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１．調査事業の目的と概要 

１）調査事業の目的 

国内では、第４次産業革命の進展により、ものづくり産業におけるロボット、IoT、AI など

の生産性向上につながる技術の導入が広がりつつある中、平成 28 年工業統計によると従業員

一人当たりの付加価値額は 13 百万円となっている一方、道内においては、9.9 百万円と北海

道は低い状況にある。 

このため、日本標準産業分類のうち道内の生産性を底上げすることが期待される複数の業

種を対象として、北海道経済産業局にて生産性向上に向けて支援を進めている食料品製造業

に加えて、今後戦略的に支援すべきと考えられる対象業種を絞り込み、第 4次産業革命の実

現と、道内産業の生産性向上の実現を目指す。 

 

２）調査事業の概要 

日本標準産業分類のうち道内の生産性を底上げすることが期待される複数のものづくり産

業の業種を、従業員１人あたりの付加価値額の道内推移や全国推移との比較等から「木材・

木製品製造業」、「家具装具品製造業」、「鉄鋼業」、「金属製品製造業」、「生産用機械器具製造

業」の５業種と仮説立てし、アンケート調査、ヒアリング調査によりロボット、IoT、AI 等先

端技術の導入状況と導入課題、導入に際しての支援ニーズ等を明らかにし、対象業種の分析

等を行っている。 

２．調査の実施方法 

道内の製造業のうち、道内の生産性を底上げすることが期待されるものづくり産業として

仮説立てした 5業種を対象として、各企業の人材不足と経営の状況、ロボット、IoT、AI 等の

先端技術の工程別導入状況や導入にあたって課題と感じている要因、製品原材料の受入れか

ら、製品出荷までの各工程における各種生産データの活用状況、先端技術導入にあたっての

支援要望等について、アンケート調査を実施。 

更に、アンケート調査結果の回答ほかから、先端技術導入に意欲的と分析される企業を対

象にヒアリング調査を実施し、各業種の実態事例を把握。 

これら状況を基に、各業種における作業工程別の課題・ニーズ等を整理・分析の上、道内

の生産性を底上げすることが期待され、戦略的に支援すべきと考えられる対象業種を絞り込

み、複数のものづくり産業の業種を各業種の生産性向上における展開可能性を検証した。 

１）ロボット、IoT、AI 等先端技術活用事例紹介集の作成 

ものづくり産業の生産性向上に資する先端技術活用事例の中から、道内ものづくり産業向

けに、既存公表資料から一部抜粋した事例集を作成。対象とした先端技術と参考資料は次の

通り。 

この事例集は、アンケート調査対象企業に先端技術活用への一定の理解と気づきを得てい

ただいた上での回答を得るべく、回答の際の参考用資料として調査票とともに配布。 

①AI 導入：AI 導入 Navigator(2019) 近畿経済産業局 

②IoT 導入：中小のものづくり企業 IoT 等活用事例集 関東経済産業局 

③ロボット導入：ロボット導入実証事業事例紹介ハンドブック2016、2017 ロボット工業会 

④VR 活用：ものづくり白書 経済産業省 
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３）ヒアリング調査 

ヒアリング調査は、アンケート結果の回答内容をふまえ、今後先端技術の導入に意欲的な

企業、また現在導入に向け検討を行っている企業から 10 社を、アンケートの回答がない企業

においても新聞報道等から先端技術導入に意欲的と分析される企業 4社の合計 14 社を選定

し、ヒアリングを実施した。グラフの赤丸はヒアリング企業を示す。 

業種別ヒアリング実施企業数 

業種 訪問企業数 

木材・木製品製造業 ３ 

家具・装具品製造業 ２ 

鉄鋼業 １ 

金属製品製造業 ３ 

生産用機械器具製造業 ５ 

合計 １４ 

 

３．調査結果 

１）アンケート調査結果 

道内５業種のものづくり産業（木材・木製品、家具・装具品、鉄鋼業、金属製品、生産用

機械器具の 5業種）を対象に実施したアンケート調査結果から明らかになった、生産性向上

（機械化・IT 化、ロボット、IoT、AI 等の活用）への対応状況、今後の導入に向けた具体的

ニーズ及び課題等は、次のとおりである。 

(1) 道内中小ものづくり産業の人材不足と先端技術の導入状況 

道内中小ものづくり産業では、9割以上の企業が人材不足にあり、うち 4割はビジ

ネスにも影響が出ている。現在不足と感じている人材は、技能人材が多い。 

一方で、こうした技能人材を補完することが期待されるロボット、IoT、AI 等の先

端技術について認知度は高くなく、生産工程への導入も 1割程度の企業にとどまる。 

また、導入済の先端技術は、「受注・決済」、「原材料受入」、「加工」、「検査」「保

管・出荷」の各生産工程中、「加工」工程ではロボットが も多く、他の工程では IT

によるデータ管理が多い一方、道内のものづくり・IT 企業の製品・システムの導入実

績は少ない。 

 

