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序 

 

 機械工学、エレクトロニクス、情報技術、素材技術など幅広い技術の統合として生み出

される次世代のロボット技術（ＲＴ）は、我が国の科学技術の新たな発展をもたらすとと

もに、その実用化が進むことにより、急速な少子高齢化が引き起こす労働力不足の解消や、

リスクのある作業の代替えなど、安全・安心な社会の実現に貢献すると期待されます。 

 

さらに、最近のロボットを取り巻く状況の変化を見ますと、これまでのものづくり分野

でのロボットの活躍に加え、介護・医療、農林水産業・食品産業、インフラ・災害対応・

建設などのサービス分野でのロボット適用の拡大が見られます。またロボット単体のみで

なくシステムとしての活用の広がり、中堅・中小企業でのロボット活用の機運など、幅広

い分野でのロボットのさらなる活躍が期待される状況にあり、全体として、ロボットの利

活用は産業活動の高度化とともに「生活の質の向上」への貢献に向かっていると言えます。 

 

当会ではロボット産業の更なる興隆の一助となるべく、ロボット大賞審査・運営委員会

を設置し、ロボット産業・技術の振興に関する調査研究を行ってまいりましたが、平成２

７年度においては、こうしたロボットの利活用分野の拡大の動向を特に重視しつつ検討を

行いました。本報告書は、委員会の研究成果であり、関係各位によるロボット産業の興隆

にいささかでも寄与することができれば大変幸甚に存じます。 

 

 最後に委員会活動の中で、ロボット産業・技術の振興策やロボット大賞表彰事業の拡充

案の作成等について貴重なご意見をいただいた委員、オブザーバ各位、並びに調査研究取

り纏めにご尽力いただいた日刊工業新聞社殿に厚く御礼を申し上げます。 

 

                       平成 28 年 3 月 

                       一般社団法人 日本機械工業連合会 

                              会長 岡村 正 

  



 

 

は し が き 

 

 

 2015 年 2 月 10 日、日本経済再生本部は、ロボット革命実現会議の提案に基づき、政府

方針として「ロボット新戦略」を策定しました。策定理由として、日本は、少子高齢化に

よる人手不足や、老朽インフラ・災害対応など、ロボットの活用が期待されている「課題

先進国」であることがあげられました。 

ロボットの世界動向をみると、欧米諸国は、デジタル化・ネットワーク化を用いた新た

な生産システムを成長の鍵として巻き返し、一方、中国などの新興国もロボット投資を加

速させています。世界中でロボットに対する需要が高まる中、データ駆動型への時代移行

においても、「ロボット大国」として強い競争力を持続し、世界屈指のロボット利活用社会

を実現化するための施策が求められています。 

  

 「ロボット新戦略」では、2020 年までを「ロボット革命集中実行期間」と位置付け、官

民で、総額 1,000 億円をロボット関連プロジェクトへ投資し、ロボットの市場規模を年間

2.4 兆円へ拡大すること、また福島県に新たな飛行ロボットや災害ロボット等の実証区域を

設置することが掲げられています。 

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故対応においては、調査、瓦礫除去、除染な

どで様々なロボットや遠隔操作機器が導入され、活用されています。今後は、燃料デブリ

の取り出しを含め、廃止措置に向けて重要となるロボット技術、遠隔操作基盤技術の導入・

活用に向けさらなる取組みが進められています。 

 

「ロボット新戦略」に基づく施策が実現し、日本がロボット大国であり続けるためにも、

「ロボット大賞」の表彰事業は、非常に有効であると考えています。「ロボット大賞」の受

賞により、開発者等のモチベーションが高揚し、ロボットユーザーのロボットに対する理

解が深まることで、日本が抱える諸課題の解決の一助となることを願っています。 

 

以上の背景のもと、本委員会で産業用ロボット、サービスロボット、公共・特殊環境ロ

ボット等の動向や課題を概観した上で、経済産業省・日機連が実施しているロボット表彰

事業（ロボット大賞）の実施要領等について提言しています。 

本報告書がロボットの更なる普及促進やロボット産業の振興にお役にたてることを期待

しております。 

 

ロボット大賞審査・運営委員会 

委員長  淺間 一 
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Summary 

 

 

本報告は、我が国のロボット産業・技術の振興に向けて、現在の市場や技術動向をまと

め、課題を調査・分析したものである。 

第 1 章では、本調査研究事業の背景と目的を明確にした。 

第 2 章では、ロボット産業の現状について、産業用ロボットとサービスロボットの世界

市場と国内市場を概説した。 

第 3 章では、日本政府が打ち出した「ロボット新戦略」について取り上げ、新戦略の概

説と実現のための課題について考察した。 

第 4 章では、産業用ロボットの技術革新と人協働ロボットの運用をテーマに、産業用ロ

ボットのイノベーションに向けての考察と産業用ロボットの基本原理の限界への挑戦につ

いてまとめた。また、人協働ロボットシステムの運用に向けた技術の整備と知見の蓄積、

およびリスクアセスメントの連鎖について言及した。 

第 5 章では、国内におけるサービスロボットの開発・普及の現状と課題をまとめた。な

かでも災害対応、インフラ対応、介護・医療、農林水産業、生活支援用ロボット、またド

ローンの環境設備と法規制について調査・考察した。 

第 6 章では、「第 6 回ロボット大賞」表彰事業の概要（目的・募集対象・実績）、および

表彰式・シンポジウムの様子をまとめた。 

第 7 章では、ロボット大賞審査・運営委員会での検討内容を踏まえて、次回「第７回ロ

ボット大賞」に向けての見直し案と提言を行った。 

 

尚、本報告書は、（一社）日本機械工業連合会と日刊工業新聞社で構成を検討し、ロボッ

ト大賞審査・運営委員会の各委員の確認をいただいたうえで取りまとめた。 
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1 

 

１章  事業目的 

 

1.1 調査研究の背景と目的  

   

ロボットやロボットシステムの開発動向及び課題等を調査・分析して、技術革新の推

進、システムインテグレータの育成、社会実装化、国際標準化などの直面する課題に対

する解決策等を提示・提言する。その際に政府の成長戦略政策の動向を把握し、提示・

提言に反映させる。 

また、平成 26年度実施の「第 6回ロボット大賞」の実施結果を解析し、改善すべき点

などを論議して、「第 7回ロボット大賞」表彰事業への提言を行う。上記の調査・分析結

果及び提言を「調査研究報告書」として纏める。 

 

 

【調査研究の目的】 

 ・先進ロボットの社会実装に向けた課題解決と普及に向けた課題をまとめる 

 ・ロボット産業の発展・業容拡大のための枠組みやあり方を議論する 

 ・ロボット大賞の今度の運営について検討する 

 

 

1.2 ロボット大賞 審査・運営委員会の開催 

 前述の目的達成のためにロボット大賞審査・運営委員会を開催した。 

 

■第 1回 ロボット大賞審査・運営委員会の開催 

日時：平成 27年 7月 17日（金） 

議題：1．挨拶（委員長および主催者） 

2．新メンバー自己紹介 

 3．今年度の委員会活動計画について 

 4．ロボット大賞拡充策・強化策について 

 5．ロボット産業・技術の振興に関する現状と課題について （自由討議） 

 

■第 2回 ロボット大賞審査・運営委員会の開催 

日時：平成 27年 11月 9日（月） 

議題：1．平成 28 年度の計画概要／[JKAへの補助申請概要]について 

2．平成 28年度の日程計画について 

 3．ロボット大賞拡充策・強化策審議 

(1)ロボット大賞拡充の進捗 
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(2)第 7回ロボット大賞の募集部門・表彰位等（案） 

 4．ロボット産業・技術の振興に関する現状と課題について （自由討議） 

 

■第 3回 ロボット大賞審査・運営委員会の開催 

日時：平成 28年 3月 15日（火）  

議題：1．ロボット大賞 拡充策・強化策 

     （募集部門・分野案、表彰位案等）について 

2．来年度日程について 

 3．その他 
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２章 ロボット産業の現状と課題 

 

本章では、世界と我が国におけるロボット産業の動向を概説する。 

 

2.1 産業用ロボット市場 

 

2.1.1  世界における産業用ロボットの市場動向 

 

 国際ロボット連盟（IFR）は、2014 年の世界における産業用ロボットの販売台数が 22 万

9,261 台に達したと発表した。2012 年の販売台数 15 万 9,346 台と比較すると、2 年間で約

7万台の増加となる。 

2014年のアジア・オセアニア地域の販売台数は、前年比 41％の増加で、三年連続で大幅

に増加している。IFR の予測では、世界における産業用ロボットの販売数は、2015 年は 26

万 4,000台、2016年は 40万台と見込んでおり、今後もさらに産業用ロボットの市場拡大が

続くと予測される。 

 一方、世界における産業用ロボットの稼働台数は、2014年に 148万 778 台を超えており、

2018年には、232万台に達すると予測している。国別の 2014年の稼働台数では、29万台と

日本がトップであるが、2018 年には、中国が 2014 年の 3 倍となる 61 万台に達すると予測

されている。稼動台数の伸び率においては、台湾、インド、タイ、ブラジルで大きな伸び

が期待できると予測されている。 

 

【主要地域・国の産業用ロボット稼働台数（2014年）と予測（2018年）】 

 

出所：国際ロボット連盟「World Robotics 2015」、（一社）日本ロボット工業会「産業動向レポート 2015」 
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2.1.2 国内産業用ロボット市場動向  

 

 2014 年の国内産業用ロボットの生産額は、国内向け・海外向けの合計で、前年比 17.1%

増の 5,901億円にのぼった。 

日本ロボット工業会は、2015年のロボット年間生産額は、同 6％増の 6300億円、2016年

は同 6％増の約 6,700 億円にのぼると見込んでいる。2015 年は、生産性向上設備投資促進

税制やロボット導入実証事業など国策効果による投資が活発化したことにより、国内向け

の需要が増加した。2016 年は、中国経済の減速傾向や原油価格の下落など浮沈を左右する

要因も懸念されるが、引き続き過去最高の生産額が見込まれる。 

 国内出荷の内訳では、自動車産業向けが前年比 32.6％増の１万 666 台となり 2 年ぶりに

増加した。電子・電気機械産業向けは前年比 3.9％減の 1万 169万台となり 3年連続で減少

した。フラット・パネル・ディスプレイ（FPD）、半導体関連の需要低迷が響いた。 

 一方、輸出向けは溶接用が同 32.5%増の 3 万 5349 台と過去最高実績を記録し、3 年ぶり

の増加となった。電子部品実装用は同 19.1％増の 8929台となり 4 年ぶりの増加となった。 

 

 

■図 2.1.2-1 2014 年ロボットの需要産業別出荷額台数 

 出所：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2015」 
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ロボットの主要ユーザー産業は自動車、電子機械産業であるものの、電子機械産業向け

の電子部品実装（プリント基板実装）、半導体実装、クリーンルーム、および組立などが今

日では出荷額の過半を占めている。特に液晶基板や半導体ウェハの搬送等に使われるクリ

ーンルーム用ロボットが着実に成長している。 

 

  ■図 2.1.2-2 2014 年ロボットの用途別出荷額推移 

 出所：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2015」 

 

 

■図 2.1.2-3  2014 年ロボットの用途別出荷割合 

 出所：(一社)日本ロボット工業会 
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2014年の産業用ロボット出荷台数の輸出が占める割合は、72％にのぼる。輸出地域別で

は、北東アジア地域向けが急拡大しており、これらの地域では、電子部品、半導体実装、

クリーンルームなどの電子・電気産業が主になっている。 

 世界の生産工場として中国が急成長し、国別ではトップの輸出量で全体の約 37%を占め米

国、ドイツと続く。 

  

■図 2.1.2-4 2014 年ロボットの地域別輸出額推移 

 出所：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2015」 

 

 

■図 2.1.2-5 2014 年主要輸出国向け出荷額と用途  

 出所：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2015」 
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SILOFARMER（フランス） Motorika Medical , Inc (アメリカ) 

2.2 サービスロボット市場 

 

2.2.1 世界におけるサービスロボット市場動向 

 

 国際ロボット連盟（IFR）では、世界のサービスロボット市場動向について「業務用サー

ビスロボット」と「家庭・個人用のサービスロボット」の二つのカテゴリーに分類した上

で統計を行っている。「業務用サービスロボット」と「家庭・個人用のサービスロボット」

それぞれの世界の市場動向を考察する。 

 

世界における 2014年の「業務用サービスロボット」の販売数は 2万 4,207 台となり、2013

年と比較すると 11.5％の増加となった。総販売額は、37.7億 USDで、前年比 3％の伸びと

なった。「業務用サービスロボット」全体の 45％を防衛用ロボット（1万 1,000台）が占め

ている。特に無人飛行ロボット（UAV）の需要が高まっており、前年比７％増の 9,022台の

販売額となった。そのほか欧州を中心に、酪農用搾乳ロボットが 5,180台の販売実績があ

り、屋外ロボット全体では、前年比 33％の伸びである。物流用ロボットは 2,644台で全体

の 7％を占め、続いて手術支援用とセラピー用が主流である医療用ロボットは、前年比 5％

減の 1,224台で全体の 5％という結果であった。 

  

 

 

 

■図 2.2.1  世界の業務用サ

ービスロボット販売割合  

出所：国際ロボット連盟（IFR）

「World Robotics 2015 

Service Robot 2015」 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【世界の業務用サービスロボット販売割合】 

■図 2.2.1-1 世界の業務用サービスロボット販売割合 

 出所：国際ロボット連盟(IFR) . “Statistics” よりデータ作成 

 

 

【酪農用搾乳機】 【リハビリ用ロボット】 
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一方、「家庭・個人用のサービスロボット」の 2014年の販売数は 470万台、前年比で 28％

増加し、販売額は 22 億 USDであった。「家庭・個人用のサービスロボット」は、主に清掃

用ロボットと娯楽用ロボットが全体売上の大半を占めている。家庭・個人用の主なサービ

スロボットとして、清掃ロボット、床用掃除ロボット、芝刈り用ロボット、また玩具用や

教育・開発用などの趣味・娯楽用ロボットが販売されている。 

 近年、身体障害者用のアシストロボットの需要は急速に伸びており、2013 年の 699台に

対して、2014年は 4,416台となり 542％の増加となった。 

 

 国際ロボット連盟（IFR）では、2015年から 2018年までの 4年間における「業務用サー

ビスロボット」の販売台数は約 15万 2,375台、販売額は 196億 USDを見込んでいる。防衛

用と酪農搾乳ロボットなどの屋外用ロボットが全体の 60％を占めるとみられるが、汎用性

のあるモバイルプラットフォームも今後、大幅に需要が伸びると予想される。 

 一方、2015年から 2018年の 4年間における「家庭・個人用のサービスロボット」の販売

数は、3500万台と予測されている。清掃用・床掃除用のロボットは、世界中でさらなる需

要が見込まれ、4年間で 2520万台に上ると予測される。芝刈り機の販売数は、4年間で 49

万 6,500台が見込まれている。アシスト/ヒューマノイドロボットは、いまだ開発段階では

あるものの、4年間で 8100台に達すると予測される。特に、身体障害者や高齢者向けの介

護ロボットは、4年間で 1万 2,400台に達するとみられている。日本の少子高齢化の社会的

背景と同じく、介護ロボットは、世界市場においても今後 20年間で大幅な需要が見込まれ

る。 

 

【草刈り機：Unmanned Ground Vehicle (UGV)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

McMurtry, Ltd.（イギリス） 

【家庭用・研究用ロボット】 

家庭用ロボット「Alpha2」 

（台湾） 

Intelligente Maschinen GmbH（ドイツ） 

ヒューマノイドロボット「NAO」 

(フランス） 

家庭用ロボット「Miro」 

（イギリス） 
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2.2.2 国内サービスロボット市場動向 

 

 国内のサービスロボット市場について、日本ロボット工業会が取りまとめた「ロボット

産業需給動向 2014 年版」によると、2013 年の出荷台数は約 38 万台、出荷金額 473 億円だ

った。ただし同報告書では、調査対象企業の漏れなどがあることを記載している。経済産

業省の「2012 年ロボット産業の市場動向調査結果」では約 600 億円を足下の市場規模とし

て発表していたことを踏まえると、産業用ロボット市場の約 1/10となる 600億円程度の市

場規模と捉えるのが妥当であろう。 

 

 

■図 2.2.2-1 2013年のサービスロボット出荷実績 

出所：ロボット産業需給動向 2014年版より 

 

 サービスロボット市場全体では、「清掃（家庭）」と「医療」が大半を占めており、前者

の 2013 年の出荷台数は 35 万 2,522 台、出荷金額は 150 億円、後者の出荷台数は 100 台、

出荷金額は 243 億円となっている。米 iRobot 社の「Roomba（ルンバ）」に代表される掃除

ロボットがサービスロボット市場を牽引してきたが、2009年 11 月にジョンソン・エンド・

ジョンソンの日本法人が薬事法の承認を得た（日本地区の販売総代理店はアダチ）のを機

に、手術支援ロボットの輸入が急拡大し、金額ベースでは最大の市場となっている。例え

ば、国内でも前立腺癌の手術での適用例が多い米 Intuitive Surgical,Inc社の「da Vinci

（ダヴィンチ）」は、1 台 2 億 5,000 万円で販売されており、出荷台数が少ないながらも、

サービスロボット市場の拡大に大きく寄与している。ただし、掃除ロボットも手術支援ロ
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ボットも海外からの輸入品が多数を占めており、今後国内メーカーの巻き返しが望まれる。 

 

 個別市場に言及すると、「農業・林業・水産」分野は出荷台数が 267 台、出荷金額が 39

億円と、医療、掃除に次ぐ市場規模となっている。ただし本来は、ロボットではなく専用

機に分類される選果・選別システムなどで占められており、数多くのプロトタイプが発表

されている無人農機などの早期の実用化が望まれるところである。 

 4番目の市場規模となったのが「清掃・検査・メンテナンス」分野で、出荷台数は 180台、

出荷金額は 11億円だった。2014年度より経済産業省と国土交通省による「次世代社会イン

フラ用ロボット技術・ロボットシステム」事業がスタートしており、市場の立ち上がりは

これからと言える。なお、かつて同分野を牽引してきた富士重工業のクリーンロボット事

業は、年間 4 億円前後の売上高で推移していたが、2012 年 2 月に経済産業省および新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）委託事業における不正受給の発覚を機に事業部を

廃止しており、その影響もあり同市場の出荷金額が伸び悩んでいるものと想像される。同

社の一部技術は、開発スタッフとともに CYBERDYNE（サイバーダイン）社に移管している。 

 

 検査・メンテナンスと同様、「自立支援、介護・介助支援」分野は、322 台の出荷台数で

金額は 5 億円であった。ロボットスーツ「HAL 福祉用」を開発・販売する CYBERDYNE 社の

2013 年 3 月期は、売上高が 2 億 8,600 万円となっており、プレイヤーが少ないために同社

が半分程度を占める規模にとどまる。しかし、ある調査会社によると、介護保険制度の見

直しに伴い、介護保険適用製品が拡大すると見込まれ 2015年度から市場が立ち上がり、2020

年度には 2013年度比 164倍の 349億 8,000万円に成長すると予測されている。用途は異な

るものの、東京理科大学と菊池製作所が立ち上げた INNOPHYS（イノフィス）社の「マッス

ルスーツ」が訪問入浴サービスで 500 台が導入されるなど、今後の市場拡大の期待は他分

野よりも高いといえる。 

 

