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IoT（モノのインターネット）を有
効活用して、ものづくりの革新
に挑戦する小林製作所。詳しく
は巻頭特集をご覧ください。
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モノをインターネットにつなげるIoT（Internet of Things）を有効活用
して、ものづくりを革新しようという動きが注目されている。生産設
備や工場全体をネットワーク化し、さまざまな情報を収集したり、蓄
積されたデータを分析したりすれば、生産性や品質の向上につながり、
新たなサービスの創出や付加価値を高めることにも役立つ。今回の
特集では IoTを活用する県内企業の取り組みと、導入をサポートする
石川県ものづくり産業等 IoT化推進研究会について紹介する。

必要な情報を収集、一括管理する
システムで企業の IoT化を後押し

■代表者	 別川	稔
■設　立	 昭和 27年 2月
■資本金	 1億円
■従業員数	 450 名
■事業内容	 受配電設備、制御盤、FAシステム
● http://www.betsukawa.co.jp/

常時監視で巡回不要
遠隔操作で集中管理

　各種施設の隅々にまで電気を行
き渡らせ、制御する配電盤や分電
盤、制御盤を製造する別川製作所。
一方で工場の生産ラインなどを管
理したり、遠隔監視したりするため
のシステム開発も得意としている。
　同社が提供するサービスの中で
も企業の IoT 化を後押しするのが 
Web対応施設運用支援システム

「e’Meister（イー・マイスター）」で
ある。このシステムでは施設内のさ
まざまな機器の状態や計測値をセ
ンサーなどにより収集し、一括管
理する。収集した情報はパソコン
やタブレット端末、スマートフォン
でいつでもどこでも閲覧可能。機
器に故障などの異常があれば、メー
ルなどで通知してくれる。
　導入事例の一つを紹介すると、
大学やケーブルテレビ局では、熱
に弱いサーバや情報機器を設置し
ている部屋の室温を温度センサー

で常時監視するために e’Meister
を活用している。室温が上がりす
ぎた場合は保守担当者に自動で通
報するほか、エアコンの設定温度
も自動制御する。
　e’Meister を導入するためには、
サーバなどの情報機器を施設内
に設置する必要があったが、平成
26 年からは県内IT企業と連携し、
クラウドを活用したサービスの提供
を開始することで、導入時のコスト
軽減を実現した。
　IoT 推進に取り組む企業にとっ
てもメリットの多いシステムだけに、
同社の別川稔社長は「積極的に営
業をかけたい」と商機の拡大に意
欲を示している。

自社でもIoT 推進の
プロジェクトをスタート

　顧客への提案だけでなく、
別川製作所の工場内でも今
年 4 月からIoT プロジェクト
がスタートしている。

　同社の工場では約 20 年前から
システム化に取り組んでおり、原材
料の入出庫管理や進捗管理、納
期管理など生産工程上のすべての
情報を一元管理し、これらの情報
を元に基幹物流システムが製品や
部品の搬送を管理することで、納
期短縮につなげてきた実績を持つ。
今回のプロジェクトでは、こうした
取り組みをさらに進め、生産設備
から得られたデータを生産効率や
品質の改善、工場内の保全に生か
す計画だ。
　例えば、板金加工した筐

きょうたい
体を塗

装する工程では、室温や湿度、塗
料や溶液の温度などをセンサーで

（株）別川製作所
白山市漆島町1136 番地
TEL.	076-277-6700

IoT化を支援するシ
ステムの販売に力を
入れる別川稔社長。
社内にも IoT プロ
ジェクトを立ち上
げ、品質改善などを
目指す。

本社敷地に自社で設置している太陽光パネル。ここから得られた
データを発電システムの運用支援などに生かす。

巻頭特集

“IoT”を原動力に
ものづくりの革新目指す
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“IoT”を原動力に
ものづくりの革新目指す

カメラ180台で全作業を記録
生産性や品質の向上に役立てる

■代表者	 小林	靖典
■設　立	 昭和 22年 4月
■資本金	 1,000万円
■従業員数	 99 名
■業務内容	 精密板金・組立・塗装・提案型設計、
	 システム開発・販売
● http://www.kobayashi-mfg.co.jp/

測って、データを収集し、品質と
の関連性を分析することで、良品
を生産するために最適な加工条件
を導き出す。IoT のメリットを生か
すには情報の収集や蓄積された膨
大な量のデータをいかに活用する
かが重要なポイントであり、今後、
どのような成果が得られるか期待
したい。
　また、各種生産機器の点検も
IoT による省力化を検討する。現
在は生産機器の電流値などを保守
担当者が目視でチェックし、用紙
に手書きして管理しているが、これ
をIoTの活用によって自動的にデー
タ収集するように改め、作業負担