①道内中小ものづくり産業の人材確保と経営への影響（問 2） 

人材確保については、「人材不足が大きな課題になっており、ビジネスにも影響が出て

いる」が 40.7%と も多く、次いで「人材不足が課題として顕在化しつつある」34.1%と

なっている。「特に問題はない」は 7.4%と少ない。 
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②道内中小ものづくり産業が不足と感じている人材（問 3） 

不足していると感じている人材は、「技能人材」が 78.2%と突出して多く、次いで「営

業・販売・顧客へのアフターサービス人材」30.6%、「経営人材」27.4%、「設計・デザイン

人材」26.6%の順となっている。 

 

 ③道内中小ものづくり産業の AI、IoT、ロボット、ｘＲ等の先端技術の認知度（問 4） 

第４次産業革命を支える先端技術は、「聞いたことがある程度」が 42.9%、「全く知らな

い」が 6.0%と認知度は高くなく、「技術の内容まで知っており、実際に現場で導入（利活

用）している」は 12.0%にとどまる。 
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④道内中小ものづくり産業の生産工程毎の導入済みの先端技術（問 5-2） 

生産工程に導入済の先端技術は、「IT によるデータの管理等」が（1）受注・決済

（26.7%）、（2）原材料受入（18.2%）、（4）検査（11.5%）、（5）保管・出荷（18.3%）の 4

工程で も多くなっている。一方、（3）加工では、「ロボット導入による作業の自動化、

省力化等」が 22.8%と も多く、次いで「IT によるデータの管理等」が 16.5%となってい

る。 
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⑤道内中小ものづくり産業の道内ものづくり・IT 企業からの先端技術の導入実績 

（問 5-3） 

道内のものづくり・IT 企業等からの製品、システムの導入は、（1）受注・決済

（6.5%）、（2）原材料受入（3.4%）、（3）加工（11.8%）、（4）検査（2.4%）、（5）保管・出

荷（1.2%）と各生産工程で少ない。 

 

 

(２) 道内中小ものづくり産業の生産工程毎の今後の生産性向上の課題と対応 

道内中小ものづくり産業において、生産工程を「受注・決済」、「原材料受入」、「加

工」、「検査」、「保管・出荷」「受注・決済」の各工程に分けて生産性向上の現状につい

て調査を行った。 

道内中小ものづくり産業が、今後、各生産工程において生産性向上が必要と感じて

いる業務は、「受注・決済」工程では「見積業務」、「原材料受入」工程では「在庫管理

業務」、「加工」工程では「作業時間の短縮」、「検査」工程では「検査結果のデータ

化・システム管理」、「保管・出荷」工程では「製品在庫のデータ・システム管理」を

挙げている。 

また、これらの生産性向上に有効と考えられている手法は、全工程で「工程を見直

し、効率的な工程を見出す」が も多い一方、「原材料投入」、「検査」及び「保管・出

荷」の 3 工程では、2 番目に「先端技術を導入し、作業の効率化や工程の一元管理を

行う」が挙げられた。 

導入を希望する先端技術としては、「加工」工程では「ロボットの導入」が多く、そ

の他の工程では「IT によるデータ管理」が多い結果であった。その課題としては、ロ

ボットの導入では「高額な費用がかかる」が多いが、IT によるデータ管理では「詳し

い人材がいない」ことが挙げられている。 

①「受注・決済」工程で生産性向上が必要な業務と有効手法（問 5-4、5） 

「受注・決済」工程で生産性向上が必要と感じている業務は、「見積業務」が 44.4%と

も多く、次いで「設計業務」（32.3%）、「営業業務」（28.2%）となっている。 
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こうした生産性向上が必要な業務に対して有効な手法として考えられているのは、「工

程を見直し、効率的な工程を見出す」（33.9%）、「作業要員を増員する」（21.2%）、「先端技

術を導入し、作業の効率化や工程の一元管理を行う」（22.0%）の順になっている。 

 

導入を希望する先端技術は、「IT によるデータ管理」（59.6％）と も多く、次いで

「IoT によるデータ活用」（36.5％）、「AI の活用」（30.8％）となっている。 
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導入課題としては、AI の活用を除き、「詳しい人材がいない」が も高く、次いで「導

入に高額な費用がかかる」となっている 

 

②「原材料受入」工程で生産性向上が必要な業務と有効手法（問 5-4、5） 

「原材料受入」工程で生産性向上が必要と感じている業務は、「在庫管理業務」が

49.2%と も多く、次いで「納品管理業務」（30.3%）、「品質管理業務」（28.7%）となって

いる。 

 

