


平成29年度ロボット導入実証事業（経済産業省）

ロボット
実証費用
の補助

ロボット
導入前の
検証費用
の補助

ロボット導入実証事業 ロボット導入ＦＳ事業

 ２０１５年２月に日本経済再生本部において決定された「ロボット新戦略」では、「ロボッ
ト革命」の実現に向けて、我が国として「世界一のロボット利活用社会」を目指すこととし
ています。

 「ロボット導入実証事業」は、そのような幅広い分野でロボットが活用される社会の実現に
向けて、ものづくり・サービスの分野のうち、これまでロボットが活用されてこなかった領域
におけるロボット導入の実証や検証（ＦＳ）を進めていくための事業です。

ものづくり分野やサービス分野におけるロ
ボット未活用領域へのロボット導入の実
証を行う事業者に対し、当該実証事業
に要する費用（ロボットシステムの設備費
用、SIerによるシステムインテグレーション
費用 等）の一部を補助します。

ものづくり分野やサービス分野におけるロ
ボット未活用領域へのロボット導入を検
討する事業者に対し、当該ロボット導入
についての実現可能性調査（FS）を行
うための費用（SIerによる業務分析、ロ
ボットシステムの検討、費用対効果の算
出等のための費用 等）の一部を補助し
ます。

 本年度は、次のＡ～Cの類型に該当するロボットの導入実証やＦＳを対象としました。

Ａ 未活用領域における導入実証・FS事業 （補助金上限額：導入実証3,000万円、FS 500万円）

三品産業（食品・化粧品・医薬品産業）又はサービス産業におけるロボット活用であって、これまで当該分
野における活用が進んでこなかった阻害要因を明確に特定し、これを解決するためのロボット導入実証やFS
（Feasibility Study：実現可能性調査）を行う計画を対象とします。

Ｂ コスト削減に向けたSIプロセス実証事業 （補助金上限額：3,000万円、本類型はFS事業はなし）

ロボットシステムの構想・設計・導入を担うシステムインテグレータと密に連携し、ロボットシステムの導入における
システムインテグレーションのコストを削減する設計手法の実証を行う計画を対象とします。

Ｃ 公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト（補助金上限額：導入実証 3,000万円、FS 500万円）

空港や市街地、ショッピングモール、ホテル、飲食店、駅などの公共空間においてサービスを提供するロボットの
活用について、価値評価手法の確立などを通した、社会実装に向けたロボット導入実証やFSを行う計画を対
象とします。



ロボット導入実証事業

類型 事業者名 業種 導入場所 タイトル システムインテグレータ 頁

A （株）釜屋 製造業（食料品） 熊本県合志市
少量多品種生産に対応したレトルト製品パレット詰み
工程のロボット化

タイヘイテクノス（株）、
（有）モアコンセプト

4

A （株）コスモジャパン 製造業（食料品） 北海道小樽市
画像処理技術により重量計算を行う焼鳥整列ロボット
システム

シンセメック（株） 5

A 五洋食品産業（株）製造業（食料品） 福岡県糸島市
洋菓子成形型へのクッキングシート供給作業のロボット
化

（株）サトー、福陵技
研（有）

6

A
セントラルパック
（株）

製造業（食料品） 長野県松本市
不規則に配置されたレトルトパウチ製品の整列作業の
高速ロボット化

（株）タクト 7

A
（株）タカキベーカ
リー

製造業（食料品） 茨城県つくば市
人協調ロボットとパラレルリンクロボットを組み合わせたラ
ベル貼付システム

（株）サトー 8

A タマムラデリカ（株） 製造業（食料品） 栃木県佐野市 弁当・惣菜製造ラインにおける蓋閉め工程の自動化 （株）ワイ・イー・データ 9

A 堂本食品（株） 製造業（食料品） 広島県広島市
ロボットによる食品の重量検査作業とパレタイズ作業の
標準化

（株）ヒロテック 10

A （株）ナカガワフーズ 製造業（食料品）
熊本県菊池郡菊
陽町

真空冷凍パックの箱詰めから箱の積み付けまでの一連
工程のロボット化

タイヘイテクノス（株）、
（有）モアコンセプト

11

A （株）西野物産 製造業（食料品） 大分県中津市 即席麺用チャーシュー供給作業へのロボット導入 Ｔ・プラン（株） 12

A
日本ハムファクトリー
（株）

製造業（食料品）
長崎県東彼杵群
川棚町

包装機へのハム・ソーセージ製品投入ロボットシステム
植田酪農機工業
（株）

13

A （株）横浜ファーム 製造業（食料品） 千葉県君津市
自走式点検ロボットと人工知能技術を組み合わせた死
亡鶏検知システム

大豊産業（株） 14

A （株）タカゾノ
製造業（医療機
器）

大阪府枚方市
人協調ロボットとパレットストレージ導入による医療用分
包紙検査作業環境の改善

（有）キムラ電機 15

A
トラストメディカル
（株）

製造業（体外診断
薬）

兵庫県加西市
免疫検査抗体製造における凍結真空乾燥準備工程へ
のロボット導入

トラストメディカル（株） 16

A コスメディ製薬（株）
製造業（化粧品・医
薬品）

京都府京都市
次世代マイクロニードル化粧品の高度精密生産へのロ
ボットの導入

（株）三菱システムサー
ビス ファスト（株）

17

A （株）ビーテック 製造業（化粧品） 埼玉県坂戸市
少量多品種化粧品のパウチビニール袋詰め工程のロ
ボット化

グローリー（株） 18

A （株）北斗園
製造業（毛筆、ブラ
シ）

広島県安芸郡熊
野町

熊野筆の技術を生かしたネイル筆製造工程のロボット化
（株）ソリトンコーポレー
ション

19

A シーオス（株） サービス業（物流） 神奈川県川崎市 倉庫における自律走行型ピッキングロボットの導入実証 シーオス（株） 20

A （株）八百彦商店
サービス業（卸・小売
業）

奈良県香芝市 食品スーパーにおける飲料自動陳列作業のロボット化
（株）ロボプラス、
（株）アルファス

21

A
ANAエアポートサービ
ス（株）

サービス業（その
他）

東京都大田区
空港内手荷物のバックヤードにおける搭載工程へのロ
ボット導入

（株）チェンジ （株）
メイキコウ （株）マイク
ロ・テクニカ

22

B 応緑（株） 製造業（金属製品）兵庫県姫路市
特注大型門扉製造工程における溶接ロボットシステムの
効率化

高丸工業（株） 23

B
（株）中野屋ステン
レス

製造業（金属製品）長野県伊那市 各種溶接工程の集約によるロボットシステムの効率化 （株）アマダ 24

B （株）北斗 製造業（金属製品）群馬県伊勢崎市 機能展開型SIプロセスによる薄板板金プレスの自動化 （株）エフエーシステム 25

B 福伸電機（株） 製造業（金属製品）
兵庫県神崎郡福
崎町

メッキ・塗装工程用吊り掛け作業の省コストロボット化の
実現

合同産業（株） 26

B
（有） 名南機械製
作所

製造業（金属製品）愛知県名古屋市
少量多品種部品着脱ロボットのシステム簡素化による
導入コスト削減

サンワテクノス（株） 27

B （株）アコオ機工
製造業（輸送用機
器）

兵庫県赤穂市
可搬ロボットを用いた鉄道車両用床板のワンサイドスポッ
ト溶接システムの効率化

高丸工業（株） 28

B KPファクトリー（株）
製造業（輸送用機
器）

兵庫県三木市
鉄道車両重要保守部品溶接におけるロボット活用の効
率化

高丸工業（株） 29

B 城北機業（株）
製造業（輸送用機
器）

静岡県浜松市
人工知能を搭載した画像判別技術による多品種混流
品のSIコストの低減

（株）ファインテクノ 30

B （株）フジ技研
製造業（輸送用機
器）

三重県いなべ市
自動車用ボディフレーム試作工程のロボットによる省コス
ト化自動溶接の実現

安川エンジニアリング
（株）

31

B ギフハイテック（株）
製造業（プラスチック
製品）

岐阜県安八郡神
戸町

リニアコンベアを利用した省コスト化コンプレッサー組立シ
ステム

アルファーデザイン（株） 32

B 塩沢化工（株）
製造業（プラスチック
製品）

新潟県南魚沼市
使用ロボット数を削減した繊維強化プラスチックトレイの
仕上げ加工工程の自動化

日本省力機械（株）、
東京マシン・アンド・ツール
（株）

33

B 光輝化成（株）
製造業（プラスチック
製品）

神奈川県横浜市
射出成形品の二次加工・組立の工程統合型SIプロセ
ス実証

（株）シナデック 34

B
稲坂油圧機器
（株）

製造業（生産用機
器）

兵庫県加東市
人協調ロボットと人工知能技術を組み合わせた多品種
油圧機器外観検査作業の省コスト化

安達（株） 35

B （株）別川製作所
製造業（生産用機
器）

石川県白山市
変種変量に対応し省コスト化を実現する板金レーザ加
工機バラシ・仕分け工程の自動化

（株）別川製作所、サ
ンワテクノス（株）

36



類型 事業者名 業種 導入場所 タイトル システムインテグレータ 頁

B （株）テック
製造業（電子部品・
デバイス）

広島県竹原市
２台のパラレルリンクロボットを組み合わせた効率的な
ピッキングシステムの実現

新立電機（株） 37

B （株）テラダイ 製造業（非鉄金属）埼玉県入間市
ロボットを活用したアルミダイカストの各装置データ連携と
全数検査の実現による省コスト化

（有）ティミス 38

B （株）トクヨシ精機
製造業（業務用機
器）

埼玉県川口市
セル生産組立による省コスト型少量多品種向けロボット
システム

（株）モーション・コア・テ
クノロジー

39

B 紀伊産業（株） 製造業（化粧品）
神奈川県小田原
市

切り替えレス多品種対応自動化ラインによる生産プロセ
ス効率化

ミツイワ（株）、（株）
オフィスエフエイ・コム

40

B
東洋ドライルーブ
（株）

製造業（化学工
業）

愛知県春日井市
双腕型ロボットを活用した複数システム兼用可能な自
動車部品の検査梱包工程の自動化

A-TEC（株）、（株）
明和機器

41

B （株）トーユー
製造業（印刷・同関
連業）

宮城県仙台市
ダイレクトメール加工工程へのロボット導入における生産
プロセス効率化

（株）光文堂 42

B （株）吉野家
サービス業（飲食・宿
泊）

埼玉県さいたま市
画像処理方法の工夫による食器洗浄ロボットシステムの
省コスト化

ライフロボティクス（株） 43

B

カンダコーポレーション
（株）
神田ファイナンス
（株）

サービス業（物流） 東京都江東区
小売店向け現金（釣銭）出荷作業の効率的なSIプロ
セスの実現

グローリー（株） 44

C
がんこフードサービス
（株）

サービス業（飲食・宿
泊）

京都府京都市
自動搬送ロボット導入による料亭の接客サービスの効率
化

シャープ（株） 45

C
（株）ＪＴＢ西日
本

サービス業（旅行） 京都府京都市
モバイル型コミュニケーションロボットを用いた観光地ショー
ケース化

シャープ（株） 46

C
日本空港ビルデング
（株）

サービス業（不動産
管理）

東京都大田区
空港におけるロボット制御・相互連携ネットワークの構築
とサービスロボットの導入実証

（株）電通国際情報
サービス

47

C
成田国際空港
（株）

サービス業（その
他）

千葉県成田市 空港におけるサイネージ用ロボットの有効性検証
パナソニックプロダクション
エンジニアリング（株）

48

C （株）Andeco
サービス業（その
他）

東京都台東区 ロボットを活用した観光地エリアマネジメントの運用実証 （株）タスカケル 49

C
日本環境マネジメン
ト（株）

サービス業（その
他）

埼玉県川越市
公共空間におけるビルメンテナンス業務での床清掃ロボッ
ト導入実証

アマノ（株）、フィグラ
（株）

50

ロボット導入FS事業

類型 事業者名 業種 導入場所 タイトル システムインテグレータ 頁

A
（株）シマブンコーポ
レーション

サービス業（卸・小売
業）

兵庫県加古川市 【FS】鉄スクラップ解体作業のロボット化ＦＳ
（株）ロボプラス、高丸
工業（株）

51

A デリカフーズ（株）
サービス業（卸・小売
業）

東京都足立区
【FS】ロボットと人工知能技術を組み合わせたトマトの熟
度自動選別FS

（株）オフィスエフエイ・コ
ム

52

A
トランスシティロジス
ティクス中部（株）

サービス業（物流） 三重県四日市市 【FS】物流倉庫における自動荷役ロボットシステムFS （株）パワービー 53

A （株）竹延
その他（建設工事
業）

大阪府大阪市 【FS】屋根塗装作業のロボット化FS
（株）ロボプラス、
（株）HCI

54

C （株）ＳＡＢＡＲ
サービス業（飲食・宿
泊）

大阪府豊中市
【FS】産地と飲食店が連携した養殖鯖の給餌作業への
ロボット導入FS

（株）ロボプラス 55

C
森トラスト・ビルマネジ
メント（株）

サービス業（不動産
管理）

東京都 【FS】オフィスビルでの清掃ロボットの縦移動一般化FS SEQSENSE（株） 56

【各項目についての解説】

① 提案類型

② タイトル

③ 補助事業者（企業名、所在地）

④ 企業規模

⑤ 業種

⑥ 用途

⑦ 導入の主な目的

事例紹介の見方

①②

⑤④ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

※ 提案類型

A 未活用領域における導入実証・FS事業

B コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

C 公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

③

⑧ SIer（企業名、所在地）

⑨ 導入ロボット（種類、メーカー、型番等）



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

少量多品種生産に対応したレトルト製品パレット詰み工程のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
パレタイズ 重労働からの解放

（株）釜屋（熊本県合志市）

弊社のレトルト食品製造工程は、仕込みから充填後、殺菌、水きり、検査、箱詰め、計量とライン上の作業であり、
最終工程はパレット積みである。弊社はＯＥＭ生産による食料品製造業で少量多品種生産を行っているため、納品
する商品が小さい箱や大きい箱、軽い箱や重量感のある箱等、質感の違う様々な箱を幅広く取り扱っており、依頼
先に指示された箱である為個別の対応が複雑である。また変形させないように丁寧な作業が必要で、機械での対応
が不可能であり簡単にラインの組み替えができる人手に頼らざるを得なかった。特に６kg～１２kgの箱を毎日持ち上
げ１６０㎝～１７０㎝程積み上げる工程は、過酷な重労働作業であり、近年レトルト食品の受注が急速に伸び、連続
作業であるパレット積み工程が増加したため、作業員にとってかなり負担である。これらを解決できるロボットを開発
導入する。

