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ロボット導入促進のためのSIer育成事業の紹介

「ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業」
とは
「ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業」は、経済産業省及び日本ロボット工業会が実施し
た事業で、ロボットを活用することで企業の人手不足や作業員の労働環境改善、危険作業からの解放や生産性の向上
実現を目指すことを目的としています。
中小企業等では自社のみでロボットの導入検討を行うことが難しい場合も多く、最適なロボットシステムの構想か
ら設計、導入までを担う「ロボットシステムインテグレータ（ロボットSIer）」と呼ばれる企業の存在は、今後ロボッ
トの導入促進に向けてますます重要とされています。
本事業は「A．ロボットSI事業参入・拡大型」「B．ロボットセンター開設型」「C．ロボットシステムのモデル構築
型」の３つの類型で募集が行われ、公益財団法人いわて産業振興センター様と当社にて提案した『水産加工用ロボッ
トシステムとローカルロボティクスモデルの構築』はC類型で採択されました。
（詳細は、経済産業省ホームページをご覧ください。 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170511001/20170511001.html）

採択された事業「水産加工用ロボットシステムとローカルロボティクスモデルの構築」
について
本事業では、地域においてロボットを活用し、地域の基幹産業である水産加工業が抱える「人材不足」、「製造環境
（３Ｋ環境）」の改善をテーマとして、漁獲量が多くかつ骨の処理に多くの手間を要している鯖ピンボーン（小骨）抜
去のロボット化システムに取り組みました。（事業期間：平成29年５月〜平成29年10月）
既存のロボットは、身が崩れる、骨が一部残留する等の課題があり、多くの水産加工業者に実利用されていませんで
した。現状では人手によってピンセットを用いて骨を抜去するか、一次処理の海外外注依存が実態です。人手によるピ
ンボーン抜去は握力を要するため、多くの作業者は腱鞘炎に悩まされており、労働環境の改善が求められています。

水産加工用ロボットシステムの内容と今後の展開
鯖ピンボーン抜去のロボット
１
２
３
化システムには、「表面・断面
からの視認が困難な鯖ピンボー
ンをセンシング（センサーを利
用して物理量、形状などを計測・
判別する）する技術課題」と「骨
の抜去を達成する技術課題」が
あります。この課題を解決する ①３次元形状計測機によって魚体 ②超音波プローブ搭載ハンドに
の3次元情報を取得する技術
よって超音波診断画像を取得
要素技術の構築と、これらをシ
し画像解析によってピンボーン
を判別する技術
ステム統合したロボットシステ
③押さえハンドによって固
ムの構築を目指しました。
定した後、抜去用ハンド
で骨を抜去する技術

本事業は地域の水産加工業者からの強い要望に応えるものであり、現場の積極的な協力によりニーズに則した的確
な設計が可能となります。多くの水産加工業者への展開が見込めるため、水産加工業者に対して安価なロボットシス
テムの提案が可能と考えています。
本事業において、共同事業実施者である、いわて産業振興センター様と地元企業様及び当社の連携が図られ、地域
ロボットシステムインテグレータとしてのノウハウ習得並びにローカルロボティクスの有効性を評価することが出来
ました。今後もローカルロボディクスモデルの実用化を見据えた研究開発を産学官連携で取り組んで参ります。
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岩手県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ岩手） 様

農業共済制度について
農業共済制度は、農家と国が掛金を出し合って共同準備財産をつく
り、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守ると
いう、農家の相互扶助を基本とした「共済保険」の制度です。
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害による大きな損害を受けや
すいことから、国の災害対策の一環として政策的な視点からつくられた制
度ですので、基本的には、全国どこの農村でももれなく実施されています。
特に、農業はほかの産業と違い自然条件に依存することが大きいこと、
農業災害は予期しないときに、場合によってはきわめて広範囲に発生する
という特性があることなどから、国も一緒になって運営しています。
全国の農業共済団体では、農業災害に対する損失の補てんという本
来の業務のほか、損害防止支援活動を積極的に展開し、地域農業の振
興に寄与しています。
事業内容
農作物共済

水稲、麦の補償

畑作物共済

大豆、そば等の補償

果樹共済

りんご、ぶどうの補償

家畜共済

牛、馬、豚の補償

園芸施設共済 ガラス室、プラスチックハウス及び施設内作物の補償
建物共済

建物、家具類等の補償

農機具共済

農機具の補償

組織
本所、７地域センター、10家畜診療所で県内全域をくまなくカバーしています。
岩手県農業共済組合様と弊社のお付き合い
昭和49年にホスト機バッチ処理での水稲共済の開発及び運用委託業務の受託以来、現在のクライアントサーバシ
ステムの機器調達、システム開発、システム運用サポートなど長年にわたりお付き合いをさせていただいております。
これからもアイシーエスは、岩手県農業共済組合様のお役に立てるようサービス向上に努めてまいります。

