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北九州市の取り組み❶

鉄の街からロボットの街へ
少子高齢化が加速し、 全国的に労働力不足が深刻化して
いる。特に地方の中小製造業は慢性的な雇用不安を抱えて

は 7 地域。市単位で採択されたのは北九州市だけで、その
他は全て県単位。九州では唯一の採択だった。

おり、モノづくり現場の改善や効率化は待ったなしだ。こうし
た中、九州最大級の産業都市・北九州市は、生産現場に産

■ロボットテクノロジーを活用して地域創生

業用ロボットを導入して生産性を向上させる取り組みを本格

総事業費は 18 年度から5 年間で約 17 億円。 注目は世界

的に始めた。かつて 「鉄の街」と呼ばれた北九州だが、今

一の産業用ロボットメーカーで、 同市に本社を置く安川電機

では「ロボットの街」として全国に先駆けた先進的な取り組

が 20 年度に新設予定の「安川テクノロジーセンタ（仮称）」

みを実現させようとしている。

内のオープンラボにおいて、 同社と九州工業大学が未来の
産業用ロボット開発、 人材育成、 若者の地元定着に取り組

■市単位で採択された唯一の都市
2018 年 6 月 1 日に施行された 「地域における大学の振興
及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促
進に関する法律」に基づき、国が「地方大学・地域産業創

む点にある。また北九州市と事業責任者の FAIS は、産業用
ロボットの導入支援を行うことで地域の中小ものづくり企業の
生産性向上を進め、地域創生をめざす。
人材育成については九州工業大学と安川電機の共同研究

生交付金」を新設した。同交付金は産学官連携により、 地

を通じて、 学生や若手研究者が実践的知識習得を目指す。

域の中核的産業振興や専門人材育成を行う取り組みに対し

ロボット分野で権威と呼ばれる研究者を複数 招 聘することで

て交付される。

人材育成から製品開発までを一気通貫で実施する。

これに対して北九州市は九州工業大学、安川電機、北九

九州工業大学は 18 年、 情報工学部にロボティクスコース

州産業学術推進機構（ FAIS ）と連携し「革新的ロボットテ

を設置したほか、 19 年には工学府にインテリジェンスロボ

クノロジーを活用したものづくり企業の生産性革命実現プロ

ティクスモジュールを設置。また産業技術総合研究所の比留

ジェクト」を申請、同年 10 月に採択された。

川博久ロボットイノベーション研究センター長、 名古屋大学

内容は未来の産業用ロボットの研究開発に安川電機と九州

大学院の山田陽滋教授、スイス・チューリヒ大学のロルフ・

工業大学が連携、また同社が新設する開発拠点でオープン

ファイファー名誉教授、米ロボットベンチャー・サビオークの

イノベーションを展開して高度人材を育成するもので、 研究

スティーブ・カズンズ最高経営責任者（ＣＥＯ）の４人を特

開発から導入支援までの一貫した取り組みにより、成果を地

命教授として招くなど、活動を活発化させている。 9 月には、

域企業の生産性革命に結びつけるという大規模プロジェクト

シンポジウムの開催や大学生向けの公開講義を開催、 250

だ。全国 16 地域から申請が出され、このうち採択されたの

名が最新の技術動向を学んだ。

安川電機や九州工業大学と連携してロボットテクノロジーを活用した地域産業創
生を進める（右から尾家祐二九州工業大学長、 小笠原浩安川電機社長、 北橋健
治市長、 松永守央ＦＡＩ
Ｓ理事長 ２０１８年１０月）

連動企画 北九州市の取組みと産業用ロボット導入事例
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北九州市の取り組み❷

研究開発と導入支援で
北九州市は地域産業振興のための知的基盤を整備し、新
産業の創出や技術の高度化、高度技術人材育成を図る目的
で 2001 年 4 月に北九州学術研究都市（学研都市）を開設

ロボット都市

実現へ

ター」 だ。 FAIS は生産性向上に意欲的な市内中小企業への
ロボット導入を支援する目的で同支援センターを設立した。
施設内にはビジョン装置を装備した垂直多関節ロボット、

した。 学研都市には九州工業大学、 北九州市立大学、 早

パラレルリンクロボット、協働ロボットなどが稼働し、金属加

稲田大学、 福岡大学が 1 学部 4 大学院を設置、また 19 年 8

工、電気・電子部品組み立て、食品ハンドリングなどを模擬

月現在 12 の研究機関と50 社の研究開発型企業が集積し、

しており、 設備見学のほか人材育成講座などを通じて、 導

約 750 人の留学生を含め昼間人口約 3500 人が「アジアの

入意欲醸成を続けている。

先端産業都市」 実現を目指して、日々教育研究活動を続け

■年間 200 件の企業訪問

ている。

具体的な支援内容は、 企業からの相談を受けた同支援セ

■産業用ロボット導入支援センター

ンターのコーディネーターが生産現場を訪問し、課題の洗い

学研都市は公益財団法人・北九州産業学術推進機構

出しや自動化の提案、補助金の案内などを幅広くサポートす

（ FAIS ）が管理、 運営を担い、 前述の 4 大学のほかに中核

る。企業はこれら検討結果を元にロボットメーカーやシステ

施設の産学連携センター、半導体製造関連分野の研究開発

ムインテグレーター（ SIer ）と打ち合わせをして製品を導入

を行う共同研究開発センターなどがある。ロボット技術部隊

する。

は貸研究室や宿泊室を備えた技術開発交流センターで活動

コーディネーターの企業訪問回数は年間 200 件程度、 人
材育成講座も年に 15 回程度行われており、導入や補助金獲

している。
北九州市は 06 年に産学官が一体となってロボット関連産

得も年間 10 件程度に達するなど確実に成果を上げている。

業の拠点形成を進める「北九州ロボットフォーラム」 を設

今後は同支援センターを拡充し、 22 年度をめどに「北九州

立、 全国から著名な研究者を 招 聘したセミナーや実用化支

市生産性向上支援センター（仮称）」 として再整備を行っ

援、 国際ロボット展への出展などを通じて拠点形成を図って

てモノづくり企業への産業用ロボット導入を進めると同時に、

きた。 19 年 5 月時点の会員数は 137 社、 33 大学・機関にの

SIer などの専門人材育成にも取り組む。
市内には事業所が 1000 件あり、製造業の市内総生産は 2

ぼっている。
さらにロボット活用を図ろうとするのが、 13 年に技術開発

割を超える。自動化需要は多く、研究開発と導入支援の 2 本

交流センター内に開設した 「産業用ロボット導入支援セン

立てで ロボット都市 として成功モデルを構築する計画だ。

FAIS ロボット技術センターの実習室では、ロボットの操作教育を行っている（パ
ラレルリンクロボットを使った食品のピッキング操作）
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北九州市の取り組み❸