導入するロボットシステム

タイヘイテクノス（株）
（熊本県熊本市）
(有)モアコンセプト
（熊本県熊本市）

垂直多関節ロボット
（川崎重工業、ＣＣ180ＬＦＥ03型）

導入するロボットシステムの内容

今回最終工程にロボットを導入し、弊社が扱う自社製品やＯＥＭ取引企業指定の箱に対応できるようプログラム
できる応用型の高速パレタイジングロボットとする。ライン上で箱詰めされた物を、素早く簡単に、また箱の種類に
よって持つ速さを変えることができるようにする。更に、ラインの切り替えが必要なく次工程がコンベアである為同一
ラインでの連続作業が可能となり、人の移動作業がなくなり衛生面でのメリットがある。当該ロボットは最終工程の
パレット積み工程で使用し、どのような箱(贈答用箱、段ボール箱、化粧箱等）にも対応可能とする。特に、弊社は少
量多品種を扱っており、レトルト食品以外にも多種多様な商品（ごま調味料、スティックタイプの健康ゼリー食品等）
を製造しているため、今般１２種類の様々な形状の箱を、変形させずに対応できるプログラム設計する。弊社の目
指すＨＡＣＣＰ（ハサップ）の取得においても、効果の高いロボットシステムである。

前工程よりコンベアで段ボー
ル供給

カメラが製品を判別、パレタイズロ
ボットがパレット積み込み

冷蔵庫・倉庫へ
搬入

様々な形状の製品（段ボール）に対応するパレタイズロボットを導入

熊本県合志市 25



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

画像処理技術により重量計算を行う焼鳥整列ロボットシステム

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング

搬送
生産性向上

熟練作業の軽減

（株）コスモジャパン （北海道小樽市）

焼鳥の「串刺し」工程は専用機械が存在するが、前工程の「肉の整列」は未だロボット導入が進んでいない。
同工程において、これまでロボット導入が進んでこなかった主な要因は、下記２点である。
①個々の重量にバラツキがある（肉・ネギ）を適切に選別し、串１本の重さを規定重量内に揃える
②商品の美観のため、肉と脂の筋の方向を揃え、トレイに交互に配置する
③作業員はこの2つの作業を「１本あたり３秒」で行っている。この3つの条件をクリアする事が困難であった。

導入するロボットシステム

シンセメック（株）
（北海道石狩市）

スカラロボット
（デンソーウェーブ、

HSRシリーズ）

導入するロボットシステムの内容

ワークの選別と配置の２つの作業を、「1本あたり3秒」のスピードで実現するには、組み合わせ後の重量計算で
は間に合わない。よって「ワークの選別と配置に加え、重量計算も同時に行う」 全く新しい画像処理法を活用した
ロボット導入実証に試みる。具体的には、
●3次元データ化により個々のワークの重量を推測、串1本の規定重量を満たす組み合わせを選定し
●解析アルゴリズムにより画像データから商品の美観を保つ整列方法を算出する
●ロボットハンドリングによってトレイに肉の向き順番を考慮し整列する。
【具体的な工程】
①：コンベアを流れるワークを２つの定点カメラで撮影する ②：ワークの３次元データを作成 ③：３次元データか

ら重量を計算 ④：取得した画像データにより肉の筋の方向(模様)を認識 ⑤：前項３で取得した重量と模様デー
タを基に、解析アルゴリズムによって「最適な肉３片とネギ２片」を割り出す ⑥：ロボットハンドリングによりトレイ
へ整列

現在は手作業による投入

①目視による重量推測
②肉、ネギを順に配置
③原料の重量合わせ
④3秒/本の配置スピード
⑤目測を誤ると重量NG
⑥1日同じ場所で立ち仕事

1

2 3 4 5

6

導入後

定点カメラ

画像処理

ハンドリング

整列

北海道小樽市 57.6



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

洋菓子成形型へのクッキングシート供給作業のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング

（シートのセット）
労働生産性の向上
過酷作業の代替

五洋食品産業（株）（福岡県糸島市）

ケーキ・洋菓子の製造において成形型へ底面と側面の2種のクッキングシートをセットする工程がある。このクッキ
ングシートは成形型と焼きあがったケーキ・洋菓子との離形を良くするためのものである。
クッキングシートは、１．薄い ２．剛性がない ３．帯電する 等の特性を有し、ロボットによるハンドリングが難しい
対象物の一つである。特に側面用の短冊形のクッキングシートは、円筒状に丸める必要があること、更に成形型の
サイズが4種類有ることでロボットハンドの開発の難易度が高い。本実証事業では上記の問題を解決し、洋菓子成
形型へのクッキングシート供給ロボットシステムの開発を目指す。 尚、本実証事業前に原理試作の実験を完了して
おり、その結果を元に開発を進めていく予定である。

導入するロボットシステム

（株）サトー
（東京都目黒区）
福陵技研（有）
（佐賀県小城市）

垂直多関節ロボット
（オムロン、 Viper650）

導入するロボットシステムの内容

側面用と底面用にそれぞれロボットを配置する。ロボットにシートを一枚づつ供給するために、シートフィーダーを
設置し、コンベアでロボット近傍へ搬送する。

シートの停止位置は、ばらつくことが予想できるので、画像処理でシートの位置をとらえ座標をロボットへ与える。
この情報により、ロボットは側面の場合シートの先端から後端までを巻き取り成形型へセットする。底面の場合は、

シート中心部を吸着し成形型へセットする。
成形型はサイズが4種類あり、ロボットハンドの共用はできないのでツールチェンジャーでロボットハンドの交換が

可能とする。
上流より流れてくる成形型は、ロボット付近で位置決め停止するようラインコンベアにストッパー、幅寄せガイド等の

機構を追加する。

側面シート切出し 側面シート巻き取り
成形型へ側面シートセット

底面シート切出し
底面シート吸着

成形型へ底面シートセット

福岡県糸島市 37.5



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
包装ラインへの
高速自動供給

生産性の向上

導入するロボットシステム

（株）タクト
（長野県茅野市）

パラレルリンクロボット
（ファナック、M‐2iA/3SL）

導入するロボットシステムの内容

①マクロ分析画像処理と高速のロボットビジョンカメラの併用により、大きくずれたパウチ位置情報や、角度情報
上下方向の重なり状況の高度な判断が可能となる。

②あらゆる材質のパウチ、表面の凹凸にも有効なロボットハンド（吸着パット）を実験により選定した。

③パラレルリンク型ロボット、2軸ロボット、サブコンベアを段バラシ工程と組み合わせることにより、省スペース化
が可能となった。

以上のシステムにより、不規則に配置されたレトルトパウチ製品の高速移載作業（130個／分）が実現する。

当社の主力商品となるカレー、釜飯などのレトルトパウチ製品は包装工程に手作業で供給しているが、殺
菌中に水流と浮遊によりトレー内の中で様々な方向にパウチ配列が乱れた状態となっている。

①ロボットに搭載している画像処理検出装置では、中身の物性により外形が変化してしまうレトルトパウ
チの位置ズレ、互いに重なったパウチの判別が難しい。

②扱う製品は熱水殺菌後である為、全体が温かく濡れた状態であり、大きな肉、乱切り野菜を使用してい
ることから表面の凹凸の状態が個々で異なる。このような悪条件下で製品（200ｇ）の高速ハンドリン
グするには、優れた吸着性、加速度に耐えうる高度なロボットハンド技術が必要となる。

③今回予定している設置有効スペース（8ⅿ×3ⅿ）では狭すぎて導入が難しい。

ロボットステム全体図

現在の作業状況

ロボットビジョンカメラ マクロ分析画像カメラ

パウチの整列状態

拡大図

2軸ロボット サブコンベア

パラレルリンクロボット

長野県松本市 45.5

不規則に配置されたレトルトパウチ製品の整列作業の高速ロボット化

セントラルパック（株）（長野県松本市）



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

人協調ロボットとパラレルリンクロボットを組み合わせたラベル貼付システム

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング
ラベル貼付

省人化
品質の向上

（株）タカキベーカリー（広島県広島市）

冷凍製品の解凍後の消費期限ラベル貼付作業は、現在56製品・約23,000個/日を5名の作業者が9時間/日かけて

ハンドラベラーにより手作業で処理している。この作業は、納品時間の関係で深夜作業になるため作業者の確保が
厳しい状況にある。また多人数での分散作業のため正確なラベル貼付の保証のリスクも増大している。

ラベル貼付作業の自動化・ライン化を検討してきたが、ロボットを活用した個単位での自動ラベル貼付では、箱出
し・箱取り作業が必要になり省人化効果が見込めないこと、ロボットの安全性の関係で安全柵が必要である等、設
置スペースの確保が作業の自動化・ライン化の阻害要因になっている。

１．パン箱単位で正確にラベル貼付できるロボットによるラベル貼付作業の実現⇒作業人員を5名から2名に削減
２．人共調ロボットの採用により、人とロボットが共存した作業のライン化を実現（省スペース化）
３．ラベル発行システムとの連携によるラベル貼付作業のトレーサビリティを含めた品質保証体制の確立
（内容）
・パン箱単位（入数：最大22個）でのパラレルリンクロボットによるラベル貼付
（カメラ400万画素、視野600×600選定・画像処理等ソフトカスタマイズ）
・可搬重量10Kg可能な人共調ロボットの採用による作業のライン化
・ラベラー発行システムとの連携---システムインテグレーターとしてラベラー製造メーカーの株式会社サトー採用

・カメラによる貼付確認と画像保存によりラベルの表示内容チェック・貼付位置精度向上

導入するロボットシステム

（株）サトー
（東京都目黒区）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MOTOMAN-HC10）
パラレルリンクロボット
（安川電機、MOTOMAN-MPP3S）

導入するロボットシステムの内容

ラベル発行システム

カメラによる
製品認識・検査

導入前

人協調ロボットに
よるパン箱供給

人協調ロボットに
よるパン箱段積

パン箱に入った製品にロボットで
正しい位置にラベルを貼付

茨城県つくば市 40.4



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

弁当・惣菜製造ラインにおける蓋閉め工程の自動化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング 自動化

タマムラデリカ（株）（群馬県佐波郡玉村町）

弁当・惣菜製造ラインは、ライン先頭で容器をコンベア上に供給し、コンベアで容器を搬送しながら、必要具材を順
番に人手により盛り付けていく流れ作業である。すべての具材盛り付けが終わると容器の蓋閉め作業を行い、最終
工程で胡椒やからし等の薬味小袋を蓋の上に載せる。その後、自動包装機でパッケージングし、ラベル貼り後に完
成。１つの品種の生産が終われば、段取り替えを行い、次の品種で生産を開始する。毎日、これを繰り返して数１０
種類の品種を同じラインで生産している。今回、具材盛り付け後の容器蓋閉め作業工程にロボットを導入し、自動化
する。食品製造は人手でないとできない作業が多く、蓋閉め作業も容器によって閉め方のコツが異なるため、特定
の熟練者に頼っている。自動化には 汎用性・拡張性・高処理能力が求められ、難易度が高いため、今まで実現でき
なかった。

導入するロボットシステム

（株）ワイ・イー・データ
（埼玉県入間市）

①直角座標ロボット
（ワイ･イー･データ、専用設計）

②水平多関節ロボット
（ヤマハ発動機、YK500TW）

導入するロボットシステムの内容

今回導入するロボットシステムは、蓋を供給（ストック）して１枚づつ切り出す部分、容器を搬送し位置決めする部分、

蓋を把持して蓋閉めするロボットアーム部分から構成され、これらを一体化構造にすることにより、コンパクトサイズ

を実現している。一般的に、食品工場はスペースが非常に狭いため、スペース不足で機械を導入できない場合が多

いが、このシステムは、現状の人手作業スペース程度で設置可能である。さらに下記の特徴を有している。

１）汎用性：あらゆる種類に対応可能・・・四角形型・丸型・楕円型・多角形型。タイプも外勘合・内勘合の両方が可能。

２）拡張性：新商品（品種）の後追加が容易・・・最大100種類対応可能であり、ロボットはティーチングレス仕様である。

３）処理能力：最大処理能力 2,000食／時間・・・上流から受け入れる容器間隔の不揃いをコントロールして動作可能。

４）運用機能：蓋閉めモードの他、コンベア単体運転モード（スルー運転モード）、コンベア清掃モード等を標準装備。

トッピングコンベヤ

蓋閉めロボット

容器幅寄せロボット

蓋供給切り出し機構（両側２ヶ所）

容器位置決めロボット

１．主な装置構成
１）容器搬送コンベア・・・ローラ搬送およびベルト搬送
２）幅寄せロボット・・・挟みこみ側と送り側の４軸機構
３）容器位置検出カメラ・・・容器中心及び回転角度検出
４）容器位置決めロボット･･･容器クランプ＋持上げ機構
５）蓋供給切り出し機構・・・蓋供給ｽﾄｯｸ部＋切り出し部
６）蓋位置検出カメラ ・・・蓋中心及び回転角度検出
７）蓋閉めロボット・・・４軸多関節ロボット＋蓋把持ﾊﾝﾄﾞ

２．動作概要
①トッピングコンベアから受け入れた容器を容器幅寄せ

ロボット（直角座標型）にて中央側へ幅寄せする。
②搬送された容器を容器位置決めロボット（直角座標

型）にて位置決めする。
③蓋供給切り出し機構部にストックされた蓋群から、

１枚づつ蓋を切り出し、蓋閉めロボット側へ送り出す。
④蓋閉めロボット（水平多関節型）で蓋を把持し、容器

位置決めロボット上で蓋閉め動作を行う。
⑤蓋閉め後、容器位置決めを解除し、次工程へ容器

を払い出す。
＊次工程で薬味子袋を載せた後、包装機に流す。

栃木県佐野市 24.2



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

ロボットによる食品の重量検査作業とパレタイズ作業の標準化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
検査 搬送
パレタイズ

作業負荷軽減

堂本食品（株）（広島県広島市）

現状の作業内容として、作業者により袋詰めされた製品の入った段ボール箱（10～12㎏）を1日に600～700箱、封
函後に結束機で結束を行った後で重量検査を行う為、結束機からハカリへ人手で移動をさせて重量検査を行い、そ
の後段ボールを人手で指定パレットへパレタイズを行なっている。

自動化を進めて行く上では日々の中でもアイテムの切替が多く、パレットへの積み方もアイテムにより異なっている
こととパレットについても同一製品でパレットサイズの変更がある。

また多品種変量なことと製品のサイクルが早いことから、自動化設備導入において設備の多種多様性が求められ、
生産ラインが特定の品種に固定されてしまう可能性が高くなってしまうような自動化は困難であった。