こうした生産性向上が必要な業務に対して有効な手法として考えられているのは、「工

程を見直し、効率的な工程を見出す」（35.0%）、「先端技術を導入し、作業の効率化や工程

の一元管理を行う」（25.6%）となっている。 
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導入を希望する先端技術は、「IT によるデータ管理」（56.0％）と も多く、次いで

「IoT によるデータ活用」（48.0％）、「ロボットによる省力化」（16.0％）となっている。 

 
導入課題としては、ロボットの導入では、「高額の費用がかかる」（71.4％）と高いが、

その他の技術では、「詳しい人材がいない」が高い結果となった。 
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③「加工」工程で生産性向上が必要な業務と有効手法（問 5-4、5） 

「加工」工程で生産性向上が必要と感じている業務は、「各工程の作業時間の短縮」が

63.3%と も多く、次いで「専門的技術の継承」（46.9%）、「作業工程のデータ化・システ

ム管理」（37.5%）となっている。 

 

こうした生産性向上が必要な業務に対して有効な手法として考えられているのは、「工

程を見直し、効率的な工程を見出す」（41.5%）、「先端技術を導入し、作業の効率化や工程

の一元管理を行う」（27.6%）、「作業要員を増員する」（26.8%）の順になっている。 

 

導入を希望する先端技術は、「ロボットによる省力化、自動化」（69.8％）と も多く、

次いで「IoT によるデータ活用」（34.9％）、「IT によるデータ管理」（33.3％）となってい

る。 
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導入課題としては、ロボットの導入、IoT 活用、AI 活用では、「高額の費用がかかる」

が高く、IT 導入では、「詳しい人材がいない」が高い結果となった。また、何れの技術で

も「導入効果がわからない」も比較的高い課題となっている。 

 

④「検査」工程で生産性向上が必要な業務と有効手法（問 5-4、5） 

「検査」工程で生産性向上が必要と感じている業務は、「検査結果のデータ化・システ

ム管理」が 41.2%と も多く、次いで「検査時間の短縮」（30.3%）、「専門的技術の継承」

（29.4%）となっている。 
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こうした生産性向上が必要な業務に対して有効な手法として考えられているのは、「工

程を見直し、効率的な工程を見出す」（40.5%）、「先端技術を導入し、作業の効率化や工程

の一元管理を行う」（22.4%）となっている。 

 
導入を希望する先端技術は、「IT によるデータ管理」（46.9％）と多く、「ロボットによ

る省力化、自動化」、「IoT によるデータ活用」（34.7％）、となっている。 

 

導入課題としては、IoT 活用では、「高額の費用がかかる」、「詳しい人材がいない」が

高く、その他の技術では、「高額の費用がかかる」が高い結果となった。 

 



13 
 

 

⑤「保管・出荷」工程で生産性向上が必要な業務と有効手法（問 5-4、5） 

「保管・出荷」工程で生産性向上が必要と感じている業務は、「製品在庫のデータ・シ

ステム管理」33.1%、「作業の進捗にあわせた従事者の適正配置」26.3%となっている。 

 

こうした生産性向上が必要な業務に対して有効な手法として考えられているのは、「工

程を見直し、効率的な工程を見出す」（35.7%）、「先端技術を導入し、作業の効率化や工程

の一元管理を行う」（23.2%）となっている。 
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導入を希望する先端技術は、「IT によるデータ管理」（48.8％）と多く、次いで「IoT に

よるデータ活用」（34.9％）となっている。 

 

導入課題としては、ロボット、IT、ＡＩの活用では、「高額の費用がかかる」が高く、

IoT の活用では「詳しい人材がいない」が高い結果となった。 
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(３) 道内中小ものづくり産業の生産工程等のデータ収集と活用状況 

道内中小製造業は、半数以上の企業が各生産工程でデータ収集を行う一方、機械や

人員の稼働状況の「見える化」やトレーサビリティ管理など、具体的な用途に活用し

ている。また、データ活用システムについては、６割強の企業が内製化している。 

一方、可能であればデータ活用を実施したいとの意向は、各用途で多く、特に、検

査工程や顧客とのやりとり・マーケティングへの活用意向が高い。 

①道内中小ものづくり産業の生産性工程等のデータ収集の動向（問 6） 

生産工程等のデータ収集は、「行っている」52.4%、「行っていない」47.6%となってい

る。なお、「2019 年版ものづくり白書」では、中小企業でなんらかのテータ収集を「行っ

ている」は 56.8%で、単純比較はできないが、北海道は全国を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道内中小ものづくり産業の収集した生産性工程等のデータの活用用途（問 7） 

