（公財）
石川県産業創出支援機構 Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization

vol.108

https://www.isico.or.jp
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第2回RPAを活用した業務効率化セミナー
ISICOからのお知らせ

8 名の起業家が審査員や聴衆を
前に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 2019」
。詳しくは巻頭特
集をご覧ください。
【表紙撮影／黒川博司】
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スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ 2019
巻頭特集

独自アイデアの実現を目指し、
8名が公開プレゼンで火花
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

2019」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13回目を迎え、新たに日本総

合研究所が企画運営するイノベーター支援プログラム「未来2020」2次審査会への推薦が得られる
未来賞を設けた。当日は過去最多となる171件（県内108件、県外63件）の応募者の中から、ファイ
ナリスト8名が事業計画を発表し、特別賞の受賞者も取り組みを披露。審査委員長を務めるアイ・

オー・データ機器の細野昭雄会長をはじめ各業界で活躍する起業家や投資家らが審査した。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5名の提案を紹介する。

医師同士がアドバイスしあう
オンライン相談サービスを展開

中山 俊／アンター（株）

最優秀
起業家賞

最大600万円のスタート

は十数分で回答が得られ、問題解決につながった

最優秀起業家賞に輝いた

このサービスは整形外科医として働く中山さん自

アップ補助金が交付される

事例などが紹介された。

中山俊さんは医師同士をつ

身が、当直時に感じた不安を出発点に考案した。自

ス「Antaa（アンター）」につ

設けることで、民間企業からも利用料を得ている。

なぐオンライン相談サービ
いて発表した。

治体や医療機関のほか、医師に情報提供の機会を

石川県全体の医師数（人口比）は全国平均を上

例えば、深夜に医師が一

回っているが、能登北部などでは不足しており、医

る場合などに、パソコンやスマートフォンから質問を

「Antaaを使って医師同士が互いにバックアップしあ

人で急患に対応し、専門外の症状の診療に不安があ
投げかけると、登録する専門医からアドバイスを得る

ことができる。登録するには実名や勤務先、出身大

学、医師免許などの情報を明示する必要があり、現

在までに全国で約6,000人の医師が参加。発表時に

師の偏在が問題となっていることから、中山さんは
うことで、どこに住んでいても、どんな時間帯でも、

患者さんが安心して医療を受けられる世界を作って
いきたい」と意欲を燃やし、2023年には18億円の売り
上げを目指している。

2

29458̲isico108̲H1̲P05̲H4.indd 2

2019/11/20 19:37

小杉 千里／ SAKURA JAPAN

村中 伸滋／ Quiny（株）

小杉千里さんは乳がん手術
で乳房を失った女性に、高品
質の人工乳房を手頃な価格で
提供するビジネスプランを発表
し、トリプル受賞を達成した。
これまで手がけてきた人工乳
房のデータと積層式3Dプリン
ターを活用して製作したトライアルキットを使って
購入者自身が自宅でフィッティングできるようにし、
LINEなどでやりとりしながら補整する。従来品に比
べて価格を3分の1以下の10万円程度に抑えられる
ほか、何度も面談して手術痕を見せる必要もないた
め、購入者の精神的な負担も軽減する。2021年1月
の起業を予定している。
学生賞

田中 裕之

田中ミスト製作所

今年2月に起業した村中伸
滋さんは、人手不足で悩む中
小製造企業にアプリを通じた
ソリューションの提供を目指し
ている。利用者が省力化した
い作業工程を動画で撮影して
アプリに投稿すると、その動画
を解析した上で、既製のロボットやオーダーメイドの
専用機、道具・治具など、現場に合わせた最適のソ
リューションを提案する。納入に当たっては関西・北
陸のパートナー企業と連携する。コンテスト当日には
アプリのテスト版をリリース。
「ロボットを導入したい
が、どうしていいか分からない」。そんな企業の声に
応えようと開発に注力している。

IoT を駆使して延焼から家屋と命を守るスプリンクラーを開発

金沢大学大学院1年の田中裕之さんは、火災を自動的に検知して屋根や軒裏などに放水し、隣家
などからのもらい火を防ぐ「加賀鳶IoTスプリンクラー」を開発、販売しようと考えている。過去の火
災データを分析した上で延焼経路の遮断に効果的な3層構造の放水口を設けるほか、火災による熱
を下げるため、熱吸収効率に優れた霧を放水する。IoTを活用し、火災の発生場所や風向きに応じて
放水する場所を最適化する。木造家屋が密集する市街地での導入を想定し、2021年の販売開始に
向け、今後は製品の改良や実証実験などに取り組む。

