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システムインテグレーター（System Integrator：略称「ＳＩｅｒ」）を地域で

育成するモデル構築の検討について 

（平成２６年度産業経済研究調査 調査報告書ダイジェスト） 

 

地域経済部 参事官（産学官連携・産業クラスター担当） 

TEL 082-224-5760 

 

システムインテグレーター（System Integrator：以下「ＳＩｅｒ」）という言葉は、情報

システム分野で使用される場合もありますが、生産ラインにロボットを導入する際のロボ

ットとオペレーションソフトウェアの組み合わせ、ラインとの最適化などをサポートする

サービサー機能について使用する場合もあります。 

経済産業省「平成２２年度中小企業支援調査委託費（ロボット技術導入事例調査）」では、

ＳＩｅｒの機能（果たす役割）を以下のとおり整理しています。 

①目的とする設備の生産機能・性能の実現 

②設備安全の確保 

③保守性及びアフターサービスの仕組みの確保 

④使用環境への適合性の実現 

⑤システムに必要なセキュリティの確保 

⑥その他必要なコンプライアンスや規格の確認と確保 

⑦全ての項目に関するマニュアル、説明書の完備 

※同調査報告⇒http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001537-1.pdf 

 

政府のロボット革命実現会議とりまとめ「ロボット新戦略」（平成２７年１月２３日公表）

で示されているように、少子高齢化、生産年齢人口の減少が進展する中、ロボット技術は、

製造業の生産現場（特に中小企業）、医療・介護現場、農業・建設・インフラの作業現場な

どの幅広い分野で、人手不足の解消などの社会課題を解決する切り札として期待されてお

り、今後のロボット導入促進にあたり、ロボットを活用した生産設備を設計・製作するＳ

Ｉｅｒの育成が課題となっています。 

しかしながら、中小企業やサービス業などロボット未活用領域においては、ノウハウ不

足などから、ロボットの導入が進んでいません。 

※「ロボット新戦略」⇒http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123004/20150123004.html 

 

そこで、中国経済産業局では、ロボット導入のみならず地域のものづくり中小企業が生

産現場の改善、生産性向上を果たすための支援機能としてＳＩｅｒを広く捉え、公設試験

研究機関（以下、「公設試」）を拠点としたＳＩｅｒ育成モデルの構築可能性について、平

成２６年度産業経済研究調査事業（委託先：特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま）とし

て検討を行い、その結果を公表しましたので、内容をダイジェストでご案内いたします。 
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■平成２６年度産業経済研究調査事業の概要 

 本調査事業では、広島地域をモデルに、地域企業の技術開発支援拠点である公設試を、

ものづくり中小企業の現場改善、生産性向上、自動化（ロボット導入等）に関するＰＢＬ

（Project Based Learning：課題解決型学習）手法による人材育成拠点として位置づけた、

拠点モデル構築の可能性について検討しました。 

１．当初のモデル（仮説）イメージ 
 調査実施にあたり、仮説として設定したモデルイメージは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．調査項目・内容 
本調査事業では以下の項目について調査・検討しました。 

（１）ヒアリング調査 

 ①調査主体Ａ 産業用ロボットメーカー等（生産性改善提案等のサービス提供企業を含

む）の技術者派遣（出向）についての課題、意向についての調査 

 ②調査主体Ｂ 拠点となる公設試における設備的、人的な対応可能性及び課題について

の調査 

③調査主体Ｃ 産業用ロボットメーカーとものづくり中小企業のレベル間を埋めるイン

ターフェースとして活動する人材「カイゼン指導者」として期待される

人材の発掘調査 

（２）モデル構築、調査検討委員会での検証 

上記調査の結果を下に、モデルの構築可能性等の取りまとめを行うと共に、専門家等に

よる調査検討委員会を組成し検証（全２回）を行いました。 

自治体、支援機関等 地元企業、業界団体等 

◇公設試の運営、機器整備、 

人材配置等の支援 

◇研究開発支援 

◇運営協力 

ものづくり中小企業 

技術相談 

ＳＩｅｒ育成拠点 

（公設試） 

◇ロボットメーカー技術者等の

受入、アドバイザーとしての活用

◇「カイゼン指導者」の受入、 

アドバイザーとしての活用 

◇本来業務を通じたＰＢＬによ

るＳＩｅｒ育成 

公設試を拠点としたＳＩｅｒ育成モデルイメージ 

ロボットメーカー 

Ａ社（技術者出向） 

ロボットメーカー 

Ｂ社（技術者出向） 

ロボットメーカー 

Ｃ社（技術者出向） 

「カイゼン指導者」 

コーディネート 

（熟練者、ＯＢ人材等） 
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３．広島地域をモデルとする背景 
 本調査事業で広島地域をモデルとする背景には、以下のような地元産業界、支援機関、

