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8人の起業家が事業計画を発表した
「スタートアップビジネスプランコンテ
ストいしかわ2018」。詳しくは巻頭
特集をご覧ください。
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ISICO は10 月24日、県地場産業振興センターで「スタートアップビ
ジネスプランコンテストいしかわ 2018」を開催した。将来有望な起
業家を発掘するコンテストは今年で12 回目を迎え、過去最多となる
169人（県内133人、県外 36人）が応募し、女性や学生の数も過去
最高を記録した。当日はファイナリスト8人が事業計画を発表し、アイ・
オー・データ機器の細野昭
雄会長をはじめ起業家や
金融機関の担当者らが審
査したほか、特別賞の受賞
者 2 人も事業内容を披露
した。今回の巻頭特集では
最優秀起業家賞をはじめ、
各賞の受賞者 6人のビジネ
スプランを紹介する。

　500万円のスタートアップ補助金
が交付される最優秀起業家賞に輝
いた宮地邦男さんは歯科手術向け
の痛みのない極細麻酔注射針につ
いて発表した。
　現存する注射針は最も細くて直
径約180µｍだが、千葉大学が特
許を保有する光渦レーザー加工技
術によって製造する注射針は直径
約 80µｍと蚊の針に近い細さを実
現し、痛みを伴わない。しかも中
空構造になっていて適量の薬剤を
注入できるようになっているほか、
生体適合性に優れた材料を使用し
ており、宮地さんは「こうした特徴
をすべて兼ね備えているのは我々
だけ」と胸を張る。

　用途として有望視しているのが、
歯科手術の麻酔用注射針である。
歯科医療の現場では、麻酔注射
の痛みと恐怖で患者が拒否反応を
示して手術に支障を来す場合があ
る。また、麻酔を注射する前に、
注射による痛みを軽くする表面麻
酔を使うため、処置時間が長くな
るのも課題だ。そこで宮地さんが
無痛針を用いて開発しようと考えて
いるのが、貼るだけで麻酔薬を投
与できるパッチ薬である。開発に
あたっては白山市に本社を置く歯
愛メディカルと連携する。
　今後は製造企業と業務提携し、
使用権のライセンス提供で収益を
得る計画で、将来的には年商 60

億円を目指す。製品は 2020 年の
発売を見込み、宮地さんは「我々
が未来の医療を変えます」と意気
込んでいる。

白熱のプレゼンで競う
スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2018

痛みのない麻酔用注射針
歯科手術の新標準に

事業の新規性と成長性を

シンクランド（株）
宮地 邦男

最優秀起業家賞
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　和田倫明さんは独自に開発した
プラズマ接合技術を用いた事業計
画を発表した。これはプラズマ照射
した炭素繊維強化樹脂（CFRP）
を融点未満の温度で加熱・加圧す
るだけで接合する技術だ。従来の
ボルト・接着剤による接合や熱融
着と比べ、美しく強固に接合できる
のが特徴で、金属とも接合可能だ。
技術コンサルティング、受託開発、
業務請負といったかたちで、自動車
や航空機、医薬品、食品といった分
野への展開を目指している。

　星野翠さんが事業化したのは、外国語の日本酒メニューをクラウド上で簡単に作成できる飲食店向けのウェブ
アプリ「SAKELOGY（サケロジー）」だ。外国人観光客に銘柄ごとの飲み頃の温度、料理との相性、造り手の
ストーリーなどさまざまな情報を提供し、飲食店の売上アップと業務効率化につなげる。飲食店にウェブアプリを
販売するほか、消費データを酒造メーカーに提供し、商品開発やマーケティングを支援していく計画だ。

　手島シークリンデさんは自身と同じ子育て世代に安全な食材を届けたいと、石川県で採れた有機野菜や無農薬
野菜を宅配するサービスの立ち上げ準備を進めている。県内の農家 5 軒と契約するほか、地元のクリニックとも
連携し、野菜や加工品とともに医師や栄養士が監修したレシピを同封するのが最大の特徴。同社が得意とする
マスメディア、自社メディア、ソーシャルメディアの 3 つのメディアを生かしたPR力で認知度を上げていく。