トピック

VMware パートナーエリアコンテスト受賞
弊社は、2016年10月〜2017年３月期に実施されたVMwareパートナーエリアコンテ
ストで、【北海道・東北】エリアにて１位を受賞いたしました。
VMwareパートナーエリアコンテストは、 日本の各地域におけるVMwareの対象ソ
リューション（製品）販売に関して規定のポイントを加算し順位が決定されます。
今回の受賞は、日ごろお世話になっているお客様から様々なシステム構築を任せてい
ただいた結果と受け止めております。今後もこれを励みとし、より多くのお客様のご期
待に応え、更にご満足いただけるシステム構築、サービス提供を目指してまいります。
受賞各社につきましては以下のサイトで紹介されています。
＜VMware IT価値創造塾ウェブサイト＞
https://vmware-juku.jp/areacontest2016sh/
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東北歴史紀行

奥州藤原氏と平泉文化（四）
藤原清衡
―初代清衡公の人となり―
わた り

清衡は、 亘理権太夫経清を父に、 奥六郡の司、
安倍頼時の娘「有」を母に持つ“運命の子”である。
清 衡 は 、「 後 三 年 合 戦 」 が 終 わ る ま で は 「 清 原 」
を名乗っていた。 いつの時点で父の姓藤原氏を冠
したのか。 これについては、 種々説があるが、 戦
前に「辻善之助博士」は、次のように論じていた。
―清衡が藤原氏と名乗るようになったのは、 後
三年合戦のあとで、 荘園を都の藤原氏に献じて藤
原氏の姓を貰ったものであろう―
後三年合戦が終わってから四年後に、 京都の藤
原氏に接近したもの、とも付け加えている。
もろ ざね
この年、 清衡は三十六歳。 関白の藤原師実に名
げ ぶみ
もう
ぶみ
馬二頭を献上かたがた、 解文や申し文を申請した
ことなどからの推論である。
かくして、 いよいよ奥州藤原氏時代に入り、 初
代清衡の活躍のときを迎える。
寛治元年（一〇八七） 十二月…源義家、 金沢の
柵を攻略し「後三年合戦」 が終わる。 と年表にあ
るが、 同月源義家は陸奥守を解任、 とも付け加え
られている。
義家は、後三年合戦に勝利はしたものの、「この
戦いは私戦であり公のものではない」 と朝廷によ
り断定されたのである。
義家にとっては誠にやり切れない心情であった
ろうが、 常勝の源氏にとっては、 はかり知れない
口惜しさがあったものであろう。
だが、 歴史は個人や一族の心情にかかわり無き
が如く進展し、 変化することもある。 義家は複雑
な心情を抱えて上洛後、 奥羽において共に戦った
おうりょうし
清衡は「押領使」に任じられた。

これは源義家が推挙した結果であると思われる。
また寛治五年（一〇九一） に清衡は関白藤原師実
に駿馬を献上し、 これを契機に摂関家との交誼を
積極的に進めて行く機を得たのである。
ところで、 義家が奥羽を去ったあと、 新たに赴
任してきた陸奥守藤原基家や、 出羽守源信明・ 藤
原季仲らは、 奥羽地方の郡郷制の再編事業を強引
に進めようとしていた。
たとえ摂政関白の荘園であろうと例外なしに整
理し、人民に対す課役なども強固に推進した。
こうした強硬な再編事業に、 押領使たる清衡な
どはもちろん、 摂政関白側の代官たちも、 少なか
らず戸惑ったのであった。
ちょうどこの頃、 陸奥守たる藤原基家が太政官
に対し、「藤原清衡は、自分の勢力を誇示して、合
戦の企てをしている。」と急報してきた。これは清
衡が国府に向かって騎馬集団を率いて「陳情の筋
これあり」 として赴いたというのが真相で、 合戦
・ ・
の企てなどは全くなく基家らの清衡に対するねた
・
みがあったものと考えられる。
もっともその翌年には清衡の正当性と強力な陣
容を物語る事件が持ち上がっている。
それは出羽国の平師妙・ 師季父子が、 出羽守源
信明の館に放火のうえ財宝を奪い乱暴を働くとい
う事件が起こったのである。
そこで朝廷では文官では鎮定が困難であろうと
源義家の弟の義綱を陸奥守に任用した。 義綱は、
たちまち平師妙・師季父子を討ち破った。
これにより一時は反乱者と誤認されかかった清
衡への疑念も、 この機をもとに晴らされることに
なる。 表面には出なかったが、 義綱の陸奥守就任
や現地での諸知識や案内等には何かと清衡が陰に
陽にこれを援助したのであった。
奥羽においても新しい時代を迎えた。 これまで
夷族扱いにしてきた北奥羽の奥地にも律令制下の
「郡郷制」 を実行することになる。 その推進には、
現地出身の俘囚長で、 しかも「押領使」 という官

