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小林製作所（白山市）が開発する溶接ロボット用治具。
240 本の金属製器具を個別に昇降させることで、さま
ざまな形の加工対象物を 1 台で固定できる。詳しくは巻
頭特集をご覧ください。
【表紙撮影／山岸政仁】

技術を駆使し、
人手不足の解消へ

次世代ファンドを活用し
開発に挑む！
景気が回復基調を維持する中、6 月の県内有効求人倍率は全国 3 位の1.92 倍とバブル期並みの水準に達
し、人手不足感が一段と強くなっている。人材難を解消するには採用・育成の強化が不可欠だが、一方で、
これまで人手に頼っていた仕事を機械化したり、自動化したりすることで、人材不足を補う方法もある。全国
では多くの企業が同様の悩みを抱えており、少子高齢化による人口減
少を踏まえれば、省力化を実現する機器やシステムは、今後大きな需要
を見込むことができる注目度の高い分野とも言える。そこで今回の特
集では、石川県と ISICO が 将来の地 域 経 済を支える革 新性の高い研
究開発を支援する
「いしかわ次世代産業創造ファンド
（次世代ファンド）」
に採択された開発テーマの中から、製造現場の省力化に寄与する新た
な技術開発に精力を傾ける 3 社の取り組みを紹介する。
次世代ファンドの採択式

制御盤の電装部品の
取り付け作業を自動化へ
（株）
アイデン
金沢市かたつ 3 番地
TEL. 076-239-4181

http://www.ai-den.jp

代表者
■設
立
■ 資本金
■ 従業員数
■ 事業内容
■

池内 保朗
昭和 46 年 10 月
4,500万円
110 名
各種 FA 制御盤の設計・製作、
低圧制御盤・分電盤の設計・製作など

押し込む際の
微妙な力加減が課題
制御盤の専門メーカーであるアイ
デンでは、
次世代ファンドを活用し、
組み立ての際、部品を自動で取り
付けるロボットシステムを開発する。
制御盤の内部には、シーケンサ
や電磁開閉器、直流電源装置、
リレー、端子台など、さまざまな
部品が取り付けられている。現在
はこれら一つ一つを人の手で取り
付けているが、この作業をロボッ
トハンドによって自動化しようとい
うのが同社の計画だ。
今後の開発における課題の一
つは取り付け時の力の入れ具合
きょう たい

の制御である。部品は 筐 体に固
定された金属製レールの両端にツ
メを押し込むようにして取り付け
るのだが、部品によって押し込む
際の力加減は異なり、強すぎれ
ば部品が破損してしまうこともあ
部品を取り付けた後、制御盤に配線する作業の様子。
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部品を取り付けるには、まず金属レールの端に部品
のツメを引っかけ、もう一方のツメをレールに押し込
むようにする。この作業をロボットで自動化する。

