
第５回 ロボット大賞 事業報告書 

主催：経済産業省、一般社団法人日本機械工業連合会 

平成25年3月 

本事業は競輪の補助を受けて、 

実施しています 



【名称】 日本名：第５回 ロボット大賞 

      英語名：The 5th Robot Award  

 
【主催】 経済産業省、（一社）日本機械工業連合会 

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

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

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

     （公財）テクノエイド協会、日本科学未来館   ※順不同 

 
【目的】   ロボット及びロボット技術（RT）は、機械工学、エレクトロニクス、情報技術など幅広い要素   

     技術から成り立ち、顧客の課題解決に向けシステム統合がなされる。ゆえに、産業分野にお 

     ける変革と共に、我が国が抱える少子高齢化や、それに伴う労働力不足など様々な課題に 

     対し「解」を提示することが可能であり、また、その社会実装により公益性の高い新社会シス 

     テムの創造につながると期待される。 

    本事業では、募集期間内に運用され、かつ将来の市場創出への貢献度や期待度が高いと 

   判断されるロボットやRT要素技術、その応用により有効性を提示したビジネスモデル等も含 

   めた表彰を通じて、以下の3項目の実現を目的とする。 

    なお、RTとはロボット技術を広義に捉えた概念であり、ソリューションビジネス産業への移   

   行を促す産業戦略を表現したキーワードでもある。 

「第５回 ロボット大賞」
公式ロゴマーク 
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１．ロボット／RTの実用化を促進し、研究開発の高度化ならびに次代の人材育成につなげる 

【事業目的】 

２．ロボット／RTの有効性を提示し、サービスプロセス・イノベーションの創出を促す 

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



【表彰位】  ・第５回 ロボット大賞 （経済産業大臣賞）・・・１件 

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

 

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

         優秀賞の中から、「中小企業ならではの柔軟な発想」などを活かした最も優秀なロボット・システム   

         又は部品・ソフトウェア等 

  

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

         優秀賞のうち、ロボット産業の振興において特に優れたロボット・システム  

         または部品、ソフトウェア等 

 

                   ・優秀賞・・・複数 

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

 

        ・審査委員特別賞 （該当の場合のみ授与） 

         一定の分野において特に優れたロボット・システム、または部品、ソフトウェア等 

         ※第５回ロボット大賞では、「次世代産業特別賞」、「社会貢献特別賞」の２件が授与された。 

 

 

【募集部門】 ≪サービスロボット部門≫ 

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

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

 

                     ≪公共・フロンティアロボット部門≫ 

          災害探索・復旧、海中調査等、特殊環境で営利を目的とせずに働くロボットおよびシステム 

 

                     ≪部品・ソフトウェア部門≫ 

          ロボットの一部を構成する部品またはソフトウェア 

 

                     ≪ロボットビジネス／社会実装部門 ≫（新設） 

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

 
 ■ （新設） ロボットビジネス／社会実装部門の目的 
 

 ・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。 

    既存のサービスロボット部門、公共・フロンティア部門も含むが、ビジネスモデルや社会モデルの新規性 

    ならびに有効性も重視して評価する。 

 

 ・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等の主導によるアプローチも評価対象とすることで、ロボット／RTのサービス 

   および社会実装の促進につなげる。 

 

 ・サービスロボット分野は、各事業者などの要件に応じた個別対応が必須であり、それを担うRTシステム 

  プロデューサー も表彰対象に包含することで、これを担う人材の育成・輩出につなげる。  
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【審査対象】 
 

・募集対象となるのは、概ね3年以内に日本国内で運用されたロボットや、近い将来、活躍が期待  

  されるロボットのうち、審査委員に当該ロボットを十分に審査する機会が与えられるもの。 

 それらを構成するロボット部品やソフトウェア。 

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

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

  ム構築例は、他と同様に概ね3年以内の運用とする。 
 

 また、「ロボットビジネス／社会実装部門」の新設に伴い、ロボットを利用するユーザー（事業者、  

  NPO、自治体等）、その開発を担ったシステムインテグレーターおよびRTシステムプロデューサー(*)  

  （組織や個人）を表彰対象に加える。 

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

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

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

      有する人材や組織。システムインテグレーターも包含する。 

                                                                                    （ロボットビジネス推進協議会 幹事 石黒周氏による） 

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

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

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

  ものは本事業の募集対象となる。 

 

