⽣産性向上を促進する。
①SIerの育成：ロボットを扱う潜在⼒を持つSIer予備群の取り込みを図り、本道のSIerの企業数の増⼤・裾野の拡⼤を⽬指す。

②SIerの強化：既に活躍している道内SIerの能⼒を更に強化し、ロボットの未活⽤領域の開拓を促進することを通じて、本道の基幹
産業である⼀次産業・⾷品業界をはじめ、各産業分野における更なる⽣産性向上を後押しする。
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平成29年度 地域中核企業創出・⽀援事業 ／ 事業委託先：⼀般社団法⼈北海道機械⼯業会



《SIer予備群向け》 『ロボット関連ビジネス 新規参⼊促進シンポジウム＆交流会』

ロボットを扱う潜在⼒を持つSIer予備群を対象に、SIerへの新規参⼊のヒント、 関連業種とのネットワーク構築の場を提供。

 ⽇時：2017年9⽉15⽇（⾦）13:30〜17:10
 場所：ポールスター札幌 2階 メヌエット（札幌市中央区北４条⻄６丁⽬）
 定員：100名
 対象：ロボット関連ビジネス（SIer）への新規参⼊に関⼼を持つ機械・電機メーカー、エンジニアリング企業、IT企業 等

プログラム
第1部：シンポジウム（13:30～15:20）

❏基調講演 『ロボットの産業構造と未来に向けて』
㈱NTTデータ経営研究所 事業戦略コンサルティングユニット
産業戦略グループ⻑ 三治 信⼀朗 ⽒

❏パネルディスカッション
❍ ⾷品業界：㈱コスモジャパン 代表取締役 ⼩林 惣 ⽒
❍ 機械メーカー：㈱エフ・イー 常務取締役 佐々⽊ 雄⼤ ⽒
❍ IT企業：㈱AIハヤブサ 代表取締役 村松 洋明 ⽒
❍ ファシリテーター：㈱NTTデータ経営研究所 三治 信⼀朗 ⽒

第2部：交流会（15:40～17:10）
❍ ロボット関連企業によるポスターセッション・ショートプレゼン（以下、出展予定企業）
【ロボットメーカー】 オムロン㈱、三菱電機㈱、㈱デンソーウェーブ
【SIer】㈱ASCe （パネル展⽰のみ）ニッコー㈱、㈱シンセメック、㈱エフ・イー 【AI】㈱調和技研
【センシング】㈱メデック、㈱AIハヤブサ 【商社】ユアサ商事㈱、⽯垣電材㈱

お問い合わせ先
（⼀社）北海道機械⼯業会【担当：⻑尾、⾅杵】
電話：011-222-9591 FAX:011-251-4387 Email:kogyokai@sweet.ocn.ne.jp

株式会社NTTデータ経営研究所
三治 信⼀朗 ⽒ SANJI, Shinichiro

⽇本における、ロボット・AI分野のコンサ
ルティングの第⼀⼈者。

⼤⼿シンクタンクを経て、2015年NTTデー
タ経営研究所⼊社。現職では、官⺠連携
を旗頭に、ロボットをはじめとしたものづくり
分野と再⽣医療を中⼼としたライフサイエン
ス分野のコンサルティングを⼿掛ける。
ロボット、再⽣医療関連の講演会、委員
会、執筆活動等を通じた業界活動を積極
的に⾏なっている。
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北海道初

■取組１．北海道地域における「システムインテグレータの強化・育成」 〜取組詳細①〜



《SIer》 『ロボット・画像センサ⼊⾨講座』 《スーパーSIer》 『ロボット実践講座』
新たにSIerを⽬指す企業を対象に、ロボットの操作（制御、プロ
グラミング、ティーチング等）や、画像センサの活⽤に必要な知識・
技能を、ロボットの実機を⽤いて実践する機会を提供する。
 時期：2017年11⽉（3⽇間 －⽇程調整中）

－ロボット⼊⾨講座：2⽇間
－画像センサ⼊⾨講座：1⽇間

 定員：20名程度
 協⼒機関：オムロン㈱、北海道⽴総合研究機構

北海道初 北海道初

⾷品の画像認識精度の向上等、新たにロボット分野におけるAI
活⽤に取り組むSIerを対象に、世界最先端のAI活⽤事例の紹
介、AIプログラミングを実践する機会を提供する。
 時期：2017年12⽉（2⽇間 －⽇程調整中）