自治体等を巻き込んだ取り組みがさなされており、拠点モデルの構築に向けた環境醸成が

進んでいると考えられるためです。 

 

◆広島地域における産業用ロボットシステム実現に向けた動き 
 地域自動車部素材企業の生産性向上に向け、産業用ロボットにカメラやセンサといった

“眼”の機能を付加し、より高度な作業（ピッキング）の実現化を、ひろしま生産技術の

会、産業技術総合研究所、広島県立総合技術研究所が連携して、平成２５年度から取り組

んでいます。 

 
◆ひろしま生産技術の会について 
 「２４時間３６５日無人稼働（ライン・工場）の実現」をめざし、㈱ヒロテック、シグ

マ㈱、㈱ワイテック、ダイキョーニシカワ㈱など広島地域の主要な自動車部品関連企業の

経営者による技術研究会組織で上記ピッキングロボットシステム開発にも関わっています。 

 
 

中国経済産業局作成資料 

中国経済産業局作成資料
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４．ＳＩｅｒの機能の定義、類型 
調査対象を明確にするため、機能に着目し、ＳＩｅｒを以下のとおり定義しました。 

 「単に自動化・ロボット導入支援者でなく、ユーザー側の視点で、生産性向上、

現場改善といった生産現場の生産プロセス改善を提供するサービサー機能（自動

化・ロボット導入に係る前工程プロセスの省力・自動化の診断、ロボット導入・

開発の構想企画支援）」 

 「また、ロボット活用のノウハウを提供するサービス機能（ハード・ソフト含む）」 

 

また、第１回調査検討委員会における委員からの指摘を受け、ＳＩｅｒのスキル適用能

力に応じて以下の３つに類型化しました。 

 

【ＳＩｅｒの分類】 

 類型１ ハイレベルＳＩｅｒ 

     生産ライン全体のデザインを含む全体最適化を行える人材で、活躍の場は自社

（生産技術部門等）の他に他社への外販（提案・指導）が出来る。 

 類型２ ベーシックＳＩｅｒ 

     産業用ロボットを必要とする機能（センサー、知能・制御他）等を組み合わせ

ることで個別の生産ラインの最適化を行える人材で、活躍の場は主に自社（生産

技術部門等）の他に他社への外販（提案・指導）が出来る。 

 類型３ カイゼンレベル（ＳＩｅｒ候補） 

     生産性改善に向けて具体案を提案出来る人材で、活躍の場は主に自社内。 
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■調査結果の概要 

 「ヒアリング調査」と「モデル構築、調査検討委員会での検証」の結果は、以下のとお

りとなりました。 

 

１．ヒアリング調査結果 
（１）調査主体Ａについて 

 全国の産業用ロボットメーカー、生産性改善サービス企業１２社に対して、以下の３項

目についてヒアリング調査を行いました。 

質問事項１ 「技術者の派遣（出向等）の可能性、考え方、課題について」 

質問事項２ 「機器の貸出、利用の可能性、考え方、課題について」 

質問事項３ 「複数メーカーとの協業について」 

 

その結果は、以下のとおりとなりました。 

 
種別 

 
調査企業 

調査内容、結果 
人材派遣 機器利用 協業 

 
 
産業用ロボットメーカー 

 

Ａ社 〇 〇 〇 
Ｂ社 〇 〇 〇 
Ｃ社 〇 〇 〇 
Ｄ社 △ 〇 〇 
Ｅ社 △ 〇 〇 

 
 
生産性改善サービス企業 

 

Ｆ社 〇 〇 〇 
Ｇ社 △ 〇 〇 
Ｈ社 △ 〇 〇 
Ⅰ社 × △ △ 
Ｊ社 × △ × 
Ｋ社 〇 △ 〇 
Ｌ社 △ 〇 〇 
○は可能、△は可能であるが制約が多い、×は不可能 

 
（まとめ） 

 人材派遣については、概ねどの社も協力的ではあるが、「出向形態」では無く「長

期出張形態」を望んでいる。 

 機器利用については、概ねどの社も協力的であり、ロボットメーカーは本体機器、

生産性改善サービス企業は周辺機器の貸出し等対応可能。 

 複数メーカーとの人材育成拠点での協業に関しては、概ねどの社も問題ない。 
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（２）調査主体Ｂについて 

 構築モデルの拠点として想定する広島県立総合技術研究所に対して、ＳＩｅｒ育成拠点

化についての公設試としての考え方についてヒアリング調査を行いました。 

 なお、ヒアリング調査実施に当たっては、モデル構築を行う上での仮説のイメージ（拠

点となる公設試に求められる機能）を提示して意見を伺いました。 

 ※広島県立総合技術研究所 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-soken/ 

その結果は、以下のとおりとなりました。 

 

