
第6回 ロボット大賞 事業報告書 

主催：経済産業省、一般社団法人日本機械工業連合会 

平成27年3月30日 

本事業は競輪の補助を受けて、 

実施しています 



【名称】 日本名：第6回 ロボット大賞 

      英語名：The 6th Robot Award  

 
【主催】 経済産業省、（一社）日本機械工業連合会 

 
【協力】 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、 （独）中小企業基盤整備機構 

      （一社）日本ロボット工業会、（一社）日本ロボット学会、（一社）日本機械学会 

      （一社）人工知能学会、 （一社）日本人間工学会、（公社）計測自動制御学会 

      （公財）テクノエイド協会、日本科学未来館   ※順不同 

 
【目的】    

 ロボットおよびロボット技術（RT）は、機械工学、エレクトロニクス、情報技術など幅広い要素技術
から成り立ち、顧客の課題解決に向けシステム統合がなされる。 

 ゆえに、産業分野における変革と共に、我が国が抱える少子高齢化や、それに伴う労働力不足
など様々な課題に対し「解」を提示することが可能であり、また、その社会実装により公益性の高い
新社会システムの創造につながると期待される。 

 本事業では、募集期間内に運用され、かつ将来の市場創出への貢献度や期待度が高いと判断
されるロボットやRT要素技術、その応用により有効性を提示したビジネスモデル等も含めた表彰
を通じて、以下の3項目の実現を目的とする。 

 なお、RTとはロボット技術を広義に捉えた概念であり、ソリューションビジネス産業への移行を促
す産業戦略を表現したキーワードでもある。 

 

「第6回 ロボット大賞」   

     ロゴマーク 
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１．ロボット／RTの実用化を促進し、研究開発の高度化ならびに次代の人材育成につなげる 

【事業目的】 

２．ロボット／RTを有効に活用し、様々な課題のソリューションを提示する 

３．ロボット／RTを公知し、その社会実装による新社会システムの実現と産業創出に結び付ける 



【表彰位】  ・第6回 ロボット大賞 （経済産業大臣賞）・・・１件 

         全応募のうち、最も優れたロボット・システム、または部品・ソフトウェア等 

 

         ・最優秀中小・ベンチャー企業賞 （中小企業庁長官賞）・・・１件 

         優秀賞のうち、「中小企業ならではの柔軟な発想」などを活かした最も優秀な 

          ロボット・システム又は部品・ソフトウェア等 

  

                   ・ 日本機械工業連合会会長賞・・・１件 

         優秀賞のうち、ロボット産業の振興において特に優れたロボット・システムまたは部品・ソフトウェア等 

 

                   ・優秀賞・・・複数 

         各部門において優れたロボット・システム、または部品、ソフトウェア 

 

        ・審査委員特別賞 （該当の場合のみ授与） 
         一定の分野において特に優れたロボット・システム、または部品、ソフトウェア等 

         ※第6回ロボット大賞では、1件が授与された 

 

 

【募集部門】 ≪サービスロボット部門≫ 

         オフィス、家庭、公共空間等で各種サービスを行うロボットおよびシステム 

         （例） 
          介護福祉ロボット、医療用ロボット、コミュニケーションロボット、搬送ロボット、案内ロボット、 

                       警備ロボット、農業支援ロボット、清掃ロボット、家事支援ロボット、パーソナルモビリティ、 

                       教育ロボット 等 

        
                 ≪産業用ロボット部門≫ 
          工場などの生産現場を担うロボットおよびシステム 

         （例） 
         組立ロボット、検査ロボット、搬送ロボット、溶接ロボット、塗装ロボット、電子部品実装ロボット、           

          研磨ロボット、洗浄ロボット、食品加工ロボット 等 

 

                     ≪公共・特殊環境ロボット部門≫ 

          災害探索・復旧、海中調査等、公共・特殊環境下等で活動するロボットおよびシステム 

         （例） 
         瓦礫内移動探査ロボット、点検ロボット、無人化施工ロボット、メンテナンスロボット、 

         宇宙探査ロボット、建設ロボット、汚染環境作業ロボット、瓦礫除去ロボット、 

         その他  災害現場や宇宙・深海などの特殊環境で活動するロボット 等 

 

                     ≪部品・ソフトウェア部門≫ 

          ロボットの一部を構成する部品またはソフトウェア 

                      （例） 
           ビジョンセンサ、モジュール、センサーチップ、計測機器、物体認識、ミドルウェア、 

                       教示ソフトウェア 等 

 

                     ≪ロボットビジネス・社会実装部門 ≫ 

          ロボットを導入し、活用するメーカーや事業者、システムインテグレーター等 

         （例） 
          介護・福祉施設でのロボットソリューション事業、店舗でのロボット導入事例 等 
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【審査対象】 
 

・募集対象となるのは、概ね3年以内に国内で開発、もしくは利用・運用されたロボットや、近い将来、 

 利用拡大が期待されるロボットのうち、審査委員に当該ロボットを十分に審査する機会が与えられる  

 もの。 それらを構成するロボット部品、材料やソフトウェア。 

 ただし、中小システムインテグレーターによる産業用ロボットを中核としたシステム構築例は、 

  概ね5年以内に利用されたものとする。汎用ロボットや産業用ロボットメーカーなどによるシステ  

  ム構築例は、他と同様に概ね3年以内の利用とする。 
 

 また、「ロボットビジネス・社会実装部門」においては、ロボットを利用するユーザー（事業者、NPO、 
 自治体 等）、その開発を担ったシステムインテグレーターおよびRTシステムプロデューサー(*)  

