
第7回 ロボット大賞 事業報告書 

【共催】 経済産業省（幹事）、（一社）日本機械工業連合会（幹事）  
     総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

平成29年3月8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7回 ロボット大賞 

      英語名：The 7th Robot Award  

 
【共催】 経済産業省（幹事）、（一社）日本機械工業連合会（幹事）  
     総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

 
【協力】(独)中小企業基盤整備機構、(国研)科学技術振興機構、(国研)産業技術総合研究所、 

(国研)情報通信研究機構、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、 

(国研)森林総合研究所、(国研)水産「研究・教育機構、(国研)日本医療研究開発機構、 

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構、(公社)計測自動制御学会、(公社)自動車技術会、 

(公社)精密工学会、(公社)日本食品科学工学会、(公社)日本船舶海洋工学会、 

(公社)日本べんとう振興協会、(公社)日本リハビリテーション医学会、(公財) テクノエイド協会、 

(公財)医療機器センター、(一社)i-RooBO Network Forum、 

(一社)映像情報メディア学会、(一社)再生医療イノベーションフォーラム、(一社)人工知能学会、  

(一社)電子情報通信学会、(一社)日本医療機器産業連合会、(一社)日本機械学会、 

(一社)日本建設機械施工協会、(一社)日本義肢装具学会、(一社)日本原子力学会、 

(一社)日本建設機械工業会、(一社)日本航空宇宙学会、(一社) 日本コンピュータ外科学会、 

(一社)日本産業車両協会、(一社)日本食品機械工業会、(一社)日本人間工学会、  

(一社)日本農業機械化協会、(一社)日本農業機械工業会、(一社)日本包装機械工業会、 

(一社)日本UAS産業振興協議会、(一社)日本リハビリテーション工学協会、 

(一社)日本ロボット学会、(一社)日本ロボット外科学会、(一社)日本ロボット工業会、 

(一社)ライフサポート学会、(一社)林業機械化協会、(一財)橋梁調査会、 

(一財)先端建設技術センター、(福)全国社会福祉協議会、 

(特非)国際レスキューシステム研究機構、建設無人化施工協会、日本生活支援工学会、 

農業食料工学会、ロボット革命イニシアティブ協議会               ※順不同 

 
【目的】    

 情報技術、エレクトロニクス、機械工学、素材技術など我が国産業の強みと言える幅広い要素技術を

統合することによって生み出される次世代のロボット技術（ＲＴ）は、我が国に科学技術の更なる発展を

もたらすとともに、ものづくり分野はもとより、サービス分野、介護・医療分野、インフラ・災害対応・建設

分野、農林水産業・食品産業分野などの幅広い分野における利活用が進むことにより、生産性の飛躍

的向上、単純な繰り返し作業や過重な労働等からの解放、急速な少子高齢化が引き起こす労働力不足

の解消や、安全・安心な社会の実現に貢献すると期待される。 

 このため、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・システム並びにロボット

に関連するビジネス・社会実装、要素技術、研究開発及び人材育成（以下、「ロボット等」という。）を表彰

することにより、ロボット技術の開発と事業化を促進し、技術革新と用途拡大を加速する、社会に役立つ

ロボットに対する国民の認知度を高め、ロボットの需要を喚起するとともに、全国から広く募ることで我が

国のロボット技術の動向を把握することを目的とする。 

 

                     「第7回 ロボット大賞」 概要  

1 

「ロボット大賞」 

ロゴマーク 



【募集対象】 

 おおむね３年以内に日本国内で活躍した又は取り組まれたすべてのロボット等のうち、以下の部門及
び分野に属し、かつ有識者で構成される審査を目的とした委員会において当該ロボット等を十分に審
査する機会を与え得るものを募集対象とする。 

 ただし、中小システムインテグレーターによるロボットを中核としたシステム構築例は、おおむね５年以
内に運用されたものとする。 

 なお、本制度においては、「ロボット」を「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」と広く定義する。 

  
【募集部門】 

（Ａ）ビジネス・社会実装部門 

ロボットに関連するビジネス、各分野におけるロボットの利活用又はシステムインテグレーション 

（Ｂ）ロボット・システム部門 

実用に供しているロボット・システム 

（Ｃ）要素技術部門 

ロボットの一部を構成する部品、材料又はソフトウェア若しくはロボットが利用する共通基盤  
（通信ネットワーク等）その他のロボットの要素技術 

（Ｄ）研究開発部門 

ロボットに関連する特に将来性のある研究開発の成果 

（Ｅ）人材育成部門 

ロボット分野における人材を育成するための取組又は教材等 

  
【募集分野】 

① ものづくり分野 

② サービス分野 

③ 介護・医療分野 

④ インフラ・災害対応・建設分野 

⑤ 農林水産業・食品産業分野 

 

 

※部門・分野選択の際の注意点 

  

「中小企業・ベンチャー」とは 

中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく中小企業者（下記ⅰ～ⅳを参照）をいいます。ただし、大
企業の子会社等（発行株式総数若しくは出資金額の1/2以上が同一の大企業、又は、発行株式総数若
しくは出資金額の2/3以上が複数の大企業の所有に属している法人）は含みません。 

  

i. 製造業・建設業・運輸業その他の業種： 

 「資本金3億円以下」又は「常時雇用する従業員300人以下」 

ii. 卸売業：「資本金1億円以下」又は「常時雇用する従業員100人以下」 

iii. サービス業：「資本金5000万円以下」又は「常時雇用する従業員100人以下」 

iv. 小売業：「資本金5000万円以下」又は「常時雇用する従業員50人以下」 
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   【表彰位】  
 ロボット大賞 

    全応募のうちそれぞれの大臣が行う政策上の観点から、最も優秀であると認められるロボット等 

    経済産業大臣賞  

    総務大臣賞  

    文部科学大臣賞  

    厚生労働大臣賞   

    農林水産大臣賞  

    国土交通大臣賞  

 

 中小企業庁長官賞  

     中小企業及びベンチャーからの応募のうち特に優秀であると認められるロボット等 

  

 日本機械工業連合会会長賞  

     ロボット産業の振興において特に優れたロボット等 

  

 優秀賞  

     各部門及び各分野において特に優秀であると認められるロボット等 
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   【審査の観点】  
（A）ビジネス・社会実装部門 
① 社会的ニーズ 

それぞれの分野におけるロボットの活用による、新たなビジネスやサービスの創出、生産性の向上や労   
働環境の改善等の社会的課題への対応、新たなビジネスモデルやそのアイディア等によるマーケットや
ニーズの発掘等の、社会的ニーズの観点から評価する。 