地域活性化賞

沢野 亜伊子

集

動画を撮影、投稿するだけで
省人化に最適のロボットを提案

特

デジタル技術と匠の技を融合
乳房を失った女性に笑顔を

頭

優秀起業家賞

巻

優秀起業家賞／未来賞／女性起業家賞

ヴィーガン料理を目玉に国内外の観光客を石川へ

金沢市内で動物性食品を一切使わない「ヴィーガン」の料理教室を開く沢野亜伊子さん。華やか
な野菜寿司を考案するなど、質素なイメージを持たれがちなヴィーガン料理の可能性を創意工夫で
広げている。訪日外国人観光客の約5％がベジタリアンと推計され、世界的な和食ブームを背景に日
本の食材を使って調理を体験したいというニーズが高まっていることから、従来の活動を発展させ、
自然栽培による農業体験やヴィーガン料理作りを楽しんだ後、古民家に宿泊するといった観光プラ
ンを展開し、国内外から人を呼び込み、地域活性化につなげる考えだ。

［ ファイナリストと発表テーマ ］

長坂 剛

エーテンラボ（株）

西口 潤

（株）toraru

住民の健康寿命延伸をピアサポートによ
る行動変容で実現する「みんチャレ」アプ
リの有効性検証

“GENCHI”
体の移動しない新しい移動サービス

青木 小波

有本 勲

（株）A.SPACE

美術品を自由に使うサブスクリプション
サービス「シェアリアル」 share real art

（同）山立会

里山を舞台に多角経営する里山総合会社
を創る
～里山の課題解決と価値創出を目指せ！

3
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「Landscape ware」シリーズの器。大地を想起させる起伏とそれによって作られる陰影が美しい。
日本トップクラスのクリエ
イター 集 団を目指して活
動する上町達也代表取 締
役 CEO（左）と柳井友一
取締役 CCO。

あ の 受 賞 者 の そ の 後 にフォー カ ス！

新旧の技術組み合わせ器を創作
一流の料理人から高い評価
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
うえまち

に選ばれたseccaの上町達也代表取締役CEOと柳井友
一取締役CCOの取り組みについてレポートする。

新たな表現、
新たな価値を求めて

secca inc.［（株）雪花 ］
http://secca.co.jp

金沢市昭和町12-6 6F ／ TEL. 076-223-1601
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資 本 金
従業員数
事業内容

上町 達也
2013年8月
1,470万円
8名
工業製品の企画・デザイン・コンサルタント・
自社製品の開発・製造・販売

「ものづくりをアップデートしたい」。上町代表がそう話
すように、s e c c aは金沢を拠点に最先端の技術と伝統
的な技術を組み合わせてものづくりのプロセスを見直し、
これまでにない新たな表現、新たな価値を生み出すベン
チャー企業である。
取り組みの一つが、ビジネスプランコンテストで発
表した器 づくりである。現 在までの 代 表 作 である
「L a ndsc ape ware（ランドスケープウェア）」と名付け
られたシリーズは、大地を想起させる起伏とそれによって
作られる陰影が美しい器だ。

secca の 創 作フィール
ドは器にとどまらない。
写真は陶器で制作した
シャンデリア。

中にはメビウスの輪のようにひねりを加えた形状もあ
る。こうした形状は手作りするのが難しく、再現性も低い
が、s e c c aではデザインや設計、型づくりに3D - C A D
や3Dプリンター、3D 切削機といった最新のデジタル技
術を活用し、複雑で立体的な表現を可能にしている。もち
ろん、ベースとなるのは伝統的な焼き物の技術であり、漆
や金銀箔などの職人と連携することもある。
人脈を通じて、あるいは器そのものが広告塔の役割を

4
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ほか、人脈づくりやクライアントと打ち合わせをする際

ンなどにも採用されている。

の旅費などに充て、その後の成長の糧とした。
「ビジネ
スプランコンテストで得た資金は、使い途に制限がな
く、
報告書も簡素で、
やってみないと何も見えてこないベ

集

体験の提案へ。レストラン事業にも参画

特

といった金沢の有名料亭のほか、東京の星付きレストラ

頭

万円のスタートアップ資金を獲得。それを開発費用の

巻

果たし、s e c c aの器は、現在までに「銭屋」
「浅田屋」

ンチャー企業にはとても理解のある支援だった」と上
器はあくまでも
〝もの〟であり、
人の心が動かされて初

町代表は振り返る。

めて価値が生まれるとの考えから、器を通じて食体験

また、受賞企業に対するI S I C Oの支援チームによ

を提供することも事業の大きなテーマだ。その際、重要

る定期的なフォローアップが、経営ノウハウの不足を補

な役割を果たすのが料理人で、上町代表は「s e c c aの

う大きな力となった。中小企業診断士の資格を持つ職

器を使って、新たな料理を思いついたと言ってもらえる

員の指導の下、事業計画を策定したり、状況に応じて

ことが一番の褒め言葉。新たな食体験を料理人と作り

軌道修正を図ったりすることで、着実な成長につながっ

上げていきたい」と話す。

た。I S I C Oの専門家派遣制度も利用し、弁理士から

国内外からシェフが集まり、コラボレーションする食
の実験場というコンセプトで、今年の暮れに金沢市片
町で開店予定の「A_ Restaurant（ア レストラン）」
では、s e c c aも運営のコアメンバーとして参画し、器や
アートピース（美術品）、照明などの制作、コーディネー