（コメント） 

 拠点化に必要な要素は、関係する者が常時利用可能な「場」を提供し、そして

「人材育成」できる環境を構築することであるが、ロボット導入の裾野を拡大

しようと考えればＳＩ機能を供給できる「企業育成」も可能な環境構築も必要

となってくると考えられる。 

 公設試という枠組みで拠点化を考えるならば、対応可能なのは「場」の提供、

簡易な「人材育成」までである。 

 簡易な「人材育成」とは、ロボット導入までは至らないカイゼンレベルの人材

育成を指す。 

 公設試の機能のひとつである「開発支援」を行うプロセスの中（いわばＰＢＬ

プロセス）で、カイゼンレベルの人材育成を行うことは十分に可能である。 

 人材育成を含めた企業支援を行うためには、公設試のプロパー機能では対応が

難しく、一部は外部リソース（大手企業の関連サービス、教育カリキュラム、

ＯＢ人材を活用した支援等）を活用する必要がある。 
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 協力いただけるロボットメーカー等で実施されている人材育成メニュー、自治

体主催の研修事業などの情報を集め、ニーズのある地域企業へ紹介するような

情報拠点となることは十分に可能である。 

 改めて公設試で対応可能な拠点機能を整理するならば、本来業務である「開発

支援機能」、カイゼンレベルの「人材育成機能」、そして、ロボット技術関連の

「情報拠点機能」の３つが挙げられるだろう。 

 しかしながら、ＳＩｅｒ育成拠点として地域企業のニーズに確実に応えるため

には、現状の公設試の機能では限界（県内対応に限定、扱う分野に限定、等々）

があるのが事実であり、提示のあったモデル案の機能を全て満たそうとするな

らば、「新たな受皿」の構築を見据えた議論が必要であろうと考える。 

（まとめ） 

 公設試を拠点にしたＳＩｅｒ育成モデルは段階的に検討する必要がある。 

 まず、ベースとして公設試で対応可能な（実現可能性が高い）範囲でのモデル

の構築について時間軸を意識して取り組むことが重要である。その上で、理想

型に近いあるべきモデルを様々な要件、課題を検証しつつ、公設試の制約を越

える「新たな受皿」まで意識して検討することが必要である。 

 

（３）調査主体Ｃについて 

 「産業用ロボットメーカーの技術者と中小企業（ユーザー側）のレベル間を埋める役割

で、メーカー側、ユーザー側双方の視点で現場の生産性改善、ロボット導入を考え、指導

できるＳＩｅｒ的スキルを身に着けている人材」を本調査では「カイゼン指導者」と呼ぶ

こととし、この「カイゼン指導者」の候補者と見込まれる「長年生産ラインの改善、高度

化、新設備の開発等に取組んできた技術者等」人材の発掘調査を行いました。 

（まとめ） 

 「カイゼン指導者」候補者は、大企業を中心に２０人程度発掘することができ

た。中堅企業になると、ＳＩｅｒ的なスキルを有する人材が絶対的に不足して

おり、社内にＳＩｅｒ的な人材を育成したいとする声が多く聞かれた。 

 発掘できた人材は、想定した３つの類型でいえば類型１（ハイレベルＳＩｅｒ）

に相当するような高度な能力をもった人材比率が高い（１５名／２２名）。 

 大企業のＯＢ人材であれば、個々の人材にアプローチするよりも、企業のＯＢ

団体組織を利用する方が簡単で、容易であることも分かった。 

 

「カイゼン指導者」候補者の発掘状況 

発掘者数 調査内容 ＳＩｅｒ種別  

２２名 

 

うちＯＢ人材 

２０名 

類型１   

１５名 

類型２   

３名 

類型３   

４名 
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２．モデル構築、調査検討委員会での検証及び「広島モデル」の提示 
 「１．調査結果」を踏まえ、調査検討委員会での検証を経て、最終的に以下のモデルを

提示するに至りました。モデルは２ＳＴＥＰでの提示としました。 

 

☆ＳＴＥＰ１ 公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠点 

 

 

＊特徴 

既存の専門家派遣制度を使うことで３年以内に実現の可能性が高いモデルを構築。

拠点のメインターゲットは類型無し及び類型３カイゼンレベルであるが、類型２、類

型 1のハイレベルＳＩｅｒについても外部リソース情報や研究者など人に関する情報

等、参考になる情報を提供することで企業ニーズに対応できる。 

 