② 先進性・独自性 
それぞれの分野におけるロボットの活用、ロボットに関連するビジネスとしての新規性や、活用されるロ
ボットやそのシステムインテグレーションの技術的な先進性・独自性等の観点から評価する。 

③ ユーザー視点 
それぞれの分野におけるロボットの活用によって、その利用者が受ける利益や効用等の、ユーザーとし
ての視点から評価する。 

④ その他 
   ①～③以外のアピールポイントとして、応募者が書類に記載した事項（実績等）を評価する。 
 
（B）ロボット・システム部門 
① 社会的ニーズ 

それぞれの分野における活用のメリット及びニーズの大きさ、これまでの導入・販売実績や将来的な市
場創出の期待値等の、社会的ニーズの観点から評価する。 

② 先進性・独自性 
ロボットの機能や性能（速さ、精度、安全性、動作安定性、動作環境の汎用性や操作性等）又はそれら
を実現する技術の、先進性や独自性の観点から評価する。 

③ ユーザー視点 
ロボットの実用性、利便性、デザイン、経済性（導入・維持コスト等）、共通規格への対応、ユーザビリティ
等の、それぞれの分野におけるユーザーとしての視点から評価する。 

④ その他 
   ①～③以外のアピールポイントとして、応募者が書類に記載した事項（実績等）を評価する。 
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   【審査の観点】  
（C）要素技術部門 
① 社会的ニーズ 

それぞれの分野において活用されるロボットへの実装のメリット及びニーズの大きさ、これまでの実装・
販売実績や将来的な市場創出の期待値等の、社会的ニーズの観点から評価する。 

② 先進性・独自性 
ロボットの機能や性能（ロボットの速さ、精度、安全性、動作安定性、動作環境の汎用性や操作性等）を
実現する要素技術としての先進性や独自性の観点から評価する。 

③ ユーザー視点 
ロボットの実用性、利便性、デザイン、経済性（導入・維持コスト等）等の向上への寄与や、ロボットに実
装するときの容易性や共通規格への対応等の、ユーザーとしての視点から評価する。 

④ その他 
   ①～③以外のアピールポイントとして、応募者が書類に記載した事項（実績等）を評価する。 
 
（D）研究開発部門 
① 社会的ニーズ 

研究開発の成果が、ロボットやその要素技術として実用化されることによる、それぞれの分野における
新たなビジネスやサービスの創出、生産性の向上や労働環境の改善等の社会的課題への対応、将来
的な市場創出の期待値等の、社会的ニーズの観点から評価する。 

② 先進性・独自性 
 研究開発の成果としての先進性、独自性の観点から評価する。 

③ ユーザー視点 
研究開発の成果として、ロボットの実用性、利便性、デザイン、経済性（導入・維持コスト等）等の向上へ
の寄与や、要素技術としてロボットに実装するときの容易性や共通規格への対応等への寄与等の、
ユーザーとしての視点から評価する。 

④ その他 
   ①～③以外のアピールポイントとして、応募者が書類に記載した事項（実績等）を評価する。 
 
（E）人材育成部門 
① 社会的ニーズ 

それぞれの分野におけるロボットの活用や、ロボットに関連する新たなビジネスやサービスの創出、ロ
ボットやその要素技術の研究開発を担う人材等のロボット分野において活躍する人材の育成への貢献
の観点から評価する。 

② 先進性・独自性 
人材育成の方法としての先進性、独自性の観点から評価する。 

③ ユーザー視点 
ロボット分野において活躍したい人材にとって、必要な知識や経験、技能等を効果的かつ効率的に習得
できるしくみとなっているか等の、ユーザーとしての視点から評価する。 

④ その他 
   ①～③以外のアピールポイントとして、応募者が書類に記載した事項（実績等）を評価する。 

   【審査の方法】 
以下のとおり、有識者で構成される委員会による選考を経て、受賞者の決定を行う。 
 
(1)一次審査（書類審査） 
  書類と映像による審査を行い、二次審査の対象とするものを選出する。 
(2)二次審査（現地調査及びプレゼンテーションに基づく審査） 
  一次審査を通過したロボット等について、「現地調査」を行うとともに「プレゼンテーション及び審査員と
の質疑応答」を行い、それらの内容を踏まえ、各賞の表彰対象とすべきロボット等を選考する。 

     



 【募集方法】 「第7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】 2016年 4月 28日（木） ～ 6月 30日（木） （6/30 必着） 

  

 【応  募  数】 総数１51件 （前回86件）         
   

 【応募部門・分野】 
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ものづくり分野 サービス分野 介護・医療分野
インフラ・災害対応・

建設分野
農林水産業・
食品産業分野 合計

.ビジネス・社会実装部門 7 10 13 7 4 41

ロボット・システム部門 13 8 18 5 8 52

要素技術部門 12 1 3 0 0 16

研究開発部門 4 6 7 2 13 32

人材育成部門 8 1 0 1 0 10

合計 44 26 41 15 25 151



【審査特別委員会】  ※以下、敬称略 

（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 

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

比留川  博久  （国研）産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター研究センター長 

冨士原 寛         （一社）日本ロボット工業会 専務理事 

山田 陽滋         名古屋大学大学院 工学系研究科 機械理工学専攻 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 （国研）産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 研究センター長 

（委員） 

石黒   周 （株） グランドデザインワークス 代表取締役会長 

金岡 克弥 立命館大学 総合科学技術研究機構 ロボティクス研究センター 客員教授 

黒田 洋司 明治大学 理工学部 機械工学科 教授 

五島 清国 （公財）テクノエイド協会 企画部長 

小平 紀生 （一社） 日本ロボット工業会 ロボットエンジニアリング部会 部会長 

小西 康晴 （株） ロボリューション 代表取締役 

下條 真司 大阪大学 サイバーメディアセンター 教授 

建山 和由 立命館大学 理工学部 環境システム工学科 教授 

谷川 民生 （国研）産業技術総合研究所 情報・人間工学領域研究戦略部 研究企画室 室長 

中野 壮陛 （公財）医療機器センター 専務理事 

野口  伸 北海道大学大学院 農学研究院 ビークルロボティクス研究室 教授 

長谷山 美紀 北海道大学大学院 情報科学研究科 メディアダイナミクス研究室 教授 

平井 慎一 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 

廣澤 孝保 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構   

          食品研究部門 食品健康機能研究領域 主席研究員 

宮下 敬宏 （株）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 電気電子学群 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 芝浦工業大大学  工学部 電気工学科 特任教授 