ＳＩｅｒが課題解決をお手伝い
北九州市が中小製造業の生産性向上を実現する目的で、

また自社の生産ラインに適合するロボットシステムを構築す

2018 年度に設立したのが「北九州システムインテグレータ・

るには労力を要する。ロボットを動かすためにはティーチング

ネットワーク（ SIer ネットワーク）」。 産業用ロボットなど先

（教示）と呼ばれるプログラミング作業が必要になり、この

進技術導入時に、業務の現状分析から仕様検討、システム

ための操作教育や工場内レイアウトの見直し、周辺装置との

構築などを総合的に手助けするSIer のネットワーク（協業）

連携なども煩雑で、これが導入の足かせになっている。ロボッ

だ。参加企業間で情報や課題を共有し、それぞれの得意分

トSIer はこれら課題を共同で克服して、 製造現場の効率化

野を持ち寄って顧客の課題解決を図ると同時に、 販路拡大

や省人化を進めていく。

に向けた共同・協業体制の構築、スキルアップに向けた国
内外先進事例視察など、ネットワークの強化を図っていく。

17 年度にロボットを導入したチョコレート製造会社は、 そ
のノウハウを活かして 18 年度は SIer ネットワークと協働、 19
年度新工場の開設にまで進展した。このメーカーに加えて、

■本年度 13 社で活動が本格化

SIer ネットワークは 同 市と北 九 州 産 業 学 術 推 進 機 構

（ FAIS ）が事務局を務める中小企業へのロボット設備導入
支援事業。 経済産業省の「2018 年度地域中核企業創出・
支援事業」「19 年度地域中核企業ローカルイノベーション支

地元の菓子メーカーが生産ライン効率化に向けて、 SIer ネッ
トワークとともに検討を始めた。

■導入時に上限 500 万円を補助

北九州市は市内中小企業を対象に、1 件あたり500 万円を

援事業」「19 年度地域中核企業等の成長促進に係るハンズ

上限にした 「産業用ロボット導入支援補助金」を用意する。

オン支援事業」を活用し、 地域の SIer ネットワークによる協

19 年度は国の交付金事業の採択を受け、 事前検証（ FS ）

業体制構築や先進技術導入モデル創出を目指す。初年度は

の費用や未活用領域への実証を支援するメニューを追加し

9 社だったが、 19 年 9 月新たに 4 社が参加し、 合計 13 社で

た。 FAIS のコーディネーターや SIer が、ロボット設置に向け

活動が本格化した。

たさまざまな諸課題の解決に当たっていく。

最大の狙いは人手不足の対応だ。中小企業の多くは人材

事業を指揮する北橋健治市長は「最先端の研究開発と中

不足が深刻で、 従業員も多くが高齢化している。効率化や

小企業へのロボット導入モデル都市を目指している。産学官

生産性向上のためにロボットの導入は大いに役立つといえ

が力を合わせ、 地方創生の成功モデルを実現したい」と期

る。

待している。

一方で中小企業が単独でロボットを購入するには高額で、

９月のシステムインテグレータ・ネットワーク協議会には食品メーカーの首脳
が参加し、 生産工程の課題解決について熱心な議論が交わされた

海外とのビジネスマッチングも目指し、ネットワークとして初めて海外展示会
にも出展（2019.11 タイ・METALEX ）

連動企画 北九州市の取組みと産業用ロボット導入事例
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ロボット導入事例

大量生産で品質を確保するため
バリ取りロボットを活用
戸畑ターレット工作所

複雑化する自動車部品の品質を確保しながら大量生産す
る。 そのためには従来のような人手による仕上げ作業
では対応しきれない。そこで導入したのがバリ取りロボッ
トだった。
作業時間の短縮と仕上げの均一化を実現した

1962 年創業の戸畑ターレット工作
所は、自動車を中心に住宅設備や電
気関係の金属部品を鍛造、ダイカス
ト、 切削で製造する。自動車部品市
場には 2006 年から参入し、 今では
ヘッドライト、 エンジン、ステアリン
グの関連部品を製造している。
その中でもLED （発光ダイオード）
ヘッドライトの構成部品であるアルミ
製のヒートシンク（放熱器）につい
ては、 15 年には月産 3 万個、さらに

16 年には月産 10 万個の大量生産を
している。
「ヒートシンンクは LED ヘッドライト

LED ヘッドランプの高度化と共に複雑形状になっているヒートシンク

要とする。

に必須の部品であり、薄肉で高い形

そのヒートシンクはダイカストで成

状のフィンを成形しなければなりませ

形するのだが、 形状が複雑になるに

安全性を最優先にバリ取り
ツールをオーダーメイド

ん。その品質を確保しながら月産 10

つれ、ダイカスト金型の分割線や押

14 年 6 月、 同社は武蔵エンジニア

万個という膨大な量を生産するとなる

出しピンによるバリ、 穴形状部分の

リングの直交 3 軸の卓上門型ロボット

と、人手によるバリ取りでは作業にば

バリが成形直後に残ってしまう。従来

「 SHOTMASTER 」 を導入してテス

らつきが発生してしまうため、対応が

は、それらのバリをグラインダーによ

トを始めた。

不可能なのです」（第 2 工場生産技術

り人手で取り除いていたのだが、月

「ロボットを導入するうえで最も留

産 10 万個という大量生産となると、

意したのが安全性です」
（中野グルー

自動車のヘッドライトは軽量化・省

作業時間が多くなるだけでなく、バリ

プ長代理）

電力化を目的に LED 化が進んでいる

の取り残しや作業後のバラツキなど

誰もが現場でバリ取りロボットを操

が、 大きな光量を確保するためには

製品の品質を均一に揃えるのも厳しく

作できるようにする。そのためにも作

高い放熱性が必要になる。そのため

なる。 そこで、 バリ取り作業の効率

業の安全性を最優先とし、まずはロ

ヒートシンクは複雑で高さがある形状

を高め、 品質の確保と生産性を向上

ボットのヘッド部に装着するバリ取り

になり、かつ薄肉で多くのフィンを必

させるためにロボット化を図った。

ツールについて検討した。最初に砥

グループの中野貴敏グループ長代理）
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石やワイヤーブラシなど複数の市販
のバリ取りツールを試してみたが、同
社のバリ取り作業に用いるには十分
でなかった。 特にワイヤーブラシは
耐久性が低く、 いずれも市販の規格
品では対応できなかった。
「そこでブラシメーカーに相談して
オーダーメイドでツールをつくっても
らいました」（同）
ピアノ線と同じ材質の金属でワイ
ヤーブラシをつくってみた。これなら
研削力があるうえ、 1 本 1 本のワイヤ
の先端をアール形状にしているため、
万が一にも作業者の手が触れても切
れることがない。ワイヤの長さと太
さ、 およびブラシにした時の手に触

従来、ダイカスト製品のバリ取りはすべて手作業で行っていた

れる感触を調整しながら、バリ取りロ
ボットに適したブラシの形状を突き詰
めていった。
また、ロボットにワークを固定させ
るための治具も、 最も使いやすいも
のをと工夫しながら自作した。
「さらにロボットを制御するプログラ
ムも自ら作成しました」（同）
ダイカストの成形品は、 成形条件に
よって発生するバリの個所や形状が
異なるが、当然、直交 3 軸ロボットに
バリ取り用の制御プログラムがあるわ
けではないので、 バリの形状に合わ
せて Z 軸を制御するプログラムを作成
した。また、プログラムは外部から
変更できるようにした。