 最後に、「災害対応／特殊環境／水中システム」分野は、34台の出荷台数で金額は 1億円

であった。東京電力・福島第一原子力発電所の廃炉作業に向け、東京電力および国際廃炉

研究開発機構（IRID）などから原発用ロボットの調達が数件あったが、原発 3 社と取引関

係がある企業との内内での調達であることから、ロボット産業需給動向 2014年版ではこれ

らをカウントしていない。 

 上述の次世代社会インフラ用ロボット技術・ロボットシステムでは、災害対応と点検お

よびメンテナンスとの（平時との）共用を目指しており、中でも、2014 年の広島県の土砂

災害や御嶽山の噴火などの空撮で活躍したドローン（無人飛行ロボットまたは UAV：

Unmanned Aerial Vehicle）への期待が高く、自律制御システム研究所など複数のベンチャ

ーが立ち上がっている。また、Webサービスの高度な融合を図ったプロモーションでも効果

が示されるなど、ドローンならではのサービス提供が始まっており、改正航空法の施行に
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伴う規制の強化がありながらも、加速度的な市場拡大が予測される。 

 

 

■図 2.2.2-2 2035年に向けたロボット産業の将来市場予測 

 （出典）経済産業省「ロボット産業市場動向調査結果」 
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３章 ロボット新戦略 

 

今後の日本のロボット産業を考えるうえで、2015 年 1 月にロボット革命実現会議が提案

し、2 月に日本経済再生本部が政府方針として決定した「ロボット新戦略」を無視するこ

とはできない。「ロボット新戦略」では、ロボットの市場規模を現在の 6,600億円から 2020

年には 2兆 4,000億円へと成長させることを目標としている。内訳をみると、製造業で 1

兆 2,000億円、非製造業で 1兆 2,000億円とすることとしている。5 月には、「ロボット新

戦略」の戦略実現プラットフォームとなるロボット革命イニシアティブ協議会の設立を発

表、夏からは各ワーキンググループ単位での活動も開始され順調な滑り出しを見せている。 

本章では、『ロボット新戦略』の実現に向けた取り組みと今後の課題について考察する。 

 

3.1  革命実現のための三本柱［1］ロボット創出力の抜本的強化 

 

日本は、「ロボット大国」としての地位を長く保持してきたが、ロボット革命を推進する

には足りないものがある。「ロボット新戦略」が三本柱の第一にあげるのは「ロボット創出

力の抜本的強化」だが、これは何か 1つを変えれば達成されるようなものではない。 

 

3.1.1 イノベーションは創り出せるのか？ 

 

2015 年 5 月 15 日、ロボット革命イニシアティブ協議会が発足した。その設立懇親会の

席で安倍晋三総理大臣は挨拶に立ち「新たなロボット大国の鍵を握るのは、ロボットを大

規模工場から、経済社会の隅々にまで解き放つことだ」と述べた。 

「ロボット新戦略」は 2020 年に向けた中期戦略であるが、その後もロボットイノベーシ

ョンは継続され、さらに 2020 年から市場の倍増が予測される 2025 年、ロボットの思考能

力が人間を超えるといわれる 2045 年へと続いていく。 
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2020 年は、日本のロボット産業のゴールではないが、「ロボット新戦略」に示された個々

の目標をクリアしていくことで、さらに将来へ向けてロボットイノベーションを発展、開

花させていくための環境と道筋が整えられ、ロボット革命のクリアな視界が開けているは

ずである。第 2 次安倍内閣が掲げる成長戦略である「日本再興戦略 改訂 2014」において、

アクションプランとして「5 カ年計画」を策定すると述べられており、それが討議を経て

「ロボット新戦略」として策定された。 

「ロボット新戦略」は、①日本を世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボット

創出力の抜本的強化」、②世界一のロボット利活用社会を目指し、日本の津々浦々において

ロボットがある日常を実現する「ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）」、③

ロボットが相互に接続しデータを自律的に蓄積・活用することを前提としたビジネスを推

進するためのルールや国際標準の獲得等に加え、さらに広範な分野への発展を目指す「世

界を見据えたロボット革命の展開・発展」の 3 つを柱として推進される。 

また、ロボット革命イニシアティブ協議会が、「ロボット新戦略」の具体的な推進母体と

して設置された。ロボット新戦略を理解するには、ロボット革命イニシアティブ協議会の

活動の中に「ロボット創出力の抜本的強化」を実現する道筋が示されている。 

 

3.1.2 機能の集中は何のためか？ 

 

「ロボット新戦略」に果たす「ロボット革命イニシアティブ協議会」の役割は広範囲に

わたり、実行スピードを確保するため、すべての機能が協議会に集中している。複数の組

織に機能と権限を分割した場合、部門間の調整に時間を取られるのはもちろんだが、「ロボ

ット新戦略」の膨大なステークホルダーの問い合わせや連絡の窓口を一括化し、交通整理

することで煩雑さを排除できるメリットは大きいと考えられる。 
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協議会に期待される機能としては 8項目が説明されているが、9つ目として「その他本協

議会の目的を達成するために必要な事業」があげられている。「ロボット新戦略」の遂行上、

必要な役割、必要な機能がこの 5 年間の中で出てきた場合も、それは新たな組織が担うの

ではなく協議会が受け持つことになるとも考えられる。 

 

3.1.3  数多いステークホルダーのマッチング 

 

8つの役割の最初にあげられているのが「①ロボット・イノベーション及びロボット利活

用推進に関する課題解決に資する関係者間のマッチング、ベストプラクティスの共有・普

及の推進」である。 

ロボット革命の「関係者」は非常に広範囲に及ぶ。ロボットの製造に限定してもロボッ

トメーカーやソフトウェア企業、部品や要素技術の企業、大学、研究機関、各省庁や自治

体、それらすべての窓口となり、課題解決に必要となるテクノロジーなどを持つ最適なパ

ートナーを探し出し、連携を図ることが求められる。さらに利活用推進まで考えると、実

証実験はもちろん、ユーザーのニーズを吸い上げて定期的にメーカーなどにフィードバッ

クをする必要性もある。生活支援ロボットでは最終的なユーザーは日本国民（もちろん海

外への輸出の可能性もある）まで広がる。 

また、ベストプラクティスの共有・普及では、常にステークホルダーの途中段階も含め

た成果をフォローしつつ、その中に含まれる有効な共有情報を見極めて、事例の紹介をし

ていかなくてはならない。この役割だけで、１つの組織が担当しても良いくらいの作業ボ

リュームが必要になると考えられる。 

 

3.1.4 国際標準化で強い日本を 

 

次の役割は「② 国際標準化活動の推進に向けた情報共有、共通課題の整理及び対応策の

企画・立案」である。IT 革命では、規格の標準化以上にデファクトスタンダードが価値を

持っていたが、これは、扱う対象のほとんどが電子データであったためで、リアルの世界

との接点は、キーボードとモニター、プリンターがメインだった。ロボットは違う。さま

ざまな利用シーンでロボット自体が接点となる以上、たとえば、そこに求められる安全性

はデファクトによって生み出されるものでは不十分と言える。安全を担保できる国際標準

が必要になり、ある分野のロボットが標準化策定の対象になり、最初に基準を満たす製品

を出すことによって、世界をリードすることが可能になる。 

実際パナソニックは生活支援ロボットの安全規格である ISO13482 の策定を主導し、認定

第 1 号となるロボットを製作したことで、タイのロボット開発・国家プロジェクトへの参

画を実現している。 
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ロボット産業において今後、標準化が急がれる分野としては、ロボット OS・ミドルウェ

アや共通プラットフォーム、ロボット同士のネットワーク化などがあり、これらの分野で

アドバンテージを握ることは、日本のロボット産業の優位性を確保することにつながる。

しかし、日本としては苦戦が予測される AI （人工知能）などの分野も含まれているため、

大きな努力を払う必要があるだろう。 

次は「③情報セキュリティの確保の方策の企画・立案」である。ロボットの物理的な安

全稼働を考えるのと同様に重要になるのが、情報セキュリティだ。スタンドアローンで、

与えられたプログラムに従ってロボットが動いていたのとは様相が変わってきている。ロ

ボットの自律化とネットワーク化により、ロボット自体が情報を収集し、それをクラウド

などへ送信、他のロボットとも共有するようになると、そこには情報の漏えいや改ざん、

また改ざんされた情報のフィードバックによる誤作動の危険などが考えられる。こうした

危険を未然に防ぐための方策が必要になる。 

 

3.1.5  あらゆるシーンでの調整役 

 

4 番目以降の役割で協議会が期待されているのは、調整役であり、情報のハブとなるこ

とである。「④国際プロジェクト等の企画・立案」「⑤実証実験のための環境整備」は、国

の研究機関や地域の特区などが現場となるが、それらを推進していくためには、法整備な

どを含めた調整が必要となる。「⑥人材育成のための企画・立案」は、今後不足が予測され

るロボットの開発、実装のための人材を育てる必要があるためだが、特にシステムインテ

グレーター（SI）の不足は深刻になると予測されているため、産業技術総合研究所（AIST）

や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などとの連携が必要になる。「⑦関係機関

との連携による研究開発、規制改革等の推進」は、④⑤⑥を実行していくうえで必要にな

る。 

「⑧国際連携を含めた関連情報の収集・発信、普及・啓発事業の推進」の例として、報

告書の中では、日本と EU の医療介護分野でのロボットの規制に関する協力を説明している。

今後の各国の法整備は、それぞれの既存の法律に縛られるから、二国間や三国間で法制の

調整も必要になってくる。ロボット創出力の強化には、これだけ広範なアクションを実行
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する必要があり、これらすべてにかかわる情報が協議会に集中する。これによって、ロボ

ット革命を加速していくことが可能になる。 

 

3.1.6  3つのワーキンググループ 

 

「ロボット新戦略」のまとめのタイミングから構想されていたのが、ワーキンググルー

プによる議論、検討の効率的な推進である。当初構想された 3つのワーキンググループ「IoT 

による製造ビジネス変革ワーキンググループ」「ロボット利活用推進ワーキンググループ」

「ロボットイノベーションワーキンググループ 」がすでに立ち上がり会合を重ねている。

協議会は「IoT による製造ビジネス変革ワーキンググループ」の事務局を担当しながら、

各ワーキンググループの迅速な議論とその成果のアウトプットを目指して連携していく。 

2016 年度のロボット関連の予算概算要求は前年度予算より 100 億円以上増加した 294.1 

億円という数字になっている。今後ますます加速するイノベーションの創造、展開に向け

て、協議会の役割はさらに重要になってくるだろう。 

  

■図 3.1.6  

 出所：経済産業省 
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3.2  革命実現のための三本柱［2］ロボットの活用・普及（ショーケース化） 

『2020TOKYO オリンピック』はロボットショーケースになるのか？ 

 

「ロボット新戦略」三本柱の 2番目にあげられているのが「ロボットの活用・普及（ショ

ーケース化）」である。これは、日本製ロボットの海外販売戦略を展開する前提として、国

内での社会実装を先行させるという考えだが、ショーケースとしては、2020TOKYO オリン

ピック・パラリンピックが、大きなチャンスになり得ると考えられる。本章では、2020 TOKYO

オリンピックがロボットショーケースとなる可能性について考察する。 

 

3.2.1  オリンピックでロボットがおもてなし 

 

2020 年、日本が世界一のロボット利活用社会としての「ショーケース」になることは可

能だろうか？「ロボット新戦略」の三本柱のなかでも、人によってイメージが異なると思

われるのが、この「ショーケース」という表現である。コミュニケーションロボットのメ

ーカー関係者からは、「きっかけがあれば爆発的な普及も可能」という声はあり、関連団体

なども社会実装を優先した開発スケジュールを主張している。しかし、今から 5 年後に、

国内の隅々までロボットがいきわたり、全国津々浦々がロボットのショーケースとなるこ

との想像は困難とも言える。 

しかしながら、集約的なショーケースを展開することは可能なのではないか？2020年、

東京ではオリンピックとパラリンピックが開催され、海外から多数の観光客、そして報道

メディアが来日する。彼らに新たなロボット大国としての日本をアピールすることは、日

本のロボット戦略において非常に大きな効果を発揮すると期待される。 

 政府も当然、このポイントには注目しており、内閣府の「2020 年オリンピック・パラリ

ンピック東京大会に向けた科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」の冊

子「Innovation for Everyone 2020 ～全ての人が主役になれる社会づくり」の中で、その

イメージが紹介されている。 

プロジェクト①の「スマートホスピタリティ」では、技術紹介の中に「ロボット技術」

を利用し、競技大会会場の周辺に多言語翻訳システムを搭載した会場案内・情報提供ロボ

ットを配置するという。また、プロジェクト③「社会参加アシストシステム」の展開イメ

ージでも、アシストスーツによるリハビリや大会運営サポート、センサー付き自動運転車

いすによる安全な通行などがあげられている。アシストスーツの技術開発は、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「福祉用具実用化開発推進事業」や日本医療研究開

発機構（AMED）の「ロボット介護機器開発・導入促進事業」で進んでいるが、イノフィス

（菊地製作所と東京理科大学）の「マッスルスーツ」やサイバーダインのロボットスーツ

「HAL」が実用化されており、こうした技術をオリンピック会場でも活用しようという考え

だ。 
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会場となる東京以外でも、国内の代表的な観光地をまずはショーケース化していくこと

で、より広範なインパクトを海外からオリンピックを見に来る観光客や、その報道に訪れ

るメディアに紹介できるのではないだろうか。 

ホスピタリティについては、芝浦工業大学などが参加する「ベイエリアおもてなしロボ

ット研究会」が案内ロボットの自作に向かって動き出しており、こうした民間からの動き

も 2020年に向けて増加、加速していくだろう。 

 

 

 

 

  



19 

 

3.2.2 ロボット国際競技大会でのアピール 

 

同じ 2020 年に開催を予定しているロボットのオリンピックともいえる競技大会も、当然

アピールの場になる。 

ロボットの競技大会としては 2004年にサンフランシスコで「ロボリンピック」が開かれ

たことがあるが、この時はロボットサッカー、ロボットトライアスロンなどスポーツ系の

種目が多かった。サッカーはその後も「ロボカップ」などの流れがあり、参加者を見込め

る種目ではある。競技のわかりやすさや世界各国からの参加のしやすさを考えると、スポ

ーツ種目がまったくないというのも考えづらい。日本では今年で 27 回を数える「全日本ロ

ボット相撲大会」があるほか、毎年競技を検討しルールブック策定から実行される高専の

「ロボコン」などはテレビ放送されるほど国民に浸透しているなど、さまざまなロボット

競技大会の実績がある。 

しかし、ロボットの社会実装が最終目標である以上、ロボリンピック的な競技種目ばか

りでは終わらない可能性が高い。医療・介護、災害対応・インフラ点検、農林水産業、製

造業、サービス業、エンターテインメントなどロボット革命の重点分野について、課題解

決を見せる競技が複数選定されるのではないか。 

「ロボット新戦略」によれば、2016 年中に競技内容が決定される予定である。ロボット

革命イニシアティブ協議会のイノベーションワーキンググループでは競技選定の議論が進

み、2018 年にはプレ競技大会が開催される。 

 

 

 

  

■図 3.2.2  

 出所：経済産業省 
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3.3  革命実現のための三本柱［3］世界を見据えたロボット革命の展開・発展  

－産業構造変革と世界市場の変化に向けて－ 

 

3.3.1 日本のロボット産業が考えるべき海外戦略 

 

日本のロボット戦略は、国内普及による高齢化社会対策という一面とともに、主要輸出

産業としてのロボット産業の強化も目指している。それを実現するためには、現在、世界

で起こっている産業構造の変革と市場の変化を正確に把握して臨む必要がある。 

本章では、「世界を見据えたロボット革命の今後の展開と発展」について考察する。 

 

3.3.2 テクノロジーが迫る産業構造変革 

 

「ロボット新戦略」の三本柱の最後は、広範な分野への発展を目指す「世界を見据えたロ

ボット革命の展開・発展」である。 

前提となるのは、ロボットが相互に接続しデータを自律的に蓄積・活用しながらビジネ

スを推進するためのルールや国際標準の獲得などだ。 

2 本目の柱として「ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）」があげられてい

るため国内普及優先の印象があるが、急速に変化しているロボットを巡る世界状況は、指

をくわえて見ていたのでは置いて行かれかねないスピードで進んでいる。 

「ロボットが相互に接続しデータを自律的に蓄積・活用する」というのは、ロボットのネ

ットワーク化、センサを駆使した IoT、AI といった技術の利用を指しているわけだが、ネ

ットワークや IoT、AI は、ロボットのみに利用されているわけではなく、産業用ロボット

最大のユーザーである製造業自体が、こうした技術を利用して変わろうとしている。 

その動きの代表が、ドイツの「インダストリー4.0」であり、アメリカで GEが主導する

「インダストリアル・インターネット」だ。インターネット、クラウドの普及を前提に、

IoT、ビッグデータ、AI という新しいテクノロジーの活用により産業構造を変革し、新時

代の産業革命を遂行しようという動きは世界から注目されている。 
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3.3.3 IoT が製造業の復権を後押しする 

 

これまで情報を制する者がビジネスの勝利者になるというのは常識と考えられていた。

インターネットが普及しはじめた時代にあっては、情報をインターネットに乗せ、処理や

判断のスピードを加速することが主な手法だった。 

しかし、ビッグデータおよび IoT の時代には「情報」の再定義が必要になる。 

現在の AI は、膨大な情報の中からある種の法則性や規則性など、さまざまなパターンを

抽出し、これに基づいて知的な判断を下す。このように大量のデータを統計・確率的に処

理して各種のパターンを導き出す技術は「機械学習」と呼ばれ、現在の主流となっている。

一方でこうした「統計・確率型の AI」では、精度を高めるために圧倒的なデータ量が必要

となる。こうした実社会を流れる情報を得るため、モノ＋センサに対する期待が高まって

いるといえる。 

これまではインターネット上のデータをいかに処理でき、結果を出せるかという点で IT 

企業に優位性があったわけだが、モノとデータが完全に結び付いている状態では、IT 企業

もモノに張り付く必要がある。データ、情報を処理する共通プラットフォームが共有され

れば、データ処理をする者ではなく、データを取得し所有する者が情報を握ることになる。

これは工業生産者の復権を意味する。これまで独自のサービスを提供することで主権を握

ってきたインターネット企業は工業生産者の SIer化を余儀なくされるかもしれない。イン

ダストリアル・インターネットにおいて、主役はモノの生産者である GEである。 

ビッグデータ、IoT 時代の IT 企業対第 2 次産業の覇権争いに向けて、現在、第 2 次産

業サイドが、自分たちに適したプラットフォームを着々と建設している。しかし、IT 革命

の主役であった巨大インターネット企業もやすやすと第 2 次産業に従属するつもりはない。 

グーグルは以前から世界のあらゆる情報を集積してきた。Google Car の自社生産という

動きも、リアルの情報に対するかかわり方を広げようという試みだろう。 

グーグルはもちろんだが、その他の多くの巨大 IT企業は AIに活路を求めようとしてい

る。アマゾンもマイクロソフトも、第 2 次産業サイドの共通プラットフォームに、AI によ

って差別化された付加価値を加えることで、産業全体、経済全体をリードしたい。この戦

いの帰趨が見えるのは、まだ先になる。 

ロボット革命イニシアティブ協議会では、当初より予定していた 3つのワーキンググル

ープのうち先行して活動を開始した「IoTによる製造ビジネス変革ワーキンググループ」が、

ドイツのインダストリー4.0 やアメリカのインダストリアル・インターネット・コンソー

シアム(IIC)などの動きをとらえ、日本の遅れている領域、進んでいる領域を検証し、アク

ションにつなげていくための方策が検討されている。そのために第 1 回会合では SAP ジャ

パンの馬場渉氏による「SAP からみたインダストリー4.0 の意義について」や、日本 GE の

荒井一広氏による「GE のインダストリーインターネットの取り組みについて」などの報告
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も寄せられている。また、2015 年 9 月にはウェブサイトに、「インダストリー4.0 実現戦