  （組織や個人）を表彰対象に加える。 

 
＊：ロボット／RTに関する最新で、かつ包括的な知識を保有しており、必要とする各要素技術やそれらを統合 

     する技術について事業者と連携を組むことができる能力を持っている。同時に、サービス提供事業者の事業 

  について明るく、ロボット／RTを組み込んだ新たなサービスシステムが考案でき、その提案能力を有する人材 

     や組織。                                                                                 （ロボットビジネス推進協議会） 

 
・本事業における「ロボット」とは、「センサ、知能・制御系、駆動系の3つの技術要素を有する、知能化 

  した機械システムのことを意味し、「RT」と同義である。 したがって、「カーナビ」や「検索ロボット」は、  

  駆動系を有さないため、ロボットの定義から 外れる一方、自動車や情報家電でも上記3要素を有する  

  ものは本事業の募集対象となる。 

 

・部品およびソフトウェア部門の募集対象は、上記「ロボット」に搭載可能なものとする。 

 

・中小・ベンチャー企業や大学・研究機関、研究開発段階のロボットまで幅広く募集の対象とする。 

 

 

 

【評価要素】    
 

 

審査における評価基準は、以下の①～③および④部門毎の特別評価要素とする。 
また、介護・福祉等の生活支援分野への活用、ユーザーやRTシステムプロデューサーと 
連携してのロボット開発やロボット技術の導入例等は、特別評価する場合がある。 
 

① 社会的必要性 

 ・これまでの導入・販売の実績、将来のロボット市場創出の期待度、メリットおよびニーズの大きさ、 

  公益性 等 

 

② ユーザーの視点に立った評価 

 ・利便性、実用性、経済性、デザイン性、維持コスト 等 

 

③ 技術的先進性 

 ・新規性、独創性、安全性、技術的安定性、動作環境の汎用性や操作性 等 

 

④部門毎による評価 

 ・部門毎に特別評価要素を定め、評価を行う。 

  ※次ページに詳細を記載 
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【部門別 評価要素】 
 

≪サービスロボット部門≫ 

・新しいサービスを提供する可能性 、サービスの効率化・生産性向上に資する可能性 

・介護・福祉等の生活支援分野で活躍するロボット 

（例）介護者の負担軽減、高齢者・身障者の自立支援・社会参加支援 等 

 

≪産業用ロボット部門≫ 

・産業に及ぼす効果の明確さと、事業として継続拡大できる可能性 

 

≪公共・特殊環境ロボット部門≫ 

・行政等のユーザーの立場で考えた時に、公共性を考慮して活用することが望ましいという視点、 

  あるいは特殊環境で問題解決や活用が期待されるという視点で評価する。 

 

≪部品・ソフトウェア部門≫ 

・適用可能なロボットや状況の幅広さ 

 いかに多くのロボットで使われているか、用途が広いか 

・コスト的なメリット 

  その部品やソフトウェアの利用によりコストダウンが図れたか、コストパフォーマスは良いか 

 

≪ロボットビジネス・社会実装部門≫ 

・事業モデルの有効性があるか（運用モデル、事業モデル、プロセス革新） 
・従来のロボットビジネスにはないビジネスモデルであるか 

・ロボットメーカーやそれ以外の企業・団体との連携が取れているか 

・インフラやサービスプロセスへの実装が行われているか    
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 【募集方法】 「第6回 ロボット大賞」公式ホームページにて応募エントリー後、 
          応募用紙をダウンロードして必要事項を記入。応募用紙と動作確認用の映像資料を郵送。 
 
 【募集期間】 2014年 5月 23日（金）～ 7月 31日（木） （当日消印有効） 
 

 【応  募  数】 総数86件 （前回83件） 
 
      ※（  ）は前回件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【委員会】 

部門 
応募 

総数 
うち中小・ベン
チャー企業 

うち大学 

・研究機関 

サービスロボット部門     32件（18件）    11件（8件）   6件（2件） 

産業用ロボット部門    22件（18件）  4件（6件）  0件（0件） 

公共・特殊環境ロボット部門    10件（16件）  6件（4件）  1件（6件） 

部品・ソフトウエア部門     14件（15件）   8件（7件）  2件（2件） 

ロボットビジネス・社会実装部門      8件（16件）     2件（5件）      0件（2件） 

合計       86件（83件）  31件（30件）    9件（17件） 
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役割：審査・運営委員会での審議事項に関する決定         

①募集要項の決定   

②各表彰位の決定 

《審査特別委員会》 

 役割：実施要項の検討、審査を行う 

 ①募集要項の検討 

 ②応募書類の審査 

  ③現地調査および受賞位案の決定 

《審査・運営委員会》 《ノミネート委員会》 

役割：優れたロボット、部品、事例を推薦する 

①部門毎の推薦ならびに紹介 

 



  

  【審査特別委員会】  ※以下、敬称略 

    （委員長）  

   三浦 宏文     工学院大学 顧問 
 

  （副委員長） 
   川村 貞夫     立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 
 

  （委員） 
   浅井 紀子    中京大学 経営学部 教授 
 

   淺間   一           東京大学    大学院工学系研究科 精密工学専攻 教授 
 

   小菅 一弘       東北大学 大学院工学研究科 バイオロボティクス専攻 教授 
 

   清水 伸ニ    上智大学 名誉教授 
 

   橋ヶ谷 修司     （株）ツムラ 理事 生産本部 生産技術開発センター センター長 
 

   比留川 博久     （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 研究部門長 
 

      冨士原 寛     （一社）日本ロボット工業会 専務理事 
 

      向殿 政男         明治大学 名誉教授 

 

