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 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、少子高齢化による労働人口

の減少や、老朽インフラ・災害対応などの社会課題の解決方法の一つとして期

待されています。 

 

最近のロボットを取り巻く状況の変化を見ますと、従来の製造現場における

ロボットの活躍に加え、人手不足などの課題に直面する物流施設や、介護・医

療、農林水産業・食品産業、インフラ・災害対応・建設分野など幅広い分野で

のロボットの活用が進んでいます。また、IoT 及び AI 技術とロボット技術との

融合など先進的な取り組みが進んでいます。 

 

当会ではロボット産業の更なる興隆の一助となるべく、平成 18 年度から「ロ

ボット大賞」表彰事業を経済産業省との共催により隔年で実施してきました。 

平成 28 年度に行った第 7 回ロボット大賞表彰では、新たに共催として加わっ

た 5 省の大臣賞が創設され、応募数は 2 年前の第 6 回の 2 倍近い 151 件に達す

るなど、大きな成果を収めることが出来ました。 

今年度・平成 29 年度は第 7 回ロボット大賞と平成 30 年度に予定される第 8

回ロボット大賞の間の非表彰年に当たりますが、ロボット大賞審査・運営委員

会を設置し、ロボット産業・技術の振興を目指しての調査研究と第 8 回ロボッ

ト大賞の成功に向けての種々の検討を行い、その結果を本調査研究報告書にま

とめました。 

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

彰事業の運営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

各位に厚く御礼を申し上げます。 

 

                       平成 30 年 3 月 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

会長 大宮 英明  



 

 

は し が き 

 

2017 年に日本版第四次産業革命として発表された「Connected Industries」では、五つ

の重点取組分野の中で「ものづくり・ロボティクス」「自動走行・モビリティサービス」が

掲げられ、ロボット導入の促進や AI・人工知能の更なる発展などが挙げられました。少子

高齢化により「人口減少社会」を迎えつつある我が国において、働く現場の省人化、人材

創出が大きな課題となっています。 

 

世界動向を見ると、日本と同じように高齢化を迎える国が増え、人手不足をロボットに

よって解決法を探る動きが見られます。中国など新興国でもロボットの導入が増加し、更

なる投資や普及活動を加速させています。 

日本においては国際競争力の強化や国際標準の策定など、ロボット利活用社会の実現に

向けた施策が急務となっています。近年では、安全柵なしに安心して人とロボットが作業

を行うことができる協働ロボットが次々に開発されていますが、働く現場の負担軽減や効

率化、生活の質の向上に資するロボットの登場が期待されます。 

 

「Connected Industries」でも提唱されているように、デジタル技術やロボットの導入促

進等に向けて必要となる人材の育成が挙げられており、教育や競技などによる人材の育

成・発掘が今後大きなテーマになっていくと考えられます。 

日本が世界に先んじてロボットの普及・開発を進め、ロボットショーケースとしてより

良い社会の構築を目指す為にも、「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。今年度は、第 7 回ロボット大賞受賞企業・団体にアンケート調査を行いましたが、

全受賞者から「ロボット大賞」を受賞したことによる効果・反響があったとの回答をいた

だいています。「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、本報告書では産業用ロボット、サービスロボット、介護・医療ロボ

ットなどの動向や課題を概観した上で、経済産業省（幹事）・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、国土交通省が共催で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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概要 

 

 

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、産業用ロボットの国内外市場・技術動向について調査・考察した。技術動

向として人協働ロボットに焦点をあて、またロボット SIer の重要性についても調査を行っ

た。 

第 3 章では、コネクテッドインダストリーの概要と IoT・AI によるロボットの最新技術

について調査・考察した。 

第 4 章では、サービスロボットの市場・技術動向、および課題について考察した。なか

でも災害対応、インフラ対応、介護・医療、農林水産業、物流、コミュニケーションロボ

ットについて調査・考察した。 

第 5 章では、「2017 国際ロボット展」から、最新のロボット市場・技術トレンドを調査・

考察した。 

第 6 章では、急拡大する中国ロボット市場の現状と、日本の中国市場戦略について概説

した。 

第 7 章では、「第 7 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・受賞者プレゼンテーション等の様子をまとめた。 

第 8 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 8 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章 事業目的 

 

1.1 調査研究の目的 

   

ロボットやロボット応用システム等の開発動向及び課題を調査・分析して、技術革新の

推進、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する。 

また、平成 28年度実施の「第 7回ロボット大賞」の実施結果を分析し、改善すべき点な

どを論議して、「第 8 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】 

 ・第 7 回ロボット大賞の結果分析と第 8 回ロボット大賞の運営について検討する 

 ・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 

 ・生活の質の向上に資するロボットの可能性・方向性について検討する 

 

 

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 29年 7月 19日（水） 

議題： 

1．挨拶（委員長および共催者（幹事）） 

2．新メンバー自己紹介 

3．平成 29年度の委員会活動計画について 

4．第 7回ロボット大賞の結果分析と、第 8回ロボット大賞に向けての検討 

5．生活の質の向上に資するロボットの可能性・方向性についての検討 

 

■第 2回 ロボット大賞審査・運営委員会の開催 

日時：平成 29年 12月 8日（金） 

議題： 

1． 第 8回ロボット大賞に向けての検討 

(1) 募集部門の検討 

(2) 表彰位の検討 

(3) 実施要領、審査要領、募集要項の検討 
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(4) 協力団体の追加についての検討 

(5) 応募増の方法、広報の方法についての検討 

2．平成 30年度・第 8回ロボット大賞の日程計画について 

3．調査研究報告書の内容についての検討 

4. 第 7回ロボット大賞アンケート調査結果について 

5．生活の質の向上に資するロボットの可能性・方向性についての検討 

 

■第 3回 ロボット大賞審査・運営委員会の開催 

日時：平成 30年 3月 12日（月） 

議題： 

1．平成 30年度・第 8回ロボット大賞に向けての検討 

2．第 8回ロボット大賞日程計画について 

3．調査研究報告書についての検討 
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2章 産業用ロボットの市場・技術動向 

 

 本章では、世界と我が国における産業用ロボットの市場と技術動向を概説する。 

 

2.1 世界における産業用ロボットの市場動向 

 

2.1.1 主要地域・国の産業用ロボット稼働台数 

 

 現在、ロボット産業における最大の成長市場はアジアであり、その中でも中国が世界最

大のロボット市場に発展している。 

 

国際ロボット連盟（IFR）は、2016 年の世界における産業用ロボットの稼働台数が、182

万 8,000 台を超えたと発表した。2020 年までに 305 万 3,000 台に達すると予測している。

地域別でみると、稼働台数が最も多いのは中国で、2020年には約 95万 300台に達する見込

みである。2020 年にはアジア全域で約 190 万台のロボットの稼働が見込まれており、2016

年の世界のロボット稼働総台数とほぼ同じ数となる。 

 

【主要地域・国の産業用ロボット稼働台数（2016年）と予測（2020年）】 

 

■図 2.1.1 主要地域・国の産業用ロボット稼働台数（2016年）と予測（2020 年） 

 出典：国際ロボット連盟「World Robotics 2017」、 

（一社）日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」  
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2.1.2 主要地域・国の産業用ロボット販売台数 

 

 国際ロボット連盟（IFR）の統計によると、2016年の世界における産業用ロボットの販売

台数が 29 万 4,000 台に達したと発表した。産業用ロボットの販売台数のトップは中国（8

万 7,000台）で、2位の韓国（4万 1,373台）、3位の日本（3万 8,586台）を大きく上回っ

た。中国は、世界における産業用ロボットの販売合計台数の約 30％を占め、世界における

中国の市場は更に拡大し続けるとみられる。 

 2番目に大きな市場の韓国では、電気・電子産業によるロボットへの大規模な投資により、

年間販売台数が大幅に増加し、約 4万 1,400台が販売された。国際ロボット連盟（IFR）の

「2017 World Robot Statistics」によると、韓国は製造業における従業員 1万人あたりの

保有台数が約 630台と世界で最も高いロボット保有率を有する。これは、LCD とメモリチッ

プ製造で最大市場を確立していることが要因とされる。 

日本は2015年の10％増となる3万8,600台が日本国内で販売され、過去最高を更新した。 

 

 
■図 2.1.2 2016年 産業用ロボットの販売台数（千台） 

 出典：※国際ロボット連盟「World Robotics 2017」を元に作成 

 

 

 

 

87.0 

41.4 

38.6 

31.4 

20.0 

7.6 

6.5 

5.9 

4.2 

3.9 

2.6 

2.6 

2.6 

2.3 

2.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

中国 

韓国 

日本 

アメリカ 

ドイツ 

台湾 

イタリア 

メキシコ 

フランス 

スペイン 

タイ 

インド 

シンガポール 

カナダ 

チェコ 

産業用ロボットの販売台数 （千台） 



5 

 

 

2.2  国内の産業用ロボット市場動向 

 

2.2.1 国内産業用ロボットの生産・出荷動向 

 

 日本ロボット工業会の発表によると、2016 年の国内産業用ロボットの生産台数（会員と

非会員企業の合計）は、前年比 13.5％増の 17 万 4606 台であった。3 年連続で増加し、過

去最高となり、国内の需要増加、米国の景気回復、中国の自動化投資意欲などに支えられ

た。 

 国内産業用ロボットの総出荷台数は、同 12.9%増の 17万 5608台と過去最高となった。総

出荷額は同 4.8%増の 7,160 億円と 3 年連続で増加した。国内出荷額の内訳は、自動車産業

向けが同 21.7％増の 651億円と 3年連続で増加した一方、電気機械産業向けは同 4.4%減の

768億円と 2年ぶりに減少した。 

 

【ロボットの需要産業別出荷額(2016年)】 

 
■図 2.2.1 ロボットの需要産業別出荷額(2016 年) 

 出典：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」 

 

 

2.2.2 国内産業用ロボットの用途別出荷額推移 

 

国内産業用ロボットの主要ユーザー産業は自動車、電子機械産業であり、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引き続き成長している。 
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【ロボットの用途別出荷額推移(2016年)】 

 
■図 2.2.2-1 ロボットの用途別出荷額推移 

 出典：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」 

 

 

【産業用ロボットの用途別出荷額割合（2016年）と主なメーカー】 

■図 2.2.2-2 産業用ロボットの用途別出荷額割合（2016年）と主なメーカー  

出典：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」 
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2.2.3  国内産業用ロボットの地域別輸出額推移 

 

2016年の国内産業用ロボット出荷額に輸出が占める割合は、約 7割にのぼる。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、クリーンルーム等の電子・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 35%を占め米

国、韓国へと続く。 

 

【ロボットの地域別輸出額推移（2016年）】 

 

■図 2.2.3-1 2016年ロボットの地域別輸出額推移  

出典：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」 
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【主要輸出国向け出荷額と用途(2016 年)】 

 

■図 2.2.3-2 2016年主要輸出国向け出荷額と用途  

出典：(一社)日本ロボット工業会「産業動向レポート 2017」 

 

2.2.4 国内産業用ロボットの今後の市場展望 

 

日本ロボット工業会によると、2018年のロボット生産額は初の１兆円の大台に乗る見通

しだ。2017年も前年比 28％増の 9,000億円と過去最高を見込んでいる。「中国での高い自

動化投資意欲をはじめ、アジアや欧米で景気拡大による需要の増加が期待される」。ロボッ

ト工業会の稲葉会長（=ファナック会長）は国内市場が堅調に推移する中、需要の約７割を

占める海外市場が大幅に伸びると予想する。2018年のロボット受注額予想は 1兆 1,000億

円に設定した。 

 市場をけん引する中国では自動車産業が堅調で、主力の溶接以外に組み立て工程などで

ロボットの導入拡大が見込まれる。またスマートフォンや電子機器など EMS 企業向けの需

要も伸びる。安川電機の小川昌寛執行役員は「中国では自動化だけでなく、電気自動車（EV）

など技術革新に伴う設備投資も見込まれ、ロボット需要は当面続く」との見方を示す。た

だ、旺盛な需要を取り込むには課題もある。足元では 2017年春ごろから減速機など主要部

品の供給が逼迫。一部で生産に影響が見られるなど調達基盤の強化が急務である。 

 さらにロボットの操作にはプログラミングなどの専門知識が必要。川崎重工業の橋本康

彦常務執行役員は「ユーザーのすそ野を広げるためにも誰もが扱えるロボットの開発が欠

かせない」と指摘する。ファナックの山口賢治社長は「人工知能（AI）や IoT（モノのイン
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ターネット）の活用でロボットの使いやすさを高める」ことも需要の取り込みには必要だ

とみる。 

 

■図 2.2.4 ロボット生産額 

出典：(一社)日本ロボット工業会 

 

2.3 人手不足を救う人協働ロボット 

 

2.3.1  導入が広がる協働ロボット 

 

人手不足が深刻化する産業における人手不足解消の切り札として、生産現場での協働ロ

ボットの導入が広がっている。協働ロボットは、安全柵を必要とせず導入することができ、

人が誤ってロボットに接触した場合でも、自動で動作を停止させる機能を備える。そのた

め、人は協働ロボットの隣で安全に作業を行うことができる。 

富士経済は 2015年に大手メーカーの参入で本格的に立ち上がった協働ロボット市場が

2025年に 2016年比 8.7倍の 2,700億円に拡大すると予測。中国などのアジア、大手から中

堅企業、非製造業での需要の広がりを見込んでいる。 

 

■図 2.3.1-1  協働ロボットの世界市場 

 出典：日刊工業新聞社 
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 第 7 回ロボット大賞 日本機械工業連合会会長賞を受賞したファナックの「緑のロボット」

CR-35iAは、第三者安全認証機関から国際規格 ISO 10218-1 適合の安全認証を取得してお

り、人に触れると停止するなどの安全に関する基本機能を備えている。 

ボールねじにベアリングを圧入する組立作業を行うためには、ボールねじの格納場所か

らベアリングの圧入機までボールねじを毎回運搬する必要がある。ボールねじは、それな

りの重量があるので、繰返し運搬することは作業者の肉体的負担が大きい 3K 作業である。

そのため、ボールねじの格納場所から圧入機までの運搬を協働ロボット CR-35iA が行い、

ベアリングをボールねじに挿入して圧入機で圧入するという、人の手先の感覚が必要とな

る作業を作業者が行う。その結果、作業者の負担を大幅に減らすとともに、協働ロボット

CR-35iA がボールねじを運搬している間、作業者は別の作業を行うことで、全体の作業効

率を上げることができる（図 2.3.1-2/3）。協働ロボットには CR-35iA の他に、CR-7iAと

CR-4iA があり、それぞれ可搬質量が 35kg、7kg および 4kg である。 

    

■図 2.3.1-2 協働ロボットと作業者による  ■図 2.3.1-3  

ねじユニット組立の協働作業         出典：The ROBOT イノベーションＸビジネス 

出典：第７回ロボット大賞ガイドブック 

 

 

2.3.2 多種多様な協働ロボット 

 

ロボット各社が人とともに作業できる「協働ロボット」の普及に力を入れている。主要

メーカーは製品ラインアップを拡充。中小企業などこれまでロボットを扱ったことがない

新規ユーザーを見据え、使いやすさの向上にも注力する。安全柵を設けることなく活用で

きる協働ロボットは、設置の自由度が高く、IoT（モノのインターネット）と組み合わせた

多品種少量生産との親和性にも優れる。人手不足を補う“救世主”として期待を集める。 

 

「協働ロボットは数年間で現在の産業用ロボット市場に匹敵する規模が見込まれる」―。

スイス・ABBグループのパーベガード・ニースロボティスク事業責任者は、協働ロボットの
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潜在需要の大きさを確信する。こうした見方の背景には協働ロボットの導入のしやすさが

ある。 

 例えば、人と接触した場合に停止するなど安全対策を拡充したことで、安全柵を設ける

ことなく活用できるようになった。現場を柵で仕切る必要がなくなり、人との連携や既存

の生産ラインへの導入が容易になった。レイアウトも変更しやすくなり、多品種少量生産

や短い製品サイクルへの対応も可能になる。 

 安川電機の小川昌寛執行役員は「人の中で作業できる協働ロボットは、これまでのロボ

ットの課題のブレークスルーになる」と期待する。ファナックは可搬質量 15キログラムの

協働ロボット「CR-15iA」を開発。既に展開する同 35キロ、7キロ、4キロの協働ロボット

の製品ラインアップを拡充した。 

 「ロボットを初めて扱うユーザーが導入しやすいロボットを追求した」（川崎重工業の真

田知典ロボットビジネスセンター営業企画部部長）。川重は 2015 年に協働ロボット「デュ

アロ１」を投入した。既存の生産ラインへの適用を想定し、人と同じ両腕での作業の代替

が容易な双腕型を採用。ロボット本体とコントローラーを一体化して台車に乗せ、１人分

の作業スペースでも簡単に移動や設置ができるようにした。 

 また産業用ロボットでは 6軸の垂直多関節型が主流のなか、片腕が４軸の水平多関節（ス

カラ）型を採用。軸数が増えれば作業の幅は広がるが、扱う上での複雑さは増すことに配

慮し、新規ユーザーでも導入しやすい設計を取り入れた。 

 この戦略の延長上にあるのが 2018年春にも投入する「デュアロ２」だ。スカラ型は同じ

だが、縦方向に動かせるアーム（腕）の範囲を従来と比べ約 3.6 倍の 550 ミリメートルに

拡大。深さのある段ボールにも箱詰めできるようにした。従来と比べより複雑な梱包作業

への適用を求めるユーザーの声を受け、エントリーモデルとも言えるデュアロ１から機能

を追加した。 

 安川電機は 2018年春にも移設が容易な協働ロボット「MOTOMAN-HC10DTハンドキャリータ

イプ」を投入。目的の場所で台車レバーを引くだけで固定できる。安全センサーも搭載し、

周囲 360 度内への人の侵入を監視。人がいない場合は通常のロボットと同等の高速動作が

可能で、人の接近を検知した場合に安全動作に切り替える機能も備える。 

 