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

 

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

 

 

 

【評価要素】    
 
 

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、メリットおよびニーズの大きさ、 

  公益性 等 

 

② ユーザーの視点に立った評価 

 ・利便性、実用性、経済性、デザイン性、維持コスト 等 

 

③ 技術的先進性 

 ・新規性、独創性、安全性、技術的安定性、動作環境の汎用性や操作性 等 

 

④部門毎による評価 

 ・部門毎に特別評価要素を定め、評価を行う。 
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 【募集方法】 「第５回 ロボット大賞」公式ホームページにて応募エントリー後、 
          応募用紙をダウンロードして必要事項を記入。応募用紙と動作確認用の映像資料を郵送。 
 
 【募集期間】 ２０１２年７月６日（金）～８月１７日（金） （当日消印有効） 
 

 【応募数】 総数８３件 （前回９２件） 
 
      ※（  ）は前回件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【委員会】 

部門 
応募 

総数 
うち中小・ベン
チャー企業 

うち大学 

・研究機関 

サービスロボット部門   １８件（４８件）   ８件（２０件）   ２件（１０件） 

産業用ロボット部門  １８件（１６件） ６件（６件） ０件（０件） 

公共・フロンティアロボット部門  １６件（１１件） ４件（２件） ６件（５件） 

部品・ソフトウエア部門   １５件（１７件）  ７件（１０件） ２件（２件） 

ロボットビジネス／社会実装部門   １６件  ５件   ２件 

合計    ８３件（９２件）  ３０件（３８件）  １２件（１７件） 
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役割：審査・運営委員会での審議事項に関する決定         

①募集要項の決定   

②各表彰位の決定 

《審査特別委員会》 

 役割：実施要項の検討、審査を行う 

 ①実施要項の検討 

 ②応募書類の審査 

  ③最終候補の審査および現地調査 

《審査・運営委員会》 《ノミネート委員会》 

役割：優れたロボット、部品、事例を推薦する 

①部門毎の推薦ならびに紹介 

②推薦文の確認など 



  

  【審査特別委員会】  

    （委員長）  

   三浦 宏文     工学院大学 顧問 

   （副委員長） 

   川村 貞夫     立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 

   （委員） 

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

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

   岸 宣仁         経済ジャーナリスト 

   清水 伸ニ    上智大学 理工学部 機能創造理工学科 教授 

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

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

      冨士原 寛   （一社）日本ロボット工業会 専務理事 

      向殿 政男        明治大学 理工学部 情報科学科 教授 

 
 【審査・運営委員会】 

  （委員長）    

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

   （副委員長）    

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

      （委員）     

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

       金岡 克弥       立命館大学 総合理工学研究機構    

                               先端ロボティクス研究センター チェアプロフェッサー 

   黒田 洋司    明治大学 理工学部 機械工学科 准教授       

   小平 紀生    （一社）日本ロボット学会 副会長   

   小西 康晴    ㈱ロボリューション 代表取締役                 

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

              統合知能研究グループ 主任研究員 

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

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

    村上 弘記      （公社）計測自動制御学会                 

               システムインテグレーション部門 部門長 

    吉見 卓       芝浦工業大学 工学部 電気電子学群 電気工学科 教授 

 
  【ノミネート委員会】  

       （委員長）   

    広瀬 茂男     東京工業大学 大学院理工学研究科 卓越教授 

               スーパーメカノシステム創造開発センター センター長   

    （委員） 

      坪内 孝司       筑波大学 システム情報系 知能機能工学域 教授   

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

                            サービスロボティクス研究グループ 研究グループ長     

        今堀 崇弘     日刊工業新聞社 電子メディア事業室 企画委員  ロボナブル編集長 
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   審査特別委員会 2012年7月5日 

   審査・運営委員会 2012年6月19日 

  ノミネート委員会 2012年7月13日 

 

