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【AIの導入課題アンケート】(※1)

Q. AIを導入する際の課題についてご回答ください。
（複数回答可） ※n=519

【IoTの導入課題アンケート】(※1)

Q. IoTを導入する際の課題についてご回答ください。
（複数回答可） ※n=519

「ＡＩ・ＩｏＴの活用方法がわからない」状態から「ＡＩ・ＩｏＴの活用方法がわかる」状態にするためには、ＡＩ・ＩｏＴの活用事
例を知ること、そこで利用されている技術を知ることが必要です。

1. AI・IoT導入における課題

事業者は、その業種や規模を問わず、ＡＩ・ＩｏＴ導入を検討するにあたって、課題を認識していま
す。柏市内の事業者からは、「導入のために何をすればよいかわからない」といった声が多く、「Ａ
Ｉ・ＩｏＴの活用方法がわからない」という状態にあります。

※1. 当該アンケート結果は「柏市インキュベーションマネージャー・マーケティングリサーチャー事業」取得したアンケートの結果です。
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業種 事例テーマ 利用技術

1 製造業
【ノウハウの伝承】
ベテラン社員の経験や勘などのノウハウを形式知化し、伝承
したい

予測分析

2 製造業
【製造ラインの状況把握】
人を介さず製造ラインの状況を把握し、生産性を向上したい

センシング

3
医療・
介護

【業務負荷の軽減】
安心・安全なケアサービスを提供しつつ、介護現場職員の業
務負担を軽減したい

センシング
パターン分析

4 金融
【顧客応対の品質改善】
受電者のスキルによって応対に差が出ないようにしたい

音声解析
予測分析

5 飲食業
【経営力の改善】
データ分析に基づく経営判断を行い、経営力の改善および従
業員の労働環境改善をしたい

予測分析

6 運輸業
【在庫管理の改善】
在庫棚卸の時間を短縮したい・数え間違いをなくしたい

電子タグ

AI IoT

AI IoT

AI IoT

AI IoT

負荷軽減

状況把握

応対改善

経営改善

AI IoT
管理改善

AI IoT
伝承

2. AI・IoTの活用ヒント

-目次 -

本資料を活用いただくことで、ＡＩ・ＩｏＴの活用事例、およびそこで利用されている技術を知ること
ができます。目次の中から「業種」「事例テーマ」「利用技術」の観点で見て、興味を持てる内容が
あれば、次頁以降の詳細説明を見て、理解を深めていただければ幸いです。
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課題 解決策

成
果

• ベテランのノウハウが暗黙知となっており、可視化されてい
ない。

• 見積対応ができる人材がベテラン1人であり、見積スキルを
取得するためには数年の経験が必要であるため、見積スキ
ルを伝承する必要である。

• 見積スキルを言語化したデータや顧客特性、市場相場、過
去の実績をデータとして蓄積し、AIに学習させアルゴリズム
を開発する。

• AI が製品仕様等の入力情報と学習したアルゴリズムを元に、
最適な見積りを自動作成する。

見積対応可能な人材が増えた。また、見積時間が短縮された。
結果として、見積スキルを有するベテランの負荷が軽減された。

ノウハウをAIに学習させる仕組み

クラウドシステム

情報活用

ベテランの暗黙知 予測分析 AI

イン
プット

アウト
プット

見積

改善フィードバック

業種 事例テーマ 利用技術

1 製造業
【ノウハウの伝承】

ベテラン社員の経験や勘などのノウハウを形式知化し、伝承
したい

予測分析 AI IoT
伝承

AIがノウハウを学習！

2. AI・IoTの活用ヒント
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成
果

• 製造ラインの状況把握（機器の稼働時間や製品1つあたりの
生産時間等）の把握が難しく、生産状況を正確に把握するこ
とが難しい。

• 市販IoT システムは自社設備への取り付けができない。

• 汎用センサー等を使い、IoT モニタリングシステムを自社開
発し、人的コストおよび設備コストをかけ過ぎず現状を可視
化する。

取得データに基づき改善サイクルを回すことで、生産性を向上させることができた。
結果として、労務費の削減につながった。また、ライン増設のための設備投資が不要になった。