職を持つ藤原清衡が、 しぜんにその先頭に立つことに
なる。いよいよ平泉時代へと進む・ ・ ・。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

藤原清衡の父経清が居館として築き、清衡が生まれ育った場
所であると伝わる。清衡が平泉に移るまでの30年間住んだと
されている。現在は史跡公園として整備され、愛宕神社が祀ら
れ、隣接して豊田城址碑がある。

清衡が平泉進出まで江刺に居住した寝殿造初期の館が推
定復元されている。豊田館
（とよだのたち）
は清衡が平泉に拠
点を移した後も平泉館など奥州藤原氏の５館の一つとして政
庁的な機能をもっていたと推測されている。

豊田館
（とよだのたち）
跡
（江刺）

豊田館
（えさし藤原の郷の清衡館）
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さあ今年こそ！ダイエット
内臓脂肪はこうして確認

― 失敗は成功の母 ―
ダイエット経験者の多くはリバウンド経験者

●腹囲の内臓脂肪蓄積サイン

です。リバウンドとは、ダイエットをして減らし

〔腹囲：立ったままへその位置で測る〕

た体重がまた元に戻ってしまうことをいい、急激

✓男性85cm以上

に体重を落とした場合によく起こります。

✓女性90cm以上

リバウンドを防ぐためには体重をゆっくりと

●お腹の脂肪によるサイン

減らしていくことが大切で、目安として１か月に

✓お腹の脂肪をしっかりつまめ
る場合は皮下脂肪

0.5〜１kgずつ減らしていくとリバウンドがしにくくなります。
また、運動はダイエットには欠かせないものですが、食生活の

✓お腹が出ているのに脂肪がつ
まみにくい場合は内臓脂肪が
たまっている危険性大

改善をせず運動だけで体重を落とすことは実際にはとても困難で
す。運動と食生活の改善はセットで取り組むようにしましょう。

●肥満の体型指標によるチェック

目標の設定を実現可能なものにすることも大切です。ダイエッ

〔ウエスト（cm）÷ヒップ（cm）〕

トに失敗した人は、まずは目標の設定を少し下げてみましょう。

✓1.0以上は要注意

とにかく[目標設定]→[継続]→[達成]→ また次の実現可能な目標
設定という流れにしましょう（例：週に２回ウォーキングをする
→無理なくできるようになった→週に４回ウォーキングをする）。
ダイエット成功の最も大切なポイントは期限を設けないことで
す。
「ダイエットが終わったら普通の食事に戻す」ではなく、ダイ
エットの食事を「普通の食事」として定着させることが大切です。

バランスの良い食事、
適度な運動、
質の良い
睡眠。
これがダイエッ
トに限らず健康づくり
の柱です。

技術論文発表会開催
11月14日、入社５年目以上の技術職11名が技術論文発表を行いました。
技術論文発表会への取り組みは、半年以上にわたります。事前知識として、技術論文の書き方やプレゼンテーショ
ンについて学び、数ヶ月かけて技術論文を書き上げました。
また、発表練習も何度も行ない上司・先輩・同僚から沢山の助言がありました。鋭い指摘に時々挫けそうになりな
がらも、プレゼンテーション資料をブラッシュアップし、聞く人に分かり易
く伝えることを目指しました。
発表会当日は、緊張しながらもそれぞれの持ち味を生かした発表が出来ま
した。審査員からたくさん質問が出され、各自の持ち時間を上回る充実した
技術論文発表会となりました。
技術論文発表会への取り組みを通じ、自分が携わっている業務やシステムにつ
いて改めて背景や動向を調査することで新たな知識となり、今後の糧となりまし
た。この経験を活かし、より一層、知識や技術の研鑽に努めて参ります。
編集後記

新年あけましておめでとうございま
す。 本誌がお手元に届くころは寒中。
風邪など召されぬよう、
ご自愛ください。
2018年の大寒は１月20日とのことで
す。大寒の日に産み落とされた卵は「大
寒たまご」と呼ばれ強運を持ち、大寒の
日に卵を食べることは運気アップに繋が
るとも言われているようです。今年の運気
アップにたまご酒などいかがでしょうか。
次号Networkは4月発行予定です。

https://www.ics.co.jp/
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