2.3.3 中小企業への導入・普及 

 

中小企業では多品種少量生産や人手が必要な作業も多く、大手と比べロボットの導入が

進んでこなかった。生産量の変動にも対応できる協働ロボットは、熟練技術者の補助役と

して活用するなど多様な使い方が期待される。一方、ロボットの操作には動作を指示する

プログラミングなどの専門知識が必要で、専任の技術者を配置することが難しい中小企業

では、複雑な操作がロボット導入をためらう一因となっていた。 
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 こうした状況を打開するため各社が対策に乗り出す。安川電機は米国の開発部門主導で、

協働ロボットの動作をタッチパネルで教示できる操作システムを開発する。動作範囲など

を指示する操作ボタンをなくし、全面液晶画面を採用。プログラミングの言語も略語では

なく、分かりやすい表記を取り入れる。 

 同社が海外でロボットの基本性能を開発するのは初めて。2018 年春の投入を目指し、IT

関連の技術者やネットワークが充実する米国でロボットの扱いやすさに磨きをかける。 

 

  

 

 不二越は 2018年内に協働ロボット「CZ10」の投入を予定する。アームを直接動かしなが

ら目的の動作を教示するダイレクトティーチング機能を搭載。例えば棚にある部品をつか

んで搬送する場合、目的の位置でアームを固定して角度を合わせるなど精密な操作を可能

にした。 

 プログラミングではアームの移動やつかむなどの動作を教示するプログラムを一つの固

まりとしてタッチパネルに表示。ユーザーは指で固まりを動かしながら、ブロックを組み

立てるように感覚的にプログラムが組めるようにした。 

 同社の国崎晃フェローは「誰が見ても使いたくなるユーザーインターフェースが重要に

なる」とし、開発段階の同プログラミング機能にも力を入れる。 

 一方、川重と ABB は協働ロボットの操作システムの共同開発にも取り組む。プログラミ

ングや操作画面などのインターフェースを共通化し、ユーザーが一つの操作系でどちらの

ロボットでも扱えるようにする。川重の橋本康彦常務執行役員はこれまでロボットを導入

したことがない「中小企業の皆さんにも使っていただけることが一つの大きな目標」とし、

早ければ 2年後に何か成果を出したいとの見通しを示す。 

 

 

■図 2.3.3 安川電機が開発する協働ロボットの操作システム 

「スマートペンダント」 

出典：日刊工業新聞社 
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2.4  ロボットシステムインテグレータの役割と課題 

 

2.4.1 ロボットシステムインテグレータの需要の高まり 

 

 多くのロボットは本体があるだけですぐに使えるものではない。例えば工場で使われる

ロボットなら、周辺機器と接続して動作設定するなど、専門ノウハウを駆使した SI作業が

不可欠だ。人手不足など社会課題の解決に向け、ロボット普及のカギを握る存在として SI

企業に注目が集まっている。 

 
■図 2.4.1-1  

ロボットシステムインテグレータ（ロボット SIer）の重要性 

出典：経済産業省 

 

ロボット SIの需要が膨らむ中、この分野で事業拡大を狙う企業も着実に増えている。生

産管理ソフトウエアなどを手がけるトムスシステムが、その一つだ。同社は経産省と日本

ロボット工業会の支援事業を活用し、検査工程を自動化できる新たなロボットシステムを

確立した。このシステムを既存の生産管理ソフトなどと組み合わせて提案し、顧客満足度

を高める戦略だ。 

 システムを構成するのは、垂直多関節ロボット、ステレオカメラ、そして人工知能（AI）

の一種であるディープラーニング（深層学習）技術。ロボットが柔軟な動きで次々と製造

物を運び、ディープラーニングで外観に問題がないかをチェックしていく。人手不足対応

のほか、生産効率向上、作業品質改善といった効果も見込めるという。 
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 一方、各種制御機器などを販売する FA プロダクツは、経産省の支援の下、ロボット SI

事業の新拠点を栃木県小山市に開設する。パレタイジング（荷積み）やピッキング（取り

出し）など、計 13種のシステムを展示。ターゲットに据える北関東の物流、食品といった

業界の関係者が実演を見られるようにし、自社の SI技術をアピールする。 

 数ある FA プロダクツの展示物の中で注目したいのが、MUJIN の技術を生かしたパレタイ

ジングシステムだ。 MUJIN 製コントローラー（制御機器）を用いることで、ティーチング

（教示）と呼ばれる産業用ロボット特有の動作設定業務が不要になる。ティーチングは専

門的な知識・ノウハウが必要なため、省略できることによるメリットは大きい。食品業界

などロボットに慣れていないユーザーを獲得する上で、有効な武器になりそうだ。 

   

システムインテグレーターの HCI は、ワイヤハーネスに使用される多芯ケーブル端末の

加工を行うロボットシステムを公開した。端子の取り付け位置を把握する画像処理技術と、

柔軟物を扱う制御技術の連動により多芯ケーブルの撚りほぐしと整線を可能にしたのが特

徴。天吊りにした 2 台の多関節ロボットと専用治具を用いて、ケーブルの切断からケーブ

ルの外装剥ぎ、撚りほぐし、整線、単線の把持、単線先端のストリップ、端子のカシメま

でが自動で行える。 

 また、AI の利用により高精度な良否判定を可能にした。AI には「ディープラーニング」

のアルゴリズムを比較的容易に実装できるオープンソースの「TensorFlow（テンソルフロ

ー）」を使用。1 つのサンプルを 20 パターンに拡張し、計 10,000 件のサンプルを学習させ

ることで判定精度を向上している。想定する利用環境で、さらには学習を重ねることで判

定精度がより高くなると期待される。 

 

 
■図 2.4.1-2  開発した多芯ケーブル端末の加工を行うロボットシステム 

  出典：日刊工業新聞社 
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2.4.2 ロボット SI業界団体設置へ 

 

経済産業省と日本ロボット工業会はロボット市場を拡大するため、システム構築（SI）

企業の組織化に乗り出した。2018 年度に業界団体を創設するべく、準備会議を 2017 年 11

月に発足した。中小企業が多い SI業界の連帯を促し、下請け型受注が定着している同業界

の取引慣行の是正、商機拡大などにつなげる。ロボット SIの団体は以前から設立を求める

声があったが、業界内の連携不足などにより実現していなかった。国が旗振り役となるこ

とで、長らく待たれた組織化に向け大きく前進しそうだ。 

 ロボットや FA（工場自動化）機器などを組み合わせてシステム化する SI企業は、市場拡

大のカギを握る存在。だが事業基盤が脆弱な企業も多く、高まるロボット需要に応え切れ

ていない。このため経産省は、SI企業育成策の一環で業界団体の創設を目指す。 

 日本ロボット工業会が運営する SI企業用データベース（DB）の登録先約 150社に、まず

準備会議への参加を呼びかける。会議では新団体の運営方法や活動内容などを議論し、2018

年春をめどに創設時の概要を固める計画。DB登録先以外でも、SI企業や商社など、さまざ

まな立場から準備会議に参加できるようにする。 

 新団体の活動テーマの一つに挙がるのが、取引慣行の是正だ。従来、ロボット SI企業は

自動車メーカーなどから生産技術関連の仕事を請け負うことが多く、業界では下請け型の

受注が一般化。納入前の仕様定義作業が SI企業の費用負担になるなど、不公平な慣例も存

在する。経産省はこれを問題視し、取引の“あるべき姿”を示す指針「RIPS（リップス）」

を策定。団体新設の動きに合わせこの指針の普及に向けてもアクセルを踏む。 

 
■図 2.4.2 SIer を中心としたビジネスネットワークの創出に向けて 

出典：経済産業省 
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3章  IoT・AIによるロボット最新技術・イノベーション 

 

 本章では、コネクテッドインダストリーと IoT・AIによるロボットの最新技術・イノベー

ションについて概説する。 

 

3.1  コネクテッドインダストリーの概要 

 

 IoT （モノのインターネット）や人工知能（AI）など、デジタル技術が新たな価値を生

み出そうとしている。政府は国内のこうした動きを全面的に支援する戦略「コネクテッド

インダストリーズ」を打ち出した。ロボット、自動走行、ヘルスケアなど次世代ビジネス

への期待が高まるとともに、国を支えてきたモノづくりも大きく変わりそうだ。この新戦

略で主導的立場をとる経済産業省にとっては、力の見せどころとなる。具体的な取り組み

や課題、識者などへのインタビューで分かりやすく解説する。 

 

3.1.1  コネクテッドインダストリー推進の背景 

 

 「企業と企業、機械と機械、人と人などがデータを介して“つながる”世界」－。世耕

弘成経産相は、コネクテッドインダストリーズが描く産業の将来像をこう説明する。近年、

IoT 技術の進展などに伴い、さまざまな製品・サービスが遠隔地でも相互連携し、情報を

やりとりできるようになっている。この「第 4次産業革命」と呼ばれる変革を踏まえ、日

本が打ち出した戦略がコネクテッドインダストリーズだ。 

 新戦略には、国として産業の新たな潮流を主導しようという強い意志が込められている。

「ドイツのシーメンスは、生産、在庫、販売といったモノづくり全体の IT化を横軸で押さ

えていっている。そして（同じくドイツの）SAP は、サプライチェーン（供給連鎖）におけ

る企業間連結を押さえていっている。まさに縦と横からドイツ企業がしっかり押さえよう

としているのが実情だ」と世耕経産相は現状への危機感を示す。製造業のデジタル化で先

行するドイツに対し、日本が下請け的な立場になるのではと危惧する声は、産業界でも多

い。 

 

 その上で、日本は何を強みに一大変革に向き合うべきか－。コネクテッドインダストリ

ーズの基本概念は、そんな試行錯誤の中から生まれた。「日本には、製造現場の極めて正確

なデータがたくさん蓄積をされている。それはドイツにはまだない。ドイツと対等に渡り

合える部分が、ここにある」と世耕経産相は日本の“勝ち筋”を指摘する。コネクテッド

インダストリーズで「データ」が重要要素とされているのは、このためだ。 

 2017年 3月、政府はドイツで開かれた国際情報通信技術見本市「CeBIT（セビット）2017」

で、コネクテッド・インダストリーズを発表した。安倍晋三首相はアンゲラ・メルケル首
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相との首脳会談で、「日本の産業の未来を示す新たなビジョン」としてこの新戦略を紹介。

自国製造業を次世代化するため「インダストリー4.0（Ｉ4.0）」を推進するドイツ政府に対

し、日本なりの構想を示した格好だ。 

 CeBIT2017には世耕経産相も参加。ブリギッテ・ツィプリース独経済エネルギー相と共同

声明「ハノーバー宣言」を発し、コネクテッド・インダストリーズとＩ4.0 が積極的に連携

していくことを確認した。「良い相互補完関係ができることが分かった」（世耕経産相）と

いう。製造現場のデータという強みを維持しつつ、ドイツが得意な国際標準化などではう

まく力を借り、産業の変革をリードしたい考えだ。 

 

 
■図 3.1.1-1  CeBIT における「Connected Industries」の発信 

出典：経済産業省   

 

新たな構想の実現に向け、経産省はデータ活用を促すための環境作りを急ぐ。一例が、

活用をめぐるルールの整備だ。どこからを個社のデータとし、どこまでを共有するかは線

引きが難しいところ。場合によっては、企業間の紛争に発展しかねない。 

 このため、まずは「データの利用権限」の概念の普及に努める。また、データの扱いに

関する契約が企業間で適正に結ばれるよう、ガイドラインも作成・公開した。このほかデ

ータの記述様式が統一されていないなど、課題は少なくない。企業と企業、機械と機械な

どあらゆる要素を円滑につなげるため、国のリーダーシップが求められている。 
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■図 3.1.1-2   Connected Industries の考え方 

出典：経済産業省  

 

また、経産省はコネクテッド・インダストリーズの分野別課題として、「スマートモノづ

くり」「自動走行」「ロボット、ドローン」「バイオ、ヘルスケア」等を特に強化する対象と

して掲げた。 

 「今後データの利活用により価値創出が特に期待されるとともに、日本が強みを発揮で

きる領域だ」と徳増伸二製造産業局参事官は選定の理由を説明する。これら強化分野を中

心に IoT 、AIなどの導入を促す施策が、これから拡充されそうだ。 

 中でもモノづくりは裾野が広く、施策への期待は大きい。足元では、デジタル技術の積

極活用を支援する「スマート工場実証事業」が進む。2016年度には補助および委託の対象

として計 14件を採択。次代のモノづくりを牽引する先進事例を生み出すべく、エクセディ、

小島プレス工業、ジェイテクトなどが実証を行った。 

 第 4次産業革命をリードすべく始動したコネクテッド・インダストリーズ。今後はこの

概念を、どれだけ産業界に浸透させられるかもポイントだ。 (出典：METI Journal)  
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■図 3.1.1-3  「Connected Industries」5 つの重点取組分野 

出典：経済産業省  

 

 
■図 3.1.1-4   「Connected Industries」の取組の方向性 

出典：経済産業省  
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3.1.2  製造業向け IoT基盤（プラットフォーム） 

 

経済産業省は日立製作所、ファナックなどと協力し、異なる製造業向け IoT 基盤（プラ

ットフォーム）の連携創出に乗り出す。生産設備大手などが次々と IoT基盤を投入する中、

連携を促しユーザーが IoT を導入しやすくする。西岡靖之法政大学教授による「ゆるやか

な標準」の考えに基づき、基盤間の競争領域を残しつつ、データは共通利用できる仕組み

を検討する。これにより第４次産業革命に向けた戦略「コネクテッド・インダストリーズ」

を加速する。 

西岡教授を座長とする作業部会（WG）で基盤間連携のあり方を検討する。日立とファナ

ックのほか、DMG森精機、三菱電機、東京大学の関係者らが参加。2017年度内に数回会合

を開き、各基盤で収集・利用するデータの定義や処理条件などの共通化を目指す。これに

より、ユーザーが基盤を越えて円滑にデータを利用できるようにする。 

近年、工作機械や産業用ロボットなどの業界では、さまざまな設備をネットワーク化し、

データ収集やソフトウエア配信などを行うための IoT 基盤が続々と登場している。ただ、

基盤の急増でユーザー側に迷いが生じる恐れもある。 

また、例えば日立が製造現場にとどまらない IoT 化を提唱するなど各社のターゲットは

微妙に異なり、協調できる領域が存在する。このため経産省は基盤間連携によりユーザー

の利便性を確保し、製造業の IoT 化を促す。 

WGでは、複数設備を同期運転させる高速通信技術などの競争領域には踏み込まず、製造

業 IoT のユーザー拡大に資するデータ連携に照準を定める。 

 

 
■図 3.1.2-1  国内大手の IoT基盤 

 出典：日刊工業新聞社 
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三菱電機の eF@ctory（イーファクトリー）ソリューションは、IT 層とデバイス層を結ぶ

エッジ領域のオープンプラットフォーム化でデータ収集を強化した。スピーディーなデー

タ収集が可能になった IT 領域は、製造のライフサイクルであるエンジニアリングチェーン

とサプライチェーンを組み合せることで、企業の生産性向上に貢献する。 

これまで IoTは、生産現場のデバイス群のデータをネットワーク経由でクラウドにあげ、

そこで処理したデータを現場に戻すクラウド集中型の IoT を実現する方向で進んできた。

しかし、爆発的なデータ量の増大は、ネットワーク帯域の圧迫やそれによる応答の遅延に

つながりかねない。遠隔医療や自動運転、産業用ロボットなど数百ミリ秒の通信遅延が許

容できない現場は多く、その解決のためには、デバイス領域とネットワーク領域の間で分

散的に情報処理を行い、クラウドに送るデータを絞り込むエッジコンピューティング領域

重要になる。 

三菱電機が 2003 年から提供している FA 総合ソリューション e-F@ctory は、工場におけ

る情報領域を生産現場、エッジコンピューティング、ITシステムの 3 段階に分け、各領域

のスムーズな情報連携で工場を丸ごと最適化し、トータルコストの削減に貢献する。 

2017 年 3 月に発表された FA-IT オープンプラットフォームの構想も e-F@ctory を強化

する仕組みの 1 つだ。FA-IT オープンプラットフォームは、FA（工場自動化）と IT の接

続を簡便化し、データ収集・分析・改善のシステムを短期間に構築可能にするエッジコン

ピューティングのプラットフォームで、400 社にのぼるアライアンスパートナーとともに

e-F@ctory にも活用していくことで、IT と生産現場の連携を強化していく。 

「最近は、IoT  で蓄積したデータをどう使っていくかというニーズが増えてきた。その

ため、従来から実現していた見える化にとどまらず、データの分析や活用を容易にするプ

ラットフォームを提供する」と、三菱電機 FA システム事業本部の田中正幸氏は解説する。 

また、e-F@ctory の IT 領域では、エッジコンピューティングを用いて、エンジニアリン

グチェーンとサプライチェーンを組み合せる Smart Factory を提案。品種、数量、納期な

どがリアルタイムに変更される少量多品種の生産現場にも対応し、無駄な在庫を持たない、

マーケティングにも貢献する IT システムを構築し、需要予測や生産計画、調達などで企業

経営を支援する。 

「三菱電機はシーケンサやサーボモータ、ロボットなど、生産現場で使われる FA 機器全

般にわたり、ほとんどの製品を自社提供している。そのため FA 機器のどういったデータが

有用なのか、そして上位側にどのようなデータを渡さなくてはならないのかといったノウ

ハウを蓄積している。将来的には、他社製品からもデータを収集する過程で、1 つの標準

的なプラットフォームを作り、それをオープン化することで、長期にわたり、製造業の IoT  

活用を支援していく」（田中氏） 

2017 年 11 月に発表された Edgecross コンソーシアムに参画し、FA-IT オープンプラッ

トフォームの考え方をオープンなソフトウェアプラットフォーム「Edgecross」発展の要素

として提案していく。 
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■図 3.1.2-2  

 Smart Factory はエンジニアリングチェーンとサプライチェーンを組み合わせる 

 出典: The Robot イノベーション×ビジネス 

 