製造ライン クラウドシステム

受
信
機

送
信
機

製造ラインをIoTモニタリングする仕組みを構築

汎用センサー

業種 事例テーマ 利用技術

2 製造業
【製造ラインの状況把握】
人を介さず製造ラインの状況を把握し、生産性を向上したい

センシング AI IoT
状況把握

課題 解決策

センサーが適時に情報収集！

状況把握

2. AI・IoTの活用ヒント



5

成
果

• 介護業界では人材が不足しており、巡回等の夜間業務の負
担が増加している。

• 十分な人員配置ができないため、安心・安全なケアサービス
が提供できない場合がある。

• 非接触センサーで、介護サービス利用者の活動状況を可視
化する。

• AI を活用して収集データを分析することで、介護サービス利
用者ごとのパターンを把握し、パターンから逸脱する場合、
職員へ通知する。

居室への訪問を必要とする現場確認作業が減少することで、現場職員の業務負担が軽減された。
結果として、職員に心のゆとりが生まれ、介護サービス利用者と密に接する時間の確保が可能になった。

訪問せずに介護サービス利用者の状況を把握する仕組みを構築

クラウドシステム

状況把握
介護サービス
利用者

事務室居室

センシング
- 安否
- 睡眠リズム
- 空調

パターン分析 AI

イン
プット

アウト
プット

業種 事例テーマ 利用技術

3
医療・
介護

【業務負荷の軽減】
安心・安全なケアサービスを提供しつつ、介護現場職員の業
務負担を軽減したい

センシング
パターン分析

AI IoT
負荷軽減

課題 解決策

AIがセンサーで収集した情報を学習してパターン異常を判断！

2. AI・IoTの活用ヒント
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成
果

• 受電者のスキル（経験値や知識）によって応対に差が発生す
る。

• AI を活用した音声認識技術を用いて、キーワードに応じた回
答例を受電者のPC 上に表示し、応対を補助する。

• 通話内容を文字化して記録することで、情報共有を容易にす
る。

マニュアルや回答例の自動表示によって、質が高くバラつきが少ない応対が可能となった。
通話内容を文字化して記録することで、記録作業の労力を削減した。また、通話内容の事後確認が可能となった。

電話応対における顧客応対品質を向上させる仕組みを構築

受電者顧客 音声解析・予測分析 AI

架電

回答例提案

通話内容記録

AI活用

業種 事例テーマ 利用技術

4 金融
【顧客応対の品質改善】
受電者のスキルによって応対に差が出ないようにしたい

音声解析
予測分析

AI IoT
応対改善

課題 解決策

AIが音声を理解して通話記録や顧客応対をサポート！

2. AI・IoTの活用ヒント
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成
果

• 経験や勘を判断基準としており、データ分析に基づく経営判
断を行っていない。

• 根拠のない来客予測に基づく仕入れ等により、非効率な人
員配置や食品ロスなどが発生する。

• 気象データや観光予報プラットフォームの宿泊予測データ等
のオープンデータと、飲食店紹介サイトのアクセス数や直近
の来客データ等の自社保有データを組み合わせ、AIを用い
て来客の属性や人数を予測する。

来客数を高精度で予測できるようになり、効率的な人員配置や食品ロスの削減を実現した。
効率的な人員配置ができるようになったため、従業員の労働環境が向上した。
結果として、従業員へ長期休暇の提供や長時間労働を減少させ、人員を増やさず売上が向上した。