　井上杜太郎さんが計画するのは、IoTと「音声つぶやきシステム」を活用し、漁船や内航商船でエンジン、ボイ
ラーなどの機械を運転・整備する機関士を支援するシステムの開発と事業化である。IoTによって集めた機械のデー
タと音声つぶやきシステムで集めた機械の異常や異変に関する機関士の気付きを、一体的に管理・活用して業務
の効率化や知識の継承につなげることを目指す。2019 年夏頃に船舶での実証実験を開始する予定だ。

プラズマ接合技術で
CFRPを美しく強固に加工

日本酒メニューを多言語化、飲食店の接客をサポート

県産の安全な野菜と医師監修のレシピを宅配

IoTと音声データを活用、機関士の業務を効率化

KITイノベーションズ

（株）ななつぼし

（株）オフィスシュナイダー

北陸先端科学技術大学院大学

和田 倫明

星野 翠

手島 シークリンデ

井上 杜太郎

地域活性化賞

学生賞
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優秀起業家賞

（株）バイオーム ものレボ（株） アサイクル（株） （株）おてつたび
藤木 庄五郎 細井 雄太 浅井 亨介 永岡 里菜

　田中茂雄さんが提案したのは、
光骨密度計による骨粗鬆症の検査
サービスである。独自に開発した
計測器は短時間で検査可能で、小
型で持ち運びに便利。従来の測定
装置のようにエックス線による被ば
くもない。2019年1月に起業、定
期健康診断のオプション検査とし
てサービスを提供する。まずは北陸
地域で年間 1万人、その後全国展
開して年間10万人の検査を目指す。
将来的にはグローバル展開も視野
に入れている。

骨
こ つ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の予防へ
光を使って骨密度を検査

金沢大学
田中 茂雄

優秀起業家賞

ファイナリストと発表テーマ

女性起業家賞

3



4

　二つの資格を生かし
　修理も復元も

　森田社長は「一級建築士」と「文
化財建造物保存修理主任技術者」
の二つの資格を生かし、国や地
方自治体が文化財として指定する
建造物、その他の歴史的建造物
の保存修理、復元に関する調査、
設計、監理、コンサルティングな
どを手がけている。

　資格を両方とも持っている技術
者は全国でも少なく、石川県内で
は森田社長ただ一人だ。これに
よって、かつてあった建造物を復
元して建てる場合でも、現存する
古い建造物を修復する場合でも、
設計などの業務を引き受けられる
メリットがある。
　これまでの実績の一部を紹介す
ると、2017 年からは金沢市内で
東京国立近代美術館工芸館の移

転先として移築、整
備される国登録有形
文化財の旧陸軍第九
師団司令部庁舎と金
沢偕

かいこうしゃ

行社の解体工事
にあたって建造物の
歴史的価値を調査。
さらに建築当時の姿
を古い写真などから
検討し、外観の復元

などに向けて技術的なアドバイス
を行っている。
　また、2017年から2018 年にか
けては、輪島市にある県指定有形
文化財「総持寺経蔵」のこけら葺

ぶ

き屋根の全面葺き替え工事で設
計監理を担った。

　前職で築いた人脈が
　受注の原動力に

　森田社長が事業を立ち上げた
のは 2015 年 5月にさかのぼる。
　大学院修了後、森田社長は東
京にある（公財）文化財建造物保
存技術協会に14 年間勤務。この
うち10 年間は重要文化財旧松下
家住宅の保存修理や金沢城橋爪
門の復元工事など、石川県内で
の仕事を担当していた。金沢在
住の女性と結婚してからは住ま

あの受賞者のその後にフォーカス！

文化財建造物の修理
順調に受注を拡大中
ISICOでは 2007年から毎年、ビジネス
プランコンテストを開催し、優秀な事業
計画を提案した起業家に対しては集中
的に支援し、アイデアの実現を後押しし
ている。ところで、厳しい審査を勝ち抜
いた起業家がその後どのように成長した
のか気になるという読者も多いのではな
いだろうか。そこで今回は 2015 年度の
コンテストで優秀起業家賞に選ばれた
金沢伝統建築設計の森田守社長の取り
組みについてレポートする。

