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１．（１）設立経緯 ～Society5.0を目指して～
 IoT,AIが必要な情報を収集、分析、判断し、ロボットが人の行動範囲の制約を克服。
先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会

２



 Society5.0の実現に必要なConnected Industriesは人材不足が深刻化する地方でこそ推進する必要
 その手段としてのIoT等の導入を促進するため、ユーザーとベンダーの出会いの場、経営者がIoT等導入判断できる
仕組みづくりのため、平成２９年７月、九州IoTコミュニティを設立

１．（１）九州IoTコミュニティの体制

九州IoTコミュニティ

出典：九州経済産業局「平成２８年度ＩｏＴ推進のためのシステムインテグレーション・ネットワーク構築に係る調査報告書概要版

３

会長：九州大学大学院システム情報科学研究院 井上弘士教授
事務局：一般財団法人九州オープンイノベーションセンター、九州経済産業局

【令和２年度時点】



４

ｖ会員数は団体会員、個人会員合わせて合計779会員。全体に占める民間企業の割合は68.8%。
地域別では福岡県が約６割を占めている。 ＜令和２年７月末現在＞

１．（１）九州IoTコミュニティの体制（会員構成）

参考

平成29年7月（発足時）：250会員
↓約２倍

平成31年/令和元年：550会員
↓

令和2年7月：779会員
約３倍



１．（２）2019年度の取組み
 「第4次産業革命推進講演会 ～「Society5.0 in Kyushu」の実現に向けて～」
・「データ流通で創る未来」一般社団法人データ流通推進協議会 理事 杉山 恒司 氏
・「水処理施設における負荷量予測」カルビー株式会社 生産カンパニー 西日本生産部

鹿児島工場 保全課 納谷 悠毅 氏
・「田川発、クリーニング店の無人化への挑戦」株式会社エルアンドエー 取締役副社長 田原 大輔 氏

 九州IoTコミュニティセミナー
【製造業WS関連】・「物流業界を革新する低温管理デジタル化セミナー」
【流通業WS関連】・「現場発デジタルトランスフォーメーション（DX）ソリューションの

ススメ ～地域製造・ 流通業の視点から～」
・「次世代型デジタル店舗構築セミナー」 ＜コロナ感染拡大防止のため延期＞

 AI人材育成「データサイエンティスト講座」
・第一回 店舗の販売戦略立案ワークショップ
・第二回 インバウンド向け販売戦略立案ワークショップ
・第三回 画像判定アプリ実装ワークショップ ＜コロナ感染拡大防止のため延期＞

 第4次産業革命実証ラボ関連セミナー
・「手軽に利用可能な産業向けIoT活用セミナー～設備稼働の見える化～」
 九州経営者塾 ケースで学ぶIoT実践入門講座（福岡）

 サイバーセキュリティセミナー
・第一回 「国際イベントに忍び寄る影～今必要なセキュリティ対策と人材育成～」
・第二回 「中小企業、系列企業を狙うサプライチェーン攻撃！