 

■図 3.1.2-3 

e-F@ctory はエッジコンピューティング領域に注力し、工場丸ごとの最適化を実現する 

 出典：The Robot イノベーション×ビジネス 
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e-F@ctory の中で、ロボットの存在は大きな役割を担う。「三菱電機の産業用ロボット

MELFA FRシリーズの大きな開発コンセプトは FA-IT 連携だ。e-F@ctory の現場を支える役

割を担う FR シリーズからは多くのデータを収集できるため、それをシームレスかつリアル

タイムに上位領域に上げることが求められている」と、三菱電機 FA システム事業本部の戸

渡琢氏は説明する。 

そのためにはロボットコントローラからシーケンサを経由して上位に情報をスムーズに

渡さなければならないが、三菱電機はシーケンサでも定評がある。新技術をロボットに搭

載することも常に求められている。現在は力覚センサを利用した組立用ロボットの納入が

多く、また、ロボット側にコンパクトな AI を組み込み、機械学習により最適なパラメータ

ー設定をし、タクトタイムの短縮を可能にする製品も開発中だ。「将来的には、国内で培っ

た技術をグローバルにも展開したい。AI の適用も検討し、エッジコンピューティングもさ 

らに強化していきたい。エンジニアリングチェーンと連携したサプライチェーンも今後ビ

ジョンから実装へと移行していく段階だ。プラットフォームを活用し、現在も生産現場に

多い紙の図面を 3D データに置き換えたりするなど、さらに高度な情報活用を推進していき

たい」と、田中氏は抱負を述べた。 

 

KUKA ロボティクスは IoT プラットフォームの KUKA Connect を発表し、国内でも提供を

予定している。また、IoT 時代に求められる生産効率化に必要なインテリジェント無人搬

送台車（AGV）omniMove により、ネットワーク化された新しい生産現場環境を提案してい

る。 

製造業の自動化には欠かせないセンシングを元にしたリアルタイムな制御の追求をはじ

め、IoTに必要な技術についての KUKA の研究開発は、まだインダストリー4.0 や IoT とい

う言葉が登場する以前の 1990 年代から開始されていた。 

現在の IoT の進展は国ごとに異なり、それは各国での生産のあり方に起因する。欧米で

は IoT に対応した製造業の進化は早く、多品種小ロットの生産を効率的に行えるラインに

シフトが進んでいる。ロボットもその重要な要素だ。「ロボット業界全体を見ると、東欧を

中心に欧州全体で、自動化とロボットによる生産性の向上に熱心に取り組んでいる動きが

ある」と、KUKA ロボティクスジャパンの星野泰宏代表取締役社長は説明する。 

一方、日本では従来からのモノづくり文化に基づく自動化や効率化が高度に進んでいる

ため、いたずらに欧州型の導入を真似するのではなく、従来の取組みをブラッシュアップ

しながら IoT 対応が進むのではないかと予想する。 

その際、必要になるのは生産システムのモジュール化だ。これからの工場では柔軟なラ

インの組換えが必要となり、モジュールの組合せで自由に変更可能な生産の現場を作り上

げていかなくてはならない。ラインの変更が難しいケースもあるが、どのタイミングでど

のラインで何を作るかの自由度は確保されなくてはならない。 

「生産システムのモジュール化に対応するには、必要な部材を必要なときに、自動的に経
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路を選択して、工場内で生産現場に届ける必要が出てくる。KUKA はインテリジェントな無

人搬送台車（AGV）によりこれを提供している」（星野社長） 

 
■図 3.1.2-4   KUKA の AGV 台車 omniMove は 200kg から 80t まで 

積載可能なモデルが揃っている 

 出典：The Robot イノベーション×ビジネス 

 

KUKA が 2017 年にリリースしたのが、同社のロボットを接続し、ユーザーにさまざまな

利便性を提供するための IoT プラットフォーム「KUKA Connect（クカコネクト）」だ。現在

はドイツやアメリカなど販売国を限定しているが、2017 年末から 2018 年の年明け早々に 

も日本での提供が開始される。 

KUKA Connect には、KUKA のロボットに無償で 1 ライセンス提供される「KUKA Connect 

LITE」と、有償版で機能の多い「KUKA Connect PLUS」の 2タイプがある。 

LITE で提供される機能は接続モニタリング、定期メンテナンスのタイムライン表示、ロ

ボットマニュアルの表示、自動メンテナンス計画のワークフロー提供などだが、PLUS では、

これに障害時のタイムライン表示、ロボットの動きのリアルタイムシミュレーション表示 

などが加わる。 

KUKA Connect はロボットのメンテナンスや予防保全に力を発揮する。24 時間 365 日の

状態把握が可能で、計画されたメンテナンスの通知や予防保全のための情報が提供される

ため、メンテナンスの専門家でなくても作業を行えるようになる。また、運用の状況把握

が向上し、突発的な障害などによるダウンタイムを削減できる。 

接続は計算処理を分担するエッジコンピューティング用の専用ボックスを経由して行わ

れる。ボックス内にはインターフェイスカードが 3枚搭載可能で、1枚当り 20 台のロボッ

トを管理できる。 

「すでに、KUKA Connect を利用して、世界中のどの PC からでも世界中で稼働している

ロボットのデータをモニタリングすることも実現している」（星野社長） 



25 

 

 

 
■図 3.1.2-5  「KUKA Connect」はロボットの IoT情報を可視化する。 

 出典：The ROBOT イノベーション X ビジネス 

 

IoT  の本格的な発展には、まだ実現されていない、いくつかの条件が必要だと星野社長

は分析する。「クラウドを本格利用し、生産に必要なリアルタイム性を確保するためには従

来の数十倍高速な通信プロトコルが必要になる。5G 規格はすでに実証試験なども多数行わ

れており、普及は予定より早まるのではないか。この 5G を制御に盛り込む部分がインダス

トリー4.0 のキーテクノロジーの 1 つだが、その標準化については、欧米・日本・中国の

動きがカギになるだろう」（星野社長） 

IoT が進展していく中で、KUKA の強みは 4 つのグループ会社から構成されていることだ。

ロボットを生産する「KUKA ロボティクス」、ロボットのアプリケーションを開発する「KUKA 

インダストリーズ」、自動車や飛行機などの大型機械の生産自動化を推進する「KUKAシステ

ムズ」、そしてロジスティクスなどをビジネスとする「スイスログ社」の 4 社がシンクロす

ることで、サプライチェーンからロジスティクス、ウェアハウスまで一気通貫にすべての

自動化に寄与できる。 

「今後技術が高まればよりユーザーフレンドリーなロボットが作られていくが、シンプ

ルな操作を実現するためにロボットメーカーにはさらに高い技術力が必要とされる。私た

ち作る側は難しいことにトライしていく覚悟が必要になってくるだろう。KUKA の強みを活 

かして、この課題に取り組んでいきたい」（星野社長） 
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3.2  ロボット × IoT・AIによる自動化と生産性の向上 

 

産業用ロボット業界は、次世代の製造業に向けて、工場のスマート化や情報の集約が急

がれる。多品種・小ロットへの対応や生産データの可視化など、さまざまな場面で IoT・AI

との連携が不可欠となっている。 

 

ファナックは 2017 年 10 月、工場用 IoT 基盤「フィールド・システム」の運用をはじめ

た。ロボットなど工場内のあらゆる機器をつないで稼働データを収集分析し、生産性の向

上や予防保全の高度化などを実現できる。アプリケーションとして、プリファード・ネッ

トワークスと共同開発するバラ積み部品のピッキングシステムを提供する。従来は熟練技

術者でも調整に 3 日程度かかっていたロボットの教示作業が、AI の活用により約 8 時間で

自動化できる。例えばバラ積みされたワーク（加工対象物）をロボットで取り出して次の

工程に移す作業では深層学習を適用して効率化。さらに IoT で複数のロボットをつなぎ学

習効率を高めることなどを想定する。 

 

    

■図 3.2-1 ファナックピッキングロボットとフィールド・システム 

  出典：日刊工業新聞社 

 

川崎重工業は AIや IoT を活用し、技能者の経験や勘を学習してロボットに搭載するロボ

ットシステムを開発した。熟練者が専用操作装置でロボットを遠隔操作し、操作装置に感

覚的に作業を覚えさせる。何度も作業を繰り返す中で AIが学習して作業精度を高め、最終

的には人が遠隔操作せずに自動で作業できるようにする。2018 年度に自社に導入するほか

一部顧客にも提供し、2019年度に販売を始める。 

新システム「サクセサー」（継承者）の遠隔操作装置は、触覚や聴覚など動作時の感覚を

フィードバックする機能がある。この機能を用いて、熟練者の技を感覚的に覚えさせる。 

例えば、自動車のシートをロボットで搬送して車体に取り付ける組み立て工程にサクセ

サーを導入する場合、熟練者が操作装置を用いて実際の作業を実施。その作業から、シー
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トが所定の位置にはまる感触や音などのデータを操作装置に蓄積する。 

操作を繰り返す中で、作業者が一品ごとに異なるシートの取り付け位置のズレをどのよ

うに克服しているかなどの技能を AIが学習する。これによってサクセサーの作業精度を自

動化が可能な水準まで高める。 

  ロボットを操作するには通常、技術者が作業内容をプログラミングして動きを教示する。

ただ感覚が求められる組み立て工程などは複数の作業パターンが想定され、教示による自

動化が難しかった。 

また、熟練作業を操作装置に落とし込むことで、これまで言葉で伝えることが困難だっ

た技術も感覚的に教えられる。人手不足対応による自動化のほか、技能伝承などでの活用

も見込む。 

ロボットは工場の自動化ニーズで需要が高まっているが、使用前の調整やメンテナンス

の作業が必要。AIでこれらの問題を解決すれば、ユーザーの裾野がより広がる。 

 

 

■図 3.2-2   

熟練者がロボットを遠隔操作して装置に作業を覚えさせる 

（川崎重工のシステム「サクセサー」） 

出典：日刊工業新聞社 
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4章 サービスロボットの市場・技術動向 

 

本章では、サービスロボットの市場・技術動向、および課題について概説する。 

 

4.1 サービスロボット市場動向と課題 

 

長時間労働や過重労働が問題となる一方で労働人口減少が見込まれる中、サービスロボ

ットの活用に期待がかかっている。 

富士キメラ総研は、法人用サービスロボット本体と付随サービスを合わせた国内市場規

模が 2030年度に 2016 年度比 12.4倍の 7,457億円と予測した。（法人向けに利用されるサ

ービスロボットを対象とし、個人向けや産業用ロボットは対象外とする。）このうち、2030

年度の法人用サービスロボット本体の市場規模は同 7.6倍の 2,916億円とした。 

現在の法人用サービスロボット市場は、パワーアシストスーツやコミュニケーションロ

ボット、飛行ロボット（ドローン）など汎用的に利用可能な製品が主流だ。今後は、こう

した製品の用途展開の広がりによる需要増が見込める。現在、研究段階の製品が多い特定

業務用ロボットの開発や普及も進みそうだ。 

富士キメラ総研の調べによると、2030年度における導入支援などのサービスロボット付

随サービス市場は、同 20.9倍の 4,541億円と予測した。うち、購入・導入支援サービスは、

導入時にユーザー側のインフラが未整備であることが多く、無線を含めたネットワークや

電源の確保など各種設定が必要であり需要が高い。アプリケーション（応用ソフト）もロ

ボットの導入増でロボットやアプリを一括管理する需要が増加。AIやビッグデータ技術と

の連携によるロボットの高付加価値化でプラットフォーム（基盤）の需要も大きく伸びる

とした。今後もロボットと既存業務システムとの連携が進むことで大きな拡大を見込める。 

 

 

■図 4.1-1  サービスロボット国内市場

（富士キメラ総研調べ） 

 出典：日刊工業新聞社 
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今後成長しそうなサービス関連のロボットはどんなものか。人材不足問題が深刻化する

宅配便のドライバーを代行するロボットが注目されている。 

日本ではドローン配送の実験が進むが「欧米では車輪型。もう実用段階にある」（関係者）

という。 

エストニアのスターシップ・テクノロジーズの出前ロボット「スターシップロボット」

は高さ 60センチメートル、6輪で人間の歩行と同じスピードで動く。自動車と違い歩道を

走行することができ、遅いので安全性も高い。 

9割を自律走行、１割が人手の操作と、人と技術が役割分担してロボット技術の弱点もフ

ォローする。米ドミノ・ピザが採用を決定し、今夏から欧州で稼働する予定だ。 

米サンフランシスコのベンチャー企業、マーブルも出前ロボットを開発した。フードデ

リバリー企業と提携し出前サービスを始めているという。 

 

 

■図 4.1-2  

  欧米では出前ロボットの実用化が進みつつある 

（エストニアのスターシップ・テクノロジーズの「スターシップロボット」） 

  出典：METI Journal 
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4.2 介護・医療分野におけるロボット技術の開発と課題  

 

4.2.1  介護用ロボットの活用推進の背景 

 

我が国の総人口は、平成 20 年にピークを迎えた後、23 年以降、継続して減少している。

平成 29年 9月現在の推計では、総人口は１億 2671万人と、前年と比較すると 21万人の減

少となった。 一方、65 歳以上の高齢者人口は、平成 29年 9月現在の推計では 3514万人と、

前年と比較すると 57 万人の増加となった。（図 4.2.1-1）  

このように少子高齢化が急速に進んでいる日本において、介護ロボットの開発・普及が

急務となっている。現在、65 歳以上の高齢者が全人口の約 3 割を占め、介護需要が拡大す

る一方で、担い手となる人手不足が進んでいる。厚生労働省によると、介護職員数は 2015

年時点で約 183万 1,000人(対前年 6.6万人増）となっており、介護保険制度が施行された

2000 年から約 3.3 倍に増加しているものの、需要の伸びに追いつかない。介護人材の需給

ギャップは 2025年に約 38万人になると試算される。（図 4.2.1-2） 

介護情報サービスを手がけるエス・エム・エスによれば、介護職への入職者は年約 47万

人いる一方、離職者も約 36 万人に上る。そのうち 4 割の約 14 万人は同じ介護職に再就職

するが、6 割の約 22 万人は飲食店や小売業など他業界に流れる。景気が上向くにつれ、こ

の傾向は顕著になるという。 

 

 
■図 4.2.1-1 日本の総人口及び高齢者人口の推移 

 出典：総務省統計局 
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■図 4.2.1-2 今後 10 年間の継続的な介護人材確保対策 ※厚生労働省の資料を元に作成  

出典：日刊工業新聞社 

 

人材不足を背景に、介護の現場では作業支援ロボットやロボット車いす、コミュニケー

ションロボットなど多様な先進技術の導入が期待されている。身体の不自由な人を抱きか

かえて入浴するには腕力がいるし、車いすで移動する時には絶えず周囲に注意が必要。コ

ミュニケーションロボットで高齢者の気持ちを明るくし、生活を活発化することなど、ロ

ボットの活躍する場は多い。 

 

4.2.2 ロボット介護機器開発・導入例 

 

日本医療研究開発機構（AMED）は、「ロボット介護機器開発・導入促進事業」で研究開発

を後押ししており、事業化の芽が出始めている。 

 

第７回ロボット大賞（最優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁長官賞））を受賞した

RT．ワークス（大阪市東成区）の「ロボットアシストウォーカー」は坂道でも安全・快適

に歩行できる装置。ロボットとセンサーで前後左右の勾配を検知・動作を制御し、「本人が

意識せずにアシストしてくれる」（モジュール事業部）。 

 上り坂は電動アシストで楽に上れ、下り坂は自動的にブレーキがかかり減速する。坂道

の横断でもハンドルが取られない。傾斜角度は前後７度、左右３度まで使用が可能だ。 

 2016 年にレンタルを開始。 介護保険の利用で月額 700～800 円から使用でき、1 年間で

4000～5000 台の使用実績につながった。現在、屋内で移動と立ち座りを支援するタイプも

開発中だ。 



32 

 