文化財建造物、歴史的建造物の修理、復元を手がけ、業績を伸ばす森田守社長。

森田社長の設計監理によって屋根の葺き替え工事が行われた県指定有形文
化財「総持寺経蔵」。



いを市内に移し、東京や大阪で
の勤務時は単身赴任していたが、
子どもが生まれたのを機に金沢に
腰を据えて仕事できるようにと独
立した。
　森田社長は石川で長く働いてい
たため、自治体で文化財を担当す
る部署や工事を施工する地元の職
人とつながりがある。これが仕事を
受注する原動力となり、創業後は
年々着実に業績を伸ばしている。
　また、そもそも文化財建造物や
歴史的建造物を修理したいという
ニーズに対して、専門技術者が不
足している状況もビジネスチャンス
の獲得にプラスに働いている。
　

　創業や法人化を
　ISICOがサポート

　創業に向けては ISICOからアド
バイスを受けた。森田社長は「そ
れまでは組織の技術者として働い
ていましたから、経営のことには
まったく無頓着で、収支計画の立
て方をはじめ、さまざまな面で助
言をもらいました」と振り返る。
　2015 年 11 月には ISICO が主
催する「革新的ベンチャービジネ
スプランコンテストいしかわ」に出
場し、優秀起業家賞に輝いた。
　「ISICOのスタッフからの勧めも

あり、参加を決めま
した。コンテストでプ
レゼンテーションす
るために事業計画を
まとめるプロセスを通
して、自分の考えを
整理することができ
て、その後の事業に
役立ちました」（森田
社長）。
　その後、法人を設
立する際にもISICOに相談。森
田社長は「専門家派遣制度を利用
して、中小企業診断士に収支計画
をチェックしてもらったり、税理士
に個人事業主から法人への移行な
どを手伝ってもらったりして、とて
も助かりました」と笑顔で話す。

　社員を採用し
　さらなる成長を

　仕事が順調に増えていることか
ら、会社としてさらに成長しよう
と、森田社長は今後、社員を採
用し、文化財建造物や歴史的建
造物の修理に携わる技術者や伝
統木造建築を専門とする建築士と
して育てていこうと考えている。
　とはいえ、県内に建築を専門に
学べる大学は一つしかない。そこ
で、森田社長は ISICO からのア

ドバイスを受け、石川県へUIター
ンしたい人を支援する「いしかわ
就職・定住総合サポートセンター
（ILAC）」に相談した。大学卒業
後にふるさとで働きたい学生や I
ターンを希望する実務経験者など
をターゲットに採用活動を進める
考えで、会社の取り組みや特徴を
PR するホームページも作成する
予定だ。
　一方で「職人は高齢化が進んで
いて、自分の代でおしまいという
人もかなり多い。熟練した技能が
断絶してしまうのは非常にもった
いない」と、ベテラン職人が持つ
伝統的な技能の継承をサポートす
る事業も視野に入れる。
　「そのためにもまずは県内の文
化財建造物、歴史的建造物の修
理、整備に注力し、しっかりと実
績を重ねて信用、信頼を積み上げ
たい」と力強く話す森田社長。こ
れからの奮闘に期待したい。

金沢市二口町ハ6-1マサミハイネス301
TEL. 076-208-4408

■ 代  表  者 森田 守
■ 設　　立 2017年10月
■ 資 本 金 500万円
■ 従業員数 1名
■ 事業内容 文化財建造物および歴史的建造物の

保存修理、復元に関する調査、設計、
監理、コンサルティングなど

（株）金沢伝統建築設計
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解体工事中の旧陸軍第九師団司令部庁舎と金沢偕行社で開かれた見学会
では説明役を務めた。

工事をスムーズに進めるため、伝統工法に携わる職人と綿密な打ち合わせを重ねる。
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3日間で約240個を販売

