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○ 「ロボット新戦略」（2015）：ロボットに関する施策を網羅的に提示（分野横断施策と個別具体分野で構成）
○ 「ロボットによる社会変革推進計画」（2019.7）：ロボットを取り巻く環境変化を踏まえ、上記戦略の更なる推進にも繋がる
分野横断施策を検討、体系化。

•世界シェア：６割弱
•日本製ロボットの８割弱は、
国外向け（国外向けの３割は中国向け）

•中国市場の日本製シェア：
5年で65%→44%
（中国製:13%→27%）

• 導入密度：308台
（従業員1万人当たり）
• 日本は4位（1位韓国（710
台）、2位シンガポール（658台）、
3位ドイツ（322台））

• 社会と繋がるツールとしてのロボット
（アバターロボット）

• 大学発ベンチャーの台頭（例：
Universal Robots（2005年設
立、デンマーク）は世界シェア1位
の人協働ロボットメーカー）

 様々な課題に対応できるシステムインテグレータ（メガインテグレータ）を育成し、ロボットの社会実装を更に推進
 産学が連携し、人材育成やロボット技術の更なる高度化を目指す

Ⅰ．導入・普及を加速する
エコシステムの構築

•業務プロセス、データ連携
等の標準化、安全性、ビ
ジネスモデルの整理

•中小企業等へのロボット導
入に向け、自治体、金融
機関等地域との連携促進

Ⅳ．社会実装を加速する
オープンイノベーション

Ⅱ．産学が連携した
人材育成枠組の構築

•産業界と高専等が連携し、
教員への支援等を実施す
る体制構築

•スキル標準の海外普及
•システムインテグレータに係
る技能検定職種の創設等

Ⅲ．中長期的課題に対応
するR&D体制の構築

•産業界が協調し、産学連携
して基礎・応用研究を実施
する体制構築

•AI等各コミュニティの緊密な
連携、社会実装に向けAIが
活用されやすい環境整備

環
境
変
化

今
後
の
施
策
の
方
向
性

•2020年以降もWorld 
Robot Summitを開
催

•産業界の強いコミットメン
トを得つつ、大学等の
シーズをビジネスに繋げる
仕掛け検討。2024年
頃の実施を目指す

世界市場 日本製ロボット 国内の導入状況 新規プレイヤーの参入

エコシステムの構築、協調体制を創出（ユーザー、メーカー、システムインテグレータ、大学、高専等）

背
景

•産業用ロボット：5年で2倍
（38万台）

•年平均14％成長
•日本：5年で1.6倍（5万
台）

•中国：5年で5倍（13万台）

＜社会変革推進会議取り纏めの概要＞

ロボットを取り巻く環境変化と今後の施策の方向性～ロボットによる社会変革推進計画～
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近畿におけるロボット導入促進支援事業の経緯

・2017年度、ロボットSIerの地域ネットワークである「関西ロボットネットワーク」を発足し、翌2018年に地域のロボット政策の検
討母体である「中小企業におけるロボット導入促進研究会」を設置。

・2019年度、大阪（ロボット導入拠点であるIATCを中心に活動するSIerの民間団体：i-RooBONetwork Forum）、南大阪（HCI 
ROBOT CENTER ）等を先導的モデル拠点と位置づけ、ビジネス展開が出来るSIerの育成支援、およびロボット導入が進まない食品
工場向けの先導モデルの創出を展開。

【前身】
ロボットシステムインテグレー
ターネットワーク構築事業

「関西ロボットSIer
ネットワーク」発足

【前身】
ロボットSIerの連携等に
よる中小企業向けロボッ

ト導入促進事業

「中小企業におけるロボット
導入促進研究会」発足

関西地域の先導的ロボット導入拠点連携事業
ロボットSIerの

地域ネットワーク構築

＜Sler協会との連携＞
支援Sler企業の協会会員への成長

＜母体研究会の発展：スマート生産性向上研究会＞
国、自治体等のメンバーを加え機能強化

関西地域の先導的ロボット導入促進拠点事業＆
ビジネスモデル構築型との連携によるビジネス化

先導的モデル拠点（大阪、南大阪、和歌山）
におけるモデル支援案件の構築、人材育成

Ⅰ.SIer候補企業の高度人材育成
➡ビジネス展開出来るSIerの輩出

Ⅱ.先進モデルの創出支援
➡先進モデル創出＆SIer候補の実践育成

etc.

