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先進ロボット技術は、我が国が得意とするエレクトロニクス、機械工学、素材技術、情

報技術など幅広い要素技術の集積として構成されるものであり、世界最先端のロボット技

術力を有する我が国が、世界に先駆けて生活、福祉、防災・復興支援等のサービス分野に

おいてもロボットの実用化を図っていくことは、21 世紀の我が国の経済社会にとって重要

な課題であります。 

 

 また、ロボット産業を新しい我が国の基幹産業の一つに成長させるとともに、省エネで

地球環境に優しく、安全・安心な社会を実現すべく、産業用以外の様々な分野でロボット

の導入・活用への期待も高まっています。加えて先進ロボット開発から生み出される次世

代技術は、我が国産業の国際的な競争力を高めていく上で欠かせないものであります。 

 

 こうした背景に鑑み、当会ではロボット産業・技術の振興に関する調査研究専門部会を設

置し、「ロボット産業・技術の振興に関する調査研究」を実施いたしました。 

本報告書は、同専門部会の平成 23 年度の研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば

幸甚です。 

 

最後に専門部会の活動の中で、ロボット産業・技術の振興策や表彰事業のあり方等につ

いて貴重なご意見を頂いた委員・オブザーバー各位並びに調査取り纏めにご尽力を頂いた

日刊工業新聞社殿に厚く御礼を申し上げます。 

 

平成 24 年 3月 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

会 長 伊 藤 源 嗣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

は し が き 

 

昨年は我が国のロボット関係者にとっても特別な年でありました。平成 23 年 3 月 11 日

に東日本大震災が発生し、地震や津波の影響で東京電力福島第一原子力発電所から放射能

が洩れました。 

 

大震災発生から 1 ヶ月の間、原子炉建屋内の状況が判らない状態が続きましたが、米国

製ロボットが原子炉建屋に初めて入り、放射線量や温度・湿度などを測定しました。 

しかし、国産ロボットが原子炉建屋に入ったのは大震災発生から約 3ヶ月半後の 6月 24

日でした。 

 

ロボット大国の我が国のロボットが「いの一番」に原子炉建屋に入れなかった要因は、

先進ロボットの開発は出来ていても、実際に継続して使用・改良していく「社会実装化の

仕組み」の欠如等が考えられます。 

 

一方、産業用ロボットの領域では、円高が進む中、我が国のロボット競争力強化のため

には、更なる省エネロボットの開発やロボットシステムインテグレータの養成が重要課題

になっております。 

 

 上記の状況を改善する手段の 1 つとして、ロボット開発者等の表彰事業が有効であると

考えております。表彰することによって、開発者等のモチベーション高揚とロボットを使

用する側のロボットの理解を深め、それにより、上記「社会実装化社会」の実現と産業用

ロボットの競争力強化が期待できます。 

 

以上の背景のもと、本部会では産業用ロボットやサービスロボット（探査、救難、介護

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

表彰事業（ロボット大賞）のあり方等について提言しております。 

 

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立てることを期待

しております。 

 

 

ロボット産業・技術の振興に関する調査研究専門部会 

部会長 淺間 一 
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Summary 

 

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

め、課題を調査・分析したものである。 

第 1章では、本調査研究事業の背景と目的を明確にした。 

第 2章では、ロボット産業の現状と課題について、国内市場と海外市場を比較し、今後の

市場展開に向けての課題を示した。 

 第 3章では、先進ロボット開発・普及の現状と課題を取り上げ、特に「人共存ロボット」

と「原発災害ロボット」について言及した。 

 第 4 章では、「ロボット大賞」表彰事業の実績と課題について取り上げ、2 回開催した専

門部会における検討内容を中心に記載した。 

第 5 章では、「ロボット大賞」表彰事業の見直し案の提示を行い、今後の表彰事業のあり

方を示した。 

  

なお、本報告書は、（一社）日本機械工業連合会と株式会社日刊工業新聞社で構成を検討

し、専門部会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 調査研究の背景と目的 

いわゆる 3K 製造工場の現場や医療・福祉・介護、災害救助・危険作業、食品・農業、

エンターテインメント分野等において適用可能な基盤技術・部品等を含めた先進的ロボ

ットの役割・機能・課題等を調査研究し、その結果等を踏まえて、当該先進ロボットの

研究開発意欲の向上、社会的認知・普及などの対応策を講じることにより、当該先進ロ

ボットの開発・普及を促進させ、ロボット産業の発展・業容拡大に貢献することを目的

とする。 

また、経済産業省・日本機械工業連合会が従来より実施している「ロボット大賞」表

彰事業を有効に活用して先進ロボット等の開発・普及を強化・促進する方策についても

検討・実施することも目的としている。 

 

【調査研究の目的】 

・ 本調査研究の目的は、先進ロボットにおける開発や普及の課題などをまとめる 

・ ロボット産業促進のための枠組みやあり方を議論する 

・ ロボット大賞の今後の運営について検討する 

 

 

1.2 調査研究専門部会の開催 

前述の目的達成のために調査研究専門部会を実施した。 

 

 ■ 第１回 調査研究専門部会の開催 

 日時：平成 23年 10月 24 日（月）15：00～17：00 

 場所：機械振興会館 6階 68会議室 

 内容：先進ロボット開発・普及の現状と課題 

    ビジネスモデル、システムインテグレータの育成について 

 

■ 第 2回 調査研究専門部会の開催 

日時：平成 23年 12 月 15日（木）15：00～17：00 

場所：機械振興会館 6階 6Ｓ‐2号室 

内容：①次回ロボット大賞の全体戦略 

    応募数の増加、新規性、応募枠、ジャンルの増加について 

   ②新規部門の創設について 

    中小企業の応募、RT活用事例、新サービス創造手法、 

    ユーザーをひきつけるデザイン、震災関係、ビジネスモデル、 

    ロボットコンペ、人材表彰について 

   ③推薦方式の検討 

    自薦・他薦、学会推薦、ノミネートについて 
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2 章 ロボット産業の現状と課題 

 

2.1 ロボット産業の現状 

本節では、世界と我が国におけるロボット産業の動向を概説する。 

 

2.1.1  世界における産業用ロボットの現状 

国際ロボット連盟（IFR）は、2011 年の世界の産業用ロボット販売台数が 2010年比 18％ 

増の 14万台と過去最高になり、2012～14 年には年平均 6％の増加が見込まれている。 

 また、2014 年の世界での販売台数は 16万 7,000台に達し、各国の工場で稼働するロボ 

ット台数は、2014 年に 2010年比 25.6%増の 130万台になるとしている。国別のロボット 

需要台数は 2014 年に中国が日本を追い抜き、3万台を超えて世界首位になる見通しとなっ 

ている。ロボットの生産工場として、中国が急成長して国別でトップの 43％を占め、米国、

韓国と続いている。また、主要国の産業用ロボットの稼働台数では、2014 年には中国が 15

万台を超え、韓国も約 17万台と予測している（図 2.1.1.-1）。 

 産業用ロボットの主要ユーザー産業は自動車、電子機械産業であるものの、電子機械産 

業向けの電子部品実装（プリント基板実装）、半導体実装（チップマウンタ）、クリーンル 

ーム、および組立などが今日では出荷額の過半数を占めている。中でも、液晶基板等の搬 

送（大型化）に用いられるクリーンルーム用ロボットが着実に伸びている。  

現在、中国での生産は人件費の高騰を受け、急速に自動化が進展している。インドネシ

アやベトナムはまだ人件費が安く、生産拠点として注目が集まっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.1.1-1  主要地域・国の産業用ロボット稼働台数（2010 年）と予測（2014 年） 

出所：国際ロボット連盟 「World Robotics 2011」、(社)日本ロボット工業会 「産業動向レポート 2011」 
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2.1.2 国内産業用ロボット市場の現状 

 

  次に、国内ロボット産業の現状を述べる。2010 年の出荷額は国内向けと海外輸出向けの

合計で約 5,570億円に上り、リーマン・ショック以前の 2008年の 6,498億円に近い水準ま

で V 字回復を遂げた。 

 ただ、その構造は大きく変化しており、2008 年の段階では 62%だった輸出比率は、2010

年には 73%に増大している。特に急増したのは中国を中心とするアジア向けの輸出であり、

2008年には国内 2,472億円、アジア向け 2,499億円とほぼ同等の水準であったものが、2010

年には国内 1,493 億円、アジア向け 2,958 億円と、2 倍近くまで開いた（図 2.1.2-1）。世

界のものづくり拠点である中国等のアジアにおいて、産業用ロボットのニーズが飛躍的に

高まっていることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.1.2-1 国内ロボット産業による地域別出荷額 

出所：（社）日本ロボット工業会「マニピュレータ、ロボットに関する企業実態調査報告書」 

 

 

また、その用途も多様化しつつある。2010 年の国内出荷の内訳を見ると、いまも自動車

と電気電子分野が大きな比率を占めるが、その他製造も 20%、非製造業も 3%を占めている。

2008 年秋のリーマン・ショック以降、食品・医薬品・化粧品の「3 品産業」を中心に物流

やメンテナンスといった分野を中心に、産業用ロボットの裾野が拡大しつつあることが伺

える（図 2.1.2-2）。 
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■ 図 2.1.2-2 国内出荷の内訳（2010 年、百万円） 

  出所：（社）日本ロボット工業会「マニピュレータ、ロボットに関する企業実態調査報告書」 

 

2.1.3 国内主要産業用ロボットメーカーの動向 

 日本ロボット工業会（JARA）がまとめた 2011 年（1～12 月）の産業用ロボット出荷実績

（会員 46社分）は、対前年比 7.5％増の 4,813億円になった（表 2.1.3-1）。自動車メーカ

ーの生産投資増を受け、溶接ロボットが同 51.5％増の 997億円、塗装ロボットが同 65.3％

増の 130 億円に伸長し、市場を牽引した。一方、電子部品実装機（チップマウンタ）は同

13.3％減の 1,885億円と減速した。なお、2010年の産業用ロボットの出荷台数（会員 47社

分）は、チップマウンタの出荷実績が 2,173億円に上り、対 2009年比 95.1％増の 4,478億

円となった。 

 2011年の受注額は、対前年比5.4％増の4,735億円、生産額は同 9.2％増の4,892億円で、

2年連続のプラスだった。出荷の内訳は国内が同 17.5％増の 1,253億円、輸出が 4.3％増の

3,560億円。用途別では物流業務向けが同 38.8％増の 469億円と好調に推移した。 

 直近となる 2011 年 10～12 月期の受注額は対前年同期比 2.7％減の 1,035億円、生産額は

同 12.7％減の 1,053 億円、出荷額は同 9.4％減の 1,045 億円。受注は 2 四半期連続のマイ

ナスで、生産と出荷は 8四半期ぶりにマイナスに転じた。自動車向けが上向いたのに対し、

電気・電子産業向け需要が減速した。また、欧米は堅調だったが、中国の金融引き締め策

の影響などによりアジア向けが減速した。 

 2011 年の JARA会員外も含めた生産額は前年比 7.7％増の 6,000億円の見込み。2012 年の

会員外も含めた生産額は見込み値が前年比 5.0％増の 6,300 億円と見ており、期待値が

6,500億円、目標値が 7,000億円としている。また、中国を中心に春以降から投資が活発化

し、2012 年後半から需要が伸びると見ている。 
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■ 表 2.1.3-1 産業用ロボットの出荷実績（2011 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、JARA 会員の産業用ロボットメーカーの動向を述べる。「2011 国際ロボット展」

の開催に先行して、日刊工業新聞社が 2011 年 10 月に実施したアンケート調査（主要ロボ

ットメーカー11社、関連部品メーカーなど 44社から回答）を引用すると、産業用ロボット

メーカーの約 5 割が、中国や東南アジアにおける設備投資の拡大を受け、受注は「増加」

と回答した。 

 また、2011 年度のロボット事業の収益は「増収増益」が 33％と、「減収減益」の 4％を大

きく引き離した（図 2.1.3-2）。産業用ロボット市場は 2008年秋のリーマン・ショックから

V 字回復した 2010 年を上回り、出荷実績と売上高では成長を続けている。受注水準はリー

マン・ショック前に比べて「80％未満」が 31％だった。産業用ロボットメーカー11社に限

ると半数以上がリーマン・ショック前の 8割程度に戻ると見ている。 

 11 社のうち海外売上比率が 50％を超える企業は 7割で、このうち中国だけで 20％以上の

企業が 3割に上った。前節の「2.1.2」でも触れたが、海外依存が鮮明になっていることが

伺える。 
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■ 図 2.1.3-2 2011 年におけるロボット事業の収益動向 

 

 アンケート調査では、併せて「海外市場攻略に向けた取り組み」も聞いており、これに

関しては「販売拠点の拡充」と「地場商社との連携」が上位を占め、「生産拠点増産」や「生

産拠点新設」をあげる企業も多かった（図 2.1.3-3）。 

 中国では自動化・省人化に向けたロボット導入が今後、4～5年間は続くと見られており、

各社ともに体制強化を急いでいる。ただし生産については、安川電機を除き、主要産業用

ロボットメーカーは国内生産を維持する方針をいまも掲げている。減速機やモータなどの

要素部品は国内メーカーがほぼ独占しており、海外生産にシフトする利点が少ないからと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.1.3-3 海外市場攻略に向けた取り組み（グラフの数値は％） 
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先に紹介した「増収増益」基調を受け、アンケートではロボット事業への投資も増加基

調にあることを示している。「2011 年度の設備投資」は「増加」が 22％に対し、「減少」が

4％にとどまった（図 2.1.3-4）。また「研究開発投資」は「増加」が 35％、「減少」が 5％

と、いずれも増加が上回った（図 2.1.3-5）。 

 最後に、主要産業用ロボットメーカーの所在地と特徴を、図 2.1.3-6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.1.3-4 主要ロボットメーカーの設備投資計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.1.3-5 主要ロボットメーカーの研究開発計画 

 

 

 

 

 

 

出所：日刊工業新聞、ロボット専門サイト「ロボナブル」
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■図 2.1.3-6  主要ロボットメーカー（JARA 正会員）所在地とメーカーの特徴 

 

≪特徴≫ 

・メーカーの規模は、中小・中堅から大企業まで幅広く存在しており、ロボットの利用用

途は幅広く、中小メーカーもニッチ市場で特徴ある製品を展開している。 

・専業度は低く、ほとんどが兼業メーカーで業態も多彩である。 

 一般機械、総合重機、精密機械、電機等 

・業界の再編：事業の選択と集中が進み、ロボット事業からの撤退・譲渡等が進む。 

（1985年 282 社→2010年 78社） 

出所：（社）日本ロボット工業会 「産業動向レポート 2011」 

 

 

 

・JUKI（増田町）

・ソニーマニュファクチャリングシステ

ムズ（久喜） 

・日立ハイテクインスツルメンツ（熊谷）

・セーラ万年筆（青梅） 

・神戸製鋼所（藤沢） 

・ファナック（忍野村） 

・パナソニックファクトリーオートメーションズ

（昭和町） 
・ヤマハ発動機（浜松） 

・セイコーエプソン（岡谷）

・不二越（富山）

・ユーシン精機（伏見） 

・ユニバーサル特機（舞鶴）

・富士機械製造（知立） 

・三菱電機（名古屋） 

・デンソーウェーブ（刈谷）

・スター精機（大口町） 

・パナソニック溶接システム（豊中）

・パナソニック電工（門真） 

・不二輸送機械工業（小野田） 

・安川電機（北九州） 

・川崎重工業（明石） 
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2.2 ロボット産業の課題（産業用ロボットを中心に） 

本節では、我が国のロボット産業が抱える課題を述べる。ここでは産業用ロボットを中

心に述べ、非産業用ロボットについては、次章「 先進ロボット開発・普及の現状と課題」

で紹介する。 

 

2.2.1 アンケート調査で表出した課題と概要 

  「2.1.3」で引用した、日刊工業新聞社によるアンケート調査では、ロボット産業の課題

を表出すべく、「わが国のロボット産業の発展に向けて必要な施策や取り組み」も調査して

いる。最も多くあげられたのは「産業用ロボットの基本構造の革新・技術進歩」だった。（図

2.2.1-1） 

 産業用ロボットは、ロボット産業が立ち上がった頃から基本構造ならびに構成要素はほ

とんど変化していない。2011 国際ロボット展で公開されたシステムの中で新たな構造を採

用したロボットを強いてあげたとしても、スキューズのスコット・ラッセルリンク機構を

採用した 5 軸ロボットと安川電機の自重補償機構を組み込んだ人共存ロボットである。た

だ、特定分野および用途に向け“枯れた機構”をあえて採用したような構造であり、構成

する要素技術は従来から変わらない。 

 次節「2.2.2」で詳解するが、中国現地において産業用ロボットの開発が活性化しており、

やがては中国市場に現地の産業用ロボットメーカーが加わることで競争が激化するのは必

至である。安易な低価格競争を巻き込まれないようにするうえで最重要課題としてあげた

と推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.2.1-1 ロボット産業の発展に向けて必要な施策 
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次に、産業用ロボットに密接に関連する「システムインテグレータの海外展開支援」