る。部品に応じて最適の力加減で
押し込む制御が求められるのだ。

けではない。現状では、作業者に

IWSは回路図と部品の配置図

よって部品を取り付けるスピードに

のデータを融合して配線図データ

ばらつきがあるため、後工程にしわ

を作成するシステムで、 配線作業

寄せがいってしまうこともあるが、
ロ

時には配線 順や配線 経路、配線

ボットであれば作業時間を均一化す

場所をすべてモニターに表示する

ることが可能だ。ロボットを夜中に

ことができる。従来、配線 順や配

稼働させれば、
さらに納期を短縮す

線 経路は、作業者が回路図や部

ることができると見込んでいる。

品の配置図を見ながら、独自に考

このロボットシステムは社内で活

える必要があったが、こうすること

用するほか、他の制御盤メーカーへ

で経験が浅くてもベテラン技術者

の販売も視野に入れ、平成 31年 4

と同じ品質で配線することが可能

月からの発売を計画し、年間 5台程

になった。また、IWS のデータを

度の受注を目指す。

基に配線に必要な電線も自動加
工する。今年 5 月から稼働したベ

経験が浅くても
ベテランと同じ品質に

トナム工場でも、IWS を活用する
ことで、日本と同等の品質を実現
している。

合わせて、たくさんある部品の中

こうした開発の背景にあるのは人

他社に先駆けた取り組みで省力

からロボットハンドが正しいものを

手不足だ。高木グループ長は「部品

化、納期短縮を実現してきたアイデ

選び取ることができるよう、画像

の取り付けのような単純作業に人

ン。それだけに、今回のロボットシス

処理によって部品を判別する手法

手を割くのではなく、難度の高い

テム開発も業界から大いに注目を集

も開発する。

配線作業など、どうしても人の手で

めるに違いない。

ロボットの活用で
作業時間が短く、均一に

しかやれないところに人材を配置し
たい」と話す。
実は同社では、これまでも人手
不足を補い、納期短縮を実現する

「完成すれば、1 台当たり 2 〜 4

システムの開発に力を注いできた実

人分の省力化につながる」。そう期

績がある。それが 3 年前に導入した

待を込めるのは高木敏則執行役員

IWS
（アイデン・ワイヤリング・ソリュー

SE グループ長だ。メリットはそれだ

ション）だ。

別室でモニターを見ながら
作業が可能に
産業機械などを製造するタガミ・
イーエクスが取り組むのは遠隔操
作で動かすことのできる大型産業
用ロボットアームの開発だ。
このロボットアームの主な用途は

開発プロジェクトを統括する高木敏則執行役員
SE グループ長。

ロボットアームの遠隔操作により
快適で安全な職場環境の実現へ
（株）
タガミ・イーエクス
能美市粟生町西 2-2
TEL. 0761-57-3525

http://www.tagamiex.co.jp/

代表者
設 立
■ 資本金
■ 従業員数
■ 事業内容
■
■

田上 好裕
昭和 44 年 7 月
6,200 万円
240 名
産業・建設・環境機械及び周辺装置、
プレスブレーキ金型の製造、販売

重量物をつかんで運搬することで
ある。完成後の使用イメージとして

内に設置し、オペレーターは別室に

ンを使って操作する。モニターには

は、ロボットアームだけを製造現場

設けたモニターの前でレバーやボタ

AR（拡張現実）や 3 次元グラフィッ
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てきた実績がある。従来の製品は
小型ショベルカーのように運転席に
座って操作する搭乗型だ。運転席
は上下、四方が密閉されている上、
エアコンが付いているので内部は
快適である。しかし、旋回する運転
席に終日搭乗するのは苦渋作業で
ある。また、運転席から一歩外に
出れば工場内には粉じんが舞い、
熱気や臭いが充満する上、騒音も
付きものであり、誰にでも任せられ
これまで培ってきた技術やノウハウを結集させ、開発に取り組むタガミ・イーエクスの社員。

そこで、高齢者や女性を含め誰

クスの技術を駆使し、まるでその場

バーに重みや振動として伝えること

でも作業に就くことができるよう

にいるかのような臨場感あふれる

で、より操作性の向上につなげる。

に、快適性や安全性が十分に確保

映像を映し出し、オペレーターに作

合わせて、ロボットアームを現在の 3

された別室にいながらロボットアー

業の状況を伝える。

軸制御から 6 軸制御にすることで、

ムを操作できるようにするのが今回

操作時の精度をアップさせる。

の開発の狙いである。操作に免許

完成後はまず、鋳物を持ち上げ、
移動させる際の手段として、鋳物工

また、多様な用途に対応するため、

は不要で、レバーとボタンだけで熟

場を対象に販促活動に取り組む計

県工業試験場と連携して、アーム先

練した技術者でなくても直感的に

画だ。今後、約 1年をかけて試作機

端に取り付けるアタッチメントを開発

操ることができるようにする。

を完成させる予定で、平成 31年の

する。例えば、アーム先端にグライン

「技術を磨いて、現在のロボット

発売以降、年間 10 台程度の販売を

ダーを取り付ければ、鋳物に残った

アームを進化させ、大変な環境で

見込んでいる。

バリやその他不要な部分を削り落と

仕事をしている作業者がもっと快

すことができるようになる。

適に働けるようにしたい」と話す田

作業者にアームの感覚伝え
さらに操作しやすく

同社の田上好裕 社長は「製品

上社長。快適で安全に仕事ができ

の出来具合やアタッチメントのバリ

る環境を整えることで、人手不足の

エーションによって、さらに用途が

解消に寄与する考えだ。

新たに開発するロボットアームで

広がるはず」と期待をかけている。

は、遠隔操作のほかにも、新機能を
盛り込む予定だ。
まずはオペレーターにロボットアー
ムの感覚を伝える機能である。つか
んだり、持ち運んだりする感覚を、

高齢者や女性にも
働きやすい職場に
そもそも同社では 17、8 年前から

「当社の技術で製造業の現場が抱えている問題
を解決したい」と意欲を示す田上好裕社長。

圧力センサーなどを活用して操作レ

鋳物工場にロボットアームを導入し

専用治具が適さない
多品種・少量生産に対応

手がける小林製作所がチャレンジ

溶接する際は加工対象物が動か

するのは、さまざまな形をした加

ないようにしっかりと固定する必要

工対象物を 1 台で固定できるよう

があり、この際用いるのが治具であ

にする溶接ロボット用治具の開発

る。加工対象物が量産品であれば、

である。

その製品専用の治具を作るのが一

半導体製造装置や工作機械の
筐体、フレームなどの板金・塗装を
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るような仕事ではない。