秘密保持契約書の作成、意匠権の管理などについて
アドバイスを得た。

工業デザインも好調
売り上げのベースに

トを担当。他では経験できない食体験を提供しようと
着々と準備を進めている。
器のほか、アートピースの制作も手がけ、こちらも12
月に京都で開業するホテルのメインレストランのシンボ

こうした取り組みが奏功し、初年度は100万円に過
ぎなかった同社の売り上げは右肩上がりに伸び、現在、
8,000万円に達している。

ルとして採用されるなど、実績を積み上げている。新た

もっとも、器などの自社製品はまだ全体の30％ほど

な音楽体験の提供を目指し、
プロミュージシャン向けの

で、売り上げの70％を占めているのは工業製品のデザ

オリジナル楽器の制作にも取り組んでいる。

インだ。工業製品のデザインも好調で、例えば、2017

資金や経営ノウハウの獲得
コンテスト参加が助けに

年からは石川樹脂工業
（加賀市）が展開する食器ブラン
ド「P l a k i r a（プラキラ）」シリーズのデザインを手が
け、星野リゾート（長野県）のラグジュアリーホテル「星
のや」に採用されるなど、
販路拡大に貢献している。

そもそも二人は金沢美術工芸大学を卒業後、それぞ

さらに、石川樹脂工業とのタッグで、伊藤園
（東京都）

れ大手の光学機器メーカー、音響機器メーカーで製品

がキャンペーンでプレゼントする樹脂製の急須のデザ

デザインに携わっていた。しかし、数年掛けて生み出

イン、
製造も受注した。

した製品が、1年後にはワゴンセールに並んでしまう

上町代表によれば、今はまだ、工業製品のデザイン

といった具合に、
〝もの〟の価値が短期間で消費されて

で得た利益を、自社製品を開発するために投資してい

しまう現状に疑問を感じて相次いで退職。孫の代まで

る段階とのこと。将来的には工業製品のデザイン、
器や

使ってもらえるような、長く愛されるものづくりを模索す

アートピース、
楽器といった自社製品がそれぞれ単独で

るうち、二人は金沢で再会し、事業活動を具体化させて

利益を確保できる状況を作り、新たに生まれた資金を

いった。

次の事業の種に投

設立間もない頃、二人の頭を悩ませたのが資金調達

下することで、持続

である。実績や信頼性に乏しいベンチャー企業だけ

的な会社の成長と

に、金融機関や投資家から融資や出資を受けるのが難

社内活性化につな

しく、わらにもすがる思いで参加したのが、I S I C O が

げていく考えだ。

主催するビジネスプランコンテストだった。二人は97人
の参加者の中から見事に優秀起業家賞に選ばれ、100

最新のデジタル機 器だ
けでなく、手作 業で作
り上げることもある。

5

29458̲isico108̲H1̲P05̲H4.indd 5

2019/11/20 19:37

北陸化繊㈱
羽咋郡宝達志水町今浜ホ311-1
TEL. 0767-28-4133
■
■
■
■
■

代 表 者
創
業
資 本 金
従業員数
事業内容

横山 隆之
1977年5月
1,000万円
24名
撚糸・仮撚糸加工

北陸化繊の糸を使って織り上げたデニム生地。
従来のストレッチデニムに比べ、ほぼ倍の伸張率を誇る。

国内有数の合繊産地として知られる石川。しかし、かつてのように大手の商社やアパレルメーカーの下請けと
して、注文通りに糸や生地を作るだけでは生き残りは難しく、現在では、それらの企業のパートナーとして、い
かに付加価値の高い製品を開発、提案できるかが、飛躍の鍵を握っている。合繊の撚糸加工などを手がける
北陸化繊でも、ISICOの支援制度を活用してストレッチ性に優れた糸を開発したほか、織機を導入して社内で
試作品を製造できる体制を整え、提案力を向上させている。