データに基づいて経営判断する仕組みを構築

クラウドシステム

情報活用

オープンデータや自社保有データ 予測分析 AI

イン
プット

アウト
プット

業種 事例テーマ 利用技術

5 飲食業
【経営力の改善】
データ分析に基づく経営判断を行い、経営力の改善および従
業員の労働環境改善をしたい

予測分析 AI IoT
経営改善

課題 解決策

AIが様々な情報を基に必要な人員や食品量を予測！

2. AI・IoTの活用ヒント
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成
果

• 在庫を1つずつ確認（手書き票確認、バーコード・QRコードの
読み取り）する必要があり、時間がかかる。

• 数え間違いやバーコード・QRコードの読み取り忘れや記録
誤りにより、在庫管理で正しく行えない。

• 在庫品にRFタグを貼り付け、専用端末で一括で読み取るこ
とで、棚卸時間を短縮し、在庫管理の精度を向上する。

在庫棚卸にかかる時間が大幅に減少し、在庫管理の精度が向上した。
結果として、帳簿と実在庫の差異が減少した。

RFIDを活用して在庫管理する仕組みを構築

閲覧
RFID クラウドシステム

- 棚卸リストの自動作成
専用端末
- 数メートル範囲の

RFIDを一括読み取り

各在庫

業種 事例テーマ 利用技術

6 運輸業
【在庫管理の改善】
在庫棚卸の時間を短縮したい・数え間違いをなくしたい

電子タグ AI IoT
管理改善

課題 解決策

電子タグ(RFID※1)の活用で正確かつ迅速な在庫記録を実現！

※1. RFID (Radio Frequency IDentifier)は、電波を用いてRFタグのデータを非接触で読み書きできます。電波でタグを複数一気にス
キャンすること、電波が届く範囲であれば、タグが遠くにあっても読み取ることが可能。

2. AI・IoTの活用ヒント



柏市では、前段のAI・IoT導入の支援だけではなく、ＡＩ・ＩｏＴによる新ビジネス創出の支援も行っています。

参考資料として、柏市における「ＡＩ・ＩｏＴによる新ビジネスを実現するための新産業創出拠点計画」の内、「柏市
インキュベーションマネージャー・マーケティングリサーチャー事業」の内容、およびその成果を次頁以降に掲載
いたします。

目次

1. 柏市インキュベーションマネージャー・マーケティングリサーチャー事業

2. 事業における成果

1. AI・IoT関連企業のマッチング事例

2. AI・IoT活用に向けた事業者向け勉強会

9

柏市におけるＡＩ・ＩｏＴによる新ビジネスを実現するための取り組み

Appendix

商工振興課のお問い合わせ先

所属課室：経済産業部商工振興課 / 住所：柏市柏5丁目10番1号（本庁舎別館4階）
電話番号：04-7167-1141 / ファックス番号：04-7162-0585

https://www.city.kashiwa.lg.jp/shoko/shiseijoho/shisei/soshiki/shoko.html

ご一読いただき、柏市の活動にご興味をもっていただけた方は、是非「商工振興課」までご連絡ください。



本事業の目的

柏市は、人口減少、少子高齢化のトレンドや地域特性などに鑑み、将来のあるべき姿「未来へつづく先進住環境・
柏」を目指すため、2016年に10ヵ年計画である「第五次総合計画」を策定しました。本事業は、同計画の分野別施策
「経済・活力」に関連します。また、柏市内の地域経済牽引事業者および候補事業者の成長を後押しし、新産業創
出・活性化を図ることを目的としており、2018年度に地域再生計画「ＡＩ・ＩｏＴによる新ビジネスを実現するための新産
業創出拠点計画」として認定されています。

上記目的を達成するため、インキュベーションマネージャー（以下、IM）による市内の事業者訪問、および事業者
の経営課題の解決支援や、マーケティングリサーチャー（以下、MR）による市外の事業者訪問、および市内外の事
業者との技術マッチングの支援を実施します。

本事業成功による
達成度合

2016年策定の「第五次総合計画」を遂行時の
達成度合

2016年
(平成28年)

2017年
(平成29年)

2018年
(平成30年)

2019年
(令和1年)

2021年
(令和3年)

2025年
(令和7年)

2020年
(令和2年) ・・・

2019年
(平成31年1月)

【ご参考】第五次総合計画の達成に対する本事業の寄与（イメージ）

前期基本計画(5年)
後期基本計画
(5年)

分野別施策体系

1. こども未来

2. 健康・サポート

3. 経済・活力

4. ・・・

施策

1. 魅力・吸引力の維持強化

2. 魅力ある産業の活躍

取組(前期基本計画)