地域のロボット政策の
検討母体の構築

関西のロボット導入促進支援の経緯

先導的モデル拠点
（大阪、南大阪を中心にした展開）

2

参考資料２



IATC ＠大阪

関西の先導的モデル拠点の取り組み

運営：i-RooBO Network Forum
大阪産業局

HCIロボットセンター ＠南大阪
運営：HCI

ロボッ
ト展示

人材
育成

導入
相談

情報
提供

・人協働ロボットを
中心に8体のロボッ
トを展示

・エンジニアによる
デモやテストとし
ての活用も可能

・年間1000人超
が来場

・実際の設備に近い常設の模擬設備や
ロボットを使った実践的なカリキュ
ラム8講座を用意。

・FAとITの両方に精通したエンジニア
を育成。

・現役ロボットSIerから実務スキルを
学ぶ

・課題に合わせたオーダーメイドコー
スも実施

・WEBサイトに窓口を設置
・ものづくり現場へのロボット導入、自
動化等に対応

・課題等の整理～ライン設計機器選定、
導入、稼働監視までトータルでサポート

・iRooBO会員のロボットSIerが対応

【ロボットシステムインテグレータ(ロボットSIer)とは 】
ロボットSIer (エスアイヤー)はロボットメーカーと導入企業との橋渡し役を担っており、ユーザーの現場課題を分析し、最適なロボットシステムを構築する専門的な職種。
ロボットを導入するにあたっては、ロボットメーカーが設備全体を作ってくれるわけではないので、導入企業は専門業者であるロボットSIerとの連携が重要になる。

Lab
見学

安全
講習

泉大津AI
研究会

情報
提供

・2か月に1回程度の頻度で40～100名
規模のセミナーを実施

・ロボット導入企業向けや技術者向け等
様々なテーマで開催

・SIer協会との連携イベントも多数

・パッケージ化されたロボットが展示
されており導入の課題など実機を
使ってイメージが可能

・ロボットシステムをインテグレート
された装置を13システム展示し、ロ
ボットシステム・AIを実機で体感で
きる

・現在、14
台のロボッ
トを展示

・年間900名
超が来場

・労働安全衛生規則第３６条第３１
号・第３２号に基づいた安全教育を
実施している。

・毎月2回程度実施し受講修了者には特別
教育修了証を発行

・開発されたモデルを理解し、実際
の現場・ビジネスに落とし込む活
動を実施

・固有のロボティクスを持つHCIとの
共同研究により、実機を用いてAI
開発ができることが強み

・年間３回程度、ロボットの最新動
向セミナーを100名規模で実施

・その他、個別企業に対しての情報
提供セミナーなどの実績がある

連携
FA・ロボット システム
インテグレータ協会

ロボット需要の高まりと同時に深刻化しているロボット
SIerの不足に対し、全国でバラバラに活動していたロ
ボットSIerを統括し、事業環境の向上や能力強化など、
ロボット業界が抱える課題を解決していくことを目的と
して発足したロボットSIerの業界団体（一般社団法人日
本ロボット工業会の特定事業委員会）。2018年7月設立。
現在会員は235社。

関西ロボットSIer
ネットワーク

ロボット未活用領域へのシステム導入に向けては高度な技術を要し
SIerの技術力を結集して取り組むべき場面が出てきている。また
SIerの事業領域が拡大する一方で、SIer人材が不足しており、業界
を挙げてこれら課題を克服していく必要がことを背景に発足したロ
ボットSIerのネットワーク。2017年12月発足。現在会員は42社。
近畿経済産業局主催、事務局はi-RooBO Network Forum

事務局として連携 幹事企業として連携

・SIer協会の
情報提供や連携

関西地域の先導的ロボット導入拠点連携事業（2019～）にて、先導的モデル拠点に指定された「IATC」、「HCI ROBOT CENTER」
の事業紹介
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スマート化けの実現に向けた課題

 中小企業では、製造現場のスマート化の重要性を認識しながらも、IoTやAIを実際の現場に導入出来てはいない。その大きな
要因として、IoT導入では、「IoT導入後のビジネスモデルが不明確」というのが一番の理由（図1参照）であり、AIにおい
ても、経営層をはじめとしてAIを認識しながらも、自分事として取り入れる方向に至っていない（図12参照）点が挙げられ
る。

 この為、ロボット、IoT、AI等を導入した際の具体的な効果を検証する先導的導入モデルのF/S検証が必要不可欠。

（出典）2019年版「中小企業白書」（p.292）

◆IoTを導入しない理由

1位：「IoT導入後のビジネスモデルが不明確」

（出展）2020年3月：経済産業省
戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業のAI活用促進に関する調査事業)