～あなたの会社は大丈夫？低費用でも出来るセキュリティ対策～」 ５



【データサイエンティスト育成講座】
政府が推進するSociety 5.0 の実現において、AIの社会

実装は必須であり、その担い手としてデータサイエン
ティストの育成は喫緊の課題であるため、その育成講
座を実施する。（データフォーシーズ、九州大学）

【製造業ワークショップ】
製造業におけるIoT等のプラットフォーマーを創出し、当

事者企業の競争力を強化する。また、同業界向けに開
発されるソリューションの横展開を図る。

（地域中核支援事業：デロイトトーマツ）

【実証ラボ整備連絡会議】
AI・IoTの技術及び経営への活用についての経営者へ
の情報提供体験の場を創出。

（事務局：九経局、活性化C、九産技C）

【流通業ワークショップ】

流通業におけるIoT等のプラットフォーマーを創出し、当事者企

業の競争力を強化する。また、同業界向けに開発されるソ
リューションの横展開を図る
（地域中核支援事業：デロイトトーマツ）

◆ワークショップ

◇情報提供

セミナー等の開催
先進企業見学会
メルマガ
（各社のアクセラレーター支援）

◇ニーズシーズマッチング
マッチング会
コーディネータ支援
展示会出展支援

（地域中核支援事業：デロイトトーマツ）

九州地域におけるSociety5.0へ向けた新たな価値の創出のため、技術の活用と課題解決への取組を促進
◆ネットワーク形成事業

アドバイザリーボード
オプティム
安川情報システム
三松
ワイズリーディング
グルーヴノーツ

◇IoT推進コンソーシアム
◇ロボット革命イニシアティブ協議会
◇インダストリアル・バリューチェーン・
イニシアティブ

全国組織との連携

【地方版IoT推進ラボ】

地方版IoT推進ラボとの連携

◆技術開発支援

地域の課題に対応した
ＰＯＣの推進

【DX関連調査】
ものづくり中小・中堅企業のDX実現
に向けて、SIer企業参入促進のため
の競争環境整備調査を実施。現状
及び今後の課題対応策を探る。

◆調査

【九経連との連携セミナー】
九経連との連携でサイバーセキュリティ
強化に向けセミナーを開催。

【ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨお助け隊】
インシデント発生時の駆けつけ支援や
簡易保険での対応を行う体制構築の
実証事業。九州管内からも申請中。

◆サイバーセキュリティ関連支援

NEW

NEW
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１．（３）2020年度事業概要



（参考）DXとは
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や
社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、
組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

METI - 「DX推進指標とそのカイ゙タン゙ス」より

7
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＜R2.4.24公開＞

合計７社のDX事例と
支援機関の取組を紹介！

１．（４）ご案内（DX取組事例集）
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日程：2020年8月20日（木）～9月29日（火）
時間：各回16:30～18:30

対象者：中小企業をはじめとする企業のサイ
バーセキュリティ担当者（初級者）で、今後
サイバーセキュリティの専門性を高めていき
たいという意欲のある方。

申込（一般財団法人関西情報センター）：
https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020relayseminar

申込：以下のいずれかから申込ください。
①Zoom ウェビナー登録用URL
https://zoom.us/webinar/register/WN_RbLG
VF23QkmqWjyjKdiCUQ
②https://bit.ly/2ZcC5TQ
申込期限：2020年8月21日（金）17:00

・講演①「テレワークに係るガバナンス
構築 ～経営者が留意すべき法的
リスクとその対応～」
光雲法律事務所 弁護士 吉井氏

・講演②「企業等におけるテレワーク
導入事例、推進手法について（仮題）」
キャリアシフト(株)代表取締役

（元佐賀県最高情報統括監（CIO））森本氏

１．（４）ご案内（サイバーセキュリティーセミナー、講座）

https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020relayseminar
https://zoom.us/webinar/register/WN_RbLGVF23QkmqWjyjKdiCUQ
https://bit.ly/2ZcC5TQ


• 2019年度は、全国8地域で、地域の団体、セキュリティ企業、保険会社がコンソーシアムを
組み、中小企業向けのセキュリティ対策支援の仕組みの構築を目的とした実証事業を実施。

• 本事業により、中小企業の事前対策の促進や意識喚起、攻撃実態や対策ニーズの把握を
行い、民間による中小企業向けのセキュリティ簡易保険サービスの実現を目指す。

②新潟

⑤石川、福井、富山
①岩手、宮城

福島

③長野、群馬
栃木、茨城、埼玉

④神奈川
⑥愛知

⑦大阪、京都、兵庫
⑧広島、山口

実証地域の
中小企業 相談窓口機能

（セキュリティベンダー、
IT専門コールセンター

等）

対応機能
（地域のIT事業者等）

サイバーセキュリティお助け隊

＜駆けつけが
必要な場合＞

①相談
＜電話orメール＞

②対応、
リモートサポート

 中小企業のセキュリティ対策状況の把握
 中小企業の被害実態の把握
 中小企業が求めるサービスの把握 等

＜実証のイメージ＞

機器設置

④対応、
復旧支援
＜駆けつけ＞

 自社の攻撃実態等への気付き
 セキュリティ事前対策の促進
 事後対応への意識向上 等

中小企業 側 保険会社、セキュリティベンダー 側

実証結果

＜2019年度実証地域＞

③対応依頼

中小企業向け
簡易保険・サービスの開発
（損害保険会社）

UTM
• 事前対策
• 意識喚起
• 実態把握 等

10

2020年度実証地域は
現在審査中

１．（４）ご案内（サイバーセキュリティお助け隊事業）
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１．（４）ご案内（AI Quest）
 AI等の活用による企業の生産性向上に資することを目的に下記４事業を行う。