－AI概論、事例紹介、グループディスカッション
－AI実践講習

 定員：20名程度
 協⼒機関：㈱ABEJA、北海道⽴総合研究機構

オムロン株式会社
2015年、産業⽤ロボットメーカーのリーディングカンパニーで
ある「アデプト・テクノロジー社(⽶)」を買収。オムロンの強み
であるセンシング＆コントロール技術を組み合わせ、ロボット
事業をスタート。
⾃動⾞・デジタルデバイス等の分野に加え、⾷品・医療分野
に対し、多くのロボット導⼊実績を持つことが特徴。

株式会社ABEJA
2012年創業。世界から注⽬を集める、
⽇本発の最先端AIベンチャー。
ディープラーニングを活⽤したプラット
フォーム技術を中核に、製造業・⼩売
業等様々な業種にソリューションを提供
をしている。

《SIer＆スーパーSIer》 ユーザーマッチング

ロボット導⼊のニーズを抱える⼀次産業・⾷品業界等のユーザー
企業を対象に、ロボット導⼊に関する情報提供、道内SIer企業
とのマッチングの機会を提供する。
※IoTイベントとの同時開催を企画中

 時期：2018年2⽉（⽇程調整中）
 場所：札幌市内ホテル等
 対象：⼀次産業、⾷品業界等のユーザー企業

《スーパーSIer》 経営⽀援

道内で活躍するSIerの更なるレベルアップを⽬的に、①専⾨家に
よる経営戦略の策定⽀援(北海道よろず⽀援拠点と連携)、②
道内⼯業系⼤学と連携したインターンシップ⽀援等を実施する。

北海道よろず⽀援拠点

中⼩企業の経営相談に対応する窓⼝として、経済産業省が
平成26年度から全都道府県に設置。北海道の利⽤企業数
は3000社を超え、売上拡⼤等の成功事例も多数創出。
チーフコーディネーターは、㈱アステップ経営の中野貴英⽒。
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北海道初

■取組１．北海道地域における「システムインテグレータの強化・育成」 〜取組詳細②〜



システムインテグレータ ⾷品業界（ロボットユーザー）

先⾏企業によるロボット導⼊の費⽤帯効果は？
⇒全国の⾷品業界に対するヒアリング調査

各⼯程における具体的なロボット導⼊ニーズは？
⇒全国の⾷品業界に対するアンケート＆ヒアリング調査

調査①：⾷品業界におけるロボット導⼊ニーズ
 ⾷品業界では、多様な原材料に応じた⽣産⼯程の状況から、他産業に⽐較して、ロボット導⼊には⾼いハードルが存在している。
 本事業では、⾷品業界におけるロボット導⼊の加速化を⽬指し、未だ全国でも明らかになっていない「⾷品業界の各分野・各⼯程に

おける具体的なロボット導⼊ニーズ」について、調査を⾏う。

調査②：SIer企業の成⻑プロセス
 ロボットは、機構・電気・システム等、⾼度な専⾨分野の複合領域であり、SIer企業には「複合分野の技術者」が要求される。
 ⼀⽅で、現在活躍するSIer企業は、どの様な経緯を辿り現在の組織能⼒を構築したか、そのプロセスは明らかになっていない。
 本事業では、北海道地域でのSIer企業の育成を加速化させるため、道外で活躍するSIer企業を対象に、成⻑プロセスを調査する。

■取組２．調査（①⾷品業界におけるロボット導⼊ニーズ ②システムインテグレータの成⻑プロセス）

どの様なプロセスを辿り、SI能⼒を構築したか？
⇒道外SIer企業に対するヒアリング調査

平成29年度 ⾷品関連ロボット市場への新規参⼊・競争促進策に関する調査事業／ 調査請負先：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

１．アンケート調査（9⽉〜11⽉）
－全国の⾷品業界：2,000社
－道内の製造業・IT企業：1,000社

２．ヒアリング調査（10⽉〜12⽉）
－全国の⾷品業界：30社
－全国のSIer企業：10社

３．研究会：年2回程度

【調査概要】

「⾷品業界のロボット導⼊の課題及びニーズ」
「北海道地域におけるSIer育成策」 をとりまとめ
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