　活性化ファンドの後押しを受けて開発したのは「九谷
焼ガッチャン」と名付けられた自販機だ。七つのシリーズ
から好みの九谷焼を選べるようになっており、例えば、「幸
運の兆し」シリーズは鯛、富士山と日の出など、日本ならで
はの縁起物をモチーフにしたブローチである。また、「巨
匠の片鱗」シリーズは九谷焼の陶片を金継ぎの技法で組
み合わせ、ネックレスなどに仕上げたもの。和菓子や妖怪
をモチーフにしたシリーズもある。どれも作家や窯元の個
性が息づく、自販機オリジナルの商品で、一つ一つ丁寧な
手塗りによって作られている。価格は1個1,000円で、「巨
匠の片鱗」のみ2,000円。一つのシリーズに数種類のアイ

九谷焼の自販機、 羽田空港などに常設
外国人観光客に伝統工芸の魅力をPR

九谷焼自販機販売グループ
http://gotchance.jp

能美市泉台町南13（石川県陶磁器商工業協同組合内）
TEL.0761-58-6656

■ 代  表  者 嶋崎 信之
■ 設　　立 2017年4月
■ 構成員数 5社
■ 事業内容 自動販売機による
 オリジナル九谷焼アクセサリーなどの販売

急増する訪日外国人観光客をターゲットに新たな事業を展開する動きが各
地で活発化している。そんな中、県内の九谷焼の事業所5社で結成したグ
ループが、活性化ファンドの助成金を活用し、自動販売機で九谷焼のアクセ
サリーなどを販売する事業に乗り出した。陶磁器を自販機で売るのは業界
初の試みだ。自販機は2018年夏以降、外国人の利用が多い羽田空港やJR
東京駅に設置され、売れ行きは順調な滑り出しを見せている。

吉田屋風と呼ばれる絵柄を正
面にデザインした九谷焼自販
機。左右の側面も伝統的な絵
柄で彩られている。

異なる作風の九谷
焼の陶片を金継
ぎの技法で組み
合わせた「巨匠の
片鱗」シリーズ。

自販機で販売されている「九谷
のお守り」シリーズ。箱には
日本語と英語を併記したリーフ
レットも同封される。



テムが用意されており、どれが出てくるかはお楽しみだ。
　今年5月に能美市で開かれた九谷茶碗まつりで試験
的に設置したところ、3日間で約240個を販売し、購入
者がS N Sで紹介するなど話題を呼んだ。7月からは
羽田空港国際線旅客ターミナルに1号機が常設され、
着実に売り上げを伸ばしている。続いて9月にはJ R東
京駅の八重洲地下街に2号機が常設され、金沢市広坂
の九谷焼専門店に期間限定で設置されるなど、着 と々
販路を広げている。

より高額の商品を扱える自販機を選択

　「外国人に九谷焼を知ってほしい。その入り口になれ
ばとの思いで開発しました」。そう話すのは九谷焼自販
機販売グループの嶋崎信之代表である。
　興味を引きつけ、気軽に購入できるようにと思い立っ
たのが自販機の活用だ。しかし、ガチャガチャ（カプセ
ル自販機）のように硬貨を投入するタイプでは価格設定
の上限が500円となり、九谷焼の特色である職人や作
家が加飾を施した商品では採算が合わなくなってしま
う。それにガチャガチャは有田焼などで先行例がある
ため、話題性にも乏しい。そこで思いついたのが紙幣も
使え、より高価な商品もラインアップできる自販機だっ
た。
　とはいえ、自前で自販機を製造、設置するノウハウは
ない。そこで嶋崎代表らはまず自販機の業界団体に相
談し、そこから紹介された大手自販機設置業者に企画
を持ちかけた。当初は門前払いも覚悟していたが、「面
白いから、一緒にやりましょう」と返事をもらい、連携が
決まった。
　その後、どんな商品が売れるのか情報収集した上で、

「外国人は日本人以上にラッキーアイテムが好き」（嶋崎
代表）と縁起物をモチーフにした九谷焼を中心に開発
することに決め、東京のデザイナーらとも意見交換しな
がら商品をブラッシュアップした。