①： AI人材育成に効果的な教材の作成
②： 協働するAI人材のコミュニティ形成 (PBL)
③： 企業とAI人材の協働の実施
④： 課題解決事例の展開
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②需要予測・在庫最適化①材料調達の最適化 ④不良個所自動検出による
検品作業効率化

③機械・施設の予知保全

⑥小売価格最適化⑤データマーケティング ⑦加工内容の図面解析による
自動見積り

企業が抱える課題に対応する7つのソリューションを教材テーマとして採用予定
PBL教材のテーマ

12
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受講生募集要項 (変更の可能性あり)
【開講期間】 2020年10月～2021年2月（予定）

【募集人数・対象】 600名程度の学生・社会人

【受講料金】 無料

【受講資格】下記2つの要件を満たし、後述する選考を通過された方（コンペ形式のアセスメントのため受講いただけない場合があります）
– Pythonを使ったコーディング経験のある方
– AI、データ処理（Data Handling, Data Science）についてサンプルコードを書いた程度の経験がある方

【場所】 オンラインでの実施を想定

【受講時間】期間中、週6時間程度（課題取組時間も含む）
– チームメンバーとの打ち合わせや取組度合によっては、＋αの時間投入が必要

【今後の情報アップデートについて】 8/7(金)頃を目処に、以下のアドレスにてAI Questのウェブサイトを公開する予定です
https://signate.jp/lp/ai-quest/2020

【参加応募・アセスメントの受験】 8月17日(月)18:00 ～8月30日(日)23:59
• プレ募集への応募者には8月17日(月)12:00までに事務局より、参加応募・アセスメント受験用URLを送付
• アセスメントでは、AIモデルの構築課題を提示。プログラムへの参加は、課題で一定以上のモデル精度を達成することが基準。
なお参加者の多様性を確保するために、モデル精度に加え、受講者のバックグラウンドを考慮する可能性あり。

【アセスメント結果の通知】 9月14日(月) ※受験の可否に関わらず、結果をメールもしくは電話にて通知

【(合格者の方) 受講環境準備】 9月14日(月)～10月2日(金) ※ご参加の意思の確認、必要な情報のご登録、誓約書のご提出など

【受講開始】 10月3日(月)～

受講開始までのスケジュール (変更の可能性あり)

13

https://signate.jp/lp/ai-quest/2020


地方版IoT推進ラボ

福岡県、北九州市、福岡市、直方
市、嘉飯桂地域、佐賀県、長崎県、
長崎市、島原市、南島原市、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県

第４次産業革命実証ラボ

FAIS、北九州高専、北九州テクノサポート、
SRP open Innovation Lab、
佐賀県産業スマート化センター、
産総研九州センター、長崎県IoT推進ラボ、
熊本県IoT推進ラボ、大分県IoT推進ラボ、
宮崎県IoT推進ラボ、鹿児島県IoT推進ラボ

IoT推進コンソーシアム(全国組織） ロボット革命イニシアティブ協議会（全国組織）

■福岡AI open lab（福岡市）
■ビッグデータ・オープンデータ研究会in九州、
■産業用ロボット導入支援センター（北九州市）
■大分県ドローン協議会

■SIIQ
■K-RIP
■HAMIQ
■九州農業成長産業化連携協議会

IoT等を活用した地域課題の解決 地域企業の生産性向上 先端技術の活用促進等

◆九州IoTコミュニティ
※ （ＩｏＴ利活用の中核機関（出会いの場、情報提供、マッチング、データサイエンティスト育成 etc）

人材育成等
■AI人材連携による中⼩企業課題解決
促進事業（令和２年度～）

◇解決すべき課題を媒介に中小企業等
がAI人材とマッチングし協働で課題
を解決

◇成功事例の展開により、企業とAI人
材の連携を進め、中小企業のAI導入
を促進

導入支援
■中⼩企業生産性革命推進事業
（ものづくり補助金、IT導入補助金）

中小企業・小規模事業者の生産性向上
を図る設備投資を支援

■５Ｇ投資促進税制（令和2年度～）
安全・安⼼な５G情報通信インフラの早
期かつ集中的な整備に係る投資を促進

開発支援
■サポイン事業

中小企業が大学・公設試等と連携して
行うものづくり技術の高度化（通称：
サポイン）、及び異分野企業と連携して
行う革新的サービスモデル開発（通称：
サビサポ）を支援