導入するロボットシステム

（株）ヒロテック
（広島県広島市）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MOTOMAN）

導入するロボットシステムの内容

袋詰め製品の入った段ボール箱を結束する工程の後へ多品種対応が可能なフレキシブルハンドを取り付けた垂
直多関節ロボットを設置、フレキシブルハンド部へカメラとロードセルを取り付けることで品種判別機能と品種ごとの
重量検査を同時に行えるシステムとする。

上記のロボットシステムを構築することで多品種変量な箱についても製品認識を行いながらピッキングを行い、搬
送工程の中で同時にロードセルにより重量検査が行える。

また製品認識を行っているのでアイテムごとに指定されたパレットへ指定された積み方でパレタイズを行っていく。
このロボットシステムの導入により重量検査、及びパレタイズの専属要員が不要となる。

広島県広島市 21.3



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

真空冷凍パックの箱詰めから箱の積み付けまでの一連工程のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング
パレタイズ

生産性の向上
重労働からの解放

（株）ナカガワフーズ（熊本県菊池郡菊陽町）

弊社は食肉を小口切りやブロック切り等に手切り後、冷凍加工したものを数個ずつ真空パックした完成製品を箱詰
めし発送している。本工程にロボットを導入する。弊社の完成製品はビニール素材の包装で表面が滑り、形状が不
揃いで複雑なため、既存の機械では確実に持ち上げることは困難で、その際にキズが入る等の懸念があった。

また、製品形状を判断し箱の形状に合わせ詰める作業工程や、上記箱詰めされたダンボール箱をパレットに積み込
む作業工程についても箱の規格サイズや重量が異なる等、ロボット化の課題であった。弊社では、多くの品目の製
造を行っているため、一つの製品に合わせた専用機を導入しても他の製品に対応できず、自動化を断念するに至っ
ていた。

導入するロボットシステム

タイヘイテクノス（株）
（熊本県熊本市）
（有）モアコンセプト
（熊本県熊本市）

箱詰めロボット
（川崎重工業、ＲＳ020ＮＦＥ01型）
垂直多関節ロボット
（川崎重工業、ＣＣ180ＬＦＥ03型）

導入するロボットシステムの内容

ハンドリング知能ロボットの導入と工夫・開発（「ロボットハンドの指先を８本」、「手のひら・指部分に吸盤を設置」、
「画像解析システム」）により、人の手と同様な機能を備えることができ、不揃いで掴みにくい多種多品目の製品を確
実かつ簡単に優しくピックアップする。吸盤式にし、指先部分の形状を工夫することにより、真空ビニール袋にキズを
付ける心配がない。また、箱詰め時にもセンサーと画像解析システムを導入することにで、製品形状と隙間の大きさ
を把握し効率的な箱詰めを可能とする。箱詰め後、規格、重量、サイズ等の異なる様々な箱をパレットに素早く的確
に搬送するために積み付けの組み合わせをパターン化したプログラミングを施し素早く位置決めを行う。多機能型ハ
ンドリングロボットとパレタイジングのロボットで、さらに段ボール組み立て等の作業工程を一連の工程とし、連携・自
動化により、受注内容に応じた柔軟な出荷が効率的にできるようにする。

箱詰めロボット

箱詰めの自動化

専用ハンド開発

パレタイズロボット

パレット積の自動化

積付パターン登録

導入ロボット１ ： 製品箱詰めロボット
導入ロボット２ ： パレット積ロボット（パレタイズロボット）

熊本県菊池郡菊陽町 47.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

大分県中津市 27.1

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

即席麺用チャーシュー供給作業へのロボット導入

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

１．導入前 ２．導入後のロボットシステムのイメージ
人がチャーシューを１枚１枚手で １）自動でチャーシューのくっ付きをはがす
バケットコンベヤへ供給している。 ２）ピッキングフィーダーでチャーシューの重なりを無くす

３）スカラロボットでチャーシューをバケットコンベヤに
１枚ずつ供給する

３．予想効果
①少人化： 約２名削減
②生産性： ６０％Ｕｐ
③その他：単純・過酷作業からの解放

中小企業
製造業

（食料品）
ハンドリング

・少人化
・生産性向上

（株） 西野物産（大分県中津市）

弊社は、即席麺等に入っている「かやく」を製造している。かやくの原料には、ネギ、メンマ、なると、チャーシュー、

ワカメ等があり、それらの多くはボールフィーダで包装機へ供給している。しかしこれらの原料の中で、チャーシュー
には下記問題があり、ボールフィーダや他の方法での自動供給が出来ず、人が１枚１枚手で供給している。

＜問題点＞
１）チャーシュー同士がくっ付く場合があり、人がそのくっ付きを手で剥がしている。
２）工業製品と違い、個々に違った形、色、サイズ、反り、割れ、欠け、空隙等が有り、自動認識・搬送が難しい。
３） 製造現場が狭いため、サイズが大きい垂直多関節ロボット等を置くスペースは無い。
４） 「かやく」は製造単価が安いため、高価なロボットは費用対効果から導入が困難。

導入するロボットシステム

Ｔ・プラン（株）
（大分県中津市）

スカラロボット
（ヤマハ発動機、YK220XC）

導入するロボットシステムの内容

上記１）～４）の問題に対し、下記方法にて解決を図り、チャーシューの自動供給を実現する。

＜解決策＞
１）印刷機を参考にした機構で、くっ付いたチャーシューを自動で剥がす。
２）ワークの多少の反りや欠け・空隙に影響されない吸着パッドを使用し、ピック＆プレイスを実現する。
３、４）比較的価格が安く小スペースのスカラロボットを用い、小スペース＆高速供給を実現する。

これらの機能を有したロボットシステムを目標：1,000×600の設置スペースで実現する。

３）スカラロボット

１）チャーシュー
はがし装置

２）ピッキング
フィーダー

バケット
コンベヤ



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

包装機へのハム・ソーセージ製品投入ロボットシステム

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

大企業
製造業

（食料品）
包装投入作業 省人化

日本ハムファクトリー（株）（静岡県榛原郡吉田町）

導入するロボットシステム

植田酪農機工業（株）
（東京都江戸川区）

多関節協働ロボット
（ライフロボティクス、CORO）

導入するロボットシステムの内容

①加熱冷却後の網台車に積載された製品を２人掛りでコンベアに並べる。⇒コンベアには投入を容易にするため
整列ガイドを活用し、ロボットが次工程の深絞り包装機にPick&Placeし易いように整列させる。③協働ロボット２台を
用いて、包装機へ一定方向に調整しながら投入する。また、大きさの異なるワークを把持可能なロボットハンド(食品
衛生法準拠済)をメーカー協力の元、実証する。同一工程に3種類の製品が流れる為、可能な限り一つのハンドで対
応できるよう設計する。また、ロボットハンドは煮沸消毒の為、簡単に取り外しのできる機構とする。上記により、既存
のハム・ソーセージの生産工程へのロボット導入障壁となっていた、多品種かつ異形形状ワークの把持が可能とな
る。また、協働ロボットを使用することで、設置スペースの問題を解消され、人とロボットの共存したシステム構築が
可能となる。

①ハム業界では、お中元、お歳暮ギフトの繁忙期(約半年間)対応が問題となっている。ギフト製品の包装工程は手

作業が中心であり、繁忙期に合わせた採用を行うものの、生肉製造現場は臭いや脂等の要因により人気が無く、短
期の労働力確保が困難となっている。よって以前より省力化・省人化を進めてきたものの、以下の通り物理的、技術
的ハードルが高く、ロボット導入には至らなかった。①多品種生産への対応(短時間での品種切り替え)②形状の異
なる製品を直接把持可能なロボットハンドが存在せず③産業用ロボット導入に伴うスペースの確保(安全柵で囲うス
ペースが確保できず)④ロボットティーチングなどの専門知識⑤ハム・ソーセージ業界特有の品質担保等。今回、上
記の問題を解消するべく①協働ロボットを導入②異形物を把持できる食品対応ハンドの開発(メーカー協力)、③ロ

ボット動作が容易となるコンベアも開発し、ハム・ソーセージ業界におけるギフト製品を対象に、人不足が解決可能と
なるロボットシステムを構築する。

長崎県東彼杵郡川棚町 20



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

自走式点検ロボットと人工知能技術を組み合わせた死亡鶏検知システム

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（食料品）
鶏舎巡回

死亡鶏の検知・通報
品質の向上

生産性の向上

（株）横浜ファーム（神奈川県横浜市）

養鶏場の鶏舎内での死亡鶏監視業務は、人による定期的な巡回で行っており、鶏舎により数万羽から数十万羽
の鶏のチェックを行う労力は膨大であり、ロボットによる業務に移行したいニーズは以前から存在した。

鶏卵生産に影響のない低照度でのカラー画像を取得しその画像から死亡鶏を検出することが困難であり、また
鶏舎の床の凹凸等により撮像アングルの不一致が発生し、誤検知要因の除去が困難であった。

検出が可能とされる機器（カメラ等）が高額であるため、費用対効果の面で現実的ではなかった。
加えて、自律走行型ロボットが発展途上にあり実用的ではなかった。

導入するロボットシステム

大豊産業（株）
（香川県高松市）

自律走行ロボット
（SMPロボティクスシステムズ）

導入するロボットシステムの内容

自律走行型ロボットにカメラを複数台取付け、指定ルートを自動走行して死亡鶏検査画像を取得する。
そして画像をクラウドサーバーに転送してＡＩ処理を行い、検査結果をモバイル端末へ送信する。

送信結果を受け作業員が指定されたケージに出向き、死亡鶏を除去する。
検出・通知頻度は、１日当たり２回とし、３回の自動巡回ごとに１回の通知を行う。

その際の検出率目標は、８０％に設定。
走行終了後は、指定場所に帰還して自動充電を行う。
検出精度を高めるためには、より鮮明な画像が必要となるため低照度下で能力の高い汎用の防犯用夜間撮像

カメラを使用。
ロボットによる自動走行を可能にするため、走行ルートに舗装を加える。

千葉県君津市 19.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（医療機器）
ハンドリング
製品積込

製造現場環境の改善

（株）タカゾノ（大阪府門真市）

導入するロボットシステム

（有）キムラ電機
（京都府久世郡御山町）

垂直多関節協働ロボット
（ファナック、ＣＲ－３５ｉＡ）

導入するロボットシステムの内容

人協調ロボットとパレットストレージ導入による医療用分包紙検査作業環境の改善

上流スリッター機４台から払い出しされた
製品を振り分けコンベアーにて振り分け
協働ロボットにて下流のパレットストレージ
へ品目別に搭載するシステム

パレットストレージが
ロボットの要求に答え
Ａ，Ｂ，Ｃ各パレットを
スライドさせ品目別に
搭載を行う

大阪府枚方市 31.7

積み込みロボットの導入を計画している工場では、医薬品の分包紙を製造しております。製品の性質上異物混入は絶
対に許されず １）目視検品する検査員が常駐せざるを得ないが、一方で ２）建屋スペースに限りがあり検査員の動線と
積み込みロボットの作業範囲を完全分離できない。というロボット導入阻害要因があります。１）を解消する為、検品カメラ
等の導入による無人化テストを繰り返しましたが目視による検品精度には遠く及ばず、ロボット導入には至っていません。

今回作業員と協業できる協働ロボットを導入することで １）目視検査員と積み込みロボットの完全な共存を実現し、２）
人間共存に起因するロボット停止時間を計測すること ３）ロボット導入による経済効果及び労働環境の改善効果を
計測することで、作業員が常駐せざるを得ない環境に於ける協働ロボット導入の効果を実証します。

協働ロボットの特性を生かしレーザースキャナー・ライトカーテン等の機器を連動させ人とロボットが従来の距離感にて
作業できるシステムとします。上流コンベアーから製品仕分け⇒ロボットによる積み込み⇒パレットストレージによる自動
排出の工程を1台のロボットで完結させ、システム全体をコンパクトにすることで検品者の作業スペースを保ち品質の確
保を図ります。

作業にあたる作業者を展示会に同行させ実際に協働ロボットに接触⇒停止する機能、接近⇒減速する機能を体験して
もらいロボットとの共存するイメージをつかませました。

ロボットの限られた最大河畔距離内にペイロードを効果的に配置し高額な協働ロボットを効率よく（1台で）運用する為
に上流側・下流側の積載位置制御を密に行い、多品目の製品を品目ごとに出荷できるフレキシブルなシステムとします。
又、本システムにはＩｏＴ機能を盛り込み機器類の予兆保全・生産管理を行います。



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

免疫検査抗体製造における凍結真空乾燥準備工程へのロボット導入

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（体外診断薬）
ハンドリング
検査 搬送

省人化、省力化
品質の安定化

トラストメディカル（株）（兵庫県加西市）

インフルエンザ診断に代表される迅速診断手法であるイムノクロマトは、簡便かつ有効な診断法として注目されて
いる。その製造工程では抗体を失活させないため凍結真空乾燥が必須である。この準備工程は、多種のチューブ状
容器と多種の濾紙状シートを、目視検査を行いながらトレイの上に整列させ、試薬を分注するという複雑な作業が必
要である。この工程は手作業に頼らざるを得ないと考えられ、業界内でもロボット化された例は無いと思われる。

第一の阻害要因は、対象の形状がチューブ状容器・濾紙状シートと多岐に渡る事である。第二の阻害要因は、それ
ぞれの品種毎に複雑な作業への対応が必要である事。第三の阻害要因は、多様な外観検査に対応しなくてはなら
ないことである。

導入するロボットシステム

トラストメディカル（株）
（兵庫県加西市）

双腕ロボット
（デクシス、外観けんた君
※ＡＢＢ、Ｙｕｍｉ）

導入するロボットシステムの内容

デクシス社双腕多関節ロボットを中心にしたロボットシステムを構築する。同ロボットは外観検査を目的としたオフ
ラインロボットである。
多種の対象に合わせ、ピッキング・目視検査・整列・分注と人が行っていた工程を自動で行う。ティ－チングは背景
画像と良品画像を複数登録するだけで行ない、触れば止まるという安全面も問題ない。
オフラインなので移動させ、別の作業をさせることもできる。 この様に、免疫検査抗体製造工程に於いてロボット化
を妨げていた要因を解決するロボットシステムを導入し、効果を実証する。

3種チューブ3種Pad→コンベア上にバラ積み→物体認識ピッキング→外観検査→マガジンに整列→チューブ分注
Pad含浸→マガジンストッカー→凍結真空乾燥機

分

注

凍
結
真
空
乾
燥

検
査
・整
列

工 程

従来：手作業

本事業における導入実証：双腕ロボット作業

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ､検査、整列、分注

チューブ状
容器

濾紙状

シート

本ロボットシステムは、

コンベアで供給する多種
の対象物をピッキングし、
検査、整列後に試薬を
分注し、マガジンストッ
カー内に収納する。

検
査
・整
列

ピ
ッ
キ
ン
グ

分注ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ､検査、整列

兵庫県加西市 45



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（化粧品・医薬品）
人手に代わる
ハンドリング

製造効率の向上
品質の向上（無菌）

コスメディ製薬（株）（京都府京都市）

導入するロボットシステム

導入するロボットシステムの内容

微細針シート組立工程の自動化のため、マイクロニードルシート組立工程（1）とマイクロニードルシート組立工程
（2）のサブプロセスを自動化する。
すなわち、
（1）マイクロニードルシートを鋳型から垂直多関節ロボットを制御し、微細針シートを取り出し整列させるプロセス
（2）多関節ロボット使用して、マイクロニードルシートを保護粘着テープ上に貼り付け、さらにそれを収納ケースに
収める。次いでケースに収納された製品を搬出コンベア上に垂直多関節ロボットで移戴するプロセスの2つである。