・第1回審査・運営委員会   
 内容：応募要項・実施内容の検討 
 6月19日（火） 13：30～15：30  場所：機械振興会館6階6D-3 
  
・第1回審査特別委員会    
 内容：応募要項・実施内容の決定 
 7月5日（木） 10：00～12：00  場所：経済産業省別館11階1107会議室 
 
・応募受付・・・7月 6日（金）～8月17日（金） 
 
・ノミネート委員会   
 内容：推薦候補の検討 
 7月13日（金） 14：00～16：00  場所：機械振興会館6階6S-2 
 
・8月下旬・・・・書類審査（審査・運営委員にて審査） 
 
・第2回審査・運営委員会 
 内容：最終候補の決定 
 9月4日（火） 14：00～17：00  場所：機械振興会館6階6D-3 
 
・現地調査（審査・運営委員にてヒアリング調査） 
 
・第3回審査・運営委員会 
 内容：最終受賞候補10件の選定 
 9月24日（月） 13：30～17：30  場所：機械振興会館6階6D-3 
 
・第2回審査特別委員会 
 内容：最終受賞ロボット10件の決定 
 10月2日（火） 13：00～15：00  場所：経済産業省別館10階 1012会議室 
 
・プレスリリース（受賞位の発表） 10月10 日（水） 
 
 
≪表彰式および合同展示 場所：東京ビッグサイト 東ホール≫ 
 

・表彰式  10月17日（水） 10：45～11：45   
・受賞ロボット展示 10月17日（水）～19日（金）の3日間 
・受賞者プレゼンステージ 10月18日（木） 14：00～16：30 
 
・第4回審査・運営委員会 
 内容：事業総括および来年度の検討 
 2013年2月1日（金） 16：00～17：30  場所：機械振興会館5階507会議室 

  受賞ロボット合同展示  10月17日～19日 



○第5回 ロボット大賞（経済産業大臣賞） 

生活支援ロボットソリューション事業の推進 

 
＜開発者＞ 

パナソニック㈱、松下記念病院 
 

＜概要＞ 

薬剤関連ロボットや自律搬送ロボット等を、病院を模擬した 

環境に展示することで、顧客に導入イメージを形成し、 

コンサルティングによって病院の現場と経営の課題を 

総合的に検討した上でロボットを用いたソリューションを提案し、 

病院へのロボット導入に繋げるビジネスモデル。 
 

＜審査委員会講評＞ 

従来型のサービスロボット単体売りではなく、同社のロボット群と周辺機器を組み合わせたソリューションを 

商品とすることで、ロボットの利点が最大限活かせる周辺環境とともにロボットを導入できるビジネスモデルを 

実現している点が評価された。 

 
○最優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁長官賞） 

ロボット用３次元ビジョンセンサ「ＴＶＳシリーズ」 

 

＜開発者＞ 

㈱三次元メディア 
 

＜概要＞ 

バラ積みピッキングやアライメント（位置合わせ）用途の 

３次元ビジョンセンサ。各メーカーのロボットに接続可能な 

インタフェースや連携プログラムを用意しており、導入が容易である。 
 

＜審査委員会講評＞ 

ニーズが高いバラ積みピッキングに適した３次元ビジョンセンサとして開発され、複数メーカーのロボットに 

対応可能である点が評価された。今後、同センサの利活用の実績が広がるものと期待される。 
 

 

 

○日本機械工業連合会会長賞 

知能化組立ロボット「Ｆシリーズ」 

 

＜開発者＞ 

三菱電機㈱ 
 

＜概要＞ 

知能化技術を実装したロボットに、力覚センサや３次元ビジョン 

センサなどを組み合わせた知能化ソリューションとして提供する 

ことで、力覚制御やバラ積みピッキングなどを利用しやすくした。 

 

＜審査委員会講評＞ 

NEDOによる委託事業の成果をパッケージ展開することで、高度な知能化技術を扱いやすくしたことに加え、 

これらを活用したロボットセル（ロボットによるセル生産）により複雑な組立作業が行えることを示し、 

変種変量生産に対応するロボットセルの可能性を広げた点が評価された。 
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○次世代産業特別賞 

フレキシブルな自動組立ラインを実現するヒト型ロボット「NEXTAGE」 

 

＜開発者等＞ 

グローリー㈱、川田工業㈱ 
 

＜概要＞ 

可動式頭部カメラ及び双腕を備えた、人間と同程度の大きさの 

ヒト型産業用ロボット。手作業の高い柔軟性を再現するため、 

道具や装置を利用して、多種の作業や製造方法の変更に対応できる。 

ケーブルやゴムバンド等の柔軟物を扱う貨幣処理機組立工程に活用 

されている。 

  