（委員）   

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 事務局長 兼 総務部長 

中橋 義博 ロボットスタート株式会社 代表取締役社長 

中川 友紀子 （株）アールティ 代表取締役 

岩田 拡也        （国研）産業技術総合研究所 主任研究員 

川嶋 健嗣 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生体機能修復研究部門 バイオメカニクス 教授 

堀江 進之助 （株）NTTデータ経営研究所 事業戦略コンサルティングユニット  

          産業戦略チームリーダー シニアマネージャー 

 

【ノミネーター】※ご回答いただいた方 

中内 靖 筑波大学 システム情報系・知能機能工学域 教授 

瀬川 友史 トーマツベンチャーサポート（株） アドバイザリーサービス事業部  

          ロボット・ドローンインダストリーリーダー 

加藤 百合子 （株）エムスクエア・ラボ  代表取締役 

本田 幸夫 大阪工業大学 工学部 教授 

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7回 ロボット大賞」委員会および運営報告  

   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   
  4月13日（水） 15：00～17：00   場所：機械振興会館 １階1-2会議室 
   内容：日程案・実施要領等審議 
 
 第1回審査特別委員会    
  4月15日（金） 16：00～17：30 場所：経済産業省 本館17階 第1特別会議室 

  内容：応募要項・実施要領等決定 
 
 応募受付・・・４月28日（木）～6月30日（木） 
 
 ノミネート委員会   
  4月26日（火） 16：30～19：00  場所：機械振興会館 5階5S-1 
  内容：推薦候補の検討 
 
 書類審査（審査・運営委員にて審査）・・・7月13日（水）～7月26日（火） 
 
 第2回審査・運営委員会 
   8月3日（水） 15：00～18：00  場所：機械振興会館 6-65号室 
    内容：最終候補の決定 
 
 現地調査（審査・運営委員にてヒアリング調査） 
   8月16日（火）～ 9月7日（水） 
 
 第3回審査・運営委員会 
    9月12日（月） 10：00～20：00  場所：機械振興会館 6階6D－4会議室 
    内容：応募者によるプレゼンテーション及び受賞位案件の選定 
 
 第2回審査特別委員会 
    9月26日（月） 14：00～16：00  場所：経済産業省 別館2階 227会議室 
    内容：最終受賞ロボットの決定 
 
 プレスリリース（受賞位の発表）  10月12日（水）～  
 
 
 
≪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19日（水） 10：30～11：45   
受賞者プレゼンステージ   10月19日（水） 13：15～17：15 
受賞ロボット展示             10月19日（水）～21日（金）の3日間 
 
 第4回審査・運営委員会 
  2017年3月8日（水） 16：00～18：00     場所：機械振興会館 6階 6-65会議室 
   内容：事業総括および来年度の検討 
 

  第3回審査・運営委員会 
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                        受賞ロボット概要  

第7回ロボット大賞（経済産業大臣賞）
完全ティーチレス/ばら積みピッキングMUJINコントローラ「Pick Worker」　(ピックワーカー)

［株式会社MUJIN］

【概要】

　産業用ロボットによるばら積みピッキングを人間がロボットに動作を教示（ティーチング）することなく「完全ティーチレ

ス」で実現するコントローラ。ユーザーは、①ペンダント上でロボットの動作環境を作成、②ワークの把持可能箇所の

登録、③搬送位置や姿勢の登録、の３ステップのみで、専門家でなくても３週間程度でばら積みピッキングの立ち

上げができる。

【評価のポイント】

　自動車産業に加え、物流でのピッキング工程の自動化を推進するなど、労働力不足等の社会的課題解決への

貢献と生産性向上に寄与している点を評価。タッチパネルを用いて直感的な操作で対応可能なシステムにするな

ど、ユーザー視点で利用環境を提供している。また、ロボットメーカーを選ばない汎用性を備え、ロボットの適用範囲

の拡大に資する優れた製品であると評価できる。

第7回ロボット大賞（総務大臣賞）
Pepper

［ソフトバンクロボティクス株式会社］

【概要】

　感情やコミュニケーションに注目した人型ロボットで、人の表情と声から感情を推定し、自然なコミュニケーションが行

えるアルゴリズムを搭載。幅広い人々にPepper向けアプリの開発環境を提供中。今後はAndroid OSにも対応予

定であり、更なる広がりが期待される。

【評価のポイント】

　ロボットおよび開発ツール等が一体となったプラットフォームを提供し、ユーザー参加型で社会的ニーズを作り出して

いくという新たなロボットビジネスモデルを、実際に実績が上がるまでに実現した点を評価。

第7回ロボット大賞（文部科学大臣賞）
モジュール分散協働型収穫支援ロボットシステム（自走式イチゴ収穫ロボット）

［国立大学法人宇都宮大学（尾崎功一研究室）／アイ・イート株式会社］

【概要】

　色を相対識別する手法により、イチゴの熟度及び茎の切断位置を正確に認識し、果実に触れずに収穫できるた

め、イチゴの商品価値を損なわずに販売することができる。

 また、複数モジュールの組合せによるロボットシステムで、分散化した機能モジュールを後から追加する等、段階的な

ロボット導入が可能となる。

【評価のポイント】

　自走式ロボットの要素機能をモジュール分散化し、各モジュールが協働動作するロボットシステムは技術的にもユ

ニークであり、完熟イチゴを傷めることなく収穫できるため海外輸出が可能になるなど、生産者にとってメリットが多い点

を評価。

第7回ロボット大賞（厚生労働大臣賞）
HAL医療用下肢タイプ

［CYBERDYNE株式会社］

【概要】

　人の動作意思を反映した生体電位信号（BES）に従って駆動し、装着者の運動機能を改善させる、新医療機

器として承認された治療用ロボット。患者の脳・神経系から筋肉への指令信号を反映した微弱なBESを計測するこ

とでアシスト動作を決定。各関節に配置されたパワーユニットを駆動する。

【評価のポイント】

　進行抑制治療において歩行機能を改善する医療機器として承認を得るなど、ロボット医療機器の実用化成功例

である点が高く評価された。

海外も含め他社を追随させない高い技術により、これまで有効な治療方法が無かった進行性の希少難病の患者に

おいて、歩行機能の改善効果が認められた功績は大きい。

9 
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                        受賞ロボット概要  