般的だ。しかし、1 カ月に 2 万種以
上の製品を扱う同社のように多品
種・少量の加工対象物を溶接する
場合、一つ一つに専用治具を作っ
ていてはコストが割高となり、手間
もかかる。だからといって手作業で
溶接していては効率が悪い。
そこで、多品種・少量生産におい
ても、溶接ロボットを有効活用して生
産性を向上させるため、1 台の治具
で多様な加工対象物の固定を可能
にしようというのが開発の狙いだ。

個別に制御可能な
240 本の器具で固定
治具の具体的なイメージは以下
の通りだ。まず、細長い柱のような
形をした金属製の器具を縦に 240
本並べて加工テーブルとする。この
器具には 1 本 1 本に駆 動装置が
仕込まれていて、個別に昇降させ、
任意の高さで固定することができ
るようになっている。溶 接する際
は加工対象物の形に合わせ、固定
に必要な位置にある器具を昇降さ
せ、アタッチメントを使って加工対
象物を器具に固定する。
同社の扱う板金製品は形が複
雑で、加工テーブルに置くだけで
安定するようなものは少ないがこの
治具を使えば、どのような形のも

省力化に向け、1台で何役もこなす
溶接ロボット用治具の実用化目指す
（株）
小林製作所
白山市水島町 429-17
TEL. 076-277-7330

http://www.kobayashi-mfg.co.jp/

代表者
設 立
■ 資本金
■ 従業員数
■ 事業内容
■
■

小林 靖典
昭和 22 年 4 月
1,000万円
99 名
精密板金・組立・塗装・提案型設計、
システム開発・販売

のでも固定することが可能となる。
また、加工テーブルを水平方向
に回転させる装置も合わせて開発
する計画だ。溶接ロボットの作動
範囲を超えるような長尺、大型の
加工対象物の場合、通常であれば、
何度か固定し直しながら数回に分
けて溶接するが、回転装置を取り

「これは便利だと喜ばれるようなものを作りたい」
と話す小林靖典社長。

付けることで、一度固定するだけで

タッチメントに工夫を加え、より複

済むようになる。

雑な形状でも対応できるように改

現在はレーザー溶接ロボット用

良する。

に開発を進めているが、より熱に

完成後はまず自社で実績を積み

よる影響が大きい炭酸ガス溶接ロ

上げ、ゆくゆくは多品種・少量生産

ボットにも応用できるように構造を

に取り組んでいる全国の鉄工所に

検証する考えだ。

拡販しようと青写真を描いている。

2台目の
試作機が完成
ゆくゆくは外販も
「完 成すれば 1 台当た
り 2 人分の省力化につな
がる。生産の効率化と製
造原価の低減を図ること
で、厳しさを増す経営環
境に対応していきたい」。
そう話すのは同社の小林
靖典社長だ。開発は 1 年
半 前から始まり、既に 2
台目の試作機が完成。単
純な 形 状の加 工 対象物
であれば、固定できるよ

量産品向けに現在使用している専用治具。
少量品向けに作ると割高になってしまう。

うになっている。今後はア
レーザー溶接ロボットの手前に見えるのが
現在開発中の固定用治具。
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“ 軽さ”をプラスしたアウターを製品化

オリジナルブランドで 販 路 拡 大へ
（株）羽田

http://www.hata-tex.co.jp
能美市火釜町123番地

■代 表 者
■設
立
■資 本 金

羽田 従之
昭和36年8月
1,000万円

TEL.0761-51-3316
■ 従業員数 18名
■ 事業内容 各種生地およびファッションブ
ランド「YUKI TAKASE」の企
画開発、製造、販売

合繊織物生地メーカーの羽田
（能美市）
では、膨らみ感を
維持しながら従来よりも生地を軽量化する新技術を確立
した。
この生地を用いてコートやジャケットといったアウター
などの製品化を進めており、ISICOのサポートも受けて販
路の拡大に力を注いでいる。