＜審査委員会講評＞ 

器用に動く双腕等によって、人間が行う作業をそのまま置換するという、従来の産業用ロボットとは 

異なる発想で自動化を達成。次世代の生産ラインの構築が期待される点が評価された。 

 

 
○社会貢献特別賞 

原発対応ロボット「Quince／Rosemary」 

 

＜開発者＞ 

千葉工業大学 
 

＜概要＞ 

東京電力福島第一原子力発電所事故の収束及び今後の廃止措置に 

向けた作業に導入されているモニタリングロボット。高い走行性能に 

よって様々な条件の段差や階段に対応し、現地の状況に合わせて 

通信方法や操縦性に改良を加えられている。 
 

＜審査委員会講評＞ 

ロボットを現場に導入するために必要な現場作業ニーズとの擦り合わせや操縦者の訓練などを積極的に行い、 

長期間にわたって有効に活用されている点が評価された。 

 
 

○サービスロボット部門「優秀賞」 

球面超音波モータを使用した「管内検査カメラロボット」 

 

＜開発者＞ 

㈱キュー・アイ、東京農工大学 
 

＜概要＞ 

水道管や工場配管等の管内を検査するロボット。 

先端部に球面超音波モータを用いることで、カメラ部小型化と視野拡大を 

同時に達成し、これまで不可能であった小口径・曲がり管の詳細検査を 

可能としている。 
 

＜審査委員会講評＞ 

球面超音波モータの最適な利用方法を示すとともに、配管検査用カメラでの実績を背景に、容易に扱える 

管内検査カメラロボットとしてまとめ上げた点が評価された。 
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○産業用ロボット部門「優秀賞」 

ロボットの自在性を活かした「3次元鋼管曲げ(3DQ)ロボット」 

 

＜開発者＞ 

新日鐵住金㈱、住友鋼管㈱ 

日鉄住金プラント㈱、㈱安川電機 
 

＜概要＞ 

鋼管に対する３次元的な熱間曲げ焼き入れ加工を一工程で実施する 

産業用ロボット。既に複数の自動車部品の生産で活用されており、 

鋼管による車体構造を実現し、自動車の軽量化と高強度化を両立。 
 

＜審査委員会講評＞ 

塑性加工の専門知識を背景に、ロボットによる複雑形状の超ハイテン（高強度化）鋼管部材の製造を 

実現したことと、ロボットの利用により生産システムを簡素化したことを評価。また、クルマの環境性能と 

衝突安全性の両立に寄与し、有効な生産システムになり得る点も評価された。 
 

 
○公共・フロンティア部門「優秀賞」 

自律型海中ロボット「Tuna-Sand」 

 

＜開発者＞ 

東京大学生産技術研究所 浦研究室 

㈱海洋工学研究所、（独）海上技術安全研究所 
 

＜概要＞ 

ケーブルに移動を制限されることなく広範囲の海底面を全自動で 

探査することが可能な自律型海中ロボット。2010年に富山湾において 

ベニズワイガニの生態を解明。水産資源や海底鉱資源調査の活用が期待される。 
 

＜審査委員会講評＞ 

従来に無い、高精度な自動観測が可能で、海底地点の詳細画像の撮影に成功するなど情報収集で高い 

実績をあげている。海底調査は周りを海に囲まれる日本とって必要不可欠であり、それを支援する重要な 

システムである点が評価された。 

 
 

○部品・ソフトウェア部門「優秀賞」 

次世代ロボット向けＲＴシステム「SEED Solutions」 
 

＜開発者＞ 

ＴＨＫ㈱ 
 

＜概要＞ 

ＦＡ向けの小型の分散ネットワーク制御システムを構築するための 

相互通信機能、モータ等の制御機能、ドライバ及び開発・設定環境 

等を一体化した小型のモジュール。 
 

＜審査委員会講評＞ 

アクチュエータやコントローラ、ドライバなどロボットの構成要素をコンパクトにまとめており、その利用により 

ロボット用エンドエフェクタ（ハンド等）を容易に構築できる。FA分野はもちろん、組込み分野等の他業界、 

教育分野など幅広い利用が見込まれる点が評価された。 
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○ロボットビジネス／社会実装部門「優秀賞」 
災害現場で活躍する「次世代無人化施工システム」 
 