 
 【審査・運営委員会】 

  （委員長）    

    淺間 一        東京大学 大学院工学系研究科 精密工学専攻 教授 
 

   （副委員長）    

   比留川 博久    （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 部門長 
 

   （委員）     

       石黒 周            ロボットビジネス推進協議会 幹事 
 

      金岡 克弥       立命館大学  先端ロボティクス研究センター チェアプロフェッサー 
 

   黒田 洋司    明治大学 理工学部 機械工学科 教授 
 

      小平 紀生    （一社）日本ロボット学会 会長 
 

   小西 康晴    ㈱ロボリューション 代表取締役 
 

   谷川 民生     （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門   

              統合知能研究グループ 研究グループ長 
 

     平井 慎一     立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 
 

        宮下 敬宏     ㈱国際電気通信基礎技術研究所 ネットワークロボット研究室 室長 
 

    村上 弘記      （一社）日本ロボット工業会 サービスロボット分科会 主査 
 

    吉見 卓       芝浦工業大学 工学部 電気工学科 教授 
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  【ノミネート委員会】  

       （委員長）   

    油田 信一    芝浦工業大学 工学部 電気工学科 特任教授 

   

    （委員） 
    瀬川 友史    ㈱三菱総合研究所 経営コンサルティング本部  

               事業戦略グループ 研究員 
 
    中内 靖      筑波大学 システム情報工学研究科 教授 
 
    森山 和道       サイエンスライター 
 
    矢内 重章    （一社）日本ロボット工業会 総務部長 兼 業務部担当部長 
 
 
 ※今回よりノミネーターからの推薦を行う 
  【ノミネーター】 
   （サービスロボット部門） 
    川嶋 健嗣    東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 
 
   （産業用ロボット部門） 
    荒井 裕彦    産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 主任研究員 
 
   （公共・特殊環境ロボット部門） 
    友納 正裕    千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 副所長 
 
   （部品・ソフトウェア部門） 
    本田 幸夫    大阪工業大学 工学部 教授 
 
    新妻 実保子   中央大学 理工学部 精密機械工学科 准教授 
 
   （ロボットビジネス・社会実装部門） 
    美濃地 研一   三菱UFJリサーチコンサルティング 主任研究員 
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   第1回審査特別委員会 

   第1回審査・運営委員会 

  ノミネート委員会 

 

・第1回審査・運営委員会   
 内容：応募要項・実施内容の検討 
 5月15日（木） 15：30～17：30  場所：機械振興会館地下3階B3-1 
  
・第1回審査特別委員会    
 内容：応募要項・実施内容の決定 
 5月20日（火） 10：30～12：00  場所：経済産業省別館2階227会議室 
 
・応募受付・・・5月23日（金）～7月31日（木） 
 
・ノミネート委員会   
 内容：推薦候補の検討 
 6月9日（金） 13：30～15：30  場所：機械振興会館6階6D-3 
 
・8月7日（木）～27日（水）・・・・書類審査（審査・運営委員にて審査） 
 
・第2回審査・運営委員会 
 内容：最終候補の決定 
 9月1日（月） 13：30～16：00  場所：機械振興会館6階6D-3 
 
・現地調査（審査・運営委員にてヒアリング調査） 
 9月8日（月）～19日（金） 
 
・第3回審査・運営委員会 
 内容：応募者によるプレゼンテーション及び受賞位案10件の選定 
 9月24日（水） 13：30～17：00  場所：機械振興会館6階6D-2 
 
・第2回審査特別委員会 
 内容：最終受賞ロボット10件の決定 
 9月30日（火） 14：00～16：00  場所：経済産業省本館2階 西8会議室 
 
・プレスリリース（受賞位の発表） 10月10 日（金） 
 
 
 
≪表彰式および合同展示 場所：東京ビッグサイト 東ホール≫ 
 
・表彰式  10月15日（水） 10：45～11：45   
・受賞ロボット展示 10月15日（水）～17日（金）の3日間 
・受賞者プレゼンステージ 10月15日（水） 13：30～16：30 
 
・第4回審査・運営委員会 
 内容：事業総括および来年度の検討 
 2015年3月4日（水） 16：00～17：30  場所：機械振興会館6階6D-2 

  受賞ロボット合同展示  10月17日～19日 



○第6回 ロボット大賞（経済産業大臣賞） 
    モジュール型高速多機能装着機 ＮＸＴⅢ 
 

＜開発者＞ 

富士機械製造株式会社 

 

＜概要＞ 

モジュール方式を採用し、設備が稼働状態にありながらも、 

部品サイズに応じてヘッド（電子部品を装着する先端部）を 

交換可能な電子部品実装機。カメラ画像と画像処理による 

自動校正技術等により、システム全体として高い精度を 

実現している。  

 
＜審査委員会講評＞ 

高精度・高速の電子部品実装機として、1時間に35,000個以上の小型電子部品実装が可能で、 

世界シェアも30％以上を占めるなど、我が国の高い生産技術力を世界に示した実績が評価された。 

 
○最優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁長官賞） 
     静電容量型力覚センサ「Dyn Pick®」 
 