第7回ロボット大賞（農林水産大臣賞）
ロボットトラクタの研究開発

［ヤンマー株式会社］

【概要】

　圃場内の決められた経路を自動的に走行するロボットトラクタと、人が運転するトラクタが協調して農作業を行うシ

ステム。あらかじめ圃場の形状や作業工程を登録したタブレットを用いて、ロボットトラクタのスタート・ストップなどのコン

トロールが可能。

【評価のポイント】

　高度なロボット技術を有し、労働力不足等の農業特有の課題に対応する社会的ニーズを満たすと共に、省人化

と安全性の両立を目指す取組を評価。また、人の監視下での自動化を経て2020年における遠隔操作によるロボッ

トトラクタの完全自動化を目指した取組の将来性に期待。

第7回ロボット大賞（国土交通大臣賞）
SPIDER（スパイダー）を用いた高精度地形解析による災害調査技術

［ルーチェサーチ株式会社］

【概要】

　人が立ち入れない災害現場や急傾斜地において、天候に左右されずに地形データを取得し、三次元点群データ

の作成までを迅速に行うことを可能としたＧＰＳ制御による高性能無人ヘリロボット。

【評価のポイント】

　ハードの設計開発・組立てから、現場での調査・計測オペレーション、データ解析までを一気通貫でソリューション事

業として顧客に提供し、ロボットを活用した検査・調査事業領域でのソリューションビジネスのひとつの成功例といえる

点を評価。

最優秀中小・ベンチャー企業賞

（中小企業庁長官賞）

リトルキーパス（図左）／ロボットアシストウォーカーRT.1（図右）

［株式会社幸和製作所／RT.ワークス株式会社］

【概要】

　ロボット技術を搭載した歩行器で、既存の歩行器における上り坂での利用者の足腰への負担、下り坂で加速する

ことによる転倒危険性があったものを、各種センサー類を活用し制御することによりあらゆる場面でのオートサポートが

可能。「リトルキーパス」は歩行そのものが困難な人、「RT.1」は歩行が可能であるが買物荷物の運搬が困難な人に

対応。

【評価のポイント】

　社会的ニーズが明確であり、技術的に良く練られているほか、すでに商品化され将来の展望も明確である点を評

価。また、今年7月に「リトルキーパス」が厚生労働省より「自動制御機能付き歩行器」のカテゴリーで介護保険の対

象に認定されており、時期的にも授賞対象として適当。

日本機械工業連合会会長賞
人－ロボット協調安全用スリーポジションイネーブル装置

［IDEC株式会社］

【概要】

　現在までの約20年間で累計250万台を出荷した実績を持つ、ロボット操作時の予期しない動作から回避する安

全装置。この装置の国際規格は同社の取組を通じて策定され、人-ロボット協調空間における安全確保のスタン

ダードとして高いシェアを獲得。

【評価のポイント】

　特許取得のみならず国際規格づくりを成功させることで高いシェアを確保し、多くの産業用ロボットメーカーのみなら

ず工作機械への使用を実現したという意味において、要素技術としての点だけでなくビジネス・社会実装の面でも評

価。ロボット革命が始動した2014年前後より、人-ロボット協調環境での重要な安全装置として、一層の応用開発

を推進することで、100万台出荷を達成した。
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                        受賞ロボット概要  