略 JETRO 調査レポートについて」を掲載、取り組みを追っている。 

 

3.3.4 日本は産業構造変革には未着手 

 

そうした状況の中で、日本のポジションについて考えると、日本の技術力はインダスト

リー4.0 とインダストリアル・インターネットの両陣営から期待されているが、どちらに

与するにしても、他国の作成した標準を採用することで、国際的な競争力に問題が出るの

ではないかという懸念がある。OS やインターネット、スマートフォンなどで味わってきた

後追い感を、今後の国際競争の中でも持ち続けなくてはならないのではないかという考え

である。 

日本は産業構造全体の変革に関しては未着手だ。「日本再興戦略 改訂 2015」でも、「新時

代への挑戦を加速する」と銘打ちながら「IoT・ビッグデータ・人工知能による産業構造・

就業構造変革の検討」については「来年春頃までに検討」となっている。2015年 10月には

甘利明経済再生担当大臣（当時）が「『官民対話』の創設を通じて、民間企業に対し設備更

新を通じて IoT、ビッグデータ、人工知能による新たな経済社会へと新陳代謝を促す、その

ための規制緩和などに取り組む」とインタビューに答えており、新産業革命の覇権争いに

参入する意思は示しているものの、IT 革命でアメリカに遅れを取ったのと同様、また他国

の後塵を拝することになる危険性は払しょくしきれていない。 
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3.3.5 日本の勝利の鍵を握るロボット 

 

しかし、2014 年の「日本再興戦略 2014 改訂」では、「ロボットによる新たな産業革命

の実現」がうたわれていた。ロボットはかつての蒸気機関のように新しい産業革命のキー

デバイスとなり得るかもしれない。 

実際に、2014 年に立ち上がった「ロボット革命実現会議」は 2015年 1月には 5カ年計

画となる「ロボット新戦略」をまとめあげ、5 月には新戦略を推進するエンジンである「ロ

ボット革命イニシアティブ協議会」が設立され、すでに複数のワーキンググループがアク

ションプランの実現に向けて討議に入っている。非常にスピード感のある動きだ。 

IoT、ビッグデータがドライブするデータ駆動世界では、センサの役割が非常に重要にな

る。インターネットにつながるモノがセンサを持ち、そこから収集されたビッグデータが、

産業のあらゆるステージで活かされるようになる。日本は要素技術であるセンサの生産で

は突出しているが、それだけでは部品として海外のフレームワークの中に取り込まれてし

まうかもしれない。 

しかし、ロボットが急速に普及した場合、ロボットにより生活や産業の現場から収集さ

れるデータは、現在、世界に存在するセンサすべての情報をしのぐデータ量とデータの性

質の多面性を獲得するだろう。例えば、家庭内で利用される製品自体がセンサを持ってい

るとしても、その利用のされ方を別の視点からフォローできるロボットの存在があれば、

利用情報は重層的、立体的になり、新たな付加価値を生み出す。製品のセンサでは、その

製品が喜んで使われているか否かまではわからないが、ロボットにはそれも確認可能であ

る。 

つまり、ロボットビジネスの覇権を握ることは、IoT、ビッグデータの前提となる膨大な

データ収集というレイヤーにおいて新しい産業構造をリードする資格となり得る。 

これが、「ロボット新戦略」三本目の柱である「世界を見据えたロボット革命の展開・発

展」が目指す方向である。 

もちろん、日本の現在のロボット技術のウィークポイントとして、AI 分野での巨大イン

ターネット企業に対する遅れを指摘する向きはあるだろうが、ロボット開発の中で、この

弱点を払しょくしていける可能性はある。インターネット企業対第 2次産業連合の覇権争

いをグローバルな視点で見た場合、日本のポジションはまだ見えてきていないが、ロボッ

ト大国であることを継続できれば、世界に伍していけるポジションを獲得できる可能性は

ある。そのためには、国際標準の獲得などの努力も継続する必要があるだろう。 

 

3.3.6 勃興するアジアのロボット産業 

 

もちろんロボット市場を産業構造の変化のみで眺めていてはいけないだろう。現状の産

業構造の中でも、グローバルな変化は起こっている。 
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従来から産業用ロボットが活躍していた製造業については、自動化ニーズが増大し、成

長が継続している。その中で、注目すべき存在は 2013 年に産業用ロボットの年間導入数で

トップになった中国である。産業用ロボットの導入数の 75％は日本と中国、韓国、ドイツ、

米国の 5 カ国が占めているが、その中でも中国の伸びはすさまじい。 

さらに中国はユーザーの立場に甘んじているだけではなく、ロボットの生産者としても

急激に力を付けてきている。ロボット産業は中国政府の 10 年計画「中国製造 2025」の 10

の主力分野の 1つにもあげられており、2014 年には 1万 7000台を出荷するなど順調な成

長を遂げている。 

ロボット産業全体の中でアジア市場は大きな割合を占めており、日中韓以外にも台湾や

タイなども成長している。インダストリー4.0 も、インダストリアル・インターネットも、

この巨大なアジア市場を無視するわけにはいかない。日本は欧米の動き、アジアの成長の

両者を見据えながら、独自のロボット成長戦略を早急に確立し、進めていかなければなら

ない。 
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3.4 「ロボット新戦略」の課題 

 

3.4.1「ロボット新戦略」で表明された危機感 

 

少子高齢化による人手不足や、サービス部門の生産性向上という日本の課題を解決し、

今後の世界戦略としてロボット産業を育てていく目的で策定された「ロボット新戦略」は、

その前提として、日本のロボット産業の将来に対して強い危機感を表明してもいる。世界

の産業用ロボットシェアの 50％以上を占めるロボット大国日本は、今、テクノロジーの進

化とロボット産業の構造変革という大きな変化にさらされている。「ロボット新戦略」はこ

の状況を克服するための方策として構想され、今後、その真価を問われることになる。本

章では、「ロボット新戦略」実現のための課題について考察する。 

 

ロボットの製造業分野で現在の 6000 億円を 2 倍の 1.2 兆円に、非製造分野で現在の 600

億円を 20倍の 1.2兆円へと成長させることを目標として掲げる非常に前向きな「ロボット

新戦略」だが、国内ロボット産業についての強い危機感も表明されている。 

 

“仮に、日本が、ロボット開発における着眼点や、ビジネスモデルの検討の視点におい

て、こうした動きに取り残された場合には、ロボット分野においてもガラパゴス化し、も

のづくりでは勝ってもビジネスで負けるという懸念が強まることになる” 

──「ロボット新戦略 」第 1 章 第 2 節 第 2 項 ロボット大国日本に忍び寄る危機── 

 

日本は、稼働台数と出荷台数で世界第一位の「ロボット大国」（ロボット稼働台数約 30

万台、世界全体の 4 分の 1）であるが、「ロボット新戦略」では年間 130％以上の成長率を

目標に掲げながら、こうした危機感を示さざるをえない背景には、ロボットビジネスのモ

デルの変化や、各国のロボット産業への注力がある。 

産業用ロボットは 2009 年には大きな落ち込みがあったものの、世界的に見ても成長産業

である。前章で述べているように、2014 年には出荷台数が 22 万 9000 台に上り、2002 年

と比較すると 4 倍近い数字になっている。急速な技術の進歩を考えると、今後はさらなる

成長が予測されるため、ここにリソースを集中してくる国は多い。また、産業用ロボット

は従来から第 2 次産業との結び付きが強いため、工業の活性化の一環としてロボットを強

化しようという動きもある。 

 

3.4.2 加速する各国の製造業再生戦略とロボット戦略 

 

その代表的なものとしてはドイツ政府が主導する「インダストリー4.0」があげられる。

これは新たなテクノロジーによる製造業の復権であり、そのフレームワークを世界標準に
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しようという方向性を持っている。欧州各国をはじめ、中国や台湾などのアジア勢も、こ

の枠組みを採用していこうとする動きがある。 

また、アメリカでは GE（ゼネラル・エレクトリック）を中心とした「インダストリアル・

インターネット」の取り組みがある。ターゲットとなるのは製造業だけでなく、エネルギ

ー、ヘルスケア、公共、運輸などがあげられる。この活動の中心となる「インダストリア

ル・インターネット・コンソーシアム(IIC)」は GE、インテル、シスコシステムズ、IBM、

AT ＆ T の 5 社で創設され、欧州や日本も含むアジアの企業もメンバーとなっている。 

どちらも手法としては、さまざまな機器やモノにセンサーを搭載することでデータを収

集して、シミュレーションや分析の結果をフィードバックする。これにより、これまで分

断されていた製品のライフサイクルをトータルに管理できるようになる。 

従来、工業製品の製造管理は工場の中、あるいは流通までだったが、原材料からはじま

って製造工程、ユーザーによる使用、リサイクルまでをライフサイクルととらえ、それを

追跡管理するプラットフォームを業界横断的に保持することで、さまざまな段階での効率

化が進み、ユーザーの便益の向上が期待できる。GE のジェフリー・イメルト CEO は「すべ

ての製造業は、データ解析企業になる」と述べている。 

一方、ロボット分野に限定しても、各国とも活発な投資を進めている。アメリカ政府は

2011 年に「国家ロボットイニシアティブ」を発表し、ロボット分野の基礎研究に年間数千

万ドル規模の支援を行っている。欧州では、2014 年に欧州委員会と約 180 の企業と研究機

関が共同し、ロボット分野の研究プロジェクト「EU SPARC Project」を立ち上げ、実用ロ

ボット開発に合計 28 億ユーロ規模のプロジェクトを予定している。中国政府も 2012 年の

「智能製造装置産業発展計画」において、2020 年までに国内の産業用ロボット売り上げを

10 倍の 3 兆元にする目標を明らかにし、2015 年の「中国製造 2025」でも、ロボットを 10 

分野の重点産業の 1つに指定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造業とインターネットの融合に向けた動き】 
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3.4.3  アメリカ IT 産業がけん引する AI 

 

日本が不安を抱えるもう 1つの要因は人工知能（AI）技術での立ち遅れである。 

AI はロボット産業における必須テクノロジーとして注目されている。今後、人間とロボ

ットの空間共有が進むと予想されており、産業用ロボットの分野においても、工場内で人

と協働できるロボットがひとつのトレンドになっている。さらに介護をはじめとしたサー

ビスロボットの普及において、安全性の確保や、人とのコミュニケーションなど、ロボッ

トには高度の判断が要求されるようになる。このため、AI の重要性は高まっていくだろう。 

人工知能研究の世界的権威、レイモンド・カーツワイル氏は 2045 年にはコンピュータの

知性が人間を超えると予想しており、多くのホワイトカラーの仕事がコンピュータに取っ

て代わられる可能性がある。そうなった時には人の仕事を代替するという観点で、AI は現

在の工場内の産業用ロボットと類似の存在になる。 

AI 技術で現在、世界をリードするのはグーグルだ。検索のための言語理解から出発した

グーグルの AI 研究は、近年急速な進歩を見せている。2015 年 6 月にグーグルのブログ上

で発表された、AI が作成した絵画的画像に度肝を抜かれた人も多いだろう。 

グーグルは創業以来 200 社近くを買収してきたが、かつてのインターネット企業中心か

ら、2013 年以降はロボットと AI 分野での精力的な M&A にシフトしている。これまでイン

ターネット上に展開してきた戦略を、より現実世界に拡大する方策ともいえる。同社が実

験を重ねている自動運転車の自社生産を視野に入れているとの報道もある。AI については、

2013 年 3 月には DNN リサーチ社を買収、さらに 2014 年 1 月には英ディープマインド社

を、同年 10 月には、ダーク・ブルー・ラブス社と、ビジョンファクトリー社を買収するな

ど、AI への投資集中を進めている。 

AI でグーグルとしのぎを削るのは、技術的には別のアプローチを取り、質問応答システ

ムとして有名になった「Watson」を開発した IBM が代表だが、フェイスブックやアップル、

マイクロソフト、ツイッターなどクラウドに基盤を置く企業も AI 研究の強化を推し進めて

いる。 
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3.4.4 日本のロボット産業界で危機感の共有は進んでいるのか？ 

 

しかし、日本の現状はというと、一枚岩ではない。産業用ロボットメーカーは、中国の

脅威こそ感じてはいるが、トップランナーとして個々で対応を図っている。政府が急激な

成長を目論むサービス・生活支援ロボットの分野ではまだ多くのプレイヤーがベンチャー

であり、市場への参入を模索している段階である。つまり、「ロボット新戦略」の他に、個々

のベンダーの多様な「ロボット戦略」が存在している段階だといえる。 

「ロボット新戦略」の主眼は日本のロボット産業全体が世界に遅れることなく、競争力

を維持していくための施策である。現在、産業用ロボット技術では日本はトップクラスだ

が、これからのロボット市場で必要となる IoT、AI 系の要素技術のうちで明らかなリード

を保てているのは顔認識などの画像処理系技術、監視カメラ系の技術くらいである。AI 技

術とロボット OS（オペレーティングシステム）のスタンダードを海外に握られた場合、日

本はロボット産業において世界の下請け工場化となる危険性もある。ロボット大国と呼ば

れる日本のポジションも数年後には数字としても否定されるかもしれない。こうした危機

感をロボット業界が共有しなければ、「ロボット新戦略」の 5 カ年計画が示す成長は実現さ

れないだろう。「ロボット新戦略」は、分野別に工程表を作成しているが、スケジュールの

なかで現在確実に達成できているのは、ロボット革命イニシアティブ協議会の設立までで
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ある。その後のスケジュールは、「ユーザーニーズに沿った重点分野における技術開発」な

ど、まだ抽象的な言葉で記載されている。これらを具体化していく細かい項目の実現スピ

ードを上げていくことが期待される。 

トヨタ自動車は AI 分野でアメリカのマサチューセッツ工科大学（MIT）やプリンストン

大学と連携して研究所が開設する予定であり、グローバルに課題を打破する姿勢を示して

いる。ロボット事業者は、個々が世界のロボット産業の趨勢を把握しながら、対策を構築

していかなくてはならない。 
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４章 産業用ロボットの技術革新と人協働ロボットの運用 

 

4.1 産業用ロボットのイノベーションに向けて 

 

 「2.1.2」で述べた通り、日本ロボット工業会によると 2015 年の産業用ロボットの年間

生産額（会員+非会員）は、前年比 6％増の 6,300 億円、2016 年は同 6％増の約 6,700 億円

に上ると見込まれている。出荷台数が 12 万台を超え、過去最高を記録した 2014 年に引き

続き好調をキープし続けると予想されている。一方で、いまや世界一の需要国となり有力

な現地メーカーも登場している、中国に代表されるアジア諸国の追随があり、ロボット産

業の国際競争が激化しつつある。これをいかにして乗り切るかがロボット産業のみならず、

わが国の生産財産業全体の重要な課題となっている。 

 例えば、IFRの「World Robotics 2014」「同 2015」や CRIA（China Robot Industry Alliance）

のコメントなどもとに中国市場の状況を推定すると、表 4.4.1-1 のようになる。日本製ロ

ボットの販売台数も伸ばしているものの、中国製ロボットの急伸により市場シェアを落と

している。2012 年頃の中国製ロボットは、スペック表（チャンピオンデータと推測される

数値）などをもとに推定したパフォーマンスレベルが日本製の 7 割程度で、簡易なマテハ

ンを中心とした用途にとどまっていた。 

このような販売台数の拡大は、中国製ロボットが着実にパフォーマンスを向上した結果

であり、相当キャッチアップしてきたと想像される。そこで、本節は、ロボット産業にお

ける競争力強化のための着眼点に触れ、材料・要素技術と基本原理のイノベーションの両

面から述べる。後者は「平成 25年度報告書」で触れた、ビジュアルサーボ応用システムの

一例から、その可能性を探る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 表 4.1.1-1産業用ロボットの中国市場シェア  

*日本製ロボットには中国での現地生産分も含まれる。 
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4.1.1 材料・要素技術に注目する 

 

 ロボット産業における競争力強化を考察するにあたり、関連要素技術およびその広がり

を整理すると、図 4.1.1-1 のように示される。約 10 年前の 2000 年代半ばに、今後のわが

国のモノづくりの拠り所を示すキーワードとして「モジュラーデザイン（組み合わせ型）」

「インテグラル（擦り合わせ型）」が提示され、統計データなどをともに後者に国際競争力

があることが提言された。その考えなど踏まえてまとめたものであり、センサ・コントロ

ーラ・アクチュエータなどの構成要素の組み合わせ型である産業用ロボットそのものは、

国際競争の視点で見ると最も追随されやすい。 

機械製品は“見様見真似”から始めても 7 割程度の水準までは実現できる傾向にあり、

現在の中国製ロボットは、すでにそれ以上のレベルにあると見込まれる。かたや、中国の

弱点はキーパーツの海外依存（特に日本製依存）とアプリケーション技術の未熟さにある。

2011年からの第 12次 5カ年計画では「智能製造装置産業発展計画」において要素技術への

開発投資が明記されたことから、中国自身が認識していることが伺える。 

このような要素技術への開発投資は、将来的には有力な中国製キーパーツの登場が予想

されるが、短期的な視点で見れば、研究開発を通じて要素技術の特性の理解につながり、

より高水準の産業用ロボットの開発・製造に至ると見込まれる。ゆえに、組み合わせ型の

対比となるシステムエンジニアリング技術が引き続き、わが国の競争力の根源となるであ

ろう。これに加え、現状は中国の弱みであるが、将来的な同国の追随を困難とする意味で

ロボットの基本構造の変革につながる材料・要素技術のイノベーションも重要となるであ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 4.1.1-1 ロボット関連技術と国際競争力 
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 こうした議論を先導してきた日本ロボット学会産学連携委員会では、コストダウンを切

り口に課題設定を行っている。その検討プロセスをまとめたものが図 4.1.1-2 である。た

だし、技術イノベーションによるコストダウンを追求しており、理想とする材料や部品を

業界間協力により開発することも視野に入れている。 

また、現在の産業用ロボットの構成にはこだわらず現実のニーズに寄り添いつつ、ロボ

ット以外の一般産業機械への波及効果も大きいことを狙いとしている。その結果、コスト

ダウンのための設計製造技術面と制御技術面における要因抽出を踏まえ、これらを可能に

するための目標設定として「（1）ケーブルを 1本も使わないロボット」「（2）機械油を一切

使わないロボット」「（3）現行の半分以下のエネルギー消費」「（4）自身の体重以上の可搬

質量能力」をあげている。さらに、その先の目標として全身が樹脂製で構成されるロボッ

トの実現にかかる課題抽出を見据えている。 

 

 

■図 4.1.1-2 材料・要素技術からのコストダウンアプローチ 

 