＜開発者＞ 

株式会社ワコーテック 

 

＜概要＞ 

静電容量の変化から力を検出するセンサ。高耐久性と 

低価格を実現し、多くの産業用ロボットに導入されている。 

 

＜審査委員会講評＞ 

従来の歪ゲージ型力覚センサ（物体のひずみを計測）は高価で壊れやすいことが大きな課題であったが、 

静電容量型（力を静電容量に変換し計測）とすることでこれを解決し、高耐久性・低価格という市場の要求に 

応えた製品の量産化に成功。実際に多くの産業用ロボットに採用され、その用途拡大に貢献したことが高く 

評価された。 

 
○日本機械工業連合会会長賞 

    全自動連続薄切装置 ティシュー・テック スマートセクション 

 
＜開発者＞ 

サクラファインテックジャパン株式会社／平田機工株式会社 

 

＜概要＞ 

病理標本の作製作業における薄切・貼付工程を自動化。 

厚みのバラツキが小さい切片の作製や、画像処理による 

誤作業の検知などが可能。 

 

＜審査委員会講評＞ 

デリケートな作業ながら、ミクロンオーダの薄切り検体を安定かつ正確に作製し、病理診断の拡大に伴う 

技師不足を補う社会的価値の高い製品であることが評価された。 

 

                        受賞ロボット概要  
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○審査員特別賞 

  ロボット技術を応用した臨床リハビリテーション部門と 

  研究開発部門を融合したロボットリハビリテーションセンター 
 

＜開発者等＞ 

兵庫県立リハビリテーション中央病院  

ロボットリハビリテーションセンター 
 

＜概要＞ 

医師、セラピスト、ロボット技術者等が連携し、ロボット技術を 

リハビリの一手段として展開している。特に、四肢切断者や 

脊髄損傷などの障害者に対し、企業とも協力しロボット技術を 

用いた効果的なリハビリ手法を開発、実践している。 

  

＜審査委員会講評＞ 

ロボット技術を応用したリハビリ機器の適切な運用に加え、訓練プログラムの構築により社会復帰を可能に 

した例がいくつも報告されるなど成果が出てきており、医療・福祉分野においてロボットを市場に繋げる役割 

として非常に大きな意味を持つ取組であることが評価された。 

 
○優秀賞 （サービスロボット部門） 
  狭小空間点検ロボット“moogle” 
 

＜開発者＞ 

大和ハウス工業株式会社 
 

＜概要＞ 

床下点検というこれまで人間が行ってきた過酷な作業を実施する 

ロボット。コンピューターで床下の映像を確認しながら操作するため、 

家主が施工者と一緒に点検作業をリアルタイムで確認できる。 

ロボット機能により姿勢を制御し車輪の高さ以上の段差を乗り越える 

ことができる。 
 

＜審査委員会講評＞ 

全国展開を実施済みで多くの販売実績があるとともに、点検履歴情報の流通による中古住宅市場の活性化が 

期待されることが評価された。 
 

○優秀賞 （サービスロボット部門） 
    手術支援ロボットiArmS® 
 

＜開発者＞ 

株式会社デンソー／信州大学／東京女子医科大学 

／株式会社デンソーウェーブ 
 

＜概要＞ 

手術において、ロボットアームが術者の腕を下から支えつつ、 

腕の動きに追従して位置決め操作や固定操作を支援し、 

腕の負担や震えを軽減する。 
 

＜審査委員会講評＞ 

非医療機器ながら医療機器で求められるレベルの安全性を確保した設計となっており、すでに複数の運用実績 

があるなど完成度の高さが評価された。 

                        受賞ロボット概要  
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○優秀賞 （サービスロボット部門） 
  排泄支援ロボット「ベッドサイド水洗トイレ」 
 

＜開発者＞ 
ＴＯＴＯ株式会社／関東学院大学  建築・環境学部 大塚雅之研究室 
 

＜概要＞ 

ポータブルトイレの課題である汚物処理や臭気の問題に対応し、 

各種ロボット技術を活用し汚物を粉砕・圧送することで従来よりも 

細い排水管で排水する排泄介護ロボット。 
 

＜審査委員会講評＞ 

ロボット要素技術の積極的な利用により、設置の自由度ならびに臭気拡散の防止を達成し、要介護者の 

QOL（生活の質）の向上に貢献できることが評価された。 

 
 
○優秀賞 （公共・特殊環境ロボット部門） 
  原発対応の小型遠隔除染装置「ＲＡＣＣＯＯＮ」 
 

＜開発者＞ 

株式会社アトックス 

 
＜概要＞ 

原子炉建屋床面の遠隔除染（ジェット洗浄、ブラシ洗浄、散水、 

洗浄廃液の吸引回収）を実施する装置。 

 

＜審査委員会講評＞ 

除染作業を手がける事業者自らが現場で使えるシステムを志向して開発しており、昨年11月より、 

東京電力・福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋で運用され、除染作業で活躍している運用実績と 

公益性の高さが評価された。 

 
 

○優秀賞 （公共・特殊環境ロボット部門） 
  自働化コンテナターミナルシステム 
 

＜開発者＞ 

株式会社豊田自動織機／飛島コンテナ埠頭株式会社 

／三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 

 