日本機械工業連合会会長賞
協働ロボット FANUC Robot CR-35iA

［ファナック株式会社］

【概要】

　35kg可搬と重量物を取り扱える高可搬タイプでありながら、安全柵無しで人と一緒に作業できる協働型汎用産

業用ロボット。接触停止・退避動作・反転動作が可能な安全機能を搭載し、アームも柔らかいカバーで覆われるな

ど安全面に注力。

【評価のポイント】

　重量物をハンドリングしながらの長い距離の移動と、高い感度での安全性を両立させた点に新規性・優位性があ

り、実績も挙げつつあるため新たな市場を開拓できる可能性が十分ある点を評価。

審査員特別賞
介護老人福祉施設の変革（生産性革命）実現のためのロボット利活用の推進

［社会福祉法人シルヴァーウィング］

【概要】

　平成２５年度よりロボット介護機器を積極的に現場に導入し、利用者のＡＤＬ（日常生活動作）改善やＱ

ＯＬ（生活の質）向上だけでなく、介護者の介護負荷軽減や介護作業効率化にも努め、介護現場でのロボット

活用の経験・ノウハウを蓄積。

【評価のポイント】

　多くのロボットを試作段階から導入してメーカーとともに改良を重ねた結果として大きな成果を上げている。日本だけ

でなく世界各国の同様な福祉施設からの見学希望が後を絶たないなど、介護業界を牽引する役目を果たしている

点を高く評価。

審査員特別賞
レスキューロボットコンテスト

［レスキューロボットコンテスト実行委員会］

【概要】

　レスキュー工学の技術を活用して製作した遠隔操縦型ロボットを用いて、災害地を模擬したフィールドから要救助

者（ダミー人形）を救出する、レスキューを題材としたロボットコンテスト。阪神・淡路大震災をきっかけとして、次世

代のレスキュー工学を担う人材の育成と防災・減災の大切さの社会啓発を目的とし、2001年の第1回から毎年開

催。

【評価のポイント】

　技術や教育という面のほか、災害地で活用され得る要素の提案も審査対象に含まれるなど「社会性」を重要な柱

としていることに加え、「人へのやさしさをコアとしたユーザー視点を大事にする技術者の育成」という観点を重視してい

る点を評価。

優秀賞
まほろ（バイオ産業用汎用ヒト型ロボット：ラボドロイド）［ロボティック・バイオロジー・インスティ

テュート株式会社／国立研究開発法人産業技術総合研究所］

【概要】

　既存の実験機器を活用しながら熟練作業者による実験手順が再現可能なバイオ産業用汎用双腕ロボット。多

種多様な実験作業をロボットに置換するだけでなく、手作業のばらつきや個人差、ミスを排除し、人以上に高い正確

性・再現性を実現。

【評価のポイント】

　単にバイオメディカル分野における人代替のロボット応用というのでなく、実験室の自動化を一歩進めて、実験行為

の標準化やトレーサビリティ向上を目的としたシステムを開発し、それにより社会価値を追求していく姿勢を評価。



                        受賞ロボット概要  

優秀賞 セコムドローン［セコム株式会社］

【概要】

　ドローンを使った契約先敷地内の侵入監視を行う警備システム。侵入車両や侵入者を防犯用レーザーセンサが検

知すると、位置情報がドローンに伝送され、自動で離陸を開始、自律飛行で対象に接近・追跡しカメラで撮影し、

映像をリアルタイムでコントロールセンターに配信する。コールセンターの管制員が侵入車両／侵入者の特徴を確認

するとともに、管制員から指示を受けた緊急対処員が現場に急行する。

【評価のポイント】

　本業である警備事業の補完として飛行監視を追加するもので、装置の仕様が用途に特化されコンパクトで有用な

装置になっている点や、運用者が研究開発、製造、メンテナンスまで取り組むことにより実用的なシステムが構築され

ている点を評価。

優秀賞
土壌センサー搭載型　可変施肥田植機

［井関農機株式会社／国立大学法人鳥取大学（森本英嗣研究室）］

【概要】

　田植えと同時に圃場の作土深や肥沃度を測定しながら、その結果に応じて施肥量を自動で調整できる田植機。

ＧＰＳ搭載により、測定した圃場の土壌状態や施肥結果を地図上に残すことが可能であり、後年の栽培管理の

改善に寄与。

【評価のポイント】

　作物栽培のノウハウがない未熟練者でも一定の生産性を確保できる可変施肥システムは技術的にもユニークであ

り、肥料の節約にもつながることで低コスト化に貢献するなど社会的ニーズを見たしている点を評価。

優秀賞
農業用アシストスーツ

［国立大学法人和歌山大学／パワーアシストインターナショナル株式会社］

【概要】

　農作業の現場に特化したアシストスーツで、収穫物の持ち上げや中腰姿勢の保持、斜面での移動などの負担を

軽減させるほか、搭載している電動モータの出力を一定の範囲内に制限し、意図しないアシストが生じても装着者

自身で対応できるよう配慮。

【評価のポイント】

　現在まで実用化の努力を着実に続けており、開発姿勢には好感が持てるほか、ロボットとしても複雑すぎず、簡単

にもなりすぎず、適度なシンプル化が行なわれており製品として成立し得るものであると期待される点を評価。
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 【日時】 2016年10月19日（水）10：30 ～11：45 

 【場所】 東京ビッグサイト 東3ホール、メインステージ 
  

【総評】審査特別委員会 川村委員長 

                           表彰式  

【共催者（幹事）挨拶】経済産業省 糟谷局長 【共催者（幹事）挨拶】日本機械工業連合会 岡村会長 

【受賞者全体記念撮影】 

【各賞表彰】 
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【受賞者代表挨拶】MUJIN 滝野氏 



 ■受賞者プレゼンテーションステージ   10月19日（水）13：15～17：15    

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

【プレゼンテーション風景】 

【MUJIN】 【ソフトバンクロボティクス】 

【ルーチェサーチ】 【合同展示風景】 

 ■受賞ロボット合同展示  10月19日（水）～21日（金） 10：00～17：00   

【会場風景】 
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【プレゼンテーション風景】 

【レセプション風景】 



                   「Japan Robot Week 2016」として開催  

【テ ー マ】 ロボットが拓く新時代 

【主   催】 一般社団法人 日本ロボット工業会、日刊工業新聞社 

【日   時】 2016年（平成28年）10月19日（水）～ 21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】  193社・団体  465小間 （前回： 144社・団体  283小間） 

【来場者数】 10月19日（水） ☀        8,228名（4,597名）     

         10月20日（木） ☀       8,145名（5,892名）    

                     10月21日（金） ☁       12,887名（（6,137名）  合計 29,260名 （前回： 16,626 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：学術界、産業界の第一線で活躍中のキーパーソンか        
ら、ロボット技術、人工知能（ＡＩ）技術の社会実装に向
けた課題や最新の取り組み動向について発表 

共催：経済産業省（幹事）、（一社）日本機械工業連合会（幹事） 

    総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

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開催 

 【開会式 ・ テープカット】 【テープカット出席者] （敬称略） 

 

• 経済産業省  製造産業局 産業機械課         

  課長   片岡 隆一 氏 

• 厚生労働省  職業能力開発局  検定制度        

整備プロジェクト推進室長  搆  健一 氏 

• 環境省 水・大気環境局  土壌環境課        

  課長  是澤 裕二 氏 

• 日本洗浄技能開発協会 理事長  飯島 文男 氏 

• 日本産業洗浄協議会   会長  岡村 和彦 氏 

• 日本ロボット工業会    会長  稲葉 善治 氏 

• 技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構  

理事長  前川  篤 氏 

• 土壌環境センター   会長  山田 良介 氏 

• 日刊工業新聞社  取締役社長  井水 治博 氏  

 

主催：    ロボット革命イニシアティブ協議会 

内容：IoT、インダストリー4.0をテーマに、国内外より関係者を招
聘して最新動向を紹介。また、産業のデジタル化推進に
おける各国の展望、課題などをパネルディスカッションに
より探る。 

NEDOロボット・ＡＩフォーラム 

ロボット革命国際フォーラム2016  

※（ ）内は 

  2014年実績 

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。 
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                 「Japan Robot Week 2016」会場レイアウト  

■東京ビッグサイト 東3ホール 
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                 「Japan Robot Week 2016」来場者アンケート  

■調査対象 ：29,260名    

17 



                 「Japan Robot Week 2016」来場者アンケート  

18 



■ 合同展示会場内 来場者アンケート 
 

期間中、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：全388件 
 
 
≪回答結果≫  

             「第7回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート  

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？ 

【理由】 
■セコムドローン [セコム（株）] 
• 雨の中、飛行するための放熱と防水の両立          
• 夜間でも飛行 
• 生活の安全性を感じられた                   
• 無人航空レーザ計測システム 
• 自立型であり、画像を撮影して送信することができるのが素晴らしかった 

 
■ロボットトラクタの研究開発 ［ヤンマー（株）］ 
• For use on our farm in Australia 
• 革新的なデザイン                         
• 有人よりも作業スピードが速い点 
• 作業者1人で倍幅の作業か2工程まとめて作業するかを選べる点 
• 数㎝精度に応えようとしている 
 
 
 
 
 
 
 

 

知って 

いる 

32.0% 

聞いたこ

とがある 

29.9% 

知らな

かった 

37.6% 

無回答 

0.5% 

受賞ロボット・ソフトウェア名 受賞位 件数 

セコムドローン 優秀賞 71 

ロボットトラクタの研究開発 農林水産大臣賞 50 

モジュール分散協働型収穫支援ロボットシステム（自走式イチゴ収穫ロボット） 文部科学大臣賞 44 

HAL医療用下肢タイプ 厚生労働大臣賞 37 

完全ティーチレス／ばら積みピッキングMUJINコントローラ「Pick Worker」（ピックワーカー）  経済産業大臣賞 34 

協働ロボット FANUC Robot CR-35iA 日本機械工業連合会会長賞 24 

Pepper 総務大臣賞 21 

SPIDER（スパイダー）を用いた高精度地形解析による災害調査技術 国土交通大臣賞 21 

農業用アシストスーツ 優秀賞 15 

リトルキーパス/ロボットアシストウォーカーRT.1 中小企業庁長官賞 13 

土壌センサー搭載型 可変施肥田植機 優秀賞 9 

レスキューロボットコンテスト 審査員特別賞 8 

まほろ（バイオ産業用汎用ヒト型ロボット：ラボドロイド） 優秀賞 4 

介護老人福祉施設の変革（生産性革命）実現のためのロボット利活用の推進 審査員特別賞 3 

人-ロボット協調安全用 スリ―ポジションイネーブル装置 日本機械工業連合会会長賞 1 
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             「第7回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート  