の軽減を図る。

データを収集、分析し
新たな事業展開も

　データを収集し、「見える化」す
るだけでなく、いかに分析して活用
するか。この点における同社の取り
組みをもう一つ紹介したい。
　別川製作所では今春、オリック
ス（東京）の太陽光発電事業に協
力し、本社工場の屋根に約 8,000
枚の太陽光パネルを設置した。同
社ではかねてから太陽光発電を取
り入れた電力供給システムも販売し
ており、設置後にメンテナンスの

依頼を受けることもあった。そこで、
自社に取り付けられた太陽光パネ
ルから発電量の経年変化や不具合
に関するデータを収集し、今後の
発電システムの運用支援に役立て
るほか、新たにメンテナンス事業
にも乗り出す方針だ。
　「自社で蓄積したノウハウはユー
ザーに還元していきたい。どのも
のづくり企業もIoT に取り組まな
ければいけないとの認識はあるが、
どこから取り組めばいいのか悩ん
でいる。そんな企業の助けになれ
ば」と話す別川社長。IoT プロジェ
クトの成果を楽しみに待ちたい。

生産にかかわる
情報を一元管理

　高度な板金・塗装技術と最先端
の設備を駆使し、半導体製造装置
や工作機械の筐体やフレームなど

を製造する小林製作所。1カ月に
3万種以上の製品を扱い、1個か
ら数百個単位の量産まで、顧客の
幅広いニーズに応えている。
　このような超少量・超多品種生
産を実現するために、大きな役割

を果たしているのが同社独自の生
産管理システム「Sopak（ソパック）
-K」である。このシステムでは顧客
や納期、材料、図面、作業者、作
業の進捗状況、単価、原価など、
さまざまな製造情報を一元管理

（株）小林製作所
白山市水島町429-17
TEL.076-277-7330

別川製作所本社工場の塗装工程。IoTの活用で最
適の加工条件を導き出し、品質向上につなげる。

パソコンが世に出始めた昭和 55 年頃、大学
時代から会社のシステム開発を手がけてきた小
林靖典社長。
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し、社員全員がリアルタイムに共
有している。
　そして、同社の取り組みの最
大の特徴と言えるのが平成 19 年
に導入したカイゼンカメラシステム

「Sopak-C」である。工場や事務
所には全部で180 台のカメラが設
置されており、一定の間隔で静止
画像を撮影し、工場全体のすべて
を保存。いつ、誰が、どこで、ど
のような作業を行っているかを瞬
時に把握できる。また、日時や作
業者、製品、工程といった項目で
過去の画像を絞り込んで閲覧する
ことが可能で、これによって品質
向上や納期短縮、技能の伝承に
役立てている。

作業効率の違いや
不良の原因も一目瞭然

　カメラの画像がどうすれば品質
向上などに役立つのか、詳しく説
明しよう。
　例えば、同じ製品を作っている
のに作業効率のいい Aさんと時
間がかかる B さんがいたとする。
Sopak-C ではこの二人が作業して
いる様子を画面に並べて再生し比
較できる。これを使えば作業内容
を分析することが可能で、その結
果をもとに作業をカイゼンすれば、

効率がアップす
る。

　また、納品から
一年後になって顧客か

ら不具合を指摘された
としよう。しかし、作業
者の曖昧な記憶だけで
は原因を明らかにする
のは困難である。ここ
で Sopak-Cを活用すれ
ば、当時の作業を画像

で確認でき、不良の原因と範囲を
突き止められるので、その後の対
策に生かすことが可能だ。
　こうした取り組みの結果、導入
前に比べ、生産性が 20％以上も
向上し、不良率も低減した。同社
の小林靖典社長は「ものづくりに
おける究極のトレーサビリティー・
システムを実現した」と語る。
　平成 24 年には中小企業 IT 経
営力大賞で最高賞の経済産業大
臣賞を受賞し、3 年前からは他社
へのシステム販売を開始。機械部
品製造や食品製造などを中心に約
40社に納入実績があり、好評を博
している。

モバイル端末や
各種センサーと連携へ

　とはいえ、カメラで記録と聞くと、
常に監視されているようで息が詰
まると感じる人もいるのではないだ
ろうか。この点
について小林
社長は次のよ
うに説明する。

「工場だけを一方的に撮影している
わけでなく、管理部門にもカメラを
設置して、お互いの様子を確認で
きるようにし、コミュニケーション
ツールとして活用している。カメラ
は作業エリアのみを記録している
ので、休憩したい時はそのエリアか
ら外れることもできる。むしろ地道
な頑張りがカメラで評価されるの
でうれしいとの声も上がっている」。
　同社がシステム開発に取り組み
始めたのは昭和 50 年代半ばにさ
かのぼり、パソコンに詳しい小林
社長自らがその中心を担ってきた。
今では 5 〜 6人のチームが日々シ
ステムの改良を進めており、モバイ
ル端末や各種センサーと組み合わ
せた新たなシステムも開発中だ。
　中小企業にとって自前でシステ
ム開発することはハードルが高い
が、小林社長は「最先端技術ばか
りを追いかける必要はないが新し
い技術に触れて、自分たちが導入
効果をよく理解できるシステムを早
く入れることが大切」とアドバイス
を送る。
　企業が抱える課題をいかに解
決し、競争力アップにつなげるか。
IoT の活用がその後押しになるの
は間違いなく、日本のものづくりを
支える中小企業でも導入が加速す
るに違いない。