 

  

  

自動車用部品を手がける岡田製作所（大阪市北区）は、排せつ支援ロボット「楽々きれっ

と」を試作した。温水洗浄便座での洗浄後、残った水分をロボットアームで拭き取る構造

で、「手を使わないため衛生的で、介護時のストレスも払拭できる」（開発部）という。 

 製品開発は岡田昭二社長自らの介護体験が動機となり、開発に約 10年の歳月をかけてき

た。拭き取り性能も手で拭いた場合と同等レベルを確認済みで、どの洋式水洗トイレにも

工事不要で設置できるのが特徴だ。省スペース化など改良を加え、2018～19 年の販売を目

指す。介護施設や在宅向けの市場を開拓する。 

  

 

また、転倒時のケガを防ぐロボットで事業化を進めるのは、住宅メーカーのサンヨーホ

ームズだ。開発中の屋内移動支援ロボット「寄り添いロボット」は、転倒を察知すると天

井からつるされたモーターがブレーキを掛けて、骨折しないよう緩やかに転倒させる。 

■図 4.2.2-1 RT.ワークス「ロボットアシストウォーカー」 

出典：日刊工業新聞社 

■図 4.2.2-2  岡田製作所は排せつ支援ロボットを試作 

出典：日刊工業新聞社 
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 細井昭宏執行役員ライフサポート事業責任者は「転倒して骨折するのが怖いから歩行を

しないというのではなく、このロボットで積極的に動いてもらうことで日常生活に戻って

もらいたい」と話す。 

 グループで運営する施設などでの実証試験を経て、2018 年に介護施設や病院向けに販売

する。レールの敷設など居住空間の改善と合わせて提案していく。 

 

 
■図 4.2.2-3 転倒時のケガを防ぐサンヨーホームズの屋内移動支援ロボット 

出典：日刊工業新聞社 

 

4.2.3 ロボット介護機器の開発支援施策 

 

経済産業省は 2018年度から、高齢者の自立を促す介護ロボットの開発支援を始める。従

来は、介護者の作業負担を軽減するロボットの開発支援が中心だったが、新たに対象をコ

ミュニケーションロボットやリハビリ機器に広げ、開発費を補助する。介護の担い手不足

で、自立支援の需要は膨らむ。経産省は開発支援などを通じ、介護ロボットの国内市場を

2020年に 2015年比約 20倍の 500億円に拡大することを目指す。2018年度予算の概算要求

に、国際標準化の取り組みと合わせて新規事業として 11億円を盛り込む。 

 経産省は関連企業への開発支援を通じて、自立支援ロボットの早期実用化を促す。これ

によって要介護者の増加を抑制し、社会課題の解決につなげる。 

 2018年度から経産省の支援の対象となるのは、対話を通じて認知症予防や癒やしの効果

を生むコミュニケーションロボットのほか、ロボット技術を用いたリハビリ機器や移動支

援機器など。これまではベッドへの移乗を手助けする際の負担を軽減する機器など、介護

従事者向けの製品が主な対象だった。従事者そのものが不足する実情を踏まえ、自立支援

用にかじを切る。開発費の補助率は最大 3分の 2、上限額は 1件当たり 1億円になる見込み。

2018年度前半をめどに公募開始する計画だ。 

介護ロボットをめぐっては、厚労省も 2018年度介護報酬改定に向けて導入事業所への優

遇措置を検討。政府一体の取り組みにより、介護でのロボット活用が加速しそうだ。 
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■図 4.2.3  ロボット介護機器の開発支援分野（赤字：新規追加項目） 

  ※厚生労働省・経済産業省の資料を元に作成 

 

4.2.4 医療分野におけるロボット技術の活用と課題 

 

医療・福祉関連でのロボット技術では、サイバーダインのロボットスーツ「HAL」が普及

しつつある。トヨタ自動車も歩行リハビリ支援ロボット「ウェルウォーク WW-1000」を実用

化している。 

安川電機はロボット技術を使ったリハビリ用アシスト装置の適用範囲を広げる。これま

では脳梗塞など脳血管障害によるまひ患者の回復期のみが対象だった。これを維持期の患

者にも利用できるようにする。2018年 3月から約１年間、リハビリ機能を持つ 20以上の医

療機関で実証実験や臨床研究を進めて科学的に検証する。 

 安川電機はロボット技術を使った医療・福祉関連市場の開拓を 2025年の長期ビジョンの

重要施策に掲げている。当面はリハビリ向けに特化して事業を軌道に乗せる。 

 脳梗塞の国内発症者数は年間約 30万人。うち７割が 65歳以上と高齢者が多い。発症か

ら 3～6 カ月が回復期で、それ以降は維持期にあたる。まひが残る患者は推計で 250～300
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万人いるとされ、維持期の患者が大半となる。効果的なアシスト装置の提供で患者の自立

支援にもつなげる考えだ。 

 安川電機はまひ患者のリハビリ支援向けに得意のロボットやモーターの技術を応用した

アシスト装置 2種類を開発した。上肢のリハビリ装置「CoCoroe（ココロエ）AR2」と、歩

行練習時に足首をアシストする「ココロエ AAD」。 

 ココロエ AR２は適切なタイミングで振動や電気刺激を与えて肩や腕を動かすリハビリを

助ける。食事や物を取るといった日常生活の動作を意識した訓練が可能となる。ココロエ

AADは歩行が困難な人の足首の曲げ伸ばしをモーターで補助して歩行訓練を支援する。個々

の身体機能に応じて歩行リズムや速度を調整でき、利用者は歩行時の足関節の動きを体感

できる。 

  

 

■図 4.2.4-1  サイバーダイン「HAL」       ■図 4.2.4-2  安川電機「ココロエ AAD」 

出典：第７回ロボット大賞ガイドブック         出典：日刊工業新聞社  
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4.3 インフラ・災害対応・建設分野におけるロボット技術の活用 

 

4.3.1 最新技術による老朽インフラの維持・管理の効率化 

  

橋や道路などのインフラは、高度経済成長期に大量に整備され、今後加速度的に老朽化

する見込みである。建設後 50 年以上経過した橋は、2013 年に全体の約 18％だったが、23

年に約 43％にまで増加。33年には約 67％と半数を超えるとみられる。 

 

 

■図 4.3.1  建設後 50 年以上経過するインフラの割合 

 ※国土交通省の資料を元に作成 

 

  老朽化したインフラの増加と人手不足が深刻化する中、国土交通省は老朽化するインフ

ラの維持・管理を効率化するため、AI とロボットを活用した点検手法の整備に着手する。

インフラ点検ロボットが撮影した画像データから、AI がコンクリートのひび割れなどを判

別する仕組みを構築する。AI 開発に必要な大量の画像データを収集し、損傷部分を判定可

能な AI開発を促す基盤を整備する。企業や研究機関がアプローチできるようにする。 

 また、AIや IoTなどを組み合わせた「AIコンテナターミナル」の実証事業に 5億円を計

上。コンテナを船に積み込む際、コンテナの移動回数を最小化できるよう AIが解析して計

画する。横浜港や神戸港など国際戦略港湾で実証する。 

 下水道施設の効率的管理に向け、IoT や AI などを活用した技術実証も行う。下水道の水

質分析や稼働状況などを AIで解析・判断し、最適な運転管理を行えるようにする。 

   

 

 

 

 

建設後50年以上経過するインフラの割合

2013年 2023年 2033年

道路橋[約40万橋注1)(橋長2m以上の橋約70万のうち)] 約18% 約43% 約67%

トンネル[約1万本注2)] 約20% 約34% 約50%

河川管理施設　(水門等)[約1万施設注3)] 約25% 約43% 約64%

下水道管きょ[総延長：約45万km注4)] 約2% 約9% 約24%

港湾岸壁[約5千施設注5)(水深－4.5m以深)] 約8% 約32% 約58%
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4.3.2  AIとビッグデータを活用したドローンによるインフラ・災害対応 

 

エネルギー各社が、ドローン（飛行ロボット）と人工知能（AI）やビッグデータ（大量

データ）を組み合わせたインフラ保守管理を進める。東京ガスは 2018年 3月をめどにドロ

ーン搭載できるガス検知器を、海外企業向けに販売する。世界でも珍しい取り組みとなる。

東京電力パワーグリッド（PG）は夏までに、山間部などの送電線の点検にドローンを AIと

組み合わせて使う。新技術で、省人化や作業員の安全確保を後押しする。 

 東京ガスは離れた場所から都市ガスの漏れ部位をレーザーで検知できる機器をドローン

搭載用に改良した。重さを従来の半分以下の 230 グラムとし、パイプラインのガス漏れを

上空から検知できるように測定可能距離を従来の 2倍の 60メートルまで延ばした。ドロー

ン本体から電源を取ることでバッテリーを不要にしたほか、有線式での給電にも対応する。

20 社に試験的に販売する。目視での点検が難しい山岳地帯などにパイプラインを敷設して

いる欧州などからドローン対応の要請が強い。現時点では国内での自社利用は想定してい

ない。 

 東京電力ホールディングス（HD）傘下の東電 PG は 2018 年度上期にドローンによる点検

作業を始める。ヘリコプターから保守作業員が送電線を撮影していた作業をドローンが担

う。これまで目視確認が難しい送電線の保全は、ヘリコプターから撮影したデータを作業

員が動画再生して点検していた。 

 並行して AIを活用した送電線診断システムも開発している。作業員が撮影データで確認

していた点検作業を AIが手がけることで、点検時間を 5割以上短縮する見通し。ドローン

の撮影データを使えば、作業全体を一段と効率化できる。 

 電力業界では中部電力が送電部門や水力発電部門で作業員が近づきにくい場所での設備

点検や被害状況の確認にドローンを使うなど現場での活用が拡大している。今後、エネル

ギー業界全般でドローンと AIなどを組み合わせたより高度な使い方が広がりそうだ。 

 

■図 4.3.2-1  東京ガスは遠距離でもガス漏れを検知できる機器を販売 

 出典：日刊工業新聞社   
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 第 7 回ロボット大賞（国土交通大臣賞）を受賞したルーチェサーチは、自律航行可能な

ドローンに３次元レーザスキャナーと、衛星を使った高性能の GNSS／IMU を搭載して、樹

木の下の地形データを 3 次元測量する高い技術を災害調査に活用している。2016 年 4 月の

熊本地震でレーザー計測した現地のデータをその場で 3 次元解析し安全確認を行った上で

捜索活動を再開した。 

 

     

 

 

 

三菱重工業は、「2017 国際ロボット展」で三菱電機特機システム、ヒロボー、深田工業、

東北大学、消防庁消防大学校消防研究センターと共同開発した消火ロボットシステムを展

示した。石油コンビナートなど、消防隊員が近づけない大規模火災現場で迅速な初期消火

活動を担う。消防ロボとして世界初の自律移動や連携機能を装備した。飛行ロボット（ド

ローン）や放水ロボなど 4台が連携して消火に当たる。 

放水ロボットは火災の熱を受けにくい構造を持ち、任意の指定位置まで自律走行する。

作業者は後方からロボットに指示を与えるため、安全を確保しやすい。2018 年度に実戦配

備可能な初号機の完成を目指す。 

   

 ■図 4.3.2-4  消防ロボットシステムの展示 

  出典：日刊工業新聞社 

 

■図 4.3.2-2  ルーチェサーチ 

熊本地震災害での捜査活動 

 出典：第 7回ロボット大賞ガイドブック  

■図 4.3.2-3  ルーチェサーチ  

ドローンによる三次元測量 

 出典：第 7回ロボット大賞ガイドブック  
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4.3.3  福島イノベーション・コースト構想 

 

福島をロボット技術の世界的な発信地に―。政府と福島県は、東日本大震災で被害の大

きかった現地をロボット産業の集積地として再生しようと動き出した。福島県は今年５月

に「ふくしまロボット産業推進協議会」を設立。2020 年にはロボットの国際競演会「ワー

ルド・ロボット・サミット（WRS）」も開かれる。WRSは先端技術を通じた被災地復興を世界

にアピールする上でも、絶好の機会となる。 

 世界中のロボット技術が日本に集結―。経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）が主催し、2018年と 2020年に開催する WRS。 

 ものづくり、災害対応などに関する計 8 種の競技を行い、技術革新や国際標準の獲得に

つなげる。政府が 2015 年に策定した「ロボット新戦略」で目玉に位置付ける取り組みだ。 

 2020 年の本大会ではインフラ・災害対応分野の一部競技を「福島ロボットテストフィー

ルド（福島県南相馬市）」で行う。次世代ロボットの開発に寄与する大規模実証拠点として、

2018年度から順次開所する計画だ。 

 面積約 50 万平方メートルの中に、トンネル、橋梁、屋外大型水槽、滑走路などを集約。

陸・海・空の多様な実証環境を提供し、各種ロボットの実用化を後押しする。 

 トンネルのような大型設備のほか、屋内には電波暗室、降雨試験機、防爆試験装置など

も配備予定。国際産学官共同施設として、利用を促す方針だ。 

 地元・福島県のロボット産業への取り組みも活溌化している。「ふくしまロボット産業推

進協議会」は、産学官連携で会員相互交流の活性化や技術基盤の強化を進め、ロボット関

連産業の集積や取引拡大を目指している。 

 内堀雅雄福島県知事も「産学官連携をさらに深め、福島県を『ロボット産業革命の地』

として発信し、世界で広く認知されることを目指していく」と話す。 

 装着型で身体機能を改善・補助・拡張・再生するロボット技術「HAL（ハル）」で知られ

るサイバーダインは、福島県郡山市に「次世代型多目的ロボット化生産拠点」を新設した。 

山海嘉之社長は「福島県は東日本大震災と原発事故の被害を受けた。福島の復興が日本

全体で取り組むべき課題だ。HALで培った人・ロボットの融合技術を活用すれば作業者とロ

ボットが協働する新技術が構築できる」と話す。さらに「福島の拠点では次世代型のモノ

づくりに挑みたい。生産品目としてハルは部品点数が多くていきなりは難しい。構造が比

較的シンプルな手のひらサイズの心電・動脈硬化計『バイタルセンサー』から始める」と

いう。 

 一方、政府も原発事故の被災地にロボット研究開発拠点などを整備する「福島イノベー

ション・コースト構想」の実現に向けて取組を進めている。構想では、原発事故で住民と

企業が流出した沿岸部に、新たな産業を興すのが目的。国、県によるロボットや飛行ロボ

ット（ドローン）に関する研究施設の整備を打ち出している。 
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4.4 農林水産業・食品産業分野におけるロボット技術の開発と課題 

 

4.4.1 ロボットによるスマート農業への期待 

 

農林水産省の 2017年度版「食料・農業・農村白書」によると、国内の農業産出額のピー

クは 1984年の 11兆 7,000億円。2015年は農産物価格の上昇による増加があったものの、8

兆 8,000億円にまで落ち込んでいる。 

農業就業人口は 2001 年の 382 万人から 2017年は 181万人へと半分以下に減少。雇用就

農者の増加などで 2017年度は新規就農者が 6年ぶりに 6万人を超えたが、高齢化や後継者、

人手不足による耕作放棄地の拡大などで厳しい環境にある。特に人手不足については、若

い世代にとって魅力がなく、敬遠されているとの見方が多い。 

 

■図 4.4.1-1  農業就業人口 ※農林水産省・農業構造動態調査を基に作成 

 出典：日刊工業新聞社 

 

こうした中「農業に若い世代の流入を促せる」として期待されるのが「スマート農業」

だ。スカイマティクスの農業用ドローンの開発に協力した、うねめ農場（福島県郡山市）

の伊東敏浩社長は「ドローンの導入で、若い人の農業に対するイメージが変わる」と期待

をかける。うねめ農場では現在、「はかせ」を発注し、納入を待っている。早期に数機に増

やしたいと、ドローンの導入に意欲的だ。 

一方、プロドローンの河野雅一社長は「日本は規制が多く、市場拡大には時間がかかる」

と指摘する。現状、ドローンの自動航行は認められておらず、農薬散布ドローンも散布中

に操縦士が付いていなければならない。ドローンはいずれも、システムにルートを入力す

れば、高い精度でルート通りに航行できるが、規制上、その機能が発揮できない状態だ。

河野社長は「自動航行できなければ、ドローンのメリットを享受できない」と話す。 

エンルートの瀧川社長は、ドローンに立ちはだかる規制の壁を取り払うには、「運航管理
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システムの整備が必要」と指摘する。安全性が担保できなければ、当局としても規制緩和

に踏み切るのは難しい。自動航行の安全性を高めるには、ドローンの技術革新に加え、周

辺の環境整備も市場拡大の必須条件となる。 

ドローンをはじめとした技術の導入によるスマート農業の活用を農業の活性化につなげ

たいという思いは、農水省や国土交通省を始めとした関連規制当局も共通している。官民

一体で目的を共有して取り組めるかが、カギを握る。 

 