デニムの良さ損なわず伸張性アップ
ファッション業界で今、話題になっているのが、日本

伸張性の高い糸を、張力を抑えて織り上げ、かつてない
機能性を実現している。

のデニムブランド・KURO が発売した「モンスタースト

このデニムの魅力は、優れたストレッチ性によって得

レッチデニム」である。最大の特長は、
その名の通り、今

られる快適な着心地だけではない。従来のストレッチデ

までのストレッチデニムに比べ、ほぼ倍に伸びるという

ニムの場合、縮める加工を施すため、どうしても生地の目

驚異的な伸張性だ。使われている生地はデニム生産量

が詰まり、単調でべたっとした表情になってしまってい

で国内トップシェアを誇るカイハラ
（広島県）が製造した。

た。一方、新開発の生地では昔ながらのデニム同様に無

そして同社に、この生地を作るための緯糸を供給してい

骨でヴィンテージ感のある風合いに仕上げることができ

るのが、宝達志水町に拠点を構える北陸化繊である。

るとあって、デザイナーやこれまでストレッチデニムを敬

よこいと

北陸化繊が供給しているのはポリウレタンの芯糸に、

6

せているのに対し、モンスターストレッチデニムではこの

遠していた消費者から好評を得ている。

別の糸を巻き付けて仕上げる特殊カバーリング撚糸製法

また、生地を伸ばした後に元のように戻る回復率にも

によって伸張性を高めた糸で、開発に当たっては活性化

優れているので着用しているうちに、膝の部分が伸びて

ファンドの助成金を活用した。既存のストレッチ生地が、

しまったり、ポケットがたわんだりすることもない。

生地を織った後に加工して縮ませることで伸張性を持た
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には 2、3 カ月を要する。ここで、何か問題が見つかれば、
また糸作りからやり直すことになるのだが、ファッション
市場は流行の移り変わりが早いため、時間が長引けば長
引くほど、製品化される確率は下がってしまう。
そこで、北陸化繊では 2017年にISICOの次世代ファ
ンドの助成金を活用し、織機を導入した。織機はデニム
生地を織り上げるのに適したレピア織機で、現在は海外
試作開発のスピードアップに向け、次世代ファンドの助成金を活用して導入した
レピア織機。

メーカーでしか生産されていないため、国産の中古機を
購入した。カイハラの技術者に指導を仰ぎながら、社内

か、タオル生地を使ったアパレルを展開するブランドに採

で生地を織り上げるためのノウハウを身に付け、現在では

用されるなどしており、徐々に業界での存在感を高めて

生地の試作工程を 2、3カ月から 1 週間にまで短縮した。
横山社長は「お客様にとって、糸だけでは製品化した

いる。

有名ブランドの製品を陰で支える
北陸化繊はそもそも、カーテン用の生地などに使われ
かりより ぶん せん

る糸の仮 撚 分 繊 加工を主力としていた。しかし、2008
年 9月のリーマンショックに端を発する世界的な不況に
よって、主要取引先だったドイツ企業の経営が傾き、新た
な仕事の開拓を迫られることになった。そこで着目した
のがデニム生地用の糸作りである。横山隆之社長がデ

際のイメージが湧きにくく、評価もしにくい。その点、社
内の織機で素早くサンプルを作ることができるようになっ
て、生地の開発がスピードアップし、商談がまとまる確率
もぐっと上がった」と話す。

スピーディーな試作が交流深める糸口に
織機の導入による効果はこれだけにとどまらず、横山
社長は次のように話す。

ニム好きだったことに加え、デニムはファッション市場の

「交通アクセスが良くなり、東京や大阪から商談に来

定番生地で、世界中で膨大な量が消費されていることが

るお客様は基本的に日帰りする。しかし、打ち合わせ

参入の決め手となった。

の内容を反映した糸をその日のうちに作って、翌朝には

その後、事業が軌道に乗った大きな要因は、ユニクロや

生地の試作品が出来上がると言うと、
〝じゃあ一泊してい

リーバイスなど有名ブランドにデニム生地を供給するカイ

こう〟という話になる。すると、アフター 5 に食事しながら

ハラが北陸化繊の製品のユーザーとなったことにある。

ビジネス以外の会話をして交流深めたり、潜在的なニー

両社の関係が深まるきっかけとなったのは「パウダー
デニム」と呼ばれる製品だ。これは緯糸に北陸化繊が製

ズを聞いたりすることができるので、その後の開発や提
案にも役立っている」。

造した極細のポリエステル糸を使ったデニムで、滑らか

冒頭で紹介したような糸は付加価値が高く、価格は

な肌触りが特長だ。マウジーやギャップといったブランド

一般的なものに比べて 2、3 倍だ。その一方で、低価格

のジーンズなどに使用され、現在まで続くロングセラーと

のファッションが定着した現在の市場では、コストも重

なっている。

要な要素であることから、横山社長は「これまでにない

また、ユニクロとカイハラが 2015年に共同開発した

製品を生み出すと同時に、
今後はその製品の定番化に向

ジーンズ「ミラクルエアー」には北陸化繊の手がけた中

けてコストを意識したものづくりを目指していきたい」と

空糸が使用された。糸の中を空胴にすることで約 60%

話している。

も軽くしており、究極の軽量ジーンズとして人気を集めて
いる。

商談がまとまる確率も上昇
カイハラとの取引は商社経由とはいえ、開発において
は直接打ち合わせをする機会も多い。そんな中、課題と
なっていたのが、開発期間の長さだった。通常、糸を試
作しても、それを生地メーカーが織り上げ、評価するまで
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織機を活用し、取
引先への提案力を
高める横山隆之社
長。背後に見える
のはドイツ製の仮
撚加工機。
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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。