既に各生産工程データを収集し活用している企業では、これらデータの活用実績とし

て、「個別工程の機械の稼働状態について、「見える化」を行いプロセス改善等に取り組

む」（32.3%）、次いで「自社の工場内もしくは取引先企業との間で、製造物・部材のトレ

ーサビリティ管理を行う」（24.6%）、「ラインもしくは製造工程全般の機械の稼働状況につ

いて、「見える化」を行いプロセス改善等に取り組む」（24.2%）、「ラインや製造工程に関

する人員の稼働状態を、「見える化」して、プロセス改善等に取り組む」（19.4%）が挙げ

られている。 

また、現在、生産工程データを活用できていない企業で、今後、活用が可能であれば実

施してみたいとする用途は、「製品工程における製品出荷前検査状況のデータ化・見える

化や検査工程の自動化・IT 化」（49.2%）、「顧客とのやりとりやマーケティングの効率

化」（41.9%）につき関心が高くなっている。また、他の用途も総じて活用してみたいとす

る意向が高くなっている。 
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③道内中小ものづくり産業のデータ活用システムの構築（問 8） 

データ活用のシステム構築については、「社内 SE により内製した」企業（61.2%）が多

く、外注は 20.4%にとどまる。 

 

 

(４) 道内中小ものづくり産業の先端技術導入の際に希望する支援 

先端技術を導入しようとする際、希望する支援は、「補助金（導入・開発支援）」

（73.8%）が も多く、次いで「導入・利活用事例」提供（56.3%）、「導入企業の見学会・

意見交換会」（54.4%）、「人材確保に向けたマッチング」（44.7%）、「技術・業界動向」提供

と「道外展示会やロボットメーカ等の視察会」（39.8%）の順となっている。 

 

 

２）企業ヒアリング結果 

企業ヒアリング調査は、14 社を対象に実施。業種別企業数は、以下の表のとおり。 

業種別ヒアリング実施企業数 

業種 訪問企業数 

木材・木製品製造業 ３ 

家具・装具品製造業 ２ 

鉄鋼業 １ 

金属製品製造業 ３ 

生産用機械器具製造業 ５ 

合計 １４ 
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No.1 木材、木製品 A 

人材について ・人材は不足しているが、中途採用などによりやりくり 

・不足人材は生産に関わる技能人材（機械オペレータ－、CAD） 

・技能人材の不足により受注機会に対応できないケースもある 

ロボット、自動化

について 

・ロボットは特殊加工用として導入済み。元々は職人が行っていた

が、人材不足もありロボットを導入。 

・加工工程での省力化を図るべく検討を進めている 

生産管理について ・受注管理用に市販のシステムを導入済み 

要望 ・生産性向上を目的として、自動化、製品管理方法等について専門

家による指導を受けたい 

・製品開発支援、製品開発に向けた研究機関とのマッチング支援を

希望 

 

No.２木材、木製品 B 

人材について ・定期的に採用出来ているが、不足 

・設計人材、ロボットプログラム等に対応できるデジタル人材の確

保が課題 

ロボット、自動化

について 

・人材不足への対応としてロボット導入済み 

・8人が行っていた作業をロボット 1台で対応。作業ミスが減少。 

・ロボットを導入した工程の成果が見えると、他の工程でのロボッ

トの導入を意識するなど生産性に対する社員の意識も変化 

生産管理について ・バーコードによる在庫管理を実施 

・受注管理はエクセルデータから生産指示書を作成しているが、何

れはシステムでの対応を図りたい 

要望 ・展示会やセミナー等により 新情報を得る機会の提供を希望 

・スマートものづくり応援隊など専門家による派遣・指導は参考に

なる 

 

No.３木材、木製品 C 

人材について ・現行の生産量においては人手不足ではない 

・定期採用は実施しておらず、中途採用により対応 

ロボット、自動化

について 

・原木の皮むきから製材の 1ラインは機械の自動化を実施済み。 

・現在の生産量では全ての自動化は必要ないが、人手不足が進むこ

とを考えると、全体の自動化を検討する必要性を感じている 

・製品の積上げは重労働でもあり、ロボットの導入を検討 

生産管理について ・事務業務の管理ソフトは自社社員が製作 

・作業工程については作業日報による時間管理を実施しているが、

今後はシステムでの管理を検討 

要望 ・情報収集を目的として、展示会や他社の取組み等の視察を希望 
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No.４家具装具 A 

人材について ・人材不足の状況。技術系の応募が少ない 

・設計工程において CAD オペレータ人材が不足 

・年齢構成では、中間層が少なく空洞化の状況。影響が大きい 

ロボット、自動化

について 

・大量生産から受注生産へ切替えるべくプロジェクトを立上げ取組

みを進め、対応可能となった。 

生産管理について ・受注、出荷を管理するシステムを 20 年前に自社開発。その後バー

ジョンアップを実施。 

・装置の稼働率をリアルタイムに管理出来ていない。 

要望 ・同業者の施設を視察。以前 新設備が導入されている同業者を視

察し非常に参考になった。 

 