バリ取り時間のダウンと
生産量のアップ
テストの開始から1 年 4 カ月後の 15

ヒートシンクのバリ取りのため 2015 年からバリ取りロボットを導入した

2.5 倍にアップできた。
「バリ取りロボットの導入により、

られた。
現在、同社ではヒートシンクに加え

作業者の有効活用につなげられまし

てウォーターポンプのカバーのバリ取

た」（同）

りもロボット化している。さらに今後

年 10 月、同社は 6 台のバリ取りロボッ

大量生産への対応としてバリ取り

トを稼働させた。ロボットでは、ダイ

ロボットを導入したことにより、 作業

カスト金型の分割線によるバリ、 離

時間の短縮と仕上げ品質の均一化を

型の際の押出しピンによるバリ、そし

達成したばかりでなく、これまでバ

て製品形状の穴部分にできるバリを

リ取り作業に携わっていた人員を約

除去する。それにより、 1 個当たりの

60% 削減でき、その人員を他の作業

バリ取り時間を人手の 206 秒から85

に振り向けられるようになった。また、

秒と約 60%ダウン、 1 時間当たりの

バリ取り作業に起因する腱鞘炎など

生産量も人手の 17 個から42 個へと

身体的負荷を回避することにもつなげ

も作業負荷の大きな作業はロボット化
することを検討している。
Company Profile
戸畑ターレット工作所
1962 年に設立。鋳物の機械加工から始まり、

非鉄鍛造、ダイカスト、 切削のエキスパート
企業に成長する。 2006 年に自動車部品の生
産を始め、ダイカスト製品のバリ取りを自動
化するため、 2015 年からバリ取りロボットを
導入して品質確保と生産性向上を実現してい
る。
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重労働なチョコレートづくりを
ロボットで解放
GRAN DA ZUR （グラン ダ ジュール）

冷えて固まったチョコレートを型から外すのは重労働だ
が、 その作業を人手からロボットに替えることで、 作業
者の負荷を軽減し、 生産性向上と人材の有効活用につ
なげた。
重労働から作業者を解放させた 「自動型抜きロボット」

北九州市で本格的フランス菓子を

を実感するように

製造・販売する「 GRAN DA ZUR（グ

なりました。 その

ラン ダ ジュール）」 の創業は 2005

た め 開 店 から10

年。地元で圧倒的支持を集める同店

年 経 っ た 15 年、

だが、実はその運営は通信機器販売

手づくりではなく

会社のオーエーセンターが行ってい

製造業化しようと

る。

考えるようになり

「03 年に北九州市内の商業施設で
携帯ショップを新規オープンさせよう
とした際、１階に開設するには条件

ました」（吉武社
長）
ちょうど同じ年、

があり、それをクリアするためにショッ

「明治日本の産

プ内にカフェを併設しました。また、

業革命遺産」 が

そのカフェで提供するケーキを卸売

世 界 遺 産に登 録

の菓子店から仕入れていたのです」

され、その中に北

（オーエーセンターの吉武太志社長）

九 州 市の「 官 営

ところが、 その菓子店が倒産して

八幡製鉄所関連

シリコーン樹脂の型からチョコレートを抜き取る作業は重労働

しまったため、急遽オーエーセンター

施 設 」 も含まれ

が菓子店を買収することになった。

ていた。このことを活かして菓子づく

世界遺産を象徴する
みやげ品を考案

りの製造業化に着手できないか。吉
武社長は、世界遺産に合わせたみや
げ用の菓子の開発を思いついた。そ

人手の動作が
最も理にかなっている

16 年 2 月に発売したネジチョコだ

05 年、 同社が運営する通信機器

して、 いくつかの試行錯誤を重ねた

が、 その製法はいたってシンプル。

販売の店舗の横にグラン ダ ジュール

末、ボルトとナットを組み合わせたチョ

3D プリンターでシリコーン樹脂製の 2

を開店。 今では平日で 80 組、 休日

コレート「ネジチョコ」を開発した。

つの型（上型・下型）をつくり、 溶

には 100 組超の客が訪れる人気店に

ねじは、かつて官営八幡製鉄所でも

かしたチョコレートをその型に充填す

成長した。

製造していた部品であり、その点から

る。それを冷蔵庫で約 30 分間冷やし

も地元の世界遺産を象徴するみやげ

てチョコレートを固める。次に上型を

品になると考えた。

外して成形されたチョコレートを下型

「グラン ダ ジュールを経営していく
うちに、パティシエを確保する難しさ
6

人と同じ動作をロボットにさせることが最も理にかなっていた

から取り出す。
「この製法はすべて人手で対応し
ますが、 特に下型からチョコレートを
抜き取る作業の負荷が大きいのです」
（同）
しかもチョコレートの製造現場で作

ボルトとナットを組み合わせたチョコレート「ネジチョコ」

結局、 人手でやっている動作が最も

のうち 500 万円は北九州市産業用ロ

理にかなっていることに気づいたので

ボット導入支援補助金で賄えた。自

す」（同）

動型抜きロボットにより、生産性の向

人 が 型 からチョコレ ートを 抜き

上以外にも懸案だった腱鞘炎による

取 る に は、 型 の 裏 面 を 上 に 向

作業者の離職を防ぎ、かつ型抜きの

け、 それを押して 反らせることで

作業から他の作業に人員を振り向け

業する人はすべて女性だ。シリコー

型 のくぼ み（ 凹 ） に 隙 間を開 け、

るという人材活用効果にもつなげられ

ン樹脂の型からチョコレートを抜き取

チョコレートを自然に落下させている。

た。

る作業を続けるうち、 手腕に腱鞘炎

その動作の再現をロボット開発の方向

を患って離職せざるを得ないという思

とした。

わぬ事態も生じてしまった。
「これを何とかしたいと思い、ロボッ
ト化することを決めました」（同）

チョコレートの下型の裏面を上向け
てロボットに設置し、 裏面をプレスし

「自動 型 抜きロボットで使うシリ
コーン樹脂の型は消耗してしまうの
で、 今後は型についても開発を続け
ていかなければなりません」（同）

て型をたわませる。それによりくぼみ

現在、自動型抜きロボットを進化さ

16 年 10 月、 下型からチョコレート

（凹）が左右に開くので、 下方から

せるために型の素材をシリコーン樹

を抜き取るためのロボットの開発が始

ツメでチョコレートの両端をつかんで

脂から他の材料に置換できないかを

まった。

落下させる。人の手の動作をロボット

模索している。

ネジチョコを成形するシリコーン樹
脂製型は 2 種類あり、 ボルトとナット

に置き換えるこの方策を 17 年 10 月に
完成させた。

の形状をしたくぼみ（凹）がそれぞ
れにある。ロボット化を考えた当初

ネジチョコ販売は好調で、北九州
を代表するみやげ用菓子に成長した。
建設していた新工場「ネジチョコ ラ

自社工場がいよいよ稼動

は、型を横方向に引っ張ることでくぼ

ボラトリー」も 20 年 1 月に本格稼働
する。生産数量は月産 50 万個と倍増、

み（凹）に隙間を開けてチョコレート

同社はオグマ工業と共同で 「自動

を落下させる方策を試みた。しかし、

型抜きロボット」 を開発し、 製造現

Company Profile

くぼみ（凹）内にチョコレートが付着

場に導入することで、 同一の稼働時

してしまって落下しない。そこで型材

間で比較した際に作業人員を 15 人か

GRAN DA ZUR （グラン ダ ジュール）

を金属に替えて半年間試行したがう

ら10 人に 30 ％削減、 生産量を日産

まく行かなかった。
「いろいろと試してみたのですが、

7000 個から同１万個へと45 ％増加
できた。また、 導入費用 1500 万円

快進撃はとどまりそうにない。

北九州市で本格的フランス菓子を製造・販売
する。 創業は 2005 年。 世界遺産に登録され
た 「官営八幡製鉄所関連施設」 にまつわる
みやげ用菓子として 「ネジチョコ」 を 2016
年に開発・発売。九州でも人気のみやげになっ
ている。
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老舗の餅店が
職人不足をロボットで克服
高石餅店