組
織

施
策

「生産性向上」と「人手・人材不足対応」

約７８０会員

14

２．（１）施策全体イメージ
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２．（１）AI、IoT関連の補助金
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２．（１）AI、IoT関連の補助金



２．（１）AI、IoT関連の補助金を活用した九州地域の取組み
Ⅰ . サポイン「戦略的基盤技術高度化支援事業」

中心企業 研究テーマ

(株)TRIART
定年延長に繋がる健康管理のため、銀繊維ウェアにより⼼拍・筋電等を無線で取得
し、取得したデータを元に個人ごとの健康管理・作業量負荷軽減を行うデバイス及
びシステムの開発

(株)教育情報サービス 途上国の子供たちが読み書き計算を学ぶための、AI技術と動画自動生成技術を有す
る基礎教育タブレット「Ta-BE（タビー）」の開発

(株)昭和
内視鏡外科医師の早期養成、及び手術時間短縮のため、眼電位・筋電位等の生体信
号による空間画像処理技術を開発し、透過型ヘッドマウントディスプレイを用いた
ハンズフリーコミュニケーション支援システムの製品化

（株）豊光社 ５G対応高周波用材料（ガラス・セラミック・テフロン等）への分子接合とメッ
キ技術を融合した高周波対応次世代メッキ技術の開発

【令和２年度新規】
(株)アステック 再生医療に用いる間葉系幹細胞生産性向上のため、AI による細胞品質管理技術・

培養環境制御技術・濃縮技術を活用した完全閉鎖系自動培養装置の開発

情報処理、精密加工等の12技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援
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Ⅱ . 新連携「商業・サービス競争力強化連携支援事業」

申請者名称 事業計画名

Oasis株式会社 農業×地域 全国種苗販売店ネットワークによる地域のプロ農業者向け情報活用プラット
フォームの開発・事業化

安⼼計画株式会社 アフターコロナ・ＡＩで住宅営業マンの働き方改革を推進します！（テレワークのその先へ）

株式会社九州コーユー AR技術を活用した教えやすいワクワクするプログラミング教材の開発と提供

Kuru-Lab株式会社 IoT・AIを活用した低酸素トレーニングパッケージサービス

株式会社福重電工 低消費電力広域通信を用いた防災IoTの事業化

中小企業が産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発について支援

【１年目】

【２年目】
申請者名称 事業計画名

株式会社ＴＣＫ ナノレベルでの微細構造物の三次元画像データ生成サービスの開発と提供
オングリット株式会社 高所点検ロボットとAI診断による、道路付属物点検業務支援サービスの事業化
芙蓉開発株式会社 バイタルスコアで健康リスクを知らせるサービスをＡＰＩで提供

株式会社スポーツセンシング スポーツ分野のIoTセンサーフュージョンとコミュニケーションを統合した競技力向
上支援サービス

株式会社コンピュータサイエンス
研究所 外国人富裕層旅行客を対象とした「ＡＩスマートガイド」の開発・事業化

株式会社HOA ＡＩとブロックチェーンを活用したフリー人材のマッチング／信用補完システムの
開発・提供

オーシャンソリューションテクノ
ロジー株式会社 漁労長の分身としてＡＩが漁場選定等を行う、漁業者支援システムの開発と提供 18
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Ⅲ . ものづくり補助金（一部のみ）

申請者名称 事業計画名
(株)国際海洋開発 ＩＣＴ利活用に特化した３次元計測機の導入による新たな計測サービス事業の創出

Kodavic(株) ＩＣＴ活用の３次元レーザードローン測量による精度・生産性向上の実現

(株)尾上建設 小規模複数現場に対応した３次元ＢＩＭ／ＣＩＭデータ活用による生産性向上

矢野建設(株) 最先端ＩＣＴ施工による労働性向上による若手技術者の育成

渡辺製作所 ５Ｇ通信機器用半導体チップマウンター部品の加工高精度化と量産化

石山技建 土木施工のＩＣＴ化体制確立による新サービス展開と市場ニーズへの対応

鎌田歯科クリニック 感染症対策のための非接触型オンライン会議システムを活用した革新的口腔外科治
療の開発

(株)エイムテック ＡＩとＵＤによる大幅な機能向上を目指したガス圧力試験用新製品の開発

(株)ビーアンドエム 海外ＩＴ人材のオンライン型選考への転換による新サービス開発

生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資を支援

申請者名称 事業計画名
(株)ワクフリ 中小企業のDXを支援するサポート組織の構築事業

【ビジネスモデル構築型】

【一般型】
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２．（１）AI、IoT関連の補助金
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２．（１）AI、IoT関連の補助金