1. 戦略的な事業者誘致

2. 生産・販売力向上への支援

3. ・・・

地域再生計画に基づく本事業

• IM事業

• MR事業

本事業による効果

未来へつづく
先進住環境都市
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1. 柏市インキュベーションマネージャー・マーケティングリサーチャー事業



 視線入力装置とPCを連動させることによる、生活及び看護上の様々な問題解決方法の模索

11

2社間で問題の整理や実証実験を進める。

市外訪問看護企業が、ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者のための看護器具（電動ベッド等）をアップデートできる技術および技術者を
探しており、IoTやXR関連のシーズを幅広にお持ちの市内 ITベンチャー企業へお声がけし、技術的に対応可能であることを確認した
ため、マッチングに至った。

訪問看護企業（市外） ITベンチャー企業（市内）

ニーズ シーズ

事業内容 介護保険法、医療保険法、保険適応外で
の居宅支援サービス事業

課題 福祉用具では足りない医療現場（ALS患
者）の課題について解決策を探りたい

参加者役職 代表取締役

事業内容 人口知能の研究及びAI・IoTやWebアプリ
ケーションを活用した開発事業

提供サービス AI・AR・VRと各種アプリケーションを連動
させたサービスの開発

参加者役職 代表取締役

経緯

ディスカッション内容

マッチング成果やその後の見込みなど

2-1. AI・IoT関連企業のマッチング事例①

―市外訪問看護企業と市内 ITベンチャー企業の IoT事業マッチング－

2. 事業における成果



 エッジコンピューティングやディープラーニング等の並列処理による、無人店舗内の監視を高度化する検討
 人の目線や表情などをベースに興味を把握するセンサーが開発可能かを検討

12

2社間で秘密保持契約（NDA）を結び、個別にディスカッションを進める。

市内大手製造企業が、エッジコンピューティングやAI・IoT活用に興味を持たれており、幅広に対応できる技術や知見を持ち且つクラ
イアントとのディスカッションを強く希望される市内ITベンチャー企業へお声がけし、技術的に対応可能であることを確認したため、マッ
チングに至った。

大手製造企業（市内） ITベンチャー企業（市内）

ニーズ シーズ

事業内容 ユニットハウスやトランクルームの製造・販
売・レンタル

課題 エッジコンピューティングの要素技術等を
研究している企業とのディスカッション

参加者役職 取締役、顧問

事業内容 人口知能の研究及びAI・IoTやWebアプリ
ケーションを活用した開発事業

提供サービス AI・AR・VRと各種アプリケーションを連動
させたサービスの開発

参加者役職 代表取締役

経緯

ディスカッション内容

マッチング成果やその後の見込みなど

―市内大手製造企業と市内 ITベンチャー企業の IoT事業マッチング－

2-1. AI・IoT関連企業のマッチング事例②
2. 事業における成果



 3月末実施予定の「AI・IoT産業フェア」に関する紹介
 地域金融機関との連携に関する相談
 柏市内企業との連携を検討

13

3月末の道の駅しょうなんで開催される「AI・IoT産業フェア」で市外AIベンチャー企業と柏市内企業とのコンタクトを実施。リレーション
の長期的な拡大を狙う。

市外AIベンチャー企業が、事業モデル特性上キャッシュフローに余裕を持たせることが重要なことから、柏市と連携のある地域金融
機関を柏市が紹介可能であることを確認したため、マッチングに至った。

AIベンチャー企業（市外） 柏市役所（市内）

ニーズ シーズ

事業内容 AIを活用した出張管理・手配のクラウド
サービス

課題 ビジネスモデル上は資金は多くの借り入
れが必要

参加者役職 カスタマーサービス部長

主な取り組み 経済産業政策に係る企画立案並びに都市
政策との連携及び調整、情報収集及び調
査研究（経済産業部商工振興課）

提供サービス 金融機関連携協定を結ぶ金融機関の紹
介

参加者役職 主任

経緯

ディスカッション内容

マッチング成果やその後の見込みなど

―市外 AIベンチャー企業と柏市 との紹介マッチング－

2-1. AI・IoT関連企業のマッチング事例③
2. 事業における成果



背景・目的

実施内容

事業者の経営課題を解決する一つの手段として、AI・IoT活用を検討するきっかけを与えるた
め

勉強会施策名

• 参加候補は、柏市の主要産業である製造業とし、過年度にリレーションを構築した「株式会
社藤井製作所」代表取締役藤井氏が理事長を務める「柏市工業団地協同組合」加盟企業
(全11社)とした。また、講師は、柏市内にてIT業を営む「株式会社虹賢舎」代表取締役の川
島氏に依頼した。