創業 110 年を超える小さな餅店が、 高齢化の影響から
職人不足に陥った。
ただでさえ人材採用が厳しい時、 老舗の餅店は足りな
い職人の作業をロボットで補った。
ロボットならあんこと餅を流し込むと 1 秒であんこ餅に仕上げてくれる

町の餅屋さん として 1908 年に

を試作するなど、 周辺地域のさまざ

生のアイデアを活かした商品 「シナ

創業した高石餅店は、 丸い餅にあん

まな人たちとコラボレーションして新

モン餅」（餅生地にシナモンを混ぜ

こがぎっしり詰まった 「あんこ餅」と

しい餅の展開を積極的に図っている。

込んだあんこ餅）を開発。発売する

正月・祭事向けの餅を主な商品とし
て製造・販売する。
約 120 年前の門司港開港から間も

ロボットの導入が
不可欠な状況に……

なくに開業した同店は、港で働く労働

同店の商品は基本的に手作りだ

者に向け、 甘いあんこを包んだ特別

が、 餅の製造についてはこれまでも

な餅としてあんこ餅の販売を始めた。

機械化に取り組んできた。

とたちどころに大ヒットとなった。ま
た、 既述のようなコラボ企画を次々
と実施することにより、 同店全体の
製造・販売量が順次増えていった。
そのように事業が成長する一方で
製造現場は高齢化に対応しきれなく