 以下、① ～ ④にかかる現状の課題と目標達成による効果を述べておく。 

 まず①および②は、現在のロボットで必須とされているパーツをあえて不要とすること

で得られるコストダウンメリットから導出されており、ケーブルは製造工程面で、機械油

は保守費用面での寄与が大きい。ロボット本体内にはサーボモータの駆動電力給電線やエ

ンコーダの信号線、スイッチ類の I/O 信号線などが組み込まれており、そのためにケーブ

ル実装は屈曲やこすれ対策がシビアとなり、品質トラブルの大きな要因となっている。 

また、機械油にかかる封止や適量管理などの製造課題と潤滑不良や漏出などの保守課題

は継続的な課題となっている。機械油の廃止を試みるには、例えば、摩擦や摩耗にも対応
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できるエンジニアリングプラスチックや複合材料の利用などが候補の 1 つとなり、後述す

る「【システム】【エレメント】【マテリアル】アライアンス」がカギを握る。さらに、機械

油を利用しているのは減速機などであり、機械油を不要とすることでロボットの構造設計

の自由度の向上にもつながる。 

 次に、③および④はエネルギーロスを低減するという意図によるものである。現状の産

業用ロボットは、モータ内部での損失、減速機構内の摩擦など全体で投入エネルギーの 30

～40％がロスとなっているとされる。その低減に向けては、設計製造技術面においては機

械の随所にあるエネルギーロスを減らすことと、根本的に仕事負荷を減らすという 2 点の

着目点がある。後者については、徹底した軽量化によりロボットの仕事量の低減につなが

ると見込まれ、先の課題と同様、部品点数の削減などに寄与する材料技術のイノベーショ

ンが望まれる。例えば、部品も含め全身が樹脂製のロボットを対象に、必需部品削減と省

エネから発展する技術革新を目的としたフィージビリティスタディで理想と現実のギャッ

プを把握し、そのギャップを埋めることで材料・要素技術のイノベーションを進めるとい

うシナリオが考えられている。 

 

4.1.2 【システム】【エレメント】【マテリアル】アライアンス 

 

 このような材料・要素技術のイノベーション実現は、材料技術と機構要素技術、通信技

術、プロセス技術の協力体制が必須となる。平成 25年度の報告書でも述べた通り、このよ

うな協業形態を「【システム】【エレメント】【マテリアル】アライアンス」という枠組みで

考えられている（図 4.1.2）。 

システムとしての機械、要素技術としてのエレメント、材料やデバイスとしてのマテリ

アルの三者の異業種間協業を通じて、より奥の深い技術を追求しようという試みであり、

これら三者間においては、例えば「センシングデバイスを組み込んだ機能部品の製造条件」

といった具合に実装プロセスが重要性を増す。ゆえに、この協業委おいては【プロセス装

置】や【検査装置】などの実装技術に関わる業界の協力も必要となる。 

 ただ、こうした個々の企業間を越えた連携は、業界内での協調課題としての認識の共有

が必須となる。それを促せるよう各関連団体および学会が支援し、活動母体としていくこ

とが求められるであろう。 
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■図 4.1.2 【システム】【エレメント】【マテリアル】アライアンス 

 

4.1.3 産ロボの基本原理の限界に挑む 

 

 平成 25 年度報告書では、産業用ロボットの基本原理に切り込むことの必要性を述べた。

現在のティーチング・プレイバック（教示・再生）方式をベースとした高速・高精度（パ

フォーマンスの追求）が限界に差し掛かりつつあり、かつ、エンドエフェクタの先で発生

する不確定要素（例えば、組立作業における把持ミスに伴う対象物の位置ズレなど）にフ

レキシブルに対応できていないという課題である。 

また、さらなるパフォーマンス向上を目指して頑強な制御系を構築したとしても、高速

化に伴うバックラッシやモデル化誤差により発生するシステムの不確定性の補償が難しい

という課題もある。一方で、ビジョンセンサを用いた視覚制御によりモデル依存度を下げ、

タスクの柔軟性を付与しようという試みもあり、その一例に米 Rethink Robotics社の双腕

ロボット「Baxter（バクスター）」をあげた。しかし、最大速度が 1.0m/sec（2012 年 9 月

の発表時点）と一般的な産業用ロボットに比してかなり遅く、生産財としてのパフォーマ

ンスに大きな課題を残すことを述べた。 

 こうした中、それに一石を投じる技術として注目されるのが、東京大学の石川正俊教授

らによる提案である。すなわち、1,000 フレーム/sec の高速ビジョンおよび高速アクチュ

エータによるローカルビジュアルフィードバックと新たなロボット制御手法「Dynamic 

Compensation（動的補償）」（図 4.1.3-1）である。同手法を汎用ロボットに搭載することで

対象物（ワーク）との相対精度を 0.1mm に抑え込み、ハイレベルでの高速・高精度の両立

とフレキシビリティの付与が見込まれている。 



35 

 

 

 

■図 4.1.3-1 動的補償の概念（図提供：東京大学 石川渡辺研究室） 

 

 Dynamic Compensation とは「高速ビジョンで得られた画像内の相対座標系で手先位置を

高速・高精度で制御し、システムや環境による不確定性を補償しながら、高速性と高精度

の両立を実現する新しいロボット制御手法」と定義される。同制御手法を実装した高速ア

クチュエータと高速ビジョンを搭載したロボットモジュールを汎用ロボットの手先（エン

ドエフェクタ）に搭載し、ローカルビジュアルフィードバックによりこれらをハイレベル

で両立させる。 

具体的には、基本動作は汎用ロボットが行うが、精密な位置決めは高速アクチュエータ

が担う。また、機械的なバックラッシやモデル化誤差などの不確定性は、高速ビジョンに

よりロボットと対象物との相対的な位置情報として計測し、高速アクチュエータによりこ

れらを補償する。 

 ビジュアルフィードバックには、画像に写り込んだ対象物とロボットとの相対的な座標

から制御する相対座標系を導入し、かつ手先位置のみを制御する手法を用いている。一方

で、絶対座標系をベースとした制御、すなわち画像から世界座標系、さらには作業座標系

へと座標変換する手法もあるが、この場合、座標変換に伴う誤差が大きな課題となる。こ

のような手先位置のみを制御するローカルビジュアルフィードバックにより、こうした課

題を解消している。 

 このような制御手法により、高速動作に伴うバックラッシなどによる手先の振動があっ

たとしても、対象物との相対位置が補償され、さらなるパフォーマンスの向上につながる。   
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また、搭載する高速アクチュエータの仕様（自由度）にもよるが、環境の不確定性にも

対応することができ、タスクの柔軟性ももたらされる。例えば、対象物の把持ミスや組み

付けミスなどへの対応も見込まれ、古典的な課題ながら、いまだに解決されていない高速

ランダム・ビン・ピッキングや、力覚センサレスでの高速ペグインホールの実現が期待さ

れる。実際、「2015国際ロボット展」では、対象物が変動した状態でも高速タスクが行える

様子を、同モジュールを実装した汎用ロボットによるペグインホールを通じて披露した。 

 また、産業用ロボットを利用する生産技術者の立場から見ても利点は大きい。生産現場

では教示に伴う誤差や治工具類の位置ズレや変形などの不確定性により、再度のティーチ

ングにより軌道計画を修正する場合がある。動的補償を実装したロボットでは、ラフなテ

ィーチングによるおおよその軌道計画や対象物の配置であっても、これらの誤差を補償し、

所定のタスクを実行することができる。結果、ティーチングにかかる作業負荷や治工具類

の用意にかかる手間が軽減される。 

また、手先位置のみを制御するローカルビジュアルフィードバックにより、これらのみ

の動作環境を固定するのみで外乱光などの影響が排除でき、安定した画像処理を容易に実

現できる。このように、従来にないハイパフォーマンスによる生産性の向上に加え、短期

間での生産ラインの立ち上げといった利点がもたらされると期待される。 

 

 本節では、平成 25 年度報告書で述べた産業用ロボットのイノベーションを取り上げ、新

たな試みを紹介した。紹介した石川研究室の提案手法は、同研究室の内覧会を通じて、国

内の主要産業用ロボットメーカーがすでに把握しており、実装を試みようとしているとこ

ろもある。数年後には実用化されているもの想定され、現在の産業用ロボットのパフォー

マンスの限界を突破し、大幅なコスト削減ならびに生産性の向上に寄与することで産業用

ロボットの生産財としての価値をより一層高めるものと期待される。 

 

4.2 人協働ロボットシステムの運用に向け 

 

 2013 年 12 月 24 日に人協働システムへの期待から、厚生労働省より基発第 1224 第 2 号

『産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第 150条の 4の施行通達の一部改正』の通知（い

わゆる 2号通達）がなされた。これは従来、明示されていなかった条件、つまり、「労働者

に危険が生ずるおそれがあるとき」「さくまたは囲いを設ける等」という、もともと裕度の

ある記載に対し、「“リスクアセスメントにより危険のおそれをなくす”あるいは“ISO 10218

に適合”という条件がクリアされれば、人協働作業が可能」という条件が明示されたもの

である。 

また、ロボットのマニピュレータなどの力および運動エネルギーが、2016 年春にも発行

される ISO の技術仕様書「ISO/TS 15066」で規定された数値以下であることが担保されれ

ば、人協働ロボットの設置および稼働が可能としている。もともと産業用ロボットの国際
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規格「ISO 10218」はリスクアセスメントをベースとしており、リスクアセスメントの実施

がより強く求められるようになったと言えよう。 

 同通達は、産業用ロボットメーカーを中心に好意的に捉える向きがあり、複数メーカー

が人協働ロボットを提案している。従来、産業用ロボットは稼働スペースを確保したうえ

で安全柵を設置し、また、ワーク搬送口には作業者がロボットに到達できないようダクト

を設置するといった対策が求められ、ショートライン化が難しいという課題があった。 

さらに、ロボットの調整時には安全柵のドアの施錠解除と作業後のドア施錠などが必要

となり、これらに手間と時間を要し、かつ設置コストを要するという難点もあった。しか

し、人協働ロボットの導入により安全柵を取り払うことができ、ショートライン化に加え、

ロボット調整が容易に行えるという利点がある。 

 

4.2.1 人協働のための技術の整備と知見の蓄積を 

 

 人協働ロボットの運用に向けた対応では、業界と行政が一体となった普及活動と各種技

術の整備に大別される。前者においては、（1）リスクアセスメントの啓蒙普及、（2）産業

用ロボットの国際規格「ISO 10218-1」および「ISO 10218-2」の理解の徹底および知見の

蓄積、そして、（3）リスクアセスメント連鎖のための仕組み整備と、その支援のための専

門人材の流通が求められよう。 

 （1）は、平成 25年度報告書で述べたので、ここでは割愛し、まずは（2）で規定されて

いる内容を整理しておきたい。ISO 10218では人協働ロボットシステムとして備えるべき共

通安全方策とシステムを、次のように規定している。（Ⅰ）ロボットの監視停止

（Safety-rated monitor stop）、（Ⅱ）ハンドガイドによる操作（Hand guide）、（Ⅲ）人と

ロボット間の速度・相対距離の監視（Speed and separation monitoring）、（Ⅳ）ロボット

の動力と力制限（Power and force limiting）である（詳細は ISO 10218を参照）。また ISO 

10218-2では、人協働ロボットのおもな適用例として、（a）受け渡し窓口（人手作業のある

部品供給や製品払い出しがある）、（b）インターフェース窓口（窓口で限定されているロボ

ットと人手作業の共存）、（c）協同作業空間（作業空間を有する）、（d）検査（ロボットの

作業領域で検査作業をする）、（e）ハンドガイドロボット（ハンドガイドによる作業）を規

定している。 

 例えば図 4.2.1-1は、三菱電機が公開した（a）の基本形であり、位置監視機能と速度監

視機能の組み合わせにより人協働作業を可能にしている。NC 工作機械にローディングする

エリアを「加工動作エリア」、ワークをピッキングしたり払い出したりする、作業者に近い

エリアを「搬送エリア」に区分けしており、ライトカーテンにより作業者の侵入を検知す

ると人協働作業を開始する。加工動作エリアでは低速動作をし、搬送エリアでは瞬時に停

止するように制御している。リスクレベルに応じて安全機能を設定することで、段取り替

えのたびに作業を停止することを不要としている。それぞれの監視機能は、駆動製品の機



38 

 

能安全規格 EN 61800-5-2に準拠しており、同時に上記の（Ⅲ）にも準拠している。 

 

 

■図 4.2.1-1  人協働ロボットの一例。作業者がいる方を「搬送エリア」としており、 

ロボットアームがこのエリアにいる際は速度制限をし、作業者の侵入を 

検出すると瞬時に停止するように制御している。 

 

 ただし、このような人協働システムの運用にかかる技術的な知見はまだまだ不足してい

る。具体的には、安全防護空間の構築にかかる物理的・仮想的な隔離方法や、協働作業空

間内での状況検知とそれに応じたロボットの制御方法、緊急時・危険発生時の安全対策な

どがあげられる。また、作業者の動作認識ひとつをとっても研究開発レベルは未成熟なと

ころがあり、センシングに代表される要素技術の充実が求められる。 

最近は、IoT（Internet of Things）化に伴う各種機械や実装するセンサ類がインターネ

ットにつながることで、作業者や環境の状況に応じて機械が自律的に人を安全側に誘導す

るといった考え方が提唱されている。その一例に、作業者の能力や熟練度が高い場合は停

止せずに速度を落としたり、低い場合は機械を停止したりするという「止めない安全」と

して、明治大学の向殿政男名誉教授らが提唱する「Safety2.0」があるが、このようなビッ

グデータや AIを活用した手法の研究開発も求められるであろう。 

 また、同時に人協働ロボットシステムの形態に応じたリスク低減方策をシステムに実装

するセーフティインテグレーション技術も必要とされる。例えば、統合生産システム（IMS）

の安全要求事項を規定した「ISO 11161」では、IMS 内でオペレータが作業を行う独自性と

特異性に対し、ゾーン形成（タスクゾーン）や制御範囲という概念を用いて、IMSの設計時

にリスク低減を図るアプローチを示している。タスクゾーンとは、オペレータが作業を行

える IMS 内および／または周囲のいずれかの事前に決められた空間であり、制御空間は特
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定装置の制御下で事前に決められた IMS部分を指す。 

また、リスク分析からリスク評価を行う手法として、設備で想定される作業者の作業内

容や機械との相互関係などをもとに行う「タスクベースアプローチ」が示されている。こ

うした事例の開示を通じて、セーフティインテグレーションにかかる知見を蓄積していく

ことも求められよう。 

 

4.2.2 リスクアセスメントの連鎖を 

 

 （3）については、ロボットメーカーから供給される産業用ロボットが「半完成品」であ

り、システムインテグレータによるシステム構築を通じて生産財となる特性上、求められ

る取り組みである。リスクアセスメントの連鎖とは、ロボットメーカーとシステムインテ

グレータ、エンドユーザー間でそれぞれが仕様上の情報と残留リスクの情報提供を共有す

ることを指す（図 4.2.1-1）。 

 産業用ロボットは半完成品として出荷されるがため、ロボットメーカーによるリスクア

セスメントの結果は残留リスクが多くなる。そこで、まずシステムインテグレータおよび

エンドユーザーそれぞれが配慮すべき事項として、これを明確にしておく。次にシステム

インテグレータがエンドユーザーの要求仕様を満足しつつ、リスク低減措置が講じられる

ようリスクアセスメントを実施する。そして、システムインテグレータは同様に、運用上

あるいはシステムの設置状況において配慮すべき残留リスクを明確にしておき、エンドユ

ーザーは運用にかかるリスクアセスメントを実施する。 

このような連鎖によりロボットシステムとしての安全性確保につなげることが重要であ

る。ただし、ここでは上流となるロボットメーカー側から下流となるエンドユーザー側に

残留リスクをあるがままに継承するだけではリスク低減措置に無理が生じる可能性がある。

従って、三者間で無理のない合理的な低減措置が講じられるよう情報の共有が求められる。 

 

■図 4.2.2-1 ロボット産業におけるリスクアセスメントの連鎖 
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ただし、平成 25年度の報告書でも指摘した通り、中小システムインテグレータおよび中

小のエンドユーザーのリスクアセスメントなどの啓蒙普及が不十分であり、このような連

鎖を形成するのは現状では難しい。安全の専門人材を流通させるなど、中小事業主への支

援体制を併せて構築することが求められる。 

 例えば、2004 年から開始した安全技術者を育成する「セーフティアセッサ資格制度」で

資格認証を受けた専門家を活用することが有効であろう。2015 年 9 月末時点で資格保有者

は 9,265人、保有企業は 985社に上り、また、同年 11月には日本電気制御機器工業会（（NECA）

と IEC（International Electrotechnical Commission）が国際規格化を検討していくこと

で合意し、安全人材育成スキームの国際標準化およびグローバル展開が図られつつある。   

また、平成 25年度報告書で指摘した中小エンドユーザーにおけるシステム承認にかかわ

ることで妥当性検証にかかるプロセスを組織的に分離し、安全性確保への妥協を防止でき

るものと期待される。したがって、こうした専門人材の流通および活用につなげるべく、

システム承認にかかる第三者による妥当性検証を義務化することを、業界団体として取り

組んでいただきたい。 
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4.3  事例の増大ととともに拡大する双腕ロボット 

 

 2013 年以降、双腕ロボットの市場投入が相次いでいる。安川電機やセイコーエプソン、

スイス ABB、川崎重工業などがその代表例である。安川電機が 2005 年 12 月に市場投入し

た当時、双腕ロボットに対し疑問符を投げかける産業用ロボットメーカーは少なくなかっ

た。当時、片方の腕でワークを保持し、もう片方の腕でボルトを締結したり部品を組み付

けたりするデモが披露され、治具レスを可能にする“新世代のロボット”として発表され

た。一方で、そのパフォーマンスの低さを指摘する声や、片腕 7 軸構成（安川電機が 2005

年に発表した初代 MOTOMAN-DA20 は片腕 6 軸構成）とすることで対象物へのアプロー

チの選択肢が増え、ティーチングにかかる負荷が通常ロボットの 2 倍以上になることなど

が問題視されていた。実際、このような構成のロボットを扱えるシステムインテグレータ

が限られ、市場拡大はおろか、活用事例は数えるほどだった。 

ところが、安川電機や川田工業など同市場を先導してきたメーカーによる事例の積み重

ねと、それを活用した自動化のインパクトの大きさにより 2010 年代以降は状況が変わって

いる。例えば、安川電機は当初、トヨタをはじめ自動車分野向けを中心に実績を上げてい

たが、近年は、電機・電子や物流、医薬品など様々な分野に利用範囲を拡大している。加

えて、バイオ・創薬分野に向け、既存の周辺機器を組み合わせることで分注や培養などが

行えるロボットシステムを提案し、臨床検査やバイオハザード実験向けなどでも実績を上

げている。 

また、2013 年 12 月に厚生労働省より通達がなされた基発第 1224 第 2 号『産業用ロボ

ットに係る労働安全衛生規則第 150 条の 4 の施行通達の一部改正』（詳細は「4.2 人協働ロ

ボットシステムの運用に向け」参照）の効果もある。例えば、ABB の双腕ロボット「YuMi

（ユミ）」と川崎重工の「duAro（デュアロ）」（スカラロボットを利用する点で他社と異な

る）は人協働での運用を提案している。 

 

4.3.1 各種センサの組み合わせで知能化 

 