オリジナルの中空糸を開発

日本最大級の繊維見本市に出展し、バ
イヤーに対して生地だけではなく、アウ
ターなどの製品も提案し、好評を得る。

発した同社オリジナルの「中空糸」を用いた合繊 100%
の新素材である。中空糸はその名の通り、真ん中が空

厚手のアウターはもちろん、プリーツ（ひだ）加工を施

洞になっており、同社では通常の糸に比べて 1本当たり

したスカートなど、ファッション性に富んだ服は、そのデ

60％近い軽量化を実現している。中空糸自体は以前か

ザインからたくさんの生地が用いられる場合が多い。そ

らあったものの、従来品の場合、生地を製造していく過

うなると、生地の使用量に比例してどうしても重さも増し

程で空洞部分がつぶれてしまい、本来の厚みを損なって

てしまうものだが、羽田の手がけた服はそんな印象を覆

しまうという問題があった。その点、同社の中空糸は最

す。驚くほど軽く、着心地がいいのだ。

終段階の染色工程まで通常の合繊糸として製造し、そ
この圧倒的な

軽量化を実現す
るのは、羽田が
県内の糸加工
メーカーと共同開

の後、中心部を抜き取る特殊な加工を施すことで、本来
の膨らみ感はそのままで軽量化に成功した。

消費者ニーズ盛り込み製品化
同社が独自の中空糸を共同開発したのは、約 4年前に

中空糸は、C 字型に
中心部を空洞化する
ことで、大 幅な軽 量
化を実現している。
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さかのぼる。きっかけは、ファッション性に「軽さ」とい
うプラスアルファの要素を付加できる中空糸に、高い市
場ニーズを読み取ったからだ。

「当社は、決して機能性だけを追い求めているわけで
はありません。あくまでも今のトレンドやファッション性
に重点を置き、消費者のほしい商品を見据えた開発に取
り組んでいます」。羽田従之社長はこう話し、最終ユー
ザーの声を色濃く反映できるよう、10 年以上前から「ミ
ルコンバーターシステム」の構築に取り組んでいる。ミル
コンバーターシステムとは、企画開発から製造・販売ま
でを担う一貫体制のことで、イタリアの繊維産地でよく見
られるシステムだ。従来の賃加工から抜け出し、直接聞
いた消費者の意見を、糸や生地の開発から服のデザイン
にまで幅広く生かしている。
そして、同システムで消費者に最終製品を届けるアパ

伊勢丹新宿店に期間限定で開設したポップアップショップ。全国の百貨店からも出
店の引き合いが相次いだという。

レル事業の核となるのが、平成 19 年に同社が金沢市の
服飾デザイナー・高瀬由紀さんと立ち上げたファッション

機を用い、家族など少人数で生産する事業者が多いが、

ブランド「YUKI TAKASE」だ。上品さとかわいらし

これらの現場では高齢化などによって担い手が減少して

さを備えた大人の女性向けをコンセプトにしたブランド

いる。フライ織機を製造するメーカー自体もあまり多くな

は全国で知名度が高まっており、販路を一層拡大してい

く、現場では老朽化した機械をなんとかやりくりしなが

くため、平成 28 年度に ISICOの活性化ファンドの助成

ら注文に応えているのが実情だ。これからを見据えると、

金を活用。今年は伊勢丹新宿店をはじめ、東京や千葉、

いくら需要はあっても供給できない事態も十分に考えら

横浜、大阪、福岡の百貨店 8 店舗で期間限定の “ポッ

れ、ややもすると生産量の減少が引き金となって中東市

プアップショップ ”を展開している。ポップアップショッ

場を失うおそれもある。

プでは、中空糸を用いたアイテムも豊富にラインアップし

そこで同社では、生産性の高いエアジェット織機を改

ており、その軽さと着心地に来店者の評判もよく、同社

良し、フライ織機ならではの風合いを求めた製造に知恵

では大きな手応えを感じている。

を絞っており、産地としての活力を維持していくためにも、

中東市場向け事業にも注力
平成 25 年度からは ISICO の活性化ファンドの後押
しを受け、以前から進める中東市場向け生地の開発事
業のギアを一段階上げている。出荷するのは女性用の

