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特 集

スマートヘルスケアで組込みシステムの更なる発展を目指す！！
～関西スマートヘルスケア産業創出促進事業の取り組み～

担当課室：情報政策課

組込みシステムをご存知ですか？組込みシステムとは機械や機器に組み込まれ、それらを
制御するために特定の機能の実現を図るコンピュータシステムであり、組込みソフトフェア
はそのソフトフェアです。
組込みシステムは、家電、自動車、産業機械、医療機器、通信機器、ロボット等、電子制
御を必要とするほとんどの機器に内蔵されています。例えば、エアコンの省エネ性能が昔に
比べてはるかに向上していますが、これも組込みシステムがエアコンのセンサで得られた室
内外の情報を使って、風量、温度などをきめ細かく制御することで実現されているのです。
【表

機器に内蔵された組込みソフトウェアが実現する機能の例】

製品カテゴリ
冷蔵庫
洗濯機
家電機器
エアコン
電子レンジ
テレビ
DVD録再器
AV機器
デジタルカメラ
ナビゲータ
OA機器 デジタル複合機
産業機器 エレベータ
通信機器 携帯電話機

組込みソフトウェアが実現する機能
温度指定、インバータ制御（省電力）等
雑音抑制、乾燥度制御、省電力等
風量、温度、方向制御
温度、湿度
薄型・デジタルテレビ、インターネット接続等
DVD／HDD録画・再生機能
編集機能、感度制御等
DVD地図、通信、AV機能
ネットワーク、セキュリティ機能等
速度制御等
インターネット接続、カメラ

このように様々な機器に内蔵されて、固有の機能を果たしている組込みソフトウェア及び
その周辺機能から構成される組込みシステムは、経済社会全体の基盤になりつつあると同時
に、製品・機器の付加価値の源泉となっており、わが国製造業の競争優位性を左右する存在
となっています。
関西地域には情報家電メーカーをはじめとした組込みシステムの発注側である組込み機器
メーカーとその組込みシステムや組込みソフトウェア開発企業の集積があり、加えて高度な
ソフトウェア工学の研究を進めている大学や研究機関が集積しています。
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れるものであることから、そのソフトウェアの信頼性（品質）が極めて重要となっています。
しかしながら、組込みソフトフェアの開発は組込み機器メーカー等の企画・設計に基づき、
中小企業に委託されることが多く、一次から二次へというように下請構造となっています。

出所：平成２２年度中小企業システム基盤開発環境整備事業報告書

また、顧客ニーズの多様化等とともに、組込みシステムのさらなる高機能化、複雑化が進み、
中小企業はますます強まる大企業からのローコスト化・短納期・高品質化等への要求を満た
さなければなりません。さらに、中小企業の収益向上のためには、自社の技術を活かして新
たな市場に展開していく提案力も求められています。

１．これまでの当局の取組～情報家電分野のイノベーションをめざして～
近畿経済産業局では、平成 23 年度から組込みシステム産業振興機構や中小企業で構成さ
れる組込みシステム技術協会などと連携し、情報家電分野を中心に組込みシステム産業のイ
ノベーションを図り、その競争力強化を図ってきました。
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組込みシステムは、その中に組み込まれているソフトウェアによって高度な機能が実現さ

特 集

また、組込み技術に特化した展示会で
ある「組込み総合技術展（ＥＴ横浜）
」
を活用したマッチングの場を創出すると
ともに、平成 24 年度には専門コーディ
ネータを活用し、大企業と組込みシステ
ム関連企業とのマッチングを図るべく
「個別商談会」を実施しました。

【昨年の ET 展の出展風景】
さらに、組込みシステムの先端情報を提供する「組込み産業活性化フォーラム in Kansai」
を開催するとともに、関西の組込みシステム企業とその技術力を「見える化」するデータベー
ス集「組込みパワフル企業集 in 関西」を作成し、展示会やセミナー等でのＰＲ活動を実施し
ました。
これら活動の中でマッチングを通じた成約や海外からの引き合い等幾つかの成果が出てい
ます。