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？ 

■モジュール分散協働型収穫支援ロボットシステム（自走式イチゴ収穫ロボット） 
［宇都宮大学（尾崎功一研究室）／アイ・イート（株）］ 
• 経済性を考えて開発されている点                                
• イチゴに触れずにとれるのがすごい 
• モジュール型で分散協働なんてすばらしい          
• 農業のスタイルの収益そのものを変えそうなので 
• 分散して協働しているシステムがすばらしい 
  
■HAL医療用下肢タイプ［CYBERDYNE（株）］ 
• 実用的に海外で採用されている点 
• 興味のある用途であったため、またデザイン性も良いと感じた 
• 生体電位信号で動作する所 
• 人の思いで動く 
• デザイン性のよさ、外部からでなくＨＡＬ自身で出力を計算している点 
 
■完全ティーチレス／ばら積みピッキングMUJINコントローラ「Ｐｉｃｋ Ｗｏｒｋｅｒ」 (ピックワーカー)  
［(株）MUJIN］ 
• 市販レベルでピッキングを実現                                     
• 自在性が高い 
• ランダムに配置されたワークを画像認識で取り上げられる所     
• 画像認識の映像が予想以上に優れていた 
• 自動的に軌道生成をする機能をうまく実用化できている点 
 
■協働ロボット FANUC Robot CR-35iA ［ファナック（株）］ 
• ロボットや取付けている物に触れて止まり、再稼働はプログラムで変えられる点 
• 使いやすさ、カバーの素材 
• 機能の柔軟性が高く、安全性のイメージもあり良かった 
• サイズがコンパクト 
• 人と協働作業が可能 
 
■Pepper［ソフトバンクロボティクス（株）］                          
• 分野関係なく使えそう                       
• It’s useful 
• テレビで見たことがあり、実際に見て感動した        
• ロボットがなめらかに動いたり、しゃべったりすること 
• おもしろい、かしこい 

 

■SPIDER（スパイダー）を用いた高精度地形解析による災害調査技術［ルーチェサーチ（株）］ 
• 災害時にすぐに役に立つ 
• サイズが大きくて、レーザー3次元計測システムがすごい 
• 目には見えない地割れなどをレーザーで確認できる 
• 無人航空レーザ計測システムにより人の立ち入りがなくても災害調査 
• 小型無人へりがとてもカッコ良かった 
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             「第7回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート  

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？（続き） 

■農業用アシストスーツ ［和歌山大学／パワーアシストインターナショナル（株）］ 
• 現場で使えそう （農業に限らず） 
• 農作業が楽（高齢者でも） 
• 人自体の能力を上げることができる点 
• 介護ロボットが多い中で農業用としている点 
• 小型なので持ち込むのが便利そう 

 
■リトルキーパス/ロボットアシストウォーカーRT.1 ［（株）幸和製作所／RT.ワークス（株）］  
• 見守りサービス（IOT）を使ってお年寄りの人などの生活を他者がわかる点、歩行アシスト機能で坂道な

ど上りと下りのアシストをしてくれる点   
• 使用者の走行アシストだけではなく、IOTを用いて歩行データを取り、健康点もアシストしているのがす

ごいと思った 
• 高齢化社会のニーズに合う仕様   
• 介護保険が適用され、低価格で利用可   
• 1番実用的だった   

 
■土壌センサー搭載型 可変施肥田植機 ［井関農機（株）／鳥取大学（森本英嗣研究室）］ 
• 田植機の可能性を広げた点 
• 外観が未来的でカッコ良い 
• 複数のセンサーが連動し考えながら動く点 
• 稲の写真による比較 
• 肥沃度センサがすごい 
 

■レスキューロボットコンテスト［レスキューロボットコンテスト実行委員会］ 
• 機能的に大分実用化に近づいている 
• 救助をいかに負担をかけないように運ぶかという所が印象に残った 
• ダメージが減らされる 
• ダミーがおもしろかった 
• 人材育成 
 

■まほろ（バイオ産業用汎用ヒト型ロボット：ラボドロイド） 
［ロボティック・バイオロジー・インスティテュート（株）／(国研)産業技術総合研究所］ 
• 動きがスムーズで人間のような動作ができること 
• 人が培養しているような動きで印象に残りました 
• 実験作業を代替できる点 
 

■介護老人福祉施設の変革（生産性革命）実現のためのロボット利活用の推進 
［社会福祉法人シルヴァーウィング］ 
• 利用者の声が良かった 
• 今後必要性が出てくると思った点 
• これから需要はある 
 

■人-ロボット協調安全用 スリ―ポジションイネーブル装置 ［IDEC（株）］ 
• 協調動作 
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            「第7回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート 

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？ 

問４. 次回「第8回 ロボット大賞」の応募について 

【性別】 

  件数 ％ （前回結果） 

男性 326 84.0% 87.5% 

女性 37 9.5% 5.0% 

無回答 25 6.4% 7.5% 

  件数 ％ 

応募したい 12 3.1% 

応募要領を見てみたい 59 15.2% 

応募はしない 310 79.9% 

無回答 7 1.8% 

合計 388 100.0% 

応募したい 

3.1% 

応募要領を

見てみたい 

15.2% 

応募は 

しない 

79.9% 

無回答 

1.8% 

分野 件数 

生活支援 60 

ものづくり 55 

介護 45 

コミュニケーション 20 

アシスト 19 

医療 13 

農林水産 8 

物流（ピッキング含） 8 

インフラ・災害対応 6 

自動運転 4 

建設 3 

ホビー 3 

食品 2 

人材育成 2 

その他 32 

【生活支援】 

• 料理を作ってくれるロボット（野菜を切る・洗うなど） 

• 物の整理整頓→どこにしまったか分かる 

• 冷蔵庫の中身を教えればレシピを考えてくれるロボット 

• 手紙をとる、ごみ捨て、といった細かい作業を代替してくれるロボット 

 

【ものづくり】 

• 容易なティーチング、高速、安全柵不要 

• プログラムしない完全自律で動くロボット 

• 旋盤などにワークを取付け、脱着、次の工程渡し 

 

【介護】 

• 少子高齢化に合致した人型ロボット、共存できるロボット 

• 体が不自由な人が暮らしやすくなるようなロボット 

 