は、その持続的な発展に向け重要となる。単体の産業用ロボットはいわば「半完成品」

であり、他の生産設備とシステムインテグレートをしたり、既存システムに組み込んだ

りすることで初めて価値が生まれる。それを担うのがシステムインテグレータであり、

我が国のロボット産業は彼らによって支えられてきた。中国をはじめアジア各国におけ

る外需に対応するためには、システムインテグレーションにかかるリソースの確保が必

須であり、引き続き彼らに依存したいところである。このような産業用ロボットメーカ

ーの本音も反映し、課題にあげられたと判断される。本課題については、「2.2.3」で述

べる。 

一方、産業用ロボット分野以外に目を向けると、「研究開発支援型の国家プロジェクト

制度の見直しや長期プロの創設」、「公道走行など社会実証の機会創出」、「生活支援ロボ

ット安全検証センターの支援」と、サービスロボットの事業化を前提にした支援を求め

る声もあがった。「標準化活動、国際規格策定への積極関与」は 2012 年 12 月発行予定（2013

年以降にずれに見込み）のパーソナルケア・ロボットの国際安全規格「ISO 13482」を強

く意識した回答と捉えられる。 

「国プロ制度の見直し」は、東日本大震災ならびに、それに伴う福島原発事故に向け、

技術レベルの高い災害対応ロボットがあるにもかかわらず、即投入できなかったことを

意識しての回答と判断される。例えば、回答企業の 1 社である、パナソニックの桂靖雄

副社長（ロボットビジネス推進協議会 会長）は、2011 国際ロボット展での基調講演で「研

究開発が中心であり、実用化まで漕ぎ着けていないことに原因がある」と指摘し、我が

国の研究開発体制の問題に言及していた。 

我が国におけるロボット関連の研究開発プロジェクトは、NEDO のスキームが活用され

るが、災害対応ロボットのようにリスクマネジメント（日本語でいう「危機管理」に近

い意）にかかわる研究開発については、これが合致しているか否かを検証することが求

められよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.2.1-2 福島原発災害対応で原子炉建屋の調査で活躍した米 iRobot 社の「PackBot（パ 

ックボット、写真左）」と千葉工業大学などの「Quince（クインス、写真右）」 

 

PackBot は 2011 年 4月 18 日に、Quince は 6月 24 日にそれぞれ初投入。Quince の踏破性 

の高さは東京電力の認めるところであり、投入に向けた判断は単純に技術レベルにもとづいて 

なされているわけではない。 
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「生活支援ロボ安全検証センターの支援」については、「生活支援ロボット実用化プロジ

ェクト」終了後の運営コストへの問題意識からあがったと推定される。 

これに密接に関連する「安全認証審査官の確保・育成」については、将来的には、海外

ロボット関連メーカーなどからの試験受託の活性化が求められるにもかかわらず、緒に付

いたばかりである。生活支援ロボットでは、PL（Performance Level）や SIL（System Integrity 

Level）でのリスク評価や安全性評価を行う力量が求められており、例えば、企業での開発

経験者が同センターに移籍するような仕組みを構築し、優秀な審査官を確保することで試

験受託の確保につなげ、さらには収益の拡大につなげていくことを検討することが求めら

れる。 

これらの詳細は「3.4.2」で述べるが、同プロジェクトは生活支援ロボットの普及促進に

加え、我が国の認証ビジネスの強化に向けた「仮設検証」の実証も担っている。我が国の

製造業全体に影響を与える課題と捉え、必要な資金的および人的リースが充てられるべき

である。 

最後に、「社会実証の機会創出」は、ロボットビジネス推進協議会の声明（「次世代ロボ

ットの本格普及に向けて」）でも指摘されているように、実証実験の協力を得にくいのが実

情である。実施にかかる行政手続きなどを含め様々な課題があるが、その一方で、サービ

スシステムや社会システムに実装するうえで必須となる運用モデル（ビジネスモデル）の

検討が不十分であるために、ロボットの利用による有意性を提示できていないという開発

側の課題もある。例えば、課題の 1 つにあげられた「ロボットビジネスプロデューサー」

は、クライアントの課題解決だけではなく、こうしたアレンジやコーディネイトでも活躍

が期待される。その育成および輩出が併せて求められる。本課題については「3.5」で詳解

する。 

 

 

【アンケート回答企業一覧・50音順】 

アールティ／アイ・シイ・エス／アイ・ディー・エクス／アイシイ／イクシスリサーチ／

イナバモデル／Aiソリューションズ／ABB／NTT データ／大羽精研／オプテックス／川崎重

工業／旭光電機／KUKA ロボティクスジャパン／クリエイティブテクノロジー／クロイツ／

KEBA Japan／コスモスウェブ／三明機工／杉浦機械設計事務所／ストーブリ／スペイシャ

ル／大電／ダイヘン／TAIYO／ダブル技研／東芝機械／東洋理機工業／ナレッジ／ニイガ

タ／日本精工／日本トムソン／日本メクトロン／ハイボット／パナソニック／羽根田商会

／ビー・エル・オートテック／日立産機システム／ファナック／ブイ・アール・テクノセ

ンター／不二越／富士重工業／マイクロストーン／前川電気／MANOI企画／マクシス・シン

トー／マクソンジャパン／三重電子／三木プーリ／三菱電機／三菱電機特機システム／安

川電機／ヤマハ発動機／ユーシン精機／ワコーテック 
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2.2.2 産業用ロボットメーカーの課題（過当競争の回避に向け） 

「2.1」で述べたように、2011 年の産業用ロボット市場は、中国を中心とする新興国の自

動化の機運を受け、海外での売上を飛躍的に伸ばしている。それに伴い、現地市場は過当

競争ぎみとなっており、損益的に厳しい状況にある。中国における産業用ロボット市場は

日本および欧州メーカーが中心ではあるが、韓国や台湾からの参入が目に付くようになっ

ている。 

  さらに最近は、中国現地での産業用ロボットの開発が活発になっている。大口ユーザー

は自社向けロボットの開発に着手しており、例えば、中国最大手OEMメーカーである Foxconn

（台湾系）は、5年前から産業用ロボットの内製を始めており、同社が使用しているロボッ

トの 2割を占めるに至っている（同社はロボット導入台数「100万台計画」を立てている）。

また、機械装置メーカーおよび NC装置メーカーも製品化に取り組んでいる。 

 中国製ロボットは、現段階ではモータや減速機など要素技術を日本やドイツに依存して

おり、また、応用技術も未発達であるため日本製や欧米製に及ばない。技術面では国内の

産ロボメーカーを脅かす存在になり得ていない。しかしながら、大きな市場があるところ

に強力な競合メーカーが現れるのは自然な流れであり、中国市場に現地のロボットメーカ

ーが加わり、競争が激化するのは時間の問題である。 

  こうした数年先の動向に対応するためには、例えば「2.2.1」であがった、「産業用ロボ

ットの基本構造の革新・技術進歩」に取り組むことが 1 つの方策となる。例えば、減速機

やエンコーダ、グリースやケーブルなどの必須部品を不要とする新たなメカニズムへの挑

戦的な取組みは、部品原価の大幅な低減に加え、品質管理など間接費の圧縮にも寄与する。

また、これら主要部品の排除は、設計の自由度が向上し、構造のバリエーションが増大す

るうえ制御面でも拘束条件が少なくなるといった効果も期待される。 

  にもかかわらず、国内の産業用ロボット業界は過当競争に足を踏み入れつつある状況に

ある。100万円を切る低価格のスカラロボットが流通し始めているが、システムインテグレ

ータを介せば 65万円という、ほぼ原価のようなものまで出回るようになり、さらなる過当

競争を引き起こすという悪循環を生み出しつつある。 

 こうした価格設定は、現在の中国市場の動向を踏まえると重要な企業戦略であるだろう

し、また、企業努力にもとづくものであると理解される。しかし、基本構造の変革をはじ

め技術的な裏付けがあってこその取り組みでなければ長続きしない。いずれは淘汰される。 

 単なる機材としてのコスト競争やスペックの競争に陥ることなく、合理的な生産財とし

ての価値を追求する姿勢が、我が国の産業用ロボットメーカーに求められている。 
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2.2.3 システムインテグレータの課題（グローバル展開に向け） 

「2.1.2」で述べたように、アジア向けの輸出が急拡大しており、産業用ロボットの輸出

への依存度が著しく高まっている。繰り返しになるが、中でも中国市場への出荷が伸びて

おり、日本ロボット工業会（JARA）の統計によると、中国市場への出荷比率は 2001 年がわ

ずか 1.5％だったのに対し、2010年には 17.3％と 10倍以上に跳ね上がっている。統計では

示されていないものの他国を経由しての間接輸出は多く、これらを含めると、わが国の産

業用ロボットの 3 割程度が中国市場に向かっていると推測される。一見すると市場拡大に

つながっており、歓迎すべき事態と受け取れようが、極端な外需依存はロボット産業に構

造的なダメージを与える。中でも、システムインテグレータに与える影響は計り知れない。 

 産業用ロボットは、いわば「半完成品」であり、他の生産設備とシステムインテグレー

トをしたり、既存システムに組み込んだりすることで初めて価値が生まれる。これまでは

国内でエンドユーザの生産設備担当部門やシステムインテグレータが単なる機材にすぎな

いロボットから生産設備として価値を生み出す役割を担うことにより、ロボット産業も支

えられてきた。外需依存への急激なシフトは彼らの活躍の場の縮退を意味している。また、

産業用ロボットメーカーはシステムインテグレータによるシステムインテグレート例を受

けて、新たな可能性を産ロボに埋め込み、機能強化を図り、システムインテグレータはこ

れを生かして新たな分野や用途にトライするというサイクルによりアプリケーションの拡

大が果たされてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.2.3-1 システムインテグレートの一例：IHI が 2011 年 9月に公開した 

精密嵌め合い部品の組立が行えるロボットセル生産システム 

 

我が国のシステムインテグレータは、おもに装置メーカーと特定技術を核にした自動機

メーカー、自動化設備メーカーの 3 者に分けられるが、このサイクルの多くを担ってきた

のは第 3 のシステムインテグレータである。顧客の様々なニーズに応えるカスタマイズ能

力を備え、かつ機動力を有するため、重宝する産業用ロボットメーカーは多い。ところが、

外需依存に伴い彼らの活躍の場が縮小しつつあり、上述のサイクルの維持が不透明になり

つつある。 

 こうした状況の打破に向けては、国内システムインテグレータのグローバル展開がカギ

となるだろう。特に、中国市場ではシステムインテグレーションのリソースが不足してお

り、彼らの活躍の場が存在するばかりか、彼らの進出により現地市場においても上述のサ 
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イクルを展開できる可能性があるからである。ただし、彼らの大半は中小企業であり、そ

の支援が求められる。 

  具体的な支援策については、ビジネス面ではインテグレーションにかかる契約と業務範

囲に関する課題解決に向けた支援が必要になる。そもそもシステムインテグレートは手離

れが悪い業態であり、仕様の変更が頻繁に発生する。国内であれば見積もりの範囲内か、

それとも追加仕様かといった判定は、お互いの信頼関係を背景に“うまい具合に”済まさ

れる場合があるが、中国市場では通用しない。また、運用時の安全性などの確保は、顧客

から明確な要望がなされなくても国内では当然のように実施され、見積もりに反映される

が、中国では見積もりから除外されることが想定される。こうした国情や商習慣を乗り越

え、安全にビジネスを展開するためには、システムインテグレータ自身が機能や役割を自

ら定義し、契約に反映することが必須となる。すでに中国でのビジネスの経験のある産業

用ロボットメーカーなどからの助言や支援が求められている。 

 また、技術面での後押しとして、知能化をはじめ提案力の強化や開発の高効率化に向け

た支援が求められる。例えば、2011 年度で終了する「次世代ロボット知能化技術開発プロ

ジェクト」（NEDO）では、教示（ティーチング）時間の短縮やチョコ停の回避および自動復

帰などに関する知能化モジュール（ソフトウエア部品）が開発され、開示に向けた準備が

進められている（図 2.2.3.1-2）。講習会などを通じて、SIがこれらを有効活用できるよう

に促していくべきである。特にティーチングの簡易化は、システムインテグレートおよび

メンテナンスにかかるコストの最小化に有効となるだろう。加えて、遠隔地からシステム

インテグレーションを容易にするような支援システムの研究開発も求められる。 

 「ロボット元年」とされる 1980 年に前後して、わが国では生産設備づくりを社外に委託

するようになり、戦後の高度経済成長期では大量生産能力が製造業の優劣を大きく左右し

たため、生産設備作り能力の社内蓄積が重要視された。しかし 1973 年のオイルショック以

降の多品種少量生産傾向に伴い、生産設備作りの社外委託傾向は強まり優秀なシステムイ

ンテグレータが育ち、日本のモノづくりを強固なものにした。そして、わが国の産業用ロ

ボット市場の成長を下支えしてきた。今後、中国市場においても日本の産業用ロボットメ

ーカーが成長していくためには、引き続きシステムインテグレータとの連携は必須であり、

彼らのグローバル展開の後押しは、日本のロボット産業における喫緊の課題の 1 つである

ことを指摘しておきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 2.2.3-2 IDEC が開発した画像処理により教示時間を短縮するシステム（写真左）。トレ

イ上のマーカを頼りに教示支援が行える（写真右） 
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3 章 先進ロボット開発・普及の現状と課題 

3.1 先進ロボットの開発・普及の動向 

 本節では、我が国における先進ロボットの開発と普及動向について概説する。次節

「3.2」以降では、災害対応ロボットをはじめ注目される分野や課題に焦点を当てる。 

3.1.1 家庭用ロボットの動向 

家庭用では、ヘルスケア、エンターテイメント、教育用など様々な用途向けが開発さ

れているが、国内では本格的な市場化には至っていない。一方、掃除ロボットはここ数

年、急拡大しており、2010 年度の販売台数が世界で 220 万台に達した。2011～14 年に

は 1,440万台の純増となり、市場規模は約 410億円となる見込み（図 3.1.1-1）。 

 

1）清掃 

米 iRobot社の Roomba（ルンバ）の販売台数の増大を受け、2000年代半ば以降にスリ

ーアップをはじめ複数の通販企画会社が掃除ロボットを開発・販売。家電メーカーとし

ては、2011 年秋に東芝ホームアプライアンスが Smarbo（スマーボ）を発売（開発は韓

国サムスン）している。 

2）ヘルスケア支援 

パナソニック電工のジョーバは、家庭のみならず、ジムや病院等にも展開し、その実

績は類似品も含め数十万台になる。 

3）コミュニケーション、見守り支援 

ビジネスデザイン研究所の ifbot（イフボット、現在は ifooが販売）やテムザックの

ROBORIOR（ロボリア）等が商品化。これまでの実績は数千台規模にとどまる。 

4）エンターテイメント 

ソニーの AIBOは約 35万台販売するも、既に事業撤退。タカラトミーの i-SOBOT（ア

イソボット）は 3万円未満で商品化し、これまで国内外で約 5万台以上を販売。近藤科

学の KHR-2HVは 4,000台以上の実績を持ち、シリーズ累計では数万台の販売に上ると推

定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東芝ホームアプライアンス・smarbo パナソニック電工・ジョーバ ビジネスデザイン・ifbot 

ソニー・AIBO タカラトミー・i-SOBOT 

■ 図 3.1.1-1 家庭用ロボット 
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3.1.2 業務用ロボット、教育・研究ロボット等の動向 

 業務用においては、商業施設やミュージアム・展示館、鉄道施設、学校、保育所、病 

院、介護施設、養護施設等における受付、商品紹介、案内誘導、防犯・警備、清掃・ゴ 

ミ処理、教育、自律搬送といった様々な用途がある（図 3.1.2-1）。 

1）清掃 

 富士重工業の清掃ロボットは、これまで約 60台の納入実績があり、夜間の無人清掃に 

より人件費の削減が可能となる。また、2012 年 2 月に日本空港テクノがフィグラの多目 

的清掃ロボットの販売を開始している。 

2）警備・案内 

 綜合警備保障やセコムが商品化するも、実績はまだ少ない。博物館や商業施設などで 

の案内や警備用途などに向け、富士通フロンテックや綜合警備保障などが提供している 

が、導入台数は限定される。   

3）搬送 

 富士重工業が清掃ロボットの移動技術を活用して薬剤の搬送用途にも展開している。 

工場ではすでに AGVが多数運用されているが現在、生活支援ロボット実用化プロジェク 

ト（NEDO）にて高速移動の実現に向け安全技術の構築が取り組まれている。 

4）教育・研究 

 教育用としては、富士ソフト、近藤科学、ヴイストンが、ハイスペックの研究用途と 

して富士通研究所／富士通オートメーションが HOAP（ホープ）を、川田工業が HRP シリ 

ーズを製品化している。 

5）モビリティ 

 パーソナル用途の代表としては、米国の Segway（セグウェイ）があげられる。トヨタ 

も Winglet（ウィングレット）を開発しているが販売に至っていない。国内において公道 

走行が認められていないことも普及の課題となっている。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士重工・清掃ロボット ALSOK・警備ロボット 日立・EMIEW2 