出荷場にもカメラが設置され、納品後に部品点数などについ
て問い合わせがあった際、確認できるようになっている。

Sopak-Cで記録された
工場内の画像。過去
の画像の検索もスピー
ディーでサクサクと見る
ことができる。
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一般社団法人石川県情報システム工業会

長谷川 清	会長 
（株）PFU代表取締役社長

石川県のものづくり企業の IoTに対する取り組
みを推進するため、今年6月、石川県情報シ
ステム工業会（ISA）の主導で「石川県ものづく
り産業等 IoT化推進研究会」が設立された。研
究会の活動など、これからの IoT化推進への取
り組みについて ISAの長谷川清会長に聞いた。

　　　研究会が発足した背景は。

　IoT の活用は欧米で先行し、特にドイツでは国を挙
げて「インダストリー 4.0」と称する製造業改革を進めて
います。これはインターネットを介して工場内外のモノ
を連携させ、製造工程の自動化や効率化を図る取り組
みで、日本政府もIoT の活用を成長戦略の柱に位置付
けています。
　IoT は日本のものづくりの力や国際競争力を強くする
キーワードですが、大手企業で IoT 化が進む一方、中
小企業では緒に就いたばかりで、IoT についてよく理解
していない経営者もたくさんいます。このため、石川県
の支援をいただき、こうした企業をサポートするために
立ち上げたのがこのIoT 研究会です。

　　　どのようなメンバーが参加していますか。

　現在、機械や食品などの製造業、 IT 企業を合わせ
て 31 社が加入しており、今後も県内企業に参加を呼
び掛けていきます。このほか、大学や行政、研究機関、
支援機関等がオブザーバー、業界団体がサポーターと
して参加しています。

　　　具体的な活動内容は。

　まずはIoTについて理解していただくことが大切と考
えています。そこで、セミナーを開催し、IoT を活用し
て生産改革を手がけた経験を持つ企業の方に先進事
例を紹介してもらったり、インターネットを専門とする大
学の先生にセキュリティの強化について解説してもらっ
たりしていますが、IoT を導入するには設備投資が必
要になるため、セミナーには経営層の方 に々参加しても

らえるように呼び掛けています。
　次の段階としては、それぞれの企業でどのように IoT
を活用すればよいかを具体的に考え、IoT 化の推進に
向けた意欲を醸成するため、コーディネーターを企業
の製造現場に派遣し、ヒアリングやアドバイスを行って
おり、既に三十数社を訪問しています。実際に IoT を
活用したい企業に対しては、IT 企業とのマッチングを
図るほか、資金的なサポートが必要であれば、ISICO
さんの次世代ファンド等を活用して支援していきたいと
考えています。

　　　 IoTにはどのような可能性がありますか。

　自社の製造現場のムリ・ムダ・ムラを解消することは、
品質の安定やコストダウン、生産力の向上に役立ちます。
また連携する企業同士がお互いのインターネットを使っ
て工程を把握したり、それを元に稼働状況を制御した
りすれば、合理化や在庫の縮減が進みます。大手企
業から見ればこうした連携体は魅力的で、受注の増加
も見込めます。さらにサプライチェーン全体を一つのネッ
トワークで一元管理できれば、一層の効率化が期待で
きます。もちろん、製造現場だけでなく、オフィスワー
クやサービス業にも応用が可能であり、働き方の改善
につながる可能性もあります。

　　　読者にメッセージを。

　IoT 化の推進は、ものづくり企業の競争力を強化し、
付加価値を高めます。研究会では、IoT に取り組む企
業にとっての入り口の役割を果たし、地場産業全体の
活性化につなげる考えです。ぜひ積極的に参加してい
ただきたいと思います。

県内ものづくり企業のIoT活用
競争力強化に向けサポート

インタビュー
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ひと夏で1万本を販売

　キャラバンサライの天然ミネラルアイスコーヒーは有機栽
培されたコーヒー豆を焙煎し、脱塩済みの能登海洋深層水
で抽出した商品だ。無糖タイプとブラジル産の有機黒糖で
甘みを付けた有糖タイプがある。
　コーヒー豆はあまり酸味がなく、ほどよい苦みのあるマン
デリンなどをブレンド。これを旨み成分や適度なオイル成分
を残しながら雑味を取り除くネルドリップ方式で、少量ずつ
丁寧に抽出する。ミネラルが豊富で清浄性に優れた能登海
洋深層水を使うことによって、コクはあるがくどくはなく、すっ
きりとした飲みやすい味に仕上げている。
　主な販路は同社の直営店などでの店頭販売やネット
ショップで、毎年2月から8月にかけて限定販売してい
る。1リットル入りで無糖タイプが750円、有糖タイプ
が850円と、一般的なアイスコーヒーと比べると3割