全国紙の記事が設置の呼び水に

　自販機のデザインにもこだわった。正面には吉
よし

田
た や

屋
風と呼ばれる古九谷を受け継ぐ絵柄を配置し、左右の
側面にはそれぞれ、九谷焼を代表する彩色技法である
青
あおちぶ

粒、赤絵を使用した。
　「九谷焼ガッチャン」というネーミングは、商品が落ち
る際の音と英語の「get a c h a n c e（ゲット・ア・チャ

ンス）」を掛け合わせたものだ。
　商品はタバコの箱と同じくらいの大きさの箱に、緩衝
材に包まれて入っており、日本語と英語を併記したミニ
サイズのリーフレットが同封されている。自販機の完成
に合わせ、日本語版と英語版のホームページも作成し
た。
　事業化に向けた市場調査や商品の試作開発費、パッ
ケージやリーフレット、ホームページのデザイン、制作費
には活性化ファンドの助成金を活用した。
　お披露目の意味を込め、地元の九谷茶碗まつりで設
置した様子が読売新聞の全国版で紹介されると、この
記事が羽田空港ターミナルビルの管理運営会社の目に
留まって、直接問い合わせが入り、1号機の設置につな
がった。

第二弾の商品開発がスタート

　すべて手作業で作っているため、急速な増産や増設
は現実的とは言えず、当面は5基を設置目標に掲げる。
というのも「4基以上設置できれば、しっかりと利益を
確保することができるようになり、事業として安定的に
回していけるようになる」（嶋崎代表）からだ。
　新たな設置場所としては、外国人や若者が多く自販
機の商品回転率も高い新大久保、秋葉原などを検討す
るほか、ひがし茶屋街など外国人観光客が増えている
金沢の観光地での設置も視野に入れている。
　既に第二弾の商品開発に取りかかっており、同時に、
まだまだ認知度が低いため、今後はS N Sなどを使っ
た情報発信にも力を入れる考えだ。
　明治時代には欧米にも数多く輸出され、「ジャパンク
タニ」として人気を博した九
谷焼。東京オリンピックに向
け、外国人観光客はまだまだ
増加すると予想され、嶋崎代
表は「本物の九谷焼が手頃
な価格で手に入る自販機を
きっかけに、外国人に再びそ
の魅力を知ってもらい、ゆく
ゆくは器や置物などの購入
につなげていきたい」と期待
を寄せている。

外国人に九谷 焼を
知ってもらおうと自販
機での販売を企画し
た嶋崎信之代表。
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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。
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　不二ゴム工業では、新規事業の確
立や品質向上を目的に設備投資に
力を注いでいる。中でも、2018年7
月に設置したばかりの最新設備が、
ISICOの次世代ファンドを使って導
入した「真空プレス機」である。
　プレス機は同社の生産現場に欠か
せない基幹的な機械と言える。ゴム

製品を製造する際、ポリマーや補強
材などの原料を金型に入れ、上下から
じっくりと熱を加えて圧力をかけるこ
とで、硬さや弾力のあるゴムとなり、形
が作られていくためだ。
　しかし、この時にやっかいな存在
が、金型内に残った空気（エアー）で
ある。単純な形状ならば問題ないが、
複雑になればなるほど、プレス時に
エアーの逃げ道がなくなってしまう。
それが原因で金型の先端部分まで

原料が行き渡らなかったり、熱がうま
く伝わらずにゴムになる前段階で止
まってしまったりという不具合が生じ
るのだ。

　しかも、特殊なフッ素ゴムになると、
エアーの問題はより深刻さを増す。不
二ゴム工業では、4年前に産業機械
に用いるフッ素ゴム製品を受注し、通
常のプレス機で製造したところ、不良
率が50％近くにまで達したという。同
社では培ってきたノウハウから圧力の
かけ方や原料の流し方などを調整し、
20％近く低減させることはできたが、