２．関西の組込み団体との連携
関西では、組込みシステムの発注者の集まりである「組込みシステム産業振興機構」や、
受注者企業を中心に設立された「組込みシステム技術協会」などの団体が、組込みシステム
の発展に向けての取り組みを数多くされています。
まず、「組込みシステム産業振興機構」では、
「組込み適塾」による人材育成事業をはじめ、
大手組込み機器メーカーでの「出張展示会」や研究会の開催、ビジネスマッチングを図るなど、
関西地域における組込みシステム産業を振興しています。さらに、全国の組込み団体が一堂
に会し、交流を図る「全国フォーラム」を開催するなど、他地域とのマッチングや交流機会
の創出に努めています。
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特 集

特に「出張展示会」は、中小企
業が大手企業に自社技術を提案す
る場として、平成 23 年度より実
施されていますが、第２回目から
震災復興を図っている東北の組込
み関連企業も出展し、関西と東北
との地域間での連携も行われてい
ます。本年８月に第５回目として
総合エンジニアリング企業である
川崎重工業株式会社明石工場で展
示会が開催され、川崎重工業と組
込み企業とのマッチングが図られ

【出張展示会でのマッチング】

ました。
次に、
「組込みシステム技術協会」では、
前述の組込み技術に特化した日本国内唯
一かつ最大規模の展示会である「組込み総
合技術展（ＥＴ横浜）」を開催しています
が、関西では平成 18 年度より「ＥＴＷｅ
ｓｔ」を開催し、西日本を中心とした組
込みシステム企業のためのビジネスマッ
チング・商談の場を提供しています。
また、組込みソフトウェア分野における
【ET ロボコンの開催風景】

技術教育を目的として「ＥＴソフトウェア
デザインロボットコンテスト」を開催し、
若手技術者の育成にも取り組んでいます。

近畿経済産業局においては、これら組込み団体の各種展示会への出展・協力を行うとともに、
各種イベント・セミナーに企業・団体へ参加を呼びかけるなど、両団体と連携しながら関西
の組込みシステム産業の振興を図っています。

３．組込みシステムとヘルスケアの融合
～スマートヘルスケア産業の創出に向けて～
産業構造審議会情報経済分科会中間とりまとめ（平成 23 年 8 月）の｛「IT 融合新産業」の
創出に向けて｝の中では、ヘルスケアとＩＴとの融合によるＩＴ融合新産業として、スマー
トヘルスケア産業が位置づけられています。
E!KANSAI
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特 集

また、今般、策定された「日本再興戦略」の中でも「国民の「健康寿命」の延伸」として、
「効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会」
を目指すことにしており、スマートヘルスケアが高齢化社会を迎えている我が国の医療費抑
制につながる、という可能性への期待も大きくなっています。
今後、健康管理・予防医療といったヘルスケアへの志向が一層高まる中で、体重計、体組成計、
血圧計等の健康・医療機器や介護機器、さらにバイタルセンサ等のセンサとクラウドを繋げ、
保健指導へ連携させることによって、医療、介護等において新しいビジネスの機会が生まれ
ることも期待されます。また、そうしたバイタルデータの収集だけでなく、センサ、ＧＰＳ、
通信機器等を使うことによって、高齢者等の見守りやリハビリ等の様々なヘルスケア分野へ
の広がりも期待されます。