 また以前より、双腕ロボットのさらなる市場拡大を期すためには、各種センサとの組み

合わせによる知能化が課題のひとつにあがっていた。ここ数年の 3 次元ビジョンセンサ（ス

テレオカメラや RGB-D カメラ）や力覚センサの低価格化により実装が容易となり、新たな

双腕ロボットが相次いで登場する要因のひとつとなった。実際、「2015 国際ロボット展

（iREX2015）」では今後、上市が予定される双腕ロボットが複数公開されている。 

セイコーエプソンは、その発表当時からプリンター組立作業への適用を宣言していたが、

宣言通り双腕ロボットによる自律的な作業を実演した（図 4.3-1）。3 次元ビジョンセンサに

よりワークを認識し、ハンド部に実装した力覚センサによりねじの締結や部品の嵌め合い

の際にかかる力を検出して、要求通りに組み立てているかを判定する。2017 年度の製品化
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を目指している。 

 

 

 

 

 

■図 4.3-1 セイコーエプソンの双腕ロボット

は正しく組み立てられているかを判断しながら

作業する 

 

 

 

 

 

 

 

THK インテックスは、双腕ロボット「NEXTAGE（ネクステージ）」と無人搬送車（AGV）

を組み合わせたシステムを公開（図 4.3-2）。人に代わってセル生産や部品の配膳作業が行

えることを示した。現在、生産量が変動する工程では人手作業で行うことで生産量を調整

しているが、このような移動可能な双腕ロボットを適用すれば、その投入台数を変更する

ことで調整することができる。変種変量生産が要求される工程を部分的または段階的に自

動化できると見込まれる。 

ABB は高速化した「YuMi（ユミ）」を公開し、人とロボットによる高速協調作業を披露

した。最大駆動速度は 1.5m/sec で業界最速という。高速動作時でも接触すると停止するよ

う制御しており、リスクを抑制することができる。 

 

 

■図 4.3-2 THK インテックスはセル生

産や部品の配膳作業に提案していた 
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4.3.2 システムエンジニアリング力が生かされる 

 

 平成 25 年度の報告書でも述べた通り、双腕ロボットの普及拡大には課題が多い。平成 25

年度時点で「参入予定なし」と回答した大手産業用ロボットメーカーは、生産財としての

価値に疑問符がつく主な理由として、垂直多関節ロボット 2 台と双腕ロボット 1 台を比較

してコストメリットがあるのかが悩ましいことと、双腕ロボットならではの用途（必要性）

が不明と指摘する声が多い。そのために、2 台を設置する方が合理的という考えが根強い。

また、システムインテグレーションにかかる負荷がいまだに大きいことも指摘される。汎

用ロボットもそうであるが、ロボットプログラムの再利用性という課題が解決されない限

りは、ワークやラインの変更のたびに専用ハンドや専用治具を用意する必要があり、双腕

ロボットは余計に手間がかかる。 

 しかし、見方を変えれば高度なシステムエンジニアリングが要求され、「双腕ロボットシ

ステム」としてわが国ならではの強みとなる可能性がある。例えば、「第 5 回 ロボット大

賞」で「次世代産業特別賞」を受賞した、グローリー埼玉工場内における通貨処理機（釣

り銭処理機）の組立ラインでは、複数台の NEXTAGE が周辺装置と同期しつつ、各種ツール

を持ち替えることにより、あたかも多能工のように様々な作業ができる（図 4.3-3）。電動

ドライバなど工具類を含めると、1台の NEXTAGEに対し 6～12本のツールを使用し、かつパ

ーツフィーダや治工具類も多数用意している。ティーチングを含む、そのシステムエンジ

ニアリング力は相当なものであり、グローリーの高い生産技術力があってはじめて双腕ロ

ボットを使いこなせることを印象づけた。 

このグローリーの例が示すように、そうした高度な擦り合わせが要求されるシステムエ

ンジニアリングは日本のお家芸であり、だからこそ双腕ロボットを運用できるといえる。

また、双腕ロボットのアプリケーションが多種多様であるのは、このように利用条件に応

じて複雑かつ緻密にシステム構築をしなければ運用できないからであって、双腕ロボット

としてのシステムエンジニアリング力を培い、双腕ロボットシステムとして海外展開する

方向性を目指すべきであろう。さらに、半導体製造装置や液晶パネル製造装置のように、

ロボットという装置のみに生産技術力そのものが実装されるものではないため、すぐに真

似されるようなこともないであろうと思われる。 

 

■図 4.3-3 双腕型産業用ロボットを導入した、グローリーの

生産ラインを視察する安倍首相（2014年撮影） 
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５章 サービスロボットの開発・普及動向と課題   

 

 本章では、我が国におけるサービスロボットの開発・普及動向、および課題について概

説する。 

 

5.1  国内サービスロボットの開発・普及の動向 

  

 第 3章で既述したように、日本政府が産業政策の柱に据える「ロボット革命」は、2020

年の東京オリンピックをマイルストーンに技術開発と利活用、標準化などの世界展開の 3

点で世界トップを目指す。日本は産業用ロボットでは先行するものの、サービスロボット

では実用化が遅れていると言わざるを得ず、機能を特化した実社会・生活において「役立

つ」ロボットの開発が求められている。 

 はじめに、災害対応ロボット、インフラ点検ロボットについて取り上げる。 

 

5.2 災害対応ロボットについて 

 

東京電力によると、福島第一原子力発電所では、事故の安定化および廃炉の推進のため

に、遠隔技術のロボットを活用している。これまで主に、人に代わってロボットが原子炉

建屋内の調査などを実施し、その後の作業計画に反映することで、被ばくなどの作業リス

クの低減に寄与している。 

 今後、建屋内高線量エリアでの除染作業や、原子炉格納容器/圧力容器内などの燃料デブ

リ取出しに向けた各作業において、遠隔技術の更なる活用を想定している。 

 ロボットとそれに関連する技術については、国内外の各企業および機関から支援・協力

を受けており、東京電力は、長期に渡る廃炉作業を着実に推進している。 

 

5.2.1 原発内で活躍する主なロボット 

 

ここで現在の技術レベルを整理する意図から、原発内で活躍する主なロボットを紹介す

る。日立製作所グループは東京電力福島第一原子力発電所建屋内の調査向けに、水中遊泳

型と配管移動型（図 5.2.1-1）のロボット 2機種を開発した。障害物を乗り越えながら水中

や壁面を走行したり、形状を変えて狭い場所を移動したりできる。同原発の燃料取り出し

作業に向けて、放射性物質を含む汚染水の漏えい箇所や容器内の破損状況、格納容器に残

された燃料の状態などの調査に活用する。 

 水中遊泳型ロボットは水中で床面を走行し、配管などの障害物があれば遊泳して乗り越

える。壁に近づくと床から浮上して機体を垂直にし、壁面に吸着して走行できる。大きさ
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が縦 60.5cm×幅 45cm×高さ 33cm、重量が 31.5kg。カメラや超音波測定器などを搭載し、

漏えい箇所の特定などに利用する。 

 配管移動型ロボットは配管内では直線状に、広い空間ではコの字に形を変えて走行。配

管内などの狭い場所を通ってその先の設備などを調査することを想定する。直線形状時の

大きさは長さ 64cm×幅 6.5cm×高さ 9cmで、直径 10cmの配管内を走行できる。最大５セン

チメートルの段差を乗り越えられ、隙間の空いた格子状の金網（グレーチング）の上でも

移動が可能。 

 上下に可動するカメラを搭載しており、格納容器内などを撮影して調べる。高放射線下

でも駆動できるよう極力電子部品を使わず、耐放射線性を 1,000Gr（グレイ）程度まで高め

た。  

 

■図 5.2.1-1  

出所：（株）日立製作所 ニュースリリース 

 

東芝と技術研究組合「国際廃炉研究開発機構（IRID）」は、東京電力福島第一原子力発電

所 2号機を調査するサソリ型ロボットの改良機を開発した。機体の凹凸をなくし、ケーブ

ルを束ねることで、調査中に障害物が引っかからないようにした。作業場所の除染など周

辺環境が整い次第、格納容器内に投入する。 

 サソリ型ロボは 2015年 6月に開発されて以降、作業場所の除染完了を待っている。この

間、調査操作の訓練と機体の改良を重ねていた。今回、尻尾のライトの出力を３ワットか

ら 10ワットに引き上げ、より遠くを撮影できるようにした。このライトとその横に並ぶカ

メラの筐体（きょうたい）を一体化させ、障害物に引っかかるリスクを減らした。同様に

機体のカバーや配線も工夫した。 

１号機に投入したヘビ型ロボは、床の段差にはまり動けなくなった。サソリ型ロボの改良

は地味だが、調査の成功の確率を確実に向上させる。溶け落ちた核燃料（燃料デブリ）の

直接観察を目指す。 
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■図 5.2.1-2  

東芝と技術研究組合「国際廃炉研究開

発機構（IRID）」の「サソリ型ロボット」 

出所：日刊工業新聞社 

「ニュースイッチ」 

 

 

 

  

三菱重工業の災害対応用遠隔操作ロボット「MISTER（マイスター）」は、福島第一原子力

発電所で活躍している。このロボットはクローラ型の基部に２本のアームを持つ。専用ノ

ズルを使った「吸引除染」や研削材を噴射して汚染表面を削り取る「ブラスト除染」を実

施しているほか、コンクリート内の汚染診断に必要な「コアボーリングによるサンプル採

取」も行っている。 

 同社は 1980年代から原発向けロボットを開発、配管検査ロボットや容器を検査する水中

航行ロボットを手がけてきた。マイスターの設計にも経験は生かされている。基本的に放

射能に強い部品を選定しているが、それが不可能なパーツは１カ所に集めることで交換時

の手間を減らしている。現場での故障リスクを最小限にする工夫だ。 

 現在はマイスターの改造版を開発中である。本体の小型化とアーム性能の向上を目指し

ている。 

 

 

■図 5.2.1-3 

「MISTER（マイスター）」 

福島第一原子力発電所一号機

での吸引除染作業中の様子   

出所：三菱重工業 HP 

 

 

 

 

 

 

http://c01.newswitch.jp/index/ver2/?url=http://newswitch.jp/img/upload/phpfD6iCC_55930f66b720a.jpg
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技術研究組合「国際廃炉研究開発機構（IRID）」などは東京電力福島第一原子力発電所用

の除染ロボットを開発している。双腕ロボットが鉄微粒子などを吹き付けてコンクリート

表面を削り取る。従来機は原発関連メーカー3 社が、それぞれにロボットを開発したが、今

回は移動台車などを共通化した。ユニットを交換でき、高圧水洗浄など除染方式を変更し

やすい。 

 4台のロボットが連なって現場に向かい作業する。先頭の双腕ロボットが除染し、後方の

支援ロボが圧縮空気や研削材などを供給する。三菱重工業が除染作業ロボ、日立 GEニュー

クリア・エナジーはコンプレッサなどの搬送ロボ、東芝はケーブルなどを巻き出す中継ロ

ボを開発した。 

 原発建屋の 2-3階の除染に活用する。早ければ 2016年度に福島第一原発に投入する。 

 

 

 

■図 5.2.1-4 

出所：国際廃炉研究開発機構（IRID）HP 
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5.3 インフラ点検へのロボット活用 

 

5.3.1 ドローンを活用したインフラ点検 

 

高度経済成長期に続々と整備されたインフラが老朽化を迎えている。さらに、人口構成

を見ると少子高齢化が進展、労働人口の減少で、インフラ点検でもなるべく人手や高度な

スキルを不要とする点検法の確立が期待される。 

その解決策として、ロボット技術を活用したインフラ点検の新しい方法を各社が開発し

ている。中でも盛んなのはドローンを活用したものだ。 

 

 NECと自律制御システム研究所、産業技術総合研究所、首都高速道路技術センターは共同

で、打音検査するドローンを開発した。12枚のプロペラ（スラスタ）を持つ大型ドローン

に、打音ハンマーとマイクを搭載した。実証実験では打音データの収集に成功した。今後、

良否判定解析ソフトを開発し、2016年の実用化を目指す。 

ドローンを橋やトンネルの壁面に押し当て、ハンマーで叩いて反響音を記録する。有線

で給電するため、電池残量など時間を気にせず作業できる。集音マイクに振動センサを採

用、防音カップで覆うなどしてプロペラ音などのノイズを低減した。点検データから調書

を作成するシステムも開発した。ドローン以外のデータも統合でき、点検後の書類作成を

効率化できる。   

 

 

 

■図 5.3.1-1  

張り出し床版下面の打音検査 

出所：自律制御システム研究所提供 

    日刊工業新聞 
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日立製作所などはドローンとクローラ型ロボットを組み合わせた災害調査用複合ロボッ

トシステムを開発した。広域状況をドローンで撮影し、危険箇所を把握する。土砂崩れが

川をふさいだ土砂ダムでは地上ロボットで地形を測量して氾濫の仕方をシミュレーション

する。トンネル崩落には探査ロボを投入するなど、災害に応じたロボットシステムとして

関係省庁や自治体に提案する。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「インフラ維持管理・更新等の社会課

題対応システム開発プロジェクト」の一環であり、日立がエンルートと八千代エンジニヤ

リング、産業技術総合研究所と共同で開発した。地上と空中でロボットをつなぐ中継シス

テムなどで構成する。各ロボットが中継機にもなり、互いに通信エリアを補い合う。自動

で中継が切り替わるため、操縦者はロボットの操作に集中できる。中継ロボット 2台で、

約 6kmの範囲を調査でき、10台以上の中継が可能である。 

 ドローンで空撮した写真をほぼリアルタイムにつなぎ合わせて広域地図を作製する。空

から電磁センサで地中を測定し、土壌の水分量の多い場所や埋没した車両などを特定する。 

危険箇所には地滑りセンサを投下して地形動揺を検出し、地上のクローラロボットには 3

次元測量機を搭載した。330m先まで誤差 2mm内で測量可能となっている。 

 災害発生直後には被害を広域調査し、その後の危険箇所の精密測量と二次災害検出、復

旧段階の工事計画立案まで 1つのシステムで対応できるなど、災害対策のさまざまな場面

で活用できる。 

 

 

■図 5.3.1-2 

 地上用クローラーロボと中継ロボ     

（左奥） 

出所：日刊工業新聞 

 

 

 

 

 

ブイキューブはドローンを利用した映像サービスを 2016年春以降に始める。ドローンと

ウェブ会議サービスを組み合わせて、ドローンが撮影した映像を現場から離れた場所で確

認できる。災害対策やインフラ設備の点検など、人の安全を確保するのが難しい場合での

状況の把握に役立つ。地方自治体や企業でドローンを活用するニーズが高まっており、顧

客を開拓する。ブイキューブは社内会議などに使えるコミュニケーションサービスを提供

しており、ドローンの特性を生かした新サービスを商用化する。クラウド型のウェブ会議

サービスと連携させることで、地震などが発生した際の被害状況や、プラントといった大

http://d1z3vv7o7vo5tt.cloudfront.net/medium/article/img1_file5656ef5deeaa7.jpg


50 

 

規模な設備を遠隔地からでもリアルタイムに確認できる。また、橋梁といった重要インフ

ラの老朽化対策にも生かせる。 

 現場に派遣する人員を抑えつつ、作業の安全性を高められる。さらに、災害復旧や救助、

保守などの指示を迅速に出すことにもつなげられる。同社はドローンを含めたロボット事

業を重視し、子会社のブイキューブロボティクス・ジャパンを 10月に設立した。ドローン

に関連する規制の議論が進む一方で、産業界や地方では活用ニーズが高まっており、自社

サービスも生かして顧客を拡大する。ブイキューブはスイスのチューリヒ工科大学の認定

ベンチャー企業で、ロボット制御などを手がけるラピュータ・ロボティクスにも出資して

いる。将来的に自動制御が可能なドローンによるサービス展開も視野に入れる。 

 

5.3.2 ドローン以外のインフラ対応ロボット 

 

ドローン以外のロボット技術を見ると、非破壊検査は、2016年 4月から壁面走行ロボッ

トを使った構造物などの検査サービスと同ロボットの販売に乗り出す。高所など危険箇所

の検査でも足場設置不要で事故リスクやコストが大幅に低減できる。新規の検査用途への

広がりや塗装など検査以外での活用も進める。 

 同ロボットは米国の ICM製。有線で 100mほど離れての操作が可能であり、非破壊検査が

国内独占販売権を取得した。バキュームポンプと特殊素材のクローラを組み合わせ、壁面

や天井に張り付きながら秒速 70mmで移動し、連動する安全ケーブルを使い落下の危険がな

い。また約 25kgの積載能力がありカメラや各種検査装置、作業用のアームなどを搭載でき

る。コンクリートや金属など幅広い材料に吸着でき「特に足場設置に多大なコストがかか

る構造物の検査に有効。検査コストも抑えられるため、検査回数を増やして信頼性を高め

ることもできる」という。 

 ロボットの販売は非破壊検査グループのポニー工業と連携し、ユーザーの仕様に応じて

アレンジし、年間 20 台程度の販売を目指す。将来は、水中でも使用できる壁面走行ロボッ

トや、2台連結して重量物を搭載できるロボットを開発して導入したいという。 

 

 

 

■図 5.3.2-1 

コンクリートに張り付いた壁面走行ロボット 

出所：日刊工業新聞社 
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ハイボットと東京工業大学、建設技術研究所は、ダム湖に潜ってダムの水中部分の状態

を調べるロボットを開発した。3つのプロペラとセンサで姿勢を制御しつつダムに近づき画

像を撮影する。一般的な自律潜水ロボット（AUV）と異なり、その場に留まり細かい動きを

制御できるのが特徴である。2年後の実用化を目指す。 

 ダム検査ロボットの名称は「ANCHOR DIVER（アンカーダイバー）5.2」。新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）の「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開

発プロジェクト」の一環で開発した。8メートル角の平面状の部分とセンサなどの入った円

筒状の制御装置、プロペラ、バンパーで構成される。ボートからロボットを沈めて有線操

作する。ダムに平面状の部分を約 2センチメートルまで近づけて撮影や超音波診断など各

種検査を行う。水深 100mまで対応し、0.2mmのヒビを見つけられる。従来のダイバーによ

る検査は手間がかかり、深く潜ると潜水病などのリスクもある。検査頻度を増やしてリス

クを低減できる。 

 検査前にロボットにダム湖の水を漉（こ）して注入する。ダム湖は濁りがひどく撮影が

難しいが「透明な水を通すとダム撮影に必要な距離を取れる」という。ボートで運びやす

くするためダム湖の水を使うことにした。ダムの壁面だけでなく、底の部分の撮影や調査

も可能である。今後は水中マップも作る計画という。実証試験を繰り返して実用化につな

げ、日本の全てのダムでの採用を目指す。特殊撮影などへの利用も視野に入れる。 

 

 

 

■図 5.3.2-2 

水中点検ロボット 

アンカーダイバー5.2 

出所：国土交通省 ＨＰ 

 

 

 

 

 

 

パナソニックもダムの濁った水中でも堤体の状態を鮮明な映像で記録・点検できる「ダ

ム維持管理ロボットシステム」を開発、2016年 7月に発売する。車載向けセンサなどを応

用した自律姿勢制御技術、AV機器で培った画像処理技術、照明、4Kカメラ、バッテリー技

術などを掛け合わせた。担い手不足の潜水士の作業をロボットで補い、点検精度も高めて

老朽化が進む日本のダムの安全性向上を下支えする。 
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 製品販売に留まらず、同システムを使いダム点検作業を請け負う事業にも進出する。セ