そんな歴史あるあんこ餅を作り続

「当店では餅作りの機械化に古くか

なっていた。 餅の製造は、 立ちっぱ

ける同店の５代目店主の清藤貴博さ

ら取り組んでおり、 35 年前に餅つき

なしの作業であり、 ついたばかりの

んは、かつて大手電機メーカーのバ

機や餅切り機を導入して生産性を向

重い餅を運ぶなど、 高齢者にとって

イヤーだったが、 退職後の 2014 年

上させてきました」（清藤さん）

はきつい職場といえる。大ヒット商品

に高石餅店を法人化し、 その 2 年後
に店主に就いた。
法人化以降、 清藤さんは農家と

蒸したもち米を臼と杵でつき、でき

が生まれ、 他者とのコラボ企画を展

あがった餅を切るのは重労働だ。そ

開する一方、 2 人のベテランが引退

こで 1980 年代からそれらの作業を機

してからいっそう現場の人手が足りな

共 同 で 「 百 日 餅 」（ 生 後 100 日の

械化してきた。しかし、

赤ちゃんの初めての食 事を祝う儀

世の高齢化の波に抗う

式に用いる餅）を、 また九州大学

ことができず、 110 年

の 農 学 部 生と「レンガ餅 」（ 門 司

の伝統を誇る同店の 6

港で明治から昭和初期の建築物が

名の職人は、 今では平

残る地域のレトロ地区をイメージした、

均 年 齢 65 歳 以 上 のベ

レンガを模した餅）を考案したり、同

テランとなり、しかも

じく九州大学の学生と共同で 3 次元

2016 年 に は 2 人 が 体

CADを活用した 「花餅」（お寺の法

力的理由から引退して

要で仏前に供える餅）を製造する工

いった。

法を確立した。さらに、下関のコーヒー
ショップと「コーヒーに合うおはぎ」
8

ちょうどその頃、 清
藤さんは、 外国人研修

ついたばかりの重い餅を手で移動させる。高齢者にとってはきつい作
業だ

あんこを 1 つずつ丸めて餅に詰めていく。 1 個当たり10 秒かかる

丸い餅にあんこがぎっしり詰まった 「あんこ餅」

くなってしまった。かつては造船業で

く。それをロボットの導入により、あ

いくうちに多くの課題も見えている。

賑わった門司港だが、 今は人手を確

んこと餅を流し込むだけであんこ餅に

「シンプルな機能の割には部品点

保するのは容易なことではない。 そ

仕上げてくれる。 人手では 1 個当た

数が多いと思います。 生地である餅

こで清藤さんは、 人手不足を補い、

り10 秒かかる作業をロボットは 1 秒と

の種類を替えるたびに、 該当個所の

職人を少しでも重労働から解放する

10 分の 1 に短縮した。

ためにも、今後はロボットの導入が不
可欠と考えた。

労働生産性が 5 倍にアップ！
「1 年間かけて導入の準備を整えま
した」（清藤さん）

16 年秋からレオン自動機と打ち合

同店では、ロボットの導入により、

部品を分解して洗浄しなければならな
いのですが、その分解と洗浄後の部

従来は 3 人の職人を要した作業を 1 人

品の組付けで 1 時間はかかります。し

で対応できるようになり、かつ生産量

かも、部品点数が多いので、高齢者

を日産 400 個から同 550 個と約 1.4

では分解と組付けの手順を覚えきれ

倍に増大させることで、 総合的に労

ないのです」（同）

働生産性を 5 倍に伸ばせた。
「しかも、丸餅の中心にあんこを充
填でき、 包み目も小さくできるので、

同じ機能を持ちながらもさらにシン
プルな構造のロボットが同店にとって
理想に近いものといえるようだ。

わせを重ね、 自らの現場に適したロ

職人が包むよりも仕上がりの形状を均

とはいえ、ロボットの導入で労働生

ボットとして 「火星人 CN020」を選

一にでき、きれいにできます」（前店

産性が上がったことから、従業員にも

定した。 設置する床面も改修してロ

主で清藤さんの母・勝代さん）

時間的余裕が生まれ、それを接客に

ボット導入に適した作業環境に改善し
た。
また、 導入資金を確保するために

ロボットは、 労働生産性の向上だ

当てるなど時間を有効に活用できるよ

けでなく、 仕上がりの品質向上でも

うになった。 清藤さんも新商品の開

効果を発揮している。

発や事業の構想に割ける時間が増え

17 年度の「北九州市産業用ロボット
導入支援補助金」を申請し、採択さ

たという。 人手不足への対応から導

見えてきた今後の課題

れたことから、 導入経費の 550 万円
のうち 200 万円を賄えた。

「極力シンプルな機能と構造のロ

17 年 10 月、 高石餅店は、 餅の中

ボットを選びました。当店としては餅

にあんこを挿入して丸く仕上げるロ

にあんこを包む作業だけできればい

ボットを導入した。

入したロボットにより、 課題の解決だ
けでなく、事業発展のきっかけを生み
出せる機会の創出がロボット化の大き
な効果だったようだ。

い。ロボットメーカーが提示するオプ

「年末の繁忙期には 5 日間で 2 万個

ションには複数の作業をできる機能が

Company Profile

を製造します。ロボット化はたいへん

ありましたが、それらは必要なく、あ

効果的です」（同）

くまでもシンプルな機能だけを求めて

高石餅店
1908 年に門司市（現北九州市）で創業。あ

従来のあんこ餅の製造は、 早朝か

ロボットを導入しました」（同）

らあんこを作り始め、 そのあんこを

現場の作業要件に合ったシンプル

人手で 1 つずつ丸めて餅に詰めてい

な機能だが、製造現場で使い込んで

んこの詰まった丸餅 「あんこ餅」 が代表的商
品。その他にも正月や催事に食べる餅や他者
とのコラボレーションで開発した商品を展開
する。 2014 年には個人商店から「㈱ネクスト
クリエイション」 に法人化した。

連動企画 北九州市の取組みと産業用ロボット導入事例
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ロボットで
何ができるかを自社で試す
マツシマメジャテック

九州を代表するモノづくり中堅企業が生産工程にロ
ボットを導入すると同時に、システムインテグレーター
（ SIer ）としても活動を始めた。 導入前後を担うことで
製造分野の課題克服に挑む。
人協働ロボット導入で生産性は２倍に向上した

福岡県はかつて国内有数の産炭地

シマメジャテックに変更し

として知られた。 炭鉱では石炭と岩

てグローバル対応を進め

盤を同時に掘り出すため、 石炭以外

た。レベル計は海外で好

の 「ボタ」と呼ばれる岩や石などの

調で製品の生産数量が増

不純物を取り除く必要がある。 1946

え、自動化対応は避けられ

年創業の松島機械研究所（現マツシ

ない状況になって行った。

マメジャテック= 北九州市八幡西区）

くしくも安川電機が人協

は、創業翌年の 47 年にこのボタを除

働ロボットを開発、 移動用

去する自動ボタ抜き装置を開発、 大

台車を同社から製造委託

ヒット商品に育てた。

されたことが生産ラインへ

その後は独自技術を活かして計測

のロボット導入の決め手に

器メーカーへと変貌を遂げ、 国内の

なった。 取締役の波多野

旺盛な鉄鋼需要に支えられて高炉用

有治さんは「人協働ロボッ

レベル計を自社開発したほか、 鉄冷

トを普及させるためには何

え 以降の 80 年代には電子式レベル

が必要なのか、まずは自社で試すこ

で、 生産性は導入前と比べてほぼ 2

計や世界初のマイクロ波式プロフィル

とにした」と当時を振り返る。

倍になったという。

ロボットのティーチングを若い技術者が社内で学ぶことができる

一方で、待機時間が長い、切り粉

メーターを開発するなど、 九州を代
表するモノづくり企業の地位を不動の

ロボット導入で生産性は２倍に

都度止まるなど課題も多い。「当初

ものにした。

グローバル化で
自動化が不可避に

がたまると自動停止して作業がその

18 年末に「北九州市産業用ロボッ

は夜間自動運転に期待したが、 翌朝

ト導入支援補助金」を申請、 採択さ

出社すると何も加工せずに止まって

れ、 500 万円の補助を得て安川電機

いた」（波多野取締役）ことも頻繁

の人協働ロボットを導入、 切削加工

にあった。このため作業工程や連続

ロボット関連機器であるワーク位置決

工程に本格導入した。現在は主に複

した切り粉が出ないよう、 切削運転

め装置を製造委託された。 12 年に海

合加工機へのワーク脱着作業と、 帯

の見直しやプログラムの変更などの

外勢が独占していたパルスレーダー

ノコ盤で切断した丸鋼素材をトレーに

試行錯誤を繰り返した結果、 徐々に

式マイクロ波レベル計の完全国産化

収納する作業に利用している。日中

ではあるが生産現場の一員として日

に成功、 14 年には社名を現在のマツ

だけでなく夜間も無人稼働させること

夜自動化作業に貢献してくれている。

同 社は 2004 年に安川電 機から、

10
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システムインテグレーターとして
地域の発展を後押し
計測機器メーカーのマツシマメジャ

その解決策をヒントに、 各社の課題

テックの強みは、創業から 70 年以上

抽出に向き合い、自動化システムの

培ってきたモノづくり力にある。安川

導入を提案していく。

電機の産業用ロボット「モートマン」
シリーズの組み立てやワーク位置決

モノ売りからソリューションへ

め装置の製造実績があるほか、 人協
働ロボットの移動台車も製造するな

ロボット導入企業であり、 一方で

ど、ロボット分野での知見は十分に

SIer でもあるマツシマメジャテックは

培ってきた。

今後、自社製品を使ってシステムを
構築、 提案する考えを持つ。 2014

自社の課題を地元企業に応用

マイクロ波レベル計は世界的に評価が高い

年の社 名 変 更も
その思いが強い。

システムインテグレーター（SIer）

会長の松 島 徹さ

として目指す姿は、 地場中小企業の

ん は「 モノ売り

要望に応じて工場のさまざまな装置

だけでは今 後の

や設備に最適なシステムを構築する

業容拡大に限界

ことだ。 産業用ロボットや移動式溶

がある。 自動 化

接ロボットシステムのほか、 移動式

提案までできるソ

サウンジングレベル計などさまざまな

リューションメー

設備を提供し、 生産ライン周辺機器

カーへ 脱 皮 する

の自動化に対応する狙いがある。自

ことで、 将 来 の

社工場に人協働ロボットを導入し、既

成長に期待する」

に生産に活用している強みを活かして

と SIer 事 業に 夢

「ユーザー目線で小ロット、 多品種

を描く。

少量生産に対応するモノづくり企業の

計 測 機 器メー

お手伝いに協力したい」と、 波多野

カーの同 社は機

取締役は話す。

械も制 御も得 意

ロボット導入で最初に障壁となるの

自社の課題を顧客の課題にフィードバックする

だが、 IoT （モノ

が導入価格だ。数年前まではシステ

のインターネット）

ム価格が 1000 万円と聞くだけで導

や画 像 処 理など

入を諦めていた中小企業事業者は多

苦手な面もある。

かったが、波多野取締役によると「最

「 ここ は シ ス テ

近はどこも人手不足で自動化を進め

ムインテグレータ

なければ事業が成り立たない、 やら

ネットワーク内で

ざるを得ないという思いが強くなって

情報を共有して、 各社協力して地域

いる」という。

の発展を後押ししたい」と波多野取

Company Profile

だが一方で、ロボットを使って何を

締役は願っている。
「モノづくりで困っ

したいのか、 何ができるのかを明確

たらまずは相談してもらいたい」とい

マツシマメジャテック
1946 年に八幡市（現北九州市）で創業。粉

に答えられる経営者が少ないのも現

う間口の広さは、 生産性向上に悩む

実だ。波多野取締役は自社の課題や

中小企業にとっての救世主といえる。

ソリューションメーカーへの脱皮を図る

体を計測するレベル計の大手。制御機器やコ
ンベヤー保護機器も手がける。 2014 年の社
名変更後は、 機器メーカーからソリューション
メーカーへの脱皮を図っている。