＜概要＞ 

走行経路・運行計画を自律的に判断し走行するコンテナ搬送 

AGV（無人搬送車）を中核に、遠隔自動化ヤードクレーン、 

コンテナクレーンなどを組み合わせた大規模システム。 
 

＜審査委員会講評＞ 

唯一の自働化コンテナターミナルとして名古屋港で実際に稼働している実績に加え、港湾システムとしての 

国内外への展開も期待されることが評価された。 
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○優秀賞 （ロボットビジネス・社会実装部門） 
物流現場の自動化を実現する 

「医薬品物流センター高度化ロボットシステム」 
 
＜開発者＞ 

東邦薬品株式会社／日本電気株式会社／株式会社ダイフク 

／株式会社安川電機 

 

＜概要＞ 

医薬品卸事業において入荷から出荷まで自動化した物流センターを 

実現した。これまで20台のロボットを導入し、ケース品の85％、 

ピース品の63％をカバーしている。 

 

＜審査委員会講評＞ 

生産性が50％向上するなど、ロボット導入によって物流サービスにおけるイノベーションを達成しており、 

ロボットの社会実装の好例として評価された。 

 

 

                       受賞ロボット概要  
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 【日時】 2014年10月15日（水）10：45～11：45 

 【場所】 東京ビッグサイト 東3ホール、メインステージ 
 【参加者】 約200名  

（講評）審査・運営委員会 淺間委員長 

                           表彰式  
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（受賞者代表挨拶）富士機械製造 曽我社長 （主催者挨拶）日機連 岡村会長 

受賞者全体記念撮影 

（表彰状授与  山際副大臣）  富士機械製造 曽我社長 （記念撮影）富士機械製造 



 ■受賞者プレゼンテーションステージ   10月15日（水）13：30～16：30  参加者：約300名  

             受賞者プレゼンテーションステージおよび合同展示  

14 

会場風景 講演風景 

富士機械製造 NXTⅢ サクラファインテック ジャパン 連続薄切装置 

TOTO ベッドサイド水洗トイレ デンソー 手術支援ロボット 

東邦薬品 高度化ロボット物流システム 合同展示風景 

 ■受賞ロボット合同展示  10月15日（水）～17日（金） 10：00～17：00  来場者数：16,626名  



                   「Japan Robot Week 2014」として開催  
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【目   的】 最新のロボットの展示と大型フォーラムなどを同時開催し、我が国のロボットの社会実装と 

         技術革新を進め、ロボット産業の活性化を図る為に開催する。 

 

【日   時】 2014年10月15日（水）～17日（金） 10：00～17：00 

【会   場】 東京ビッグサイト 東3ホール   

【開催規模】  144社・団体  283小間 （前回：62社・団体 203小間） 
 

【来場者数】 10月15日（水） 4,597名（2,873名）     
         10月16日（木） 5,892名（2,946名）    

                     10月17日（金）  6,137名（3,594名）  合計 16,626名 （前回：9,413名） 
 
 

【同時開催イベント】 

主催：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO) 

内容：NEDOロボット白書の執筆者によるロボットの 

    最新動向を紹介する大型フォーラム 

主催：経済産業省、（一社）日本機械工業連合会 

内容：受賞式と受賞ロボットの合同展示の他、 

    受賞者によるプレゼンテーションを行う。 

主催：生活支援ロボット技術交流事業実行委員会 

    （神奈川県、（一社）日本ロボット工業会、日刊工業新聞社） 
内容：神奈川県内における最新の介護・福祉ロボットや 

    インフラ・メンテナンスロボット、関連技術を展示。 

 【オープニングセレモニー テープカット】 【主催者代表 登壇者】 （敬称略） 
 

・経済産業副大臣 山際 大志郎 

 

・神奈川県 副知事 黒川 雅夫 

 

・（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 理事  植田 文雄 

 

・（一社）日本機械工業連合会 

 会長 岡村 正 

 

・（一社）日本ロボット工業会 

 専務理事 冨士原 寛 

 

・日刊工業新聞社 

 取締役社長 井水 治博 

                    

主催：（一社）日本ロボット工業会 

内容：大学における最新のサービスロボットおよび関連技術を   

    一堂に展示。実演ステージとプレゼンテーションを行う。 

     



                 「Japan Robot Week 2014」会場レイアウト  
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■東京ビッグサイト 東3ホール 

・モノづくりマッチング 

 Japan 

・真空展 

・洗浄総合展 会場 



                 「Japan Robot Week 2014」来場者アンケート  
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■入場登録時のアンケートより （対象1,000名）   ※（ ）内は前回結果 



                 「Japan Robot Week 2014」来場者アンケート  
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■ 来場者アンケート 
 