No.５家具装具 B 

人材について ・深刻な状況ではないが、繁忙期と閑散期の 適な人員配置に苦労

している 

・社員が高齢化にあり、後継者の育成が必要。また、デジタル人材

の育成が課題でもある 

ロボット、自動化

について 

・ 新の設備を導入し、個々の作業の効率化を実施 

生産管理について ・工程管理ができていないため、生産状況が把握できず、営業へ影

響。工程の見える化により、機械の稼働率向上、営業への活用等が

期待される 

・閑散期に道外のベンダーを探し、検討を実施したが導入には至っ

ていない。 

要望 ・同規模企業の導入状況の見学を希望する。異業種でも構わない。 

・自社での取組みの参考にしたい 

 

No.６鉄鋼業 A 

人材について ・不足。時間外勤務等により対応しているが、外注や納期折衝によ

り対応するケースもある。 

ロボット、自動化

について 

・装置 13 台を 3名で管理する、多台管理を試行中。 

・複数部品の自動加工が可能な無人装置を優先して稼働させること

で合理化を図っている。 

・但し、無人化できる装置が限定されるので、工程全体を無人化出

来ない 

生産管理について ・生産管理システム導入済み。工程表にバーコードを記載しており、

各工程終了後にバーコードを読み取り、作業時間を管理できる。 

・システムには、過去に試作した部品のデータ全てを登録しており、

営業時の納期確認等にも活用している 

・システムの担当者が 1名であることから、後継者の育成が必要 

要望 ・特になし 
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No.７金属製品 A 

人材について ・不足しているが、中途採用、人材派遣、外注により対応 

ロボット、自動化

について 

・生産量を維持するべく、ロボット導入やラインの自動化による省

力化について取組みを進めている。 

・ロボット設置には一定のスペースが必要であり、簡単には導入で

きない 

・検査工程への AI の導入も検討中。 

生産管理について ・受注管理システムにつき SE を採用し、自社構築。 

・現在、機械の稼働時間を日報等により管理。今後は、システムを

導入しリアルタイムでの管理を目指す。 

要望 ・ロボット導入に対し、トータルコーディネートできる専門家の支

援を受けたい 

・ロボットを導入する場合、その周辺機器やソフト等を含めると高

額になることから、補助金等については対象範囲を考慮して欲しい 

・展示会等で、自社のニーズに合う企業等を紹介いただきたい 

 

No.８金属製品 B 

人材について ・定期採用、中途採用により確保できている。 

ロボット、自動化

について 

・溶接作業の工数が作業者の習熟度合いでムラがある。システム導

入により標準作業時間と目標時間を設定できるレベルになったが、

何れはロボットの導入も検討したい 

生産管理について ・タブレット型端末とバーコードリーダーを生産現場に導入し、作

業工程の情報を管理し進捗状況を見える化できる生産管理システ

ムを構築 

・製造工程の進捗管理としてガントチャートを活用。生産管理シス

テムと合わせ、導入効果としては、製品がスムーズに流れるように

なり、現場の工程ミーティングの時間が 10 分まで大幅に短縮。 

要望 ・人材確保に向けた企業紹介機会の提供 

 

No.９金属製品 C 

人材について ・人材不足には至っておらず、新卒も募集を行うと集まる状況 

・必要人材は、機械設計と電気のシーケンサーの専門家 

ロボット、自動化

について 

・ロボット導入よりも、ライン自動化が優先 

・その為、工場増設あるいは新設が急務。設備配置が整っておらず、

装置間での製品移動に時間がかかり、ロスになっている。 

生産管理について ・工程の目標時間を設定し、その時間内で実施できているかを、日

報により管理。アナログ方式である。 

・IoT 等のデジタル管理は、事務業務は対象となるが、工場内の工

程全体の管理には必要ないと考える。導入コストがかかること、使

用目的を明確にしない状況では、成果が期待できない。 

要望 ・特になし 
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No.10 金属製品 D 

人材について ・現在人員で適正な状態だが、定年などを考えると補充が必要。 

・若手は不足気味。 

ロボット、自動化

について 

・工場が狭く設備の適正配置ができていない。工場のスペースから

導入可能な設備を選定している状況。 

生産管理について ・作業工数は日報に記載した時間で管理。システム化が必要と考え

ており、メーカーより工程管理システムの提案を受けている。 

・製品の納期判断等を作業者が決定していたため、その結果として

受注機会を逃した物件もある。 

・機械の稼働率を把握すること、仕事のルール化が必要。 

要望 ・ロボット、IoT、IT 等を導入した企業の生の声を聴きたい。 

・自社への先端技術導入に対するアドバイスや支援をいただきたい 

・同じレベルの企業でネットワークを構築し、その中で情報交換や

セミナー等の開催 

 