連動企画 北九州市の取組みと産業用ロボット導入事例
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成功の鍵は
ユーザー教育
ICS SAKABE

専門家しか扱えない製品は中小企業に普及しないと考
え、ロボット化ではなく自動化を提案する。フットワーク
を活かし、 多品種・小ロットを早く、 安く提供する会社
を目指している。
ＡＩを使ったピッキングシステムを開発した

ICS SAKABE （アイシーエス・サ

めた。

カベ）社長の坂部好則さんは、創業

狭い工場内にハンドリングロボット

前はラインビルダーとして東奔西走の

を置き、不良発生時は作業者がサポー

日々だった。自動車メーカーが製造

トできるようレイアウトに工夫を凝らし

ラインを新設する際、 設計図面から

た。 作業者はほかの仕事ができるよ

工程管理、プログラム管理など一式

うになり、 従来の 1.2 倍の日産 5500

を請け負い納入する。トヨタ自動車

個のバルブ製造の自動化に成功、自

九州（福岡県宮若市）やホンダ熊本

信をつけた。

18 年には「ロボットセンター小倉」

製作所（熊本県大津町）の生産ライ
ン構築にも携わった。

自動化できるところは自動化しようと坂部社長は提案
する

ロボット導入はバラ色でない

を開設し、体験やセミナー、教示トレー
ニングなどを続けている。 経営者向

そんな坂部社長が「地域の役に立
つ仕事がしたい」と、 故郷の和歌山

坂部社長は中小企業へのロボット

けセミナーは年数回の実施だが、 す

県で ICS SAKABEを創業した。 そ

導入が進まない最大の理由を「イニ

でに数件の企業へのロボット導入に

の後はラインの多くを手がけた縁から

シャルコスト（初期費用）がかかりす

成功した。

北九州市に移転、ロボットSIerとして

ぎることだ」と指摘する。 導入にか

ロボット導入は決してバラ色ではな

本格始動した。

かるコストは高額だ。「お金をかけず

いと坂部社長は言う。それでも「自

３Ｋ職場を救ったスタート
ロボットSIerとなるきっかけは中小

に効率化したい」という、 相反する

動化できれば人が足りなくても生産性

命題に対して坂部社長は「教育」を

は何倍にも上げることができる。 単

提案する。

純作業は機械に任せ、人は新たな分

ロボットはあくまでツールであって、

野に挑戦することで日本のモノづくり

のエンジンバルブメーカーから、人が

顧客はそのツールを使って仕事をす

企業は再生する」と信じ、 サポート

プレス機に素材を投入する作業の自

る。 多くの従業員が使いこなすこと

役に徹する覚悟だ。

動化相談を受けたことがきっかけだっ

で生産性を上げることができる。「ド

た。ノウハウがないと一度は断ったが

ライバーを手動から電動化するのと

「3K 職場で若い人はどんどん辞め

同じ。 操作できる人間を育てて使え

ていく。自動化できるところは自動化

ば、 工場内の省人化は大きく前進す

しなければ中小企業は生き残れない」

る」（同）との考えで、 そのための

（坂部社長）と思い直し、 挑戦を決
12

教育活動に力を入れる。

Company Profile
ＩＣＳ ＳＡＫＡＢＥ

２００３年和歌山県有田川町で創業。１５年に
北九州市に本社移転。ロボットセンターには
パラレルリンク型などさまざまな製品が並ぶ。
人工知能（ＡＩ）を使ったピッキングシステム
やアシストスーツなど、 国内外の製品を取り
扱う。

SIer 紹介

中小企業の
よろず相談に応じる
ドーワテクノス

「誠意と熱意と奉仕の精神と」 を社是に顧客の声を集約
し、 技術とサービス両面で現場の困りごとを解決する。
その姿勢はＳＩｅｒネットワーク内の橋渡し役にも期待され
ている。
３Ｄシュミレーションを使って生産性向上に取り組んでいる

ドーワテクノスは九州を代表する産

ながら顧客の課題解決を支援す

業商社として確固たる地位を築いて

る目的で、ロボット自動化の専

いる。 2018 年度の売上高は 150 億

門グループ「ロボットシステム

円で、このうち安川電機と同社グルー

担当」を配置、営業支援を充実

プ製品の比率は 50% に達する。モー

させた。

ターを中心に製品販売を行ってきた

グループを束ねる機器事業部

が、 最近は顧客の FA 化、 自動化要

長兼 FA システム部長の田中弘行

求が強くなってきたことから、ロボッ

さんは「当社はファブレス。まず

ト商社の性格を強めている。

は営業からの相談に何でも応じる

ロボットシステム担当を配置して営業支援を充実させた

よう体制を整えた」と話す。メー

スピードが命

カーにも負けない素早いレスポンスを

重視するため、 拡大する需要への対

意識しており「通常 1 カ月程度かか

応としてサンプルテスト用のロボット

る見積もりを 1 週間で終えるスピード

の常設、 新卒採用技術者の早期戦

が製造する、 設備用電動機（モー

営業を心がけている」と、 田中部長

力化など、エンジニアリングメーカー

ター） 部 品 供 給を目的に創 業した

は胸を張る。

へと脱皮するためにも次なるテーマを

安川電機製作所（現安川電機）

ドーワテクノスは、 その後安川の販
売代理店として成長していく。 創業
事業がモーターだっただけに電機に

商社から
エンジニアリングメーカーへ

見据えて、取り組みを強化している。
「人がいない、どうしていいのかも
分からない」。こんな中小企業の困り

強い産業商社として鉄鋼や化学分野

来る者拒まずのスタンスはさまざ

ごとに対して田中部長は「まずは相

で発展を続けたが、一方でロボットに

まな効果を生んだ。魚の加工業者か

談してほしい」と訴える。商社として

関しては後発だったため積極的に取

らは寄生虫のアニサキスをロボットを

の間口の広さを武器に よろず相談

使って駆除できないかとの依頼を受

に応じていく。

り扱って来なかった。
だが鉄鋼や化学業界で FA 化が進

けた。挑戦してみたが対象が生魚だっ

み、生産システムの自動化ニーズが

ただけにロボットを使った自動化は断

求められ始めた。顧客の自動化、ま

念したが、田中部長は「なんでもやっ

たロボットニーズに対してロボット

てみようという意識が社内に醸成でき

の単品販売では十分な顧客満足は得

ていた」と手応えを感じている。

られない。常に最新技術を取り入れ

今後もファブレスとしてスピードを

Company Profile
ドーワテクノス
1948 年八幡市（現北九州市）で創業。

グループに水中ポンプメーカーのアイム電機
工業がある。「モノづくりの、コトづくり」 を
テーマに製造現場のあらゆる要望に応える。
2012 年にタイとロシアに現地法人を設立、
海外にも販路を拡大中。