（有）ジータ
小松市千代町甲143番地3
ワークステーションビル
TEL. 0761-22-8366
代表者 ： 水戸 一博
設 立 ： 2004年6月
■ 資本金 ： 300万円
■ 従業員数： 9名
■ 事業内容：受託開発サービス、
機械設計
サービス、水素関連機器設計
製作および販売
● https://www.gita.co.jp
■
■

3Dプリンター（左）に加え、ものづくり補助
金で導入した 3D 切削機（中央）を活用し、
納期の短縮、効率化などを実現した。

ものづくり補助金で 3D 切削機など導入
試作品製作のリードタイムを大きく短縮
石川県内や関西、中京地区の大手産業機械メーカーなどに機械設計サービスを
提供するジータ。同社はそもそも、水戸一博社長が以前在籍した機械設計事務所
でできなかったものづくりを視野に入れ、堀畑英明専務と立ち上げた会社だ。
「も
のづくり補助金」を活用して、3D切削機などを導入し、生産体制を強化したほか、
ISICOが運営するインキュベーション施設「いしかわクリエイトラボ」への入居を
きっかけに人脈を広げ、開発のスピードアップやレベルアップにつなげている。

補助金の申請書作成
専門家がアドバイス

からは、早ければその日のうちに作る
ことができるようになり、大幅にリード
タイムを短縮することができた」
（ 水戸
社長）
。

また、部品の製造を加工業者に外
注する際は設計データとは別に、部品

の上に設置され、今か今かと出番を

図（三面図）
を作成する必要があるが、
3D切削機の場合は3D - CA D のデー

待っていた。

タをそのまま入力するだけで加工でき

いった小型の加工機がまさに事務机

るため、省力化につながっている上、

従来は工場でしかできなかった製

同社では、
設計業務で取引する産業

造業務をオフィスで。卓上サイズの加

機械メーカーなどからの受託開発とい

寸法などの変更にも容易に対応でき

工機の登場、普及によって、そんな「デ

うかたちでものづくりも手がけており、

るようになった。

スクトップファブリケーション（机上工

そのための試作品の製作、
あるいは実

こうした設備の導入には、ものづく

場）
」の世界が広がりを見せている。

機の評価段階で判明した不具合を修

り補助金を活用した。補助金の申請

正する際の部品製造などに、こうした

に当たっては I S I CO の職員の支援を

加工機を活用している。

受け、申請書や導入計画の作成に取り

県内でデスクトップファブリケー
ションを実現している企業の一つが
ジータだ。同社のオフィスの一角にあ

「従来、部品の製造は外注し、その

組んだ。水戸社長は「申請書の作成

る3畳ほどのスペースでは、3D 切削

場合は発注から納品まで、2 、3週間を

では、読み手の目線から的確なアドバ

機やミニ卓上旋盤、卓上フライス盤と

要していた。社内に加工機を導入して

イスをもらえて助かった。次に申請す

8
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る際もぜひお願いしたい」と笑顔を見

ある。サイテムは次世代

せる。

エネルギーとして注目さ

設計業務にとどまらず
省人化装置などを開発

れて いる水 素 の 発 生、
貯蔵に関する技 術や製
品を研究開発する企業

水戸社長は本業の設計にとどまら

だ。ジータでは、
ガスボン

ず、昔から好きだったものづくりにも取

ベに代わる新たな水素

り組みたいと2004年にジータを創業

供給ツールとしてサイテ

した。夢の実現に向け、第一歩を踏み

ムが 製 造する水素を吸

出したのは約10年前で、内部に小型の

収・放出する特性を持つ

加速度センサーを仕込み、
勉強時間を

水素吸蔵合金を充填し

測ることのできるペンの開発にチャレ

た容器の生産や管理を、

ンジした。残念ながら商品化には至ら

I oTを活用して効率化できないか研究

なかったが、製品化の難しさを実感す

している。水素漏れを検知する機器の

ると同時に、ものづくりへの意欲を新

設計、製造も手がけ、製品デザインや

たにする機会となった。

3Dプリンターを使った試作品製作に

取引先からの依頼を受け、同社が

「クリエイトラボを利用したことで、いろんな人との出会いが生まれ、情報も入
手しやすくなった」と話す水戸一博社長。左の画面には、降雪の強さを赤外
線センサーで測定した結果を表示している。