商社が農業用ドローンを開発するベンチャー企業への出資などを通じて「スマート農業」

の実現に向けた取り組みを強めている。三菱商事は日立製作所との共同出資会社を通じ、

農薬を散布するドローンなど販売を推進。伊藤忠商事は既に出資していたドローンベンチ

ャーへ増資したほか、住友商事も 2017年出資したベンチャーを通じて新たな精密農業の実

現を狙う。情報通信技術（ICT）を活用したスマート農業は、深刻化する担い手不足解消の

ためにも期待されている。 

三菱商事が 2016年に日立製作所と共同出資で設立したスカイマティクス（東京都中央区、

大口昌芳代表取締役最高経営責任者〈CEO〉）は、同じく三菱商事が出資するドローン設計・

製造のプロドローン（名古屋市中区）と協力し、農薬散布ドローン「はかせ」、作物の生育

状況を解析するドローン「いろは」を開発。2017年 7月から農業法人や自治体などに販売

を始めた。 

ドローンの販売を始めて間もないスカイマティクスが目指すのは、作物や品種などのデ

ータ収集だ。データを人工知能（AI）で解析すれば、作況の事前予測などと併せて農薬散

布のタイミングを決めることが可能になる。また、これまでは経験や勘に頼りがちだった

作物の病気の判断や薬剤の散布も、ドローンが自動で実行できるようになる。 

農家が農薬を散布する時期は限られており、農薬散布ドローンは常時必要なツールでは

ない。このためスカイマティクスでは、単なる機材の販売だけでなく、散布のタイミング

や薬剤の選択なども自動化したトータルのサービス提供を目指している。スカイマティク

スの渡辺善太郎代表取締役最高執行責任者（COO）は「いかにデータを集められるかが今後

の参入障壁になる」と話す。先手を打ってドローンを販売し、そこから得られる情報でサ

ービスを拡充。競争力を高める戦略だ。 

 

■図 4.4.1-2   

スカイマティクスの農業用ドローンは作物や

品種などのデータ収集を行う 

出典：日刊工業新聞社 



42 

 

 

伊藤忠商事が 2016年に子会社のスカパーJSATホールディングスを通じて出資したドロー

ン開発・製造・販売のエンルート（埼玉県朝霞市）は、多用途に対応する汎用性の高い機

材の開発を進め、すでに約 1,000販売するなど国内のドローンベンチャーの中では実績が

ある。伊藤忠はさらなるドローン市場拡大をにらみ、2017年 10月に 9億円を増資。エンル

ートは新たな機体の開発などに生かす。 

エンルートがこれまでに販売したドローンの約半分は農業向けだ。現状、同社のドロー

ンが最も多く活用されているのが、農業分野ということになる。エンルートの瀧川社長は

「ドローンはそれまでの無線操縦ヘリなどに比べると安価で機動性が高く、散布のスケジ

ュールもコントロールできる」とメリットを強調する。 

 

 

住友商事は産業革新機構とともに、センチメートル単位の精度でドローンが完全自動飛

行する技術を開発したナイルワークス（東京都渋谷区）に 2017年 10月に出資した。同技

術はドローンが作物の上空 30センチメートルの至近距離を飛行可能にする画期的なものだ。 

この技術により薬剤の飛散量を抑えるだけでなく、作物の生育状態を１株ごとにリアル

タイムで診断することが可能となる。現在、診断結果に基づき、最適な肥料や農薬を、１

株単位で散布する新たな精密農業の実現に取り組んでいる。出資各社は、ナイルワークス

の農業用ドローンの開発や稲作農家向けの生育診断クラウドサービスなどの事業化などの

展開を国内外で支援する。 

 

 

■図 4.4.1-4  

ナイルワークスの農業用ドローンは、作物の

上空 30 センチメートルの至近距離を飛行で

きる 

出典：日刊工業新聞社 

■図 4.4.1-3  

エンルートの農業用ドローンは、多用途に対

応する汎用性の高さを訴求する 

出典：日刊工業新聞社 
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4.4.2   ロボットトラクタの研究開発 

 

農林水産省は、無人自動走行できる農業ロボットの開発を急ぐ。現在、実証実験を行っ

ているトラクターに加えて田植え機やコンバイン（収穫機）、除草ロボットなども対象に入

れ、2018年度にも実験を始める考え。機械のレパートリーを増やすことで省人化や省力化

効果を高め、スマート農業の普及を目指す。数センチメートル単位の高精度測位が可能な

準天頂衛星「みちびき」の活用を視野に入れつつ、民間企業と共同で開発を進める。 

 自動走行トラクターの実証実験は、クボタなどの農機大手と共同で北海道で始めており、

「技術的な課題はほぼクリアし、農機メーカーがモニター販売を始めた段階」（同省技術政

策室）。実証実験は有人トラクターが前方を走る無人トラクターを監視するスタイルだが、

2018年度以降は水田内で完全無人走行を目指すとともに、水田から隣の水田に移動して作

業が続けられるよう改良する。 

 機械の対象も田植え機やコンバインなどへ広げる考え。トラクターに比べ、田植え機は、

より高い作業精度が求められる。また、コンバインは成長した稲に隠れて地面などの様子

は分からないため「安全対策も含め、独自の改良や工夫が必要になる」（同）とみる。除草

ロボットも刃物の人身安全対策に加え、誤って作物を刈ってしまわない工夫が必要になる

とみている。 

 走行台数も 2台ではなく、より多い台数を念頭に置く。田植えや収穫作業は天候や気温

変化があるため、同一日に集中するからだ。2台より 3台走らせる方が作業速度を上げられ

複数の田での同時作業も可能になる。「中山間地の多い日本の農業ではこのやり方の方が実

用性が高い」（同）。同じ田でも大型機械１台より小型機械を複数使う方が土地へのダメー

ジを減らせる。所得が少ない農業者の購入でも、小型機の方がハードルが低い。 

 多数台無人走行や精密農業のカギとなるのが、準天頂衛星の利用だ。「これまでの衛星と

は２ケタ以上、精度が違うのでメリットは大きい」（同）。精度向上により、従来は適用が

難しかった農作業分野にも自動化や無人化の可能性が広がるとみている。 

 

 

■図 4.4.2  

ヤンマーのロボットトラクタ作業風景 

出典：第７回ロボット大賞 ガイドブック 
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4.4.3 食品産業におけるロボット活用 

 

4.4.3-1 食材盛り付けロボット 

 

5 年前の食品業界では、ロボットの利用はパッケージング後の箱詰めが主流だった。し

かし、最近は労働力不足の影響から、従来人手に頼っていたパッケージング前の行程など

へのロボットニーズが大きくなってきた。その場合、袋詰め以前の生ものを直接扱わなく

てはならないため、衛生面などでの安全性がロボットに求められる。三菱電機の耐環境仕

様ロボットは 6軸垂直が 4/7/13/20 kg タイプ、4 軸水平が 6/12/20 kg タイプとラインア

ップも多い。耐環境仕様として食品機械用グリースをオイルシール部に採用しており、万

が一、オイルが食品についても安心だ。また、ステンレス材を使用しているので腐食によ

る金属破損などの危険もない。表面は特殊コーティングで薬品にも強く、水洗いの際には

ゴミがたまりにくい形状になっている。RV-4F は本体重量 39kg と現場での移動は容易だが、

可搬重量は最大 4㎏あり、食材や容器を扱うには十分だ。安全オプションを活用すると、

人が近くに来ると、低速運転や停止させるなどの安全対策も実現でき、人手が不足する食 

品関係の現場にさまざまな役割で導入しやすい。 

双腕タイプのロボットが注目されがちだが、1 つのボディに 2 本の腕があると、片方の

腕の動きにもう一方がつられるなど、動きが制限される場合がある。RV-4F のシーケンサ

には 3 基のロボット・コントローラが搭載可能なため、3 体のロボットを連携可能な 3 本

の腕として、自在に組み合せて作業配置し、ライン作業の生産性向上に貢献できる。 

食品関係でロボットに期待される役割としては、弁当の盛り付けが注目されているが、

三菱商事がコンビニ弁当の工場向けに開発している案件でも、ロボットの本体としては

RV-F シリーズが採用されている。 

「RV-4F はさまざまな現場で利用可能だ。サンドイッチをつまんで袋に詰めたり、モン

ブランのようなケーキの表面にクリームを塗ったり、親子丼などの具と御飯を別のトレイ

に乗せてパッケージとして組み立てるといった利用がすでに実現している」と、三菱電機

FA システム事業本部の戸渡琢氏は説明する。 

 

ロボットの現場への導入は、ロボット本体を納めるだけでは終わらない。本体は腕まで

であり、その先のつかむなどの作業を行うハンドを作るのは一般的に SIer だ。このため「食

品関連の案件は、食品業に強い SIer 経由で発生することが多い」と戸渡氏はいう。 

SIer とつながりのないユーザーからの相談には、三菱電機が SIer を紹介するケースも

ある。同社の SI パートナー会には 80社以上が所属し、その中から得意分野や所在地など

の条件に合った企業を紹介する。 

自動車や電気・電子など導入事例の多い産業と異なり、食品産業を含む三品産業のロボ

ット導入はまだ小型タイプの 5％ほどでしかなく、毎回異なる条件の分析・設計が必要にな
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る。食品の実物や実際の仕事現場の写真をエンドユーザーからもらい、SIer に見せ、適し

たハンドの設計を行う。ロボットからロボットへの受け渡しでも、食品の柔かさや作業で

重力のかかる方向によって設計を変える必要も出てくるため、案件ごとにほぼ新規の設計

になる。 

 

現在、大手食品メーカーでは自動化に向けた動きが急で、「ロボットも自動化の中の要素

としてニーズが高まっている」と戸渡氏はいう。ラインとラインの切れ目にロボットを使

えないかといった問合せが寄せられている。三菱電機では包装機や食品装置向けなど多数

の機器やソリューションも有しており、工場の自動化とロボットの制御を連携するための

データを吸い上げるシーケンサ MELSEC シリーズや、ビジョンセンサで検査などのトレーサ

ビリティを支援する MELSENSOR VS20 など、多くの製品をロボットと組み合せたソリューシ

ョンを提案可能である。 

 

 
■図 4.4.3-1  

RV-Fシリーズは、弁当の盛り付けなど、従来はロボットには難しかった食品の扱いを 

多種の専用ハンドと組み合わせることで実現している 

出典：日刊工業新聞社 

 

4.4.3-2 ICT・自動化が進む食品工場 

 

労働人口の減少により、工場労働力で不可欠な食品産業に従事するパートタイム作業者

も平日日勤帯以外では必要な人数が集まらない。 

味の素が、ICTや自動化技術による生産効率向上の取り組みを加速している。国内主力工

場である川崎事業所内に、ロボットの自動化を徹底した新包装工場を稼働させたのに続き、

国内調味料・加工食品生産体制の再編に着手。2019 年度までに約 400億円を投資し、5拠

点を 3拠点に集約するとともに最新鋭工場を建設、ICTや自動化で世界トップレベルの生産

性実現を目指す。 
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「我々も日々、感じている。人手にいつまでも頼っていると、将来はビジネス自体がな

りたたなくなる」。生産戦略部長の香田隆之執行役員は危機感を募らせる。解決策で、食品

工場の自動化の必要性を指摘。品質保証やデータ記録などの技術を積極的に取り込むとと

もに、ロボットで作業を効率化。人でも機械でもできる作業は極力、機械に置き換えてい

くべきだと強調する。「浮いた時間で、人間はより付加価値の高い仕事に従事できる」（香

田氏）。 

 装置プラント型のアミノ酸発酵工場と異なり、食品工場は多品種少量生産型のため、商

品を切り替える早さと容器の洗浄性などがものをいう。先行して稼働した包装新工場では

物流センターに隣接した場所に建設し、35本のラインを 15本に集約することなどでコスト

競争力を強化。パラレルリンクや箱詰めロボットなど、ロボット 17台も新たに導入した。 

 「ロボットなどを新規導入したくても従来はスペースが制約されるためできなかったが、

新工場なので理想の配置が出来た。ライン稼働率は集約前の 39％が 72％にアップした」。

味の素パッケージングの森重徳社長は、こう言って胸を張る。 

 包装工場に続き、うまみ調味料とクノール食品、パッケージングの生産体制を集約した

新会社を 2019年 4月に発足、新会社の工場を川崎と東海（静岡県島田市）の拠点にそれぞ

れ建設する。新工場や ICT導入で 2020年度の労働生産性を現状の 2倍に高める計画だ。 

 食品業界ではキユーピーが西日本のマザー工場として神戸工場を 4月に稼働したほか、

日清食品やケンコーマヨネーズも新工場を建設中。六甲バターは約 236億円を投資し、神

戸市西区に新基幹工場の建設を決めた。自動化や生産性向上が、それぞれキーワードにな

りそうだ。 

 

■図 4.4.3-2 

 パッケージング工場ではロボットを積極活用している。 

  出典：日刊工業新聞社 
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4.5 物流分野におけるロボット技術の導入・利活用 

 

4.5.1 物流施設の自動化・省力化 

 

物流施設では人手不足が懸念されており、自動化・省力化は不可避となっている。物流

施設におけるロボット技術の導入・活用について考察する。 

 

ティーチレスのばら積みピッキングコントローラー「ピックワーカー」で、第 7回ロボ

ット大賞 経済産業大臣賞を受賞した MUJINは、倉庫内の一連の主要作業をロボットで自動

化する技術の提供を始めた。新たにカゴ台車から多軸ロボットで荷物を取り出すシステム

を開発。これによってコンテナからの荷下ろしから、商品を個別に取り出すまでの作業を

自動化できる。 

開発したシステムは多軸ロボットと３次元画像認識センサー、コンベヤー、コントロー

ラーと周辺機器で構成する。ロボット近くにカゴ台車を置くと、多軸ロボットが箱を１個

ずつ取り出す。ばら積みピッキングなどの、複雑な作業をできるようにするコントローラ

ー「ピックワーカー」などの技術を活用した。 

無造作に積まれた荷物を崩さず、ロボットの腕がカゴにぶつかることなく取り出してコ

ンベヤーに置いて送り出す。人手に頼っていた荷物の搬入出作業を効率化できる。飲料の 2

リットル入りペットボトル 6本が入った箱を、カゴ台車から取り出すことを想定したシス

テムを試作した。 

同社はコンテナから荷物を取り出す「デバンニング」、個別の仕分け用に箱から商品を取

り出す「ピッキング」のロボットシステムを開発済み。今回のシステムで、これまで困難

だった倉庫内作業をロボットで自動化できる。人手に頼っていた作業を MUJIN がトータル

で自動化すれば、工程ごとに企業が分散せず初期導入や運営、メンテナンスの手間が減ら

せる。 

 

また MUJINは、中国のインターネット通信販売大手の JD.comから物流ロボットシステム

を受注した。上海に新設する全自動の大型物流施設に 18台の多軸ロボットや MUJINのロボ

ットコントローラーなどのシステムを納める。 

JD.comは中国 2位のインターネット通販企業で、2018年 2月に世界で初めての全自動物

流センターを立ち上げる。物流倉庫で自動化が難しい入庫商品の登録やピッキングのほか、

梱包作業に MUJINのロボットシステムを使う。 

今回の施設では、6 台のロボットシステムが自動で一つずつ商品を取り出してバーコード

を読み取り入庫登録する。また、個別配送の出荷で、自動倉庫から取り出した箱から必要

な商品を取り出しつつバーコードを読み取る作業に 8台、梱包で 4台のロボットが稼働す

る予定という。１日に 11万 3000個の商品を１台のロボットが扱う。 
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CEOの滝野氏は、「中国企業は７カ月で最新鋭の技術を採り入れた大型物流施設をつくる。

リスクを取って新たな試みをする決断やスピード感がないと国際競争で勝てないことが分

かっている」と市場を分析する。 

 

   

 

 

 

  

■図 4.5.1-2  

MUJIN のロボットコントローラー 

出典：日刊工業新聞社 

■図 4.5.1-1  

倉庫内の作業をロボットで自動化する 

（台車から荷物を取り出すシステム） 

出典：日刊工業新聞社 
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4.5.2 荷下ろし作業へのロボット活用 

 

物流施設における荷下ろし作業は、運送業務の付帯作業としてトラック運転手が扱う場

面も多く、対価や安全対策の責任分担が明確でない契約外サービスが、物流のコスト構造

がゆがめている。 

物流施設に到着した荷物などをコンベヤーに投入する荷下ろし作業に、ロボットや省力

化機器が導入されている。重労働の荷下ろし作業は自動化が難しく、人手に頼らざるをえ

なかった。荷下ろし作業を自動で行うロボットや、コンテナからの荷下ろしをベルトコン

ベヤーで行う機器などが稼働している。 

 日立物流は、神奈川県内の流通系物流施設に、パレット積み荷物の荷下ろし作業を自動

で行うロボット「デパレタイザロボット」を導入する。荷姿を事前に登録しなくても、混

載パレットからさまざまな形状の段ボール・ケースを画像認識、ロボットハンドで吸着し

て取り出してコンベヤーに流す。 

 １時間当たりの作業量はロボットが 300～350個で、400～450個を処理する人手にはかな

わない。だが作業者にとって、荷物を持ち上げて運ぶ作業の繰り返しは腰や膝への負担が

大きい。このため安全面から自動化への期待が高い。 

 導入を前に R&Dセンタ（東京都武蔵村山市）で検証して「立ち上げリスクをミニマム化」

（日立物流の佐藤清輝執行役常務）した。同センターでは日立製作所をはじめメーカー各

社と共同で、物流施設の作業省力化、自動化につながる技術の実証を進めている。 

 ニトリ系物流会社のホームロジスティクス（東京都北区、松浦学社長）は、大阪府内の

物流施設でコンテナからの荷下ろしをベルトコンベヤーで行う機器「デバンニングアシス

トシステム」を稼働させた。コンベヤー先端部は上下左右に動き、リフターに乗った作業

者が楽な姿勢を保ちながら、効率的に荷下ろしできる。 

 ホームロジスティクスは労働環境改善の一環で、荷下ろし作業の負荷軽減を構想し、村

田機械と約２年かけて実験と改造を繰り返して実用化にこぎつけた。現在は人手の作業を

補助する機器だが「将来的には自動化を目指す」（村田機械の柳井武則執行役員）。 

 