＜開発者＞ 
鹿島建設㈱、㈱熊谷組 
 
＜概要＞ 

有人での復旧作業が困難な大規模災害現場において、 

建設機械等を遠隔操作して工事を行うシステム。 

2011年、東京電力福島第一原子力発電所での瓦礫撤去や、 

台風12号による奈良県の天然ダム対策等において、 

迅速に施工システムを構築して対応した。 

 

＜審査委員会講評＞ 

遠隔操作システムやオペレータの状況を常に把握し、 

また、運用のたびにシステムのブラッシュアップやオペレータの 

教育を行うことで、現場に即導入できる体制を敷いている。 

海外製ロボットに先行して、東京電力福島第一原子力発電所 

事故に対応できた要因がここにあり、事故対応での高い実績に 

加え、こうした普段から技術を維持する姿勢が評価された。 
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東京電力福島第一原子力発電所災害復旧工事 

（鹿島建設㈱） 

野迫川村北股地区の斜面崩壊災害復旧工事 

（㈱熊谷組） 



 【日時】 ２０１２年１０月１７日（金）１０：４５～１２：００ 

 【場所】 東京ビッグサイト 東３ホール、メインステージ 
 【参加者】 約１２０名  

（講評）審査特別委員会 三浦宏文委員長 

                           表彰式  
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（受賞者代表挨拶）パナソニック 野村常務 （主催者挨拶）日機連 伊藤源嗣会長 



 ■受賞ロボットプレゼンステージ   10月18日（木）14：00～16：30 参加者：約350名  

            受賞ロボットプレゼンテーションステージおよび合同展示  
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会場風景 講演風景 

パナソニック ヘッドケアロボット 三菱電機  知能化組み立てロボット 

千葉工業大学 QUINCE グローリー／川田工業 NEXTAGE 

東京大学 TUNA-SAND 合同展示風景 

 ■受賞ロボット合同展示  10月17日（水）～19日（金） 10：00～17：00  来場者数：9,413名  



                   「Japan Robot Week 2012」として初開催  
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【目的】 最新のロボットの展示と大型フォーラムなどを同時開催し、我が国のロボットの社会実装と 

      技術革新を進め、ロボット産業の活性化を図る為に開催する。 

 

【日時】 2012年10月17日（水）～19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】  62社・団体 203小間 
 

【来場者数】 10月17日（水） 2,873名                     10月18日（木） 2,946名    

                     10月19日（金） 3,594名                 合計              9,413名 

 

【同時開催イベント】 

主催：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO) 

内容：国際ロボットフォーラムの開催や生活支援ロボット、     

     医療/介護ロボット、災害対応ロボットの実演と体験会を行う。 

主催：経済産業省、（一社）日本機械工業連合会 

内容：受賞式とロボット大賞（経済産業大臣賞）他、 

         受賞ロボットの合同展示を行う。 

  

主催：サービスロボット技術交流事業実行委員会 

    （神奈川県、（一社）日本ロボット工業会、 

            日刊工業新聞社） 

内容：最新の介護・福祉ロボットや移動ロボットなど展示。 

主催：茨城県、つくば市 

内容：つくば国際戦略総合特区に関わるフォーラムのほか、 

    展示会場では、特区のロボットプロジェクト紹介を行う。 

【オープニング テープカット】 【主催者代表 登壇者】 

 

・経済産業副大臣 近藤洋介 

 

・（独）新エネルギー産業技術総合開発機 

 理事長 古川 一夫 

 

・神奈川県 副知事 黒川 雅夫 

 

・つくば市長 市川 健一 

 

・（一社）日本機械工業連合会 

 会長 伊藤 源嗣 

 

・（一社）日本ロボット工業会 

 専務理事 冨士原 寛 

 

・日刊工業新聞社 

 取締役社長 井水 治博 
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■東京ビッグサイト 東3ホール 



                 「Japan Robot Week 2012」来場者アンケート  

15 

■入場登録時のアンケートより（対象1,000名） 



                 「Japan Robot Week 2012」来場者アンケート  
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■ 来場者アンケート 
 

合同展示会場内にて来場者アンケートを実施した。 
※回答数は全１６１件 
 
 ≪回答結果≫  

             「第5回ロボット大賞」合同展示ブース来場者アンケート  
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  件数 ％ （前回結果） 