毎月の品質会議で
さらなる改善にも注力金型の空気が

不具合の原因に

真空プレス機の導入にあたっ
て、不二ゴム工業では製造元で
ある台湾のメーカーに直接足を
運び、安全機能やカラーなどを
細かくカスタマイズした。

真 空 プ レ ス 機 で 不 良 率 大 幅 減

一 歩先を見据えて設 備投 資

（株） 不二ゴム工業
かほく市大崎ハ31-1　TEL.076-283-4401

■ 代 表 者  山田 登
■ 創　　業  1980年4月
■ 資 本 金 2,000万円
■ 従業員数 54名
■ 事業内容 シリコーンゴムや各種合成ゴム

の成形品 ・ 加工品の製造、3D
プリンターでの造形試作など

● https://www.22-56.jp

かほく市の不二ゴム工業では、産業機械や医療機器の部品、生活雑貨など、多
岐にわたるゴム製品を製造している。大量消費されるゴム製品の生産拠点が中
国や東南アジアといった海外に移行する中、同社では多品種小ロットに狙いを定
め、ISICOの次世代ファンドなどを活用した積極的な設備投資で着実な成長を続
けている。
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それでも生産ラインの不良率ワースト5
に入る状況からは抜け出せずにいた。
　同社にとって劇的な改善は喫緊の
課題であり、その打開策となったのが
真空プレス機だ。真空プレス機は、搭
載する箱型のチャンバーが金型を覆
い、プレス前に庫内を真空化すること
で、エアーの入り込みを防ぐ。同社で
は、以前から大型の真空プレス機を所
有し、その効果の高さを実感しており、
不良率の高い製品の製造に適した中
型機の導入に踏み切ったのである。
  「ISICOの後押しを受けることがで
きましたし、この判断は正解でしたね」
と語るのは同社の山田輝専務。新型
の真空プレス機の導入でエアーによ
る問題は解決し、不良率を数％程度
にまで抑えることに成功した。とは
いえ、今でもわずかな条件の違いで
20％近い不良が出ることがあるそう
で、毎月開く品質会議を中心に、常に
不良率5％以下となるように改善策を
模索している。

　この真空プレス機をはじめ、不二ゴ
ム工業では近年、中小企業庁のもの
づくり補助金などの採択を受けて積
極的な設備投資を進めている。きっ
かけは、5年前に購入した3Dプリン
ターだ。当時、金型を使わずに、ゴム
のような弾力ある製品を成形できる
新型機が登場し、同社では全国のゴ
ム部品メーカーの先陣を切って導入。
この3Dプリンターが呼び水となり、建
材や自動車など大手も含めた全国の
メーカーから試作品の製作依頼が相
次いだ。同社では、試作段階から将
来的な量産も視野に入れたアドバイ
スを行うなど、付加価値の高いサポー
トで、新たな顧客の開拓につなげて
いる。
　ただ、3Dプリンターでは弾力のあ

る類似品は成形できるものの、実際
のゴムではないため、耐熱性や耐油
性、経年劣化などを調べる機能試験
には向いていなかった。そこで、同社
では2017年1月、マシニングセンタや
平面研削盤、放電加工機を導入し、
外注していた金型の内製化に注力。
より短納期で出荷できる態勢を整え
たことで、大手メーカーなどから依頼
が増え、開発段階の小ロット生産にも
柔軟に対応している。

　 「これからも価格競争に巻き込ま
れる大量生産ではなく、多品種小
ロットに活路を求めていきます」。山
田専務はこう話し、今後も機を捉
えた設備投資を続けていく方針で、
現在も新たな工作機械の設置を検
討中だ。並行して、3D プリンターで
造形したものの表面をシリコーンで
加工する独自の「SR-C（シリコーンラ
バーコーティング）処理」を施し、よ
りゴム製品に近づけた試作品を作る
など、新技術の開発にも熱心に取り
組んでいる。
　ちなみに、3Dプリンターを導入し
た5年前から、同社ではCI戦略にも

力を入れており、会社のロゴマークや
ホームページを刷新。同社ホームペー
ジのトップに現れるロゴマークは、鮮
やかな黄色を背景に「22-56（ふじゴ
ム）」の数字があしらわれている。軽
自動車のナンバープレートをイメージ
させるデザインとなっており、不二ゴ
ム工業では、顧客ニーズにきめ細かく
応える小回りの効く軽やかな運転で、

「11-56（いいゴム）」のその先を見据え
て力強くアクセルを踏み込んでいる。

「当社では有休を取得しやすい環境を整えていますし、
従業員の7 割が女性で、彼女たちにとって働きやすい
職場づくりを心がけています」と山田輝専務。工場内
にはカラオケ設備があり、昼休みや終業後には美声が
聞こえてくることも。