川田工業・HRP-4 富士ソフト・PALRO トヨタ・ウィングレット 

■ 図 3.1.2-1 業務用ロボット 
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3.1.3 医療用ロボットの動向 

 医療用ロボットでは、患者への肉体的負担を軽減する低侵襲手術としてのロボットによ

る内視鏡手術が 1990年代後半から一般化。今後は遠隔治療システムも可能になることが期

待される（図 3.1.3-1）。 

 

1）検査 

小腸用となるオリンパスのカプセル内視鏡システム・エンドカプセルは、厚生労働省か 

ら日本での製造販売承認を 2008年 9月に取得し、販売を開始。 

2）治療 

 手術用では、日立製作所が微細マニピュレータと内視鏡とを備えた脳外科用手術支援シ 

ステムを 1995年より開発に着手し、2002 年 8月に脳外科手術分野で世界初の臨床試用に 

成功。また、腹腔内視鏡マニピュレータシステムも開発するが、同社は既に医療分野より 

撤退。手術用ロボットでは、米国の da Vinci（ダ・ヴィンチ、米 Intuitive Surgical社） 

が前立腺癌を中心に活用されており、CyberKnife（サイバーナイフ、米 ACCURAY社）も放 

射線治療で使用され始めている。 

 なお、da Vinciについては、米ジョンソン・エンド・ジョンソンの日本法人が 2009年 

11 月に厚生労働省より製造販売認証を取得。2012 年 4月からは、厚労省の諮問機関である 

中央社会保険医療協議会の認可により、前立腺癌の摘出手術で公的医療保険の適用が受け 

られることなっている。 

3）院内業務支援 

 パナソニックヘルスケアは、薬剤業務のロボット化に向け注射薬払出ロボットと自律搬 

送ロボットを開発。すでに松下記念病院などで運用を始めており、病院業務全体のロボッ 

ト化に向け抗癌剤の混合調整を行うロボットなどの開発を進めている。同様のロボットに 

は伊 Health Robotics社の CYTOCARE（サイトケア）があり、複数病院が運用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンパス・エンドカプセル 米 Intuitive Surgical 社 da Vinci（ダヴィンチ）

パナソニックの HOSPI（左）とパナソニックヘスケアの注射薬払出ロボット（右） 

■ 図 3.1.3-1 医療用ロボット 
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3.1.4 介護福祉用ロボットの動向 

  福祉分野では、歩行訓練、歩行補助、リハビリ支援、食事支援、移乗支援、セラピー等

のロボット開発が行われており、多くはないものの介護・福祉施設への導入が進められて

いる（図 3.1.4-1）。 

  

1）歩行訓練機、歩行アシスト等 

 超高齢社会の到来を迎える中、高齢者の自立支援、例えば高齢者にとって歩ける間は極 

力自分の足で歩くことが身体的にも精神的にも重要であり、認知症等の予防や身障者支援 

でニーズがある。2008年 10月にはサイバーダインが大和ハウスとともに HAL福祉用のリ 

ース販売を開始。そのほかホンダとトヨタが試作機を発表している。 

 

2）食事支援用 

 頚椎損傷者、脳性麻痺者等の食事支援用としてセコムのマイスプーンは国内外で約 300 

台を販売している。 

 

3）癒し・セラピー用 

 認知症、ダウン症、自閉症等に産総研／知能システムによるアザラシ型ロボットの PARO 

（パロ）が、これまで国内で約 1700 体を販売。また、2011 年 11 月より高齢者向けメンタ 

ルロボットとして、ピップがうなずきかぼちゃんを販売している。2万円（税抜）という低

価格をウリに、楽天ショップなどを通じて販売台数を伸ばしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨタ・自律歩行アシスト ホンダ・リズム歩行アシスト サイバーダイン・HAL 福祉用 

セコム・マイスプーン 産総研・PARO 

■ 図 3.1.4-1 福祉用ロボット 
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3.1.5 災害対応・公共ロボットの動向 

 災害対応ロボットでは、福島原発での活動・計測のほか、瓦礫の中での要救助者の 

発見や位置特定、火災、ガス環境などの災害状況情報収集、救助活動や瓦礫排除など 

での幅広いニーズがある。そのほか建設用ロボットも活躍している（図 3.1.5-1）。 

  

1）災害対応ロボット 

 福島原発事故対応で Quince（クインス）が活動。2012 年 1月には原発対応版とし 

て追加機種が発表され、2月以降のミッションに備えている。これに関連して、2012 

年には災害対応無人化システム研究開発プロジェクト（NEDO）が実施され、極限環境 

下で探索活動が可能な遠隔操作ロボットや各種モニタリングシステムやマニピュレー 

タ、作業アシストロボットを開発。関連要素技術を福島原発事故対応に役立てること 

になっている。 

 

2）情報収集 

 火山観測、土砂災害地・土砂崩れ形状等での計測等。ヤマハ発動機が無人飛行機を 

開発している。 

 

3）インフラ保全 

 道路、橋、鉄道やエネルギー(電力・ガス)、災害復旧工事等。無人化施工システム 

では普賢岳や治山工事、トンネル落石等の災害復旧などで 100 例以上の実績。 第 4回 

 ロボット大賞の公共・フロンティア部門で受賞したハイボットの高圧電線点検ロボッ 

トは、海外での事業展開を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

参考：（社）日本ロボット工業会 「産業動向レポート 2011」 

千葉工大 / 東北大学 他・Quince 三菱電機特機・FRIGO-M 

ヤマハ・RMAX 

ハイボット・Expliner 

■ 図 3.1.5-1 災害対応ロボット
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3.2 我が国における災害対応ロボットについて 

  本節では「3.11」以降、飛躍的に関心が高まった災害対応ロボットを取り上げ、国際的

な競争力に触れるとともに、その普及に向けた課題をあげる。一方で、災害対応ロボット

を導入した神戸市を取り上げ、それに至った背景を紹介する。 

 

3.2.1 災害対応ロボットの国際競争力 

 我が国では、過去にロボットの応用分野や要素技術ごとに米国と欧州との比較による国

際競争力が何度か分析されている。代表的な資料を参照すると、2001 年発行の「平成 12年

度 21 世紀におけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」〔日本ロボット工業会

（JARA）、日本機械工業連合会編〕では、製造業の分野で競争力が高いことを背景に、「総

じて競争力が高い」としながらも非製造業分野（非産業用ロボット）は「必ずしも高くな

い」と評価している。 

 本節がテーマとする原発災害対応を含む災害対応ロボットに言及すると、前者は米国と

欧州が「平均レベル」なのに対し、日本は「競争力が弱い」。後者は（「報告書では「原子

力ロボット」と表現）は、米国と欧州の「競争力あり」に対し、日本は「平均レベル」と

分析している（図 3.2.1-1）。関連する要素技術についても分析しており、「移動技術（クロ

ーラ）」は欧州が「競争力あり」に対し、日本と米国は「平均レベル」、「遠隔操作機構・制

御」は米国と欧州が「競争力あり」に対し、日本は「平均レベル」としている（図 3.2.1-2）。 

 ここでの競争力とは、市場をプロモートする力や他国に輸出する力、国内で他国を越え

る製品市場を持つ力を加味した評価である。研究開発力のみを評価しているわけではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 3.2.1-1 ロボット分野の国際競争力比較（応用技術）（「平成 12 年度 21世紀に

おけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」より引用・転載） 
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■ 図 3.2.1-2 ロボット分野の国際競争力比較（応用技術）（「平成 12 年度 21世紀におけ

るロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」より関連要素技術のみ抜粋） 

 

 

また、2007年発行の「平成 18年度の特許出願技術動向調査の結果について －Part.1 も

のづくり・情報通信－『ロボット』『ズームレンズ系』『半導体洗浄技術』」（経済産業省発

行）では、各国特許庁への出願件数の上位を日本勢が占めるとしながらも、軍事、宇宙、

災害対応、水中・海洋、原子力などの「特殊環境用ロボット」で必須となる（複数ロボッ

トの）制御技術や遠隔操作技術については、米国勢が優位としている。1994～2004 年の間

に出願された特殊環境用ロボットに関連する特許のうち、米国は 43％となる 776 件を、日

本は 32％となる 563件を出願（欧州を加えた総数は 1,782件）。出願の伸び率については、

制御技術は米国の 2.23 に対し日本は 1.89、遠隔操作技術は米国の 2.55に対し、日本は 1.10

にとどまる。 

 

 これらの報告書および調査結果をそのまま踏まえると、我が国は災害対応および原発災

害対応ロボットと関連技術で高い競争力を備えているとは言い難く、欧米に比して、国全

体の取り組みとして開発に熱心とも言い難い。 

また、我が国は前述の報告書で加味されている市場をプロモートする能力や製品市場を

持つ力に欠けており、今回の災害で“使えるロボット”を即提供できなかったことは、当

然の結果なのかもしれない（図 3.2.1-3）。 

 一方で、我が国の建設ロボットは「競争力あり」と分析しており、原発建屋周辺の瓦礫

処理で活躍した無人化施工技術はこれに分類され、即投入された。 
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  ■ 図 3.2.1-3 福島原発災害で活躍した海外製ロボットの一例: 

米 iRobot 社の PackBot（パックボット、写真左）は原発建屋内の線量計測でいち早く活用さ 

れた。同じく iRobot 社の Warrior（ウォーリーアー、写真右）はアーム部に集塵ノズルを付 

加して高レベルの放射性物質の清掃作業に利用された。 

 

最近の状況にも触れておくと、科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センターが取りま

とめた「科学技術・研究開発の国際比較 2011 年版（電子情報通信分野）」では、災害対応

ロボットを含む「フィールドロボット」を、日本の「研究水準」は「○」、「技術開発水準」

は「◎」、産業技術力は「○」と評価したのに対し、米国はそれぞれ「◎」「◎」「○」、欧

州はそれぞれ「◎」「○」「○」としている。IRS などの Quince（クインス）の不整地走行

や環境情報の取得技術（3Dマップの作成など）、はやぶさプロジェクトによる小惑星のサン

プリング技術などを高く評価し、総合的な日本の技術開発水準を米国と同等の「◎」にし

ている（図 3.2.1-4）。 

 しかし、産業技術力の「トレンド」については、日本のみを減退傾向を示す「↓」とし

ており、技術開発が継続的になされていないことを問題視している。また、研究水準につ

いても研究費が不足し、何らかの公的なプロジェクトに依存せざるを得ない状況も課題に

あげている。 

 一方、米国については「小型軽量の不整地移動ロボットの軍事用での有用性が見いださ

れ、『現場で使えるロボット』が複数の企業で量産されている。（中略）使えるロボットと

しては、他国の追随を許さない」と高く評価している。技術開発の水準が高度化した以外

は、上述の報告書および調査結果をほぼ踏襲した分析内容となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 3.2.1-4 フィールドロボットによる比較表（関連技術のみ抜粋） 

出所:（独）科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター「科学技術・研究開発の国際

比較 2011 年版（電子情報通信分野）」 
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3.2.2 災害対応ロボットの普及に向けた課題 

 「3.11」以降、“使えるロボット”を提供できなかった原因が各方面で議論されている。

例えば、よく指摘される欧米との比較論では、欧米両地域では国策市場としての軍需を背

景に極限環境分野の技術開発が進展。防災や原子力などの分野におけるロボットの高度化

に寄与し、“使えるロボット”の創出につながっている。これに対し、軍事目的の研究開発

が難しい我が国では、国プロを通じて、それに代わり市場原理が働くような環境や制度を

創出することで、民生市場では高度化が難しい極限環境分野の技術開発を推進すべきなの

に、それができなかったから、と説明がなされている。 

 ここでいう環境や制度とは、ロボット研究者を中心に指摘されている、万一の災害に備

え遠隔操作システムの配備を義務づけたり、定期的なメンテナンスやシステム更新などを

制度化したりするなどである。一定の技術レベルに到達していることが前提条件となるが、

これにより（原発災害対応ロボットを含む）災害対応ロボットの産業化を図り、関連技術

の高度化および技術者の育成などを促し、ソリューションとして海外展開することで、わ

が国の産業競争力の強化につながると期待される。 

  しかしながら、災害対応ロボットの普及に向けては、国プロのみでは解決が難しい課題

が山積する。キーワードのみを提示すると、次のような項目があげられる。 

 

《研究開発体制》 

●持続的かつユーザードリブンな研究開発体制の構築 

●人（レスキュー隊員）協調による運用モデルの構築 

●運用マニュアルおよび訓練プログラムの開発 

 

《関連規格・制度》 

●標準化、安全基準の策定 

●性能試験評価手法の開発および評価フィールドの設置 

●資機材認定制度への組込み 

 

《法制度・規制》 

●規制緩和（電波法） 

●救助隊の編成、装備および配置の基準を定める（総務）省令改正 

●海外展開を見据えた外為法の改正 

 

《教育》 

●災害対応ならびに関連技術の啓蒙活動、防災・減災リテラシーの向上 

 

例えば、法制度の 1つにあげた「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に言及すると、災

害対応ロボットのような先端技術製品が規制対象として明文化されていないため、開発投

資をする以前に輸出の可否を判定できないという重大な課題がある。 

 そもそも外為法では、輸出の自由を保障する日本国憲法に則して（明文化はされていな

いが）、“原則自由”という姿勢をとっており、具体的な規制対象は「輸出貿易管理令」や 
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「外国為替」など政省令（政令・省令）に委ねている。ただ、外為法と政省令との関係性

が複雑となっており、外為法では“原則自由・例外許可”、それを受ける政省令は“原則禁

止・例外許可”という姿勢をそれぞれとっており、さらに、例外許可条件を政省令・通達

で多重に規定されるという構造となっている。 

 特に（遠隔操作方式）災害対応ロボットは、その特徴から軍事転用が容易であるため、

輸出の可否がより一層不透明となり、研究開発を躊躇させている可能性を否定できない。

国内市場のみで採算性がとれるシステムであれば、こうした議論は不要だろうが、災害対

応ロボットがそれに該当するとは言い難い。規制対象外として明文化される方向で検討が

なされてもよいだろう。 

 外為法に限らず、先にあげた課題の解決に向けては、従来の開発側での議論のみでは解

決が難しい。国民の理解と支持が不可欠であり、災害対応ロボットの研究開発に携わる者

には広く議論をされることを望む。 

 

  ただ、「技術開発水準」が米国に比肩するレベルになったとはいえ、研究開発においても

課題はある。一連の福島原発事故対応において PackBotは平面（2 次元）移動しかできない

という弱点を露呈した一方、ロボットアームの搭載により二重扉の開閉作業に対応するな

ど、実践的なプラットフォームとしての機能性の高さを示した。戦地では探索救助や偵察

監視、爆弾処理など様々なタスクで利用されている。Warriorに至ってはロケット弾の発射

台としての利用にも耐える拡張性を備える。Quince も搭載機器の変更により様々なタスク

に対応することを想定して開発されているが、PackBotのようにプラットフォームとしての

汎用性や拡張性を備えるとは言い難い。今後は、複数の研究機関が連携しつつ、モジュラ

リティを意識した研究開発の推進により様々なタスクに耐えるプラットフォームの構築が

求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 3.2.2-1 京都大学が開発を進める災害対応向け移動プラットフォーム: 

汎用システムと RT ミドルウエアの採用によりモジュラリティと、それによる拡張性を意識

した構成となっている。 
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3.2.3 災害対応ロボットの導入事例（神戸市） 