【コミュニケーション】 

• 携帯電話のような持ち運びができるロボット（パーソナライズされた情
報をくれるもの 

• 顧客対応を自律して行えるロボット 

【その他】 

• 事務処理の代行（ファイル整理できるロボットなど）    

• デスク上の電話が全てロボット対応にしたい 

• 秘書業務（スケジュール管理や出張先での案内等） 

• 小売り（陳列） 

• 発想支援（思いがけない挙動、発話）    
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             「第7回ロボット大賞」合同展示 来場者アンケート 

【年代別】 

【職種】 

【業種】 

  件数 ％ （前回結果） 

10代 34 8.8% 0.0% 

20代 76 19.6% 11.7% 

30代 50 12.9% 10.8% 

40代 86 22.2% 16.7% 

50代 65 16.8% 22.5% 

60代 28 7.2% 14.2% 

70代以上 17 4.4% 4.2% 

無回答 32 8.2% 20.0% 

10代 
8.8% 

20代 
19.6% 

30代 
12.9% 

40代 
22.2% 

50代 
16.8% 

60代 
7.2% 

70代以上 
4.4% 

無回答 
8.2% 

  件数 ％ （前回結果） 

会社員 242 62.4% 65.8% 

アルバイト 0 0.0% 0.0% 

主婦 1 0.3% 0.8% 

学生 82 21.1% 10.0% 

一般 18 4.6% 10.8% 

その他 20 5.2% 0.0% 

無回答 25 6.4% 12.5% 

会社員 

62.4% 

アルバイト 

0.0% 

主婦 

0.3% 

学生 

21.1% 

一般 

4.6% 

その他 

5.2% 

無回答 

6.4% 

  件数 ％ (前回結果) 

電気・電子 65 16.8% 16.7% 

機械 66 17.0% 17.5% 

鉄鋼・金属 16 4.1% 2.5% 

自動車・部品 27 7.0% 4.2% 

輸送用機器 2 0.5% 0.8% 

エネルギー 4 1.0% 1.7% 

プラスチック 6 1.5% 1.7% 

繊維・衣料 2 0.5% 0.0% 

化学 11 2.8% 2.5% 

食品・飲料 1 0.3% 1.7% 

印刷・出版 3 0.8% 1.7% 

建設・土木 10 2.6% 1.7% 

流通・サービス 12 3.1% 5.0% 

情報・通信 22 5.7% 5.8% 

商社 17 4.4% 3.3% 

医療・福祉 10 2.6% 7.5% 

官公庁・教育機関 19 4.9% 7.5% 

一般 55 14.2% 13.3% 

無回答 40 10.3% 5.0% 
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                        応募者アンケート  

■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： 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 

• 事業化協業パートナーへの認知向上 

• 介護ロボット認定の為のステップ 

• ロボットの社会実装 

• 本募集等を契機に日本のインフラ維持管理等へロボット市場が盛り上がることでより日本の点検維持
管理がより効果的・効率的に向上する一助になれば。 

• 植物工場の普及と向上 

• 資金調達のための知名度向上 

• 受賞によってロボット農機普及に弾みをつけたい 

• 国際標準化推進の重要性のアピール  

• 技術力の評価 

• R&D活動を社内で進めやすくする為 

• 様々な分野における本通信プロトコルの試行と有効性の検証（共同開発の推進） 

• 実現場への導入促進 

• ベンチャー企業への発展 

• ロボット教育の普及 

 
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。  

  件数 （前回結果） 

１．ユーザーへのPR 98 72 

２．マスコミ（テレビ・新聞等）に取り上げられること 61 47 

３．「第7回 ロボット大賞」をはじめとする各賞受賞によるロボットの認知度向上 95 60 

４．各種展示会での合同展示による広報効果 41 29 

５．経済産業省等の公共機関への知名度上昇 64 35 

６．その他 （         ） 21 5 

 更なる認知度アップ、社会的な影響力アップを期待 

 日本ベンチャー大賞などに比べると、新聞等のメディアでの取り扱いが地味であると思いますので積極

的に広報いただけると、更に魅力的な賞になるのではないでしょうか。 

 日本の優れた技術に向けての賞ですので、ぜひ海外の関連企業等もむかえて国際的に認知される

「グッドデザイン賞」的な位置づけで推進されることを期待 

 日本国内のみならず海外へのアピールも行えるような形になっていると良い。 

 made in Japanをぜひ推し進めていただきたいと思う。 

 ユーザーへの絶好のＰＲとなるように賞の認知度を高めてください。 

 産官学連携、異業種連携による研究の高度化や実用化促進のためのPR活動の場として期待 

 ロボット農機の周知と普及へ向けた取り組みに貢献したいので、メディア等へＰＲして頂きたい。 

 国際ロボット展並みの規模での開催実施や宣伝を強化したり、募集する各種分野の細分化を進めた

ほうが、更に参加者数や知名度が上がると思う。 

 ロボットメーカーの社員でも知らない人が多く、知名度が低いため、多くの人に伝わるような情報展開

の改善が必要と感じる。 

PR・認知度向上 
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                        応募者アンケート  

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。（続き）  

応募対象 

 ハードのみでなくロボットを動かすソフトウェアに関しても注目していただけると嬉しい。 

 政府が掲げたロボット革命のビジョンの実現にはロボット化をするための要素技術も重要。ロボット
大賞が応募製品を多面的に評価されれば、ロボット産業がより活性化すると考える。 

 まだ製品化されていないロボットであっても、表彰の対象にしていただけると嬉しい。 

 
表彰位 

 大臣賞の数を増やすことで様々なジャンルからのロボットが提案され、日本が活性化すると考える。 

 ロボット大賞を通じて福祉機器が社会に広く認知され、活用されていくことを願う。 

 「厚生労働大臣賞」等が新設されたのは大変ありがたい。 

 介護業界において、ロボット介護の文化を作っていくことが必要と感じている。そのために公で認め

られること、公に取り扱われる機会を与えていただくことが文化作りにも役に立つと感じ、期待してい

る。 

 「農林水産業・食品産業部門」の新設、ありがとうございます。「ロボット大賞」を通じて、ロボットの認

知度が向上するようにもっと多くの部門・分野の検討をお願いしたい。 

 今後農業現場における人手不足、青果物生産者様の労働力軽減につながるロボット技術の発展の

ために広く知らしめて欲しい。 

 「農林水産・食品産業部門」の新設、有難うございます。農業分野でのロボットの認知度を向上させ

今後の農業のあり方について、一石を投じたい。 

 今回「人材育成、教材部門」を設置されたことで、応募のチャンスがいただけたことに感謝。今後、小

学生の子ども達も積極的に参加できるようなものができたら嬉しい。 

 ロボットの市場化・産業化は長い道のりだが、それを達成するためにも人材育成は息長く続けていく

ことが肝要だと考えている。今回、「人材育成部門」ができたことを大変うれしく思う。 

 いろいろな場面でのロボット活用を考慮した賞の設定になっていると思う。 

 資源の乏しい日本では、知的財産を活かしたロボットやAIなどの開発促進による高効率化が必須だ

と思う。各省庁連携による取組みは非常にありがたい。 

 今回より表彰位が増えたことは、ロボット及びロボット大賞の認知度向上のために良いと思う。当面

はロボットの研究開発を含めた裾野を広げる方向で運営し、その後は真の社会実装に重点をおいた

表彰へとシフトしていくことが、ロボット産業の市場拡大や形成に有効。 

 