多種多様なゴム製品を製造。不二ゴム工業の製品は私たちの身近な場所で使われている。

3Dプリンター導入を機に
全国から受注拡大

軽自動車のように
小回りの効くメーカーに
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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。

AI・IoTの活用を専門家がサポート
企業が抱える課題に応じて技術指導

AI（※1）やIoT（※2）を製造現場で活用し、
生産性を向上させようとする取り組み
が注目されている。そんな中、今年10月
にはAI・IoTに関する技術面の支援拠点
として、石川県工業試験場1階に「いしか
わAI・IoT技術支援工房」が整備された。
どのような支援を受けられるのか、その
機能について紹介する。

イメージしやすく
デモ機で実演

　工業試験場では県内企業から
のIoTに関するさまざまな相談に
ワンストップで対応するため、2017
年 1月に「IoT 相談窓口」を開設
した。開設後の1年間で前年の約
1.8 倍の相談が寄せられ、製造業

など非 IT企業からの相談が多く
を占めた。こうした県内企業の関
心の高まりを受け、相談窓口の機
能をさらに拡充して、開設された
のが「いしかわAI・IoT 技術支援
工房」である。
　この工房には大きく分けて三つ
の機能がある。
　一つ目はデモ機による活用事例
の展示・実演だ。AI・IoT が注目
を集める一方で、企業から寄せら
れる相談は漠然としたものが多く、
「具体的にどんなことができるのか
イメージがわかない」といった声も
少なくない。そこで工房では、こ
れまで実際に相談があった事例を
もとに、工場の生産ラインや機械
を模した4つのデモ機を展示し、

AI・IoTの導入効果を実感しても
らえるようにしている。

訪問指導や
試作開発の支援も

　二つ目は技術相談・指導である。
個々の企業の実情に応じて情報提
供や技術指導を実施するほか、工
業試験場の中で相談企業の業種
を専門とする担当職員とAI・IoT
の担当職員がチームを編成し、企
業に出向いての技術指導も行って
いる。
　また、石川県AI・IoT 技術アド
バイザーである東京大学、産業技
術総合研究所の研究者など、外部
専門家がセミナーにより最新情報

金沢市鞍月 2-1（石川県工業試験場 1 階）
TEL. 076-267-8081（企画指導部 顧客サービス担当）

http://www.irii.jp

いしかわAI・IoT技術支援工房

工業試験場の一角に開設された「いしかわAI・IoT技
術支援工房」。

上田芳弘部長（写真右）を
中心に県内企業のAI・IoT
活用を支援する工業試験
場電子情報部の皆さん。

（※1）AI（artificial intelligence/人工知能）
ソフトウェアで人間のような高度な判断をすること

（※2）IoT（Internet of Things/モノのインターネット）
モノにセンサーと通信機を取り付け、情報をやりとりすること
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を紹介するとともに、先進的な技
術を指導する。その一環として11
月 6日には産業技術総合研究所
製造技術研究部門の澤田浩之総
括研究主幹が講演。製造業の技
術者自らが IoTのシステムを構築
できる研究成果を披露した。
　三つ目はAI・IoTを活用したシ
ステムの試作開発の支援である。
大量のデータを高速で学習できる
AI 用高性能コンピュータが導入さ
れており、迅速に試作開発に取り
組むことができる。

課題を明確化し、
スモールスタートで

　ところで、企業がAI・IoTを活
用する場合、どのようなことに気
を付けたらよいのだろうか。工業
試験場電子情報部の上田芳弘部
長は「最初からAI・IoTの導入を
前提として考えない方がいい」と
話す。というのもAI・IoTを使え
ば、何でもできるというわけではな

く、企業が抱えている課題によっ
ては、AI・IoT が最適の解決策と
ならない場合があるからだ。その
ため、まずは課題を明確化し、解
決するにはどのような手段が有効
なのか、見極めることが重要だ。
　また、たとえAI・IoTの導入が
課題の解決につながると判断した
場合でも、上田部長は「できるこ
とから小さく始めるようおすすめし
ている」と話す。これはいきなり
理想的なシステムを作り上げること
が難しいからで、特に資金も人材
も限られている中小企業の場合は
目的を絞り込み、なるべくお金を
かけずに効果を確認しながら導入