◆AI導入を阻む要因

１．経営層のAIへの理解不足
２．AIを開発・運用する社内リソースの不足図1 図2

参考資料４
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 世界全体の出荷台数は5年間で2倍に増加しており、
今後も年平均約10%で増加するなど、大きな成長市場。

 世界のロボットの6割弱が日本メーカー製であり、世界の
ロボット市場を日本が先導している。

 世界も日本も同様に、自動車産業、電機・エレクトロニクス
産業が最大の導入先。「食品」等の三品産業や「プラスチッ
ク、化学」の産業にはロボット導入が進んでいない。

ロボットの市場動向

 ロボット導入が進んでいない産業として、①食品、②プラス
チック、③化学があるが、関西は全国の中でも、①～③の
関連企業が多く集積しており、まだ、政策的にロボット導
入が進んでいない企業（工場）が多い。

 食品では全国の中でも、兵庫、大阪に、また、プラスチックは
大阪、化学では大阪、滋賀に企業が集積している。

ロボット導入が必要な産業（関西の地域性）

 関西には、ロボット導入が必要な産業群が全
国に比べて多いが、ニーズに対してロボット導
入を担う「SIer」が不足（関西比率：
17％）している。

 ロボット導入を必要とするユーザーに対応出
来るだけの、実力を持ったSIerの育成・輩
出が必要不可欠。

関西はニーズに対してSIerが少ない

ロボット導入が必要な産業及びロボットSIerの状況 参考資料5
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令和２年度 取り組みの柱

6

SIer候補、外国人人材の育成、機器メーカーとSIerのコラボ
及び効率的なロボット導入に向けたエコシステムの構築
※令和2年度地域企業イノベーション支援事業（関西地域の先導的ロボット導入促進拠点連携によるロボットSIer育成事業）

先導モデルの創出支援

ロボット導入に係る新たな仕組みづくりの支援

※令和元年度補正予算ものづくり補助金（ビジネスモデル構築型)：中小企業のスマート化による生産性向上F/S支援事業

食品工場等の未活用領域へのロボット導入、中小企業の
スマート化の実現



①ロボット未活用領域プロジェクト

・ロボット未活用領域への導入支援による横
展開の推進。

・実機等を活用した有償でのロボットF/Sによ
るビジネス慣行の醸成。

②複合的技術活用プロジェクト

・複合的なAI・IoT技術の活用にまだ取り組め
ていない未開拓分野でのF/Sによる、新しい
ビジネスモデルの創出。

令和元年度補正予算ものづくり補助金（ビジネスモデル構築型)：中小企業のスマート化による生産性向上F/S支援事業

本事業のミッション

・中小企業のスマート化を実現するには、SIerが導入サポートの中心的役割を担い、IoT、カイゼン、AI等の技術を活
用して現場毎にカスタマイズして取り組む必要がある。スマート化推進には、三品産業（食品、化粧品、医薬品）をは
じめとする ロボット未活用領域への導入支援を通じた、導入ノウハウを蓄積・共有と、有償でのロボットF/S実施がポ
イントとなる。
・また、AI・IoT技術の市場は拡大しているが、複合的にAI・IoT技術を活用したソリューションが導入された事例が少
ないため、このような未開拓分野へのF/Sを通じた導入支援が重要である。
・本F/S事業をきっかけに「継続的に中小企業の経営革新に取り組める“イノベーション・エコシステム”の構築」をめ
ざす。

本事業実施の趣旨

中小企業
（ロボット未活用分野）

中小企業
（複合的技術未開拓分野）

各支援機関

②複合的技術活用プロジェクト

大阪産業局

①ロボット未活用領域プロジェクト

ロボットSIer

概要図

知見の
フィードバック

支援対象者
【合計約30社】

スマート生産性向上研究会

連携

連携

複合的技術活用ができるSIer

専門
コーディネーター

専門
コーディネーター
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F/S案件一覧
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分類 業種 支援先中小企業 SIer 実施内容