• 参加候補の企業に対して、事業概況、経営上の強み・課題、AI・IoT活用の状況及び導入
に向けた阻害要因をヒアリングし、勉強会のアジェンダを検討した。
(ヒアリング期間：2019年7月～8月 ヒアリング対象企業：7社)

• 勉強会のアジェンダは、AI・IoTに関する基礎知識、ヒアリングを通じて識別した共通課題に
対し、同技術を活用した解決の方向性・事例や講師がPoCを通じて作成・検証した機器を用
いたデモンストレーションとした。また、講師からAI・IoT活用を検討する際の想定課題やア
プローチ案も提示することとした。

• 2019年9月12日に勉強会を開催し、9社が参加した。

成果

• 講義中、詳細な技術内容(画像認識の精度向上に向けた方法等)や同技術の限界や実現
性などについて活発な質疑応答が行われた。

• また、勉強会終了後には、自身で試作品を作成する意欲を示す事業者もいたことから、基
礎理解向上やAI・IoTの活用するきっかけとなりうる内容だったと考えている。
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勉強会実施後のアンケートやコミュニケーションを通じて、AI・IoT活用における懸念事項を再確認するとともに、
本事業に期待する支援策について確認した結果、同技術活用によるメリットが依然として不明瞭であることが挙げら
れた。当該事業者に対して、具体的な効果試算を行うためには、早期にPoCを実施することが有効である旨を伝え
ている。なお、本事業に対するAI・IoT関連以外の支援領域として、「人材採用」、「人事制度の見直し」や「従業員の
キャリア相談」等の人材関連の支援にニーズがあることを識別した。

現状の取組内容・結果例 勉強会の内容課題認識No.

• 教えあう文化の醸成やシステム導入
により、熟練の技の継承に取り組む
事業者がいる

• 一方、具体的な取組を模索中の事業
者もいる

• HPだけではなく、人材会社を利用し

た求人を行うも、十分な応募が得られ
ない

• 応募者のスキル不足により採用がで
きない

• 採用しても早期退職してしまう

従業員の高齢化により、技術継承
がなされず、品質や開発力が保て
ないリスクがある。

ヒト
人材不足により事業拡大ができな
い。また、退職により事業縮小のリ
スクもある。

1

2

• 設備更新以外に取組を行っている事
業者なしモノ

設備の老朽化により故障のリスクが
高いものの、与信が厳しく新設備の
更新が難しい

カネ
取引先からの受注減により、来期の
売り上げが低下する

• 内部留保を利用することを想定

3

4

画像認識や機械学習を利用した熟練工の視点や技
術のデータ化や異常検知の仕組みを構築する
(事例)

• AIによるアクセサリー生産プロセスの自動化
• ギア部品の検品をAIで自動化自社内で試験運用
• ポテトの不良品は空気噴射で除去

センサーで取得したデータとインターネット経由でモ
ニタリングし、設備の稼働監視や生産性向上に活用
する。設備の異常検知にも活用可能。
(事例)

• 夜間の稼働確認の負荷削減のために IoT 化した
熱処理炉を活用

• 歩留まり率をつかみ、生産性向上を目指す

• AI・IoTによる直接的な解決は難しいものの、生

産性や品質を向上の結果、対外的な信用を得る
ことで解決を目指すことが可能

• また、業務プロセスの見直しや働き方を柔軟にし、
対外的にPRすることも解決の一手法

AI

IoT

事業者の共通課題と勉強会の内容の関連
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