 

■図 4.5.2 

ホームロジスティクスが大阪府内の 

物流施設で荷下ろしを省力化 

出典：日刊工業新聞社 
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4.6 コミュニケーションロボットの技術・制度の課題 

 

サービスロボットが本格普及する素地は整ってきた。まずは価格。スマートフォンの普

及でカメラやセンサー、小型で高出力のモーター、中央演算処理装置（CPU）などロボット

に必要な要素技術の価格が低下。加えて汎用的な基本ソフト（OS）の普及など、低コスト

で開発できる環境も整っている。ロボット自体も機能を絞って開発費を抑制するようにな

った。 

第７回ロボット大賞（総務大臣賞）を受賞したソフトバンクの「Pepper」やシャープの

「ロボホン」など 20 万円台から、タカラトミーの「オハナス」など約 2万円の低価格ロボ

ットも出てきた。1万台以上普及したペッパーは 2,000社が採用。アプリケーションを開発

する企業を集めたコミュニティーを作り、アプリの進化も加速している。 

飛行ロボット（ドローン）も採用が進み、ドローンを使った各種サービスや保険制度な

ども整備されてきた 

 

                           

                       

 

■図 4.6-1                                ■図 4.6-2   

ソフトバンクロボティクス『Pepper』       タカラトミー『オハナス』 

出典：第７回ロボット大賞ガイドブック   出典：日刊工業新聞社 
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コミュニケーションロボットは、普及に向けて音声対話技術の向上が課題だ。現状では

雑踏の中での聞き取りができないなど、まだ不十分。家電操作やスマートフォンを介した

見守りや対話など「できること」が増え、法人の利用も進んだが、音声対話技術がカギを

握る。人工知能（AI）の活用も進んでいる。 

サービスロボット関連事業を担うロボットスタート（東京都目黒区）の中橋義博社長は

「米アマゾン・ドット・コムの AIスピーカー『エコー』や米グーグルの『グーグルホーム』

といった優れた音声対話技術が、ロボットより受け入れられる可能性がある」と指摘する。

エコーは約 2万円。モーターやカメラがないため低価格で月額利用料はない。音声認識も

離れた場所でも比較的しっかり聞き取ることができる。 

だが、海外の技術には「日本語の壁」が立ちふさがる。音声認識力は一般的に AIが会話

データを学ぶほど賢くなる。英語は膨大な音声データがオープンで利用できる環境が整っ

ているが、日本語はデータ量が圧倒的に少ない。世界市場で見ても日本語圏は小さく、海

外の企業がどこまで本気で取り組むかは読めない。 

一方、日本はこれまで電機・情報通信メーカーが個々に日本語音声対話に取り組んでき

た。各社が要素技術を持っており、ブレークスルーが期待できる。とはいえ、「ロボットが

ガラパゴス化する」（業界関係者）という危惧もある。 

 

 

■図 4.6-3 コミュニケーションロボットの技術・制度の課題 

  出典：日刊工業新聞社 
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5章  「2017国際ロボット展」から見えるロボット技術・業界動向 

 

世界最大規模のロボット見本市「2017国際ロボット展」（日本ロボット工業会、日刊工業

新聞社主催、経済産業省など後援）が 2017年 11月 29日から 12月 2日まで、東京・有明

の東京ビッグサイトで開催された。今回で 22回目を迎える国際ロボット展では、協働ロボ

ット、IoTや AIを使った最新のロボットシステムや介護、生活支援、災害対応のサービス

ロボットなど様々なロボットが一同に会した。 

 本章では、2017国際ロボット展から、ロボット市場・技術トレンドを考察する。 

 

5.1  ロボット最新技術・業界動向 

 

5.1.1  多様化するニーズに対応する産業用ロボット 

 

国際ロボット展の会場では垂直多関節ロボット、水平多関節（スカラ）ロボット、自動

搬送車（AGV）など多彩な産業用ロボットが出そろった。安全柵を設けることなく作業者の

隣で動く「協働ロボット」では新規参入や製品群の拡充が相次ぎ、各社は多様化するニー

ズに豊富な品ぞろえでも応えていた。 

 

ファナックは可搬質量 15キログラムの協働ロボット「CR-15iA」を開発した。同 35キロ、

7 キロ、4キログラムの機種をすでに展開しており、ラインアップを拡充した。既存機種と

同様に、国際標準化機構（ISO）の安全認証を取得。組み立てや搬送の補助作業などでの活

用を見込む。会場では移動が容易な台車に載せたタイプを展示。新開発の 3Dビジョンセン

サーもアームの先に搭載し、部品を取り出して箱にまとめるキッティング作業を実演した。 

 

  

 

■図 5.1.1-1   

ファナック 

可搬質量 15キログラム 協働ロボット 

出典：日刊工業新聞社 
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不二越は同社初の協働ロボット「CZ10」を世界初公開した。安全性に強くこだわった設

計を採用。湾曲するようなアームとし、あえて隙間を設けることで、人が指などを挟まれ

ないようにした。また、衝突検知のセンサーを全 6軸に搭載し、あらゆる方向から人や物

の接触を把握し、動作を停止できる。会場では、スマートグラス（ウェアラブルデバイス）

と融合させた実演やクレーンゲームなどの展示で、「CZ10」の特長を体感できるように紹介

している。 

   

■図 5.1.1-2 

不二越 協働ロボット「CZ10」 

出典：日刊工業新聞社 

 

KUKAロボティクスジャパンは、塗装工程を自動化するロボット「レディー・トゥー・ス

プレー」を日本初披露した。塗装機器世界大手の独デュルと協力し、塗装専用ロボットと

して、スプレー部分や塗装コントローラーといった周辺部品をあらかじめパッケージ化し

た。ロボット以外の準備の手間を省き、素早く既存の生産ラインに組み込める。使い勝手

の良いシステムとして、一般産業用途での採用を働きかける。 

  

■図 5.1.1-3 

KUKAロボティクスジャパン 

塗装機器 「レディー・トゥー・スプレー」 

出典：日刊工業新聞社 
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安川電機は双腕型の人協働ロボットを参考出品した。最大可搬質量 5キログラム、最大

リーチ 900ミリメートルで、組み立て作業のような重量物を扱う工程もロボットに置き換

えられる。モーターの梱包作業の実演では、人のような 2本の腕で箱にモーターを入れ、

ふたを閉めながらテープを貼るという作業を手際よく披露した。「これまでロボットがやっ

てこなかったような作業でも置き換えを提案する」（ロボット事業部）考えだ。 

 

  

 

デンソーウェーブは、人の手に似た「多指ハンド」を装着した双腕型ロボットを出展し

た。ディープラーニング（深層学習）と仮想現実（VR）を生かして、人に作業を教えるの

と同じように、細かい動きを覚えさせることができる。そのため、高度なプログラミング

をすることなく利用できるのが特徴。ブースでの実演では、切った野菜をつかみながら、

器用に盛り付けてサラダを作った。 

  

■図 5.1.1-5  

デンソーウェーブ 「多指ハンド」を装着した双腕型ロボット 

出典：日刊工業新聞社 

 

■図 5.1.1-4  

安川電機  双腕型 協働ロボット（梱包用） 

出典：日刊工業新聞社 
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オムロンは部品供給から出荷まで一連の工程にロボットを使った例をアピールしている。

異なるロボットを組み合わせ、食品業界などで要求される多品種変量生産に対応させる。

包装工程などに使われるパラレルリンクロボットでは、業界唯一の 4本アーム型を開発し、

最高水準の可搬質量や動作速度を実現。工程間運搬には無人搬送車（AGV）を活用し、さら

に 100台規模の AGVを同時制御することで、他社と差別化している。 

  

 

ダイヘンが公開したのは「AI搬送ロボット」。目的地と作業内容の指示で、人工知能が経

路を判断して自律走行し、質量 700キログラムまでの荷物を自動で運ぶ。独自開発の足回

りで多少段差があっても、重量物をしっかりと支え、安定姿勢で搬送できる。部品搬送や

冷凍倉庫内搬送、車のフレーム搬送など多用途ですでに引き合いがある。展示ブースでは、

ハンドリングロボットなどの自動化機器と組み合わせたシステムとして提案している。 

 

 

 

■図 5.1.1-6  

オムロン 無人搬送車（ＡＧＶ） 

出典：日刊工業新聞社 

■図 5.1.1-7 

ダイヘン 「AI 搬送ロボット」 

出典：日刊工業新聞社 
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5.1.2   ヒトに寄り添うサービスロボット 

 

サービスロボットは 2035年に市場規模が 5兆円に近づくと予想されており、日本では産

学官が連携して技術・研究開発に取り組んでいる。「2017国際ロボット展」には企業や研究

機関が開発した最新のサービスロボットが集結。来場者にヒトとロボットの新しい関係を

提案している。 

 

トヨタ自動車のヒューマノイドロボット「T-HR3」は、離れた場所にいる人の動きを再現

する遠隔操作型ロボット。人が装着するマスター操縦システムの動きと連動する。開発の

キーワードは「優しさ」だ。玉置章文パートナーロボット部長は「ロボットと人の共存に

は、力強さだけでなく優しさが必要」と説く。 

コア技術は、T-HR3 の関節 29カ所とマスター操縦システム 16カ所のトルクサーボモジュ

ールだ。T-HR3が動いた時に関節にかかる力が、マスター操縦システムを通じて人に伝わる。

玉置部長は「力加減を学習できる」とロボットが成長することも特徴に挙げる。使い込む

ことで、人に優しいロボットになっていく。 

 

 

■図 5.1.2-1 

トヨタ自動車「T-HR3」 

出典：日刊工業新聞社 

 

ケーイーアールは、2輪ロボット「TAIRA」を出展した。番犬のように配置すると通行者

を顔認証で識別してついていく。警備や介護施設での徘徊監視などに提案する。顔認証機

能で人物を判定し、レーザーセンサーでその人との距離を保つ。登録外の不審者を通報し

たり、介護施設入居者の徘徊をステーションに知らせたりするなどの用途を想定する。 

2輪機構を開発して高速・高トルクを実現した。最大速度は時速 20キロメートルに制限。
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ケーイーアールの柿原清章社長は「陸上用トラックで短距離選手を追走できることを確認

した。見た目は丸く、機能はシビアにデザインした」と胸を張る。 

  

システムクラフトの「RANBOT（ランボット）」はランドセルを背負った防災ロボットだ。

遠隔地のコールセンターの担当者が台風や地震などで集会所に避難した住民と、カメラと

モニターを通じて会話できる。 

内蔵した心拍計や温度計で心拍数と体温を計測し、避難者の健康状態を医師が把握する

ことも可能。開発に当たって東京都立産業技術研究センターが技術協力した。 

ロボットのボディーにはランドセルに使われる人工皮革を採用。丈夫で製造の低コスト

化にも役立つとしている。商業施設や病院、レンタルショップ、図書館などでの案内、受

け付けといった用途にも応用できる。 

   

 

■図 5.1.2-2 

ケーイーアール 2輪ロボット「TAIRA」 

出典：日刊工業新聞社 

■図 5.1.2-3 

システムクラフト  防災ロボット「RANBOT（ランボット）」 

出典：日刊工業新聞社 
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ロボット開発ベンチャー企業の米カタリアヘルスが開発した「Mabu(マブ）」は、在宅医

療を支援する対話ロボットだ。米国で製薬企業や病院と連携して実証実験に入る。日本で

は技術商社のマクニカが扱うが、展開には制度面などで調整が必要という。 

 マブは音声と胸のタブレットでコミュニケーションを取る。患者の状態を問いかけて把

握するほか、会員制交流サイト（SNS）と連携して服薬の時間に「薬を飲む時間ですよ」と

声で教えてくれる。製薬企業や医療従事者、薬局と患者の状態を共有し、健康管理につな

げる。将来はウエアラブル機器でリアルタイムに血圧や体重などのデータを収集・管理し、

患者に最善の処方を行えるようにする方針だという。 

 

トーキンオール（川崎市川崎区）が開発した外出支援ロボットは 6輪が特徴。前後の 4

輪がオムニホイールで横方向にも動くため、その場で旋回もできる。また、独立懸架方式

で 6輪が上下に別々に動くため、段差や不整地の走行に強い。同社システム開発部の一戸

宏隆主任は「健康で歩行に多少困難がある方の外出を支援することが開発の目的」と話す。 

明治大学の黒田洋司教授の研究室の知見を使い、下りの段差を検知して倒れないよう姿

勢や走行を制御する。既存のシニアカーの場合、歩行と車道の段差や傾斜で倒れるケース

が多い。安全性を高めるには６輪機構が最適と判断した。2018年の商品化を目指す。 

 

 

■図 5.1.2-4 

米カタリアヘルスが開発した「Mabu（マブ）」 

出典：日刊工業新聞社 

■図 5.1.2-5 

トーキンオールが開発した 6 輪の外出支援ロボット 

出典：日刊工業新聞社 
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5.2  実用志向広がる大学のロボット研究 

  

大学のロボット研究に実用志向が広がっている。大学の研究者が実用化の直前まで技術

を開発し、一昔前なら研究と見なされない細かな現場特有の問題にも挑戦。現場で本当に

使えるロボットが生まれてきた。課題はユーザーの注文が体系立てられていない点。大学

の実用研究を育てるためにはレベルの高いユーザーが不可欠だ。「2017国際ロボット展」で

大学の研究者を取材した。 

 

介護や農業などロボットから縁遠い分野などでは、ロボットの開発者と現場のユーザー

の間の溝は深い。ユーザーからは「大学の研究は現場では使えない」、開発者からは「現場

も本当のニーズが見えていない」との声が挙がる。研究者が現場に通って実機を作って試

しても、開発の参考になるような答えや反応が返ってこないこともある。うまくいった例

は何が違うのか。 

豊橋技術科学大学の三枝亮特任准教授は病院や介護施設のコンシェルジュロボット「ル

チア」を新東工業などと共同開発する。まず１年をかけて現場の課題を徹底的に洗い出し

た。三枝准教授は「現場の方もロボットを使った日常作業を想像できない。試作機を現場

に持ち込み、試して改良する。これを繰り返して真のニーズを発掘していった」と振り返

る。 

ルチアは患者や車いすに追従して施設を案内する。さらに通行人の脚を計測して高齢者

のすり足歩行や、片まひ患者のぶん回し歩行、パーキンソン病患者などの小刻み歩行を識

別できる。消灯した夜の施設を巡回し、徘徊患者をステーションに知らせたり、倒れてい

る人を見つけたりと、昼夜問わずに働く。「企業と大学、医療施設が連携して、開発と現場

検証を高速に何度も試せたことが大きい」（三枝准教授）という。 

 

  

 

 

■図 5.2-1 

豊橋技術科学大学 

コンシェルジェロボット「ルチア」 

出典：日刊工業新聞社 
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モジュール分散協働型収穫支援ロボットシステムで第 7回ロボット大賞（文部科学大臣

賞）を受賞した宇都宮大学は、収穫ロボットの 4輪を 2輪に減らし、プランター配置に合

わせて小型に設計した。軟らかい土の上を確実に走れるため、移動モジュールだけでも重

量物搬送用に製品化してほしいと注文が集まった。大型農園では合計 100キログラムの薬

液を散布する。「厳しいクレームをたくさん浴びることで実用の姿が見えてくる」という。 

 

 

 

ただユーザーの注文が的を射ているとは限らない。東北大学の田所諭教授は「現場の課

題を聞いて技術を整理する。この仕事の 99％は論文にならない」と指摘する。実用研究は

論文効率が低く、業績作りには向かない。他人の研究をモノマネで作る方が簡単だが、モ

ノマネは現場で別の課題にぶつかり、結局使えない。「現場と向き合うには信念が必要」（田

所教授）という。田所教授らは索状ロボット「能動スコープカメラ」を開発。圧縮空気を

噴射して頭を持ち上げ、噴出向きを変えて首を振る。地震などで倒壊した建屋などの調査

範囲を格段に広げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■図 5.2-3 東北大学「能動スコープカメラ」 

（左：圧縮空気の噴射で首を振り撮影 右：モニターで倒壊した建屋の中を調査する） 

 出典：日刊工業新聞社 

■図 5.2-2 

宇都宮大学 イチゴ摘みロボット 

出典：日刊工業新聞社 
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現場の課題が明確な産業用ロボットでも、大学研究者が現場の課題を共有できない問題

があった。ロボットハンドを開発する金沢大学の渡辺哲陽准教授は「産業用ロボットの現

場課題はビジネスに直結する。企業からの技術相談は秘密保持契約（NDA）で他の研究者に

は話せない」という。現場の課題を共有すれば体系化できるが、NDAに阻まれていた。 

 