ほど高いがおいしいと評判で、毎年1万本も売れるヒッ
ト商品になっている。
　寒さが厳しい2月でも発売を待ちわびたようにすぐ
に注文が入るほか、冬の間も飲みたいからと夏の終わ
りにまとめ買いする人もいる。お中元を中心にギフト
商品としても人気で、贈られた人が味を気に入って、
その後、12本入りのケースで注文することも多い。

無糖と有糖そろえ、売り上げ倍増

　天然ミネラルアイスコーヒーの原点には「地域の特色を打
ち出した商品を作りたい」という西岡憲蔵社長の思いがあ
る。とはいえ、石川県内でコーヒー豆を栽培できるわけでも
なく、西岡社長は金沢をイメージして独自にブレンドしたコー
ヒー豆に「百万石」「加賀美人」などのネーミングを付けるこ
とから取り組みをスタートした。

石川県内に8つの直営店やフランチャイズ店を構え、自家焙煎コーヒーが人気のキャラバンサライでは、活性化
ファンドを利用して能登海洋深層水で抽出した「天然ミネラルアイスコーヒー」などを開発し、夏の定番商品と
して成長させた。また、コーヒーだけにとどまらず、加賀市内の茶畑で採れる「加賀の紅茶」を使ったブランデー
ケーキを発売するなど、地域色豊かな商品開発に取り組み、企業の成長につなげている。

キャラバンサライ（株）
http://www.caravanserai.co.jp
金沢市保古3-47
TEL. 076-240-4151

■ 代  表  者 西岡 憲蔵
■ 設　　立 昭和62年5月
■ 資  本  金 1,500万円
■ 従業員数 50名（パート・アルバイト含む）
■ 事業内容 コーヒー豆の卸販売・
 小売販売、喫茶店の経営、
 洋菓子の製造・販売

夏の定番商品に
成長した「天然ミ
ネラルアイスコー
ヒー」。無糖タイ
プのパッケージは
涼しげな青色を基
調に、有糖タイプ
はコーポレートカ
ラーの黄色を採用
した。
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　「もっと地域性を色濃く
出せないだろうか」。そう
考えた西岡社長が最初に
目を付けたのが奥能登産
の塩だった。日本では考え
られないが、エチオピアで
はコーヒーに塩を入れて飲
む習慣がある。西岡社長はそれを参考に奥能登の塩を使っ
て日本人の味覚に合うコーヒーの開発を目指したが、とても
満足いく味にはならなかった。次に西岡社長が着目したの
が能登海洋深層水で、平成21年度活性化ファンド事業の後
押しを受け、無糖タイプのアイスコーヒーとゼリーを商品化し
た。
　当初は既成のガラス瓶にラベルシールを貼って販売して
いたが、予想以上に売れたことから、軽量、コンパクトで輸
送時や陳列時にメリットが多い上、遮光性が高く品質を維
持しやすい紙パックに切り替えた。「助成金のおかげで試
作だけでなく、パッケージデザインにもしっかりとお金をかけ
ることができたので、長く使えるいいデザインに仕上がりま
した」と西岡社長は笑顔を見せる。
　さらに、平成25度には再度、活性化ファンド事業に採択さ
れ、店頭で接客する社員から寄せられた情報をヒントに有
糖タイプの開発に取り組んだ。無糖、有糖の2タイプがそろっ
たことに加え、会員登録している3万人の顧客にダイレクトメ
ールを送ったり、新規客の獲得に向け、タウン誌に広告を掲
載したりするなど、PRに力を入れた結果、売り上げは一気に
倍増し、夏の定番商品として定着していった。

「加賀の紅茶」をブランデーケーキに

　キャラバンサライには洋菓子製造部門もあり、コー
ヒーに合うスイーツの開発も手がけている。人気となっ
ているのが「金澤ロワイヤルブランデーケーキ」で、既
存の珈琲（コーヒー）味やカカオ味に続き、「加賀の紅茶」
味を発売した。開発にあたっては平成27年度活性化ファ
ンド事業の助成金を利用した。
　蒸して柔らかくした茶葉をブランデーに漬け込んで
作った芳

ほうじゅん

醇な紅茶リキュールを染み込ませたケーキの生
地には、乾燥させて細かく粉砕した茶葉も練り込んであ
り、ブランデーと紅茶の風味を堪能できる大人向けの味
わいとなっている。
　昨年12月に本店で先行販売し、本格的には今年2月か