マイクロニードル（MN）の製造主要工程は以下の３プロセスである。
すなわち、１）原料ヒアルロン酸等溶液の鋳型溶解乾燥工程 ２）微細針シート組立工程 3)包装工程 である。

工業的規模で生産を可能にしたのは、世界的に見ても当社が初めてであったため、全ての工程を自社技術開発し
てきた。

微細針シート組立工程は自動化困難であり、熟練した人手に頼ってきた。自動化の阻害要因は以下の2つの理由
による。

すなわち、１）マイクロニードル化粧品は、一般的に品種・バージョンの変化が激しく、特に新規開発商品は、少量
多様であるため自動化が困難であった 2）製品のパーツが多いので、製造や品質に影響する要因の把握が困難で
あったことの２つである。

組立工程１

MNシートの鋳型からの取り
出しと整列

組立工程2－1

MNシートと保護粘着シート
を貼る

組立工程2－2

MNシートのケースへの
収納と搬出

次世代マイクロニードル化粧品の高度精密生産へのロボットの導入

三菱電機システムサービス（株）
（東京都港区）

垂直多関節ロボット
（三菱電機、RV-2F-D）
単軸ロボット

京都府京都市 48.4



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

導入するロボットシステム

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

少量多品種化粧品のパウチビニール袋詰め工程のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（化粧品）
袋詰め作業

人員削減
品質の向上

（株）ビーテック（埼玉県坂戸市）

化粧品業界では全般的に人手作業が多く、OEMでは受託先の形状・規格に合わせた工程が必要となる。
本工程においても、化粧品四方パウチのビニール袋詰めを人手で行っている。
本工程へのロボット導入が進まなかった障害要因として下記2点が挙げられる。
1）従来の作業ロボットや専用機では受託先の形状・規格に合わせた工程の組換えが厳しい。

※商品数が多く、袋詰め数量も様々で、メーカーでは無いので設備に合せた商品の修正ができない。
2）従来の専用包装機は固定型であり工程変更に対応しづらく、また従来ロボットでは柔軟物である。

ビニール袋の取り扱いが困難であった為、自動化が進んでこなかった。

グローリー（株）
（埼玉県加須市）

双腕ロボット
（カワダロボティクス、NEXTAGE）

導入するロボットシステムの内容

1）ピック&プレースを排除し、集積部をアタッチメント化し種類及び集積量の変化へ対応する。
2）ロボットと装備を切り離した上で、独立した共通動作化することで、多品種変量を実現する。
3）集積部の設備を軽量・小型化し移動設備を簡便化し、ロボットとの連携は、NEXTAGEの画像等を用いることに

より、簡単に連携が可能にする（ライン間の組み換えを容易に可能にする）
4）双腕ロボットのメリットを活かし、人によるこまかな動作をトレースさせることで、今まで自動機や片手ロボット

に出来なかったビニール袋詰め作業を実現することが可能になる。
5）ロボット単独での袋詰め作業後、秤量し内容物が確実に規定枚数入っているか判断し（NG）の場合、NGボッ

クスに、OKの場合、次工程に渡し人がテープ止め梱包する等、ロボットと人の協業（分担）等を可能にすること
でよりフレキシブルに、作業量の変化に対応させる。

埼玉県坂戸市 36



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

導入するロボットシステム

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

熊野筆の技術を生かしたネイル筆製造工程のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
製造業

（毛筆・ブラシ）
ハンドリング
検査 搬送

生産性の向上
生産能力の増強

（株）北斗園（広島県安芸郡熊野町）

熊野筆は、毛先がカットされておらず肌触りが良い一方、コマ（型）に毛先を入れて筆先の形状を作る必要がある
など、工程が複雑で機械化が困難で製造工程のほとんどが手作りである。工程別に工程内容と課題を整理する。
【1】計量工程：秤で測り取る工程。毛の認識、把持、毛の過不足調整動作が困難。少しの風でも秤のメモリが揺れる。
【2】コマ入れ工程：毛先をコマ（型）に入れて成形する工程。毛先が開くと、コマに入らない。静電気も課題。
【3】型出し工程：毛先をコマに完全に入れて毛先形状を形成する工程。毛先をコマ最奥まで入れることが難しい。
【4】仮付け工程：毛先形状が崩れないように仮止めする工程。コマから毛束を取り出すと毛先が崩れやすい。
【5】根本切断工程：毛束の根本を切断する工程。切る場所の見当をつけるのが難しい。
【6】丈合わせ工程：毛束の長さを調整する工程。金具に挿入することが難しい。
【7】接着工程：毛束を金具に接着する工程。接着剤を適正量、狭い金具内に流しこむことが難しい。
対象物が「毛」という１本0.0001gにも満たず、揃えても毛先が開き、湿度によって挙動が変化する扱いが難しいもの
である事と、手先の器用さと指先の微妙な感覚を要求するような細かい作業が多い事が阻害要因となっている。

（株）ソリトンコーポレーション
（京都府京都市）

直交型ロボット

（ソリトンコーポレーション製、
NF1-134,NF3-23H,NF4-34,NF6-
1C,NF7-23H,NF8-3B）

導入するロボットシステムの内容

下記のように各工程をロボット化する。主に直交ロボットを用い、工程間はターンテーブルで接続する。
【1】計量工程：専用冶具を用いる。 【2】コマ入れ工程：コマ入口を鏡面磨きのテーパー状とし、除電も行う。
【3】型出し工程：バイブレーターで充填する。 【4】仮付け工程：コマから毛束を出さずに、ヒーターで熱溶着する。
【5】ターンテーブル移載工程：ロボットアームで移載し、テーブルのチャックに適正長さでチャックする。
【6】丈合わせ工程：センサーでチャック位置を調整する。 【7】根本切断工程：円盤型カッターで自動切断する。
【8】接着工程：ヒーターをゆすりながら上から熱溶着する。 【9】バリ取り工程：熱溶着で生じたバリを除去する。

 

計
量
治
具 

①計量 

⑦根本切断 
【ロボット 4】 

⑧接着 
【ロボット 5】 

④仮付け 
【ロボット 2】 

ネイル筆自動製造設備 機器配置図 

⑩搬出 

⑤ターン 
テーブル 

移載 
【ロボット 3】 

⑨バリ取り 
【ロボット 6】 

③型出し 
バイブレーター 

移載 

⑥丈合わせ 

②コマ入れ 
【ロボット 1】 

製
品
収
納 

広島県安芸郡熊野町 45.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

倉庫における自律走行型ピッキングロボットの導入実証

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
サービス業

（物流）
商品のピッキング

および搬送
労働環境の改善と

生産性の向上

シーオス（株）（東京都渋谷区）

倉庫における出荷作業は、①多様な荷姿に対応するピッキング作業 ②最適なピッキングルートの計画 という
2つの業務特性があるが、この2つの業務特性から出荷指示に応じて人が柔軟的に対応することが最も効率的であ
ると判断されており、ロボット活用のフィールドとして着目されてこなかった。

倉庫作業員は日に10～20km倉庫内を歩き回り商品をピッキングするという単純作業を繰り返しており、肉体的に
も精神的にも過酷な労働環境である。働き手は少子高齢化の影響でますます減少しかつ高齢化していくが、当該分
野ではその過酷さゆえにシルバー人材の活用も難しく、十分な作業者を集められないことが大きな課題となっている。

導入するロボットシステム

シーオス（株）
（東京都渋谷区）

垂直多関節ロボット
（ユニバーサルロボット、UR-10）
汎用自律移動ロボット
（豊田自動織機、キーカート）

導入するロボットシステムの内容

自律走行型ロボット(弊社構築済)と垂直多関節ロボットを組み合わせた自律走行型ピッキングロボットを構築する。
主構成要素は、①自律走行型ロボット ②垂直多関節ロボット ③商品認識用3Dカメラ ④ピッキング動作制御基板
である。

動作及び機能は、出荷指示に従いa.最適経路で庫内の出荷対象商品場所まで自律走行し b.自動で商品を認識
しピッキングを実施。指示完了までa ・ bを繰り返す。ピッキング完了後 c.商品梱包場所まで自律走行する。

本実証事業では、先述の課題に対し出荷作業の移動及びピッキング作業の自動化を実現し、人に頼っていた当該
作業を代替することである。

そのほか、定性効果として、重量物や高所でのピックといった作業員に負担のあるいわゆる「３Ｋ」作業を、一部代
替することで労働環境の改善が出来る。

①出荷指示に従い、ロボットが
自動で商品をピッキング

②ピッキングした商品を
梱包エリアまで自動搬送

③人が梱包を実施

神奈川県川崎市 56.3



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

食品スーパーにおける飲料自動陳列作業のロボット化

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
サービス業
（卸・小売）

搬送 労働生産性の向上

（株）八百彦商店（奈良県北葛城郡王寺町）

本事業は、ロボット未活用領域である食品スーパーの飲料陳列作業において、陳列棚の在庫状態を常時監視し、
残数が少なくなった飲料を自動的に補充する飲料自動陳列ロボットシステムを導入する。当該作業は、従業員が飲
料陳列棚の在庫を見渡し、不足している商品を確認、バックヤードから当該商品の入ったダンボール箱を運び出し、
飲料フェイス（表面）を前面に揃えて補充する。

スーパーやコンビニなどの小売業界全体として、これまで安い賃金で人材を確保できたことや、作業が複雑であっ
たことから、ロボットの実用化が遅れている。今回ターゲットとしている飲料陳列作業は、①陳列棚の在庫管理がシ
ステム化されていないこと ②飲料フェイス（表面）を認識できないこと が阻害要因となり自動化が進んでいない。

導入するロボットシステム

（株）ロボプラス（兵庫県伊丹市）
（株）アルファス（滋賀県大津市）

垂直多関節ロボット
（デンソーウェーブ、VS-050/RC8）

導入するロボットシステムの内容

飲料自動陳列ロボットシステムは、ウォークイン冷蔵庫を採用し、自走式垂直多関節ロボット、センサー付き陳列
棚、ストッカー、フェイスアップ機構で構成する。陳列棚の飲料残数が少なくなると、各レーン後方に取付けた光電セ
ンサーが感知し（阻害要因①の解決）以下の作業を行う。1.ロボットはストッカーから飲料を掴み、フェイスアップ機構
に配膳する。 2.フェイスアップ機構は、飲料ラベルのバーコードを読取り品種を確認、バーコード位置からフェイスの
位置決めを行う（阻害要因②の解決）。3.ロボットはフェイスアップ機構にある飲料を掴み、陳列棚に供給する。 飲料
自動陳列ロボットシステムの導入により、従業員の作業はストッカーに飲料をセットするのみとなる。その結果、従業
員を2人から1人に削減し、作業時間を5時間から0.2時間に短縮できることから、労働生産性が50倍になる。

また、従業員は単純作業から開放され、より付加価値の高い接客・サービスに注力できることから、サービス品質
の向上が期待できる。

【3.ロボットが飲料を補充】

【1.ロボットが飲料を掴み取る】

【2.飲料のフェイスを認識する】

奈良県香芝市 27.2



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

空港内手荷物のバックヤードにおける搭載工程へのロボット導入

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

大企業
サービス
（その他）

荷物搬送 労働生産性の向上

ANAエアポートサービス（株）（東京都大田区）

飛行機の「定時運航」と「正確性」が要求される空港バックヤード業務では、熟練した作業員が、限られた時間と空
間の中でコンテナ積込を手作業で行っている。今後、羽田空港の発着便増加による業務量増加が予想される中で、
人手不足が深刻化するため、ロボット導入による空港バックヤード業務の自動化は大きな課題となっている。

ロボット導入の阻害要因としては主に2つあげられる。1つ目は、多品種・サイズが異なり、重量のある手荷物をコ
ンベアからつかみ取り、無駄な隙間なく丁寧にコンテナに積込むことは既製品ロボットでは困難であること。2つ目は、

海外の空港と比較してバックヤードが狭い国内空港は、人による積込作業を前提とした空間であるため、ロボットに
とっては狭く導入が困難であること。

導入するロボットシステム

（株）チェンジ （東京都港区）
（株）メイキコウ（愛知県豊明市）

（株）マイクロ・テクニカ
（東京都豊島区）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MH-80）

導入するロボットシステムの内容

本ロボットシステムでは、画像処理システムと、手荷物の移載装置、コンテナ積込方法を算出するアルゴリズム、
コンテナに積み込むロボットで構成されたロボットシステムを導入する。

1. 限られた時間と空間の中で、効果的に手荷物を搭載すること
• 積込工程を2つの工程に分割することによりロボットの稼働範囲を上下に限定し省スペース・短時間作業を実

現する。
2. 多種多様な手荷物を、傷つけずに掴みあげること
• 手荷物を掴みあげるハンドは、バキューム方式による吸着と落下防止用ハンドを開発する。AIを活用して手荷

物を認識し、掴みあげた手荷物は、コンテナ上部に新設するサイズ別コンベアに投入する。
3. 多種多様な手荷物を、コンテナに隙間なく、効率的・安定的に搭載すること

• 手荷物サイズ情報とコンテナ内の積込状況をもとにアルゴリズムで積込場所を算出し、ロボットに指示する。コ
ンベア型ハンドを開発することでロボットが効率的に積み込み作業を実施する。

コンテナ上部空間を活用したロボットシステムの設計

• 積込ロボットが、手荷物のサイズとコ

ンテナ内の積込状況を元に積載場所を

算出し、手荷物をサイズ別コンベヤか

らコンテナに搭載する。

前工程：多種多様な手荷物を認識し丁寧に掴み取る

• AIを活用してコンベアを流れる手荷物を

認識し、バキューム方式による吸着と落

下防止用ハンドで手荷物を掴み取る。

• 掴みあげた手荷物は、コンテナ上部に新

設するサイズ別コンベアに投入する。

後工程：ロボットによる効率的・安定的な積込み

手荷物

ハンド

≪イメージ≫

• コンテナ上部に手荷物を一時保管するサイズ別コンベ

アを設置し、積込工程を前工程・後工程に分割する。

• 積込ロボットの動作を上下方向に限定することで

稼働時間を短縮化する。

東京都大田区 94.2



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

特注大型門扉製造工程における溶接ロボットシステムの効率化

ロボットを導入する工程

① 実機を用いての直接ティーチング

② オフラインティーチングソフトを利用
実機を用いたティーチングより難易度は高い

・オフラインティーチングソフト導入費用約200万円
スキルアップ費用（40万円×3ヶ月＝約120万円）

・3次元CADを扱う人材を新たに雇用する必要がある
・稼働するまでの時間 3ヶ月程度

中小企業
製造業

（金属製品）
溶接

製品精度の均一化
コスト削減

応緑（株）（兵庫県姫路市）

従来のシステムインテグレーション手法

髙丸工業（株）（兵庫県西宮市）
垂直多関節ロボット
（ダイヘン、 FD－V6L）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