はJAISTの永井研究室の協力を得た。

再びものづくりに携わるようになった

また、ジータでは、JAISTが 主催

のは2012 年のことだ。
これまで培った

する産学官金連携マッチングイベント

機械設計技術に、I oT（※）をはじめと

「Matching HUB（マッチングハブ）」に

するI CT（情報通信技術）
を取り入れ、

参加したことを契機に和歌山大学の秋

例えば、入庫してきた部品の仕分け先

山演亮教授、宇宙機器設計・製造会社

をL E D の光で誘導するシステムなど、

オービタルエンジニアリング
（神奈川県）

オリジナルの省人化・省力化装置など

の山口耕司社長と連携し、防災・減災

を開発、製造している。I oTに不可欠

に向けた LPWA活用の研究・開発に

なウェブや通信環境を構築するソフト

も取り組んでいる。LPWAとは少ない

ウェア技術に関しては、県工業試験場

電力で広範囲に電波が届くI oT 向け

電子情報部のアドバイスが大きな助け

無線ネットワークのことで、ジータでは

になっているという。

その一つである「L o R aWA N」を使っ

ひろあき

2016年には I S I C O の職員からの

て、降雪の強さを赤外線センサーで測

勧めもあり、
「いしかわクリエイトラボ」

定し、市庁舎などに情報を送る仕組み

にも研究拠点を構えた。これによっ

の構築を目指す。水戸社長は「将来的

て、北陸先端科学技術大学院大学

には融雪装置のスマート制御に活用で

（ JAI S T）
の研究者や産学官連携コー

ディネーター、
県をはじめとする行政職
員とのネットワークが広がり、取り組み
の充実につながっている。
（※）IoT：ものや人からインターネットを通じてデー
タを収集し、活用する仕組み

きるのでは」と期待を寄せる。

東大先端研との
共同研究がスタート

共同研究のパートナーは、人間拡張
工学の専門家である先端研の稲見昌
彦教授で、目指すは「製造業とスポー
ツの融合を図ったパワーアシストシス
テムの開発」だ。配管用のパイプを人
の手で曲げるための「パイプベンダー」
と呼ばれる工具にモーターを取り付
け、人力だけでは不足する分を補うほ
か、スポーツのように楽しく作業できる
ような工夫を取り入れる。
「きつい仕事を楽しくできるようにな
れば、製造業の人手不足解消につなが
る。女性や筋力の衰えを感じる高齢者
にも使ってほしい」。水戸社長はそう話
し、
まずは作業者からのヒアリングや試
作機の開発を進め、事業化の可能性を
探る。
ものづくりの取り組みが多岐に広が
る現状を受け、
「まだ道半ばだが、
やりた
いことに近づいている」と話す水戸社
長。今後もクリエイトラボを利用するこ
とで得られる人脈や情報を有効活用
し、受託開発の売り上げを機械設計と
同程度にまで伸ばそうと意欲を燃やし
ている。

今年9月には、県とI S I C O が連携
協定を結ぶ東京大学先端科学技術研

クリエイトラボ入居後
多彩なパートナーと連携

組む新技術・新製品開発事業化可能

クリエイトラボへの入居をきっかけ

これも、クリエイトラボに入居後、先端

に始まった取り組みの一つが、同じく

研のラボ見学ツアーに参加したことが

入居企業であるサイテムとの連携で

端緒となった。

究センター（以下、先端研）
と共同で取り
性調査事業にジータが採択された。

パイプを曲げるための工具の試作機。モーターが人力を
アシストする。
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第2回

RPAを活用した業務効率化セミナー

効率化やミス防止、
コスト削減へ

事務作業を自動化した
2社が取り組みを発表

セミナーには大勢の参加者が集まり、RPA への関心
の高さが伺えました。

40業務をRPA化してわかったこと
講師：栗山 隆史氏
月に約343時間の
労働時間を削減
当社では、
あるセミナーでR PAの
ことを知った管理部長の「やるぞ」
の一言をきっかけに、取り組みを始
めました。私たちとしては「R PA っ
て何？」という状態からのスタートで
したが、数社のR PAツールの仕様
や強み、弱みを比較、検討した上で、
2017年9月に導入を開始し、今年9月
現在、38業務をR PAに置き換え、
一カ月に約343時間の労働時間を削
減しています。
開発および維持管理は社内の情
報システム担当者3人が担っていま
す。ただし、専従というわけではな
く、3人で週45時間程度です。この
ほか社外 S E 1人が週 2日、
プログラ
ム作成に協力してくれています。
具体的な導入事例の一つに、納
期回答の自動化があります。当社の
仕事は受注生産で1日当たり600 〜
700件の受注があります。従来は各
営業所の担当者が基幹システムか
ら納期回答一覧表を取り出し、顧客
ごとに仕分けして回答書に納期を
記入し、ファクスで送っていました。
現在ではこれをソフトウェアによっ
て自動化し、1日当たり5 〜 6時間
の作業時間が削減されました。