ら直営店やフランチャイズ店、インターネット通販サイト「楽
天市場」で販売を始めた。珍しさもあって売れ行きは好調
で、西岡社長は「スイーツがよく売れる秋以降、力を入れて
販売していきたい。ブランデーケーキはカステラやバウムクー
ヘンと違って競合が少ない。ロングセラー商品に育ってほし
い」と期待をかける。
　ちなみに、天然ミネラルアイスコーヒーは平成24年度、
加賀の紅茶ブランデーケーキは平成28年度の石川ブラン
ド認定製品に選ばれている。「販促活動を展開する際、こう
した認定があると売りやすくなります。贈られた方も県がお
墨付きを与えた商品の方がうれしさが増すと考え、ギフト商
品には必ずその旨を明記しています」（西岡社長）。

「かがやき屋」がショールーム代わりに

　販路開拓では、ISICOが香林坊大和（金沢市）の地
下1階で運営する常設アンテナショップ「石川のこだ
わりショップ　かがやき屋本店」も一役買っている。か
がやき屋本店は、県内中小企業が開発した商品が一堂に
集まるショールームのような役割を果たしており、キャ
ラバンサライでもアイスコーヒーやブランデーケーキを
出品したところ、視察に訪れた大手百貨店や商社のバイ
ヤーから、サンプルや見積もりを送ってほしいといった
依頼が寄せられ、首都圏に展開するスーパーマーケット
などとの商談が成立している。
　また、北陸新幹線の開業も追い風で、近江町いちば館内
にある武蔵店の商品販売は好調だ。さらに、コーヒーの消
費が全国的に見ても伸びているとともに、金沢市民のコー
ヒーや菓子類の消費額が高いとこともあって売り上げは右
肩上がりだ。
　今後について西岡社長は「ブランデーケーキに続いて、
加賀の紅茶を使った商品を開発していきたい」と意欲を見
せる。また、能登海洋深層水を海水のまま使うプランも温
めており、「以前、コーヒー豆を塩水で洗ってから焙煎して
みたのですが、しょっぱくて全然おいしくありませんでした
（笑）。でも、まだまだ
諦めませんよ」。商品
開発にかける西岡社長
の意欲はとどまること
を知らない。

米飴のような甘さと花
のような優しい香りが
特徴の「加賀の紅茶」
を生かして開発したブ
ランデーケーキ。

地域資源を生かしたコーヒーやスイー
ツを次々と開発し、他社との差別化
を図る西岡憲蔵社長。
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開発力アップを目指し、専門家に指導仰ぐ
コンセプトの明確化で、商品を魅力的に

　富士贈答ゼリーは、青色と白色の2
層が山頂に雪の積もった富士山のよう
に見えるユニークな商品だ。パッケー
ジも富士山を思わせる台形で、お土産
として職場などで配ってもらうシーン
をイメージし、水引のデザインがあしら
われている。価格は6個入り600円で、
富士山の登山客や周辺を訪れる観光
客、ビジネス客向けに企画した。
　菓子商社4社を通じ、静岡県と山梨
県の土産店や高速道サービスエリア、
道の駅、キヨスクなど約100店舗で販
売され、今年6月の発売以降、4カ月間
で約1万5,000箱を売り上げた。土産用

菓子は年間の売り上げが1万箱を超え
るとヒット商品とされ、予想をはるかに
超える売れ行きに谷口代表も驚きを
隠せない。
「当初は年間1万箱を目標に、最低でも
5,000箱は売りたいと思っていたので、
あまりの人気ぶりにびっくりしていま
す。“面白いものを作ったね”とお客様
にも大好評で、提案したその場で注文
をいただくこともありました」。

　商品開発をサポートしたのが
ISICOの専門家派遣制度だ。一口に
商品開発と言ってもその手法はさまざ

まであり、谷口物産では「コンセプト
シート」の作成について学びながら開
発を進めた。
　コンセプトシートとは、アイデアを発
展させ、具現化するにあたって「（購入
者層として想定する）ターゲット」「（購
入あるいは実際に消費する）シーン」
「ベネフィット（主な商品特徴や消費
者が得られる価値）」「商品のその他
の特徴」「競合商品との差別化」とい
う5項目について、文章や絵図で表した
ものだ。これを作成することによって、
商品の特徴を明確にして社内で共有
できる上、企画した商品が市場のニー
ズとマッチしているかどうかを判断す
るのにも役立つ。
　富士贈答ゼリーの場合、「世の中で

社員が議論重ね
開発の方向性を確認

（有）谷口物産
加賀市塩屋町壱1−1
TEL. 0761-73-8700　
■ 代 表 者  谷口 太郎
■ 設　　立 平成2年11月
■ 資 本 金  300万円
■ 従業員数 70名
■ 事業内容  洋菓子・和菓子の   