 神戸市は 2010 年度末に、国際レスキューシステム研究機構（IRS）などが開発した災害

対応ロボット「UMRS2010」（図 3.2.3-1）を購入、配備した。阪神淡路大震災のような直下

型地震の発生時に、ビルや地下街など閉鎖空間における先行探査や要救助者の探索などを

目的としており、神戸市の事情に合致するのがおもな理由である。長田区に設置した「神

戸ロボット工房」での展示を通じた啓蒙や、神戸市消防局での運用訓練に役立てることを

計画している（運用訓練は遅れている）。併せて、同工房に隣接して災害対応ロボットの評

価フィールドを設置している。 

 市の財政状況が厳しい中、導入に至った理由は、住民サービスとして「安心・安全」の

提供を目指す市の政策に理解を示したからであり、こうした判断を支持する神戸市民の防

災・減災へのリテラシーの高さが下支えとなっている。加えて、そうした政策への理解に

向け、10年以上にわたり支援している「レスキューロボットコンテスト（レスコン）」の開

催を役立てている（図 3.2.3-2）。 

 レスコンは、その名の通り、災害救助を題材としたロボットコンテストであり、レスキ

ュー技術の評価と訓練を目的とした実験という想定のもと、大学生らが設計・製作した遠

隔操縦型ロボットなどにより、1/6スケールの被災した街の模型の中から要救助者を模擬し

たダミー人形を救出し、連れ帰るミッションに挑む。また、防災やレスキューの啓発およ

び広報も目的としており、競技参加者に加え、観客（神戸市民や兵庫県民）にもその大切

さや難しさを考えてもらうことに重きを置いている。ゆえに、単にポイントを競うのでは

なく、レスキューに対する姿勢や、それにもとづいたロボットの設計・製作も評価してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図 3.2.3-1 神戸市が導入した災害対応ロボット「UMRS2010」（写真右）: 

写真左は前身モデルの UMRS2009。神戸市消防局に半年間にわたって試験運用をしてもらい、 

その運用データをもとに UMRS2010へと機能強化を図った 
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   ■ 図 3.2.3-2 神戸市が支援を続けているレスキューロボットコンテスト：    

 2011 年 8月開催の第 11回 レスコン大会本選の様子。レスキュー工学大賞を獲得した 

 大阪工業大学によるミッション。 

 

 

学生を対象とするコンテストの性格上、高性能な災害対応ロボットは登場しない。しか

し、神戸市では阪神淡路大震災を経験して以降、震災発生後の円滑な対応に向け、救命救

助活動および機器（資機材）に関する啓発や広報も必須との方針を掲げており、これに未

来の救助活動をイメージさせるレスコンを活用し、かつ支援という努力を惜しみなく行っ

ている。結果、災害対応ロボットへの予算投入につながった。 

 2010 年 4 月に、総務省により救助隊の編成、装備および配置の基準を定める省令改正が

なされ、特別高度救助隊および高度救助隊による「検知型遠隔探査装置」の配備が推奨さ

れた。すなわち、遠隔操作式の災害対応ロボットの配備である。地域の事情に応じて導入

するものであり、義務づけるものではないが、すでに配備していた東京消防庁を除き、現

在のところ神戸市以外の自治体で配備に向けた動きは見られない。 

 災害対応ロボットの導入が防災・減災の決め手となるわけではないが、配備が推奨され

た背景には「それが望ましい」という判断があるからであり、防災・減災へのリテラシー

を下支えに、導入に向け住民の理解を求める活動が求められるだろう。 
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3.3  人共存ロボットの動向 

 日本ロボット工業会の稲葉善治会長（ファナック社長）は 2012 年の賀詞交歓会で、今後

の基本方針として「ロボット市場の裾野拡大」「産学連携の強化」「国際標準化」の 3 つを

示している。3つ目の国際標準化は、人との協調動作を可能にする「共存の原則」（「隔離の

原則」の対比）を想定したものであり、その安全規格の提案および策定を目指している。

本節では、人と共存可能なロボットの動向に触れ、その普及に向けた課題に言及する。 

 

3.3.1 人共存ロボットが求められる背景と技術動向 

  我が国で人と共存環境下でロボットを運用するためには、低出力駆動であることが求め

られる。労働安全衛生規則 第 36 条 第 31 号の労働大臣が定める機械を定める告示では、

すべての原動機出力が 80W 以下であれば産業用ロボットの適用除外となり、リスクアセス

メントの実施により人と共存環境下で運用することができる。産業用ロボットの国際安全

規格 ISO 10218-1（JIS B 9700-1）では、この数値は根拠がないとされ、すでに削除されて

いるが、国内では同規則が優先されるため、この数値を満たすロボットは基本的には「共

存可能」と解釈されている。同時に、このようなロボットは「本質安全」と見なされてい

る。 

 このような低出力ロボットの導入に期待を寄せられるのは、安全柵（防護柵）を簡素化

できるという理由もあるが、作業者との協働作業により高度なタスクをこなしたり、ロボ

ットを適用しながらも、作業者による改善活動によりその工程を進化したりできる効果が

見込まれるからである。2010 年に「第 4 回 ロボット大賞」で「大賞（経済産業大臣賞）」

を獲得したトヨタ自動車は、開発したスペヤタイヤ自働搭載ロボット（トヨタでは「自働」

と表現）の狙いは、それらにあると説明している。2011 年 11 月開催の 2011 国際ロボット

展では、前回以上に人と共存可能なロボットが複数出展された。 

 

 安川電機は類似の用途を想定した「人共存ロボット」（図 3.3.1-1）を公開した。昇降軸

と水平軸を組み合わせた計 5 軸から構成され、昇降駆動と水平駆動を分離し、昇降軸にエ

アシリンダによる自重補償機構を組み込むことで、全軸に出力 80W の低出力モータの利用

を可能にした。さらなる安全性確保に向けた対応も実装しており、ロボットの手先に搭載

したレーザレンジスキャナにより作業者などの接近を検知して停止することが可能。 

また、水平回転の第 2 軸に力センサを搭載しており、レーザレンジスキャナの死角に入

り込んで作業者に衝突したり挟み込んだり際は、アームにかかる外力を検知して安全に停

止することができる。さらに、エアシリンダによる自重補償機構を採用しているため、電

磁モータと違い、電源が遮断されてもアームが急に下がるといった危険もない。 
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        ■ 図 3.3.1-1 2011 国際ロボット展で披露した人共存ロボット： 

 スペヤタイヤの搭載をイメージしたデモを披露した。 

 

前述のトヨタのスペアタイヤ自働搭載ロボットでは昇降軸に平行リンク機構を採用して

おり、平行リンクが鉛直方向に向いた姿勢でバネの伸びがゼロになるよう、バネのたわみ

を調整することでアームの自重を補償している（図 3.3.1-2、図 3.3.1-3）。自重補償機構

の原理は異なるが、同様の用途をイメージしたためか、類似の軸構成となっている点が興

味深い。安川電機の人共存ロボットの可搬重量はスペアタイヤ自働搭載ロボットの 25kgに

対し 120kgを有しており、他の重量物の搬送用途にも活用できると見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ■ 図 3.3.1-2 スペア自働搭載ロボットと作業者による共同作業 
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   ■ 図 3.3.1-3 スペアタイヤ自働搭載ロボットの軸構成（トヨタ自動車提供） 

 

「2.1.1」で触れた、スキューズのスコット・ラッセルリンク機構を採用した 5軸ロボッ

トも 80W 以下の低出力モータの採用により人との共存を可能にしている（図 3.3.1-4）。同

機構は、水平方向の直線運動の入力に対し、垂直方向の直線運動に変換する機構であり、

通常は駆動力となる水平運動を垂直方向に変換したい場合に利用される。手先のモーメン

トを抑制し、かつ低出力モータを利用したいという意図から、入力した垂直運動を水平方

向に変換する構成とした。前述の人共存ロボットと同様、機構の工夫により低出力モータ

の採用を可能にしたといえる。また、設置面積を縮小できるという利点もあり、既存ライ

ンの脇にそのまま設置することができる。食品工場でのピック＆プレースを中心に受注を

伸ばしており、販売開始後約 5カ月で 100台を獲得している。 

 そのほか前回に引き続き、川田工業が上体ヒューマノイドの NEXTAGE（ネクステージ）を、

KUKAロボティクスジャパンが KUKA Light Weight Robot（LWR）を出展し、人と共存環境下

で運用できることを訴求した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ■ 図 3.3.1-4 スコット・ラッセルリンク機構の採用により 

低出力モータの採用を可能にした 5軸ロボット 
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3.3.2 人共存ロボットの導入にかかる課題 

 前項で述べたように、産業用ロボットの国際安全規格 ISO 10218-1（JIS B 9700-1）では、

人と共存環境下での運用の目安となる最大動力「80W」、最大力「150N」という数値は除外

されている。国内で労働安全衛生規則の遵守が優先されるため、「定格出力のうち最大のも

のが 80W 以下の駆動用原動機を有する機械」であれば、基本的には「共存可能」と解釈さ

れる。前項で紹介したロボットはこれを満たしている。ところが、最大力 150Nであること

のみで共存可能を謳うシステムインテグレータが存在することから想像されるように、国

際安全規格、安全設計ならびに安全性確保に対する理解不足が懸念される。 

 国際安全規格の基本的な考え方は、対象機械に該当する安全規格がなくとも、リスクア

セスメントにもとづくリスク低減プロセスを適用しなければならないというスタンスをと

っている。ISO 12100-1（JIS B 9700-1）では、設計者がリスク低減プロセスを行ってもな

お残るリスク（残留リスク）を使用者に通知することでプロセスは終了するが、使用者に

とって受容可能なリスクレベル以下になるまで state-of-the-art（その時代の最高技術）

の安全方策を講じることが求められる。最大力 150Nのみでは人共存を謳えないし、さらに

現場の要件に即した安全方策が強く求められる。 

 日本ロボット工業会では近く、「ロボットエンジニアリング業界活性化検討会議」にてシ

ステム構築時に求められる安全知識ならびに対処方法の理解促進に向け講習会を予定して

いる。このような機会の創出により、上述のような国際安全規格の原則を理解してもらい、

人と共存可能なロボットを安全かつ効果的に運用できる方向へと導いてもらいたい。 

 

 また、人協調運転の実現に必要な知見の獲得にも取り組まれたい。減速条件（≦25cm/sec）

下で人の相対位置および相対速度をモニタリングできていれば運転可能とされるが、技術

的には ISO 13849-1 のカテゴリ 3 相当以上の安全レベルが要求される。ロボットの要素技

術としてビジョンシステムおよび力制御が重要とされている。これらの知見について、国

内の産業用ロボットメーカーはドイツなどに遅れをとっていると指摘されており、前項で

触れた日本ロボット工業会の基本方針で対応されることを望む。 

そして、国際安全規格と労働安全衛生規則との不整合の解消に向けた努力につなげてほ

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



 

 

3.4 先進ロボット（サービスロボット）の普及に向けた制度上の課題 

  本節では、「生活支援ロボット実用化プロジェクト」を取り上げ、その目的と課題を述べ

る。特に、同プロジェクトが我が国の認証ビジネスの強化に向け、海外認証機関との差別

化戦略も担うことに言及し、我が国の製造業にとって重要なプロジェクトであることを指

摘する。 

 

3.4.1 生活支援ロボットの実用化を急ぐ背景 

  経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、2009 年度より 5 カ年に

わたり「生活支援ロボット実用化プロジェクト」を推進している。介護福祉をはじめとす

る生活支援分野での活用が期待されるロボットを対象にリスクアセスメント手法を開発す

るとともに、対人安全性に関するデータを開発実施者（開発企業）に提供することを目指

している。 

また、研究開発対象となる 4 タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全の

検証に必要な試験装置を開発して、各タイプのロボットの安全試験項目や、試験・評価方

法および手順を策定し、模擬認証（プロジェクト期間中）を通じて安全性を検証すること

を計画している。それを担う中核機関として茨城県つくば市に生活支援ロボット安全検証

センターを設置し、2010年 12 月に公開した（図 3.4.1-1～4）。 

 

 

■ 図 3.4.1～4 生活支援ロボット安全検証センターの試験装置の一例 

（1）走行試験関連エリア、（2）対人試験関連エリア、（3）強度試験関連エリア、 

（4）EMC試験関連エリア」の 4エリアから構成される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■ 図 3.4.1-1 走行支援関連エリアの一例： 

       3次元動作解析装置と障害物接近再現装置により移動ロボットが 

       周辺の人や物、障害物などと接近した際に適切な検知と対応が 

       行えるかを検証している。 
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       ■ 図 3.4.1-2 対人試験関連エリアの一例： 

      移動作業型ロボットが壁際に立つ子供に衝突したことを想定した試験。 

      6歳児相当の人体ダミーに 6km/hの速度で衝突させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ■ 図 3.4.1-3 強度試験関連エリアの一例： 

      ベルト型走行耐久性能試験機と装着型生活支援ロボット耐久試験機による検証。    

      ロボットスーツを例に、個人差の影響を受けずに長時間一定動作が行える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■ 図 3.4.1-4 EMC試験関連エリア 

      10m 法電波暗室にて、外部からの妨害波によるロボットの耐性を計測する放射 

      イミュニティ試験とロボット自身から放射される妨害波の大きさを測る放射エ    

      ミッション試験を行う。 
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同センターでは 2015年頃に、認証に必要な試験をワンストップサービスで行える機関と

なることを目標としている。一方で、開発企業には 2015年までに、それぞれが研究開発を

進める生活支援ロボットの実用化を達成してもらい、2020 年までに広く普及してもらうこ

とを計画している。我が国の急速な少子高齢化の進展を見据え、「2015年」を 1つの区切り

に活動している。 

 厚生労働省 職業安定局の推計（2002 年 7月）と国立社会保障・人口問題研究所「日本の

将来推計人口」（2002 年 1 月）によると、2005年の労働力人口（15～64歳）が 6,770万人、

高齢者人口（65歳以上）が 2,539万人だったのに対し、2025年には前者は 6,300万人、後

者は 3,472万人になると推計されている。前者が－470万人、後者が＋933万人にそれぞれ

上り、計 1,403万人もの構造変化が起きると見込まれている（*)。 

 

＊「平成 22 年版高齢社会白書（2009 年）」では 2005 年に対し 2025 年には高齢者人口が約 1,070

万人増加すると報告がなされている。 

 

  外国人労働者の受け入れに代表される様々な選択肢がある中で、生活支援ロボットの活

用をソリューションの 1 つとして認めてもらうためには、社会に定着するまでに 5 年程度

を要すると見積もると、2020 年には普及していることが求められる。さらに、実用化から

普及までに 5年程度を要すると仮定すると、2015年頃までの実用化が望まれることになる。

したがって、生活支援ロボット市場の創出に向け、2015 年は最重要な年であり、それまで

に必要なリソースが投じられるべきといえる。 

 

 なお、先に述べた外国人労働者の受け入れに関連すると、2012年1月に経済連携協定（EPA）

にもとづきインドネシア人とフィリピン人の介護福祉士候補者 95 名が介護福祉士の国家試

験を初めて受験した（EPA はあくまで自由貿易を目的としている）。ただし、EPA 協定の条

件である日本語の取得には時間を要するうえ、国家試験に合格するまでは補助的な役割と

賃金しか得られない。敷居が高いうえにインセンティブが働かないため、我が国はグロー

バルな介護労働の国際市場で取り残されることが懸念されている。こうした意味でも、我

が国ならではといえる生活支援ロボットの普及により、それを活用した高品質かつ高効率

な介護サービスの確立が早期に求められる。 
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3.4.2  生活支援ロボット安全検証センターと我が国認証ビジネスの課題 

  生活支援ロボット実用化プロジェクトは、当初から指摘されているように、開発企業の

事業拡大に加え、パーソナルケア・ロボットの国際安全規格 ISO 13482 の改訂作業にかか

る人的支援や生活支援ロボット安全検証センターの運営資金の確保、認証担当官の育成、

海外認証機関との相互認証体制の構築といった課題を抱える（図 3.4.2-1）。中でも、同セ

ンターの資金面での課題は重い。 

 

２０１０年 ２０１５年

生活支援ロボット 製品開発 実用化

早期の事業規模拡大

国際安全規格 ISO 13482発行（2012年） 改訂作業

人的支援の継続

安全検証センター NEDOプロジェクト 事業化・運用

事業費補助

安全認証機関 模擬認証 正式認証

外国機関との相互認証体制

※比留川プロジェクトリーダーのスライドより引用・作成

生活支援ロボットの産業化への課題

 

    ■ 図 3.4.2-1 生活支援ロボット産業化への課題 

   （産業技術総合研究所 知能システム部門長 比留川博久プロジェクトリーダーの 

    講演資料より引用・転載） 

 

プロジェクト終了後の 2014 年度以降は、試験設備は日本自動車研究所（JARI）が試験設

備を所有（購入）し、安全認証は日本品質保証機構（JQA）が行う予定となっている（図

3.4.2-2）。ただ、三菱総合研究所が取りまとめた「戦略的な認証ビジネスの国際化戦略に

関する調査」（2010年 3月まとめ）では同センターの運営コストの概算が示されており、初

期投資として試験設備機器に約 11億円、施設の建設に約 6億円、運営コストとして年間 3

億円と見積もっている（内訳は、設備更新のための資金：50％、メンテナンス費用：5％、

固定資産税：10％、人件費や光熱費、管理費など：35％）。（*) 