合同展示会場内にて来場者アンケートを実施した。 
※回答数は全120件 
 
 ≪回答結果≫  

             「第6回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート  

19 

  件数 ％ （前回結果） 

 知っている 56 46.7% 38.5% 

 聞いたことがある 39 32.5% 37.3% 

 知らなかった 25 20.8% 24.2% 

問１．ロボット大賞は知っていましたか？ 

問２．合同展示の中で、一番印象に残った受賞ロボットはどれですか？ 

知っている 
47% 

聞いたことが

ある 
32% 

知らなかった 
21% 

■兵庫県立リハビリテーション中央病院 

・ロボット技術を応用した患者視点での開発 

・ロボットリハビリという概念の新しさ 

・腕の電気信号を義手の指先の動きに変換する技術 
 

■小型遠隔除染装置「ＲＡＣＣＯＯＮ」/アトックス 

・小型であるところ 

■富士機械製造 

・高速で多機能 

・高精度 
 

■ワコーテック 

・静電容量で知覚する点 

【理由】 
■デンソー 

・人間技を精度高くサポートできる 

・機械制御でありながら振動しない点 

・パワーアシストではなく、固定に主眼をおいた所 

■ＴＯＴＯ  

・高齢化している社会の中で最も必要なものだ 
・ベッドの近くに設置できること 

・ロボットっぽくないところ 

■大和ハウス工業 

・機体を水平にもどしつつ撮影できる点 

・事業モデルが明快 
 

■サクラファインテックジャパン  

・2μ m導切の実現安定性 
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【受賞者名】 

  件数 

デンソー 24 

ＴＯＴＯ 21 

大和ハウス工業 17 

サクラファインテックジャパン  10 

兵庫県立リハビリテーション中央病院 9 

アトックス 7 

富士機械製造 5 

ワコーテック 5 

豊田自動織機 3 

東邦薬品・ダイフク 2 

無回答 17 
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問３. 今後どのような分野でロボットが必要だと思いますか？ 

分野 件数 

介護 22 

インフラ・メンテナンス 7 

医療 6 

料理 3 

製造・加工・組立 3 

ホビー 2 

室内ロボ 2 

生活支援 2 

問４. 次回の「第７回 ロボット大賞」に応募について 

  件数 ％ （前回結果） 
応募したい 11 9.2% 7.5% 

応募要領を見てみたい 24 20.0% 18.0% 

応募はしない 79 65.8% 54.0% 

無回答 6 5.0% 20.5% 

【性別】 

  件数 ％ （前回結果） 

男性 105 87.5% 76.4% 

女性 6 5.0% 17.4% 

無回答 9 7.5% 6.2% 

応募したい 

9% 

応募要領を

見てみたい 

20% 

応募はしない 

66% 

無回答 

5% 

男性 

87% 

女性 

5% 
無回答 

8% 

○その他の意見（各１件） 
 教育、警備、農業、多業務支援、他言語通訳、コミュニケーション、薬品実験、研究 等 

22 
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【年代別】 

  件数 ％ （前回結果） 

 10代 0 0 0 

 20代 14 11.7% 7.5% 

 30代 13 10.8% 11.2% 

 40代 20 16.7% 26.1% 

 50代 27 22.5% 28.0% 

 60代 17 14.2% 17.4% 

 70代以上 5 4.2% 5.0% 

無回答 8 20.0% 5.0% 

【職種】 

  件数 ％ （前回結果） 

会社員 79 65.8% 74.5% 

アルバイト 0 0.0% 4.3% 

主婦 1 0.8% 1.9% 

学生 12 10.0% 1.9% 

一般 13 10.8% 7.5% 

その他 0 0.0% 5.6% 

無回答 15 12.5% 4.3% 

  件数 ％ （前回結果） 

電気・電子 20 16.7% 18.6% 

機械 21 17.5% 13.0% 

鉄鋼・金属 3 2.5% 3.7% 

自動車・部品 5 4.2% 2.5% 

輸送用機器 1 0.8% 1.2% 

エネルギー 2 1.7% 2.5% 

プラスチック 2 1.7% 1.2% 

繊維・衣料 0 0.0% 0.0% 

化学 3 2.5% 4.3% 

食品・飲料 2 1.7% 0.6% 

印刷・出版 2 1.7% 2.5% 

建設・土木 2 1.7% 11.8% 

流通・サービス 6 5.0% 0.6% 

情報・通信 7 5.8% 6.8% 

商社 4 3.3% 4.3% 

医療・福祉 9 7.5% 5.6% 

官公庁・教育機関 9 7.5% 9.3% 

一般 16 13.3% 5.6% 

無回答 6 5.0% 5.6% 

【業種】 

20代 

12% 

30代 

11% 

40代 

17% 

50代 

22% 

60代 

14% 

70代以上 

4% 

無回答 

20% 

会社員 

66% 

主婦 

1% 

学生 

10% 

一般 

11% 

無回答 
12% 

電気・電子 

17% 

機械 

18% 
鉄鋼・金属 

3% 

自動車・部品 

4% 

エネルギー 

2% 

化学 

3% 

印刷・出版 

2% 

建設・土木 

2% 

情報・通信 

6% 

商社 

3% 

医療・福祉 

8% 

官公庁・教育

機関 

8% 

一般 

13% 

無回答 

5% 
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■応募時に行った「ロボット大賞」に関するアンケート結果 

質問①： 「ロボット大賞」では、今後の事業重点化の方針を検討中です。 

     今回の応募に際し、「ロボット大賞」に対して期待することは何でしょうか。 

     最も当てはまるものに○をおつけください（複数回答可）。 

６．その他の回答結果 

 ・賞を受賞することによるロボットシステム開発者の更なる開発モチベーションの向上 

 ・大学等教育機関への知名度の向上による優秀な人材との出会い  

 ・社内開発の活性化  

 

質問②： 今後の「ロボット大賞」のあり方などについてご意見をお聞かせください。  

1 

スマートフォンやゲーム、アプリ開発だけではなく、身の回りの生活を助ける機械や製造業を支えている機械も
ロボットであり制御にはプログラミングが必要であること、また産業用ロボットだけでなくコミュニケーションツー
ルとしてのロボットも存在し、我々の身の回りでロボットが様々な形でサポートしていることが、ロボット大賞を通
じて、さらに世間一般に認知していただけるような機会となっていくことを切に望む。 