【参考：スマートヘルスケアイメージ

例】

これら健康・介護機器やネットワーク通信機器等の組込み機器における高度な機能につい
ては、組込みシステムが不可欠です。これら機器等は人間の生命に直結することから高い安
全性と信頼性が求められ、組込みシステムにも高度な技術が要求されます。
関西地域には、組込み機器や組込みシステムの集積だけでなく、センサ技術、ネットワー
ク技術、ハードウェアの実装技術、アプリケーション開発技術等、まもなく訪れるあらゆる
6
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しています。
こうしたことから、近畿経済産業局では、平成 25 年度からスマートヘルスケア分野に絞り、
組込みシステムの高度化を図るとともに、スマートヘルスケアに関連する企業を振興し、関
西の国際競争力強化を図ることとしました。
【参考：主なスマートヘルスケア関連企業、大学等の分布】
兵庫県
■三菱電機
◎三菱電機マイコン機器ソフトウエア
□シスメックス
●（独）情報通信研究機構神戸研
究所
●（財）先端医療振興財団 先端
医療センター
●神戸大学
●兵庫県立大学
大阪府
■シャープ
■パナソニック
☆住友電気工業
☆ＮＴＴ西日本
◎ルネサスエレクトロニクス
◎ＮＴＴデータアウラ
◎コア
●大阪大学
●大阪府立大学
●大阪市立大学
●大阪電気通信大学
●関西大学
和歌山県
●（独）産業技術総合研
●和歌山大学
究所関西センター
○組込みシステム産業振
興機構
○組込みシステム技術協
会

ソフトフェア企業、
システム開発企業
集積地（大阪市、
神戸市、京都市南
部）

福井県
●福井大学
●福井工業大学
●福井県立大学

京都府
☆ローム
☆村田製作所
☆オムロン
☆京セラ
◎オムロンソフトフェア
□島津製作所
□堀場製作所
●京都大学
●同志社大学
滋賀県
●立命館大学
●龍谷大学

奈良県
●奈良先端科学技術
大学院大学
●奈良女子大学

けいはんな地域の研究所群(一部)
●(独)情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）けいはん
な研究所
●(株)国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）
・ＮＴＴ コミュニケーション科学基礎研究所
・オムロン(株) 京阪奈イノベーションセンタ
・京セラ（株）中 央研究所
・(株)島津製作所基 盤技術研究所
・日本電気(株) 関西研究所
・パナソニック(株) 先端技術研究所
■大手電機メーカー
☆大手通信機器、センサメーカー
□大手医療機器メーカー
◎大手組込みシステム開発
●研究機関
○組込みシステム関連団体

４．関西スマートヘルスケア産業創出促進事業の取り組み
平成 25 年度より一般財団法人関西情報センター（ＫＩＩＳ）と連携し、関西スマートヘ
ルスケア産業創出促進事業を実施しています。
本事業では、組込みシステム関連企業、ヘルスケア関連メーカー、IT ベンダ、関連企業、大学、
関係機関・団体、
行政等による推進組織である「関西スマートヘルスケア産業創出イニシアティ
ブ」を設置し、本年 7 月 24 日に設立イベントとなるキックオフセミナーを開催しました。
今後、スマートヘルスケア産業の振興を推進する上での母体となる組織であり、この中か
らいくつかのネットワークが形成され、自立的な連携グループが創出されていきます。当局
としても、専門家によるマッチングや大手企業とのアライアンス形成に向けた様々な支援を
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特 集

ものがネットにつながる世界に不可欠な技術コンポーネントの多くで優れた企業が多数存在

特 集

行います。
キックオフセミナーには 100 名以上が
参加され、交流の中で、すでに幾つかの
連携の動きがおこり、具体的なビジネス
創出にむけた新事業連携グループが形成
されつつあります。

【キックオフセミナーの様子】

本イニシアティブでは、具体的に以下の事業を行う予定です。

（１）スマートヘルスケアビジネス創出研究会（アドバイザリーボード）の設置
病院、介護施設、大学、ユーザー、金融機関等関係者が会し、スマートヘルスケア産業に
対するニーズ、あり方について検討し、提案する場として、スマートヘルスケアビジネス創
出研究会（アドバイザリーボード）を設置することにしています。
本研究会では新事業連携グループからの提案に対しても、必要なアドバイスを行います。