 企画・製造など
●  http://www.taniguchibussan.co.jp/

富士山周辺の土産店で
予想を超える大ヒット

各種支援制度の利用者に聞く

ISICO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。

全国各地の観光地などで販売する土産用菓子のOEM製造を手がける谷口物産では、ISICOの専門家派
遣制度を活用し、新商品の開発に取り組んでいる。専門家のアドバイスを受けて今年6月に発売した「富
士贈答ゼリー」が、予想を大幅に上回るヒット商品となるなど、着実に成果を挙げており、谷口太郎代表
は開発力、提案力の強化に確かな手応えを感じている。

静岡、山梨両県の
土産店で販売して
いる「富士贈答ゼ
リー」。冠雪した富
士山にそっくりの
見た目で人気を集
めている。
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ありそうであまりない2色のゼリーを作
りたい」「2色であればゼリーを富士山
に見立てても面白いのでは」といった
アイデアをもとに、営業や試作、製造、
品質管理の各部門から選抜されたメ
ンバーで開発チームを立ち上げ、議論
を重ねながらコンセプトシートを完成
させていった。
　例えば、「ベネフィット」の一つとして
は「富士贈答ゼリーがコミュニケー
ションツールになる」と記されている。
これを実現するために、お土産として
もらった家族や職場の人が見た瞬間に
「富士山にそっくりなゼリー」と感じ、そ
こから会話が弾むよう、形や色合いに
は徹底的にこだわった。

　そもそも同社がISICOへ相談に
訪れたのは、谷口代表が「常に新商品
を提案できる企業としてもっと開発力
をつけなければならない」との思いを
強くしたことがきっかけだった。
　同社はOEMによる菓子の製造を
手がけるが、待っているだけで仕事を
受注できるわけではなく、能動的な新
商品の企画や提案が欠かせない。と
はいえ、社内に商品開発やマーケティ
ングを専門に学んだ社員がいるわけ
でもなく、従来は経営者の思いや営業
の声をヒントに何となく作って、売って
みるという流れがほとんどだった。
　感覚に頼るだけでなく、もっと理論
的、体系的に商品開発に取り組みた
い。そう考えた谷口代表は、まず自ら
が商品開発やマーケティングを専門書
で勉強することからスタートした。し
かし、カタカナの専門用語が並ぶ書籍
では理論は学べるが、何から手を付け
ればよいのか分からなかった。その
点、「ISICOの専門家派遣では、身の
丈に合った手法を分かりやすく教えて

もらうことがで
きて助かった」
と谷口代表は笑
顔を見せる。
　これまでは、
営業が考えた商
品企画に対して
製造現場との調
整に時間がか
かったり、製造
現場からの提案
に対して営業と
うまく連携できなかったりすることも
あったが、各部署のメンバーが顔を合
わせ、コンセプトを深く突き詰めていく
プロセスを通じて、会社全体で納得感
を持って商品開発を進められるように
なった。

　コンセプトシートの作成は実務的な
面でも効果を発揮した。例えば、パッ
ケージを制作する際には、デザイナー
に谷口物産が求めているイメージを
明確に伝えられるようになった。その
結果、富士山やその周辺に旅行や出張
で訪れた際のお土産であるということ
を分かりやすく、強いインパクトで伝え
られるパッケージに仕上がった。
　商品のコンセプトが明確で、特徴を
伝えやすいため、菓子商社への提案も
スムーズに進むようになった。
　商品の魅力が高まった成果は価格
にも反映されている。土産用菓子で
は、6個入りのゼリーであれば500円
が相場だ。谷口代表の経験上、例え
ばこだわりの材料を使ったからと600
円と値付けすると商社から敬遠され、
たとえ販売しても売れないことが多々
あった。その点、富士贈答ゼリーは、2
層ゼリーや特注したパッケージのコス
トを織り込んだ600円でも飛ぶように

売れており、コンセプトを明確化した
魅力的な商品であれば多少価格が高
くても売れる手応えを得た。
　今では、顧客から依頼された菓子を
製造する際にもコンセプトシートを作
成するようにしており、各項目を整理・
点検することで改善提案につながる
ケースもある。
　谷口代表は「今回、教えてもらった
内容は基本中の基本だと思うので、も
う一段ステップアップしたい」と話し、
引き続き今年度も同じ専門家の派遣
をISICOに要請した。具体的な指導
はこれからだが、開発メンバーは「富
士贈答ゼリーの成果を先生に報告し
たい」と今から再会を楽しみにしている。
　富士贈答ゼリーについては、ゼリー
の形を崩さず、簡単に皿に移すことの
できる包装などの改良を検討するほ
か、シリーズ展開も視野に入れている。
さらに、コンセプトシートを活用して新
たな商品開発
も進んでおり、
開発力の強化
に向けた取り
組みはますま
す加速してい
きそうだ。