メイド・イン・ジャパンの品質を守っていく使命を果たし
ながら、安定した供給量の確保に努めている。

若い人が夢を抱く業界に
今後も確立したミルコンバーターシステムを武器に多彩

民族衣装に用いられる生地で、イランやイラクなどでは、

な事業を展開していく計画で、これらの積極的な動きを

県内産を中心とした日本製が最高級品として愛用されて

通して地元の繊維業界に活力を吹き込んでいくことも大

いる。

きな目的の一つだ。
ただ、国内の製造現場

「お気に入りの服を身につければ気分が高まるように、

を見ると、必ずしも万全

ファッションは楽しむためのツールです。感性にかかわる

な供給体制が整っている

分野だけに数値化できないアナログの世界で勝負でき、

とは言えない。県内産地

それだけにファッション業界にはまだまだ大きな夢が広

では、シャトルが左右に

がっています」と、言葉に力を込める羽田社長。人工知

往復しながら織り込んで

能（AI）の発達で、人間が請け負っていた多くの仕事を

いくフライ（シャトル）織

機械が請け負っていく社会の到来が予見されている。そ
んな中にあっても、同社では “人” のスキルや感性が求

「ファッションには国境はなく、
海外の人にも見て楽しんでもら
えるアイテムです。ゆくゆくは
本場ヨーロッパにも進出してい
きたい」
（羽田従之社長）。

められるファッションに大きな商機を見出しており、次代
を担う人材の採用と育成にさらに力を注いでいく考えだ。
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各種支援制度の利用者に聞く

I S I C Oでは、
企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。
制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。

事故防止に向け専門家が助言

安 全 な 労 働 環 境 の 整 備 に注 力
木材加工機を製造する共和キカイでは、平成28年度にISICOの専門家派遣制度を活用し、現場の安全管理
の強化に取り組んだ。労働安全コンサルタントに客観的な視点で工場内をチェックしてもらい、改善策を施す
ことで安全に働くことのできる環境が整い、社員の安全に対する意識も高まっている。現在は品質管理の国際
規格の取得を視野に活動を続けており、
さらに安全で働きやすい職場の追求に向け余念がない。

安全管理強化の取組事例

黄色のラインは避難経路を表し、工具などを置かないよう
徹底する。

4台分の加工を
一つのシステムで
共和キカイが現在主力とするのは

クレーンに用のワイヤーやロープのそばには交換の目安
となる摩耗や断線の様子を写真で掲示。

運転中の巻き込み防止のために設置した防護柵。

の加工を一つのシステムに統合した

動仕上げカンナを掛けて表面を滑ら

ことで、工程数が9分の1に短縮し、稼

かにしたり、集成材用に細くカットし

働時に必要なオペレーターの人数も

たりする複合製材加工機をメインに

半分以下となった。

製造してきた。しかし、平成20年の

「スーパー白山キャンター」と名付けら

約7年前に販売をスタートして以

リーマンショック後、売り上げが落ち

れた製材システムである。これは皮む

降、高機能ぶりが評価され、これまで

込んだことから、板材用の加工機だ

きした丸太を投入すると柱1本、板4枚

に北海道から九州に至るまで全国の

けでなく、原木から一貫加工できる

を自動的に製材するシステムだ。建

製材所やハウスメーカーなどに納めて

スーパー白山キャンターの開発に乗り

材として使えない部分も自動的にチッ

きた。同様のシステムでは国内シェア

出した経緯がある。

プ化する。海外から独自に調達した3

ナンバーワンを誇る。

次元センサーの情報をもとに刃物を
位置決めし、
曲がり具合を考慮しなが
ら無駄のない最適な木取りを実現す
る。
このシステムと同じように製材する
には、従来であれば、機能の異なる4
台の加工機を必要としたが、4台分
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機械の長大化に伴い
ヒヤリ・ハットも増加

板材用の加工機の大きさは長さ12
メートル、幅2メートルほどだ。これに
対し、丸太を自動搬送しながら加工
するスーパー白山キャンターは出来上

そんな同社が現場の安全管理の

がった材木を積み上げる搬送ライン

強化に取り組み始めたきっかけは製

までを含めると長さ60メートル、幅40

造する機械の長大化だった。

メートルと小さめの体育館ほどの大き

共和キカイではそもそも、板材に自

なシステムとなる。

より大きなシステムを製造するよう
になれば、当然、扱う材料も大きく、重
くなる。今までは余裕を持って作業で
きた工場内のスペースも手狭になり、
現場で働く社員が重大事故につなが
りかねないヒヤリとした思いやハッと
する出来事が増えてきた。そこで、事
故防止に向け、安全管理の専門家に
指導を仰ぎ、
改善活動に取り組むこと
にしたのだ。