（２）連携グループ組成呼びかけセミナーの開催
ヘルスケア分野のビジネス創出を希望する中小企業を対象に、スマートヘルスケアビジネ
ス創出研究会（アドバイザリーボード）からのビジネスニーズの提案等を通じ、事業化グルー
プの意識統一、事業化構想の醸成等を行うとともに、それらのニーズに対して分野別に中小
企業のシーズ提供企業等をグループ化します。

（３）新事業連携グループの形成
連携グループ組成呼びかけセミナーや専門家によるコーディネート等を通じて、スマート
ヘルスケア事業を進める中堅・中小企業による新事業連携グループの組成を促進します。
新事業連携グループの支援にあたっては、新市場開拓を念頭に新たな事業を想定したプロ
デュースを行う専門家（事業化プロデューサー）と大企業の事業化ニーズを把握し、中小企
業のシーズと繋ぐ専門家（マーケットコネクター）を配置し、ニーズの提供やメンバーの選定、
コーディネート支援等を行います。
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新事業連携グループ等と大企業等のマーケット側との「対話」を図るため、マーケットコ
ネクターの参画のもと、
「新市場マーケティング部会」を設けます。本部会では、大企業から
ニーズを発表する「アライアンスセミナー」の開催によりマッチングを図り、具体的な事業
化に向けた取組（事業化検討会、市場化・事業化提案等）を行います。

（５）組込み総合技術展（ＥＴ横浜）にスマートヘルスケアブースとして出展
今年度も 11 月 20 日～ 22 日に開催される「組込み総合技術展（ＥＴ横浜）」にスマート
ヘルスケアに係る組込みシステムや機器を開発している中小企業が共同出展を行い、全国の
出展企業及び来場企業とのマッチングを図ります。

終わりに
スマートヘルスケア産業は高齢化の進展等や、組込み、センサ、通信などの技術、さらに
モバイルやクラウドなどのネットワークの進展の中で、まだまだ未知の部分も多く、これか
らビジネスの可能性と広がりをもって発展していくものと思われます。
病院、介護施設やユーザーの方々のニーズを掴み、そのニーズに対して企業の方々のアイ
デアやシーズをぶつけていければ、いろいろなビジネスの芽が出てくると思われます。
是非、組込みシステム関連企業をはじめ、スマートヘルスケアに関わる企業やこれから事
業化を図ろうとされている企業におきましては、関西スマートヘルスケア産業創出イニシア
ティブへの参加をお待ちしています。

問い合わせ先

近畿経済産業局

電

０６－６９６６－６０１５

話

地域経済部

情報政策課
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（４）新市場マーケティング部会（専門家による販路開拓支援）の設置

クリエイティブ
企業事例紹介

連載：クリエイティブ企業事例紹介
第 4 回 「おもてなし等の高次サービス (1)」 担当課室：クリエイティブ産業ユニット
当局では平成２４年度に「近畿地域のクリエイティブ産業実態調査」として様々なクリエイティブ企業の事例を収集し
ており、本稿ではその中で調査した企業の事例を紹介させていただきます。

ＮＩＮＪＡ

ＫＹＯＴＯ 株式会社

～大人たちのエンターテインメント・レストラン～

NINJA KYOTO 株式会社は国内最大の観光都市「京都」の新京極の一角にひっそりとたたずむ「忍者」
をテーマにしたレストラン
「NINJA KYOTO Restaurant ＆ Labyrinth」
を運営しています。
レストランは、
(1)272 席のテーマ・レストラン、(2) テイクアウトブースも備えたスウィーツ・ビュッフェ、(3) 暗
闇の中で忍者灯を頼りに潜り抜ける忍者迷宮、(4) 忍者・戦国武将のテーマグッズなどを取りそろえ
た土産物処で構成されています。同社はこのほかにも、東京・赤坂見附、NEW YORK( マンハッタン・
トライベッカ ) で忍者をテーマとした同様のレストランを展開しています。