経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が主催する国際ロボット競

演会「ワールド・ロボット・サミット」では競技を通じて現場課題を共有する。精密ギア

の組み立てを競技として技術開発を競う。渡辺准教授らは同競技向けに精密さと柔軟さを

両立したチャックハンドを開発。クリアランスが 0.1ミリメートル以下と、かみ合わせが

厳しい精密組み立てを実現した。「世界の７チームが挑戦したが成功したのは我々だけだっ

た」と胸を張る。 

ユーザーは個々に課題を出すと企業秘密に触れるが、協力して体系化された課題リスト

ができれば、大学研究者の力を最大限引き出すことができる。 

 

  
  
■図 5.2-4 

金沢大学 ロボットハンド 

出典：日刊工業新聞社 
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5.3 海外出展企業の紹介 

 

 2017 国際ロボット展では、海外から中国、韓国、台湾、カナダ、デンマーク、ハンガリ

ー、スロバキアなど、前回（31 社）を大きく上回る 14 か国、88 社が出展した。特に中国

企業の出展が多く、協働ロボットや机上の小型ロボットなどを開発するベンチャー企業の

出展も多く見られた。 

 

スイスの ABBは、壁に取り付けたり、つり下げたりと、さまざまな場所に設置できる単

腕型ロボットが登場した。ブース内では単腕型ロボットと、双腕型ロボットの連動した動

きを披露した。 

  

  ユニバーサルロボットは世界で 1万 1000台以上の販売実績を誇る協働ロボット専業メ

ーカー。誰でも利用できるロボット、人と一緒に働けるロボットの提供を使命に、協働ロ

ボット導入のハードルを下げる取り組み「ユニバーサルロボット＋（プラス）」を展開する。 

 ユニバーサルロボット＋はシステムとしての使いやすさを追求する。同社が認定した協

力メーカーのハンドやセンサー、ソフトウェアなどを選択し、簡単で直感的なプログラミ

ングによってプラグ＆プレーのカスタマイズができる仕組みだ。 

  

■図 5.3-1 

ABB 単腕型ロボットと双腕型ロボットの連動 

出典：日刊工業新聞社 

■図 5.3-2   

ユニバーサルロボット   

協働ロボット「URロボット」 

出典：日刊工業新聞社 
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 台湾の Solomon Technologyは「AIによる画面で変形字体の認識」「AIによるスポーツシ

ューズの瑕疵検査」「バラ積みピッキング」「複雑形状ワークの 3Dピッキング」などのデモ

ンストレーションを通じて、独自開発のソフトウェアとハードウェア、3D、AI、ディープ

ラーニング（深層学習）技術を活用したソリューションを紹介している。世界の主要ロボ

ットメーカーの製品に対応しているのが同社の強み。今後、日本市場への売り込みを強化

していく。陳政隆社長は「我々はロボットのベストパートナーであり続けたい」と話す。 

 

  

 

ロボットの体にアニメの女性の顔―。一見シュールな案内ロボット「アリス」を展示し

たのはパンゴリン・ロボット・ジャパン（東京都調布市）。同社は中国の蘇州穿山甲机器人

股分有限公司（江蘇省）の日本法人で 2017年 4月に設立された。電気通信大学の技術を活

用している。自律移動で人を避け、音声対話も可能だ。中国では毎月 20台のペースで売れ

ており「ホテルなどの施設の案内や警備で利用してもらいたい」（利根川靖臣営業部長）と

いう。 

  

 

■図 5.3-3 

Solomon Technology 

AIと 3Dビジョンシステム等を融合したソリュー

ションを紹介 

出典：日刊工業新聞社 

■図 5.3-4 

蘇州穿山甲机器人股分有限公司 

音声対話可能な案内ロボット「アリス」 

出典：日刊工業新聞社 
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第 6章 急拡大する中国ロボット市場と日本のロボット産業 

 

本章では、急拡大する中国ロボット市場の現状と、日本の中国市場戦略について概説す

る。 

 

6.1 世界最大のロボット市場へ 

 

6.1.1 高まる産業用ロボットの需要 

 

中国ロボット産業連盟（CRIA）の発表によると、中国における産業用ロボットの販売台

数は 2016 年、88,992 台に達し前年同期比で 26.6% 増加した。国産ロボットの売上も急増

しており、前年同期比で 30.9% 増加した。国内ロボット販売台数に占める割合も約 2 ポイ

ント増加し、33%の市場占有率となった。こうした背景には、中国政府が 2015 年 5 月に戦

略構想として「中国製造 2025（メイド・イン・チャイナ 2025）」を発表したことで、製造

業の高度化に向けた投資が活発になった点が見逃せない。またそれ以降も、さまざまな産

業政策の強化が打ち出されている。 

 

 ■図 6.1.1 製造業の高度化に向けた 30年戦略 

出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

 

6.1.2 「中国製造 2025」に見られる高度化への意気込み 

 

「世界の工場」として経済を牽引した中国だが、2000 年代には急激な人件費の高騰によ

り、多くの企業が拠点を ASEAN 諸国に移すことになった。加えて国内でも労働人口の減少、

少子高齢化の悩みを抱えており、製造業の高度化は避けられない課題となっている。その

ような中で、ドイツでインダストリー4.0、米国でインダストリアルインターネットなど、
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情報技術と製造技術の融合による先進製造方法の実現が戦略として打ち出されてきたこと

が、中国を刺激したことは間違いない。 

「中国製造 2025」の後、2016 年 4 月には「ロボット産業発展計画（2016-2020年）」、2017 

年 2 月には「1+X」といったように、次々と製造業の高度化に向けた政策が打ち出されてい

る。「ロボット産業発展計画（2016-2020 年）」は、第 13 次 5 カ年計画（2016-2020 年）期

におけるロボット産業の発展に向けた青写真といえるもので、下表の目標が掲げられてい

る。また「1+X」は、「中国製造 2025」（＝1）を実現するための、11 項目の具体的な取組み

事項をまとめたガイドラインである。これらを発表した背景には、市場競争よりも政府が

主導した大がかりな産業政策としての意気込みが見られる。 

 

■図 6.1.2 ロボット産業発展計画における目標 

 出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

 

6.2 中国産業用ロボット市場動向 

  

6.2.1 発展を続ける中国産業用ロボット市場 

 

中国の産業用ロボット市場は、2013年以降世界最大の市場となっており、「中国製造 2025」

の政策推進に伴って現在も製造産業のレベルアップが図られている。旺盛な需要を背景に、

産業全体が早いスピードで成長し続けている中で、現在いくつかの傾向が見られる。 

産業用ロボットの利活用領域は従来、自動車、電子機器生産などの工場がメインだった

ところ、金属、家電、家具のほか、衛生器具などの製造にも広がっている。たとえば、家

電メーカー主要各社の動向は下の表のようになっている。 

また、環境保護などへの対策が重要視される中で、労働者の代わりとなるロボットの利

活用がさらに拡大しつつある。労働強度が大きい紡績・物流分野のほか、生産環境が厳し

い食品・製薬・半導体領域、人の健康に被害を及ぼす危険を伴う窯業・ゴム・プラスチッ

ク分野でロボットの応用が増加している。さらに、国防・軍需といった特殊環境用ロボッ

トの市場規模も 17年の 7.4億ドルから 20年には 12.4億ドルに拡大すると予測されている。 
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【中国家電メーカー主要各社の動向】 

 

■図 6.2.1 中国家電メーカー主要各社の動向 

 出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

 

6.2.2  加速化する倉庫・物流へのロボット導入 

 

電子商取引が急速に発展する中、倉庫・物流での作業を効率化させる必要性が増し、知

能倉庫・物流といったスマート化のニーズが劇的に高まっている。少量・多品種・短時間

の消費傾向および激しいサービス競争に押される形で、膨大な物品を自動的かつ正確に高

速処理する倉庫・物流がこれまで以上に求められている。その中で AGV ロボット、パレタ

イジングロボットなどの利活用が進んでおり、とくに広東、浙江、上海、北京など、倉庫

や物流が発達した地域では、ロボットの導入がより進んでいる。ネット通販・直販大手の

京東商城（けいとうしょうじょう／ JD.com）は、自社で建設した無人倉庫で物品の入庫・

ピッキング・梱包・トラックへの積込みなどの作業において AGV ロボットやロボットアー

ムなどを駆使して無人化を実現している。またアリババ、菜鳥（ツァイニャオ）、蘇寧（ス

ニンディ）なども倉庫・物流の自動化でロボットの導入を進めている。 

 

6.2.3 主要な中国産業用ロボットメーカーの最新動向 

 

 中国産業用ロボットの大手 4社の最近の動向を考察する。それぞれの成長の背景や現在

の戦略は異なるものの、国内外の企業を取り込みながら生産能力を急拡大させていること

が分かる。 
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【中国産業用ロボット大手メーカーの最新動向】 

 

■図 6.2.3 中国産業用ロボット大手メーカーの最新動向 

 出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

6.2.4  今後予想される市場推移と新しいロボット応用分野 

 

中国は産業用ロボットの利用において 2013 年に初めて日本を抜き、世界最大のロボット

市場国となり、それ以降も 1位の座を維持している。しかし、労働者 1 万人当りの保有台

数はまだ世界平均にも達していない。国際ロボット連盟（IFR）が発表した「World Robotics 

Industrial Robot 2016」によると、韓国、シンガポール、日本、ドイツなどが 300 台を超

えている一方、中国は 49 台程度となっており、世界平均の 69 台と比べても大きな差があ

る。中国政府が 2016 年 3 月に発表した「ロボット産業発展計画（2016-2020 年）」では、

2020 年には 1 万人当り 150 台のロボットを保有する目標が定められている。自動化・知

能化などをめざす「製造強国」になるには、必要不可欠なロボットをさらに増強する必要

があり、中国の産業用ロボット市場にはまだまだ大きな市場開拓の余地があると思われる。 

 
■図 6.2.4-1 労働者 1万人当りの産業用ロボット稼働台数 

  出典：国際ロボット連盟（IFR）: World Robotics Industrial Robot 2016 
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IFR の予測では、中国産業用ロボットは 2017 年～ 2019 年の期間中、平均 20% の伸び

率で成長する。 

また中国電子学会の予測では、2020 年に産業用ロボット市場は 58.9 億ドルに拡大する。

2016 年の 31% の伸び率から徐々に下がるものの、2020 年まで 10% 以上の伸び率を維持す

るだろうという見解である。 

新しい成長分野としては、従来の自動車、電子機器、金属加工領域以外に、日常生活で

消費量が大きい家電・家具・衛生器具領域などは国内産業用ロボットの主な応用分野とな

っている。また、自動化やグリーン生産が求められる領域として、プラスチックやゴムな

ど高汚染業種や食品、飲料、製薬などの民生関連業種においてロボットの応用が進んでい

る。 

 

【労働者 1万人当りの産業用ロボット稼働台数】 

 

■図 6.2.4-2 労働者 1万人当りの産業用ロボット稼働台数 

出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス  ※国際ロボット連盟（IFR）のデータを元に作成 

 

 

6.3 中国サービス用ロボット市場動向 

 

6.3.1  サービスロボットの需要拡大が期待される理由 

 

中国のサービスロボットは、AI 技術の進展に伴い、2015 年以降急速に発展してきてい

る。産業用ロボットと比べ、政策上の優遇は少ないが、巨大な市場が産業を牽引し、世界

最大の市場まで成長してきた。とくに 2016 年以降、中国のサービスロボット市場は拡大を

続けており、さまざまなロボットが投入されている。 

中国でサービスロボットが注目される理由の 1 つとして、60 歳以上の高齢者がすでに 2

億人に達している状況が挙げられる。今後、介護を担う年代層には一人っ子が多いため、

高齢者のパートナーとしてのロボットが注目されているといえる。 
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また、都市部へ働きに出た両親と離れて暮らす「留守児童」対策としても、コミュニケ

ーションに適したロボットが求められているという。そうした具体的なニーズとともに、

全体的には次のような傾向がうかがえる。 

 

 ビジネス用も家庭・個人用も新しいロボットがどんどん市場に出てきており、全体的

に 70 種類以上のものが販売されている。 

 同類製品の競争が激しくなり、機能の同質化および低価格化が進んでいる。 

 ビジネス用では受付・接待・情報案内がメインで、家庭・個人用では、子供向け教育、

遠隔ビデオ、娯楽（歌・踊り）がメインとなっている。 

 医療介護・生活支援領域では、製品が出ているものの、商品化されている種類がまだ

少ない。 

 

世界的にもまだ市場が顕在化していないサービスロボットだが、掃除用ロボットやスマ

ートスピーカーのように、ある日突然大きな市場となる可能性を秘めている。 

 

 

 ■図 6.3.1 中国のサービスロボット  

  出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

6.3.2  進化する AI技術で拡大する中国のサービスロボット市場 

 

2015 年に国家戦略としての「インターネットプラス政策」を発表し、EC やインターネ

ット金融といったビジネス分野の拡大へ動き出した中国。ロボット産業においてもさまざ

まなサービス分野が広がりを見せている。 
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中国にはアリババや 13 億人をキャッシュレス生活に導くテンセントなど、「中国版 ITジ

ャイアント」と呼ばれる企業が多数存在する。また、中国で音声アシスタントのリーダー

といえば、アップルの Siriやアマゾンのアレクサではなく、iFlytek（アイフライテック）

だ。同社は、英語やドイツ語、ウイグル語など、さまざまな言語を中国語に翻訳するクラ

ウドベースの AI システムを開発し、多数のロボットメーカーや地方政府、銀行、警察など

にもカスタム提供している。今や中国のスマートフォンの 7 割にアイフライテックの音声

認識技術が搭載されているという。 

また、AI を医療用画像の分析やデータベースの構築、予防医療などに使って医師の負担

軽減に取り組んでいるのが iCarbonX（アイカーボンエックス）だ。メディカルヘルスケア

領域の画像を独自の機械解析技術でデータマイニングし、ヘルスケア指数の分析と予測サ

ービスを提供している。各種研究機関をはじめ製薬企業、医療機関、病院、診断会社、保

険会社、健康管理会社など、業務提携している機関や企業も多い。 

 

ほかの国と比べてサービスロボットメーカーが多数存在するのも中国のロボット市場の

特徴と言える。案内用や子供の世話、家事支援など、多数のプレイヤーが参入している状

況だ。市場に出ているだけで 70種類以上ともいわれる中国のサービスロボットに、最近で

はクラウドやビッグデータといった先端技術が融合し、今後の新しい市場への足掛かりと

なりつつある。 

家の中の見守りや遠隔地とのコミュニケーションといった従来からあるコンセプトに加

えて、最近のトレンドであるスマートスピーカーの機能などを取り込んだ製品も増えてき

ている。また、接客や施設内のガイドなど、公共空間でのサービスロボット導入も進んで

おり、ロボットが身近な存在となっている。 

 

評価額が 10 億ドル（約 1,250 億円）以上でありながら非上場のベンチャーは「ユニコ

ーン企業」と呼ばれる。めったに姿を見せない伝説の生き物という意味だ。中国には電子

商取引（EC）やフィンテック、シェアリングエコノミーといった分野に多くのユニコーン

企業が存在する。AI 領域のユニコーン企業は、自社ビジネスの拡大およびロボットなど関

連領域とのシナジー効果を図るために、ロボットメーカーとの関係を強化することがよく

見受けられる。 

ここで紹介している 3社以外にも、ユニコーン企業から音声識別や顔識別の技術と開発

資金を得て、サービスロボット市場を一気に拡大する企業が出てきても不思議ではない。 
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■図 6.3.2  中国 AIテクノロジー企業の最新動向 

 出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

 

6.3.3 中国サービス用ロボット市場の今後の展望 

 

中国のサービスロボットは、2016 年に爆発的な注目度で「元年」を迎え、ブランド品

がまだ確立されていない中で、各メーカーが混戦状況となっている。市場参入のハードル

がそれほど高くないため、2017 年も新しいロボットが次々と市場に投入されている。 

実用化レベルでは、中国のサービスロボットは世界の第 1 陣営といえるほど急速な展開

が見られる。2017 年 9 月にドイツで開催された「2017 国際コンシューマ・エレクトロニ

クス展（IFA2017）」において、旗瀚科技は家庭用ロボット「三宝 Nano」を公開した。音楽

の再生やデリバリーの注文、家電の遠隔操作など、いわゆる「スマートホーム」のインタ

ーフェイスとしての機能が備わる。 

中国では AI などの周辺テクノロジーがロボットの進化を後押ししており、職場や生活の

利用シーンに溶け込むスピードも速い。

 

■図 6.3.3 旗瀚科技の「三宝 Nano」 

 出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 
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今後、中国のサービスロボットの市場規模は 2018 年に 17億ドルになると予測されて

いる。子供向け教育のほか、スマートホームやスマートショップ、スマート公共サービ

スなどのニーズが高まり、家庭だけでなく教育現場やスーパー、公共サービス機関など

で利用するロボットが伸びると予測されている。 

 