当社の製造物は顧客の建築物に合わせて都度設計する特注品のため、受注ごとに寸法や形状が異なる。そのため、
教示作業が大きな障害となる。従来の手法では①根気よく教示作業を進めるか、②オフラインティーチングソフトウェアー
を活用することが定石とされている。①の場合は教示作業に実機を用いるので、教示中は生産ができないうえ、現実的に
不可能である。また②の場合は①より難易度がさらに上がり、ロボットと3次元CADの双方を扱うノウハウが必要で使いこ
なすのに時間がかかるとともに、ソフトウェア導入の費用もかかる。 本提案では7種類の接続部の教示データを事前に作
り込み、システム制御盤の操作パネル上で、①種類の選択、②基準端面から最初の格子までの寸法、③格子の高さ（長
さ）寸法、④格子の数量（繰り返し作業回数）を数字入力することで、対象ワーク全体の教示データをロボットシステム自身
が作りこむ装置となる。また、人手による現状の溶接作業では、熟練作業者の経験により溶接順番を工夫することで、溶
接歪を最小限にとどめているが、本システムではその順番も簡単に入力することができ、匠の技のデータ化を目指すもの
でもある。なお、本システムでは溶接歪の少ない低温溶接が可能な溶接機を採用することで歪を最小限に抑える。

[システム全体図]

【システム操作パネル（教示作業入力）】

各項目の選択と数字入力だけで完了する。

・オフラインティーチングソフトは必要ないため、320万
円のコストダウン。
・3次元CADは必要ないため、導入コストが不要
・稼動するまでの時間 2週間程度

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

屋外施設用大型門扉 の生産における、①切断、②穴加工、③仮組溶接、④本溶接、⑤仕上げ作業、⑥メッキ、

⑦組立、などの工程のうち、最も作業負荷が多く、作業者の技能が要求される、④本溶接工程の格子溶接のアー
ク溶接作業をロボット化する。

   

誤操作するとロボッ

トと人が干渉する

ティーチング作業中は

生産できない

 ケーブルやホース類の

干渉は分からない

ワークの3D CAD

データが必要

兵庫県姫路市 46.4



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

各種溶接工程の集約によるロボットシステムの効率化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（金属製品）
溶接

労働生産性の向上
品質の向上

熟練技能のロボット化

（株）中野屋ステンレス（長野県伊那市）

ロボットを導入する溶接工程は、手作業によるスポット溶接、TIG溶接ロボットによる仮付け、手作業によるYAG

レーザ溶接、仕上げ研磨の4工程を組み合わせた工程となっている。各種溶接は限られた熟練工による高度な技能

が必要となるため、人材の長期間の育成と増産への対応できない点に問題を抱えている。

従来のシステムインテグレーション手法

（株）アマダ
（神奈川県伊勢原市）

垂直多関節ロボット
（安川電機、

MOTOMAN-MC2000）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来のシステムインテグレーションでは、4工程の自動機を一列に配置し、走行台車付きハンドリングロボットで仕

掛品を移動させるため、これら5つの装置を配置する広大なスペースが必要となる。また5つすべての装置にプログ

ラムが必要となり、製品の形状が変更された際そのプログラム変更にも膨大な時間が必要となるのに対し、今回の

システムインテグレーションでは、従来は材料の切断にしか用いられていないレーザビーム形状を自在に変化させら

れる最新ファイバーレーザ発信器を垂直多関節ロボットに持たせ、高度な微細溶接に活用する新工法を確立してい

る。これにより、現在の4工程を1台のロボットに集約し、熟練工に頼らずパート社員でも安全に加工可能な体制を構

築することが可能となる。加えて、労働生産性の向上、品質の向上、熟練技能のロボット化、コスト削減が図れる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

各工程を移動

• ロボットのプログラミングに
かかわる専門知識を有する
作業者が常時必要となる

• 各ロボットが干渉しないよう
にスペースが必要となる

20
ｍ×
10
ｍ
以
上
の
広
い
加
工
ス
ペ
ー
ス
が
必
要

ス
ポ
ッ
ト
溶
接

Ｔ
Ｉ
Ｇ
溶
接

Ｙ
Ａ
Ｇ
レ
ー
ザ
溶
接

仕
上
げ
研
磨

ハ
ン
ド
リ
ン
グ
ロ
ボ
ッ
ト

工程毎に4台のロボットと
仕掛品を次の工程に搬送
するロボット・1人の作業
担当者が必要

設計室ですべて
のデータを作成

サーバーに加工
データを蓄積

すべての設備をＩｏＴ化

ビーム形状を無段階コントロール

10ｍ×7ｍの
省スペース

• ロボットのプログラミングにかかわ
る専門知識の無いパート社員でも
加工可能

• 仮付け・仕上げ不要

• 各溶接より高品質な 溶接加工が
可能

すべての部品が1台の
ロ ボット と1 人の作 業
担当者で完結する

イニシャルコスト：148,700千円
年間ランニングコスト：20,497千円 （以下、内訳）
加工時間：30分/台(年間2,400台加工で1,200時間)
労働コスト：2,857千円（≒正社員年収480万円

×1,200時間÷総労働時間2,016時間）
加工コスト：17,640千円（≒7,350円/台×2,400台）

イニシャルコスト：79,500千円

年間ランニングコスト：8,309千円 （以下、内訳）

加工時間：11分/台(年間2,400台加工で432時間)

労働コスト：389千円（≒パート社員時給900円×432時間）

加工コスト：7,920千円（≒3,300円/台×2,400台

長野県伊那市 79.5



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

機能展開型SIプロセスによる薄板板金プレスの自動化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（金属製品）
材料位置決め

検査 搬送
生産性向上

（株）北斗（群馬県伊勢崎市）

ロボットを導入する工程は、「多品種少量生産」が要求される、書類等収納棚（事務製品）に使用される金属製の
「薄板板金部品のプレスライン」である。本事業のロボットシステム構成は、当社の保有する、一つの金型で多品種
を製造する「スペーサ移動機構を備えた金型」を活用し、その具現化に必要な機能である、「材料搬送」及び「検査」
をそれぞれ、「スカラ型ロボット」及び「カメラ」で補完する。

従来のシステムインテグレーション手法

（株）エフエーシステム
（群馬県伊勢崎市）

水平多関節（スカラ）ロボット
（ヤマハ発動機、YK1200X）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来のシステムインテグレーション（SI）手法では、人間の作業をロボットに置き換える、「作業置換型」であり、人間
のワーク搬送及び設置動作を、「垂直多関節ロボット」で置換するロボットシステム構築となるため、低コスト化が困
難であった。

本提案におけるSI手法では、ものづくりプロセス全体を最適化してのコストダウンを目指す、「機能展開型」の開発
に取り組む。本提案手法が従来手法と異なる点は、システム構想の段階にて、ものづくりプロセス全体の最適化を
目指す「機能展開型」の開発方針となる点である。そのために必要な専門的な知見は、公設試験研究機関や大学等
を活用する。この「技術検討」により、実際のユーザのニーズや強みとなる要素技術を組合せ、他に真似のできない、
低コストで高付加価値なSIが可能となる点が、本提案の優位性である。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト

今回のコスト

「作業置換型」の開発
①ニーズ：作業のロボット化
②SI：SIerが要件定義

「機能展開型」の開発
①ニーズ：生産性向上（※着想の違い）
②技術検討（産官学）：機能分解＋補完技術

■多品種少量生産

コア技術：一つの金型で多品種に対応する金型技
術
↓ 必要な機能と手段
・材料の任意の位置決め→位置決めロボット
・製品の出来栄えの検査→カメラによる画像検査

・人の作業を単純にロボット化
・作業展開型
・垂直多関節ロボットシステム
3台×1,500万円＝4,500万円

産官学で連携し、生産プロセスを分解した「機能展
開型」の新SI手法。
ロボットシステム一式＝2,760万円

群馬県伊勢崎市 27.6



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

メッキ・塗装工程用吊り掛け作業の省コストロボット化の実現

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（金属製品）
ハンドリング・搬送
（吊り掛け作業）

生産性の向上

福伸電機（株）（兵庫県神崎郡福崎町）

当社が大量に生産している自動車部品(車載用モーターケース)の生産工程には、メッキ工程用ハンガーフック
への吊り掛け作業と、そのハンガーを台車へ掛ける作業があるが、24時間人手作業であり、これをロボット化する。

従来のシステムインテグレーション手法

合同産業（株）
（兵庫県姫路市）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MOTOMAN-GP8､
MOTOMAN-GP25）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

製品は前工程から秒単位で排出される一方で、フック・ハンガー・台車は曲がりや歪みにより不均一で、その
認識に時間がかかるため、従来の手法では、工程のロボット化にはロボットが4台必要となる。
そこで、当社は事前FSと徹底した検証・実験データに基づく、下記①～③のロボット動作とシステム全体の最適化
を行い、ロボット2台でこれを可能とする目途を立てた。本補助事業ではその実証を行う。
①フック先端に製品が引っ掛かった状態でハンドを放すようにロボット動作を削減する。ガイド機構を搭載してアン

チャック後にゆっくり吊り下げるように変更し、タクトタイムの大幅な短縮を実現する。
②ハンガーを台車アームに掛ける際、従来手法では1本の台車アーム上に3個ある位置決めブロックを毎回検出

する必要があった。今回は、台車アームの先端を検出しブロックは計算で求めることとし、検出動作を3回から1回
（1/3）に削減した。自動調芯装置も用いて、許容範囲内に収まることを確認した。 これにより、従来手法による
ロボット化と比較して、吊り掛け作業のタクトタイムを大幅に短縮することを実現する。

③3台の台車パレットを用意し、ヨーク搭載台車、空台車以外に常に台車を1台待機させることで、ハンガー入替時の
待ち時間を削減すると同時に、台車入替の待ち時間を削減する。。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

×2台 ×2台

合計4台

＜従来手法によるロボット化＞
製品吊り掛けロボット ハンガー掛けロボット

②ハンガー掛けのタクトタイム短縮

台車アーム先端位置からブロック

位置を計算する方法で、検出動作を3回

→1回に削減。自動調芯装置も活用。

変更前 変更後

爪に合わせて、ヨークを挿入 爪先端到達時点ででヨークを

してからアンチャック アンチャック

製品が爪先端到達時点で

アンチャックして時短。

ガイド機構搭載で傷防止。

タクトタイム１ △35％

タクトタイム２ △70％

③台車ハンドリングの見直し

3台の台車ターンテーブルにハンガー掛けロボットが同時

にアクセスすることにより、台車ハンドリングによる待ち

時間をゼロに。

各ロボット1台、合計2台でのロボット化実現！

①製品吊り掛けのタクトタイム短縮

設備概略

調芯量

ねじれ方向(deg)

X-Y方向

トライ
(1)吊り掛け動作確認

　　①フローティングユニット付きハンドにて
　　　 ハンガーをチャック

↓
　　②単軸ロボットにて上下動作させ
　　　 台車へ吊り掛け

(2)吊り掛け許容範囲の見極め

フローティングユニットによる調芯量が±3.5mmであり
既存台車の位置決めブロックのズレが±2.0mmで
ある為、ズレへの対応は可能

±5°

±3.5mm

   動作

フローティングユニット：自動調芯装置

簡易吊り掛け装置

単軸ロボット

フローティング

ユニット

吊り掛け位置をズラした状態で、

吊り掛け動作を行ったが，問題無く吊り掛けは可能

位置決めブロック

ハンガー

手前側 奥側

呼び込み

±3.5mm自動調芯

ロボット4台 費用（千円）

製品吊り掛けロボット関連 15,166
ハンガー掛けロボット関連 15,144
制御盤・安全柵等 5,320
ロボット周辺装置 10,542
設計費・仕様書作成費 4,812
調整費・搬入据付費 23,222
FS実施費用 0
合計 74,206

ロボット2台 費用（千円） 増減

製品吊り掛けロボット関連 7,583 -7,583
ハンガー掛けロボット関連 7,672 -7,472
制御盤・安全柵等 2,660 -2,660
ロボット周辺装置 13,662 3,120
設計費・仕様書作成費 4,812 0
調整費・搬入据付費 11,611 -11,611
FS実施費用(前年申請分) 7,650 7,650
合計（FS費を除けば48,000) 55,650 -18,556
FS費用増を補い、△25％を実現！ △25％

＜導入前：人による製品の吊り掛け作業＞

兵庫県神崎郡福崎町 48



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

少量多品種部品着脱ロボットのシステム簡素化による導入コスト削減

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（金属製品）
ハンドリング 生産性向上

（有）名南機械製作所（愛知県名古屋市）

当社が受託する航空機向け部品の切削加工は１個～10個の小ロット品が多く、作業員によるワークの着脱作業の

頻度が高いため、常に作業員が装置についていなければ生産できない。現在人材不足により生産休止することが
多い夜間、休日を中心にロボットによるワーク着脱のハンドリングを導入し、工作機械の稼働率を上げて生産性の
向上を図る。

従来のシステムインテグレーション手法

サンワテクノス（株）
（愛知県名古屋市）

垂直多関節ロボット
（安川電機、GP25）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

ロボットが工作機械へのワークの着脱を行う従来のシステムインテグレーション手法では、ロボットに様々な機能を
求めがちで、コンベアによるワークの整列と搬送、３Ｄカメラによるワークの識別、レーザセンサを用いた高精度位置
決め等、付加機能の追加によりシステムが複雑化し、ロボット導入費用が高額になり導入を断念していた。

今回の事業では、当社であらかじめ ①加工対象のワークのサイズと種類を絞込む ②ワークの把持部分を共通
化するための設計変更を実施する ③8個以上の中ロット品に限定する 等の工夫を行うことで、カメラ、センサ、コン
ベア、ATCなどコスト上昇につながる周辺設備を極力省いたシンプルなロボットシステムを構築する。コンベアがワー

クパレットに、カメラまたはセンサが位置情報にかわることで、周辺設備のコストを削減できるだけでなく、設計・調整
などシステムインテグレーションにかかる費用も削減することができるため、導入実証を行う。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