した方がよい。
　一方で上田部長は「AI・IoTの導入
で、当初考えていた以上の効果が
上がる場合もある。過大評価は禁
物だが、活用しても意味がないと
切り捨てず、それぞれの企業の実
情に合わせて一緒に検討していき
ましょう」と呼び掛ける。
　なお、工房は自由に見学するこ
とが可能で、事前に連絡すれば専
門の職員が説明してくれる。利用
料金は基本的には無料だ。生産
効率のアップや省人化の促進、コ
ストダウンへ、AI・IoTの活用を
検討する場合はぜひ相談してほし
い。

今年10月に開催された「いしかわAI・IoT技術支援工
房」の開所式。

先進的な技術を紹介した外部専門家によるセミナー。

IoT

 1 モノの位置・動線の見える化

モノ（運搬用の台車など）の位置や
動きの軌跡をリアルタイムに表示す
る。この仕組みを使えば原材料や
仕掛品が工場内のどこにあるかが
一目で分かる。

 2 機械の稼働状況の見える化

工場内の機械の状態を「稼働中」
「スタンバイ中」「異常停止」「電源
オフ」の4段階でリアルタイムに表
示。稼働状況を把握、分析すること
で工程改善につながる。

AI

 3 機械の故障予知

機械に取り付けた振動センサーか
ら収集した情報をAIが分析して、故
障の兆しがないか監視する。適切
な時期に部品を交換できるようにな
り、機械の停止を予防できる。

 4 製品の自動検査

製品を撮影した画像により、AIが良
品か不良品かを判定し、モニターに
表示する。あらかじめAIに良品と不
良品の画像を1万枚ずつ学習させ、
判断材料にしている。

活用事例の展示・実演



　ISICO は 11 月 22 日、 東 京
都千代田区のホテルメトロポリ
タンエドモントで、県内企業の
新規受注拡大などを目指した
受注開拓懇談会を開催しまし
た。この懇談会には、関東地
区の大手発注企業など過去最
多となる 44 社を招聘し、参加
した県内企業 66 社が積極的
に高い技術力をアピールしまし
た。

　ISICO は 11 月 1 日、石川県地場産業振興センター研修室で、人材マネジメント
塾「働き方改革をすぐに実現するコツ」と題したセミナーを開催しました。

　セミナーでは、600 社以上の働き方
と人事の改革を成功させた人事・戦
略コンサルタントの松本利明氏を講師
に招き、働き方改革を効率的に実現
するため、日常業務で生かすことので
きるノウハウを伝授し、受講者は熱心
に耳を傾けていました。

　ISICO は 10 月 16 日 か ら
19日まで、千葉県の幕張メッ
セで開催された IT 技術とエ
レクトロニクスの国際展示会

「CEATEC JAPAN 2018」に県
内 IT 企業 6 社と出展し、自
社製品や技術、サービスな
どを紹介しました。会期中
は、新たなビジネスチャンス
を求め多くの企業等と商談
に臨み、商機を探りました。

生産性向上のコツなどについて伝授したセミナー https://www.instagram.com/jiwamonselect/

大勢の来場者の関心を集めたISICOのブース

受注を目指し、県内企業が技術力をPRしました

イシコ・トピックス

［発行月］ 平成30年12月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX

　石川県内の中小企業が活性化ファ
ンドの助成を受けて、これまで世に
送り出してきた新たな「じわもん」（※）
を一堂に集めた『じわもんセレクト』
を発行し、ホームページでも公開し
ております。
　このたび、ISICO 公式のインスタグ
ラムを開設し、掲載商品を随時発信
しています。
※石川の方言で「じわもん」とは、地元でとれた
野菜や果物などの “地物（じもの）”を意味します。

効果的な働き方改革のすすめ方を提案
 人材マネジメント塾「働き方改革をすぐに実現するコツ」

県内IT企業6社が自社製品等をアピール
CEATEC JAPAN 2018

ISICO
『じわもんセレクト』
公式インスタグラム
始めました！

県内企業66社が独自技術を提案
 石川県受注開拓懇談会

みなさまからのフォローをお待ちしています。
instagram  [じわもんセレクト]
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