また中国では、産業用ロボット、サービスロボットのほかに特殊ロボットという分類

が一般的で、その市場規模は 2018 年に 8.7 億ドルになると予測されている。地震、洪

水、火災など特別な環境で人の代わりに作業するロボットに対するニーズが旺盛で、極

限環境用ロボットや緊急救援ロボット、安全保障ロボットなどの利活用がさらに広がっ

ていくだろう。 

 

6.4 中国市場と日本のロボット産業 

 

6.4.1  日本各社の中国市場への対応 

  

 現在のロボット需要の盛り上がりは、人手不足などを背景に世界で工場の自動化投資が

活発化しているためだ。中でも中国は主力の自動車産業以外にスマートフォンや電子機器

の生産などでロボットの活用が広がり、旺盛な需要が続いている。 

 

「すべての生産工程をロボットに置き換えたいと思っている」。スマホのカバーなどを生

産する中国の大手 EMS（電子機器製造受託サービス）幹部は、ロボットの導入拡大に強い意

欲を示す。１万人が働く同社の工場ではこれまでに約 3,000台のロボットを使い自動化を

推進する。同幹部は「導入費用は 4～8カ月で回収できた」とし、投資対効果にも満足する。

またスマホの検査などを手がける別の中国大手 EMS幹部も「ロボットの導入で利益率が高

まった」とし、今後 2 年間で生産ラインの自動化を全体の 3分の 2まで拡大する意向を示

す。こうした高まる需要に対応するためロボットメーカー各社は生産の現地化により、納

期の短縮、生産能力の増強など供給体制を整備して需要の取込みを図っている。 

 

安川電機は 2018年内に中国で販売する産業用ロボットをすべて現地で生産する。現在は

塗装用など中国向けロボットの約 1割を日本から輸出している。現地生産への切り替えで

納期を短縮し、輸送費を含めた価格競争力を高める。中国では人手不足などにより工場の

自動化や省人化に伴う投資が活発化している。多様化する現地ニーズに迅速に対応できる

開発生産体制を整備し、拡大する需要を取り込む。 

 安川電機は中国・常州工場（江蘇省常州市）でロボットを生産している。現在は日本か

ら輸出するパレタイジングロボットの現地供給体制を整備しており、すでに一部で生産を
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開始した。今後は塗装用ロボットの現地生産を予定し、他の商品の投入時期も見ながら現

地化を進める。 

 常州工場では第 3工場を新設し、2018年 9月の稼働を予定する。生産能力は現状比 1.5

倍の月 1,500台に拡大する。 

 一方、同社はロボットの主要部品であるサーボモーターでも、遼寧省瀋陽市の拠点で第 3

工場を増設する。2018年春の稼働を予定し、中国のサーボモーターの月産能力を 2018年度

末までに現状比約 2倍の約 20万台に引き上げる。現地ではロボット関連の技術者も拡充し

ており、開発生産体制を強化する。 

 

 

 

川崎重工業は中国江蘇省蘇州市の工場を本格稼働し、前年度比 2倍の約 8,000台のロボ

ット生産を目指す。日本では 2017年秋に半導体ウエハー搬送用のロボットの生産を明石工

場（兵庫県明石市）から西神戸工場（神戸市西区）に移管し、生産能力を月 1,300台に増

強した。 

 

三菱電機は、2018年に中国で産業用ロボットの生産を始める。三菱電機自動化機器製造

（江蘇省常熟市）内にロボット製造ラインを新設し、2018年 6月の稼働を予定する。日本

と合わせて全体のロボット生産能力を 2016年度比 1.5倍に引き上げる。中国ではスマート

■図 6.4.1-2  常州第 3工場の完成予定図 

出典：The ROBOT イノベーション×ビジネス 

■図 6.4.1-1  安川電機が中国に投入したロボット 

 出典：日刊工業新聞社 
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フォンなどの電化製品の組み立てや、電化製品向け部品におけるロボット需要が拡大して

いる。現地での生産体制を整備し、旺盛な需要に対応する。 

 

東芝機械は 2017年 4月に中国上海市の拠点でロボットの生産を開始した。順次本格化す

る計画で、最終的に部品の現地調達率を 5割以上に高めて価格競争力を引き上げる。日本

では数億円を投じてロボットコントローラーを含めた子会社の生産能力を増強。2017年 6

月までに一連の投資を始めた 2015年と比べ 2倍の生産体制を整備した。 

 

6.4.2 ロボット需要拡大で拡がる周辺産業への影響 

 

 ロボット需要拡大の恩恵は周辺産業にも波及している。 

ロボットの関節部分に使う精密減速機で世界シェア約 6割のナブテスコは、2017年度に

約 70億円を投じて日本と中国で生産能力を拡大する。2018年度末までに 2017年初めに比

べ約 3割増の年 84万台に向上する計画で、将来的に同 100万台への引き上げを見込む。同

社の寺本克弘社長は 2020年にかけて需要が毎年 15％程度伸びると予想し、年産能力の 100

万台への引き上げ時期は「意外と早い段階で来るのではないか」との見通しを示す。 

 

住友重機械工業も 2019 年度までに、日本や中国などで精密減速機の生産能力を増強し、

全体で 2016年度比 2 倍の年 30万台以上に引き上げる。日本と中国で加工機や組み立て設

備を導入し、人員も増やして生産能力を拡大。ベトナムでは 2018年に主要部品の加工も始

める。同社の田中利治取締役専務執行役員は、2019 年度までの中期経営計画で予定する精

密減速機の設備投資を「需要の拡大を受け前倒しして供給能力を拡大する」と対応を急ぐ。 

 

 

■図 6.4.2-1 住友重機械工業のロボット向け精密減速機 

 出典：日刊工業新聞社 

 

 



75 

 

 

ロボットの腕の動きを制御するサーボモーターの引き合いも活発化する。パナソニック

は 2018年春に中国でサーボモーターの生産能力を現状比 25％増の月 25万台に引き上げる。

広東省珠海市の拠点に設備を導入し、生産性も高めて供給能力を拡大する。金型を含めた

設備投資は数億円を見込む。三菱電機は江蘇省常熟市に増設した第 2工場を 4月に稼働。

日本での増産分を含めサーボモーターを 2016年度比 30％超増産する。 

 

 

■図 6.4.2-2 パナソニックが中国で増産するサーボモーターとアンプ  

 出典：日刊工業新聞社 

 

「2017年の中国の産業用ロボットの販売台数は前年比 20％以上伸びるだろう」。中国ロ

ボット産業連盟（CRIA）の宋暁剛理事長は 2017年の見通しについてこう指摘し、同国で初

めてロボットの販売台数が年間 10万台を超えるとの認識を示す。CRIAがまとめた 2016年

の同国ロボット販売台数は同 27％増の約 8万 9,000 台だった。国際ロボット連盟（IFR）に

よると 2016年の世界のロボット販売台数は速報値で同 14％増の約 29万台。中国が世界需

要の約 3割を占め、拡大傾向にある。 

 

みずほ銀行は産業用ロボットのグローバル需要が 2021年に向け年率 12％で拡大すると予

想。中でも中国は、2021年に 2015年実績比 2.5倍の 77億ドルに拡大すると予測する。 

一方、中国では政府が自国のロボット産業の育成に力を入れており、現地メーカーの台

頭が見込まれる。また IoT（モノのインターネット）や人工知能（AI）の活用などによる次

世代ロボットの開発も本格化する。需要の拡大とともに競争の激化も予想され、各社の成

長戦略が問われることになりそうだ。 

 

6.4.3  戦略が求められる日本のロボット産業 

 

中国の旺盛な需要傾向が今後変化する原因として、中国国産ロボットメーカーのハイエ

ンド化や、自動車産業の動向、スマートホームに代表される新しいサービスの普及など、

さまざまな要素が考えられる。 
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医療やヘルスケア、警備や防災など特殊分野での利活用もさらに広がることが現実味を

帯びてきた。巨大な市場に、多くの資金・人材が流れ込み、多種多様な利活用シーンに合

せて試行錯誤を繰り返す中で、ロボット研究・開発・利活用の経験やノウハウも積み重ね

られていくに違いない。ときには、まったく別の領域での技術により爆発的なイノベーシ

ョンも起きかねない。 

技術そのものは、早くても遅くても、研究開発と応用実践の中で掌握される。言い換え

ると、優位性のある期間内でいかに速く市場シェアを拡大して利益を確立するか、日本メ

ーカーにとって非常に重要な時期といえるだろう。とくに中国という市場では何よりもス 

ピードが重視される。少しでも閉鎖的な思考回路でいると、知らぬ間に優位性が失われて

価値のないものになってしまうこともある。 

そういった意味では、中国市場を狙うメーカーにとって、市場に対応したスピード感と

ビジネスの俊敏性が不可欠な要素になる。 

 

  



77 

 

 

7章「ロボット大賞」表彰事業 

 

7.1「第 7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 7回ロボット大賞より） 

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。 

 

○事業の名称 

日本名: 第 7回 ロボット大賞 

英語名: The 7th Robot Award 

 

○共催・協力 

＜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、 

「ロボット大賞」ロゴマーク 
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(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 

 

○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 
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 【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 

 

○ 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。 

 

審査の基準 

（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 
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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。 

 

（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 
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  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。 

 

 【応募数】 総数 151 件 （第 6 回 86 件）         

 【応募部門・分野】 
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○これまでの実績 

   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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7.2  「第 7回ロボット大賞」の実績 

7.2.1 「第 7回ロボット大賞」受賞ロボット 

 

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。
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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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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。
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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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7.2.2 「Japan Robot Week 2016」における「第 7回ロボット大賞」表彰式および 

受賞者プレゼンテーション・合同展示の実施 

 

サービスロボットとロボット製造技術の専門展示会である「Japan Robot Week 2016」に

おいて、「第 7回ロボット大賞」の表彰式、受賞者プレゼンテーションと合同展示を行った。 

 

【日時】  2016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    

【来場者数】29,260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】 【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  
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○表彰式 

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 

    

 

   

【受賞者代表挨拶】MUJIN 滝野氏 【共催者（幹事）挨拶】 

日本機械工業連合会 岡村会長 

【受賞者による記念撮影】 

【表彰状授与】 経済産業省 糟谷局長  MUJIN 【記念撮影】MUJIN 

【共催者（幹事）挨拶】 

経済産業省 糟谷局長 

【総評】審査特別委員会 川村委員長 
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○受賞者プレゼンテーションステージ 

日時：10月 19日（水）13：15～17：15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○受賞ロボット合同展示 

日時：2016年 10月 19日（水）～ 21 日（金）10：00～17：00    

 

  

【会場風景】 

講演風景 

【MUJIN】 【ソフトバンクロボティクス】 

【レセプション風景】 

【講演風景】 【講演風景】 

【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】 
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7.2.3 「2017国際ロボット展」での「ロボット大賞」PR活動 

 

日時：2017年 11月 29日（水）～ 12月 2日（土）10：00～17：00 

場所：東京ビッグサイト 東５ホール  来場者数： 130,480 名 

 

7.2.4 公式 HPでの PR 

「ロボット大賞」の公式 HPサイトを使用して合同展示の紹介を行った。 
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7.3 「第 7回ロボット大賞」受賞後のアンケート調査結果 

 

「第 7回ロボット大賞」受賞企業・団体への受賞後のアンケート調査を行い、下記の回答

を得た。（16社・団体より回答） 
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8章  まとめ「ロボット大賞」表彰事業の見直し案の提示 

 

8.1    審査・運営委員会における検討 

 

8.1.1 第 1回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 29年 7月 19日（水）15：00～17：00 

検討内容： 

【表彰位の検討】 

 今後の応募件数の増加状況次第で、さらに高位の表彰位を創設すべきか検討する。 

 

【応募数と多様性を増やすための検討】 

 研究開発段階の案件も表彰対象とし、過去、研究開発部門で受賞した事例を紹介する。 

 ドローン、コンテンツ、SIer（システムインテグレータ）、自動運転など、様々な分野

からの応募を促す。 

 募集要項に「SIer」の説明をより分かり易く明記すると共に、SIerの事例も記載する。 

 部門・分野・大臣賞の評価方法と各省の観点の整理を行う。 

 

【広報の改善案】 

 広報の改善として、協力団体の追加を検討する。 

 

8.1.2 第 2回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 29年 12月 8日（金） 13：30～15：30 

検討内容： 

【表彰位の検討】 

 「審査員特別賞」の規定について、表彰に値するロボット等には「審査員特別賞」を

与えることができることとする。 

 「優秀賞」は、「優秀賞（〇〇部門）」または「優秀賞（△△分野）」で表彰。「優秀賞」

と「特別賞」の表記の順番を入れ替える。 

 優秀賞以外（大臣賞等）には部門・分野を記載しないこととする。 

 ロボット大賞 経済産業大臣賞は「ロボットビジネス・社会実装部門」のすべての分野

に該当することとする。 

 

【部門・分野の検討】 

 「ロボット・システム部門」について、応募者が「ロボット」「システム」を選択する

際に判断が難しいことも考えられるため、「ロボット」「ロボット応用システム」に分

け、6部門 5分野で募集を行う。 
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【その他】 

 幅広い分野からの応募を促すため、協力団体の追加依頼を検討する。 

 

8.1.3 第 3回 審査・運営委員会における検討 

日時：平成 30年 3月 12日（月） 14:00～16:00  

検討内容： 

【表彰位の検討】 

 大臣賞の増加に伴い、すべての賞（優秀賞等含む）に対して「ロボット大賞 ○○賞」

の表記へ変更とする。(「ロボット大賞」は事業としての名称とし、全ての賞にかかる

形とする。) 

 

【部門・分野の検討】 

 （C）ロボット部門に関する説明は、「実用に供しているロボット本体」という表記に

変更する。 

 （A）ビジネス・社会実装部門と（B）ロボット応用システム部門の区別を明確にする

ため、（A）ビジネス・社会実装部門の説明を「ロボットに関連するビジネスモデルま

たは各分野における社会実装に向けた取り組み」に変更する。 
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8.2 生活の質の向上に資するロボット 

 

 「ロボット大賞」表彰事業及びそれに関連する「調査研究」事業は、JKAの補助を受けて

実施されている。事業の歴史を振り返ってみると、平成 26 年度及び平成 27 年度は事業の

対象を「ものづくり支援」としていたが、平成 28 年度及び平成 29 年度は「生活の質の向

上に資するロボット」としている。このことの意義を考えてみる。 

 平成 27 年 2 月に「ロボット新戦略」が公表され、目標として 2020 年に製造分野ロボッ

トの市場を現在の 2倍（6,000億円⇒1.2兆円）に、非製造分野を 20倍（600億円⇒1.2兆

円）に、が掲げられた。現在、ロボットが使用される場面は未だ製造分野が多いものの、

製造以外のさまざまな分野（農林水産、インフラ・建設、介護・医療、食品、化粧品、飲

食・宿泊、観光、公共施設、警備、流通・物流）でもロボットが活躍するようになってき

ており、生活のあらゆるシーンでロボットが活躍する社会が到来しつつある。 

 「生活の質の向上に資するロボット」というと、サービス分野などの非製造分野ロボッ

トが想起され、製造分野ロボットは「生活の質の向上」ロボットとは関係が無いという印

象を持たれるかもしれないが、「ロボット大賞」表彰事業では、全てのロボットは「生活の

質の向上」のためにあると考えている。例えば、製造業のロボット化により生産性の向上、

安全性の向上を図ることができる。産業の中で膨大な割合を占める単調な作業をロボット

が担うように自動化することにより、その結果生じた人的資源の余裕を、よりクリエイテ

ィブな仕事に回すことができる。つまり、自動化で人々の仕事の質を良くし、さらには生

活の質を良くすることができる。 

 「ロボット大賞」表彰事業は平成 18年度に第 1回が開催され、10件の優れたロボットが

表彰されたが、この時の表彰 10件のうち、産業用ロボット（製造業用ロボット）の受賞は

2 件であり、残りは、要素部品：1 件、7 件は、サービスロボットであった。その後の受賞

状況も第 1回と同様の傾向であり、「ロボット大賞」表彰事業は、草創期から全分野を対象

として表彰を行ってきている。 

今後も「生活の質の向上に資するロボット」を表彰するという観点から、ロボット大賞

表彰事業を運営して行きたいと考えている。 

 

次ページに「生活の質の向上に資するロボット模式図」を示す。 
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生活の質の向上に資するロボット模式図 

 

生活の質の向上 

・人間らしい生活・自分らしい生活・人生に幸福を見出せる生活 

 

 

ＧＤＰの増加 （注 1） 

心身の豊かさの向上 

 

 

・生産性の向上 

・仕事の質の向上 

・安全・安心の実現（安全な労働環境）（注 2） 

・ワークライフバランスの改善 

・人はより高度な仕事をこなす⇒満足度の向上 

 

 

自動化の進展 

（注 3）（注 4） 
人とロボットの協働 ＡＩの活用 

ロボットの活躍により産業をより良い方向に向ける 

製造業、サービス業、介護・医療、 

インフラ・災害対応・建設、農林水産業・食品産業 

 

  （注 1）ＧＤＰの増加は生活の質の向上と強い関係がある。 

  （注 2）単純・危険性のある作業をロボットに代替⇒ケガの少ない安全な労働環境。 

  （注 3）自動化技術への重点投資とＧＤＰの増加には相関関係がある。 

  （注 4）ロボット自動化技術の革新による生産性の向上。 

      自動化により人々の生活の質を良くする。 
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