カメラ・センサ・ATC・位置決めコンベアを使い
「ロボットが全部行なう」システム

ワークパレットによるシンプルな位置決め方式を採
用、付帯機能を最小限に抑えてコストダウンを図る。

ロボット(GP-25 25kg可搬） 4,000,000
位置決めコンベア 2台 2,300,000
三次元カメラ 5,550,000
その他設備費 5,381,000
システムインテグレーション費用 7,619,000
合計 24,800,000

ロボット(GP-25 25kg可搬） 4,000,000
KIT箱（ワーク置き台） 1,000,000
三次元カメラ 削減
その他設備費 5,281,000

システムインテグレーション費用 7,219,000
合計 17,500,000

愛知県名古屋市 17.5



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

可搬ロボットを用いた鉄道車両用床板の
ワンサイドスポット溶接システムの効率化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（輸送用機器）
ワンサイド

スポット溶接
作業効率向上

（株）アコオ機工（兵庫県赤穂市）

当社はアルミ、ステンレスの溶接を得意とする鉄道車両部品メーカーである。長年の新幹線部品製造を評価され、
近年は数多くの大手車両メーカーから様々な依頼を受けている。そんな折、鉄道車両業界で進むユニット大型化の
流れで、新タイプの鉄道車両用床板の製作を依頼された。製作方法としては、鉄板をレーザー切断し曲げ加工後、
組立、スポット溶接する。このスポット溶接する工程にロボットを導入する。

従来のシステムインテグレーション手法

髙丸工業（株）
（兵庫県西宮市）

垂直多関節ロボット
（不二越、SRA210T-01）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来こうした構造の製品に対して各車両メーカーでは、大型の自動機を導入しワンサイドスポット溶接法で製造し
ている。ロボットを導入せずに自動機械で製造している理由は、ワンサイドスポット溶接で必要な1ｔ以上のガン加圧
力に耐えられるロボットが見当たらないからである。当社も同様のワンサイドスポットの自動溶接機を導入する計画
を立てたが、今後の水平展開が見込めないため、汎用性の高いロボットを用いて実現する方策を新たに開発するに
至った。今回開発する手法は、当社ですでに稼働しているロボットの門型スライダーの真下に、スポット溶接用コンタ
クトガンと、Y軸スライダーを追加して対応する。さらに、このガンを現状と同じサーボ制御方式とし、既存のガンチェ
ンジャ-と同じチェンジャーを門型スライダー上に設置し、ロボットがそのチェンジャーにコネクトすることで、門型スラ
イダー自体をロボット制御のワンサイドスポット溶接装置とする。この場合、新たなる制御盤やタイマーコンタクター、
チラーなどが不要となり、費用対効果の大変優れた画期的な手法である。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

ガンの必要加圧力が1ｔ以上になり、ロボットでは不可
能。都度、専用装置を作り込んで対応している。

今回開発する新技術により、既存の210㎏可搬ロボッ

トでワンサイドスポット溶接を行う

専用タイマーコンタクター

専用制御盤

専用大型XYスライダー

専用テーブル

専用スポットガン

専用チラー

既存門型ロボットスライダー

既存210㎏可搬ロボット

追加サーボガン通電用
ガンチェンジャー

追加サーボガン

コンタクトガン

追加Y軸スライダー

追加テーブル

専用大型XYスライダー 3500万円
走行レール 1000万円
専用冶具テーブル(表面銅板) 1500万円
スポットガン＆タイマーコンタクター 1000万円
専用制御盤 1000万円
その他 1000万円
合計 9000万円

追加Y軸スライダー 500万円
追加サーボガン 500万円
追加コンタクトガン3本 500万円
追加ガンチェンジャー関係 500万円
専用冶具テーブル(表面銅板) 1500万円
その他 500万円
合計 4000万円

兵庫県赤穂市 40



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

鉄道車両重要保守部品溶接におけるロボット活用の効率化

ロボットを導入する工程

溶接ロボット＋3軸スライダー
1軸傾動ポジショナー

ピット代が別途10,000,000円必要となる。

中小企業
製造業

（輸送用機器）
溶接 効率化

KPファクトリー（株）（兵庫県三木市）

従来のシステムインテグレーション手法

高丸工業（株）
（兵庫県西宮市）

垂直多関節ロボット
（ダイヘン、FD-V6）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

溶接ロボット＋1軸スライダー 19,000,000円
特殊3軸ポジショナー 9,500,000円
ワーク治具 2,200,000円
全体制御盤 1,500,000円
合計 32,200,000円

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

本計画では車両の側ばりを多層盛り溶接するロボットシステムを導入する。側ばりとは電車の足回りの台車枠と言わ
れるフレームの車輪が取り付く部品で、多くの人命がかかる車両部品の中でも最重要保安部品とされ、数多くの大手車
両メーカーでも当該部品をロボット溶接している例は50％程度で、当社では職人が手作業で行っている。箱型形状の両
端に重要部品の多層盛り溶接があり、従来として大手車両メーカーは1軸両持ちポジショナーにシーソーのような傾動軸
を追加し、ポジショナー自身を15°程度傾けて溶接する。しかし、ワークの取り付け位置が高く、ピットを掘って設備を下
げたり、高さ2m以上のデッキを設置して高所作業で生産している。それでも最適な溶接姿勢を確保するために45°傾け
なければならないが、ポジショナーを傾動させる構造では物理的に不可能である。

本提案ではワーク傾動時に動作領域を確保するためのロボット昇降スライダーを廃止し、代わりに1軸両持ちポジショ
ナーを昇降させる。また、シーソー状の傾動機構を廃止し、1軸両持ちポジショナーをフレームごと垂直に旋回させること
で、±90°の傾動動作を実現するものである。本提案の装置では、ワークの搬入出時はポジショナーが水平になって下

降し、作業者がフロアレベルでワークの着脱を行うことが可能となる。また、傾動姿勢をとる場合にはポジショナーが地面
と干渉しない位置まで上昇し、45°を超えて垂直に立った姿勢をとることも可能となる。また、ロボットはポジショナーの真
上に天吊りでレイアウトすることによりロボットの動作範囲が拡大し、横行軸(Y軸)が不要となる。さらにピットやデッキが不

要となり、大きなコスト削減が実現できる。また本提案ではロボットをポジショナーの真上に位置することで、設備設置面
積を最小限になっており、面積効率が最重要課題である中小企業において、また作業者がフロアレベルで安全に作業で
きる本設備は中小企業にとって最適な設備といえる。

ピットが必要

3軸スライダーが必要設置面積が大きい

ポジショナーが昇降し
±90°以上傾動する

設置面積が小さく、
ピットも不要

低い姿勢でワーク搬入
出可能

ロボットスライダー
は走行軸のみ

ポジショナーがシーソー状
に±15°程度傾動する

兵庫県三木市 39.8



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

人工知能を搭載した画像判別技術による多品種混流品のSIコストの低減

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（輸送用機器）
鋳造バリのトリミング SIコストの低減

城北機業（株）（静岡県浜松市）

大型二輪ホイールの鋳造後のバリ取り工程が対象である。ホイールは国際的競争力を維持するために意匠性が
多様であり、年間50種類以上ある。また、上工程である鋳造においてホイール内側にバリが発生し、バリの形状も
経時変化する。作業者はバリの状態（種類×径時変化）に合わせて、トリミング作業を実施する。

ロボット導入後 ①作業者がレールの上に画像認識機器で読み取れるように置き、製品種を判別させる ②レール

上で、位置決めのインデックスに自動で搬送 ③画像判別に基づき、多関節ロボット動作させ、表面のバリを除去す
る ④反転し、裏面のバリを多関節ロボットで除去する ⑤後工程に自動で搬送。生産現場で判別することにより、

柔軟な自動生産体制、ロボット導入台数を最小化した生産体制を構築する

従来のシステムインテグレーション手法

（株）ファインテクノ
（愛知県豊田市）

垂直多関節ロボット
（ファナック、M-710ic/50）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来の手法と本提案手法は、ロボット動作の制御指示がバックオフィスで作成した生産順序ではなく、生産現場の
その時々のオンサイトな情報に基づいて行われる点である。そのため柔軟な生産体制が構築可能となる。生産現場
での画像判別によるロボット動作及び柔軟な生産体制により、以下のコストが低減される。

・柔軟な自動生産体制が構築されることによるロボット導入台数の最小化。
・生産順序システムの導入削減によるコスト低減(画像処理機器との導入コスト差) 

「システム導入コスト、システム維持人件費(1人分)」

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

ロボットの動作は、あらかじめ決められた生産順序に
基づき行うため、ホイールの順序は生産順序と一致さ
せなければならない。
(＊図は3種類だが、実際は50種類に対応必要)
× 対応が困難なこと
・上工程都合での急な欠品時の整合性の確保
・生産順序通りに、作業者がミスなく並べること

→ 対応するために、ロボットがより必要

ロボットの動作は、生産現場での画像判別により決
定するため、ピークの平準化、突然の変更に対応可
能な柔軟な生産体制となる。ロボット導入台数最小化。
(＊図は3種類だが、実際は50種類に対応必要)
◯ 対応可能なこと
・上工程都合での急な順序入れ替え
・品質不良品発見時の急な順序入れ替え
・ライン異常停止による生産品のラインの振替

■多関節ロボット(3台): 6150万円
反転機構(3台)搬送(3ライン)

■外注費: 2850万円
■生産管理システム(1システム): 1000万円
■システム維持人件費(１人年間): 450万円
(6年間: 2700万円)

■多関節ロボット(2台): 4100万円
反転機構(2台)
搬送(2ライン)
画像処理判別(2ライン)

■外注費: 1900万円

静岡県浜松市 60



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

自動車用ボディフレーム試作工程の
ロボットによる省コスト化自動溶接の実現

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（輸送用機器）
自動溶接

組立
品質の安定
コスト削減

（株）フジ技研 （三重県三重郡菰野町）

自動車用ボディフレームの試作組立には熟練した接合技術が必要であり、更に、接合時に歪を発生させないよう左
右同時熔接が要求される。この熟練を要する溶接工程にロボット溶接システムを導入する。

従来の溶接方法 新たなロボットスライドによる溶接システム

従来のシステムインテグレーション手法

安川エンジニアリング（株）
（愛知県みよし市）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MOTOMAN MS210）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

①従来は工程毎に専用設備と作業者を配置していたが、システムを導入することで作業者が１つのエリアで複数の
溶接工程を担当出来る様になる。その為、ワークセットの待ち時間が無くなり、作業者１人で対応できるので作業効
率の向上が図れる。
②従来の専用設備２基分のスペースで今回のロボットシステム設備が設置できる。そのため、総合組立溶接中に、
前工程の部品溶接工程のワークセットが可能となり、溶接稼働率が１．５倍（３基分）に向上する。
③本設備１基導入で、従来設備３基分の性能を出せるため、設備導入費を１/３削減できる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

従来の手法ではワークのＬ側/Ｒ側を溶接する際

に巨大なワークをポジショナ等で加工するのに１
８０度回転させる必要があり、回転半径以上の大
きな設置スペースが必要であった。

溶接６ガンまで自動交換を可能とし、溶接ロボットが
スライドする機能を設け位置決め精度を工夫した。

ガンチェンジ機能を採用し１つのサーボコントロー
ラーで複数ガンを制御し、又ロボットコントローラ内に
複数のガン情報を保有させ適切な加圧力管理を行
う 。

工程（組付け、スポット溶接、仕上げ、検査）の
４工程に２名の熟練技術者を配置する必要が
ある。
１台当たりの生産コスト

２０１，３０８円/台

スポット溶接の工程がロボットシステム導入によ
り工程（組付け、仕上げ、検査）の３工程で１名の
技術者の配置で生産が可能となる
１台当たりの生産コスト

１３６，７９３円/台

三重県いなべ市 56



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

リニアコンベアを利用した省コスト化コンプレッサー組立システム

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（プラスチック製品）
組立・搬送・検査 省人化

ギフハイテック（株） （岐阜県安八郡神戸町）

来年から生産を計画している新規受注のハイブリッドカー用インバーターカバーＣＯ（コンプレッサー）の組立検査
工程で、アルミ製のカバーにコネクタ取付後、各種検査を実施する。この工程をロボット導入無しで計画すると１シフ
ト5名が必要となる。組立時には１個あたり4品種・10箇所のネジ締めが必要であり、ネジ締めは自動車部品業界で
は重大不良の要因の一つであるため、作業者への肉体的、精神的な負担が大きい。

従来のシステムインテグレーション手法

アルファーデザイン（株）
（長野県東御市）

垂直多関節、搬送、直交ﾛﾎﾞｯﾄ
（ヤマハ発動機、YA-R5F、LCM-X）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

自社で実施している従来手法では、組立工程にスカラロボット3台導入して組立工程を自動化し、5名から3名への
2名の省人化を行うとともに、品質の安定、不良発生のリスク、作業者負担の軽減、が可能となる（製品移動と外観
検査で３名必要）。

本提案では最新のリニアコンベアモジュールを活用する。リニアコンベアモジュールは位置精度が非常に高いため
モジュール上での作業が可能で作業台が不要となるうえに、モジュールがそれぞれ独立に動くために効率的な作業
が可能となる。これに従来手法のスカラよりも柔軟かつコンパクトな動作が可能である６軸多関節ロボットを組み合
わせることにより製品移動が完全に自動化される。合わせて工程の形を周回型（入口と出口が同じ）にすることによ
り、製品の投入と目視検査を同一の作業員が行えるようになるため１シフト１名での作業が可能となり大幅な省人化
が可能となる。合わせて作業スペース削減による省スペース化も可能となる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

製品のライン投入

最後の目視検査

（1名/シフト）

製品検査

工程

６軸多関節ロボット３台

でモジュール上の製品に

柔軟かつコンパクトな

動作でコネクタ取付

（ネジ締）

リニアコンベアモ

ジュールはそれぞれ

独立して高い位置

精度で移動
・工程全体：1名/シフト

→ 従来手法に対して2名の省人化

・省スペース化、物流の簡素化

稼動想定年数 ：5年
自動化範囲 ：組立・搬送・検査
作業人数 ：1人/シフト×2シフト
導入コスト ：5,676万円
人件費 ： 605万円/年

全体コスト ：8,701万円

稼動想定年数 ：5年
自動化範囲 ：組立・検査
作業人数 ：3人/シフト×2シフト
導入コスト ：4,000万円
人件費 ：1,814万円/年

全体コスト ：13,070万円

製品移動（設置）に2名/シフト

外観検査に1名/シフト

→ 工程全体： 3名/シフト

スカラロボットの導入により

組立（ネジ締め）作業を自動化

※作業負担の軽減

岐阜県安八郡神戸町 56.7



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（プラスチック製品）
バリ取り 面取り

バフ掛け ハンドリング
生産効率の向上
過酷作業削減

塩沢化工（株）（新潟県南魚沼市）

弊社はメラミン樹脂、FRP、その他合成樹脂による業務用食器トレイの生産をしている。現状、全工程は全て手作業で

あり、その中でも製品を圧縮成形後に行う仕上げ加工工程（バリ取り、面取り、バフ掛け）は特に手間がかかり貴重な人員
を集中せざるを得なかった。この工程にロボットを導入し労働環境の改善、人材確保と生産効率の向上のため自動化する。