身の丈に合った
手法を取り入れる

継続的な支援で
ステップアップを

各部署の社員が意見を出し合い、コンセプトシートを作成する開発会議。

「成功体験を得たこ
とで社内の雰囲気も
一層良くなり、開発に
かける意欲も高まっ
た」と話す谷口太郎
代表。
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ISICOと連携して
県内企業の皆さんをサポートする
支援機関や研究機関などを
ご紹介します。

能美市旭台 1-1
TEL. 0761-51-1070

（産学官連携総合推進センター） 
http://www.jaist.ac.jp/

国立大学法人

北陸先端科学技術大学院大学
エンタテインメント科学センター

北 陸 先 端 科 学 技 術 大学 院 大学
（JAIST）では今年4月、新たに「エン
タテインメント科学センター」を設立し
た。同センターでは、楽しく学び、楽し
く暮らせる社会の実現に向けた情報技
術の研究開発に取り組んでいる。今後
はゲームをはじめとするエンタテイン
メント分野で培った人工知能（AI）や情
報処理などに関連する成果をビジネス
分野でも活用を促すため、県内企業と
も積極的に連携を進める方針だ。

人を楽しませる
システム開発などに挑戦

　エンタテインメント科学センターに
は6人の研究者が所属しており、そ
れぞれが人を楽しませることのできる
エンタテインメントシステムや人の学
習を支援するシステムの研究のほか、
ゲーム・パズルの面白さや難しさの
数値化、人とコンピュータがより良い
関係を築くための自然言語処理や画
像処理などに関する研究に取り組ん
でいる。
　EUが主導し、世界1,300の大学を
対象としたランキングで、研究分野の
評価がトップクラスに位置づけられる
JAISTの中でも、ゲーム・エンタテイ
ンメント領域の科学研究費補助金（科
研費）の採択率は非常に高い。日本
国内を見渡しても、同様の研究を専

門にする機関はほとんど見当たらず、
ゲームなどのエンタテインメント分野
では、まさにトップランナーに位置づ
けられる研究センターと言える。
　ちなみにセンター長を務める飯田弘
之教授によれば、今話題となってい
るAIも元をたどればチェスを題材に
研究が進められた歴史がある。今後
もゲーム・エンタテインメント領域の研
究成果がビジネス分野に応用される
可能性はますます大きくなりそうだ。

サービス向上や
ものづくりへの応用も

　例えば、人を楽しませて熱中させる
ゲームの要素や考え方を、教育やビジ
ネスに取り入れることも可能で、飯田
教授は既に言語学習プログラムへの
応用について研究に取り組んでいる。

　研究の成果が、サービスの向上、
効率や品質に優れたものづくりに生
かされることも考えられる。実際、
AI研究に取り組む池田心准教授は
民間企業と連携し、大規模なビルな
どで複数台のエレベーターを運行す
る際、どのように稼働させれば乗客
の待ち時間を短縮できるかについて
研究している。
　今後、同センターでは産学連携に
力を入れていく方針を掲げ、飯田教
授は「まずは私たちの研究について
よく理解している学生を中長期のイン
ターンシップで企業に受け入れてもら
い、そこで業務の詳細を把握した上
で、どのように知見を生かせるのか検
討していくと連携がスムーズに進む」
と話す。最先端の研究がどのようにビ
ジネスで生かされるのか。今後の成
果に期待が高まる。
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ISICOとJAISTは9月27日、石川
ハイテク交流センターで平成 28 年
度 ISP交流セミナーを開催し、約
80 名が参加した。当日は「ゲーム
と人間とAI」をテーマに、JAIST
エンタテインメント科学センターの
飯田弘之教授と池田心准教授が
講演し、人間らしさをどのように表
現するかなど、AI 研究の取り組み
について紹介した。

ゲームのスリル感を数値化

　飯田教授は「エンタテインメント
科学の最前線〜ゲームを題材とし
て感情を扱う」と題して講演した。
飯田教授は、まずチェスや将棋と
いった思考ゲームを題材に発展し
てきたAIの歴史を紹介。その上
で今年 3月に世界トップクラスのプ
ロ棋士に勝利したAIプログラム
「アルファ碁」は囲碁に特化しない
汎用性を持ったシステムとして設計
されていることを指摘し、「その高
い性能は現実社会のさまざまな場
面で活躍できることを如実に示し
た」と評価した。
　また、感情を扱うAI 技術の研
究の一つとして、約10 年前に自身
が提唱した「ゲーム洗練度の理論」
を紹介した。これはゲームの勝敗
が最後まで分からずにハラハラドキ
ドキする“スリル感 ”を数値化し、
エンタテインメントの本質を説明す
る理論で、ゲーム洗練度をほどよ
く調節することで、ゲームにのめり
込むような感覚をプレーヤーに感じ
させることができる。