2 多くのメディアを活用して、広くＰＲをお願いしたい。 

3 
まだまだ医療や介護の世界では、ロボットの認知度は低く、危険ではないのかといったイメージが強いのが現
状。「ロボット大賞」自体の認知度、業界への貢献度、ステイタスを上げることで、ロボット全体の一般への安全
な普及につながることを願う。 

4 

ロボットに対する関心と理解についてはまだ啓蒙活動が必要な状況です。その中、このような賞を主催いただく
ことは、ロボットを開発する我々メーカーにとっても非常に有り難い機会であると感じている。 
 
審査用の動画の時間上限を3分程度にすると、より説明できる内容が増えるので是非検討してほしい。 

5 
センサーを使用した見守り系の説明は駆動性よりも、センサーデータを使用した付帯機能が大きいのでその点
を配慮頂き、動画説明はせめて３分以内でないと、現実的には商品の利点が不明瞭になると感じている。 

6 応募方法をWebフォームだけで完結させていただけるとうれしい。 

7 
こういった賞が設定されていることは、「世の役に立つ新しいものを創ろう」と考えている側にとっては大きな励
み。今後とも、さらにロボット大賞が発展、認知されてほしい。 

8 
ロボットに関心が高くない人にも関心を持ってもらえるような舞台となることで、異業種との連携や市場の活性
化に繋がることが望ましい。 

9 
サービスロボットのアイデア部門のようなものを作って、優秀なものに賞金を与えて開発を促進するような仕組
みができるといい。 

  件数 （前回結果） 

１．ユーザーへのPR 72 58 

２．マスコミ（テレビ・新聞等）に取り上げられること 47 37 

３．「第6回 ロボット大賞」（経済産業大臣賞）をはじめとする各賞受賞によるロボットの認知度向上 60 51 

４．各種展示会での合同展示による広報効果 29 26 

５．経済産業省等の公共機関への知名度上昇 35 23 

６．その他 （         ） 5 5 
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10 
特にサービスロボット部門においては、消費生活者の皆様にも広く認知されるような広報活動に尽力いただき
たい。 

11 受賞作品については、現在ターゲットとしている介護・福祉業界での展開における公的支援・助成を期待する。 

12 

審査の結果、上位に選ばれたロボットに対しては実際の使用方法が分かるような展示を検討頂けると一般の
方を含め広く認知頂くきっかけになるのでは。 
今後、「ロボット大賞」がロボットの開発メーカーや開発者にとっての“名誉”だけでなく、“早期普及の実現”や
ユーザに“夢”や“希望”を与えるものになると期待している。 

13 
可能なら毎年開催してほしい。 
福祉関係のロボットテラピーへの波及効果向上に期待。 

14 広く一般の方に、ロボット大賞について広報をし、認知度をさらに高めていただきたい。 

15 
ロボット業界だけではなく、今後ロボット関係が深くなっていく業界（医療福祉など）との接点が持てるようになっ
てほしい。 

16 

より一般の生活やサービスへロボットを浸透、普及させるためにも、関心を引きつける対象を一般消費者へシ
フトして、普及促進活動に臨む必要がある。 
そのためにも、本「ロボット大賞」の様な新産業創出や需要喚起を目的とする表彰制度としては、一般消費者層
へ向けてのロボットの必要性、有用性を説いて行く役割を強めていくことが、今後のあり方の一つと考える。 

17 
日本のロボット開発の競争力向上のため幅広い層に興味を持って頂き、「ロボット」を身近に感じてもらえるた
めの、情報発信力のあるものであると良い。 

18 
「ロボット大賞」の更なる認知度の向上と、ロボット市場のさらなる活性化、製品の認知度向上に役立つ大賞に
なることを願う。 

19 

将来的に日本のロボット産業を活性化させるための根本の課題は、幼少期からのロボット教育と考えている。 
ロボット教育こそが今後国際社会を生き抜き、新たな価値を創造する人材、グローバル人材の育成のカギとな
るので、経済産業省のみならず、文部科学省を巻き込んで日本のロボット教育の進展に寄与するような働きか
けがロボット大賞を通じて働きかけていければ。 

20 ぜひ公平で，かつ，先見性のある賞の選定を続けてほしい。 

21 
すべての項目が完成体である「ロボット」を前提として作られていますが、「ロボット化」するための要素技術も
もっと応募しやすいような仕組み作りをお願いしたい。 

22 
産業用、サービス用に関わらずロボットの認知度を更に高められるよう、引き続き継続的な取組みをお願いし
たい。 

23 「ロボット大賞」を通じてロボット産業の新市場の創出が促進されることを期待している。 

24 
ロボット大賞は、成功したものに対する評価でよいと思うが、その一方で、将来の日本の発展に有効と思われ
る中小零細企業の取組をバックアップ出来る様な予備軍コンテストがあればいいのでは。 

25 本賞を頂いた“メーカ”、”商品”が、世界へのさらなる飛躍が出来る様に、広報活動や啓蒙活動をお願いしたい。 
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26 
「ロボット大賞」が、省人化、効率化などのロボット事例のアイデアを幅広く集めて産業用ロボットの適用範囲を
広げるための活動の場にもなればよい。 