一度あった事例は
記録と共有図る

共和キカイが主力とする
「スーパー白山キャンター」。1台で4台分の機能を備えている。

改善活動は昨年8月から今年3月に

れば、空気中に舞う塗料の濃度と使

かけて実施した。労働安全コンサル

用時間を考慮して適切に交換するよ

当初は労働環境の安全管理に関

タントは月に1度、
工場内を点検するな

うに改め、クレーンに用いるワイヤー

する国際 規格 O H S A S（オーサス）

どして、安全管理上、問題のある箇所

やロープであれば、交換の目安となる

18001の取得を目指すつもりだった

や改善策についてアドバイス。共和

摩耗や断線の様子を誰もが分かりや

が、労働安全コンサルタントの紹介で

キカイではその内容をもとに対策を

すいように写真で明示するといった

視察に訪れた企業の担当者から「安

施し、コンサルタントが次回訪問時に

具合だ。

全管理のベースになるのは品質管理

しっかりと改善されているかチェック

入れ、準備を進めている。

改善活動はソフト面にも及んでい

であり、O H S A S の前に I S O に 取

る。同社が毎朝行っているK Y（危

り組んだ方がいい」と勧められ、方針

例えば、ハード面で言えば、部品加

険予知）
ミーティングではこれまで、作

転換した。今村専務は、
「 この企業が

工に用いる研削機では、研磨くずや

業内容とそれに関する注意事項を確

I S O 取得によって残業時間の大幅削

火花が作業者の目元へ向かうのを防

認するだけだった。しかし、現在では

減を成功させるなど、働き方や経営の

ぐアイシールドが破損したまま放置さ

作業ごとにヒヤリ・ハット事例を記録

改善につながった点にも大きなメリッ

れていたため、修理した。また、刃物

に残し、一度あったことが二度とない

トを感じた」と話す。

を実際に回して試運転している最中

よう、より具体的に注意喚起するよう

は、誤って何かが巻き込まれたりしな

に改めた。

した。

いよう周囲に防護柵を巡らせた。

今村専務は「認証取得が目標では
なく、あくまでも経営や製造の現場に

もちろん、改善事項は上記にとど

そのノウハウを取り入れていくことが

従来、作業者の感覚に頼って交換

まらない。活動の推進役を担った今

重要」と話し、
まずは I S Oに取り組み

していた用具等についても、安全に使

村亜喜博専務は「今まで当たり前に

ながら、さらに経営の質を向上させ、

えるように、標準化を図った。塗装時

やっていた作業にも危険が潜んでい

安全に対する意識を高めていく考え

に着ける防毒マスクのフィルターであ

るなど、
専門家に指摘されなければ気

だ。

付けなかったことがたくさんありまし
た。アドバイスを受けて本当に良かっ
たです」と振り返る。

国際認証の視点を取り入れ
一層の改善目指す
安全管理に続き、品質管理でも自
己流を改め、客観的な視点を取り入
製造現場における安全管理の向上に力を入れる今村亜喜
博専務。

れようと、同社では現在、品質管理の
国際 規格 I S O9001の取得を視野に

（株）共和キカイ
河北郡津幡町旭山19番
TEL. 076-288-5677
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容		

今村 博史
昭和63年5月
1,000万円
18名
木材加工機械・製材機械・各種
省力機械の製造、販売
● http://www.kyowa-str.co.jp/
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中小企業の総合支援センターとして、
経営課題の解決をサポートする ISICO。
幅広い支援メニューの中から
注目の取り組みを
ピックアップして紹介します。

専門家が困りごとをサポート
ITを上手に使って経営の力に
IT 活用支援ステーション

ホームページ個別相談に対応する福岡明夫コーディネーター（左）。

県内企業がネットショップによる販路拡大やSNSを活用した情報発信、ITを駆使した業務効率化などに取り組む際、直

面するさまざまな悩みや困りごとに対応するのがISICOの「IT活用支援ステーション」です。セミナーや個別相談などを通

じて、ITを上手に活用するノウハウを提供し、県内企業が抱えるビジネス上のさまざまな課題の解決をサポートしています。

金沢・小松・能登で
個別相談会を開催
I T 活用支援ステーションでは経験
豊富で I Tコーディネーターなどの資

トフォンに対応させたい」などといっ
た相談内容が8月までに170件と多く

このほか、業務改善や生産性向上

寄せられ、相談者からは「適切なアド

に向け、I Tを導入したい企業には、

バイスを得られた」と好評をいただい

専門家や県内 I Tベンダーの紹介など

ています。

も行っています。

格を持った相談員が個別相談に応じ
ています。個別相談会は、毎週火曜
に金沢のI S I C O 1階相談室で開い
ているほか、小松地区
（小松商工会議
所内）
、能登地区
（七尾商工会議所内）