 知っている 62 38.5% 23.0% 

 聞いたことがある 60 37.3% 30.4%  

 知らなかった 39 24.2% 45.6% 

問１．ロボット大賞は知っていましたか？ 

問２．合同展示の中で、一番印象に残った受賞ロボットはどれですか？ 

【受賞者名】 

  件数 

 パナソニック 42 

 千葉工業大学 40 

 グローリー／川田工業 13 

 新日鐵住金 他 13 

 鹿島建設／熊谷組 10 

 三菱電機 9 

 キュー・アイ／東京農工大学 3 

 東京大学生産技術研究所 3 

 THK 3 

 三次元メディア 1 

【理由】 

■ パナソニック                                 ■新日鐵住金 

・今、介護士が少ない中でロボットでまかなえるのは素晴らしい    ・正確さ 

・ベッドと車椅子の一体化という発想は実用性が高い          ・ハイテン機の曲げ加工 

・自立支援の取り組み                              ・内外型不要 

・商業化に期待したい 

                                           ■三菱電機 

■千葉工業大学                                  ・汎用性が高い 

・原子力仕様                                   ・セル生産への応用                               

・駆動性                                      ・省スペースで実現した組み立て 

・成果を上げている 

・応用性の広さと耐久性                            ■鹿島建設／熊谷組 

                                            ・原発での活躍は目覚ましい 

■グローリー／川田工業 

・いろいろな効能を実現した                          ■東京大学 

・ヒト型ロボットの可能性を示した                       ・海洋分野でのロボットの可能性を拡げた 

42 40 

13 13 
10 9 3 3 3 1 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



                        来場者アンケート  

18 

問３. 今後どのような分野でロボットが必要だと思いますか？ 

分野 件数 
 介護・福祉・医療 76 

 災害対応 31 

 原発関連 16 

 建設 13 

 製造業 7 

 癒し・コミュニケーション 5 

 危険な作業 4 

 交通 4 

 エネルギー 4 

 住宅 2 

 人命救助 1 

 水中作業 1 

 人間型 1 

問４. 次回の「第６回 ロボット大賞」に応募について 

  件数 ％ 
応募したい 12 7.5% 

応募要領を見てみたい 29 18.0% 

応募はしない 87 54.0% 

無回答 33 20.5% 

【性別】 

  件数 ％ 

男性 123 76.4% 

女性 28 17.4% 

無回答 10 6.2% 
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【年代別】 

  件数 ％ 

 10代 0 0 

 20代 12 7.5% 

 30代 18 11.2% 

 40代 42 26.1% 

 50代 45 28.0% 

 60代 28 17.4% 

 70代 8 5.0% 

 無回答 8 5.0% 

【職種】 

  件数 ％ 

会社員 120 74.5% 

アルバイト 7 4.3% 

主婦 3 1.9% 

学生 3 1.9% 

一般 12 7.5% 

その他 9 5.6% 

無回答 7 4.3% 

  件数 ％ 

電気・電子 30 18.6% 

機械 21 13.0% 

鉄鋼・金属 6 3.7% 

自動車・部品 4 2.5% 

輸送用機器 2 1.2% 

エネルギー 4 2.5% 

プラスチック 2 1.2% 

繊維・衣料 0 0.0% 

化学 7 4.3% 

食品・飲料 1 0.6% 

印刷・出版 4 2.5% 

建設・土木 19 11.8% 

流通・サービス 1 0.6% 

情報・通信 11 6.8% 

商社 7 4.3% 

医療・福祉 9 5.6% 

官公庁・教育機関 15 9.3% 

一般 9 5.6% 

無回答 9 5.6% 

【業種】 
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■応募時に行った「ロボット大賞」に関するアンケート結果 

質問①： 「ロボット大賞」では、今後の事業重点化の方針を検討中です。 

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

     最も当てはまるものに○をおつけください（複数回答可）。 

件数

１．ユーザーへのPR 58
２．マスコミ（テレビ・新聞等）に取り上げられること 37
３．「第5回 ロボット大賞」（経済産業大臣賞）をはじめとする各賞受賞によるロボットの認知度向上 51
４．各種展示会での合同展示による広報効果 26
５．経済産業省等の公共機関への知名度上昇 23
６．その他　（　　　　　　　　　） 5