キュリティーシステムなどのメンテ部隊が担う。価格や事業目標は明らかにしていないが、

ロボットは価格 3,000～4,000万円前後で、2016年度に売上高数億円を狙い、海外展開も視

野に入れる。 

 水中ロボットはセンサとスラスタ（推進装置）でダム壁面勾配との正対状態を維持し、

最短 30cmの一定距離を保って並行移動してブレや歪みのない映像を撮る。潜水能力 200m。

自転車用を応用したバッテリー搭載で、発電機や動力線などの周辺設備を不要にして総コ

ストを抑え、操作性を高めた。照明で撮影範囲を均一照射し、撮影後の画像処理でくすみ

や浮遊物を除去して鮮明な映像に仕上げることで細かいひび割れ、堆砂状況、ボルトの緩

み具合などを確認する。 

 センシング技術で、潜水士には難しい撮影位置と損傷位置を正確に把握できる。画像を

つなぎ合わせた地図を作製して経年変化を捉えることで、予防保全が可能になる。 

 国内のダムは約 3000カ所で老朽施設も多い。潜水士の点検は、潜水時間や正確な損傷位

置確認の課題に加え、担い手不足が懸念材料。同ロボットは国交省の実証事業に参加する

ほか、大手電力会社とも実証中である。 

 

  

■図 5.3.2-3  

パナソニック「ダム維持管理ロボットシステム」 

出所：パナソニック HP 

  

javascript:;


53 

 

5.4 ドローンの安全な利活用の推進 

 

小型無人機（ドローン）は「空の産業革命」とも言われる新たな可能性を有する技術で

あり、販売実績は現在約 30億円である。今後、ドローンの技術開発とビジネス展開により、

更なる市場の拡大が予測されている。ロボットに関する規制・制度改革の一例として、ド

ローンの安全な利活用の推進に向けた政府の取り組みと今後の市場拡大の可能性について

考察する。 

 

5.4.1 ドローンの飛行に関する規制について 

 

2015年 4月に首相官邸の屋上でドローンが発見された事案をきっかけに、早急に環境整

備に向けた検討が進められ、議員立法により国会議事堂、官邸等の重要施設上空でのドロ

ーンの飛行を禁止する措置について国会審議が行われた。 

その結果、「小型無人機（ドローン）の航行一般に関するルール整備」として、2015年 9

月に航空法の一部が改正され、2015年 12月 10日からドローンやラジコン機等の無人航空

機の飛行ルールが新たに導入されることとなった。今回の法改正により対象となる無人航

空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができない

もののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの（200ｇ未満の重量

（機体本体の重量とバッテリーの重量の合計）のものを除く）」です。いわゆるドローン（マ

ルチコプター）、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当する。 

具体的には、以下の（A）～（C）の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼす

おそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域にお

いて、ドローンを飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要が

ある。 

■図 5.4.1 ドローンの飛行禁止区域概要  出所：国土交通省  
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一方、農林水産省は 2016年 3月までに、農業用のドローンの運用方法などを定めた指針

を策定する。無人ヘリコプターより機体が小さい特性を考慮し、中山間地や小規模農園で

農薬散布することを前提に、機体性能確認基準や操作者の認定基準、散布時の飛行高度や

速度、散布幅などを定める。メーカーには継続的な販売と整備・点検体制を求める。操作

者が農薬散布中に機体を見失う危険性もあるため、散布時に必要な操作者との距離も定め

る。 

 農業用ドローンの活用については農林水産航空協会を通じて 2015年 8 月に検討会を設置

し、ヒアリングや議論を重ねてきた。指針は同検討会の中間取りまとめがベースとなって

おり、ドローン販売後のアフターケアは無人ヘリの仕組みを踏襲することが適当とした上、

バッテリー容量が小さいため飛行時間が 10-15 分と短いほか、機体が軽量なため横風の影

響を受けやすい点など、ヘリとは違う独自の検討が必要だとした。 

 学科教習や操縦の実技カリキュラムは無人ヘリ同様、義務づける考えだが、期間はヘリ

より短くなる見通しである。 

 従来、農薬散布用の無人ヘリは 1台 1000万円程度していたが、ドローンなら数百万円台

でも購入可能である。また、狭い水田や住宅が近くにある場合だと無人ヘリが使えないた

め、農業用ドローンの活用に期待が寄せられている。 

 

5.4.2 ドローンの環境整備について 

 

2015年 11月、安倍総理は「早ければ 3年以内にドローンを使った荷物配送を可能とする

ことを目指し、ただちに『官民協議会』を立ち上げ、2016年夏までに制度整備の対応方針

を策定する」との発言を受け、12月、関係府省庁と民間 35団体・企業による官民協議会を

設立し、初会合を開いた。 

『官民協議会』では、ドローンについての安全確保や利用促進、技術開発などの課題解

決に取り組む。2カ月に 1回程度協議会を開き、安倍総理が示した 2016年夏をめどにドロ

ーンに関する制度設計の方向性をとりまとめる。官民協議会は内閣官房内閣審議官を議長

とし、総務省や国土交通省などが参加する。民間からは経団連や全日本航空事業連合会、

アマゾンジャパン、JR東日本などの企業も連ねた。 

当面の取り組みとして、特区でのドローン利用による実証に向けた課題を検討する。規

制を明確にすることで、物流、測量、防犯・保安などの分野でドローンを活用した新産業・

新サービスの発展が今後期待される。 
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5.5 介護分野におけるロボット技術の開発と課題 

 

5.5.1 介護用ロボットの活用推進の背景 

 

 少子高齢化が急速に進み、労働力の不足が懸念される日本において、介護支援ロボット

の注目が高まっている。2010年から 2025年までの 15年間で、65歳以上の高齢者は約 709

万人増加し、社会全体の高齢化率（総人口に占める高齢者の割合）が 23％から 30％に大幅

に上昇すると見込まれ、地域における医療・介護ニーズの高まりが予想されている。 

また、2012年から 2014年には団塊の世代による高齢化が一挙に進み、高齢者人口は毎年

100万人以上ずつ増加した。高齢者の急激な増加により、介護職員の数も 2012年の 170万

人から、2025年には約 250万人が必要とされているが、介護職員の多くが腰痛などの身体

的負担が抱えているなど、職場改善が喫緊の課題となっている。 

 そのような背景のなか、「ロボット新戦略」の中で介護・医療分野では、ロボット介護機

器開発の 5つの重点分野があげられている。（①ベッド等からの移し替え、②歩行支援、③

排泄支援、④認知症の方の見守り、⑤入浴支援） 

2020年に向けて、ロボット介護機器市場を 500億円に拡大するとともに、介護施設にお

いて、移乗介助等に介護ロボット等を活用し介護者が腰痛を引き起こすハイリスク機会を

ゼロにすることを目指した取り組みが進められている。 

 

【ロボット介護機器に関する施策について】 

 ■図 5.5.1 経済産業省 
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5.5.2 介護用ロボット開発に向けた取り組みと課題 

 

厚生労働省は、ロボット介護機器を開発するため、介護施設の運営者や介護従事者を主

役とする協議会を 2016年初夏までに立ち上げる。介護現場の声やニーズを集め、おおむね

どの現場でも共通して困っている点を抽出。ロボット技術で解決できるのかをメーカーと

検討する。開発が具体化した段階で経済産業省主体の機器開発支援につなぐ。現在の体制

では、介護現場のニーズを直接集める機能が弱いと見ており、介護側を主役にした場を設

ける。 

  

 介護側のメンバーは、特別養護老人ホーム（特養）や介護老人保健施設、在宅サービス

などの事業者や従事者を中心にする。一定程度の規模や運営年数があり、よりニーズをと

らえやすい事業者、これまでにメーカーと介護ロボットの共同開発や実証をした経験のあ

る事業者などを中心にする。メーカー側の代表もメンバーに入れるが、あくまで介護側を

主役とする。 

 協議会で集めた現場ニーズは、厚労省と経産省で定めた 5分野 8項目の重点領域に沿っ

て整理する。8項目は、装着型・非装着型の移乗介助機器や排せつ、入浴の支援機器などが

あげられる。集めたニーズに対し、ロボット技術が有用なのかをメーカーの意見を入れな

がら検討し、機器が作れそうな段階まで来たら経産省主体の開発支援へ移す。 

 現在も「ロボット介護機器開発パートナーシップ」や経産省の事業体制の中で、介護側

のニーズとメーカー側の技術シーズをすりあわせる場はある。だが、早く確実に実用化で

きる案件が多くなったとみて、着想段階から現場の声を集める。 

 また、協議会とは別に、実用化された機器に対し、どういうふうに使うと負担が軽くな

るかの声を収集し、使い方を標準的な手順（モデル）とし、全国に広める。 

 

 

 

■図 5.5.2 

日刊工業新聞社  
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5.6 医療分野におけるロボット技術の開発と課題 

 

医療分野においても、新医療機器の審査を迅速化するとともに、2020 年に向けてロボッ

ト技術を活用した医療関連機器の実用化支援を 5 年間で 100 件以上実施することを目標と

している。医療用ロボット技術の現状と課題について考察する。 

 

5.6.1 手術支援ロボット 

 

 医療分野へのロボット技術の応用として、近年注目されているのが手術支援ロボットで

ある。手術支援ロボットとは内視鏡にマニピュレータ機能を付加した鉗子（かんし）を用

い、医師がカメラの映像を見ながら遠隔操作によって手術を行う。 

 

「腹腔（ふくこう）鏡手術支援ロボット米イントゥイティブサージカルの『ダヴィンチ』

の基本特許が切れ、これから何台も後発機が出てくる」と医療ロボットの第一人者である

東京医科歯科大学の川嶋健嗣教授は予想する。 

2003年に研究を開始し、手ぶれのない力覚提示手術支援ロボを開発した。2014年には事

業化に向け、東京工業大学、東京医科歯科大学発のベンチャー企業、「リバーフィールド」

を設立した。リバーフィールドは、空気圧駆動の精密制御技術を手術支援ロボットとして

実用化することを目的に設立された。空気圧駆動はサーボモータや油圧駆動に比べ動きが

滑らかで、かつ、センサなしで力の感覚を操作者に伝えることが可能となる。リバーフィ

ールドは、鉗子などが内臓に触れた感覚を伝えるハプティクス（触覚）デバイスを搭載し

ようとしている。 

 同社が目指すのは、『ダヴィンチ』に続く、腹腔鏡手術支援のロボットの実用化である。

2020年頃を目標に置いているが、その前段階として、腹腔鏡手術で使う内視鏡を保持する

ロボット「EMARO（エマロ）」を開発し、2015年 8 月に販売を開始した。価格は 1500万円で、

3年間で 90台の販売契約を結んでいる。 

  

 内視鏡は通常、「スコピスト」と呼ばれる助手が持ち、執刀医の指示に従って動かす。

「EMARO」はスコピストに代わって内視鏡を持つ。操作は執刀医が行い、頭に小型のジャイ

ロセンサを装着し、頭を上下左右に傾けると、動きを感知して空気圧により内視鏡が連動

する。内視鏡を長く持ち続けてもぶれることがなく、執刀医の思うように内視鏡を動かす

ことが可能となる。 

 『ダヴィンチ』が得意とする腹腔鏡手術は、一般的に患者への負担が少ない「低侵襲」

の手術方法である。患者の腹部に小さな穴を開け、そこから内視鏡を入れて内部を見つつ、

鉗子を動かし手術する。患者にとってメスによる傷が小さいなど利点が多い反面、医師は

熟練の技術が必要で、細かい作業による体力的な負担も大きい。 
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 『ダヴィンチ』はロボット技術を使うことで熟練の技を必要とせずに高度な手術を可能

にし、医師の負担も低減する。医師は、患者から離れた操作部でコントローラーを使い直

感的に操作する。患者の状況を映像モニターで受け取りつつ、実際に患者に触れる「スレ

イブ部」の鉗子を操作する。鉗子は医師の動きを縮小して再現でき、太い血管を縫う感覚

で細い血管を縫合できる。利点が多い『ダヴィンチ』だが課題がある。まず価格が 2億円

と高価なことがあげられる。かつ患者に触れた感覚を操作側に伝えられない。また、『ダヴ

ィンチ』は大型で患者に圧迫感を与える。 

 リバーフィールドが実用化を目指す手術支援ロボットは『ダヴィンチ』より低価格かつ

小型で、感覚を操作者に伝えるものである。 

  

手術支援ロボットの前段階ロボットである「EMARO」は、鉗子は医師が操作し、視界を確

保する内視鏡を支える機能にとどめた。手術支援ロボットは医療機器分類の「クラスＩＩ

Ｉ」にあたり、当局の承認が必要で臨床コストが高い。EMAROは「クラスＩ」の内視鏡ホル

ダーとして実用化した。三鷹光器などの国内企業と競合するものの「クラスＩ」なら届け

出で製品化が可能だ。川嶋教授は「クラスＩＩＩは実用化までに時間も費用もかかる。手

術支援ロボは 2019年の発売を目指す」という。 

  

 

 

 

■図 5.6.1 

内視鏡ホルダーロボ「EMARO」 

出所：日刊工業新聞  
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5.6.2 医療用ロボットの実用化と課題 

 

医療用ロボットはシステムを簡素化して安全設計コストを下げる戦略が定石と考える。

電子制御でなく機械的に繊細な操作ができれば、電子回路の信頼性保証は不要である。信

頼性が高く、安定した技術が求められる。保守や取り扱い訓練などアフターサービスも重

要となる。医薬品と違い、サービス網維持のコストが採算性に響く。さらに治療費の価格

交渉に、経済性や費用対効果が求められるようになった。治療効果に加え、社会コストを

示す必要がある。 

日本国内では費用対効果評価の導入をめぐり、厚生労働省と企業が綱引きしている段階

だ。だが海外では保険支払機関が治療効果に応じた返金を求めるなど、成果報酬型のビジ

ネスモデルへの転換が始まっている。このサービス領域でのデータやノウハウの蓄積が海

外主導で進んでいる。 

 

サイバーダインは医療用装着型ロボ「HAL」の実用化を日本とドイツで進めた。独の公的

労災保険機関（BGRCI）をパートナーとして、臨床開発や費用対効果評価のノウハウを獲得

した。独子会社には BGRCIが出資しており、米国では民間医療保険会社との連携を進めて

いる。 

 ドイツでは HALによる治療費が１人 3万ユーロ（約 390万円）の全額補助でも医療費全

体は圧縮されると認められた。脊髄損傷患者が自力でトイレに行き、常駐していた介助者

が巡回で済むため、介護費用が軽減される。ドイツのチームは介護負担の低減や公的資金

の圧縮など、社会コスト削減のシナリオをすべて数字に基づいて描いた。また療法を確立

した後は、EU（欧州連合）諸国に熱心に展開しているという。 

 日本では 2015年 11 月末に製造販売承認を取得した。対象は脊髄性筋萎縮症や筋ジスト

ロフィーなど難病患者である。30人の臨床試験では歩行機能の改善幅が 2倍以上向上した。

希少疾病治療として優先され審査期間が短縮された。現在、患者数の多い脳卒中や脊髄損

傷、パーキンソン病などの臨床試験を計画中である。 

 

 

 

 

■図 5.6.2-1    

医療用装着型ロボ「HAL」サイダーバイン 

日刊工業新聞社  

 

 

 

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00373884
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産業技術総合研究所のアザラシ型ロボ「パロ」は米国食品医薬品局（FDA）に医療機器と

して認められた。認知症や統合失調症などの患者を落ち着かせ、不安やうつ、ストレスを

軽減する効果がある。福祉施設では患者の暴力や暴言などの問題行動を防ぐために、一時

的に向精神薬を処方することがある。薬で覚醒度が下がれば転倒リスクが高まり、胃炎な

どの副作用を抑える薬が必要になる。伊シエナ大は薬をパロに置き換えて一時処方をなく

した。 

 米国では、がん患者の抗がん剤投与中の痛みやだるさの軽減効果を検証する臨床試験が

進んでいる。20人程度の試験で良い結果が出たため、100人規模に試験を拡大する。豪州

では政府が１億円以上の予算をつけ 400人規模の臨床試験が進行中である。ぬいぐるみと

「パロ」を比較し、認知症患者への治療効果を検証する。 

 「パロ」の医療応用をけん引したのはデンマークである。医療福祉施設で利用され地方

自治体の８割で公的導入されている。産総研の研究員は「欧米では臨床試験こそが医療研

究の醍醐味と認識されている。優れたものであれば国を問わず検証される」と説明する。

デンマークも「パロ」の治療法や運用ノウハウを確立しＥＵ諸国に売り込んでいる。 

  

■図 5.6.2-2 

アザラシ型ロボ「パロ」 

  出所：産業技術総合研究所 HP 

 

 

 

 

 

 

 

海外勢が先行するのは、データを集めやすいシステムが備わっているからである。米国

では治療記録や患者の容体をデータ管理しており、結果を予測しやすく、患者数や症例な

ど臨床試験を設計しやすい。日本は医療ロボの開発から製造、流通、サービスの流れの中

で、利益率の高いスマイルカーブの片方を海外に預けている形だ。最も付加価値の高い治

療やサービスの開発サイクルが海外で回っている。 

 

そこで日本医療研究開発機構（AMED）は「医療機器開発支援ネットワーク」を構築、開

発から製造、販売まで切れ目なく支援する。相談件数は約 850件で、240 件とコンサル支援

契約を結んだ。川嶋東京医科歯科大教授の「EMARO」も同支援事業を活用した。 

 サイバーダインは臨床開発や医療経済評価などのベンチャー支援を始める。2016年度に

川崎市の国家戦略特区に新設する拠点に、スパコンやデータセンターを設置し、医療ビッ
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グデータの解析ノウハウを提供する。保険支払機関の査定ノウハウを活用できるのが強み

である。茨城県つくば市には次世代医療のサービスモデルを開発する都市を建設する。 

 

経済産業省は 2016年度に数万人規模のデータ分析を目的に「ヘルスケアデータコンソー

シアム」を創設する。参画企業の従業員らのレセプトや健診、健康関連データを本人同意

の上で蓄積し活用する構想だ。健康保険組合の支出を圧縮しつつ、ビジネスの創出につな

げる。世界一医療サービスを開発しやすい国を目指す。 

 

 

 

 

■図 5.6.2-3 

 出所：日刊工業新聞 
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5.7 農林水産業・食品産業分野におけるロボット 

 

5.7.1 農林水産業・食品産業分野におけるロボット技術活用の背景 

 

 「ロボット新戦略」の中に「農林水産業・食品産業分野におけるロボットの活用」につ

いての取り組みも掲げられている。農業人口の減少と従事者の高齢化という問題を抱える

日本でも農作業の機械化が強く望まれるようになってきた。しかし小規模で、複雑な地形

の農地が多いことから海外の大規模農業のように大型機械を導入するのは不可能であり、

日本の農業事情に合った農機の開発が望まれていた。 

農林水産省の「2015 年農林業センサス」によると、販売農家の基幹的農業従事者は 176

万 8千人で、5年前に比べて 28万 4千人（13.8％）減少した。この結果、基幹的農業従事

者の平均年齢は 67.1 歳となり、65歳以上が占める割合は 64.7％となった。 

 また農業の現場では、依然として人手に頼る作業やトラクター操作など熟練者でなけれ

ば出来ない作業が多く、人手を確保するためにも作業負担の軽減が重要となっている。 

そのような背景の中、ロボット技術の活用は、日本が抱える課題を解決する切り札になる

と考えられる。 

 