 

 評価 

 一般ユーザーからの評価（アンケートやWEB投票など）も加えてはどうか？ 

 目新しさはもちろんですが、実用性の高い装置やシステムに対する評価を期待 

 毎年，すばらしいロボットを選定されていると思う．ただ，試作ロボットでも将来展望なものは将来構

想も含めて評価していただきたい。 

 ここ数年，新たに開発されるロボットではなく，既存のロボットを使ったサービスにスポットがあてられ

ることが多いと思う．ロボットの社会への浸透を促進するためにもロボットサービスへの評価も高め

ていただきたい。 

 産業用ロボット、サービスロボット等を問わず、日本のロボット産業を引っ張っていけるロボットを顕

彰して欲しい。 
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                        応募者アンケート  

継続希望 

 日本のロボット技術の発展、日本のものづくりの拡大の為にも、大賞継続を望みます。 

 是非、継続して実施していただきたく思います。 

 今後も引き続き，ロボット技術を広く拡散する為に，ロボット大賞の応募を積極的に行って頂きたい． 

 エントリーや受賞された方々の情報を継続的に発信して頂き、地域で活動している方々に対しても取
り組みが知れ渡り、益々活性化され介護ロボットが社会還元されることを望みます。 

 今回より、関係6省の冠に拡大し政府を挙げたロボット産業の育成を鮮明に打ち出していただいたこ
とは大変有意義であると感じています。本賞が、日本のロボット産業の発展に資するものとなるよう、
継続した取り組みをお願いいたします。 

 

「ロボット大賞」の地位向上 

 企業として実用化できた技術を製品リリースすることで、ロボット大賞のプレゼンスを共に高めていく

様に努めたいと思います。 

 各地域の企業がロボット市場に参入するきっかけとなるような、メジャーな賞になれば、大企業が製

造するロボットに対して、優位に立てる独自性の高い研究が行われるようになると思います。 

 ロボット大賞に選ばれることの意義が浸透するようにしてほしいロボット大賞のクオリティを保つよう

にしてほしい。 

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。（続き）  

その他 意見・感想 

 ロボット開発、ロボット活用の2面から経済に対する貢献度等を評価し普及の促進を図るような制度

とするとよいと思う。 

 このような取り組みを通して、一般の産業とロボットの架け橋となり、ロボットが特別なものではなくな

る機会創造につながれば良いと考えます。 

 応募するチャンス、コンテストというものは、挑戦というきっかけを生むので素晴らしいと感じます。 

 この「ロボット大賞」を通じて、企業、大学・研究機関問わず、幅広くさまざまな分野でロボットが広ま

る事を切に願います。 

 生活支援型ロボットは、目的的には、ヒトの身体的・精神的能力や機能を補完・増強させることので

きる機器と考えております。感じ取り（センサ）、意味を解析し（人工知能等）、行動を起こす。（運動機

能や通信機能で意味のある行動を行う）機器であると考えます。私どものロボットは、ヒトが見ること

が難しいものや状況をヒトに見せ、目の代わりを務めることの出来るロボットを目指します。（見える

化の拡充） 

 我が国日本は世界一のロボットイノベーション拠点として、成長戦略の一つ「ロボット革命」を推進中

であり、製造現場から日常生活の様々な場面での社会変革に繋がるロボットを次々と生み出してお

り、そのマイルストーンとしての意義ある賞と考えます。今後、日本が世界最先端のロボットショー

ケース化され、本賞が世界に向けてのロボット産業のさらなる優位性アピールへ貢献することを期

待します。 
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■募集用リーフレット 
 

募集用リーフレット（A4カラー、10,000部）を作成し、関係企業・団体へ配布した。 

 

 

                           印刷物  

■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、4,000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50万枚の招待状を作成し、関係企業、団体等へ案内した。 
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■ 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17万件）他 

 

 

 

②広告とバナー                  

  日刊工業新聞 5段1/2                   バナー広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Web／新聞 

  YAHOOニュース、Infoseek楽天ニュース、 
  経済産業省、総務省 
  文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 
  国土交通省、日本機械工業連合会、 
  日刊工業新聞 他 
 
   
 
     

                         広報（募集時）  

YAHOO! ニュース掲載 

メール配信文（一部抜粋） 

国際ロボット展公式HP 
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■ 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17万件） 

• プレス関係者（約2,000名）  

 

 

  ②新聞広告 

     日刊工業新聞 全5段                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

③Web／新聞での報道 
  ロボコンマガジン、ものづくりニュース、東京ベイ経済新聞、 
  科学新聞社、産経ニュース、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） 

科学新聞社 
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東京ベイ経済新聞 



①Web・電子メディア  

YAHOO！ニュース、The Japan Times, City-Cost, 

AFPBB News, IoTToday, EducationTomorrow 

AKIHABARA NEWS、ロボスタ、 

ニコニコ動画 、ニコニコニュース  他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②TV  ※Japan Robot Week 全体の報道含む 

• NHK 「great gear」 

• フジテレビ 「めざましテレビ」 

• テレビ朝日「報道ステーション」 

• テレビ東京「WBS」  

• テレビ東京「モーニングチャージ！」 

• テレビ東京「出没!アド街ック天国」 

• 毎日放送「ちちんぷいぷい」 他 

 

 

 

 

 

 

③新聞、雑誌 他 

日刊工業新聞、時事通信、ロボコンマガジン、 

わかやま新報、農業協同組合新聞、 

農機新聞、オートメーション新聞 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       開催中の報道  

めざましテレビ（フジテレビ） 

ニコニコ動画 

（表彰式＆プレゼンテーション 視聴者数 27,746） 

YAHOO!ニュース掲載 

The Japan Times 

日刊工業新聞 

great gear （NHK） 

※「ロボット大賞文部科学大臣賞」受賞  

宇都宮大学（尾崎功一研究室） 
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