I T 活用支援ステーションの利用は

座学から実技まで
多彩なセミナー
に関するセミナーを金沢や小松、能登

予約制で、詳しい開催日程はサイト上

で開催しています。セミナーは初心者

に掲載していますので、県内企業の身

向けから上級者向けまで、あるいは

近な相談窓口として、お気軽にご利用

座学から実技までと幅広い内容を網

ください。

羅しています。IT活用支援ステーショ

相談内容を精査し、継続的により

ンのサイトではセミナーの最新情報

具体的なアドバイスを必要とする場

を随時更新していますので、ご参加く

合には、I S I C O の専門家派遣制度

ださい。

を使って支援します。これは一定期

とりわけ、ネット販売による販路

間、継続的に民間の専門家が企業に

開 拓 に 取り組む 企 業 に 対しては、

出向き、アドバイスする制度です。企

I S I C O が運営するインキュベーショ

業の相談に対して専門家が現状を分

ンモール「 お店ばたけプラス」を通じ

析し、課題を洗い出した上で、その解

てサポートしています。ここでは従来、

決に向けて対策を提案。その後、成

B2C ※1を手がける店舗だけを対象と

果を検証しながら、さらに改善策を

してきましたが、今後はO2O ※2を目指

検討していきます。

す店舗にも対象を広げて、支援してい
きます。現在、出店者を募集中であり、

プの売り上げをアップしたい」
「ホーム

詳 細な募集内 容は I T 活用支 援ス

ページのアクセス数が減り、上位表示

テーションのサイトで確認することが

されなくなった」
「既存サイトをスマー

できますので、関心のある方は出店を

※ 1 企業と一般消費者との間で取り交わされる商取引
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無料です。I T 活用に関する困りごと
があれば、ささいなことでも、ぜひご
相談ください。

また、I Tの活用やネット販売など

でも月1回ずつ開催しています。事前

今年4月の開設以降、
「ネットショッ

ご検討ください。

【お問い合わせ】
IT 活用支援ステーション
http://www.isico.or.jp/isico/itstation

随時、セミナー情報や相談会日程を更新しています。

（公財）石川県産業創出支援機構 産業情報課
TEL：076-267-1001
E-mail：its@isico.or.jp
石川県よろず支援拠点
TEL：076-267-6711
E-mail：yorozu@isico.or.jp