２．（２）５Ｇ投資促進税制の創設

○ 安全性・信頼性が確保された５Ｇ設備の導入を促す観点から、特定高度情報通信技術活用システムの開発

供給及び導入の促進に関する法律案の規定に基づく、認定導入計画に従って導入される一定の５Ｇ設備に係

る投資について、税額控除又は特別償却等ができる措置を創設する。（２年間の時限措置）

特定高度情報通信技術活用システム導入計画

（早期普及・供給安定性に関する確認基準）
・全国５Ｇは、開設計画前倒し分の基地局
・より高い供給安定性

（重要な役割を果たすもの）
・システムを構築する上で重要な役割を果たすもの
・全国基地局は、高度なもの

課税の特例

主
務
大
臣

認
定

主
務
大
臣

確
認

事
業
者

策
定

新法の枠組みにおける支援スキーム 課税の特例の内容課税の特例の内容

● 認定された導入計画に基づいて行う一定の設備

投資について以下の措置を講じる。

①法人税・所得税

対象
事業者

対象設備 税額控除 特別償却

全国
キャリア

機械装置等 １５％ ３０％

ローカル
５Ｇ免許人

機械装置等 １５％ ３０％

（注）控除税額は、当期の法人税額の２０％を上限。

（注）

（認定の基準）
・安全性・信頼性
・供給安定性
・オープン性（国際アライアンス）
※開発供給事業者（ベンダー）の認定開発供給計画の情報と連
動

（支援措置）
・課税の特例
・ツーステップローン等の金融支援

②固定資産税（ローカル５G免許人に限る）
３年間、課税標準を1/2とする。

（対象設備）
・全国基地局（開設計画前倒し分であって高度なもの）
送受信装置、空中線（アンテナ）

・ローカル５Ｇ
送受信装置、空中線（アンテナ）、通信モジュール、
コア設備、光ファイバ
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対象設備（イメージ図）

コア設備

光ファイバ

通信モジュール

電源設備

赤字：適用対象

電源設備

空中線
（アンテナ）

送受信装置

鉄塔

①全国５G基地局 ②ローカル５Gシステム

送受信装置
（空中線一体型）

※ 開設計画を前倒して整備される基地局のうち、高度なもの（下記①又は②）に限る。
① 28GHz帯に対応した基地局
② 28GHz帯に対応していない基地局（3.7GHz/4.5GHz帯の基地局）のうち、

多素子アンテナを有するもの
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２．（２）九州地域での５G関連の取組み
Ⅰ . 「地域イノベーション基盤整備事業費」

採択先 事業名

公益財団法人福岡県産業・
科学技術振興財団 ５Ｇ・ポスト５Ｇ用高周波測定装置による全国支援

技術革新が急速に進む中でも地域企業によるイノベーション創出・生産性向上が進むよう、公設試験研究機関（公設試）・大学等
による企業支援体制構築に資する先端設備の初期導入・人材育成を支援。（令和元年度補正事業）
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Ⅱ . 九州初「ローカル５G無線局免許」を取得

２０２０年３月３０日、総務省にローカル５Gの商用利
用が可能となる無線局免許を「九州初」で取得。

九州工業大学と(株)Qtnetは、戸畑キャンパス内にローカ
ル５G環境を構築。
民間企業等に社会実装前の技術を提供いただき、産学連
携した共同研究を進め、５Gを活用した社会課題の解決
や新たなサービスの創出を目指す。
産学連携としては「全国初」の取り組み。

出典：九州工業大学HP
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九州ＩｏＴコミュニティへの加入は

①右のQRコード
②九州経済産業局HP
から宜しくお願い致します。

九州ＩｏＴコミュニティへの加入方法

【お問い合わせ先】

経済産業省 九州経済産業局
地域経済部 情報政策課

TEL：092-482-5440
E-mail：kyushu-iot@meti.go.jp