No.1１生産用機械器具 A 

人材について ・毎年採用を続けているが思うように進まない。 

・現在人員で適正状態ではあるが、定年などを考えると補充は必要。 

・加工作業の技能人材、機械装置の設計（機械、電気、ソフト開発）

人材が不足 

ロボット、自動化

について 

・加工工程と検査工程でロボット導入を進めている。 

・ロボット導入には対象分野に詳しい SIer が必要。導入後、新たな

製品の加工等が発生した場合にも対応できるよう、自社内で SIer を

育成する必要がある。 

・工場が狭く設備が適正配置されていない。工場のスペースから導

入可能な設備を選定している状況。 

・合理化はロボット導入に限定されず、多能工化、機械の効率的稼

働のための工夫等、現状を見直し改善することも有効と考える。 

生産管理について ・機械装置の図面を基に、部品と加工品を区別し、部品発注までは

データを管理。納品に関しては、部品を識別するバーコードが個々

に設定されておらず、個別に確認を行っている。 

・作業工数は日報に記載した時間で管理。システム化は必要と考え

ており、メーカーより工程管理システムの提案を受けている。 

要望 ・道外のロボット施設見学、同規模企業の工場見学等を実施し、企

業に刺激を与える必要がある。 

 

No.1２生産用機械器具 B 

人材について ・人材は不足しているが、仕事が回らない状況ではない。 

・生産人材が必要。特にプログラムを組めるデジタル人材がゼロで

あり、外注により対応しているが今後は必要と考える。 

ロボット、自動化

について 
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生産管理について ・顧客情報、仕様書、図面等をエクセルにより管理。 

・工程管理は、受注金額から工数を算出し、目標時間を設定。 

・工場内に「機械毎の目標作業時間表」と「製品毎の工程表」を掲

示し社員が確認できるようにしている。社員の意識改革にも繋がっ

ており、次のステップとしてデジタル化を検討したい。 

要望  

 

No.1３生産用機械器具 C 

人材について ・若手が不足しているが、現時点では影響のないレベル。 

・在宅勤務制度を導入。退職を予定していた女性社員が CAD 作業を

自宅で行っている。 

・デジタル人材と研究開発人材が不足 

ロボット、自動化

について 

・加工工程にロボットを導入済み。対象は搬入、搬送の単純作業。 

・装置の自動化の効果は大きい、休日でも無人で生産を行うことが

出来る。但し、 新の装置を導入しても、他の機器が追いつかない

ので、ライン全体での更新が必要。 

生産管理について ・システム化の優先は受注工程。それぞれ個別ソフトで対応してお

り、ソフト間の入力を人が行っている。 

・工程の進捗管理は、市販ソフトを自社製に改造し使用。 

・機械の稼働率をリアルタイムで管理できていない。できたとして

もどの様に使用するのか、空き時間の活用方法を模索している。 

要望 ・デジタル人材の育成に向けた、セミナー、研修の開催 

・デジタルに特化した工場見学 

・デジタルの専門家派遣による指導 

 