6. その他の回答結果 

・参画した研究者、技術者へのインセンティブの付与 
 

・『ロボット先進国でありながら高齢化先進国である日本が取り組む先進的取り組み』の海外向けPR   
 

・「ロボット大賞」をバネとして、大学発ベンチャー企業を立ち上げ、かつ、ミニサーベイヤーコンソーシアムを産学官
連携で設立して、新規事業や新規雇用を創出してグローバルビジネスを展開する 

 

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

 サービス用の用途拡大等のために、認知度を向上させ一般の方からロボットのご要望の声を上げて欲しい。 
 そのために積極的な広報活動が必要。  

 ロボット市場の拡大、認知度をあげるためにも、継続して欲しい。 
 また、審査後に受賞されたロボットが、どのような観点から受賞に至ったかなどの審査についての講評があると、 
 今後のロボット開発の参考にもなる。 

  本当にユーザーの為になるロボットを選定してＰＲしてほしい。 ロボットにとって長期で運用できる耐久性や現場適  
 用性も重要な点である。こうした観点からもロボットを選定してほしい。   

 ロボット業界の底辺にある実績のないベンチャーの有能なアイディアや斬新な切り口などの刺激が、周りの世界（他  
 のマーケット）に影響をあたえる部分を評価してほしい。また、オンリー・メイドインジャパン・プロダクトになる可能性 
 のある開発に対しての評価希望。                                                                                                                             

 従来の産業用途のみならず様々な生活環境、社会環境にロボットが普及し、人々にとってより身近な存在となり、 
 日常生活を快適に導くよう、本大賞が運営されることを期待。 

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

 昨今の技術の進歩を考えると2年毎の開催では間が空きすぎる感じがする。 

 自動化技術を新領域へ適用していくためには、開発者・ユーザー・行政が連携していくことが重要と考える。 
 この橋渡しとなるような仕組みができれば大変助かります。 
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 単なる新規性や、研究用として作っただけのものでなく、地味であっても実際に使われ、社会の役にたっている 
 ものが積極的に表彰されてゆくことを望む。 

 小説の世界で「直木賞」「芥川賞」などがあるように、若手エンジニアが一番に目標とするような「ロボット大賞」 
 になって欲しい。  

 今以上に国内だけでなく国際的にもメッセージが配信されるような体系にして頂きたい。  

 ビジネス部門ができたので応募した。ロボットでの事業化は難しいと思われるところがある。弊社が販売してい  
 る教育用ロボットでは事業として成り立つのではないか、これを見たベンチャーの方にもこの教育分野に参入し 
 てほしい、この分野で切磋琢磨できる仲間ができればと思い応募した。                                                           

 今年度から創設された「ロボットビジネス／社会実装部門」は、応募者の門戸を広げることはもちろん、ロボット  
 産業界の現状に即したものであると言え、開発された製品の市場化にむけた良いきっかけになると思う。 

 「ロボット大賞」の表彰数が絶対的に少ないと思われる。優れた真に実用的なロボットやその技術は新産業創  
 出を促進し、新規事業や新規雇用につながる可能性を秘めている。                                                                               

 ロボットなので実際の稼働状況を展示会などで公開し、現場で賞が決まれば、多くの人に見て頂くこともでき、  
 良いアピールができるのでは？  

 ロボット大賞を経済産業省のみならず、総務省、農林水産省などを包含した、「日本ロボット大賞」とすることで  
 各分野の関係者が注目する。その上で各省の表彰があってもよい。 

 見た目でのわかりやすさだけでなく、着実な技術進歩、産業界・ユーザーの意識改革、経済活性化効果等を総  
 合的に評価し、よい技術を広く普及させるための振興的効果を持つ表彰制度としていただくことを期待する。  

 ロボット開発メーカ、技術者の憧れの存在であるロボット大賞をより輝かしいものにして欲しい。 
 今後、日本のロボット技術が世界をリードしていくためには、実用化・社会への貢献度に重きを置いた評価が必  
 要と考える。さらに、Googleマップのようなインパクトのある技術開発、構想を日本だけにとらわれないで掘り起  
 こして表彰し、日本に紹介することも重要な役割と思う。 