［昭和電機（株）経営管理部ICTグループ］

また、アルバイトの勤怠確認も自
動化しました。アルバイトのシフト
の予定と実際の勤怠状況に差異が
あった場合、当社では上長に確認を
取って勤怠システムを修正する必要
があります。これまではシフト表と
勤怠実績を人の目で照合していたの
ですが、今ではこれを自動化してい
ます。
このほかにも、請求書の確認が終
わっていない担当者への督促、退社
から翌日の出社まで10時間以下の
社員への注意メールの発信、売掛金
データと入金データの照合など、営
業、総務・管理、生産管理の各部門
で導入が進んでいます。

人手で5分以内の
細かな作業を積み上げ
当社の場合、R PAを導入するた
めのポイントの一つはトップダウン
で推 進したことでした。身の丈に
あったリーズナブルなR PAツール
を使うことも大切です。また、R PA
と言っても現場ではイメージが湧き
ませんから、推進側が現場に出向い
てヒアリングし、自動化できる業務
を抽出するよう心がけました。とは
いえ、時には運用を現場に押しつけ
ることも重要です。便利さを実感し

てもらえれば、R PA活用に向けた
次のアイデアが出てくるようになりま
す。
当社では、R PA化した作業は人
が行っても5分以内のものが約30％
を占めます。大企業と違って中小企
業では、そういった業務を積み上げ
ていくことで R PAの効果が出ます。
一般的には業務改善に取り組ん
だ上で R PAを導入した方が効果的
と言われます。しかし、それではいつ
までたっても前に進みませんから、
当社ではまず R PAに置き換え、そ
れによって空いた時間で業務改善
に取り組むようにしています。
R PAも止まる場合がありますか
ら、サポート体制がしっかりしている
ITベンダーを選んだ方がいいでしょ
う。止まると夜中でも担当者にメー
ルが来ます。最初は就業時間内だ
けで稼働させるようにした方がよい
と思います。
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ISICOは10月21日、県地 場産 業 振 興センターで第2回
RPA（※）を活用した業務効率化セミナーを開催し、県内企
業の約100人が参加しました。当日は2人の講師が、社内
でRPAの活用に取り組み、成果を上げた事例を紹介し、
参加者は生産性向上やミス削減、働き方改革につながる
新たな技術に理解を深めました。ここでは講演内容をダイ
ジェストで紹介します。
（※）RPA：定型的な事務作業の自動化

RPA ツールを開発、販売する 7 社が出展。セミナー
の合間や終了後に使い方などを解説しました。

RPA導入事例について
講師：木下 修治氏
社内で発信力のある人に
まず体験してもらおう
当社では、社員の健康と仕事の
質の向上を目指し、働き方改革に取
り組む中で、R PAに着目しました。
導入に当たっては、数社の製品を検
討した上で、
「社内でシナリオ（実行
してほしい処理の流れ）を作ること
ができそう」
「 あらかじめ用意された
開発用ライブラリが充実している」
「 そこそこの価格」といった点を決
め手としてツールを選び、昨年秋か
ら社内業務のR PA化をスタートし
ました。
手始めに、当時私が所属していた
部署で、停滞在庫削減に向けた打
ち合わせ用の資料 作成をR PA化
しました。所要時間が従来の3時間
から10分に短縮され、その効果には
びっくりさせられました。
自分の部署のR PA化が一段落
した頃、会社全体に広めようとあち
こちの部署に声を掛けましたが、現
場ではイメージできないようで、しば
らくは無反応でした。そこで、遅くま
で残業している営業アシスタントに
ターゲットを定め、残業の原因となっ
ていたエクセルの編集作業を自動
化しました。その結果、6時間かかっ
ていた作業が45分で終わるようにな

［（株）横山商会 新規事業創出推進室長］

り、残業もミスもなくなりました。
その後、R PAに感動した営業ア
シスタントが周りの人にどんどん便
利さを広めてくれたおかげで、社内
での普及に加速がつきました。です
からR PA化を推進する際は S N S
のインフルエンサーのように、社内
で情報発信力のある人にまず体験
してもらうのがよいでしょう。また、
当社では R PAに置き換えた作業の
流れをパワーポイントで図示し、グ
ループウェア上で公開しています。そ
の結果、各部署からの問い合わせも
増えていきました。