従来のシステムインテグレーション手法

日本省力機械（株）
（群馬県伊勢崎市）
東京マシン・アンド・ツール㈱
（東京都世田谷区）

垂直多関節ロボット
（安川電機、MOTOMAN-HP20F）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容
従来のシステムインテグレーション手法は2台のロボットを使用し、その内の1台は製品のピックアンドプレース専用として

加工前製品置き場からの取り出し、加工ステージへの移送、加工完成品置き場への移送に使い、加工ステージでは別の
ロボットがSIerの固有技術である高速エンドミルなどの加工ツールを把持して、受け台に置かれた成形品を加工する工程

を考えた。
今回のシステムインテグレーション手法は、SIerの持つ樹脂製品を加工するための多くの固有技術、例えば①超音波

カッターによる加工応力の低減、②倣いツールや、製品の一部を加工基準とする倣い加工で製品温度に影響されない加
工が可能、等を全て活かして実現したものである。一番の特徴は、一台のロボットが加工前製品置き場から製品を取り、
把持した状態で加工工程に移動、そのまま加工ツールに製品の外周部を当てて、バリ取りからバフ掛けなど工具を変えて
加工した後、加工完成品置き場に製品を置く。この手法の採用により従来案に比べ約28％のコストの低減が可能となる。
従来の手作業による加工工程の人員を5人から2人に半減されるとともに、作業時間が3時間で済むので6.7倍の労働生
産性の向上が望める。また、現在5台ある成型機から出る製品1000個を、本装置1台で加工出来る可能性があり、当社の

収益性の改善にも資すると考える。また、作業者の過酷労働からの解放と製品の品質向上にも寄与すると期待している。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

ロボット2台 ： 19.25百万円
（加工用1台＋ピックアンドプレース用1台）
各種設計・ティーチング＊１ ： 5.45百万円
ワーク保持冶具、受け台 ： 2.1百万円
制御部品/配線関係 ： 3.75 百万円
搬送・据え付け、諸経費 ： 1.7百万円
＊１に仕様検討・作成を含む 総合計32.25百万円

ロボット1台（ピックアンドプレース・把持） ： 14.8百万円
各種設計・ティーチング＊１ ： 3.53百万円
ワーク保持冶具 ： 1.25百万円
制御部品/配線関係 ： 2.7百万円
搬送・据え付け、諸経費 ： 1.33百万円
＊１に仕様検討・作成を含む 総合計23.61百万円

新潟県南魚沼市 23.6

使用ロボット数を削減した繊維強化プラスチックトレイの
仕上げ加工工程の自動化



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

＜本提案SI手法 ブロック図＞

二重リング状の回転テーブル型ワーク搬送機構を
新たに考案（左図）し複数工程を1台で行う。
ワーク反転により表裏2列のベアリングを同時に

供給することが可能となり、スピードアップ・省ス
ペースを実現できる。

・工程統合型1台のみ導入
①設計費： 2,480千円
②製造費： 9,000千円
③テスト費： 500千円 計 11,980千円 （約29％減）
④設置スペース地代：140千円/㎡（年）
⑤品種変更プログラム変更費：200～250千円/件
（ワーク受け治具交換で対応可の場合は費用￥0）

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

射出成形品の二次加工・組立の工程統合型SIプロセス実証

ロボットを導入する工程

＜従来手法の概念図＞

＋

二次加工用ロボット ＋ 組立ロボット
（ゲートカット専用） （ベアリング圧入専用）

それぞれの工程ごとに専用ロボットが必要。
①設計費 ②製造費 ③テスト費 ④設置スペース
⑤品種変更対応プログラム費が2台分かかる。

・二次加工と組み立ての専用機2台導入
①設計費： 3,400千円
②製造費： 12,700千円
③テスト費： 800千円 計 16,900千円
④設置スペース地代：300千円/㎡
⑤品種変更対応プログラム変更費：350千円/件

中小企業
製造業

（プラスチック製品）
二次加工・組立 省力化・品質安定

光輝化成㈱（神奈川県横浜市）

(1)二次加工： ①ゲートカット➡ ②ゲートカット仕上げ
(2)組 立 ： ③ベアリング下側装着➡ ④製品装着➡ ⑤ベアリング上側装着➡⑥組立品取り外し

従来のシステムインテグレーション手法

（株）シナデック
（神奈川県海老名市）

垂直多関節ロボット
（三菱電機、ＲＶ-7ＦＲＬ-Ｄ）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

【従来】異なる加工及び組立の工程毎にロボットを導入する。本工程の場合、ゲートカット用ロボットと
ベアリング装着専用ロボットの2台を導入。広い設置場所が必要で、加工する製品が変わるとロボット
2台分の再プログラミングが必要。2台のロボットの連携をとる為の費用、時間、手間がかかる。

【今回】複数工程統合型のSIプロセスの実証。加工及び組立を1台のロボットで行うシステムを構築。
＜ポイント1＞二重リング状の作業領域を設けた回転テーブル型ワーク搬送機構：

複数工程を省スペースに統合し、かつ2台のロボットを導入するに迫るスピードを実現する。
また、予備工程を確保し、将来的に画像処理検査などにも対応可能である。

＜ポイント2＞交換可能な ①ワーク受け治具と②ベアリング：
多品種対応を手間なく可能にできる。①、②を交換することで新製品へのプログラム変更も
最小限で対応可能となり、コスト抑制ができる。

神奈川県横浜市 11.9



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（生産用機器）
検査

生産性向上
品質向上

従来のシステムインテグレーション手法

安達（株）
（長崎県長崎市）

双腕ロボット
（川崎重工業、duAro）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

建機用の多品種油圧パイロット弁の最終検査の外観検査を、画像ＡＩとロボット技術で自動化する。
現在は人手で要領書に従い、目視検査。刻印された機番、銘板を確認している。 鋳物の外観欠陥、プラグ類の

装着具合等は定量的規定が困難で、熟練作業者の感応検査に依存する。 六面の外観検査を約30秒で実施。
稀に不良品を見逃すことがあり自動化による生産性向上と品質向上が求められている。

【従来のSI手法】不良パターンの特徴定義が根幹で、画像SIer依存の自動化。SI工程の手戻りが課題。
不良パターンの画像処理、特徴定義、比較判別という古典的なSI手法でベンダー依存率が大。ワーク搬入、検査、

搬出の全自動化を志向。顧客とSIerとの知識、認識の共有が不足し、検収、稼働運用時に手戻り費用発生リスク大。
【今回のSI手法】外観検査の判別思想を、従来の不良品基準（欠陥定義）から、良品基準（良品領域定義）へ転換。

良品のみの外観画像でＡＩ学習・形成した良品領域を判別器とする。供試品の外観が何か異なれば“疑問”を表示。
検査員が介在、判別し機械に入力⇒再学習でＡＩが進歩。未知の欠陥を見逃さずに“疑問”が漸減、極小化。
多様なカメラワークは人協働型の双腕ロボットが実行。不合格品の排除などのワークハンドリングは人の介在も

可とし、システムの省スペース化、簡素化、コスト削減を実現する。顧客とSIerがSIプロセス標準を活用し無駄を削減。

規格化されたＰＲＪ管理手法がない
・見積仕様書が不十分⇔仕様定義が曖昧
・納入仕様書の項目、諸条件が不十分
・定式化されたユーザテスト仕様書がない

手戻り工事が発生し、検収遅延、追加工事で費用増

PRJ管理にSIプロセス標準を導入
・見積仕様書⇔仕様定義の明確化
・納入仕様書で設計・製作・納入条件を確定
・ユーザテスト仕様書により検収条件を明確化

手戻り工事の防止により費用削減、工期遵守を実現

①画像認識/判別系：画像取得､特徴演算､判別出力等

費用：ハード/ソフト/小計＝ ２３８５ 万円

②搬送系：ロボット､周辺装置、ｼｽﾃﾑ制御で全自動化

費用：ハード/ソフト/小計＝ １０１０万円

③連動試験（ライン外での検証）費用：１３０万円

④ライン投入実証試験(検収可否)費用：１６０万円

⑤合計費用：３６８５万円

①画像認識判別系：不良パターン定義が不要

費用：ハード/ソフト/小計＝ １６００ 万円

②搬送系：人協働で簡素化（人件費は漸減・極小化）

費用：ハード/ソフト/小計＝ ７５０万円

③(個別単体確認にて簡素化) 費用： ９０万円

④(ﾕｰｻﾞﾃｽﾄ仕様書で効率化) 費用： ８０万円

⑤合計費用：２５２０万円 約３２％のコスト低減

兵庫県加東市 25.2

人協調ロボットと人工知能技術を組み合わせた
多品種油圧機器外観検査作業の省コスト化

稲坂油圧機器（株）（兵庫県加東市）



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

従来のシステムインテグレーション手法 今回のシステムインテグレーション手法

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

変種変量に対応し省コスト化を実現する
板金レーザ加工機バラシ・仕分け工程の自動化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（生産用機器）
板金切断

ハンドリング
生産性の向上

（株）別川製作所（石川県白山市）

板金加工を行う製造業界において、レーザ加工機を用いて板金切断を行っている。その後工程で、ミクロジョイント
を外す「板金バラシ・仕分け工程」がある。

変種変量生産を行うような製造業においては、大小様々な板金加工を行う状況において、板金バラシ・仕分け工程
の自動化が困難な状況である。

（株）別川製作所
（石川県白山市）

サンワテクノス（株）
（東京都中央区）

垂直多関節ロボット
（安川電機、
MOTOMAN MH50Ⅱ,
MOTOMAN MH110）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来の手法では、ロボットによる板金バラシ・仕分け作業は難易度が高い作業である。変種変量生産では、
ロボットによる自動化が進まない背景として①ロボット教示プログラムが1品ものになる、②悪条件（外光などに
よる照明要件）での安定した金属形状認識が困難、③変種変量部材を把持・搬送するハンドが複雑になる、④
熟練技術者の暗黙知を形式知化できない、といった背景がありロボット化することが困難な状況である。

これらの問題点を排除するために、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「平成27年
度ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」において、「板金レーザ加工機バラシ・仕分け工程の自動
化」にて技術開発した成果を現場導入し、コスト削減に向けた産業用ロボットによる自動化を実証するものであ
る。

従来のコスト 今回のコスト

設備費用 10,000 治具

教示費用 64,800 月12回x36ヵ月

ドリル費
用

180 1個/月

合計 74,980 （単位：千円）

設備費用 35,000 治具

教示費用 150 初期1回のみ

ドリル費
用

180 1個/月

合計 35,330 （単位：千円）

・現場労働者による板金バラシ／仕分け工程 ・板金バラシ／仕分け工程をロボットによる自動化

1) 自動化するためのシステム構成

新設／既設レーザ
加工機へアドイン
するシステムを採
用

①板金加工にあわせて、オフライン教示
②産業用ロボットに教示ソフトを反映
③オフライン教示位置の位置ズレ修正

↓
④変種変量生産（少量生産）を行う

1) 従来の方法

石川県白山市 34.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（電子部品・デバイス）
断裁フィルムの

ピックアップ
労働生産性の向上

（株）テック（広島県竹原市）

フィルムをロール形態で受入れ、所要のサイズに断裁し、良品のみを回収、出荷するフィルム加工を主力事業とし
ているが、製品のサイズが大型サイズ品から中小型サイズ品にシフトしている。

これにより時間当りのフィルム断裁数量が大きく増え、断裁後の人手によるフィルムピックアップ作業は限界になっ
てきており（例、25.8mm×9.1mmサイズのフィルムを230枚/分の速さでピックアップする必要がある）、当該作業にロ
ボットを導入することを決定した。

従来のシステムインテグレーション手法

新立電機（株）
（山口県下松市）

パラレルリンクロボット
（ABB、IRB360-3）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来のシステムインテグレーション手法では、1台のパラレルリンク型ロボットでワークを1枚づつピックアップするこ
とになるため、目標の230枚/分の速さでワークをピックアップするにはロボットが４台必要になる。

これに対し今回のシステムインテグレーション手法ではロボットアームのハンド部に工夫を施し、4枚のワークをピッ
クアップできる4枚取り方式を採用し、ピックアップの速度アップを図った。これによりロボットアームがワークをピック
アップし所定の位置に置くのに要する往復時間を1/4に削減できる効果が得られ、２台のロボットでの対応が可能に
なった。

更に、ハンド部にはピックアップ時のワークズレ対策用押え機構や各種ワークサイズに対応したハンド交換作業時
間の短縮のためにハンド交換容易化機構を持たせた。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

1台のパラレルリンク型

ロボットで１ワークづつ
ピックアップする。

４台のロボットが必要。

①ロボット：４台必要 約2,400万円

②ワーク搬送システム：ロボット４台それぞれに
搬送システムが必要 約3,200万円

③画像処理系：ロボット４台それぞれに画像
処理が必要 約600万円

①ロボット：２台で対応できる 約1,200万円

②ワーク搬送システム：ロボット２台で１システムのため
ひとつの搬送系で対応できる 約1,200万円

③画像処理系：１システムに１台で対応できる
約150万円

シリンダー

（ワーク吸着＆ピックアップ用）

ワーク押え（ワークにダメージ

を与えず一定の力で押える。

緩衝素材を使用）

【4枚取りハンド概略図】

【ワークピックアップ動作】

①ピックアップするワークに隣

接するワークを押えながらシリ

ンダーAでワークを吸着する

②シリンダーAでワークを

ピックアップする

A B C D

③次のワーク位置に移動する ④シリンダーBで同様にワー

クを吸着＆ピックアップする

※以降も同プロセスでシリンダーC、Dでワークを吸着

＆ピックアップした後、 専用トレイで回収する

ワーク

４枚取りハンドにより２台のロボットで対応可能。

A B C D

A B C DA B C D

ロボットアーム

２台のパラレルリンクロボットを組み合わせた
効率的なピッキングシステムの実現

広島県竹原市 50.8



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

ロボットを活用したアルミダイカストの各装置データ連携と
全数検査の実現による省コスト化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（非鉄金属）
鋳造自動化システム
製品外観検査

生産性の向上
品質の向上

（株）テラダイ（埼玉県入間市）

今回提案するロボットシステム設備は、ダイカスト鋳造の最先端を目指すシステムである。特徴は良品率向上製品の完
全全数検査生産システムの確立である。また企業内システム技術者育成に努め、進化するシステムを託す体制を目指す。