 

＊生活支援ロボット安全検証センターの整備にかかる予算は、平成 21 年度補正予算にて、  

産総研への施設整備予算の枠組みで 6億 2,000万円を計上している 
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そして、試験受託による収益は、数年間は年間約 2 億円にとどまると見積もっている。

数年間にわたり年間約 1億円の赤字を計上し続けることになる。 

  また、認証審査官の確保および育成も大きな課題である。同プロジェクトでは 2015年ま

でに 5 名を輩出することを計画しており、安全認証を行う JQAが採用し、JQAを中心に OJT

で育成することになっている。2011 年の秋には数名を確保したとされる。ただ、 認証機関

として機能するためには、将来的には、高い実績とブランド力を持つ独 TUV SUD などと互

していくような競争力が必要であり、優れた認証審査官の確保が求められる。併せて、製

造企業 OBや研究機関の出身者などスキルの高い開発経験者が流動するための仕組みづくり

を併せて検討することが求められるが、その進捗は停滞している。 

 

標準化提案機関
（日本ロボット工業会／ロボット
ビジネス推進協議会）

試験研究機関
（産総研／安衛研／名古屋大学）

安全性認証機関
（日本品質保証機構）

安全性試験機関
（日本自動車研究所）

試験検証方法の提案試験データ提供

ロボットメーカー

試験依頼 試験結果

技術・制度・

法規制等の相談

品質管理体制および

製品の審査、認証書

の発行

生活支援ロボット安全検証センターの体制

 

     ■ 図 3.4.2-2 生活支援ロボット安全検証センターの体制図： 

  各種安全性の検証から認証までをワンストップで行えるよう複合的な機能を備える。 

 

そして何より、我が国の認証ビジネスの強化に向けた仮説検証を担うことが、これら同

センターの課題をより一層重くしている。生活支援ロボットの安全性を検証する試験研究

機関に加え、安全性認証や標準化提案を行うという複合的な機能を備えるのは、このため

でもある。 

  欧米と我が国の認証機関との違いを整理しておくと、欧米の認証機関は、規格が未整備

な分野でも性能や安全性に踏み込んだ認証活動（「性能・安全性評価」）を展開している。

つまり、製品の信頼性、安全・安心を担保する役割を担っている。EUにおける CEマーキン 

グ制度は性能規定がなされており、その具体的な達成手段に関して認証機関に裁量判断が

委ねられているという背景があるからだが、こうした活動は認証機関としてのブランド力

や信頼性の構築につながっている。 

35



 

 

さらには、新技術・新分野の認証が行える（任せられる）といった先行者利益にもつな

がっている。これに対し、我が国の認証機関は法令の技術基準や JIS などで規定された要

求事項を満たしているか否かを、客観的事実にもとづいて実証する「適合性評価」にとど

まる。結果、認証機関としてのブランド力や情報収集力、規格開発力で遅れをとる。 

  このような状況下で、わが国の認証機関が欧米の認証機関と互していくためには、未開

拓の領域で評価技術や試験方法などを先頭に立って国際標準化し、認証スキームとして発

信していくことが 1 つの方策になる可能性がある。国内企業のグローバルな市場展開が可

能になるばかりか、認証機関にとって先行者利益の確保につながり、欧米の認証機関との

差別化にもつながると考えられるからである。また、どの国や地域で標準が策定されるか

により、認証ビジネスに影響が生じるというファクトも存在しており、未開拓の領域をタ

ーゲットに認証スキームを発信することは有効な戦略になり得る。 

 同センターの機能には、未開拓領域の代表格である生活支援ロボット（パーソナルケア・

ロボット）市場の立ち上げを通じて、上述の戦略を実践しようとする意思が強く反映され

ている。この仮説が実証された暁には、他の技術分野にも展開し、わが国の認証ビジネス

を強化していくことが企図されている。 

 

 このように、同センターの成否は我が国認証ビジネスの国際競争力に直結するものであ

り、我が国の製造業全体にも多大な影響を及ぼす。ゆえに、生活支援ロボットのみの課題

ではなく我が国全体の課題として捉え、適切にリソースが投入されるべきである。中でも、

ISO 13482 の改訂作業にかかる人的支援や認証担当官の確保ならびに育成は、海外に対抗し

得る認証ビジネスを立ち上げるうえで重要となる。 

2015 年以降に予定される ISO 13482 の改訂作業では、日本とドイツなどから具体的な数

値が規格案として提示される見込みとなっており、議論の内容によっては生活支援ロボッ

トのグローバル展開ならびに認証ビジネスに多大な影響を及ぼす。最強チームを編成して

臨めるよう人的な支援を求めたい。 
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3.5 先進ロボット（サービスロボット）の普及に向けた人的課題 

  本節では、日本機械工業連合会（JMF）と日本ロボット工業会（JARA）が「21世紀におけ

るロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」（2001 年）で提言した RT（Robot 

Technology）戦略に触れ、その中核を担う存在として、（非産業分野における）システムイ

ンテグレータ、その概念を一歩進めた RT システムプロデューサーを述べる。 

 

3.5.1 RT システムプロデューサーが求められる背景 

 JMF と JARA が 2001 年に取りまとめた「21 世紀におけるロボット社会創造のための技術

戦略調査報告書」で RT（Robot Technology）という新たな概念を提示している。RT とは、

「ロボット技術を活用した、実世界に働きかける機能を持つ知能化システム」であり、そ

の後の「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」（ロボット産業政策研究会など）という現在の公的なロボットの定義につながっている。

（以下、本文中のカギ括弧は同報告書より引用） 

 RTという言葉を導出した狙いは、「ロボットから RTへの技術戦略」、つまり「産業用ロボ

ットからソリューションビジネス産業としての RT 産業への転換」にある。すなわち、「ユ

ーザーが抱えている問題を分析し、いくつかの既存技術を組合せ、ユーザーの要求に合わ

せたシステムを作りあげる（＝システムインテグレート）というソリューションビジネス

が活躍」する産業構造である。同報告書では併せて、非製造業（サービス）分野が急拡大

する市場予測を示したが、このような産業構造への転換が果たされることを、その前提の 1

つとしている。 

  このような技術戦略を掲げた背景には、非製造業分野における特殊性がある。産業用ロ

ボットが主体とするティーチング・プレイバックでは対応できない不定形かつ高度な要求

への対応や、安全性確保といった技術的な課題に加え、一般人（非技術者）を対象とする

ため、産業用途のように「ユーザー側がメーカーに対し要求仕様を的確に伝えることで導

入がスムーズに進んだという普及上の成功要因」が期待されないことである。 

ゆえに、ユーザー側に寄って立ち、かつ小回りが利くベンチャーをはじめとするシステ

ムインテグレータの活躍が予想され、彼らを中心とした分業体制による産業構造が描かれ

た。また、彼らが創出する市場は中小規模であるとしながらも、その育成を通じて、大企

業も参入可能な巨大市場につながる「重要なフェーズ」でもあるとの見方も示していた。

ここでいうシステムインテグレータは、顧客の様々なニーズに応えるカスタム仕様をつく

り上げるという意味では「2.2.3」であげた第 3のシステムインテグレータに近い。 

 

また、ロボットビジネス推進協議会の石黒周幹事は、ロボット／ロボット技術（RT）導

入によるサービスイノベーションの創出が進展しない要因を分析し、システムインテグレ

ータの概念を前進させた RT システムプロデューサーの必要性を指摘している。RT システム

プロデューサーとは、サービス事業者の立場に立って、ロボット／RT システム導入による

課題解決方法や代替案の創出を行う事業化のキープレーヤー（組織も含む）を指す。 

 以前より、サービスプロセスにロボット／RT を組み込むことがサービスイノベーション

の創出に有効であると認識されており、それがサービスロボットを必要とされる根拠とな

っている。 
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これまで、ロボットメーカーをはじめロボット／RT の技術開発力を有する製造事業者が

共通する課題やニーズを抽出し、一体型のハードウエア製品として量産し提供するアプロ

ーチがとられてきた。しかしながら、先の報告書でも指摘されているように、製造事業者

とサービス事業者それぞれが有する知識や専門性が異なるために、サービスイノベーショ

ンの創出につながっていない。その詳細について、石黒氏はロボット／RTメーカー27社と

サービス事業者 31社（16業種）にインタビューを実施し、次のようにまとめている。 

（詳細は図 3.5.1-1、図 3.5.1-2 を参照。各図は制作側でアレンジした）。 

 

●サービスロボット／RTメーカーが指摘する課題 

（1）顧客ニーズが多様であるためマスマーケティング・マスプロダクションの製品事業モ 

デルに馴染まない 

（2）ニーズを満足するにはサービスロボット／RTのさらなる開発が必要だが、開発投資を 

回収できる市場セグメントを見つけられない 

（3）サービス事業者との意思疎通が困難。課題の抽出や解決に向けた検討が進展しない 

 

●サービス事業者が指摘する課題 

（1）ロボット／RTに対する先入観があり、ロボットの導入に抵抗感がある 

（2）技術がわかる人がいないため、ロボット／RTメーカーからの提案の妥当性や、導入後

の発展のさせ方がわからない 

（3）そもそもロボット／RTメーカーからの提案がビジネスモデルやサービス現場の実情か

ら乖離。リアリティがない 

※一部内容を簡素化して掲載している 

 

サービスイノベーション事業の創出を妨げる課題
（ロボット／RTメーカーから見た課題）

①顧客ニーズが多様なため、マスマーケティング／マスプロダクション
の製品事業モデルに馴染まない

← 一体型ハードウエアによる提供
← マスマーケティング・マスプロダクション型ビジネスモデルを前提

②ニーズを満足するにはロボット／RTのさらなる開発が必要だが、
開発投資を回収できるような市場セグメントを見つけられない

← 一体型ハードウエアによる提供
← マスマーケティング・マスプロダクション型ビジネスモデルを前提

③サービス事業者との意思疎通が困難
課題の抽出や解決に向けた検討が進展しない

← サービス事業に対する知識が欠如している
← 共同で課題解決にあたる意思がない

※石黒周氏の論文からアレンジして作成

 

■ 図 3.5.1-1 サービスイノベーションの創出を妨げる課題と原因（ロボット／RTメーカー） 
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背景として事業創出の障害がある
（サービス提供事業者から見た課題）

①ロボット／RTに対する先入観があり、ロボットの導入に抵抗感がある

← ロボット／RTの知識や情報や理解できるかたちで提供されていない
← サービス事業者の立場に立って課題解決や代替案が提示されていない

②技術がわかる人がいないため、ロボット／RTメーカーからの提案の
妥当性や、導入後の発展のさせ方がわからない

←ロボット／RTの知識や情報や理解できるかたちで提供されていない
← サービス事業者の立場に立って課題解決や代替案が提示されていない

③そもそもロボット／RTメーカーからの提案がサービス現場や
ビジネスモデルから乖離。リアリティがない

← サービス事業者の琴線に触れる提案になっていない
← 人を組み込んだシステムインテグレーションの形態ではない

※石黒周氏の論文からアレンジして作成

 

■ 図 3.5.1-2 サービスイノベーションの創出を妨げる課題と原因（サービス事業者） 

出所 石黒 周「ロボット／ロボット技術導入によるサービスイノベーション事業創出アプローチ：事例

と類型とキープレイヤー」（研究・技術計画学会，第 24 回年次学術講演要旨集，2009） 

 

これに対し、2000年代半ば以降から、関西を中心にサービス事業者が主導するようなアプ

ローチや、製造事業者とサービス事業者が共同でサービスイノベーションを図るアプロー

チ、ロボット／RT の開発とサービス提供の両方を担う事業体を立ち上げて事業展開するア

プローチが登場している。 

その類型をまとめたのが図 3.5.1-3 であり、これらに共通する特徴として、（1）RT システ

ムプロデューサーが存在すること、（2）システムインテグレーションという形態によりロ

ボット／RTの導入を行っていることをあげている。 

 

そして、このようなアプローチにより上述の課題に対応できる可能性を指摘している。

その理由は、まず（1）の特徴である RT システムプロデューサーはロボット／RT に関する

最新で、かつ包括的な知識を保有しており、必要とする各要素技術やそれらを統合する技

術について優れた事業者の連携を組むことができる能力を持っている。同時に、サービス

提供事業者の事業について明るく、ロボット／RT を組み込んだ新たなサービスシステムが

考案でき、その提案能力を有しているから。 

次に、（2）の特徴であるシステムインテグレーションの形態により現在、開発している

ロボット／RT の中から現時点で使える部分をサービス事業者のニーズに合わせてカスタマ

イズして組むことができ、さらなる研究開発が不要となり、導入コストを抑制できる。ま

た、導入までに時間がかからないうえ、導入効果をみながら徐々に高度化していくことが

できるから、と説明している。 
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新たな解決アプローチの分類
（ビジ協 幹事 石黒周氏）

プレーヤー、プレーヤー間関係、提供される製品形態の特徴によって類型化
RT開発企業

サービス提供事業者

エンドユーザー エンドユーザー

サービス提供事業者

サービス提供事業者

エンドユーザー

RT開発企業

RT開発企業

RT製品化企業
システム

インテグレーション

連携

連携

システム
インテグレーション

RT開発企業

エンドユーザー

エンド
ユーザー

ロボット/RT
製品化企業

RT
開発企業

ロボシステム
プロデューサ

開発連携 ハード提供 SI 情報交換 サービス提供

システム
インテグレーション
＆サービス提供

【類型１】

【類型3】

【類型2】

【類型4】

（製造企業主導型）

（ロボシステムプロ主導型）

（サービス事業者主導型）

（協同型）

 

■ 図 3.5.1-3 ロボット／RTを組み込んだサービスイノベーション事業創出アプローチ 

出所 石黒 周「ロボット／ロボット技術導入によるサービスイノベーション事業創出アプローチ： 

事例と類型とキープレイヤー」（研究・技術計画学会，第 24 回年次学術講演要旨集，2009） 

 

●図中の各類型の説明 

類型 1「製造事業者主導型」： 

メーカーは、サービス事業者から課題やニーズを収集し、それを解決する一体型ハードウエアの

サービスロボット／RTを開発販売する。RT要素メーカーは、メーカーに関連部品を納品する下

請けの立場にある。 

 

類型 2「協同型」： 

RTSP とサービス事業者が合意したサービスロボット／RTを、RTSP と RT開発連携群が協同で開

発してサービスプロセスに組み込む。さらに、RTSP とサービス事業者はサービス提供に加え、

新規顧客（サービス事業者）を開拓し、サービスロボット／RT の販売も行うことで事業領域の

拡大を図る。 

 

類型 3「サービス事業者主導型」： 

類型 2 と類似のアプローチだが、こちらでは RTSP はサービス事業者による事業展開には直接関

与せず、コンサルタントの立場でシステム案の策定や開発企業の選定、システムの妥当性の検証

などを行う。サービス提供者が事業主体として開発費を負担することから、サービス事業者主導

型としている。 

類型 4「RTシステムプロデューサー主導型」： 

RTSP は必要な RT要素を RT要素メーカーなどに発注して入手し、それらをサービスプロセスに

組み込んで、サービスならびにロボット／RTシステムの形態で提供する。 
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 先の報告書と石黒氏の指摘は、年代が異なるため必ずしもイメージが合致するわけではな

いが、いずれも類似の課題を指摘し、かつ類似のキープレーヤーの必要性を指摘している。

上述の類型 1 に該当する、従来のロボット／RT メーカー主導によるサービス事業者への提

案は現在も停滞しており、ロボット技術をサービス分野に展開できないままでいる。シス

テムインテグレータならびに RT システムプロデューサーの存在は、こうした状況を打開で

きる可能性を有しており、このような人材や組織が求められているといえる。 

 