連動企画 北九州市の取組みと産業用ロボット導入事例
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自分たちの力を試すため、
他流試合に挑む
松本工業

自動車業界は日々効率化のため改善活動を続けている。
一方でその取り組みを公にする機会は少ない。長年培っ
た効率化のノウハウを提供することで、中小企業の生産
改善を手助けする。
豊前工場では１５０台の産業用ロボットが人と
一体となって部品生産に取り組んでいる

自動車部品メーカーの松本工業は、

ズ大分（大分県中津市）の指導を仰

豊前市の豊前工場で 150 台の産業用

ぎながらアークやスポットなど各種溶

ロボットを稼働させている。九州に立

接機を導入して行った。取締役副社

地する全完成車メーカーに納入実績

長の舘下繁仁さんは「一度使うとも

がある県下で数少ないティア 2（2 次

う手放せなくなる」と苦笑いする。

下請け）であり、自動化の取り組み
も地域でトップクラスだ。SIerとして

からくりを使ってモノを動かす

は蓄積したノウハウを外部に提供する
と同時に、他社技術を自社にフィード

自動車業界の生産現場では常に改

豊前工場では無人搬送車（ＡＧＶ）も休みなく働い
ている

バックしてさらなるカイゼンにつなげ

善や効率化の取り組みが行われてい

下取締役副社長はノウハウを惜しみな

ていく。

る。 松本工業はできるだけ電力を使

く提供するつもりだ。 すでに第一技

わずに設備を動かす 「からくり」 仕

術部長の早川弘幸さんをリーダーに、

掛けの設備を開発し、 生産ラインに

組み付けからティーチング（教示）、

導入し続けてきた。 空のトレーに生

ソフトウエアまでを手がける「プロ

産した部品が一定数量投入されると、

ジェクトEX 」も立ち上げた。

一度使うと手放せない
自動車業界に参入したのは、日産
自動車が福岡県苅田町に進出した

自重で移動して次の空トレーが流れて

自動車や建築のほか食品製造など

1975 年から。 同社内の塗装ライン

くる。またプレス機の上下運動を利

も手がけるが、これらの業種にとらわ

立ち上げから物流容器、プレス部品

用してベルトコンベヤーを無電源で駆

れずに SIerとしての活動を視野に入

の生産委託へとすそ野を広げた。日

動する「ピクシーコンベア」 も自社

れる。早川第一技術部長は「自分た

産の経営不振時も順調に業績を伸ば

製品として販売する。

ちの力がどれだけ通用するのか。他

し、今ではトヨタ自動車の高級ブラン

ほかにもIoT（モノのインターネット）

ド「レクサス」 部品も生産するなど、

を使った生産管理システムなどソフト

九州を代表する部品メーカーの地位

ウエア商品も保有しており、これらを

を得た。

外販して収益に結びつけていく。

ロボットを導入したのは、ロボット自
体がまだ黎 明 期にあった約 40 年前。

SIerとしては「生産技術の視点か
ら現場改善のお手伝いができる。ロ

ナショナル（現パナソニック）から九

ボット導入前後の知見があるので、ビ

州第 1 号機を導入した。その後はヨロ

フォーアフターを示しやすい」と、舘

14

流試合に挑む覚悟だ」と気を引き締
めている。
Company Profile
松本工業
1966 年創業。 シートフレームやドアインパ

クトビームなど車両部品を数多く生産する。
2012 年には中国・湖北省にも生産工場を開
設。また旭化成ホームズの 「ヘーベルハウ
ス」 に標準装備する制震部材など、 建築事
業にも強い。

SIer 紹介

オープンイノベーションで
地域のお役に
リョーワ

ＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）は脅威
ではなくチャンスと考える。クラウドシステムを使えば、
高額な製品を購入しなくても中小企業は世界で戦えるこ
とを証明する。
ＡＩ画像処理エンジン導入で外観検査を自動化する

中国、タイ、インド、ネパール・
・
・。

ドイツが主導するインターネットを

油圧機器の販売やメンテナンスを手

使った生産性向上支援策「インダ

がけるリョーワには現在 7 人の外国

ストリー 4.0」 だ。 IoT や AIを使っ

人技術者が働いている。最近では海

た生産性改革が求められる一方

外の複数の大学や企業とMOU （覚

で、日本の中小製造業はこの分野

書）や NDA （秘密保持契約）を結

で出遅れている。田中社長は自社

ぶなど、 中小企業ながらグローバル

の成長戦略をインダストリー 4.0 へ

な視点で人材や技術の導入を進めて

の対応、コア技術確立、オープン

いる。

イノベーションの活用などとし、コ

ドイツに学べ
転機は 2011 年に発生した東日本
大震災だった。売上高の 40%を半導

多くの外国人が技術開発に携わっている

ア技術は油圧メンテナンス技術と外

投資がかかる。中小企業が単独で資

観検査システムの 2 本柱で、 10 年後

金を拠出するのには限界がある。 田

に 売 上 高 50 億 円（18 年 3 月 期 約 4

中社長はクラウドシステムを使った課

億円）、従業員 100 人（同 24 人）を

金システムを提案する。システムイ

目指す長期経営計画を策定した。

ンテグレータ・ネットワーク内にはロ

体業界に依存していたが震災で同業

ボット、ソフトウエア、 画像処理など

強みは画像処理

界が低迷、 売上高が大きく落ち込ん
だ。油圧は斜陽産業と感じていた社
長の田中裕弓さんは震災を機に新規

得意分野を持つ事業者がそろう。「月
額制、あるいは利用するごとの課金

「中小企業はすべてを持てない」

制など、 中小企業が導入しやすいシ

が田中社長の持論だ。中小企業は人

ステムを相互補完しながら構築する

材、設備、資金すべてが潤沢ではな

方法も必要だ」（同）と協業の必要

翌 12 年度北九州市の「販路開拓支

い。このためシステムインテグレー

性を訴える。そのためにもネットワー

事業への参入を決断する。
同年に外観検査装置を独自開発、
援プロジェクト」 に採択され、 事業

タ・ネットワークのオープンイノベー

クのブランド化とNDA の明文化を進

を軌道に乗せる。同市や周辺都市に

ションに期待している。「当社の強み

める考えだ。

立地する金属加工や自動車関連企業

は画像処理。ネットワーク内のロボッ

Company Profile

に、 部品の傷など目視で行われてい

トSIerと協力して、 地域の生産性向

た外観検査を自動化するシステムは

上に役立てる」（田中社長）として

高い評価を得た。

いる。

そんな田中社長が注目するのが、

IoT や AI、ロボット導入には大きな

リョーワ

１９６８年創業の油圧専門業者。 検査事業は
新規事業だが、ＡＩを使った画像処理エンジン
の導入で、複雑な外観検査の自動化を実現す
るなど注目されている。 2019 年 11 月、タイ・
カセサート大学に研究ラボを開設した。
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SIer ネットワーク紹介