※ 2 インターネット上の情報を実際の店舗の集客や購買促進につなげる取り組み

ECサイトの運営に必要な
セキュリティと法規制の基礎を解説

ネット活用セミナー

ISICOは7月12日、県地場産業振興センター本館でネット販売の初心者向け

基礎講座を開催し、中小企業の経営者やウェブ担当者、ウェブ制作業者ら
約20名が参加しました。当日はISICOホームページドクターの中野治美さん

（taskmother代表）がコーディネーターを務め、
「信頼され選ばれるための情報
セキュリティ &コンプライアンス」をテーマに、石川県警察本部や石川県生活

環境部・健康福祉部の担当者が講演しました。その内容の一部を紹介します。
ろうえい

情報漏洩対策は
信頼への投資
前半は情報セキュリティに関するセ

ミナーが行われ、中野さんがECサイト

を取り巻く環境として、今年5月に個人
情報保護法が改正され、保有する個

人情報の数に関係なく、すべての事業

者が法の適用対象となることから、情
報管理の重要性が一層増していると
指摘しました。

また、C M S ※3の脆弱性を悪用し、

サイトの内容を改ざんされてしまう
事例が多発していることを受け、
「ま
ずは C M S を最新のバージョンに更新

を」と注意を促しました。さらに、サイ

威が迫っていると警鐘を鳴らしまし

解説しました。

暗号化し、元通りにすることと引き替

費者に実際よりも著しく優良であると

ア」など、サイバー犯罪の手口やその

格を実際よりも著しく有利に見せかけ

た。その上で、パソコン内のファイルを
えに身代金を要求する「ランサムウェ

対策法を紹介。
「顧客情報が漏えいす

るなどの被害があれば、
信用の失墜に
つながる。セキュリティ対策は“コスト”
ではなく企業が信頼を得るための“ 投

資 ” と考えてほしい」と意識改革を呼
び掛けました。

このうち景品表示法に関しては、消

思わせるような「優良誤認表示」、価

る「有利誤認表示」など、違反事例を

紹介。特に「商品やサービスの効果や
性能は、必ず合理的な根拠に基づい

て表示することが必要」と説明しまし
た。

医薬品医療機器等法に関しては、

いわゆる健康食品を医薬品と誤認さ

合理的な根拠に基づく
広告表現を

せる広告は認められていないほか、健
康食品であっても含まれている成分に

コンプライアンスについて理解を

よっては医薬品とみなされ、指導、取

り締まりの対象になることを説明しま

ト内のページすべてを暗号化する「常

深めてもらう後半は、まず中野さんが

策としてだけでなく大手検索エンジン

法に基づく表記について解説し、
「法

販売されるものの広告に関して、健康

でほしい」と強調しました。

などの違反事例を紹介。たとえ特定

時 S S L」への対応は、セキュリティ対
G o o g l e のS E O ※4にも有効であると

話しました。

県警の担当者は県内のサイバー犯

ネットショップに不可欠な特定商取引
律の改正時は見直し、
確認を忘れない
県の担当者は景品表示法、医薬品

罪に関する相談受理件数は平成26年

医療機器等法、健康増進法を取り上

いることを紹介し、すぐそばにまで脅

示とならないための留意点について

に2,000件を超え、以降、高止まりして

げ、E Cサイトで広告する際に不当表

※ 3 ウェブサイトを制作、運営するためのシステム

健康増進法については、食品として

の保持増進効果等をうたう誇大表示

保健用食品でも許可を受けた表示内
容を超える広告表現などは勧告の対
象となると説明しました。

※ 4 検索時に上位に表示されるための対策

基礎講座「ネット販売の基礎知識と技術」

次回セミナーのご案内

今回ご紹介したものと同じ内容のセミナーをもう一度開催します。
もっと詳しく知りたい方はぜひご参加ください。
日 時 ■ 平成29年11月8日
（水）／ 13:30 ～ 16:30
会 場 ■ 石川県地場産業振興センター新館5Ｆ

した。

第12研修室

お問い合わせ

信頼され選ばれるための
情報セキュリティ＆コンプライアンス

（公財）石川県産業創出支援機構 よろず支援拠点
TEL. 076-267-6711 its@isico.or.jp
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イシコ・トピックス

地域資源を活用した商品開発に挑む企業を応援します！

いしかわ産業化資源活用推進ファンド（事前調査事業）のご案内

イオンスタイルかほく

「 石川うまいもんフェア 」
参加企業を募集中！

ISICO は、農林水産物や観光資源といった石川県の魅力ある地域資源を活用し

た新商品・新サービスの開発や海外展開の取り組みに助成し、新ビジネスの創出
を支援しています。

今回、新商品開発等の前段階において必要となる事前調査（市場調査、小規模

な試作開発、テストマーケティング等）を支援するため、事前調査事業を 9 月 6
日（水）から 10 月 10 日（火）まで募集しています。新商品、新サービスの開発を

参加料 無料
イオンスタイルかほくの周年祭に合わせ、
県内中小企業が開発した地域のこだわり
商品を展示販売する「石川うまいもんフェ
ア」を開催します。

検討されている皆様、まずはご相談ください。

お問い合わせ ● ISICO 地域振興部 地域産業支援課……………………TEL.076-267-5551

活性化ファンド採択事業者が語る

「ネット販売成功の秘訣」セミナーを開催

昨年のイベントの様子

ISICO は 7 月 27 日に石川県地場産業振興センター研修室で、
「活性化ファンド採

択事業者が語る、ネット販売成功の秘訣」セミナーを開催しました。第 1 部では、
小松市で海外向けに和包丁のネット販売をしている（株）世界へ代表取締役の中村
充宏氏が講師を務め、ネットショップの売上アップに向けた取り組みを紹介しまし

た。第 2 部では、よろず支援拠点の久田高志コーディネーターが、既存のネット
ショップサービスの違いや特

徴を説明しました。両者とも

ネットショップで売り上げを増

●内容：イオンスタイルかほく西口入口
食品売場近くの催事場スペース（81 坪）
における展示販売会（かほく市内日角タ
25）
●開催期間：平成 29 年 11 月 3 日（金）
〜 5 日（日）
9:00 〜 19:00（最終日は 18:00 まで）
●出品商品：石川県の地域資源や地元
の食材を活用した、石川県ならではの
食品（加工品、スイーツ等）

やすためには、SNS や広告等

応募の締め切り

の集客活動を地道に継続する

9 月 20 日（水） 17 時必着

ことが重要と説き、72 名の受

■ お問い合わせ

講者は熱心に耳を傾けていま

ISICO 販路開拓推進部 販路開拓課

した。

72名の受講者がネットショップの成功事例を学びました。

TEL.076-267-1140

商品をより魅力的に撮影する方法を伝授！

「プロのカメラマンに学ぶ写真撮影講座」を開催

ISICO は 8 月 25 日に石川県地場産業振興センター研修室で、
「プロのカメラマ

ンに学ぶ写真撮影講座」を開催しました。写真館を営んでいる（有）ホリ写真館
代表取締役の堀光治氏が

商品や人物をより魅力的に

みせるための撮 影 の理論
を講義。後半は各自持参

FAX

したデジタルカメラで商品

や人物を撮影する実習を行
い、撮影のポイントや技術
について学びました。
参加者は写真撮影のノウハウについて理解を深めました。
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