拠点機能 

   ユーザー企業は拠点へ相談しに行くことで、大きく３つの支援を受けることが可能

となる。 

①開発支援による人材育成 

ユーザー企業は抱える課題に対し、開発支援を受けることでＰＢＬによる企業内人

材の育成が可能となる。また、専門家派遣制度を利用することにより、企業内にＳＩ

ｅｒがいない場合であっても、カイゼンやロボット導入に関する支援を受けることが

可能となる。これにより、中小企業へのロボット導入の裾野が広がる。 
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②情報提供拠点 

ユーザー企業は、相談内容が拠点では対応出来ない案件であっても、既存するロボ

ットテクノロジー関連教育プログラムや各地域が実施している導入支援施策、ロボッ

トテクノロジーに関する研究者に関する情報などを拠点から入手することができる。 

③人材育成（カイゼンレベル） 

ユーザー企業は、企業内ＳＩｅｒを育てるための簡易なロボットテクノロジー関連

の人材育成を拠点で行うことが可能となる。拠点では、産業用ロボットメーカーの協

力のもの導入された産業用ロボットの実機を使った研修や座学により、企業内ＳＩｅ

ｒ育成のための基礎的な技術・知識を習得できる。 

 

＊モデル構築の課題 

・情報拠点としてロボットテクノロジーに関する情報の収集及びロボットテクノロジ

ー関連人材（研究者等）情報の収集。 

・「カイゼン指導者」の管理をおこなう機関の発掘及び「カイゼン指導者」への教育カ

リキュラムの作成。 

・ユーザー企業が拠点を使うための仕組みづくり 

 

☆ＳＴＥＰ２ 理想型ロボットテクノロジー拠点モデル 

 

           （※ＲＴ＝ロボットテクノロジー） 
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＊特徴 

公設試では制限のある県や分野といった枠に捕らわれない支援が可能となる。 

拠点を使いユーザー企業内のＳＩｅｒを育成し、育てた人材を拠点内のＯＢ人材バ

ンクに入れることで専門家としても活用できるといった「人の循環」が生まれ継続的

な活動が維持できる体制が組める。 

ＳＩｅｒレベルに関わらず指導・育成が行われ、ＯＢ人材、企業内人材に関わらず

「地域人材の循環とスパイラルアップのモデル」図のように地域全体の人材育成が可

能となる。ロボットテクノロジーに関する情報・技術が集まった理想のロボットテク

ノロジー拠点となる。  

この拠点は、わが国のロボット新戦略にも沿っており、「ロボットショーケース化」

を推進するための「産業用ロボット関連コミュニティ形成拠点」であり、「ロボット技

術・生産技術革新スキルの人のネットワークを介した習合、共有拠点」であり、「スキ

ルのオープンイノベーション拠点（ゆるいネットワーク形成）」となる。 

また、ＩＴと融合したＩｏＴ（Internet of Things）時代の中で、人と人との繋が

りも最大限に活用できる「ＩｏＨ（Internet of Humans）」が広島モデルの特徴となる。 

 

＊モデル構築の課題 

まずは、ＳＴＥＰ１ 公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠点を作り

上げることが重要であり、拠点が機能し始めることが第一段階である。 

第２段階として、理想的な拠点として「新たな組織」の設立が必要となる。ＳＴＥ

Ｐ１では外部リソースとして活用していた機能等も内製化させ、公的研究機関、教育

機関等との連携調整等も今後の課題と言える。 
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３．本調査事業で提示した「広島モデル」の実現に向けて 
 本調査事業により提示した「広島モデル」を実現させるためには、未だ多くの課題が残

されています。この課題を解決するためには、国や自治体の継続的な支援及び産業用ロボ

ットメーカーやユーザー企業の協力も不可欠となります。 

 拠点整備や設備導入については国や自治体からの補助が必要であり、実際に機能させて

いくためには、ユーザー企業が拠点を使うための「仕組み作り」として、やる気のある企

業を緩やかにグルーピングし、成功事例を生み出し、その事例から他の企業へ波及させる

ような仕組みも考える必要があります。 

 

 また、各種ロボットテクノロジーに関する様々な情報も拠点に集めなければ、ユーザー

企業のニーズを満足させることが出来ません。 

 今回の調査事業では、多くの企業にヒアリングを行いましたが、拠点化への関心度はど

の企業も高く、期待する声が多く聞かれました。国も「ロボット新戦略」を打ちだし、本

格的にロボット導入・生産性向上に関する施策が動き始める今、広島地域としても官・民

が協力し、ロボットテクノロジーに関する拠点化に向けて同じベクトルで進めて行く時で

あると考えられます。 

 

本調査事業を契機として、広島地域においてＳＩｅｒ育成拠点のみならず、ロボットテ

クノロジー全般にわたる拠点化に向けた構想実現への取り組みが現実のものとなり、広島

地域のみならず西日本における「ロボットテクノロジーによるイノベーション創出の一大

拠点」が誕生、成長していくことを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