【年齢別基幹的農業従事者数の構成（全国）】 

 

■図 5.7.1-1  

出所：農林水産省 「2015 年農林業センサス」 
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日本では、これまでの農業におけるロボット化のイメージは、ヘリコプターで種モミを

まいたり、複数のトラクターを夜間無人制御したりする例が多かった。そのため、小規模

農家を対象とした省力型や軽労型のロボットのニーズが高まっている。高齢化と平行して

力仕事が不得手な女性の割合が増えれば、さらに市場は広がると考えられる。 

 

 現在、大規模化が難しい中山間地や都市近郊の農家では、低農薬や有機農法をうたう付

加価値の高い農産品や、複数の作物を少量栽培して価格下落リスクを防ぐ経営手法が主流

となっている。こうした小規模農業にロボットは向かないと思われがちである。 

 しかし実際には、狙った場所にピンポイントで農薬や肥料を噴射し、コストを下げつつ

商品力を強めるやり方もある。イネやキャベツなど汎用的な作物でも、品種によって栽培

法や施肥の仕方は異なる。カメラやセンサの精度向上と低価格化は、従来にない“精密農

業”を可能にしつつある。 

 こうしたきめ細かなニーズに対応し、専用ロボットを開発することが小規模農業向けロ

ボット普及のカギとなると考えられる。 

 

■図 5.7.1-2 

出所：農林水産省 発表資料 
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5.7.2 「ロボット新戦略」における農林水産業・食品産業分野のロボット分野 

 

5.7.2-1 GPS自動走行システム等を活用した作業の自動化 

 

「ロボット新戦略」における「農林水産業・食品産業分野におけるロボットの活用」に

ついては、 GPS自動走行システム等を活用した作業の自動化、重労働の機械化・自動化な

どの 3つの重点分野についてのアクションプランが策定されている。 

 

「GPS自動走行システム等を活用した作業の自動化」に関しては、農業へのロボット技術

の活用として農業機械の自動走行の実現化が掲げられている。 

トラクター等農業機械の夜間・複数台同時走行・自動走行、集材作業を行うフォワーダ

の自動走行等により、作業能力の限界を打破し、これまでにない大規模・低コスト生産の

実現を目指す。 

■図 5.7.2-1 

出所：農林水産省 発表資料 

■図 5.7.2-1 

出所：農林水産省 発表資料 
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ヤンマーは、最先端のテクノロジーと最先端のデザインをカタチにしたトラクター

「YT5113」を開発した。数年後をめどに自動運転機能を装備したロボットトラクターとし

て活躍する予定である。 

  全地球航法衛星システム（GNSS）と各種センサ、通信技術を使い、農地の作業を複数台

で行う。“無人で作業を行うトラクター”を、“有人で作業を行うトラクター”が見守りな

がら協調作業を行う。耕うんや作付けなどの作業を同時にすることで、作業を早める狙い

がある。 

  今後はトラクターだけでなくコンバインや田植機のロボット化も目指していく。飛行ロ

ボット（ドローン）により農地の状況を詳細に把握して、さらに高効率な作業につなげる、

といったことも視野に研究をしている。 

 

 

 

■図 5.7.2-1 

ヤンマーのトラクター「YT5113」 

出所：日刊工業新聞社「ニュースイッチ」 

 

 

 

 

 

 

 

クボタは 2016年１月、開発中のトラクターによる自動走行を実演した。農地の集約や大

規模化が進む農家の人手不足解消や作業効率向上といったニーズに応え、2018年度に製品

化を目指す。田植機やコンバインでも製品化を狙っている。 

 全地球測位システム（GPS）と機体制御、IMU（慣性計測ユニット）のセンシング技術を

用いて信号処理を行い位置や傾きを検出し、自動運転を行う。機内のボタンを押せばオペ

レーターが手を離しても走行、作業ができる。 

 会場の駐車場を圃（ほ）場に見立て、直進走行して 180度回転し引き返したり、正規ル

ートからずらして走行し GPSで位置を確認して元のルートに戻すなど実演した。 
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5.7.2-2 人手に頼っている重労働の機械化・自動化 

 

「人手に頼っている重労働の機械化・自動化」にあたるロボットは、収穫物の積み下ろ

しなどの重労働を軽労化するアシストスーツや、負担の大きな畦畔等の除草作業の自由化

があげられる。また植林・育林ロボット、養殖網・船底洗浄ロボット、弁当盛付ロボット、

自動搾乳・給餌システム等により、きつい作業、危険な作業、繰り返し作業から解放する。 

 

 クボタのアシストスーツ「ラクベスト」は、ブドウの管理作業など、腕を上げ続ける作

業をサポートする。ロボット技術とはいえ、モータや複雑な機能を極力排除して重さを約

3.9キログラムに抑えた。高齢者が一人でも気軽に装着しやすくするためと、コストを低減

していくことを追求し、今の形に落ち着いた。 

ブドウやナシは棚仕立てと呼ばれる樹形での栽培が一般的である。作業者が棚の下に立

ち、上向きで手入れや収穫などを行うが、とにかく身体への負担が大きく、肩や腕が疲れ

るため高齢者にとって過酷な作業である。 

「ラクベスト」は、細かい工夫も多く、例えばスイッチの位置一つをとっても棚下に上

腕がぶつからないよう、腕を伸ばさずに操作できる。腕を上げているときだけサポートす

る構造のため腕の上げ下げもしやすい。上向きで作業する工場作業などでも応用が期待で

きる。 

 

 

 

■図：5.7.2-2 

 クボタ「ラクベスト」 

出所：日刊工業新聞社 

    「ニュースイッチ」 
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5.7.2-3 ロボットと高度なセンシング技術の連動による省力・高品質生産 

 

 重点分野の 3つめとして「ロボットと高度なセンシング技術の連動による省力・高品質

生産」が掲げられている。 

センシング技術や過去のデータに基づくきめ細やかな栽培（精密農業）や営農者の有益

な知見との融合等により、農林水産物のポテンシャルを最大限に引き出し、多収・高品質

生産を実現する。 

 

【施設園芸の高度環境制御システム】 

■図：5.7.2-3  

 出所：農林水産省 発表資料 

 

井関農機は、石川県農林総合研究センターと共同で可変施肥田植機を開発した。土壌セ

ンサなどを活用して、ほ場にまく肥料（施肥）を適正な量に自動制御できる。農機メーカ

ー各社が取り組む、農機と情報通信技術（ICT）の融合を実現する技術として注目される。 

稲作では施肥量が多すぎると育った稲が倒れてしまう恐れがあり、コメの味や品質、収

穫量に悪影響が出てしまう。可変施肥田植機は、前輪付近に備えたセンサと車輪内輪の電

極を使い、田植えをおこなう水田の土の深さや土壌肥沃度を測定することで、その情報を

もとに施肥量をリアルタイムにコントロールしながら田植え作業ができる。可変施肥田植

機は 2016年の発売を予定している。 
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5.7.3 農業用ロボットの安全基準策定と普及に向けて 

 

農林水産省は 2016年 3月までに、農林水産業用ロボットの安全性確保ガイドラインを策

定する。有人―無人協調システム型のトラクター走行を主対象に、安全対策面でロボや農

機メーカーが取るべき必要項目、農業者の作業講習などユーザーに必要な項目などを定め

る。メーカーや利用者の必要条件が明確化され、ロボット普及を促すのが狙いである。高

齢化・後継者難を背景にロボットの現場導入ニーズが高まっており、農林水産省も普及を

後押しする。 

  

 スマート農業の実現に向けた研究会のワーキンググループを通じて 2016年１月末にも原

案を示し、現場の意見を募る。農業用ロボットは、イチゴ収穫ロボットやアシストスーツ、

センサ付きコンバインなど幅広いが、ガイドラインは当面、無人走行トラクターのように

人体に危険が及ぶ可能性があるものだけを対象とする。現場の導入状況などに応じて、他

の機種も追加する。 

 農業用ロボットのガイドラインは 2009年に経済産業省が定めた次世代ロボットガイドラ

インをベースに、農作業特有の利用条件や環境に配慮した内容とする。 

 無人トラクターが誤って人と接触しないよう感知センサを何メートル以上の距離性能で

つけなければならないとか、接触した場合の自動停止、田畑に人が入らないための安全対

策などを定義する。策定では農業現場で起きたヒヤリハット事例も参考にする。 

 必要条件が示されればメーカーはこれに沿った形で製品開発に専念できるため、普及が

進むとみている。画像装置やセンサは技術進歩で価格低下も著しいため、この現状も反映

させる方針である。
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5.8 サービスロボットの実用化に向けて 

 

 「ロボット新戦略」の「日本の津々浦々までロボットがある日常を実現する」というシ

ーンを人々が想像出来、実際の活用までに至ることが出来るのか？あらゆる場所でロボッ

トが貢献する「ロボット革命」を目指す中で、ロボット革命の実現にはサービスロボット

の実用化が欠かせない。認知、判断、動作などロボットに必要な機能が高度化、低コスト

化し、生活支援や農業、インフラ対応などサービスロボットが普及まであと一歩に近づい

ている。人々の生活により「役に立つ」サービスロボットの実用化に向けた取り組みと課

題について考察する。 

  

5.8.1 生活支援ロボットの実用化 

 

 トヨタ自動車が生活支援ロボットとして開発した「HSR」は、自律的に移動する台車と長

さ 60cmのアームを備え、自分の代わりにものを拾い、棚にあるものを取るパートナーロボ

ットである。機能として、アプリケーションの開発である。ロボットに何をしてもらいた

いか、それにはどんな動きが要るのか。スマートフォンに多くのアプリが搭載され、多様

な活用ができるように、ロボットもアプリを増やすことが必要になる。ただアプリの開発

は膨大な手間がかかる。そこでトヨタは他社との連携の道を選んだ。 

 またトヨタ自動車は 2016年度をめどにサービスロボットの量産準備に入る。広瀬工場敷

地内のパートナーロボット棟に専用生産拠点を設け、生活支援ロボット「HSR」やリハビリ

支援ロボットを年数十台生産する。20年以降に訪れる普及期に向けて最適な量産方式を模

索する。サービスロボットの実用化をにらみ、メーカー側も生産体制を整える時期を迎え

る。施設は当初 400平方メートル程度になる見通しで投資額は１億円以下に抑える。効率

的な生産方式が整い次第、量産に必要な機械類を導入していく。パートナーロボット棟は

ロボットの研究開発施設として 2008年に設置された。 

まず、プレ量産として HSRを年間約 40台生産する。数年で同 100台規模に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 5.8.1-1 トヨタ自動車「HSR」 

 出所：トヨタ自動車 HP 

 

 

出所：パナソニック HP 
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5.8.2  コミュニケーションロボットの実用化 

 

会話によるコミュニケーションロボットは、ハードに必要な機能が少ない分、実用化が

早いとみられる。「Sota(ソータ)」などを製作するヴィストンも早期のロボット販売を目指

し、連携先が開発した AI(人工機能)やアプリを搭載し、機能を拡充している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

ユニロボットは、個人の意思決定をサポートするコミュニケーションロボット「ユニボ」

を開発した。独自の人工知能を搭載しており、健康状態や趣味趣向を会話から把握する。

その日の気分に合わせた夕飯のレシピなどさまざまな提案を行う。2016年 7月に先行リリ

ース予定である。 

 「ユニボ」はディープラーニング機能を搭載し言葉だけでなく個人情報を学習する。今

後学習スピードを速め、情報収集手段・範囲を広げていくという。コミュニケーションの

精度を上げ、生活に入り込む『相棒』を目指す。将来、１人１台のロボット時代を見通す。 

  

 

 

 

■図 5.8.2-2 ユニロボット「ユニボ」 

 出所：ユニロボット HP 

 

 

 

  

 

■図 5.8.2-1 ヴィストン「Sota(ソータ)」 

  出所：ヴィストン HP 

 

 

出所：パナソニック HP 
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ユニファは、2015年にコミュニケーションロボット「MEEBO（ミーボ）」を使った園児見

守りサービスを開始し、普及期を迎えている。身長 28センチメートルの「ミーボ」が保育

園の園児とクイズなどで遊びつつ、写真や動画を撮影して保護者に安心感を与える。先生

にも園児の見守りや「カメラマン」としての負担が低減する利点がある。 

 

2015年 10月に開園した、にじいろ保育園南荻窪では、１台の「ミーボ」が朝夕に受け付

けで出迎える。遊戯にも登場し、動物の鳴き声をまねて何の動物か当てるクイズなどを出

す。コミュニケーションの機能はさほど多くなく、先生が園児に見えないよう操作してク

イズを出し、ダンスを踊る。園長は、「転園してくる園児も寂しがらない」と「ミーボ」に

は好評価である。 

導入して良かったもう一つのポイントは写真撮影機能だという。「ミーボ」はインターネ

ット写真販売サービスと連動し、撮影した写真を保護者の共有サイトにアップロードする。

保護者は欲しい写真をいつでも選び、購入できる。先生にとっては園児ごとの写真選別や、

焼き増しの受け付けなど多くの作業を減らすことができる。 

防犯面では、園児の安全のためにいろいろな機能があった方が良い。今後、「ミーボ」が

保護者の顔を認識する機能を持ち「普段来ない祖父祖母、普段と違う時間帯での送迎など

で先生が知らない人でも誰か分かると助かる」という現場の声に答えるサービスの実現を

目指す。同園を運営するサクセスホールディングスは効果検証を進めて、他の園でも採用

するかどうか検討する。 

「ミーボ」は 20～30台が導入済みで、引き合いは多いという。ユニファは「非接触で園

児を検温できるようにしたい」など「ミーボ」に新たな機能を盛り込む方針である。 

 

 

 

■図 5.8.2-3  

ユニファ「MEEBO（ミーボ）」 

 出所：日刊工業新聞社 
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5.8.3 おもてなしロボットの実用化 

 

芝浦工業大学、産業技術大学院大学、首都大学東京などで構成する「ベイエリアおもて

なしロボット研究会」は、開発中のおもてなしロボット「コンシェルジュ」を利用し人の

行動履歴を取得できるシステムを開発した。スマートフォン、ICカード、ロボット複数台

を連携させ、人がどのロボットに接触したかのデータをとって行動履歴を把握する。2016

年中に商業施設内で 10台以上を使った実証実験を行う計画である。 

 2015年 12月に行われた「2015国際ロボット展」で 3カ所のブースに「コンシェルジュ」

を設置し、展示会場内のさまざまな電波が飛び交う不安定な通信状況の実環境に近い条件

で実証実験を行った。具体的には、スマホのアプリケーションを使ってバーチャルスタン

プを配布するスタンプラリーを行い、来場者の回ったルートや所要時間を把握した。その

際、ロボット同士でリアルタイムに連携してデータを集計しサーバーに送信、会場内の人

の流れを「見える化」した。 

 同研究会は、2020 年の東京五輪・パラリンピックでコンシェルジュ 100台を使った実証

実験を目指している。行動履歴把握機能を利用し、導線設計に役立てる。「コンシェルジュ」

は道案内や受け付け・写真撮影などの機能を搭載しており、サービスロボットの知名度を

上げて商業化するため開発された。 

 

  

 

 

 

 

■図 5.8.3-1                           ■図 5.8.3-2 

おもてなしロボット「コンシェルジュ」    出所：芝浦工業大学 HP 

 出所：芝浦工業大学 HP            
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5.8.4 搬送用ロボットの実用化 

 

搬送用ロボットも実現化が進んでいる。Doog(ドーグ)の搬送用ロボット「サウザー」は、

引きひも（リード）で可搬重量 120キログラムの搬送物を操縦できる。人などに追従する

自動走行と、リードによる手動操縦を切り替えられる仕様となっている。場面ごとに使い

分け、安全かつ確実に運搬できる。本体価格は 150万円（消費税抜き）。レジャー施設、建

築・土木現場、物流施設など向けに展開し、初年度は月 10台程度の販売を目指す。 

「サウザー」は人の後ろをカルガモのように付いてくる。巨大な人形を載せてイベント

会場を歩けば広告効果も大きい。女性や高齢者でも、愛犬を連れ歩く感覚で重い物を運ぶ

ことができる。手動モードは、リードを軽く引っ張った方向にサウザーが最大時速 4.5キ

ロメートルで進む仕組みである。引っ張るのをやめると停止し、進行方向もリードの操作

で自在に変えられる。一方自動モードでは前方を歩く人などを追従し、重量物を運搬する。

最大検出距離 10メートルのレーザーセンサーが追従対象を認識する。障害物も回避可能で

ある。 

運搬用ロボット台車は追従タイプや搬送経路を設定するタイプが多く、リードなどによ

る手動操縦を組み合わせた形は珍しい。追従対象や障害物の誤認識により自動走行だけで

は運搬できないケースを想定し、半自動型を開発した。追従走行時にリードを引っ張れば

即座に停止する安全機能も備わっている。坂道や凹凸に対応するタイヤを備え、屋内外で

の使用が可能である。 

  

 

■図 5.8.1-7 

Doog 「サウザー」 

出所：Doog HP 

 

 

 

 

 

■図 5.8.1-8 

Doog 「サウザー」 

出所：日刊工業新聞社 
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5.9 生活支援ロボットの安全基準策定 

 

経済産業省は生活支援ロボットの日本工業規格（JIS）を策定した。2014年 2月に日本が

提案して採用された国際標準規格に基づき、自律移動式作業ロボットなどの分野で、安全

基準の数値化や具体的な対策を盛り込んだ。JIS制定により国内で開発が加速すると期待さ

れる。2020年ごろまでに空港や特区などでサービスロボットの普及実績を積んだうえで、

今回の JISを生活支援ロボットにおける国際標準の改訂版に反映させる。 

  

 新たに「JIS B8445」と「JIS B8446」シリーズ制定した。搬送や案内などを行う「移動

式作業ロボット」、歩行などを補助する装着型ロボット、「セグウェイ」など一人乗りの移

動用の「倒立振り子制御式搭乗型ロボット」の３分野が対象である。例えば移動式作業ロ

ボットでは人と接触時の安全基準として、ロボットと衝突した場合のダミーの変形量を規

定した。感電対策や、故障時に通路をふさぐことのないように具体的な対策も盛り込んで

いる。今回の JISは医療福祉分野を対象とはしないものの、これら生活支援ロボットが介

護施設などで利用されることを想定する。 

 2014年 2月に発効した国際標準規格「ISO13482」にはロボットの種類ごとの数値など明

確な基準は盛り込まず、基礎的な要求の記載にとどまった。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、政府は空港などでサービスロ

ボットを導入する計画である。このような導入実績も生かしながら、日本が今後もサービ

スロボットの国際標準を先導していく狙いである。 

  

2035年に日本のロボット市場は 9兆 7000億円になると予測され、中心はサービスロボッ

トに移ると予測されている。巨大な市場の獲得に向け、各社の努力が続いている。 

今後も、世界屈指のロボット利活用社会の実現に向けた取り組みは、サービスロボット、

産業用ロボット双方で更に活発化するだろう。 
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６章 「ロボット大賞」表彰事業 

 

6.1 「第 6回ロボット大賞」の実績 

 

6.1.1「第 6回ロボット大賞」の概要（目的、募集対象、実績）について 

 

○事業の目的（第 6回ロボット大賞より） 

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。 

 

 

 

 

 

 

○事業の名称 

日本名: 第 6回 ロボット大賞 

英語名: The 6th Robot Award 

 