 今後日本が向かっていく高齢化社会、少子化社会において、産業ロボットの活用は大変重要なことと認識して  
 いる。ロボット大賞の知名度を更に上げて、この分野の企業、大学の開発が活発になるよう望む。 

 実用化前の技術についても積極的に取り上げて頂き、潜在ユーザとのマッチングの機会となると有り難い。 

 いろいろなロボットの技術が広まるように毎年開催されることを希望する。 

 敷居が高すぎる感じがした。 

 製造現場での各種ロボットの認知度や利点が浸透し、自動化ロボットの導入検討が促進されるような流れをつ  
 くる基点となることが、貴賞のあるべき姿ではないかと考える。 

 日本国内での、次世代ロボット産業が、活性化する為には、RT教育が重要と考えられる。 
 そこで、優れたRT教育を実施している、学校や、学習塾等のRT教育関連部門も、追加してはどうか？ 

 単体のロボットだけでなく、クラウド連携や既存ITシステムと連携した総合的なロボットシステムを評価、表彰で  
 きるようになると良いと考える。 



■募集用チラシ 
 

募集用チラシ（A4カラー、3000部）を作成し、関係企業・団体へ配布しました。 

 

 

                           印刷物  
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■公式ガイドブック 
 

受賞ロボットの特徴をまとめたガイドブック（A4カラー、5000部）を作成し、展示会場で配布しました。 

 

■展示会招待状 
 

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

 



■ 募集に際しての告知 

 

①メール配信 

 ・協力・関係団体の会員 

 ・ロボット大賞メルマガ登録者（300件） 

 ・国際ロボット展他 展示会来場者（約13万件）、 

 ・プレス関係者（約800件） 

 ・ロボット専門サイト「ロボナブル」メルマガ登録者（約300件） 他 

 

 

 

②新聞広告                 ③バナー掲載 

  日刊工業新聞 5段1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Web／新聞 

  財経ネット、日本ロボット学会、 
  自動車技術会、ロボナブル、日本ロボット工業会、 
  情報通信研究機構、J-net 21 
  経済産業省、日本機械工業連合会 
  ビジネスライン、日刊工業新聞 他 
 
   
 
     

                         広報（募集時）  

財経ネット掲載 

メール配信文（一部抜粋） 

日刊工業新聞 ７月１０日 
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ロボナブル掲載 

ロボット展公式HP ロボナブルHP 



■ 受賞式、展示会開催に際しての告知 

 

  ①メール配信 

 ・協力・関係団体の会員 

 ・ロボット大賞メルマガ登録者（約300件） 

 ・国際ロボット展他 展示会来場者（約13万件） 

 ・プレス関係者（約800件） 

 ・ロボット専門サイト「ロボナブル」メルマガ登録者（約300件） 他 

 

 

 

   ②新聞広告 

  日刊工業新聞 全5段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③Web／新聞 
  Tech-on！、ケアステーション、メカニカルテック 
  コ・フェスタ、医療ニュース、ロボット学会 
  J-net 21、経済産業省、日本機械工業連合会 
  ロボナブル、ロボコンマガジン、TEPIA 
  朝日新聞、美容経済新聞、日刊工業新聞  他 
   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     広報（受賞式、展示会の告知）  

   プレスへのメール配信文（一部抜粋） 
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  日経BP Tech-on!  朝日新聞WEB 



①WEB 

時事ドットコム、４７News、 

Big Lobe、朝日新聞WEB、 

アスキー、Yahooニュース 

読売新聞WEB、沖縄タイムス 

マイナビ、ロボナブル、 

ビジネスライン、ロボコンマガジン、 

経済産業省、日本機械工業連合会  

他 

 

 

 

 

②TV  ※Japan Robot Week 全体の報道含む 

NHKニュース７（10月16日） 

TOKYO MX ニュース （10月16日） 

NHK首都圏ニュース（10月17日） 

フジテレビ「めざましテレビ」（10月18日） 

フジテレビ「スーパーニュース」（10月18日） 

テレビ朝日「モーニングバード」（10月22日） 

他 

 

 

②新聞、雑誌 

下野新聞、富山新聞、沖縄タイムズ、 

日刊工業新聞、ロボコンマガジン 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       開催後の報道実績  
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日刊工業新聞 10月17日 日刊工業新聞 12月17日 日刊工業新聞 12月19日 