北九州地域を核とした
システムインテグレータネットワーク
（略称：北九州 Sler ネットワーク）

○ロボット導入促進のためには、 最適なシステムの構想・設
計、 導入を支援するシステムインテグレータが必要。
○ 2018 年度、 地元企業 9 社からなる「北九州システムイン
テグレータネットワーク」を設立。 2019 年度は、 新たに 4
社が加わり、ネットワークの強化に取り組んでいく。

中小製造業の生産向上を実現するために、
ネットワークが目指すもの

①会員企業の要素技術、 強みさらに課題の共有を図る。
②ユーザー企業が抱える課題に対し、 会員企業が協同して課
題の解決を目指す（課題の整理、 解決に向けたアイデア
提供）。
③新たなビジネスモデルの創出・形成を推進する（共創によ
る新たなビジネスモデルや先端技術モデルの創出）。

ロボット Sler （システムインテグレータ）とは
ロボット Sler （システムインテグレータ）は、ロボットや周辺

株式会社 ドーワテクノス
〒 806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石 3-5
【FA システム部】

TEL 093-621-4134 FAX 093-681-4377
URL http://www.dhowa-technos.co.jp/

株式会社 ヘッズ
【本社】〒 800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜 1-34

TEL 093-383-8886 FAX 093-434-5885

【北九州オフィス】

TEL 093-967-3091 FAX 093-967-3092
URL https://headscorp.co.jp/

前田機工 株式会社
〒 804-0084 北九州市戸畑区幸町 7-14

装置を組み合わせ、ロボットシステムを構築する事業者です。

TEL 093-871-7121 FAX 093-871-7127
URL http://maedakiko.com/

有限会社 ICS SAKABE

株式会社 マツシマメジャテック

〒 802-0061 北九州市小倉北区
三郎丸一丁目 12-17

〒 807-0837 北九州市八幡西区
則松東一丁目 8-18

株式会社 FA サポート

松本工業 株式会社

TEL 093-932-7480 FAX 093-932-7481
URL http://www.icssakabe.com/

TEL 093-691-3731 FAX 093-691-3735
URL https://www.matsushima-m-tech.com

〒 802-0023 北九州市小倉北区
下富野五丁目 20-14

〒 828-0022 福岡県豊前市宇島 76-22

株式会社オーネスト

ミシマ・オーエー・システム 株式会社

〒 802-0077 北九州市小倉北区
馬借二丁目 6-6 第一中央ビル 2F

〒 805-0002 北九州市八幡東区
枝光二丁目 1-15

株式会社 ソルネット

株式会社 リョーワ

TEL 093-967-8760 FAX 093-967-8761
URL http://www.fa-support.com/

TEL093-512-6360 FAX 093-512-6325
URL http://www.ohnest.co.jp/

〒 805-0019 北九州市八幡東区
中央二丁目 8-13

TEL 093-671-7827 FAX 093-681-4377
URL https://www.solnet-dot.com/

株式会社 タイヨウ
〒 800-0113 北九州市門司区
新門司北一丁目 5-10

TEL093-481-6661 FAX 093-481-6662
URL http://www.taiyo-inc.jp/
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TEL 0979-82-1171 FAX 0979-82-1521
URL http://www.matsumoto-kk.co.jp/

TEL 093-681-3681 FAX 093-681-3661
URL https://www.mishimaoa.co.jp/

【苅田事業所】
〒 800-0304 福岡県京都郡苅田町鳥越町 10-5

TEL 093-436-0113 FAX 093-436-4366
URL http://www.e-ryowa.com/

株式会社 YE DIGITAL

〒 806-0037 北九州市八幡西区
東王子町 5-15

TEL 093-622-6119 FAX 093-622-6117
URL https://www.ye-digital.com/

産業用ロボットの開発・導入に関するさまざまな支援（北九州市・FAIS）／ロボットテクノロジーを活用した地方大学・地域産業創生事業

■産業用ロボットの開発・導入に関するさまざまな支援（北九州市・FAIS ）
●開発に関する補助金・助成金
名称

補助額等

補助対象者、 対象経費等

500 万円上限
補助率 3/4：創業 5 年未満
2/3：それ以外

中小企業技術開発振興助成金

（

新成長戦略推進研究開発事業
（シーズ創出・実用性検証事業）

）

300 万円上限

（

※生産性向上に資するロボットや 【補助対象者】市内の大学等研究機関の研究者
関連装置等の研究開発の場合。 【対 象 経 費 】物品費、 労務費、 外注費等
それ以外は 100 万円上限

）

（

【補助対象者】市内企業、 個人、 組合（大学等との共同研究必須）
※生産性向上に資するロボットや 【対 象 経 費 】物品費、 労務費、 外注費等
関連装置等の研究開発の場合。
それ以外は 300 万円上限

500 万円上限
補助率 2/3：中小企業
1/2：それ以外

新成長戦略推進研究開発事業
（実用化研究開発事業）

【補助対象者】市内中小企業
【対 象 経 費 】原材料費、 技術導入費、 外注費、 人件費等

）

【補助対象者】市内の北九州ロボットフォーラム会員で
構成したチーム
【開発テーマ】機械部品等の組上げによる北九州市発のロボット試作。

250 万円上限

市内発ロボット創生事業

●設備導入に関する補助金・助成金
名称

補助額等

補助対象者、 対象経費等

産業用ロボット導入支援事業

500 万円上限（補助率 1/2）

【補助対象者】市内中小企業
【対 象 経 費 】導入経費、 付帯経費費等

産業用ロボット等の
導入前検証事業（FS）

200 万円上限（補助率 2/3）

【補助対象者】市内中小企業
【対 象 経 費 】人件費、 外注費等

産業用ロボット等の未活用領域へ
の導入実証事業（実証）

600 万円上限（補助率 2/3）

【補助対象者】市内中小企業
【対 象 経 費 】人件費、 外注費、 物品購入費等

●固定資産税に関する支援
名称

補助額等

固定資産税ゼロ特例事業
（先端設備等導入計画）

補助対象者、 対象経費等

固定資産税の課税標準額を 3 年間ゼロに軽減

【対象者】市内中小企業（先端設備等導入計画認定が必要）

※全て令和元年度の支援内容であり、 令和 2 年度は見直される可能性があります。具体的な要件は各事業の要綱等によります。

■ロボットテクノロジーを活用した地方大学・地域産業創生事業
国（内閣府）が新設した地方大学・地域産業創生交付金事業にロボット分野で採択を受け（平成 30 年 10 月 19 日）、 産業用ロボッ
トの最先端の研究開発と中小企業のロボット導入のモデル都市をめざした取り組みがスタートしました。

革新的ロボットテクノロジーを活用したものづくり企業の生産性革命実現プロジェクト
課題 人口減少・高齢化による労働力不足

研究開発

導入支援

「 安川テクノロジーセンタ（仮称）」
における未来のロボット開発

［安川電機・九州工業大学］

ロボット
産業振興

人材育成
若者定着

地域ものづくり企
業の生産性革命
にむけた導入支援

地域企業の
生産性
革命実現

❶事業期間

2018 年度〜 2027 年度（10 年間）

［うち、国補助期間 5 年間〜 2022 年度］

❷事業費（交付金活用事業）
約 17 億円（5 年間）

キラリと光る
地方大学
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