■ NINJA をテーマとした演出
日本の戦国時代、覇権を争う大名に仕え、陰から歴史を動かして
きた戦士である「忍者（NINJA）」をテーマに、和食・フレンチ・イ
タリアン・中華・寿司といった世界中のさまざまな食のジャンルを
和の感覚で融合し、鮮やかに盛りつけた料理を提供しています。ま
た、食事の合間にはマジックが得意な演者（上級忍者）が顧客の席
を訪れ、
「御前（ごぜん）忍術」を披露し、まるで戦国時代にタイム
スリップしたかのような時間を演出しています。

■秘伝巻物が隠された謎の迷宮
また、新しいアミューズメント空間として、人と人がギリギリに
すれ違うことのできる暗闇の迷路「忍者迷宮」を備えています。ア

和をテーマとした忍者料理

トラクションとしての顧客ニーズを満たし、レス
トランとは違った客層の集客を見込んでいます。

■外国人観光客をターゲットに
近年、増加しつつある外国人観光客をターゲッ
トに、英語のメニューを整備しています。さらに、
お土産の商品のラインアップを充実させ、「手裏
剣」
、
「クナイ」はもちろん、全身を忍者・くノ一
にフルコーディネートできる「装束セット」など、
忍者をテーマにしたグッズを豊富に揃えています。
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暗闇迷路「忍者迷宮」

ＮＩＮＪＡ ＫＹＯＴＯ株式会社
京都市中京区新京極四条上ル中之町 583-2
８０名
９００万円
http://www.ninja-kyoto.co.jp/
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クリエイティブ
企業事例紹介

株式会社

庵

～暮らすように旅する 新感覚の町家ステイ～
株式会社庵は空き家となっている京町家を旅行者用に改装し、国内外の観光客をターゲットと
した、滞在型の新しい形の旅行サービスを提供しています。また、日本の伝統文化を体験できる
プログラムや、通常は公開されていない観光地や特別なサービスを手配することで、旅行者の満
足度を高めています。
■町家で「暮らす」ことの幸せな驚き
京都には明治時代の商家、大正時代の長屋等、個性的な
町家が存在しています。そのうち、祇園や西陣等にある９
棟の町家を、快適に過ごせるように水回り、空調設備など
を整えて、一棟まるごとで貸し出し、門限もなく自由に過
ごすことができるサービスを提供しています。
ゆっくりと流れる時間の中で、普段の生活では気づかな
かった朝の日射し、夕べの風、格子越しの街の気配を肌で
感じ、歴史と伝統に彩られた京都の雰囲気を味わうことが
できます。

京都西陣、織屋建の町家

■体験から学ぶ本物の日本文化
京町家に滞在する旅行者を中心に、茶道、茶花、書道、
能楽、狂言、古武道、日本舞踊などの日本の伝統文化につ
いて、実践さながらに体験できるプログラムを提供してい
ます。日本文化の本質に触れることで、日本、ひいては京
都の魅力をより深く理解することができ、旅行者のリピー
ト率向上にもつながっています。
■オンリーワンのオーダーメイド型旅行
長年培ってきた地域との密接なネットワークを利用し
て、通常は公開していない神社仏閣の特別拝観、有名小料
理店の仕出し、工房見学ツアー、着物の着付等の手配を行っ
ています。ニーズに合わせたきめ細やかなプランにより、
「世界でたった一つの自分だけの特別な旅行」という付加
価値を旅行者に提供しています。
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日本文化に触れる体験プログラム

株式会社庵
京都市下京区富小路通高辻上ル筋屋町 144-6
５名
１７３９２万円
http://www.kyoto-machiya.com/
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株式会社ケンテック