No.1４生産用機械器具 D 

人材について ・不足している。 

ロボット、自動化

について 

・ロボット導入の前後工程の検討が大事であり、ロボットメーカは

その前後を含めライン全ての対応は受けない。 

・これからはライン製作だと感じている。FOOMA JAPAN（食技術の総

合トレードショー）等でも、単発機は多数出展されているが、ライ

ン製作をする企業は少ない。 

生産管理について ・機械の稼働予定表は、Excel で管理を行い、製造現場内のディス

プレーにより誰でも確認が可能な状態。 

・工程管理の市販ソフトを探したこともあるが、自社にマッチする

ものがなく内製化。 

・全社的な原価管理システムを構築し、原価がリアルタイムでわか

るようにしている。原価管理により、毎月、生産工程のコスト（人

や機械の稼働時間）の妥当性を、現場にフィードバック。 

要望 ・自動化等は、製造現場の問題意識がないと前に進まない。各種展

示会を視察し刺激を得ることも必要。 
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４．まとめ 

アンケート調査、ヒアリング調査の結果を以下に整理する。 

１）ロボット等の導入による生産性向上について 

道内中小ものづくり産業において、技能人材を中心に 9 割以上の企業に人材不足感が強

い中、生産性向上に向けた取組として、ロボットについては、加工工程での導入を検討す

る企業が多く、その目的としては、人手不足対策、労働環境改善、品質改善・維持等とし

ており、生産性向上のための技術と理解されている。 

実際にロボットを導入している企業では、一部の作業をロボットに置換えることによ

り、対象工程での作業員を減らし、不足している工程への再配置を行うなど、ロボット導

入を行った製品製造ラインの生産性向上により、他ラインへの導入効果を高めるなど効果

的展開を行っている。また、作業ミスが少なくなっていることから不良率の削減にも繋が

っている。 

しかし、導入には周辺機器を含めた対応や、設置スペース確保の必要もあり、更には導

入費用が高額となることなどが課題として捉えられている。特に、周辺機器とロボットを

組み合わせるには、どちらにも詳しいシステムインテグレーターが必要不可欠であるが、

北海道には、まだ少ない状況。 

ロボットの他には、設備のライン化を図るなどの“カイゼン”実施や 新機械の導入な

どで、作業の効率化や自動化を進める企業もある。 

但し、ロボット導入、機械の自動化は、一部の工程での生産性向上に留まり、生産工程

全体の向上に繋がっていないケースもある。 

 

２）ロボット等の導入取組み事例 

  (1)株式会社ハルキ（木材、木製品） 

地元杉を活用したオリジナル製品を開発、販売地元の企業や研究機関と連携し、ブランド

化、需要喚起に取組む。 

    ⅰ.課題 

・特殊加工を行う職人や、製材工程の労働人材の不足 

・技術継承やノウハウの蓄積が必要 

    ⅱ.実施内容 

     ・製材工程に自動製材機を導入し省力化を推進 

・職人が手加工でしか対応できなかった特殊加工に、多関節ロボットを導入し加工・

造作の自動化を実現 

    ⅲ.効果 

・製材工程での省力化が可能 

・職人が行っていた特殊加工で、外注加工が無くなり、納期への対応、コストダウン

が可能 

 

 

 

 

 

 自動製材機 特殊加工 
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これらの事例から、生産工程をシステム管理し活用することで、各工程の見える化を行

い、そこで見出された課題を解決することが生産性向上に繋がっていく一つの方法である

と言える。加えて、IoT を導入し受注業務から、加工、出荷までデータ管理し、効率的に

活用することで、業務全体での更なる効率化を図ることが可能と考える。 

このように生産性向上に効果があると考えられるシステム管理導入であるが、企業が導

入する際の課題として挙げているのが、デジタル人材の不足であった。 

アンケート調査結果では技能人材不足としている回答が多いが、ヒアリングでは、自社

のシステムに関わるデジタル人材不足を懸念する企業が多く、システムに強い人材の確

保、あるいはデジタル人材の育成が重要な課題と考えられる。 

 

４）IT 等の導入取組み事例 

  (1)株式会社道央メタル（金属製品） 

多品種少量生産に対応、月間製造品目 4700 点、製造個数 15 万個余りに対応。お客さまの

要望に応えて新製造技術、新製品の開発にも取組む。 

    ⅰ.課題  

      利益率向上を目的として、各作業の合理化を展開 

・効率的な生産計画を策定するには、加工工程での正確な作業時間の把握が必要 

・営業等の時間創出には、事務作業の効率化が必要 

    ⅱ.実施内容 

     ・バーコードとタブレット端末による生産管理システムを導入し、作業毎の情報を収集する 

     ・事務作業開始時に転がすだけのサイコロ型デバイスを使用して簡易日報を自動作成 

    ⅲ.効果 

・部品毎の生産時間の記録が可能となり、新規注文にかかる時間を予測した生産計画

の作成実施 

・標準、目標作業時間の策定が可能となり、実作業時間との乖離を確認することで課

題を抽出し改善を図る。 

・事務業務内容の見える化により業務分析が可能となる 

 

 

 

 

 

 

  

 

  (2)株式会社サン工機フードテクノ（生産用機械器具） 

食品加工機のオーダーメイドに対応しており、設計から設計、製造、据付けまで全てを独

自に管理。機械やライン設備から備品道具まで幅広い製作に対応し、納品サービスもスピ

ーディーに対応。 

    ⅰ.課題 

・過去データが個人管理となっており、見積等で過去データを活用出来ていない 

・原価情報の精度向上のため、正確な作業時間が必要 
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    ⅱ.実施内容 

・QR コードとスマホを活用し、作業時間を電子データで管理するシステムを試行す

る。システムの導入により作業時間の電子データ化が可能 

     ・今後、システムに作業指示書、見積支援等の機能を追加する 

    ⅲ.効果 

・正確な作業時間を収集し、システム入力時のミスを削減 

・工程毎の作業時間をリアルタイムで確認し、社内で生産状況の共有化が可能となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

５）生産性向上に向けた要望 

   企業の要望を下記のとおり整理する。 

   ①展示会、導入企業の視察等、 新技術の動向、導入事例、その効果に関する情報収集 

ロボット、IT、IoT に関する情報を得る機会が少ないことから、展示会の視察や、他社の

導入事例の視察、視察企業との意見交換に関する要望が確認された。 

 