3.5.2 RT システムプロデューサーの輩出に向けて 

  ロボット／RT の適用によるサービスイノベーションの事例が少ないことからわかるよう

に、同報告書が掲げた RT産業への転換は達成されていない。最大の理由は、RT システムプ

ロデューサー（以下、前項のシステムインテグレータを含む前提で述べる）を担う人材や

組織が数える程度しか存在しないからである。先の報告書では、ソリューションビジネス

としての RT ビジネスに従事する「RT 技術者の教育システムの整備」にも言及していたが、

RT システムプロデューサーの能力は高く、その輩出に寄与する方法論やスキームの検討は

難しい。具体的な施策の立案に至らず、現在の状況を迎えたと推察される。 

 一方、大阪市のロボットラボラトリーでは、石黒氏を中心に 2005年からロボットビジネ

ス企業塾や EPEER（Education Program for Engineer and Enterprisers Robotics(*)）と

いった教育プログラムを実施し、RT システムプロデューサーの育成・輩出につなげようと

している。前項で紹介した類型の中には、これらの卒業生も含まれる。ただ、RT システム

プロデューサーの育成・輩出は限られており、このような教育プログラムの有効性につい

ては、現時点ではまだ判断ができない。そこでまずは、このような人材の価値向上につな

がる活動を展開することを求めたい。具体的には、表彰制度を通じた社会的価値の向上な

らびに活動の公知などである。 

 現在、RT システムプロデューサーとして活躍する組織や人材は、その価値や重要性に気

づき、自身のキャリア（能力やスキル、センス）と情熱を支えに、それへと変貌を遂げて

いる。そのような気づきを与えることにより、他業界より優秀な組織や人材がロボット業

界に進出する可能性が広がるからである。また、キープレーヤーであるにもかかわらず、

サービス事業者（顧客）の要求に応じてシステムインテグレートを行うという性格上、そ

の活動は表出しにくく、その価値を外部からは見出しにくいという理由もある。 

 RT システムプロデューサーのような組織や人材が増えることにより、ロボット産業がソ

リューションビジネス産業へと転換が果たされ、やがては巨大市場になる中小規模のロボ

ット市場の創出につながるものと考える。 

 

＊：次世代ロボット市場を開拓できる人材育成を目的としたもので、大阪大学や奈良先端科学技

術大学院大学、ATR などの各機関が連携し、それぞれの技術やノウハウを生かして「基礎技術力」

「実践開発力」「実証評価力」を育成している。2年間のプログラムとなっており、1年目は、ロ

ボット要素技術やシステム統合に関する技術力を「基礎技術力」として習得し、2年目は、次世

代ロボットの利用現場などを想定して試作機を開発し、実フィールドでの検証などを通じて「実

践開発力」および「実証評価力」を身に付ける。なお、ロボットビジネス起業塾は EPEER に先行

して実施された教育プログラムで、現在は EPEER に含まれている。 
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3.5.3 ロボット／RTの社会実装と社会システムデザイン 

 前節まで、サービスプロセス（サブプロセス）へのロボット／RT システムの実装を担う

RT システムプロデューサーの必要性を述べた。本節では、社会実装に話題を拡張し、社会

システムデザインにかかる課題に触れておきたい。 

 

  社会システムとは、生活者が求めている価値提供を効果的かつ効率的に行うための、い

わばオペレーティング・システム（OS）であり、こうした価値提供が行えるよう様々な構

成要素（ロボット／RT が含まれる）を有機的に統合する行為が社会システムデザインとな

る。交通システムや医療システムなどが社会システムの一例としてあげられるが、交通シ

ステムはエコブームの中で、医療システムは超高齢化社会の流れの中で様々な歪みが生じ

つつあり、それぞれに新たな社会システムのデザインが求められている。 

 ところが、例えば医療改革に象徴されるように、縦割り行政の扱える範囲での対処療法

的な改革にとどまっており、既存の縦割り行政を超えて、横串で新たな医療システムをデ

ザインするという発想に欠けている。また、専門家同士による議論では自身が解ける課題

設定と問題の裏返しの解決策をとるきらいにあり、専門領域の観点から課題抽出が中心と

なるため、その課題にかかわる複合的な課題を見落とし、本質的な課題解決に至らない例

が散見される。結果、局所的な最適化にとどまり、社会システムデザインの全体最適化に

至っていない。 

 交通システムであれ、医療システムであれ、価値提供の構成要素の 1 つとしてロボット

／RTの活用が期待されながら、いまだに社会実装が果たされない一因には、このような OS

となる社会システムデザインのアプローチのまずさにあると考えられている。したがって、

ロボット／RT の裾野の拡大に向け的確な社会システムデザインが必須であり、新たなアプ

ローチの創出が求められている。同時に、それを担うアーキテクトのような人材の育成・

輩出も必要とされる。 

 

  現在、例えば、茨城県つくば市ではパーソナルモビリティなどを活用した新たな交通シ

ステムの構築に、神奈川県では介護・医療分野のロボットを組み込んだ介護・医療事業モ

デルの構築にトライしているが、適切な社会システムのデザインに向けては、上述の従来

型のアプローチではない、複数の専門領域による共創を通じた検討に加え、それぞれが抱

える中核的な課題の発見および解決が求められるだろう。 

 ロボット／RT の裾野拡大を担うロボット大賞では、このような社会システムデザインも

評価の 1 つに加え、ベストプラクティスとして新たなアプローチの発信にも努めていくべ

きと考える。 
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3.6.1 先進ロボット普及に向けた課題 

第 1回、第 2回調査研究専門部会で出された意見 

※本専門部会は非公開で行われたため、発言者名は記載しないものとする。 

 

・第 1回専門部会  日時：平成 23年 10月 24 日（月）15：00～17：00 

場所：機械振興会館 6階 68会議室 

 ・第 2回専門部会   日時：平成 23年 12 月 15日（木）15：00～17：00 

            場所：機械振興会館 6階 6S-2 会議室 

 

・サービスロボット分野は、ビジネスの形態が整っていないため、社会システムをデザイ

ンする人物が必要になるが、現在は日本だけでなく世界にもいない。 

 

・サービスロボットの普及に向けては、2015年がひとつの目安だと思われる。2015年に実

用化の目途が立たなければ、2020年に来る少子高齢化に対応できず、ロボットではなく、

他のソリューションに代わってしまう。 

 

・産業化に必要なのは技術ではなく、どうやってビジネスにするのか、本来のビジネスの 

立ち上げにつなげるかが問題となる。そのための鍵は、社会システムという単位でデザ 

インをすること。また、全体をプロデュースする人間が必要とされる。 

 

・サービスロボット普及のためには、コストパフォーマンスを考えてビジネスモデルを構

築する必要がある。 

 

・全体のビジネスプロセスの中では、川上と川下において一番利益があるため、これから

はロボットテクノロジーを組み合わせてどの部分で日本が強みを発揮するか、サービス

ロボットにおけるビジネスモデルを作る必要がある。今後、高齢化が進むと社会システ

ム全体が変化し、ロボット技術は必ず必要になる。車も小型化していくなど、各地域に

よって社会デザインは異なる。 

 

・過去にロボット大賞を受賞した清掃ロボットは、人がいない夜間清掃に目を向けてビジ

ネス化を行った。介護・医療ロボットも事例を積み重ねることが大事。 

 

・清掃ロボットは、安全管理や効率化などの面から新しいビルづくりの事例として、今後

は全体システムのデザインにもつながる。 

 

・サービスロボット分野では、ロボットをどう使っていくかを考える中間の人材が不足し 

ている。 

 

・現在のロボットに対する報道の多くは、ロボットに対する新規性ばかりが取り上げられ、

実際どのように世の中に役立つものか報道されていない。 
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3.6.2 まとめ  ロボット産業の課題と今後の取り組みについて 

 

 【産業用ロボット分野】 

  ① 現在、海外市場が急成長しており、今後はシステムインテグレータの育成と支援が

重要になる 

  ② 非自動車分野における用途拡大のため、基本構造の革新と技術進歩が求められる 

 

 【サービスロボット分野】 

  ① 市場形成のためにビジネスモデルを確立する必要があり、サービスロボットの積極 

的な導入と社会モデルをデザインする人材の育成が急がれる 

  ② 安全規格や認証制度など市場化へのバックアップが必要とされる 
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4 章「ロボット大賞」表彰事業 

 

4.1「ロボット大賞」の実績と課題 

 

4.1.1 「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 4回ロボット大賞より） 

・ロボット技術（RT）は、情報技術、エレクトロニクス、機械工学、素材技術といった

幅広い要素技術を統合することで生み出される。 

 

・我が国のロボット技術の優位性を活かしつつ、次世代ロボット産業が発展することに

より、我が国の科学技術に更なる発展をもたらすだけでなく、その実用化が進むこと

で、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

も貢献するものと期待されている。 

 

・このため、今年活躍し、かつ、将来の市場創出への貢献度や期待度が高いと考えられ

るロボット又は部品・ソフトウェアを表彰する第 4回 ロボット大賞を実施する。 

 

 

≪主な目的≫ 

① ロボット技術の開発と事業化を促進し、 

② 技術革新と用途拡大を加速するとともに、 

③ 社会に役立つロボットに対する認知度を高め、 

④ ロボットの需要を喚起することを目指す。 

 

 

○募集対象（第 4回ロボット大賞より） 

・募集対象となるのは、今年（平成20年9月から平成22年9月の期間とする）、日本国内

で活躍したと思われるすべてのロボットのうち、審査委員に当該ロボットを十分に審

査する機会が与えられるもの、また、それらを構成するロボット部品やソフトウェア。 

 

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

素を有する、知能化した機械システム」のことを意味する。したがって、「カーナビ」

や「検索ロボット」は、駆動系を有さないため、ロボットの定義から外れる一方、自

動車や情報家電でも上記3要素を有するものは本事業の募集対象となる。 

 

・部品・ソフトウェア部門は、上記「ロボット」に搭載可能なものとする。 

 

・研究開発段階のロボットを含め、幅広く募集の対象とする。 
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・審査の基準 

 

≪主な審査基準≫ 

① 社会的必要性 

     ・これまでの導入・販売実績、将来のロボット市場創出の期待度、 

メリットの大きさ、ニーズの強さ、公益性 等 

② ユーザーの視点に立った評価 

     ・利便性、実用性、経済性、デザイン性、維持コスト 等 

③  技術的先進性 

     ・安全性、新規性、技術的安定性、動作環境の汎用性や操作性 等 

   

   ≪その他の審査基準≫ 

   ※公共フロンティア部門のロボットについては、「行政等のユーザーの立場で    

考えたときに、購入することが望ましいか」という視点で評価する。 

   ※大学や研究機関等の開発段階のロボットについては、将来への期待度を中心に 

    評価を行う。また、「中小・ベンチャー企業」については、今後の事業化を奨励す

るためにも積極的に評価する。 

   ※ロボット産業の発展のため、下記の事例に該当する応募案件については、審査の

際に積極的に評価をする。 

 

    ① 介護・福祉等の生活支援分野で活躍するロボット 

     （例）介護者の負担軽減、高齢者・身障者の自立支援・社会参加支援 等 

    ② ユーザーと連携してのロボットの導入 

     （例）介護現場の声を反映してのロボット開発 等 

    ③ ユーザー、サービスプロバイダと連携しての事業展開 

     （例）システムインテグレータと連携して、これまでロボットの活用がなかっ

た非製造業分野へのロボットの導入 等 

 

・応募部門 

  1）サービスロボット部門 

   オフィス、家庭、公共空間などで各種サービスを行うロボット 

  

 2）産業用ロボット部門 

   工場などの生産現場で製造の一部を担うロボット 

  

 3）公共・フロンティアロボット部門 

   災害時の生存者探索、災害復旧、宇宙・深海調査など特殊な環境下で働くロボット 

  

 4）部品・ソフトウェア部門 

   ロボットの一部を構成する部品又はソフトウェア 

46



 

 

・審査方法（第 4回ロボット大賞） 

 有識者で構成される委員会による一次審査、技術審査、二次審査を行い、各賞を決定した。  

 

（1） 審査委員による事前審査  

    書類と映像資料による事前審査を行い、優秀賞候補を選定。  

（2） 一次審査委員会による審査  

    事前審査による評価が高い案件より討議を行い、評価基準に基づいて優秀賞候補を

決定。  

（3） 技術委員による現地調査  

    優秀賞候補に選ばれた中より、技術審査が必要な案件について、現地調査を行う。  

（4） 技術委員会による技術評価  

    技術委員による技術評価を基に、優秀賞候補を決定する。  

（5） プレゼンテーションおよび二次審査委員会  

    優秀賞候補者によるプレゼンテーションを行う。  

    プレゼンテーション後、審査委員による討議を行い、評価基準に基づいて各賞を 

決定。  

 

・表彰位（第 4回ロボット大賞） 

 ・ロボット大賞（経済産業大臣賞）・・・1件 

 ・最優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁長官賞）・・・1件 

 ・日本機械工業連合会会長賞・・・1件 

 ・中小企業基盤整備機構理事長賞・・・1件 

 ・日本科学未来館館長賞・・・1件 

 ・優秀賞・・・8件 

 

・過去 4回の実績 

  第 1 回（2006 年） 第 2 回（2007 年） 第 3 回（2008） 第 4 回（2010） 

応募者数 １５２件 ８２件 ６５件 ９２件 

部門別 

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 

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

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 

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 

受賞件数 10 件 13 件 8 件 12 件 

表彰式  

展示会 

12 月 22 日（金） 

～23 日（土） 

場所：TEPIA 

入場者数：1,001 名 

12 月 21 日（金） 

～22 日（土） 

場所：TEPIA 

入場者数：1,465 名 

12 月 19 日（金） 

～21 日（日） 

場所：TEPIA 

入場者数：2,370 名 

11 月 26 日（金） 

～28 日（日） 

場所：日本科学未来館

入場者数：5,189 名 
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4.1.2 「第 4回ロボット大賞」受賞後のコメント 

 

 表彰位/受賞ロボット 会社/団体名               受賞後の反応や感想 

【第 4 回 ロボット大賞】 

 

「安全・快適に人と協働できる

低出力 80W 駆動の省エネロボ

ット」 

・トヨタ自動車

㈱ 

受賞した大きな成果は、【安全に人と協働できる省エネロボット】として広く認識し

ていただいた事です。受賞後はトヨタ社内展開及びトヨタグループ会社への導入

促進を図り、高品質且つ安価な日本の車つくりのために貢献しています。今後は

更なる低コスト化とロボットシステムのコンパクト化により、車作り以外の部品作

りにも応用展開を進めて、製造業の省エネにも大きく貢献してまいります。 

【最優秀・中小ベンチャー企業

賞】 

 

「HAMDAS-R」 

豚もも部位自動除骨ロボット 

・㈱前川電気 

受賞後、さまざまなメディアに「HAMDAS-R」を取り上げていただきました。中でも

インターネット配信されたものは世界中から反響があり驚いています。世界中へ

の販売展開を進めるとともに、さらに手作業の感覚的な動作に近づけるためにロ

ボットでの再現精度を高めています。また、他の食品加工工程へのロボット化展

開も進めており、不定形軟弱体の自動処理の可能性を広げています。 

【日本機械工業連合会会長賞】 

 

「注射薬払出ロボットを起点と

した薬剤業務支援ロボット群」 

・パナソニック 

ヘルスケア㈱

/パナソニック

㈱ 

今回の受賞により、パナソニックが薬剤部の業務支援を目的とした、アシストロボ

ット群の開発・提案を行っていることを、医療従事者だけでなく広く一般の方々に

も理解していただくことができました。現在は、薬剤業務プロセスに応じた支援ロ

ボットのみならず、病棟や外来における業務支援や看護支援など、より人と人と

の繋がりを意識した病院業務全体のアシストを行っていくロボット群の開発を進

め、病院のスタッフの方々や患者様に優しい、安全・安心な病院丸ごとロボット化

に向けたソリューション構築を目指しています。 

【中小企業基盤整備機構理事

長賞】 

 

「超高圧送電線の活線点検ロ

ボット『Expliner』」 

・㈱ハイボット 

受賞後、いろいろなメディアに「エクスプライナー」と取り上げていただきました。

最も大きな意味は、高圧電線点検をロボット化することが可能、という新技術が

認知された事です。また、こうしたロボットは世界にもまだ実用化されていないこ

とから、世界中の電力関係業界に、当ロボットの存在を知ってもらうことができま

した。受賞当時は試験機段階でしたが、受賞後社内でもより本ロボットへのエン

ジニアの想いが高まり、今秋の利用に向け完成度をより高めた実用機を完成す

ることができました。今後も、新しいセンサ搭載版等、進化し続ける「エクスプライ

ナー」を世の中に出していきます。 

【日本科学未来館館長賞】 

 

「きぼうロボットアーム」 

・JAXA/NEC 

「きぼう」ロボットアームは、日本初の“実用”宇宙ロボットアームで、船外パレット

上にある実験装置や搭載機器の交換作業等の役割を担っています。これを使っ

て船外パレットに取り付けた観測装置などが成果を挙げたという話を聞くたび、

その任務を果たしたことを実感しています。ロボット大賞において、開発・運用成

果を評価頂き、日本科学未来館 館長賞を受賞したことに関係者一同、非常に感

激しております。蓄積した「きぼう」ロボットアームの開発・運用技術より、今後、

更に地上ロボットと宇宙ロボットの技術交流が活発になり、宇宙ロボットの世界

が広がって行くことを期待しています。 
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【優秀賞】 

（サービスロボット部門） 

 