1 ロボット 製造業(ケーブルワイヤー) 株式会社別処電線製造所 株式会社ＨＣＩ ケーブル整列巻取工程におけるロボット導入実証検証

2 ロボット 製造業(包装資材) 山陽製紙株式会社 株式会社ＨＣＩ クレープ紙のハンドリングシステム構成検討

3 ロボット 製造業
(プラスチック光ファイバ加工) マークオプト株式会社 株式会社ＨＣＩ 光ファイバケーブルの袋詰め工程におけるロボット導入

検証
4 ロボット サービス業(介護・温泉) 株式会社カメリヤ・プランニング 株式会社ＨＣＩ AIによる顔認識・会話機能付きロボット導入検証

5 ロボット サービス業（冠婚葬祭） 株式会社岸和田グランドホール 株式会社ＨＣＩ ホテルの接客業務へのAI・ロボット導入検証

6 ロボット 製造業(食品) 株式会社正徳 東洋機器工業株式会社 油揚げ自動包装ラインにおける検査装置の開発

7 ロボット 製造業(食品) クニヒロ株式会社 株式会社立花エレテック 冷凍用カキフライのトレイ詰め工程自動化

8 ロボット 製造業(プラスチック) アスカカンパニー株式会社 株式会社立花エレテック 自動搬送機の汎用化

9 ロボット 飲食店 株式会社CANDYプロジェクト 株式会社toraru MARUIKO Ver.ROBOを使った非対面ビジネス化促進

10 ロボット 製造業(食品) 株式会社なんつね 株式会社ブリッジ・ソリューション 食品工場への協働ロボット導入による自動化推進

11 ロボット 製造業(機械) 株式会社中村屋 株式会社ブリッジ・ソリューション 超零細 樹脂成型工場へのロボット導入

12 ロボット 製造業(機械器具) 櫻井鉄工株式会社 株式会社ブリッジ・ソリューション 専用プレス機械との連携による自動化

13 ロボット 製造業(ガラス製品) 株式会社赤川硬質硝子工業所 株式会社ブリッジ・ソリューション ガラス管製造の職人技術の継承による自動化

14 ロボット 製造業（機械装置） 有限会社泰洋電機 株式会社ブリッジ・ソリューション 食品工場における材料投入の自動化

15 ロボット サービス業 BCC株式会社 ユカイ工学株式会社 介護予防活動へのコミュニケーションロボット導入プロ
ジェクト



F/S案件一覧
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分類 業種 支援先中小企業 SIer 実施内容

16 ロボット 製造業
(レンズ・フィルター) 株式会社五鈴精工硝子 株式会社OLAイメージング 画像検査によるピックアップロボットシステム導入の実証実

験

17 ロボット 製造業 株式会社Doog 株式会社ロボリューション ユーザビリティの高い 誰でも運用可能な 「自動誘導ロボッ
ト」の開発と運用

18 複合的技術 製造（機械加工） 株式会社ヤマキン 株式会社山本金属製作所 機械加工の自動生産システム構築

19 複合的技術 サービス
(コンサルティング) 総合調査設計株式会社 株式会社Andeco 街頭調査におけるAI カメラ・IoT センサ活用による

新たな効率的調査手法の開発

20 複合的技術 製造業(鍛造) 株式会社東亜鍛工所 株式会社Mountain Gorilla 画像数値読取りシステム構築・検証

21 複合的技術 製造業(鋼管加工) 日建産業株式会社 株式会社Mountain Gorilla 鋼管カウントシステム構築・検証

22 複合的技術 製造業(食品) 株式会社美濃吉食品 株式会社Mountain Gorilla HACCP（ハサップ）対応システムの構築・検証

23 複合的技術 オフィス賃貸業 fabbit株式会社 株式会社海岸線 混雑回避ソリューションシステム RushReaearch TABLE
の検証

24 複合的技術 宿泊業 株式会社宝荘ホテル 株式会社海岸線 混雑回避 ネットワークシステム 「ラッシュリサーチ
Netork」の検証

25 複合的技術 建築業 リュウソークリエイト株式会社 ホログラム株式会社 建設作業員向けAR・MR遠隔支援および安全管理ソリュー
ションの検証

26 複合的技術 サービス業 株式会社環境ライフ 自在設計合同会社 音響ARシステムの検証

27 複合的技術 建設業（残土処分） 株式会社エイトライン 株式会社Bridge 建設発生残土の処分案件自動手配システムの開発

28 複合的技術 サービス業（医療・福祉） レディスクリニック プロトマーケティング株式会社 妊婦さん向け胎動カウント 自動化 デバイスを活用した 院内
業務の省力化検証