人にしかできない
仕事に専念を
当社では、エクセルやCSVファイ
ル（※）に基づくデータ入力業務、ウェ
ブ上の数値やテキスト情報の集計
業務、複数のエクセルや C S Vを編
集する業務、メールの送受信などに
RPAを活用しています。具体的には、
銀行の振込データと請求データの突
き合わせ、社内システムへの入金入
力処理、各課からエクセルで提出さ
れる予算の取りまとめ、定型文によ
る個人宛てメールの作成などです。
また、毎朝決まったホームページ
にアクセスして、銅ベース
（建値）
レー

トを取得し、価格に変更があれば指
定のアドレスにメールを送信する作
業もR PAで行っています。毎日の
単純作業ですが担当者の不在や失
念による連絡漏れを防ぐことができ
ます。これらをまとめると、8月末ま
での実績で年間726時間の労働時
間削減つながっています。シナリオ
さえ作っておけば、どんなに複雑な
作業でも間違うことはありませんか
ら、今後もどんどんR PA化を進め
たいと思っています。
社員の中には R PA化が進むと自
分の仕事がなくなってしまうと心配
する人もいますから、推進する側は、
効率化によって空いた時間に何をす
るか決めておくと、導入がスムーズに
進むと思います。当社では自動化で
きる仕事は R PAに任せ、人は人に
しかできない仕事に専念してもらう
ようにしています。
（※）CSVファイル：カンマで区切ったテキスト
形式のファイル
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イシコ・トピックス

プロから学ぶ動画マーケティング術

「Web 動画で売上UP！ 動画マーケティングセミナー」を開催
ISICO は 10 月 2 日に石川県地場産業振興センター研修室で、
「Web 動画で売

上 UP！動画マーケティングセミナー」
を開催しました。インターネット広告
代理業を営む株式会社ユニークワン

代表取締役の立川和行氏が講師を務
め、インターネット広告の基礎や、動
画を活用したマーケティングのテク

ニックや有用性を、実際の事例紹介
も交えながら説明し、受講者は熱心
に耳を傾けていました。

売り上げアップにつながる動画制作のノウハウを伝授
しました。

県内IT企業の販路拡大をサポート

「CEATEC 2019」に出展

ISICO は 10 月 15 日から18 日まで、千葉県の幕張メッセで開催されたアジア最大

級規模の IT 技術とエレクトロニクスの国
際展示会「CEATEC 2019」に県内 IT 企

業 6 社と出展しました。出展企業には
事前に出展効果が最大となるようにワー

クショップも行い、そこで学んだ商品の

展示方法やプレゼンテーション方法等
を、それぞれの自社製品や技術等のア

ピールに生かし、商談などを活発に行
いました。

ISICO の支援を受け、6 社が自社商品を PR しました。

すっかり朝晩の冷え込みが厳しい季節
になってきました。毎朝布団から出るのが
つらいです。既に今年度も半分終わってお
りますが、今年度から情報誌担当となりま
したMと申します。ISICO入職1年目の新人
ですが、新人ならではの感性を生かして皆
さまのお役に立てる情報誌を作っていき
たいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。
今回の巻頭では通算で13回目を迎え、
過去最多の応募があったビジネスプランコ
ンテストの特集をしました。ファイナリスト
の方々の事業は、オンラインサービスやデ
ジタル技術、IoT技術等、まさに時代を感
じる(？) 内容ばかりだなあと思いました。
個人的には、乳がん患者向けの人工乳房
は女性として決して他人事ではないので、
とても興味深く聞かせていただきました。
自分が起業するならどんな事業だろう
なあ、と考えてみるのですが、私は左利き
なので、とにかく左利きに優しい商品を開
発する会社、もしくはお店かなとぼんやり
考えたりします。左利き用商品も増えてき
たましたが、まだまだ不便が多い世の中
です。とはいえ、私にはコンテスト発表者
の方々のように7分にまとめて大勢の前で
プレゼンする度胸はなかなかないですね
…。
（M）

AI・IoTを活用した現場改善を目指して

「～製造現場における現場改善が進む！～ 技術者向けAI・IoT研修（IoT中心）」を開催
ISICO は 10 月 24 日から早稲田大学や JAIST（北陸先端科学技術大学院大学）等と

共同で「技術者向け AI・IoT 研修
（IoT 中心）
」
を全4回で開催しました。
研修は講義とチー
ム演習で構成され、Raspberry Pi（ラズベ

FAX

リーパイ）という小型コンピュータを用い

て、各種センサーの扱いやサーバとの通

信、簡単なプログラム開発を実習し、参

加した県内企業の生産技術担当者は AI・
IoT やプログラミングの知識について、熱
心に学んでいました。

29458̲isico108̲H1̲P05̲H4.indd 6

AI・IoT の活用に関心を持つ県内企業の生産技術担
当者らが参加しました。
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