「細胞自動培養ロボットシステ

ム」 

・川崎重工業

㈱ 

昨年は、本賞を始め、色々な受賞、あるいは、新聞、雑誌等で取り上げていただ

き、色々な反響がありました。創薬用の自動培養装置が、今年４月には、理化学

研究所のバイオリソースセンターに納入され、培養に使っていただいています。８

月には、再生医療用の自動培養装置が、大阪大学医学部附属病院の未来医療

センターに設置され、再生医療の臨床使用を目指した試みがスタートしました。 

【優秀賞】 

（サービスロボット部門） 

 

「イチゴ収穫ロボット」 

・農業・食品

産業技術総

合研究機構/

シブヤ精機 

今回の受賞は、農業分野以外の方々からも農業用ロボットの開発が進められ

て、実用化も間近との印象を持っていただいたことの意義は大きいと思われま

す。農業分野も高齢化、担い手不足の道は避けられない状況の中で、１台でも

多くの農業ロボットが農業現場で活躍し、農作業の省力化、生産性の向上などに

貢献することが期待されます。いろいろな農作業にロボットが活躍する日を思い

つつ、さらなる開発研究に取り組んでまいります。 

【優秀賞】 

（サービスロボット部門） 

 

「サイバネティックヒューマン 

HRP-4C」 

・産業技術総

合研究所 

受賞後も、世界各国のメディアに取り上げていただいております。本年は、JISSO

PROTEC 2011において MC との掛け合いで 10分間におよぶ製品紹介を行い、

好評を博するとともに、経済産業省事業「平成 22 年度クール・ジャパン戦略推進

事業（フランスを拠点とする海外販路開拓支援事業）」の一環として、フランス・パ

リにて開催された Futur en Seineイベント中の「JAPAN CREATIVE CAFÉ」にてダ

ンスパフォーマンスを行い、ついに海外進出も果たしました。これからもクール・

ジャパンの旗手の一員として活躍を続けていきます。 

【優秀賞】  

（サービスロボット部門） 

 

「ジョイスティック式自動車運転

システム」 

・東京農工大

学/㈱ニッシン

自動車工業 

今回の受賞は福祉車両の社会的認知度の向上につながりました。受賞後には

ジョイスティック運転装置を搭載した試作１号車に車両認可が与えられ。ジョイス

ティックを用いて公道を走行できるようになりました。また、ユーザからの問い合

わせ、車両の試乗、デモなどの依頼も増え、社会的な関心が高まっていること、

また実用化が近づきつつあることを実感しています。今後さらに安全性を向上さ

せ，また操作感にもこだわり、快適な運転を実現するジョイスティック運転装置の

完成を目指してゆきたいと考えています。 

【優秀賞】 

（産業用ロボット部門） 

 

「ゲンコツロボットシリーズ」 

・ファナック㈱ 

優秀賞を頂戴し誠にありがとうございます。ゲンコツ・ロボットは、そのユニークな

ネーミングと愛嬌のある外観、そして目にも止まらぬ素早く器用な動きを多くのお

客様から大変に好評いただいております。今までロボットを使ったことのないお客

様に「使ってみようか」と思わせることができ、また、「ゲンコツ」という名前は弊社

のブランドとして広く深く様々な分野で浸透したことを実感しています。今後もお

客様のご要望に応え、一件、一件丁寧に生産設備の自動化のお手伝いをしてま

いります。 
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【優秀賞】 

（公共フロンティア部門） 

 

「消防用偵察ロボット 

FRIGO-M」 

・三菱電機特

機システム㈱

/総務省消防

庁消防大学

校消防研究セ

ンター 

受賞後、しばらく反応がありませんでしたが３月の震災、原発事故以降展示会で

は海外製ロボットのニュースに何故国産ロボットが活躍しないのかと苦言を多数

いただき、われわれの活動のさらなる底上げに繋がりました。 

また、警視及び消防のロボットを受注、各省庁や電力会社等から問い合わせが

あり、改めてロボット大賞受賞の見えない力を感じています。 

【優秀賞】 

（部品・ソフトウェア部門） 

 

「D３モジュール」 

・㈱D３基盤技

術 

起業後間もないベンチャーにも拘わらず、技術と実績を認めて賞を頂けたことに

感謝しております。その後は、初めて当社の技術を紹介する場合でも、信頼性や

認証の意義について、真剣に考えてもらえるようになりました。また海外でも当社

の D3 モジュールが採用され始めております。サービスロボットの国際安全規格

ISO13482 の発行もまぢかとなり、今後サービスロボットの実用化の進展ととも

に、認証で安全を保証する、当社の技術が重要な役割を果たすようになると考え

ております。これからもますます努力して参りますのでどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

4.1.3 「2011 国際ロボット展」での PR活動 

・「2011 国際ロボット展」での「第 4回ロボット大賞」合同展示 

日時：2011 年 11 月 9日（水）～12 日（土）10：00～17：00（最終日は 16：30）  

場所：東京ビッグサイト 東 3ホール内 

全体出展者数：272 社・団体 1,085 小間  

全体来場者数：102,361名 

 

≪合同展示出展者≫ 

① トヨタ自動車㈱ 

② ㈱前川電気 

③ パナソニック ヘルスケア㈱ 

④ ㈱ハイボット 

⑤（独）宇宙航空研究開発機構／日本電気㈱ 

⑥（独）農業・食品産業技術総合研究機構／シブヤ精機㈱  

⑦（独）産業技術総合研究所   

⑧ ファナック㈱ 

⑨ 三菱電機特機システム㈱／総務省消防庁消防大学校消防研究センター 

⑩ ㈱D3 基盤技術   

※川崎重工業、東京農工大学はパネル展示のみ 
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4.1.4 「2011 国際ロボット展」での配布物 

 

 ①ロボット大賞案内チラシ（8,000部配布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②公式ガイドブック（5,000 部配布） 
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4.1.5 「2011 国際ロボット展」出展の成果（アンケートより） 

・通常あまり話ができない、厚労省及び（独）労働安全衛生総合研究所の方と人協

働産業用ロボットの本質安全技術を、どのように世に推進し普及させていくのが良

いのかを、具体的かつ屈託の無い議論ができ大変有意義であった。 

人協働ロボットに数社から引き合いがあり、現在調整中。（トヨタ自動車） 

 

  ・約 30 社と商談を行い、具体的な商談としては約 4 社と行った。結果、共同研究の案

件が 1点、代理店契約の商談が 2件、購入の問い合わせが 3件あった。（ハイボット） 

 

・海外も含め多くのメディアから取材を受け、日本のロボット技術の先進性のアピール

と、産総研の知名度向上に役立った。海外を含め 2社から引き合いがあった。 

 （産業技術総合研究所） 

 

・「HAMDAS‐R」が食品自動処理装置のため、直接のお客様への営業活動にはならなかっ

たが、ロボットメーカー、センサーメーカーなど様々なメーカーと情報交換ができた。

また、食品を取り扱うことが得意なシステムインテグレータとして、システム製作の

相談を数件受けることができた。システムインテグレータの展示が増えると具体的な

使用例が提示でき、そのようなものを探しにきている訪問者にとっても有益になる。

（前川電気） 

 

・当社の製品コンセプトについて、大手メーカー数社の担当者が興味を持ち、詳細を説

明して共感を得た。うち 1 社とは具体的な商談を行った。（D3 基盤技術） 

  

 ・国際宇宙ステーション「きぼう」で、日本の実用宇宙ロボットが活躍していることを、 

多くの方々に知っていただくことが出来た。（NEC） 

 

  ・異分野の方からも激励や期待の言葉を多くいただいた。また、職場訪問してもっと業

務内容について知りたいなどの意見もあった。一方で、「2011 国際ロボット展」に来

られた方から、「なぜこの機械がロボット大賞を受賞したの？」との質問が何件かっ

たので、パネルに一言受賞理由があれば良かったと思う。（農研機構） 
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「2011 国際ロボット展」ロボット大賞合同展示 会場風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロボット大賞 全体風景 

NHK 中継・HRP-4C 

トヨタ・人と協働するロボット 

ロボット大賞ゾーン展示風景 

三菱特機システム・「FRIGO-M」 

ハイボット・Expliner 

ファナック・ゲンコツロボット 

ロボット展 会場風景 
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4.1.6 「次世代自動車産業展 2011／スマートグリッド展 2011」での合同展示 

日時：2011 年 6月 15日（水）～17日（金）10：00～17：00（最終日は 16：30）  

場所：東京ビッグサイト 東 3ホール内 

全体出展者数：186社・団体 528 小間  

全体来場者数：44,745 名 

 

≪合同展示出展者≫ 

  ① トヨタ自動車㈱ 

 ② ㈱ハイボット 

  ③ ファナック㈱ 

 ④ 東京農工大学／㈱ニッシン自動車 

  ⑤ ㈱D3 基盤技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 公式 HPでの PR 

 ・「ロボット大賞」公式 HPを利用して合同展示の PRを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロボット大賞 パネル紹介コーナー 

トヨタ・人と協働するロボット 東京農工大・ジョイスティック自動車 

公式 HP トップページ ニュース・イベント紹介ページ 

54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ■ 図 4.2-1 公式HP 主な更新内容 
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4.3 各種表彰事業の概要 

4.3.1 「省エネ大賞」の概要 

※第 23 年度「省エネ大賞」募集要項より抜粋 

 

名称：省エネ大賞（過去 23回実施） 

主催：財団法人 省エネルギーセンター  

後援：経済産業省 

 

【応募対象】 

国内の産業・業務・運輸部門に属する企業、工場、事業場等の省エネルギ

ーを推進している事業者及び省エネルギー性に優れた製品又はビジネスモデ

ルを開発した事業者を対象とする。 

 事業者には、企業、工場・事業場のほか、自治体、教育機関、NGO 等も含

むものとする。 

 

【応募区分】 

①省エネ事例部門 

工場・事業場等において節電・省エネ活動を推進している事業者を対象と 

する。 

評価項目：(1)先進性・独創性、(2)省エネルギー性、(3)汎用性・波及性 

(4)改善継続性 

 

②製品・ビジネスモデル部門 

消費者または事業者が原則、平成 23 年 9 月末までに国内で購入可能な優

れた省エネルギー性を有する製品(要素製品、資材・部品を含む)。または省

エネルギー波及効果の高いビジネスモデルを開発した事業者を対象とする。 

評価項目：(1)開発プロセス、(2)先進性・独創性、(3)省エネルギー性、(4)

省資源性・リサイクル性、(5)市場性・経済性、(6)環境保全性・安全性 

※両部門とも、地区発表大会では、上記評価項目に加え、プレゼンテーショ

ン技術も評価項目とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           ■ 図 4.3.1-1 応募期間と主なイベント 
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事前選考 (書類審査 )を通過した応募者には、公開で開催する次のいずれかの

地区発表大会で発表後、審査を行う。  

    

■東日本地区発表大会(東京会場) 

  ■西日本地区発表大会(大阪会場) 

 

発表日ごとにプレゼンテーション技術に優れた事業者を「優秀プレゼンテー

ション賞」として表彰。 

 受賞者には、ENEX2012「第 36 回地球環境とエネルギーの調和展」(平成 24 年

2 月上旬予定)に併せて開催する表彰式で表彰し、受賞者発表大会(公開)で受賞

内容を解説する機会がある。 

 

■ 表 4.3.1-2  表彰位と受賞件数 

 

 

4.3.1.1 省エネ大賞の特徴 

省エネ大賞では、「ビジネスモデル部門」が設置され、製品化される前のアイデアについ

ても先進性、独創性の観点から表彰されている。省エネルギー分野では、我が国の技術優

位性を保つため、アイデア段階でも表彰することによって、事業化への後押しを行う役目

を担っている。 

また、「ENEX（地球環境とエネルギーの調和展）」（主催：省エネルギーセンター）の

イベント会場を利用してプレゼンテーションを行うことにより、幅広い関係者への PRを可

能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 門 経済産業大臣賞 
資源エネルギー庁

長官賞 

中小企業庁

長官賞 

省エネルギー 

センター会長賞 

審査委員会

特別賞 

省エネ事例 3 件以内 5 件以内 1 件程度 10 件程度 1 件程度 

製品・ 

ビジネスモデル 
3 件以内 3 件以内 1 件程度 7 件程度 1 件程度 
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4.3.2 「優秀省エネルギー機器表彰」の概要 

    ※平成 23 年度募集要項より抜粋 

 

名称：優秀省エネルギー機器表彰（過去 32回実施） 

主催：一般社団法人 日本機械工業連合会 

後援：経済産業省 

 

【目的】 

この事業は、優秀な省エネルギー機器を開発して実用に供することにより、エネルギー

の効率的利用の推進に貢献していると認められる者及び企業その他の団体を表彰し、もっ

て優秀な省エネルギー機器の普及を図るとともに省エネルギー機器の開発を促進しようと

するもの。 

 

【応募対象】 

概ね 5 年以内に開発された機械類その他の機器のうち、実用化された産業用の優秀な省

エネルギー機器。 

 

注 1 ここにいう機器は次のようなものを含む。 

①一般的な概念の機器の他、装置、設備、システム 

（自然エネルギー、廃棄物、排出物等の未利用資源を利用するものを含む） 

②省エネルギーに著しく寄与する計器及び制御システム 

③産業用の自動車及びエアコンディショナー 

注 2 地球環境、安全性に対する寄与も考慮する。 

注 3 概ね 5年以内に大幅な改善、改良が加えられた機器を含む。 

 

【応募者資格】 

省エネルギー機器の開発及び製造に自ら従事した者並びにその開発及び製造に自ら従事

した企業その他の団体。 

 

【表彰対象機器】 

応募のあった機器のうち実用化された産業用の優秀な省エネルギー機器に当たると優秀

省エネルギー機器審査特別委員会が認定したもの。 

 

【表彰位】 

①経済産業大臣賞 １件 

②経済産業省資源エネルギー庁長官賞 １件 

③日本機械工業連合会会長賞 複数件 

 

 

 

58



 

 

【選考方法】 

一般社団法人日本機械工業連合会に置かれた優秀省エネルギー機器審査特別委員会 

（委員長：中島尚正 東京大学名誉教授）が選考する。 

 

※選考は第 1次書類審査、第 2次ヒアリング審査、第 3次現地調査とする。 

 

 

【優秀省エネルギー機器受賞マークについて】 

①省エネルギー機器の普及促進に役立てるために、受賞者は表彰を受けた機器に「優秀省

エネルギー機器受賞マーク」を表示し、広告等に活用することができる。 

②「優秀省エネルギー機器受賞マーク」は当連合会が受賞企業にその表示権を無償で供与

するもので、適正な表示のため、当連合会が規程するマーク使用規程を遵守して、各受賞

企業に責任をもって管理することを要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ■ 図 4.3.2-1 優秀省エネルギー機器受賞マーク  

 

【特徴】 

  製品の応募対象期間を 5 年以内に定め、改善・改良が加えられた機器も対象とするこ

とにより、応募しやすい制度としている。 

  また、受賞機器に対して優秀賞エネルギー機器受賞マークが表示出来、販路拡大や PR

に活用することができる。 
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4.3.3 日刊工業新聞社主催の各種顕彰事業 

 