27 このロボット大賞の応募範囲を日本以外にも拡大する等して、世界的権威のある賞にしてほしい。 

28 
ロボットを開発しても、開発期間中に世の中の情勢が変わり、使用者のニーズにマッチしなくなり、「使えないロ
ボット」として扱われることがある。そのような不一致を防ぐためにも、メーカやロボットの認知度向上だけでなく、
開発側とユーザー側をつなぐ架け橋となってほしい。 

29 
ヒューマノイドロボットが脚光を浴びているが、世界の生産性向上に直結している産業用ロボットへの注目が
もっと増えることを期待する。 

30 毎年あればとも思うが、開発の事も考えると2年の方がよいかもしれない。 

31 
ロボット大賞が、シーズ主導の従来にない新しい製品や開発にも光を当て、社会とのビジネスマッチングの役
割を果たしてくれることを期待している。 

32 
ロボット大賞のようなものがあれば、広告宣伝費があまりない中小企業でも更に拡販につながる。ソフトバンク
社のPepperのように、このロボット大賞も更に身近で大々的になって行く事で、一般の方々にもロボット、ロボッ
ト技術自体が身近になり、新市場を創出すると期待している。 

33 ロボット大賞は一つの開発目標としているので、そのような場であり続けてほしい。 

34 より幅広い分野で活躍するロボットを応募の対象とし、多面的に評価いただきたい。 

35 ロボット立国を目指す上で、「ロボット大賞」自体の、特に一般層に対してのさらなる認知度向上。 

36 
応募者はロボット製造メーカや研究機関・大学などがメインのように見受けられる。 
広く一般への認知度を上げることにより応募企業などのビジネスの広がりにもつながり、よりロボットの活用の
場が開けると思われる。 



■募集用チラシ 
 

募集用チラシ（A4カラー、5000部）を作成し、関係企業・団体へ配布した。 
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■公式ガイドブック 
 

受賞ロボットの特徴をまとめたガイドブック（A4カラー、4000部）を作成し、展示会場で配布した。 

 

■展示会招待状 
 

同時開催展の内容も含めて40万枚の招待状を作成し、関係企業、団体等へ案内した。 

 



■ 募集に際しての告知 

 

①メール配信 

 ・過去応募者（約300件） 
 ・協力・関係団体の会員 

 ・ロボット大賞メルマガ登録者（300件） 
 ・国際ロボット展出展者および展示会来場者（約14万件）、 

 ・ロボット専門サイト「ロボナブル」メルマガ登録者（約300件） 他 

 

 

 

 

②広告とバナー                  

  日刊工業新聞 5段1/2        新製品情報 広告             バナー広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Web／新聞 

  ロボコンマガジンWEB、日本ロボット学会、 
  ロボナブル、日本ロボット工業会、 
  DG net、ビジネスサミット、製造現場ドットコム、 
  経済産業省、日本機械工業連合会、 
  日刊工業新聞 他 
 
   
 
     

                         広報（募集時）  

ロボコンマガジンWEB掲載 

メール配信文（一部抜粋） 

日刊工業新聞 5月29日 
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ロボナブル掲載 

ロボット展公式HP 



■ 受賞式、展示会開催に際しての告知 

 

  ①メール配信 

 ・過去応募者（約300件） 
 ・協力・関係団体の会員 

 ・ロボット大賞メルマガ登録者（約300件） 
 ・国際ロボット展他 展示会来場者（約14万件） 
 ・ロボット専門サイト「ロボナブル」メルマガ登録者（約300件） 
 ・プレス関係者（約1200名）  

 

 

 

  ②新聞広告 

  日刊工業新聞 全5段                         メトロガイド 全3段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③Web／新聞での報道 
   excite、J-net 21、グリー、日刊アメーバニュース、 
  ニコニコニュース、インターネットコム、、Livedoor、 
  ロボナブル、ロボコンマガジン、マテリアルフロー、 
  朝日新聞WEB、楽天インフォシーク、Biz Style、 
  経済産業省、日本機械工業連合会 
  オートメーション新聞、リフォーム産業新聞、 
  日刊工業新聞  他   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 広報（受賞式、合同展示等の告知） 及び報道 

   プレスへのメール配信文（一部抜粋） 
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①Web 

Yahoo！ニュース、MSN、PC watch、RBB today 

Device Plus、Japan Times、時事ドットコム 

BIGLOBE、ウォールストリートジャーナル、 

ロボナブル、ビジネスライン、Japancom、 

THE WALL STREET JOURNAL  他 

 

 

 

 

②TV  ※Japan Robot Week 全体の報道含む 

NHK 「NHKニュース」（10月15日） 
テレビ朝日 「ANNニュース」（10月15日） 
AP通信社テレビ部「日本のロボット特集」（10月15日） 
テレビ朝日 「ニュースステーション」（10月16日） 
日本テレビ 「スッキリ！」 （10月16日） 
NHK首都圏ネットワーク（10月17日） 
オーストリア公共放送「日本の最先端ロボット（10月18日） 
テレビ東京「岡本会長・私の履歴書」（10月30日） 
テレビ東京「カンブリア宮殿」（1月8日） 
他 

 

③新聞、雑誌 他 

中日新聞、熊本日日新聞、日本物流新聞、 

日刊工業新聞、時事通信、AFP通信、AP通信、 

ロボコンマガジン、FMヨコハマ 他 
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NHKニュース 

ロボコンマガジン2015年 1月号 

日刊工業新聞 10月15日 

日刊工業新聞 10月16日 