○主催・協力 

＜主催＞  経済産業省、（一社）日本機械工業連合会 

 

＜協力＞  

国立研究開発法人 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 

「ロボット大賞」ロゴマーク 

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 

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 
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○募集対象 

① 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。                                                                                  

 

② 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。 

 

③ 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。 

 

④ 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。 

 

 

○ 応募資格者 

応募対象となるロボット等を自薦及び他薦できるのは、個人または企業、大学、研究機関、

団体。また、グループでの応募も可能。 
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○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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○審査の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○審査にかかる特別要素 

≪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 

 

≪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 

  部品やソフトウェア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   

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   
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○これまでの開催実績 

  過去 6回 応募数   部門別応募数 受賞件数 表彰式／展示会 

 

 

第１回（2006年） 

 

 

152 件 

サービスロボット:62件 

産業用ロボット:23件 

公共フロンティア:15件 

中小企業ベンチャー:52件 

 

 

10件 

日時：12月22日(金)

～23日(土) 

場所：TEPIA（青山） 

入場者数：1,001名 

 

 

 

第 2回（2007年） 

 

 

 

 

82 件 

サービスロボット:49件 

産業用ロボット:6件 

公共フロンティア:12件 

部品・ソフトウェア:15件 

 

 

13件 

日時：12月21日(金) 

～22日(土) 

場所:TEPIA（青山） 

入場者数:1,465名 

 

 

第 3回(2008年) 

 

 

 

 

65 件 

サービスロボット:44件 

産業用ロボット:5件 

公共フロンティア:4件 

部品・ソフトウェア:12件 

 

 

8件 

日時:12月19日(金) 

～21日(日) 

場所:TEPIA(青山) 

入場者数:2,370名 

 

 

第 4回(2010年) 

 

 

92 件 

サービスロボット:48件 

産業用ロボット:16件 

公共フロンティア:11件 

部品・ソフトウェア:17件 

 

 

12件 

日時:11月26日(金) 

～28日(日) 

場所:日本科学未来館 

入場者数:5,189名 

 

 

第 5回(2012年) 

 

 

83 件 

サービスロボット:18件 

産業用ロボット:18件 

公共フロンティア:16件 

部品・ソフトウェア:15件 

ロボットビジネス/社会実

装部門（新設）:16件 

 

 

10件 

日時:10月17日(水) 

～19日(金) 

場所:東京ビッグサ

イト東 3ホール 

入場者数:9,413名 

 

 

第 6回(2014年) 

 

 

86 件 

サービスロボット: 32件 

産業用ロボット: 22 件 

公共・特殊環境ロボット部

門:10件 

部品・ソフトウェア:14件 

ロボットビジネス/社会実

装部門（新設）:8件 

 

 

10件 

日時:10月15日(水) 

～17日(金) 

場所:東京ビッグサ

イト東 3ホール 

入場者数:16,626名 
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6.2  「第 6回ロボット大賞」の狙いと概要 

6.2.1 「第 6回ロボット大賞」受賞後のコメント 

表彰位／受賞ロボット 会社／団体名 受賞後のコメント 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士機械製造株式会

社 

「NXTⅢ」は「NXTシリーズ」の後継機種として、高い生産性

と品質の確保、0201サイズなどの次世代部品の実装も視野に入

れた装着機として開発しました。  

変化の激しいエレクトロニクス製品に対し、従来の電子部品

装着機は装置そのものを変更することでその最新実装技術に

対応してきましたが、ユーザー要望からは必要なときに必要な

ものだけを簡単に交換することでその変化に対応することが

望まれていました。NXT シリーズはその要望に応えるため、細

部にわたってモジュール化し、ユーザーがツールレスによる段

取替えレベルで簡単な組み換えができ、最新実装部品や実装工

法に対応できるコンセプトで開発。さらに接着剤塗布や半田印

刷検査・実装後検査機としての役割を担うことができ、実装プ

ラス・ワンとしてさらに用途の拡張を続けています。この開発

理念により、モジュール化したユニットの組み換えによりさら

に前工程である半導体実装や後工程である組み立て工程を対

応できる装置として更なる開発を今もなお進めています。そし

て FUJI はこれからも、お客様の声を第一に考え、多様化する

実装技術のニーズを的確に捉えながら技術・機能の開発を進

め、付加価値の高い装着機をお客様に提供して参ります。 

 

 

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®」 

 

 

 

 

 

 

株式会社ワコーテッ

ク 

 株式会社ワコーは創業時（1988 年）、物理量センサの中で力

を検出するセンサが殆んどないことに着目し、力覚センサの開

発に着手しましたが、市場からのニーズは殆どなく、一部のノ

ート型 PC のポインティングデバイスに使われるに留まりまし

た。そこで開発方針を切り替え、MEMS 技術を使った加速度セン

サとジャイロセンサの開発に着手しました。自動車やモバイル

フォン市場の拡大から、現在関係会社が年間 30～40 億個を生

産するに至りました。弊社は鉄腕アトムの誕生年から 4年遅れ

て 2007 年に設立され、力覚センサ（Dyn Pick)の開発・製造・

販売に着手しましたが、設立後 3年間でたったの 1個の売り上

げでした。最近になり、ロボット業界に於いて力制御が注目さ

れるようになり、2012年から本格的な量産を開始しました。今

後の方針としましては世界市場での販売の拡大、製品ラインナ

ップの拡充と低価格・高性能化を進めていく所存です。 
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表彰位／受賞ロボット 会社／団体名 受賞後のコメント 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

 検体前処理、切片作製、染色・封入の各工程からなる病理標

本作製において、診断精度向上、インシデント防止、省力化を

目指して自動化が進められてきました。また、昨今の検体数増

加による技師の負担増加と、技師不足によってさらなる自動化

が求められています。しかし、切片作製工程は、その前後の工

程が自動化されていく中で、特に 3um と薄くもろい切片の採取

が人による微妙な力加減が必要なことから、現在でも人の手に

よって行われています。スマートセクションでは空気圧と水の

表面張力を利用した独自機構を開発したことで機械でも容易

に切片の採取が可能となりました。 

サクラファインテックジャパンは、前後の工程を自動化した

装置を持っており、それらと連携してインシデントフリー、さ

らなる技師の負担軽減を図り間接的にでも今後のがん診断治

療に貢献していきたいと思います。 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

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

ーションセンターはロボット技術（RT）を応用したリハビリテ

ーション実践の場です。RT搭載のリハビリ機器を用いた先端リ

ハビリ訓練と、医療スタッフ・身体障害者・高齢者のニーズに

基づく研究開発を実施しています。ロボットありきではなく、

使う人と製作者が協力し合うことで役立つロボットを創り出

し、それを使った訓練方法を確立することで有用なロボットリ

ハビリテーションが行えます。我々の取組が高齢社会、身体障

害者に対して有用な RT 社会実装モデルとしてますます貢献で

きるよう努力し続けます。 

 

優秀賞 

（サービスロボット部

門） 

 

狭小空間点検ロボット

“moogle” 

 

 

 

 

大和ハウス工業株式

会社 

私が入社した 2006 年に“床下点検ロボット”として moogle

の開発がスタートしました。開発を開始してから約 3年、試行

錯誤を繰り返して現在の moogle とほぼ同じ形が出来上がりま

した。それから約１年半、実際の点検現場に同行し、約 150件

の運用検証を行いましたが、想定していなかった状況が次々と

現れ、問題が出る度に改良・検証を繰り返してきました。その

結果、今はどんな床下環境でも走行できると自信を持って紹介

することができます。今後は床下だけでなく狭小空間での利用
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を考えていますので、問合せ頂いた企業に同行させて頂き現場

検証を行いながら、改善・改良を検討しています。私にとって

moogle は生まれる前からずっと傍で成長を見続けてきた大切

なロボットです。今回の受賞で多くの方々に知って頂けること

を嬉しく思い、これからも建築業界のロボット化や、ロボット

業界の発展に貢献していきたいと思っています。 

 

優秀賞  

（サービスロボット部

門） 

 

手術支援ロボット iArmS® 

 

 

 

 

 

 

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 

「日の丸手術ロボットを実用化したい。」という、強い想い

が重なり、2012年から実用化を目指した共同プロジェクトを信

州大、東京女子医大、デンソーでスタートしました。（デンソ

ーウェーブは量産検討から合流）そして、早期に実用化を実現

するために、①許認可不要な非医療機器、②モータレス化で安

全開発工数減、③産業用ロボット技術流用による開発短縮、を

基本方針として進めました。一方、医療機器開発の難しさは、

評価が医師にしか出来ない点です。背景の異なる医学研究者、

工学研究者、企業技術者が、対等に妥協のない議論で、問題の

本質をあぶり出しながら、商品としての全体最適を目指す必要

がありました。本プロジェクトでは、三者が理解し合い、忌憚

なく議論してきたことで、臨床研究まで到達することができま

した。 

 

 

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」 

 

 

 

 

 

TOTO 株式会社／関

東学院大学  建築・

環境学部 大塚雅之

研究室 

TOTO では、介護シーンを想定した「簡単な工事でどこにでも

設置できるトイレ」をめざして、10数年前にベッドサイド水洗

トイレの要素技術をスタートさせました。今回、各種センサや

DCモータなどのロボット技術を応用して、汚物を確実に粉砕圧

送する制御と便器に投入される異物へのロバスト性を確立し、

さらに、機器の安全性と機器が設置される建物全体の衛生性を

担保することで、ようやく商品化することができました。2013

年 9月の発売以降、主として介護シーンに使用され、ご好評を

いただいています。  

在宅介護で排泄手段として使用されるポータブルトイレは

汚物処理が必要で、室内に臭気が常時漂うなどの課題がありま

す。ベッドサイド水洗トイレは、速やかに汚物を流すことで、

これらの課題を一掃します。さらに、要介護者の自立を促して

「人間としての尊厳」を守ることに加え、介護にまつわる社会

サービス費用を圧縮する効果も期待されます。 
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表彰位／受賞ロボット 会社／団体名 受賞後のコメント 

 

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(ラクー

ン)」 

 

 

 

 

株式会社アトックス 

RACCOON は、事故により高い放射線量となっている福島第一

原子力発電所原子炉建屋内の床面除染作業の実施を目的に開

発したものです。事故直後より開発に取り組み、約 2年半の開

発期間を経て、福島第一 2号機原子炉建屋 1階の床面除染を実

施し、現在 RACCOONⅡにより 3 号機 1 階の床面を除染中です。 

RACCOON は 100m以上離れた場所から遠隔操作が行え、小型、軽

量でありながら、ホース・ケーブル類を牽引しながら原子炉建

屋内への進入箇所から目的の作業場所まで到達し、床面の除染

と除染後の廃液回収移送を実施します。導入に当たっては、現

場の運用状況や作業員からの取扱いに対する様々な要望や工

夫を取り入れるとともに、現場状況を模擬したモックアップト

レーニングを十分に行うことで、現場で使いやすいロボットを

開発することができたと考えています。 

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 

 

 

 

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 

 

港湾間の国際競争が激化する中、我が国の港湾はその規模、

効率、利便性、コストなどから寄港地としての地位を奪われつ

つあります。本システムは単なる新型設備ではなく、設備間の

密な情報連携によりターミナル全体が効率化された先進的な

モデルターミナルのシステムとして開発しました。安全で人に

やさしい作業環境を提供し、人の緻密さや自由度と、機械の正

確さや安定性を融合した、新しい価値を創造できるシステムを

作り上げることができたと確信しております。港湾の効率化に

寄与し、人々の生活の向上に結びつくことを願っております。 

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」 

 

 

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 

医薬品という生命関連品を取り扱う東邦薬品物流センター

は、出荷精度 99.99999（セブン９）、トレーサビリティ、BCP

（事業継続）をコンセプトに掲げています。今から５年前、「少

子化対策と出荷精度を追求するために、ロボットを導入した物

流センターに挑戦せよ！」との社長の指示があり、前人未到の

プロジェクトが始まりました。しかし、28,000 品目、サイズ・

重さも違う多品種の医薬品を扱う物流センターでのロボット

化は、構想・設計・テストとあらゆる場面で困難を極めました。

幸い夢の物流センター実現に協力していただけるよきパート

ナー企業にめぐり逢うことができ、2013 年 12 月にその夢は現

実なものになりました。稼働＝ゴールではなく、その後もロボ

ットピッキング品目の拡大など今もなお進化を続けています。 
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6.2.2 「Japan Robot Week2014」における「第 6回ロボット大賞」表彰式および 

シンポジウムの実施 

 

サービスロボットの複合イベントである「Japan Robot Week2014」において、 

「第 6回ロボット大賞」の表彰式と合同展示を行った。 

 

【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    

【来場者数】16,626 名 

【同時開催イベント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 
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○表彰式 

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 （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 
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○受賞プレゼンテーション ステージ 

日時：2014年 10月 15日（水）13：30～16：30  参加者：約 300名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○受賞ロボット合同展示 

日時：2014年 10月 15日（水）～ 17 日（金）10：00～17：00    

 

 

  

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 
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6.2.3 「2015国際ロボット展」での PR活動 

 

日時：2015年 12月 2 日（水）～ 5日（土）10：00～17：00 

場所：東京ビッグサイト 東ホール  来場者数： 121,422 名 

 

6.2.4 公式 HPでの PR 

 

「ロボット大賞」の公式 HPを使用して合同展示の紹介を行った。 
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７章 まとめ「ロボット大賞」表彰事業の見直し案の提示 

 

7.1    審査・運営委員会における検討 

 

7.1.1 第 1回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 27年 7月 17日（金） 16：00～18：00 

検討内容： 

 ロボット大賞表彰位の新設 

 現状の経済産業大臣賞に加え、他の大臣賞の新設を検討する。 

 各省庁と連携する理由は、ロボットの開発だけではなく、それぞれの観点から今

までにない活用事例をロボット大賞が拾っていくことにもある。 

 

 募集部門・分野/審査体制の見直し 

 ユーザーサイドのベストプラクティスの表彰も検討する。 

 システムインテグレーションができる人材をどのように育てるかは重要なキーと

なる。「人材育成」という観点での表彰も検討する。 

 審査員の増員が必要。目標として、賞の数は 10個程度。全ての省庁からの賞（最

終的にそのうち一つは内閣総理大臣賞）、応募数は 200件程度を目指す。 

 ロボット関係の学会やイベント内での PRのみならず、ロボットが使われる業界を

調べる必要がある。そのような業界の人が集う展示会など、他業界にも乗り込ん

でいく。また多方面の企業、団体、工業会などのユーザーサイドにもアプローチ

していく必要がある。 

 

7.1.2 第 2回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 27年 11月 9日（月） 14：00 ～16：00 

検討内容： 

 第 7回ロボット大賞の募集部門・表彰位等（案） 

 募集部門と分野に関して、縦と横のマトリックスを作成し、ロボット技術のみな

らず、ロボット技術を支える人材に関しても表彰対象に入れるなど、全国から幅

広い部門・分野から募集する。 

 中小企業・ベンチャーならではの柔軟な発想を生かし特に優れたものに関しては、

中小企業庁長官賞を与える。 

 ロボット産業振興の観点から特に優れたもの（大臣賞の対象でないもの）に関し

ては、日本機械工業連合会会長賞を与える。 

 各大臣賞は原則としてそれぞれ専門の分野に対応する部門から選出するが、その

他の各大臣賞に相応しいものがあれば柔軟性を持って表彰する。 
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7.1.3 第 3回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 28年 3月 15日（火） 16：00 ～18：00 

検討内容： 

 第 7回ロボット大賞の募集部門・表彰位等（案） 

【実施要領について】 

＜部門＞ 

 「ロボット部門」では漠然としているため「ロボット・システム部門」と改める。

その対象は「実用に供しているロボット・システム」とする。 

＜大臣賞＞ 

 応募者には希望する大臣賞を申告してもらう。 

＜ノミネート＞ 

 ノミネートのしくみは応募を増やすのに有効である。 

＜協力＞ 

 募集要項を会員に送付するなど募集に協力してくれる団体を増やす。 
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7.2 第 7回ロボット大賞の拡充・強化案 

 

7.2.1 ロボット大賞の今後の課題 

 

ロボットの利活用は産業用ロボット（製造業用ロボット）が主体であったが、今後のト

レンドは今までと異なり、ロボットによる「生活の質の向上」に向かっている。 

           

平成 26年度・第 6回ロボット大賞受賞ロボット 10件は、産業用ロボット（製造業用ロ

ボット）は１件のみであり、他の 9件の内訳はサービスロボット：8件、様々なロボットに

共用されるロボット部品：１件であった。（6.2.1参照）これは、ロボット利活用の「生活

の質の向上」へのトレンドを体現しており、ロボット・ロボット関連システム分野への拡

充が必要となる。        

   

7.2.2 「第 7回ロボット大賞」の拡充・強化策 

 

政府の施策として「ロボット革命の推進」のための「ロボット大賞の拡充」が掲げられて

いる。これを受けて、第７回ロボット大賞では、下記の拡充策・強化策を行う。 

           

(1) 新たな大臣賞を含めた表彰位の新設      

現在、大臣賞は、ロボット大賞・経済産業大臣賞のみであるが、ロボットに関連する

新たな大臣賞を新設する。      

(2) 募集部門と分野の拡充 

5つの部門 （Ａ）ビジネス・社会実装（Ｂ）ロボット・システム（Ｃ）要素技術（Ｄ）

研究開発（Ｅ）人材育成と、将来の市場創出への貢献度や期待度が高いと考えられる

「ロボット新戦略」に掲げられた 5つの分野 ①モノづくり ②サービス ③介護・

医療 ④インフラ・災害対応・建設 ⑤農林水産業・食品産業 を設ける。 

(3)  応募数増を図る。（第６回実績：86件 → 第７回目標：150件）  

(4) 表彰位増設及び応募増に対応するため、また応募の積極的発掘を図るため、審査・運

営委員会及びノミネート委員会の増強を行う。     

  1) 審査・運営委員会は、平成 27年度は 12名で構成されている。ロボットの利活用

の拡大が期待されている医療・福祉、農林水産業、インフラ点検・災害復旧・建

設などの分野の対応力強化、またロボット単体のみでなく、ビジネス・社会実装、

要素技術、研究開発や人材開発、中堅・中小企業でのロボット活用などに対応が

必要となるため、18名程度に増強する。     
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  2) ノミネート委員会は、平成 26年度の第 6回ロボット大賞では 5 名の委員で対応し

たが、最高位の賞である「ロボット大賞」が、ノミネートされた案件の中から選

出されるなど、優れたロボットの積極的な発掘に大きな成果を上げた。更なる応

募の質・量の拡大のために、ノミネート委員を増強する。 

3) 現地調査を強化する。    

適正な審査を行うため、１次審査を通った応募案件には「現地調査」を実施する

とともに「プレゼンテーション」を行う。第 7回ロボット大賞には、応募数の増

加が見込まれるため、第 6回実績の 18件に対し、第 7回は 20～25件に上ると想

定される。    

(5) 応募数の増加を図るための広報ルートの強化を行う。    

1) 広報ルートの強化：ロボット革命イニシアティブ協議会参加企業、包装機械工業展、

FOOMA（国際食品工業展）、出展企業等、ロボットに密接に関係するものの今まで応

募が少なかった業界に「ロボット大賞」を広報する。     

2） 広報媒体の強化：募集リーフレットの発行枚数を 5,000枚から 10,000枚に増やす。

「ロボット大賞」WEBを通じての広報を強化する。    
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