29 複合的技術 サービス業（IT） 株式会社M&D 株式会社アイ・エヌ・スクエア リモート型コールセンター装置の開発

30 複合的技術 農業 アイリスファームしんぼ ホルトプラン合同会社 減農薬・病害リスクを低減する、電子的音響防除装置の実証

31 複合的技術 製造業（電子部品） ソニアエレクトロ株式会社 ホルトプラン合同会社 作業効率向上および感染症予防のための換気量モニタ

32 複合的技術 建設業 株式会社ツバサ建業 ホルトプラン合同会社 工事現場における粉塵モニタリングおよび防塵対策支援



ロボット導入企業

共同検証案件

＜食品工場導入案件＞

Ⅰ-②.OJTによる現場修行
ロボット拠点のおけるSIer候補企業の育成

＜Ⅲ. ロボット導入ビジネスへの参入支援援＞
R1FY事業で構築した案件を元にした企画提案

FA・ロボットシステム
インテグレータ協会

支援
企業の
発展

ロ
ボ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
参
入

＜Sler協会との連携＞
支援企業のSler協会加入

＜機械メーカーの
ロボットビジネスへの参入＞

Ⅳ. ロボット拠点と金融機関等との
優良案件好循環ネットワークの構築

みずほ、三井住友、三菱UFJ、りそな、愛知、阿波、池田泉州、伊予、
愛媛、香川、関西みらい、紀陽、京都、高知、滋賀、四国、静岡、第
三、大正、但馬、徳島、トマト、富山第一、名古屋、南都、百十四、
福邦、北陸、北國、みなとの各銀行、三井住友信託銀行、尼崎、永
和、大阪、大阪厚生、大阪シティ、大阪商工、きのくに、京都、京都中
央、北おおさか、播州、枚方の各信用金庫、大阪貯蓄、近畿産業、
成協、大同、のぞみ、ミレの各信用組合、商工組合中央金庫

大阪府内金融機関
（生産性向上メニュー有）

優良案件
の紹介

優良案件に対する
手厚い支援

和歌山県内金融機関
（生産性向上メニュー有）

三菱ＵＦＪ、三井住友、りそな、みずほ、商工
組合中央金庫、紀陽、南都、池田泉州、百五、
第三、関西みらいの各銀行、きのくに、新宮の各
信用金庫、近畿産業、ミレ、和歌山県医師の各
信用組合、和歌山県信用農業組合連合会、わ
かやま、ながみね、紀の里、紀北川上、ありだ、紀
州、紀南、みくまのの各農業協同組合

Osaka 

Wakayama

Minami Osaka 
連携

優良案件
の紹介

優良案件に対する
手厚い支援

連携

Ⅰ. ロボットSIer候補企業の
高度人材育成支援

Ⅱ.高度外国人の育成及びSIerとのマッチング
Ⅲ.食品機械メーカーによるロボット導入ビジネス

への参入支援

関西ロボットSIer
ネットワーク会員企業

（約42社）

現場
修行

Ⅱ.高度外国人の育成及びSIerとのマッチング
現場での外国人学生育成

＆SIer企業のインターン支援

I-①
オーダーメ
イドの高度
人材育成

選

定

＜Ⅰ.ロボットSIer候補企業の高度人材育成＞

SIerの人材不足 課題
解決 人材

支援
＜Slerへのインターン＞

現場で活躍できる
高度人材確保

IT業界団体

連携 優良案件に対する手
厚い支援

優良案件
の紹介

令和2年度地域企業イノベーション支援事業（関西地域の先導的ロボット導入促進拠点連携によるロボットSIer育成事業）
参考資料7
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スマート生産性向上研究会について

メンバー：学識経験者、SIer、ロボットメーカー、産業支援団体（ロボット工業会、SIer協会）、自治体（大阪府、大阪市）、
金融機関（りそな銀行）

主 催 ：近畿経済産業局、（一社）i-RooBO Network Forum、（公財）大阪産業局、（株）HCI

【第１回研究会】

開催日 2020年9月4日（金） 1４:０0～

場 所 おおさかATCグリーンエコプラザ セミナールーム

内 容
１．冒頭挨拶
・近畿経済経済局
・大阪府商工労働部
・大阪市経済戦略局
２．議事
・令和2年度地域企業イノベーション支援事業の事業計画について
・令和元年度補正予算ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ビジネスモデル構築型）
の事業内容及び進め方について

スマート生産性向上研究会

有識者、SIer、ロボットメーカー、産業支援機関、自治体、金融機関の知見を結集し、中小企業
のスマート化に向けた課題整理及び対応策の検討を行うとともに、先進導入モデル形成をめざした
FSを実施し、関西が中小企業のスマート化の先進地域となることを目指す。
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