　飯田教授は「この理論はビジネ
スに応用することも可能」と述べ、
事例として英語などの言語学習プ
ログラムを挙げた。このプログラム
はゲーム性を取り入れることで、最
後までユーザーが飽きずに学習で
きるようになっており、どのように
ゲーム性を取り入れるのが最適な
のかをゲーム洗練度の指標を使っ
て評価できると説明し、ビジネス
分野への活用に期待を示した。

 “温かいAI”の実現目指す

　池田准教授は「AIに人間の代
わりは務まるか〜楽しませる囲碁
プログラムの研究より」と題して講
演した。池田准教授は「AIが人間
よりすごい面があるのは認めざる
を得ない」と話す一方、「地震予測
や長期的な株価予測など、学習に
必要なデータが少ない分野などは
苦手」と説明した。
　また、「単に強い、速い、正確
というだけでは “冷たいAI” であ
り、人間の代わりが務まるとは言
えない。人間の弱さに寄り添い、
人間にやりがいや楽しさを感じさせ

るような“ 温かいAI”が必要であ
る」と述べ、研究成果の一つとして、
楽しませながら教える囲碁プログ
ラムについて紹介した。これは対
戦を重ねてプレーヤーの強さや好
みを把握した上で、うまく手加減し
ながら形勢を制御し、最後には自
分の力で勝ったと思わせるように
碁を打つプログラムで、モンテカル
ロ探索というアルゴリズムとAIに
よる機械学習を活用している。
　池田准教授は、このような温か
いAIはゲームだけでなく家電など
にも応用できると説明。さらに「AI
はあくまで技術であり、どう使うか
は人間次第」と話し、例えば、家
電でもサービスでも、性能やコスト
ではなく利用者の気持ちを第一に
考えた上でAIを活用すれば、より
よいものになると指摘した。

人に寄り添う“温かいAI”を研究する池田心准教授。

S E M I N A R

スリル感を数値化し、ゲームの洗練度を評価する
飯田弘之教授。

約80名が参加し、AIへの関心の高さを伺わせたISPセミナー。

最 新 の A I 研 究 を 解 説
ビジネス展開の可能性を探る
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　石川県では、国内において将来的に特定分野でシェアトップとなることが期待
される企業を認定し、シェアトップに向けた取り組みを支援する「ニッチトップ企
業等育成事業」を実施しています。その平成 28 年度支援企業として、（株）アイサ
ス（土木・建設工事向け情報共有システムの全国展開）を採択しました。
　また、県内企業による海外市場のシェア拡大を後押しする「ニッチトップ企業
海外展開支援事業」の支援企業として、（株）歯愛メディカル（歯科衛生品の海外
販売の拡大）を採択しました。

　石川県と ISICO は、石川の未来を担う産
業の創出や育成を目指し、「いしかわ次世代
産業創造ファンド助成事業（次世代ファンド）」
を実施しています。その平成 28 年度事業と
して、ライフサイエンスや炭素繊維、航空機
などの分野から合わせて 21社を採択しまし
た。11月9日に県庁で採択決定通知書交付
式が行われ、ISICO の理事長を務める谷本
正憲知事が通知書を手渡し、激励しました。採択企業を代表して、中村留精密
工業（株）（白山市）の中村健一社長が決意表明しました。

　石川県、ISICO及びイオンリ
テールは、11月19日から3日
間、イオンスタイルかほくで「石
川うまいもんフェア」を開催し
ました。能登から加賀までの
県内20事業者が出展し、活性
化ファンドを活用して地域の
食材で開発した菓子や加工食
品、調味料などのこだわり商品
を限定販売し、大盛況のうち
に終えることができました。

※県とイオンは 2011年、里山里海保全や地産地消の推進などで協力する包括連携協定
を結んでおり、フェアは協定に基づき、イオンスタイルかほくの周年祭に合わせて開催し
ました。

ものづくり企業21社の研究開発を支援

石川県産品を消費者に向けて広くPR！

いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業

「石川うまいもんフェア」を開催

大勢のお客様でにぎわった「石川うまいもんフェア」

谷本知事から採択決定通知書を受け取る
中村社長

　ISICOは（株）セブン-イレブン・ジャパ
ンと連携し、金沢市内のセブン-イレブン
2店舗（石川県庁前店、片町1丁目店）で
半年間のテスト販売をしております。

　かがやき屋本店で取り扱っている珠洲の

塩や加賀棒茶、食品、調味料、飲料、金箔製

品など約50種類の人気商品を集めて販売し

ています。

　当店では、出品企業を募集しています。合わ
せて、チャレンジコーナーで試食会や実演販売
をする企業や組合、自治体を募っています。ご
希望の方は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ
(公財）石川県産業創出支援機構
販路開拓推進部 販路開拓課
TEL 076-267-1140

かがやき屋本店
セブン-イレブン２店舗で

来年４月下旬まで試験販売中！！

国内シェアトップに向けた
取り組みと海外展開を支援
ニッチトップ企業支援事業

専用コーナーを設置

石川のこだわりショップ
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