～「焼入れ屋」のプライドが生んだナノのコーティング技術～
担当課室：ものづくり産業支援室

ものづくり産業支援室では、昨年１１月、近畿地
域の中小ものづくり企業による優れた製品・技術を
「関西ものづくり新撰２０１３」
（以下、
「新撰」
）と
して選定し、企業が独自に開発した新製品・新技術
のビジネス拡大を支援しています。今回は、新撰に
選定されている企業の中から株式会社ケンテック（大
阪府東大阪市）をご紹介します。
（株）ケンテック（大東工場）

◆会社概要
株式会社ケンテックは、１９９９年、有限会社ファ
インテックの表面処理部門として独立した会社です。
ファインテックは創業以来、地元の金型メーカーを主
な顧客として、真空熱処理などの熱処理加工、いわゆ
る “ 焼入れ ” を業としてきました。株式会社ケンテッ
クは、｢焼入れ屋」として培った技術を応用した溶融
溶融塩炉

塩法によるセラミックコーティング技術を確立し、硬
度、耐久性、形状追従性に優れたコーティングを実施
しています。

◆ 1,000 分の 1 ミリ以下の成膜技術「ファインコーティングナノ」
同社は自社技術の認知度の向上を図るため、設立当初から展示会や商談会に積極的に出展
してきました。そして、東京で開催された中小企業総合展において、大手時計メーカーのエ
ンジニアから「公差基準の非常に厳しい時計の部品に、非
常に薄い膜をコーティングできないか」との相談を受けま
した。それは従来からある表面処理技術では不可能でした
が、川端社長は、溶融塩法を応用すれば対応できると考え、
当時経済産業省で実施していた「中小企業ベンチャー挑戦
支援事業」を活用、大学等との共同研究により、薄膜コー
ティングの研究開発に取組みました。そして確立された技
術が、
「新撰」に選定された１ミクロン以下の成膜技術「ファ
インコーティングナノ」です。その後、大手電機メーカー
12
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「ファインコーティングナノ」を施
したプレスカッター

特許も取得し、さらに幅広い分野での応用が期待されています。

◆ PR 戦略
同社は、発注に対しオーダーメイドで対応する「多
品種少量生産」によりユーザーの多様なニーズに応え
ています。
「ファインコーティングナノ」をはじめと
する同社の表面処理技術は、より幅広い分野に応用で
きる可能性を秘めているのですが、技術をいかに広く、
的確に PR するかが課題でした。そのため、同社は展
示会・商談会等へ参加、「新撰」などの顕彰制度への応
募、Web などの各種媒体も効果的に活用するなど、積
極的に自社技術を発信しています。同社は、表面処理
業としては、比較的若い企業になりますが、その販路
は着実に拡大しています。
展示会等で使用する
ユニークな PR ポスター

・・・・・・・・・・・取材を終えて・・・・・・・・・・・
「形を持った製品と異なり、表面処理という目に見えに
くい技術をいかに知ってもらうかが難しい。知ってもら
えれば、必ず素晴らしい技術だと理解してもらい、ユー
ザーのお役にたてる自信があります。そのために、自社
の技術をお客様にいかに届けるか、創意工夫しています。」
と語る川端社長からは、技術者としての誇りと、経営者
としての信念がひしひしと伝わってきました。

代表取締役
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川端氏

株式会社ケンテック
http://www.kentech.co.jp
大阪府東大阪市加納５－１－８
（０７２）８１４－８０００
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の生産ラインにおける金型等に採用されるなど、活躍の場を広げています。また当該技術の

企業・地域の
取組紹介

泉州タオル

～消費者に届け！産地の挑戦～
担当課室：産業技術課特許室
泉州は日本のタオル発祥の地であり、その歴史は
明治 20 年以来約 125 年にわたります。しかし、国
産タオル市場は中国等の海外からの輸入品の台頭に
より、シェアを奪われました。衰退する産地を活性
化すべく、大阪タオル工業組合では産地としてのブ
ランドを立ち上げ、シェア奪回に向けた取組をおこ
なっています。今回は、同組合の地域団体商標等を
活用したブランド構築の取組を紹介します。