②コーディネータ－、専門家による、自社工場への導入アドバイス、指導 

自社工場の生産管理について、進め方、活用方法、その為に実施すべきこと等について、

システムインテグレーターなど専門家の意見を求める要望がある。 

 

③人材育成に向けたセミナー等の開催 

生産管理のシステム構築に向けた、デジタル人材の確保、育成に対する要望が多く、自社

内に専門家がいないこともあり、育成方法に対する要望が多く見受けられた。 

 

５．生産性向上に向けた取組み 

１）生産性向上モデル 

生産性向上に向けては、ロボット、ＩＴ、ＩｏＴ、ＡＩ等の先端技術を導入することが有

効と考える。導入に際しては、現状の課題を見出しその対策に合わせた技術を導入し、更に

は改善を進める必要があり、その為には生産工程の管理にＩＴを導入し見える化することが

優先される。また次のステップとして IoT を導入し生産状況をリアルタイムに把握し、受注

量に対応した生産工程を立て、あるいは変更することが必要であり、生産工程全体の見える

化が生産性向上の基礎となる。更に生産性を向上するにはロボット、自動機械等の導入を進

めるべきと考える。 
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２）北海道ものづくり産業スマート化戦略 

～道内ものづくり産業の Connected Industries 実装化戦略～ 

 

Connected Industries とは、データを介して、機械、技術、人など様々なものがつながるこ

とで、新たな付加価値創出と社会課題の解決を目指す産業の在り方を指す。「第四次産業革

命」の技術を用いて、情報社会に続く目指すべき社会（“Society 5.0”）を実現するための

方法として、鍵を握るものになる。【2019 年版ものづくり白書から引用】 

 

本調査開始時点においては、AI・IoT・ロボット等の導入拡大により、全国製造業における

一人あたりの付加価値額は増加傾向である一方、道内製造業では横ばいの状況であったが、

直近の状況をみると、道内でも導入支援の成果が少しずつ出始めており、食料品製造業で増

加（+2.5%）となっているところ。 

 

こうした中、一部の機械・金属製造業の企業において、生産性向上に向けた取組を着手した

事例が見られつつあるものの、道内製造業全体では一人あたりの付加価値額が減少（▲

2.1%）となっていることから、道内経済の底上げを図るためには、食料品製造業以外の業種

における生産性向上を強力に推進していく必要がある。 

 

そのため、以下の目標を設定しつつ、その実現に向けて、下記具体的な取組を実施していく

ことが重要と考える。 

 

(1)戦略の目標 

①道内中小製造業（5業種）の 5年後の生産性伸び率を 10%アップ 

②地域未来投資促進法に基づく、地域経済牽引事業計画の承認件数を 5年後 20 件以上 

③支援した事業に係る売上高又は従業員数が、半数以上の企業で 5年後に増加 

※生産性伸び率：従業員 1人当たりの付加価値額の伸び率 

※➁及び③は、当該戦略により支援した事業に係る企業が対象 

 

３）具体的な取組み 

 

(1)先端技術（ロボット、IoT、AI 等）の認知度向上 

 先端技術の認知度が 50％程度であり、全ての技術を理解しているとは考えにくいことから、

経営者の認知度向上を目的とした展示会や先端技術導入企業の視察会、意見交換会を開催す

る。特にデータ活用に関し、活用できる補助制度の情報提供のほか、機械装置の稼働時間・従

業員の作業時間等の収集・管理方法等についてセミナーやワークショップ等を開催し理解度を

高める。 

 

(2)先端技術活用に向けた課題抽出・現場改善支援 

 専門家による自社工場の課題抽出、改善に向けたアドバイスを求める要望があることから、

工場診断、IT 導入方法等について専門家やスマートものづくり応援隊アドバイザーを派遣し支

援を行う。 
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(3)中小製造業と IT 企業、ロボット・機械メーカーSIer とのマッチング機会の提供 

 ロボット導入を検討している企業、あるいは将来導入を考えている企業を対象として、導入

セミナーやメーカー・SIer とのマッチング機会を創出する。 

 

(4)人材不足解消に向けた人材育成・人材確保機会の提供 

 高齢化や若手不足により技能人材・デジタル人材が不足していることから、その解消に向け

て人材育成セミナーや人材マッチングの機会を創出する。 

 

(5)サイバーセキュリティ対策における意識向上 

 Society5.0 の実現に向けて先端技術の利活用は必要不可欠となっているものの、先端技術と

表裏一体の関係にあるサイバーセキュリティに対する理解や対策等についての理解度はまだ低

い現状であることから、サイバー攻撃の現状や正しいセキュリティ対策等を情報提供するセミ

ナーの開催等、道内製造業の意識向上に取り組む。 

                                         

以上 

 

 