名称 回数 概要 前回応募件数 主な表彰位 

十大新製品賞 53回 
毎年その年に開発・実用化され、販売された製品の中

から 10 点を選定して表彰する。 
70 社 71件 増田賞 

日本産業技術大賞 40 回 

産業・社会の発展に顕著な成果を上げた「研究開発・実

用化技術」を顕彰するもので、内閣総理大臣賞、文部科

学大臣賞が贈られる。 

委員会の推薦

により選出 
内閣総理大臣賞 

機械工業デザイン賞 41回 

工業製品のデザイン振興と発展を目的にしたもので、最

優秀製品 2点に経済産業大臣賞を贈るほか、日本商工

会議所会頭賞などが設けられている。 

27社 28 件 経済産業大臣賞 

優秀経営者表彰 29回 

優れた経営手腕によって企業を発展に導き、技術分野

や国際社会、地域社会に貢献した中堅・中小企業経営

者を毎年 12～15人表彰する。 

委員会の推薦

により選出 
最優秀経営者賞 

モノづくり部品大賞 8 回 

モノづくりを支える部品に焦点を当てて、自動車や機

械、電気・電子分野の部品のうち、優れたものを表彰す

る。 

61件 
超モノづくり部品大

賞 

ネーミング大賞 21回 

世間をにぎわした商品・サービスのネーミングの中か

ら、内容を的確に、しかも感受性豊かに表現しているも

のを、読者投票によって選出する。 

（前回投票数 1万 3545件） 

委員会により候

補を選出。その

後一般投票に

より各賞決定。 

ネーミング大賞 

日本産業広告賞 46回 

わが国最大の産業広告賞で、新聞、雑誌、情報誌各部

門に分かれ、上位入賞会社の責任者は、海外産業広告

の事業視察が出来る。 

116社 156作品 広告大賞 

オゾン層保護・地球温

暖化防止大賞 
14 回 

オゾン層保護・地球温暖化防止に関連した活動や技術

の振興、発展を狙いとしたもので、優れた活動、技術に

は経済産業大臣賞、環境大臣賞が贈られる。 

27件 経済産業大臣賞 

フレッシャーズ産業論

文コンクール 
34 回 

次代の産業を担う人材の育成を狙いに、各企業の新入

社員を対象に産業論文コンクールを実施、テーマに沿っ

て論文を作成する。前回は「明日の企業を考える」 

（論文 4400字以内） 

804編 経済産業大臣賞 
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理工系学生科学技術論

文コンクール 
11回 

理工系大学生と工業高等専門学校生を対象に、「科学

技術と日本の将来」をテーマで募るコンクール。 

（論文 3200字以内） 

417 編 文部科学大臣賞 

キャンパスベンチャーグ

ランプリ 
7回 

若手の事業化精神を養い、問題解決型の人材を育成す

る教育事業として、大学・専門学校生から新規性のある

ビジネスプランを募集する。全国 8地域で開催し、エリア

代表による全国大会も行う。部門（テクノロジー部門、ビ

ジネス部門） 

877 編 文部科学大臣賞 

環境賞 38 回 

日立環境財団と共同で実施しており、環境保全に関す

る調査、研究、開発、実践活動などで画期的な成果を上

げたり、成果が期待される個人、法人を表彰する。 

55件 環境大臣賞 

発明大賞 36回 

日本発明振興協会との共催で、優秀な発明や研究を通

じて産業の発展、国民の生活向上に寄与した中堅・中

小企業、個人を表彰する。 

53件 発明大賞 

中小企業優秀新技術・

新製品賞 
23回 

りそな中小企業振興財団との共催で、独創的・市場性

に富んだ新製品や技術を表彰することを通じて、中小企

業の振興と発展を期している。 

416件 中小企業庁長官賞

モノづくり連携大賞 6回 

モノづくり分野における産学官連携事例を表彰する制

度。我が国の産学官連携やモノづくり力向上を側面支

援するもので、大学などアカデミックな機関の研究成果

を世の中に広く役立てる「知の実用化」を後押しする。 

44 件 モノづくり連携大賞

日本でいちばん大切に

したい会社大賞 
1回 

①人員整理、会社都合の解雇をしていない ②下請企

業、仕入先企業へのコストダウンを強要していない ③

障害者雇用率は 1.8％以上であること ④黒字経営であ

ること ⑤重大な労働災害がないこと 以上の 5つを守

る企業を表彰する。 

55件 経済産業大臣賞 
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4.4 ロボット大賞の課題とあり方について 

4.4.1 第 1回 調査研究専門部会における検討 

 

・ロボット大賞では、事業規模が異なるサービスロボットと産業用ロボットを同列に表彰 

することは良くない。過去の応募者の中には、ビジネスモデルを提案したのに評価され

なかったという声もある。 

 

・ロボットによる新しいビジネスモデルのアイデアコンテストや部門を作ってもよい。こ

の場所にロボットを導入して、コスト計算まで行って運用するなど、個別のアイデアを

表彰する。 

 

・ロボットのビジネスモデルコンテストは、人材を育成する意味でも良い取り組みになる。

今後はキラーコンテンツが必要になり、ロボット大賞でもキラーコンテンツになりえる

ものは大事にするべき。 

 

・ロボットに関連する分野でロボットテクノロジーを活用した事例を表彰することも良い

コマツのコムトラックスは、各建機の位置情報だけではなく、稼働情報をもとにメンテ

ナンス時期の自動通知などを行い、関連販社や商社に流通することで様々なサービスに

つなげている。ロボット分野でも参考になる。 

   

・RTを活用した新しいサービスやビジネス手法を表彰する。 

 

・ルンバのように現在の規制や収入でも購入できるようなロボットを表彰することも大切。 

 

・ロボット技術は、自動車など多くの家電にも利用されている。そのようなものもロボッ

ト大賞として表彰するのか検討する必要がある。 

 

・各応募者の受理（ロボットか否か）については、委員会で判断すれば良い。 

 

・ロボット大賞では社会システムの構築やビジネスモデルなどの新しい分野をどう加えて

いくか、応募要項を再検討する必要がある。 

 

・推薦することも考えられるが、推薦の仕方が難しい。他薦された場合は受賞に対する期 

待が高くなる。 

 

・各学会では、ノミネーション委員会なども設置しており、ロボット大賞でも委員で推薦

するロボットを検討しても良い。 
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4.4.2  第 2回 調査研究専門部会における検討 

 

・第 1回ロボット大賞（2006年）には大学や中小・ベンチャー企業の応募が多くあったが、

2 回（2007 年）、3 回（2008 年）と応募が減っている。応募件数を増やすには、大学、

中小・ベンチャーの参加を増やすことが必要になる。 

 

・大学からの参加は必要だが、技術開発のみでビジネスモデルが確立していないものを表

彰するとロボット大賞の目的と異なってくる。 

 

・ロボット大賞を実施する大前提として、経済産業省では「ロボット産業をソリューショ

ンビジネス産業へとシフトする」という「RT戦略」を、現在も基本戦略としているのか

を確認しておきたい。10 年前に打ち出した RT 戦略を仕切り直して実施するというので

あれば、その中核を担うシステムインテグレータ、すなわち RT システムプロデューサ

ーを表彰する方向性へと改めるべきである。 

 

・これまで積み重ねてきた実績とイメージが定着しつつあるので、踏襲する部分は大事に

して、新規部門などはプラスアルファで検討した方が良い。 

 

・公共・フロンティア部門は応募件数が少ないので、部門として必要かどうか。 

 

・公共・フロンティアは、事業性よりも社会全体として必要かどうかの評価となるので部

門として残した方が良い。また、中小・ベンチャー部門が 2回目より無くなっているが、

部門があると中小企業は応募しやすい。 

 

・第 1 回の大賞を受賞した富士重工業は、ハードだけでなく、無人で掃除をするビジネス

モデルが評価された。例えば介護分野では現場に導入した際の工夫や仕組みを評価して

も良い。 

 

・ビジネスモデル単体で評価するのでなく、ロボットや部品・ソフウェアとセットで評価

すべき。グーグルでは検索エンジンと広告がセットで成り立っている。 

 

・ロボットや事業性を評価する際、プロが見て判断すべきであり、審査委員の選出も再検

討する必要がある。 

 

・これまでは著名人や他分野からの委員が多いが、次回（第 5 回）はロボット分野の専門

家を多く含めた方が良い。 

 

・過去のロボット大賞では、販売実績が重視されてきたので、ロボットを使用して新しい

ビジネスモデルのアイデアを出してもらい、表彰することも考えられる。 
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・現在のロボットでは、導入部分で法規制や価格や安全の問題がある。導入におけるプロ

セスなどの例を評価して表彰すべき。 

 

・最近はパナソニックの松下記念病院など、導入事例がいくつか出てきている。 

 

・ロボットはあるが、適用されていないものを評価するかどうか。大学や中小企業などは

研究開発したロボットが多くある。新しいカテゴリを作って、今後のビジネス化など将

来性で評価する。 

 

・適用事例がないロボットを表彰することで、社内や大学で製品化や開発の加速につなが

るのであれば良いと思う。 

 

・大学などにおける研究成果や研究者に対しては、学会などで表彰されており、あえてロ

ボット大賞で表彰する必要はないと判断される。 

  一方、例えば、仮につくば市が Segway や Winglet などパーソナルモビリティを組み込

んだ「未来都市交通システム」として応募し、有効性が認められるモデルであれば、規

制緩和を促すという意図を込めて表彰することはあり得るわけで、こうした社会システ

ムなどを表彰する枠があるのが望ましい。 

 

・実証実験などを表彰することは良いと思う。グッドデザイン賞はモノではないものを対

象としている。社会システムをデザインした観点から表彰している。 

 

・社会実装とか社会適用など、どうやって導入されたかを表彰するカテゴリを新設してみ

ると良い。ロボット単体ではなく、ロボットを含んだシステムインテグレーションなど。 

 

・開発者と利用施設が連名で応募してもらい、適用事例を世間に紹介することは業界全体

に良い波及効果を与えるのではないか。 

 

・次回（第 5 回）はマーケットや販売実績の大きさでなく、小さくてもそれぞれの価値に

よって評価すべき。 

 

・RT 活用事例を浸透させることが重要で、RT はロボットだけでなく、いろいろなモノに

組み込まれている。ロボット大賞では、ロボットが社会的な技術インフラとしてインパ

クトがあることを発信していく必要がある。次回はノミネート委員会を設立して幅広く

応募してもらうことも良い。 

 

・ノミネート委員会は、審査委員会と独立する必要がある。 
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・実績だけでなく、ユーザーを惹きつけるデザインなど将来のポテンシャルを評価するこ

とも考えられる。一般投票を行っても良い。 

 

・ビジネスモデルのみを評価することは難しいが、デザインを評価することは考えられる。 

  ただし、ロボットデザインのコンテストを過去に行った例では、対象者に賞のメッセー

ジを明確に伝えないと、応募件数も少なくて苦労する。ロボットデザインの登竜門とし

て行うのは良い。 

 

・市場の不完全性を補う意味でデザインを評価するのは良い。ユーザーも分かりやすい。 

 

・ロボット大賞と同時期に経産省が関係するコンテンツを表彰する取り組みがあるので、

そちらと連携することも考えられる。 

 

・ロボット産業の発展に貢献した人物を表彰することも良い。 

 

・過去の実績への評価も大切だが、未来志向で考えると、産業分野におけるシステムイン

テグレータに加え、今後、非産業分野での活躍が期待される RT システムプロデューサ

ーの地位向上を促し、こうした人材や組織を増やすという目的から、彼らをターゲット

にした表彰枠があってよい。特に後者を増やしていかない限りは、非産業分野にロボッ

トもロボット技術も広がっていかないし、ロボット産業の活性化につながらない。 

 

・次回は募集要項のなかに、震災に関わるロボットは実績に関わらず、参加を促すような

記載したら良い。 

 

・社会実装部門を新設した場合、海外のロボットを活用した事例は表彰するのか。 

  アマゾンの物流システムなどは実績もある。 

 

・現在の募集要項では、国内で活躍したロボット、使われているロボットであれば海外の

ロボットでも構わないとしている。レゴも過去に受賞している。 

 

・社会実装・システムインテグレーション部門を新設した場合、評価軸がはっきりしない 

ので応募する側も難しいと懸念される。 

 

・新設の部門は、応募の対象期間を過去 5年にするなどした方が良い。 

 

・社会実装の部門を新設することにより、ロボット単体を評価することより、導入した施

設や病院など全体システムに注目が集まる。例えばパロを導入した病院やつくば市など。 

 

・応募者に分かりやすく伝えるには、ロボット活用部門などのネーミングも良い。 
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・ユーザー側を評価するには応募しやすいように、個別に説明や推薦が必要となる。 

 

・活用側を評価することによって川上から川下まで表彰できる。 

例えば郵便事業で産業ロボットを活用した例などが出てくればおもしろい。 

 

・先日新聞に掲載されたキャノンのロボットシステム導入などは、産業用ロボット部門で

評価したい。病院などでの活用事例と産業用ロボットの活用事例は異なる。 

 

・ロボット活用部門などの名称を検討し、実績を重視するのではなく、将来性を評価する。 

 

・製造業での活用事例は産業用ロボット部門へ応募してもらうように応募要項に記載した

方が良い。 
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5 章 まとめ 「ロボット大賞」表彰事業の見直し案の提示 

 

5.1 次回「第 5 回 ロボット大賞」に向けての見直し案 

 

① ロボット活用部門（仮称）を新設する 

 

② 中小・ベンチャーが担う小さなマーケットでのロボット／RTを積極的に評価する 

 

③ ノミネート委員会（仮称）などを新設し、ロボット／RT の広がりを公知し、応募数の

増加に努める 

 

④ 審査委員会委員は、現時点では専門家を中心として構成する 

 

 

 

5.2 次回「第 5 回 ロボット大賞」に向けての提言 

  前項の改善案について、それぞれの意図を以下に述べる。 

 ①「ロボット活用部門」（仮称）は、新たなビジネスモデルや社会モデルの提示により、

サービスシステムから社会システムまでロボット／RT の実装につなげた例（つなげる可能

性が高い例）を評価することを目的とする。過去のロボット大賞でも「公共・フロンティ

ア部門」で公益性の高いロボット／RT を評価していたが、同部門の新設により、その考え

をより一層進める。 

「3.5」で述べた従来のロボット／RT開発企業（専門家）主導による事業創出のアプロー

チに加え、サービス事業者や RT システムプロデューサーなどの主導によるアプローチも明

確に評価対象とすることで、ロボット／RT のサービスおよび社会への実装の促進につなげ

る。 また、サービスロボットでは、特に「安全」の問題が大事で、この安全問題を含めて 

F/S出来るシステムインテグレータやシステムプロデューサーを表彰することによりこれ

らの育成につながることが期待される。 

なお、ここでいう社会モデルとは、例えばパーソナルモビリティを活用した未来都市交

通モデルから介護福祉ロボット／RTを活用した次世代介護サービスなどを指す。さらに

「3.5.3」で触れた、より上位概念となる社会システムも含む。ロボット／RTのようなイノ

ベーティブなシステムと秀逸な社会モデルとの組み合わせにより、暮らしや社会に新たな

価値として、その有効性を提示したとしても、現在の法制度の下では運用が困難なケース

がある。表彰を通じて社会的価値をより一層向上し、実運用につなげることも目指す。 

 

②の中小・ベンチャーが開発するロボット／RT を積極的に評価することは、小さいマー

ケットでもロボットが活躍する場があることを明示し、多くの中小・ベンチャーに業界へ

の参入を促すことを目的とする。併せて、ロボット大賞の応募数の増加にもつながること

と期待される。 
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  ③のノミネート委員会による推薦は、カーロボティクスやスマートハウスに代表される、

ロボット／RT 応用システムが徐々に社会に浸透しつつあることを公知し、それへの関心を

喚起することを目的とする。第 1回で優秀賞に選出した「はまで式全自動イカ釣り機」は、

熟練の技である「シャクリ」の数値化、自動制御としての実装を評価したが、一般の方に

もロボット／RT応用システムの一例として認知してもらい、ロボット／RTが社会に浸透し

つつあることを理解してもらった。ただ、こうした方向性での審査が単発にとどまり、ロ

ボット／RT への理解が進展していない。同委員会の設置により恒常的な取り組みとし、ロ

ボット／RTへの関心を喚起する。 

 また、こうした審査はロボット研究者が見落としている社会のニーズに気づきを与え、

自身が保有するロボット／RT（要素技術）の研究の方向性をシフトしてもらうという意図

も込めている。 

 

 ④の審査委員会の選考については、過去のロボット大賞は各分野の著名人から構成され

る審査委員会によりロボット／RTを評価してもらった。その半数以上はロボット／RTの非

専門家が占める。各審査委員の専門分野からロボット／RT を評価してもらい、表彰を通じ

て、その社会的価値を公知することをおもな目的としている。 

しかしながら、現在もロボット市場の大半を産業用ロボット市場が占めることからわか

るように、ロボット／RTは一般社会へと広がっていない。このような限定的な市場に対し、

外部から、しかも非専門家がロボット／RTを正しく理解したうえで評価を下すのは難しい。

こうした評価システムは時期尚早と判断される。 

 したがって、次回「第 5 回 ロボット大賞」は、現在のロボット／RTの広がりに見合った、

専門家から構成される審査委員会を組織し、ロボット業界側から社会に向けて発信する方

向で運営する。専門家はロボット技術者やロボット研究者に限定せず、ロボット／RT によ

るサービスイノベーションを達成したサービス事業者などロボット／RT に明るい人材も含

まれる。社会的価値が高いロボット／RT を適切に審査・表彰することで有益なシステムを

発信し、社会実装が果たされたときには再度、非専門家に審査に参加してもらうことで、

より一層の価値創出に寄与してもらうことを次回以降の目標としたい。 

 

 また、審査委員には 30～40代の若手のロボットベンチャーの経営者や若手研究者が参加

することを求めたい。今後、数年～数十年先にかけて、ロボット／RT 市場の創出を担うの

は彼ら自身であり、そうした自覚を強く持ってもらいたいというのが第一の理由であり、

また、国家プロジェクトを担ったり評価を下したりする次代の人材の輩出・育成につなげ

るという試みも、ロボット大賞のスキームに包含したい。 
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