■ブランド構築のきっかけ
ブランド構築という取組は、これまでの常識を打ち破ることから始まりました。そもそも、
タオルは産地や企業のブランドではなく、問屋のブランドで流通するのが一般的。自らのブ
ランドで商品が流通するということは当時では考えられないことでした。しかし、厳しい状
況を打開するためには思い切った取組が必要でした。検討を重ね、出た結論は「泉州タオル」
のブランド化。その良さを消費者に知ってもらうこと、そして、泉州のタオルを消費者に選
んでいただけるようなブランドに育てることでした。
そのブランドは「泉州タオル」と「泉州こだわりタオル」。産地の特徴である吸水性の良さ
等の基準を満たしたものを「泉州タオル」
、その基準を更に高めたものを「泉州こだわりタオ
ル」として展開しています。

■ブランド普及への取組
ブランド構築の成否は消費者の認知にか
かっていました。このため、問屋向けに行っ
ていた展示会を消費者向けに改め、平成 15
年から「泉州こだわりタオル展」として開催
しています。場所も地元泉佐野市から消費者
が足を運びやすい大阪市や東京都内の繁華街
へと変更しました。
また、平成 18 年度には泉佐野商工会議所
が「JAPAN ブランド育成支援事業」の採択を受け、会議所とともにブランド構築に向けた取
組を加速します。産地の特徴である吸水性の良さや、風合いの良さを強くアピールするため、
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これらの活動によって次第に泉州のタオルが消費者に認知されるようになりました。その
結果、問屋からも「泉州タオル／泉州こだわりタオル」のネームタグでの発注も増加し、出
荷量の１／４程度を占めるようになりました。

■商標・地域団体商標の取得と活用
同組合では、２つのブランドについて、平成 16 年に「泉州こだわりタオル」の商標を、
平成 19 年には「泉州タオル」の地域団体商標を取得しています。
組合では、基準を満たした製品に商標等の記載がある統一のネームタグを発行することに
より、品質管理と模倣品対策を実施しています。
製品に統一のネームタグをつけることにより、
「泉州タオル／泉州こだわりタオル」という
ブランドが問屋や消費者にも認知されるようになり、ブランド力向上にも一役買っています。
また、泉州タオルの生産に関わる人たちの間で自分たちのブランドという気持ちが芽生え、
このブランドをみんなで育てようという一体感も醸成されているそうです。同じブランドの
製品を作る企業同士、より良い製品を作ろうと各企業が切磋琢磨し、努力して製品開発に取
り組むという気運が高まっています。

■これからの展望
展示会での、製品に対する認知度は大阪で 50 ～ 60％、東
京で 40％と増加傾向にあります。また、減少が続いていた組
合員もこの 3 年間で 9 社増加し 102 社となりました。しかし、
同組合の樫井専務理事は「まだ始まったばかり、これからが
正念場」と気を引き締めます。9 月 6 日には「りんくうプレ
ミアム・アウトレット

泉州タオル館」がオープンし 1 年間

限定で販売がおこなわれます。これからも、同組合の意欲的
なブランド展開が期待されます。
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大阪タオル工業組合
http://www.os-towel.or.jp/
大阪府泉佐野市市場西 1 丁目 8 番 8 号泉州タオル館１F
０７２－４６４－４６１１
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約 150 点の試作品を開発し、展示会や見本市への出展を積極的に行いました。

企業・地域の
取組紹介

ロボットが介護を変える！！

～社会的課題を解決するロボットづくりにチーム力で挑むマッスル株式会社～
担当課室：次世代産業課
高齢化の進展による被介護者の増加への対策、介護者の負担軽減のため「介護ロボット」
の活用が期待されており、経済産業省では高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資す
るロボット介護機器の開発・導入を促進するために「ロボット介護機器開発・導入促進事業」
を実施しています。
本稿では、本事業に採択されている移乗介助ロボット「SASUKE」を開発したマッスル株
式会社をご紹介します。
■移乗介助ロボット

ROBOHELPER 「SASUKE」

マッスル株式会社は一体型モータ（AC サーボシステム；モータ、電源、コントローラ、セ
ンサ等を一体化したもの）で培った技術を応用して、介護ロボットの開発に取り組んでいま
す。その一つが「ROBOHELPER SASUKE」という、介護者の直感的操作によるパワーアシス
トを可能とする非装着型移乗介助機器です。
「SASUKE」 に よ る 移 乗 介 助 は、 身 体 の 下 に
敷いた特殊なスリングシートごと被介護者を
持ち上げます。被介護者を持ち上げた後、ハ
ンドルを大きく傾けることで、簡単に着座姿
勢までの変化を行うことができます。そして
モータの働きにより操作にほとんど力を必要
としないので、介護者の腰痛防止に役立ちま
す。介護者は左右のハンドルに付いたボタン
スイッチを押しながらハンドルを操作するこ
とで、意図する速さでスムーズに上下、回転
させながら移乗介助を行うことができます。
■温かみのあるデザイン
介護の現場では、ロボットに介護されることに対して未だ根強い抵抗感があります。そこ
で「SASUKE」の開発においては、
被介護者を威圧しない温もりのある外観にこだわりました。
また操作においては、手元のスイッチや画面を見て操作する必要がないため、介護者と被介
護者が視線を合わせて向き合うことができます。さらに持ち上げるシートは体圧を分散する
特殊なシートなので、
持ち上げられた人は快適で “ お姫様抱っこ ” されているように感じます。
「SASUKE」はこのように技術だけでなく、介護される人に温かみ、優しさと安心感を与え
ることまでも考えられた機器です。
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ROBOHELPER「LOVE」
ま た 同 社 は、 排 泄 処 理 支 援 機 器 で あ る
「LOVE」も開発しています。この機器によって、
介護者・被介護者ともに精神的に大きな負担
となっている排泄の処理を自動で行うことが
できます。「LOVE」は特殊センサにより、大便・
小便の判別から、吸引、洗浄、乾燥までを全
て自動で行います。また機器自体の除菌洗浄
も自動で行うので、機器自体が不衛生になる
こともありません。

■グランフロント大阪で展示
同社は現在、グランフロント大阪の「The Labo.」にこ
れらの機器を展示しています。実際にこれらの機器に触れ
た一般来場者の方々から「できるだけ早く販売してほしい」
という要望をたくさん聞くことができました。同社はこれ
に対し、安全性を最終確認の後、できるだけ早く販売し、
介護を行っている方々の負担を少しでも軽減したいとの思
いで開発に取り組んでいます。

■今後の展望
同社代表取締役の玉井博文氏に今後の展望をお聞きすると「今後は介護ロボットだけでな
く、手術や診療を行うロボットの開発や普及も行っていきたい。日本、特に過疎地域で医師
が不足している状況で、遠隔地から手術や診療を行えるロボットが利用できれば、多くの人
の助けになることができる。
」とのことでした。またそういった社会的課題を解決する様々な
機器開発に中小企業が主役となるチームを作って取り組み、地域の活性化に貢献する活動に
も着手されています。
ロボットが生活の一部になり、人間を助ける姿は、もはや未来のことではありません。近
い日に、同社のロボットが社会の様々な場面で活躍することが期待されています。
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マッスル株式会社
http://www.musclecorp.com/company/index.html
大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 6 階
０６－６２２９－９５５０
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■自動排泄支援ロボット

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/
当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西
が良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、
「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局とし
て重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

～ 近畿経済産業局からの各種ご案内～
今夏の節電へのご協力、ありがとうございました。
■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局

広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通） Fax : 06-6966-6071

E-mail : kin-soumu@meti.go.jp