H28年度「ロボット導入実証事業」でダイカスト鋳造品の検査工程へのロボット導入ＦＳを実施した。全製品を6～8名が目

視検査している作業を、ロボットで検査する装置システム構想であり、実施に向けての具体的他社検査工程の調査・検査
実績・検査装置など勉強会を経て、実行プロジェクトチームを結成し裏付けを蓄積した。
①【初期世代】 鋳造システムは周辺装置が単独動作設備である。
②【ロボット世代】 鋳造機周辺機等をロボット化、製品品質を向上するシステムを構築してきた。
③【ロボット通信世代】設備のサーボ化でシステムのIoT化に対応出来る通信機能を有するロボットシステム化を提案する。

従来のシステムインテグレーション手法

（有）ティミス
（兵庫県加古川市）

垂直多関節ロボット
（ファナック、LR Mate200iD/7H,

LR Mate200iD/7L, M-20iA）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来の工法の特徴は、最終工程で行う製品検査である作業員が手作業で外観検査をする。しかし、良品判断は内部観
察と外観検査の２枚看板でなければ対応出来ない。作業者目視検査からロボット製品外観検査を、鋳造ライン上で実施
その実績企業が現在どこにもない。

相違点について、出荷製品信頼度、鋳造良品率の向上、製品コストを改善するシステムを提案した。作業環境で将来的に
無人化を目指す。従来にはない設備のため、まだ多くの効果を期待できる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

現在の鋳造設備

現在の鋳造システム

今回提案の鋳造ロボットシステム

ロボットによる鋳造品の品質を向上することを前提
にシステム化を図り、生産データーの集中管理化と、
課題であった製品の全数検査ロボットシステムによ
る一連管理を目指すシステムである。

1）人件費 生産から検査まで 3名 450,000円/月
2）出荷製品再検査費 １製品250,000円/月発生
3)不良品現状 700,000円/月発生
4)3K職場の作業環境・安全現状指数を100とする
5)若手技術者の育成、就業、熟練者の退職などの人手不足の
可能性がある 設備修繕コスト比較現状 200,000円/月

1)人件費の低減 2名300,000円/月 150,000円/月減
2)出荷製品信頼度 本設備使用にて19%減 202,500円/月
3)不良品 本設備使用にて 400,000円/月 42%減
4)作業環境 本設備使用でプレス・ショット自動化で60%減
5)現設備基本で育成・教育 専任者2名50,000円/月75%減

埼玉県入間市 48.2



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

セル生産組立による省コスト型少量多品種向けロボットシステム

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（業務用機器）
組立 品質・生産効率の向上

（株）トクヨシ精機（埼玉県川口市）

食品向け消費期限等を印字するプリンタのインクリボンユニットの組立工程にロボットを導入する。
多品種小ロット生産のため現状は人手による組立を行っているが、一律な品質を確保することや、将来的な人手不
足に対して対応をしておく必要がある。特に人手不足は、同様の多品種小ロット生産をする中小企業にとっては深刻
な問題であり、費用を抑えた汎用性の高いシステムの構築が望まれる。

従来のシステムインテグレーション手法

（株）モーション・コア・テクノロジー

（神奈川県大和市）
垂直多関節ロボット
（三菱電機 RV-7FRL）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

食品製造業等で使用されるパッケージ上に印字する様々な形態の印刷機の製造工程においては、多品種小ロッ
トの生産のため、100種類以上の部品を扱っている。

人員確保の難しさや、人による組立精度の不均衡を解消するためロボット導入を検討した。

従来のロボット導入手法では、ライン生産を前提としていたため、多数の部品を扱う場合、それだけロボットの数や
カメラシステムに加えてスペースも要することになり、導入費用も高額となる。

本事業では、セル生産方式を採用することにより、導入コストを抑えてロボット導入を実現させる。

本システムを導入することによって、導入後に組み付ける部品数を増減させたり、異なる部位を組み付ける場合でも、
ロボット台数を増やすような大幅なシステム変更をすることなく、対応が可能となる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

部品点数10部品、組立工数は2部品の組み合わせ
(A)×5、Aの3部品組み合わせ×1(B)、Aの2部品組み合
わせ×1(C)、BとCの組み合わせで完成品Dができる。
総工程8のシステムとして、システム総費用約1億1,600
万円程度になる。

従来コストと同条件で、システム総費用は半額以下の
約4,600万円となる。また、ストッカー部分のボックス数

増加、自動ワーク入れ替え装置追加により、ロボット台
数を増やすことなく、多くの部品、工程に対応可能であ
る。ロボット台数を抑えることによって保守費用も抑える
ことができる。

従来手法による場合、ライン生産を基本とするため、

上記のようにロボット複数台、カメラシステム等の周辺
機器も複数台必要となり、コンベアも長くなるため、ス
ペース確保も必要となる。

本提案では、独自のストッカーを導入することで、省ス
ペースでのロボットシステムを構築可能となり、ティーチ
ングレスのコントローラーでロボット各1機種の計2台で
多種類のピッキングと組立が可能となる

埼玉県川口市 45.9



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

切り替えレス多品種対応自動化ラインによる生産プロセス効率化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（化粧品）
ハンドリング

検査・組立・搬送
労働生産性の向上

紀伊産業（株）（大阪府大阪市）

変種変量生産が求められる化粧品の仕上げ包装工程にロボットシステムを導入する。製品を機械的に規制する機
構を排除し、ロボットのフレキシビリティーと画像処理技術を活用する事で、複数形状の製品を柔軟に且つ、高速に
自動包装出来るロボットシステムを実現する。

従来のシステムインテグレーション手法

ミツイワ（株）
（東京都渋谷区）
（株）オフィス エフエイ・コム
（栃木県小山市）

パラレルリンクロボット、
（ファナック）
水平多関節ロボット
（セイコーエプソン）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来の手法で変種変量に対応するには、製品ごとに機械的な改造を行い多額の追加費用が発生する。また、生
産中は製品ごとの段取り替えで機器交換等に長時間を要する。このような追加費用や段取り替え時間が発生するこ
とに加え、生産量が少ないこともあり、従来手法では費用対効果が低く、ロボットシステム導入は困難であった。本提
案は、製品を機械的に規制するガイドや、位置決め機構を排除する事で、ロボットが本来持っている柔軟性やロボッ
トビジョンの機能をフルに活用し、不規則に流れてくる様々な形状の製品を、切替作業をする事なく変種変量生産に
対応出来るロボットシステムを構築する。この手法により、製品毎に発生するインテグレーション費用を大幅に低減
し、段取り替えの時間も不要となる。新製品の生産準備作業も、タッチパネル上で各種設定の登録・変更を行い、ロ
ボットのティーチングを簡易化し、ユーザー側で準備が可能となり、SIerに都度依頼する費用も抑えることができる。
生産性に関しても、パラレルリンクロボット4台とリニアコンベアを使用することで、生産スピードを落とすことなく、従

来以上の生産性を実現し、変種変量生産であっても、ロボットシステム導入による高い費用対効果が享受できる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

◆製品毎に発生するシステムインテグレーションコスト
製造・部材購入・ティーチングなどの作業が発生し、
新規仕掛形状毎に約5,000千円の費用が掛かる。

◆製品の段取り替えにかかる運用コスト
段取り替えに2名で6時間。

◆製品毎に発生するシステムインテグレーションコスト
製品を把持するチャック等の一部交換品のみが
新規仕掛形状毎に約200千円の費用が掛かる。

◆製品の段取り替えにかかる運用コスト
段取り替えに2名で30分。

1.コンパクトへ責任貼表示ラベルを貼る工程
①コンパクトを整列②1個単位切り出し③ラベル貼付

≪製品毎に規制するガイド調整・位置合わせが必要≫

2. コンパクトへブラシを装填する工程
①ブラシの向きを揃える
②1個単位に切り出す
③複数個単位で取り出す
④位置を合わせ装填

≪製品毎にガイド調整・冶具変更・位置合わせが必要≫

１.コンパクトへ責任貼表示ラベルを貼る工程
①ランダムにコンパクト供給
②ロボビジョンにて位置判別
③ロボットにてラベル取り出し
④ロボットにてラベル貼付

2. コンパクトへブラシを装填する工程
①ブラシをランダムに供給
②ロボビジョンにて位置判別
③ロボットにて装填

神奈川県小田原市 199



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

双腕型ロボットを活用した複数システム兼用可能な
自動車部品の検査梱包工程の自動化

ロボットを導入する工程

安全柵に囲われ、ロボットも固定されているため、
1部品ごとに専用ロボットシステムが必要。

周辺装置・設計等費 ： 2,713万円
安全対策費用 ： 200万円
多関節ロボット(4台) ： 900万円
総額 ： 3,813万円

中小企業
製造業

（化学工業）
ハンドリング

搬送
労働生産性の向上

東洋ドライルーブ（株）（東京都世田谷区）

導入工程はコーティング処理した製品を『①専用治具から製品取り出し及びゲージ通し⇒②外観検査及び専用ト
レー詰』の一連の流れで、作業員が製品1ヶごとに手作業で行っている工程である。

従来のシステムインテグレーション手法

A-TEC（株）（愛知県名古屋市）
（株）明和機器（愛知県日進市）

双腕スカラロボット
（川崎重工業、duAro）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来手法は上記導入工程①及び②を固定式多関節型ロボットを計4台使用した、1製品に対する専用システムで
ある。また、安全性の問題から、安全柵や安全装置等の対策費用を必要とする。

今回の手法では、低荷重域での衝突検知機能を備えた『人との共存作業可能な双腕型ロボット』を2台導入する。
加えて、ロボット内にコントローラを組み込み、アームにビジョンカメラを搭載し位置補正を容易にすることで、アン
カーボルト等の固定不要な移動式ロボットとする。メリットは主に3点『Ⅰ.移動容易でロボットを他のロボットシステム
に兼用できる』『Ⅱ.多関節ロボット4台が双腕ロボット2台になり、省スペース化を実現』『Ⅲ.固定式多関節ロボットの
ように安全対策費を必要としない』。なかでも、特筆する手法はロボットが容易に移動出来ることである。従来手法は
位置固定・安全対策で縛られ、1つの製品に対して専用化されたロボットシステムになってしまう。移動式とすることで、
例えばA製品のロボット部分以外・B製品のロボット部分以外を各々専用化しておき、必要に応じてロボットを移動さ
せ、2つ以上のシステムに兼用させることを可能とする。これにより、少量生産で投資回収不能であった製品に対し
てもロボットシステム化を実現させ、投資回収を容易にする。

容易に移動可能な協働双腕ロボットを導入し、1台に
複数台のシステムを兼用させることで、投資を抑制。

周辺装置・設計等費 ： 2,713万円
安全対策費用 ： 0円
双腕ロボット ： 900万円
総額 ： 3,613万円 (＊3,163万円以下)
＊ロボットを複数台のシステムに兼用させることで

事実上ロボット導入費1/2以下。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

安全柵

愛知県春日井市 36.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

ダイレクトメール加工工程へのロボット導入における生産プロセス効率化

ロボットを導入する工程

中小企業
製造業

（印刷・同関連業）
ピッキング 生産性の向上・平準化

（株）トーユー（宮城県仙台市）

ダイレクトメール等複雑な加工の受注が増加しており、処理工程は大きく①折り・糊付け加工②帯掛け③梱包の３

部門に分かれ、各工程に人力でピッキングと搬送作業が発生する。今回の提案は、①の作業員の経験に左右され

る事、②，③工程においても作業員の熟練度に処理量が左右されるという、分かれている工程をライン化し、人力の

ピッキング作業を最終工程で多関節ロボットで行い、最終工程（梱包作業）となる。

従来のシステムインテグレーション手法

（株）光文堂
（愛知県名古屋市）

垂直多関節ロボット
（三菱電機、RV-4FR）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

従来のSI手法は、単純に３部門の工程終端に垂直多関節ロボットを配置するというコストと、配置場所の問題と、生

産性の改善も大きく見込めず断念せざるをえないと考えていた。

今回のSI手法は単体工程に対するロボットの設置でなく、システム全体の効率化のためにライン化し、人海戦術で

行っていた作業の平準化・小スペース化を図る為に垂直多関節ロボット１台を組込むこととした。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

●従来であるとそれぞれのラインに多関節ロボットが3台
必要となり広い場所と大きなコストがかかる。
・梱包作業 80個/時
*製品サイズによって異なる。資料は仕上がりA4サイズ
●用紙の補給等それぞれに作業員が必要である。

(計4名）
●生産性の改善はあまり見込めない

●従来の生産ラインを1本に抑えられる。
●生産能力の向上

・梱包 200個/時
*製品サイズによって異なる。資料は仕上がりA4サイズ
●作業員が4名から2名に減員可能である。

宮城県仙台市 11.4



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

画像処理方法の工夫による食器洗浄ロボットシステムの省コスト化

ロボットを導入する工程

大企業
サービス業

（飲食・宿泊）
ハンドリング

搬送

システム
インテグレーション

コストの低減

（株）吉野家 （東京都中央区）

◆ 形状・色認識から画像認識へ
形・色・大きさで食器判別をする画像処理は、1個の食器を認識させるためのシステム工数が大きく、店舗で使用す
る食器（将来使用する食器も含む）を対象とすることはコスト的に難しい。そこで、本提案においては食器の底辺に特
殊マーカー（特許出願済）を付け、簡易で低コストな画像認識によって種別を認識する方法を採用する。

上部設置カメラで食器の場所検出、COROの先端にカメラを設置することでマーカーの画像処理を実施し、システ
ム全体とインテグレーションコスト低減を図る。これらにより、外食店舗普及に向けた低コスト化を実現する。

従来のシステムインテグレーション手法

ライフロボティクス（株）
（東京都江東区）

多関節型ロボット
（ライフロボティクス、CORO）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

◆ 23%以上のコスト削減効果を予定
形、色、大きさ情報から食器の種別を認識する画像処理で要したコストと比較して、特殊マーカーを採用する方法

で要するコストは1/3程度まで低減可能である。また、従来は高精度カメラ1個であったが、上部と手先カメラ共に低
精度カメラで運用可能となるため、使用するカメラ自体も低コスト化が図れる。食器自体の改廃及び新商品販売に伴
う新規食器の画像登録も簡易となる。以上から、トータルで23%以上のコスト削減を見込んでいる。

今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト

・システムインテグレーション費用 ： 8,460千円
・画像認識による丼ピッキング種類 ： 6種類
・1種類当たりの開発費 ： 1,410千円
労働生産性においては、労働投入量として、導入前が
2.3人・時間／日 に対して、導入後は 1.8人・時間／日
となり、0.5人・時間／日 の削減をすることができた。

・システムインテグレーション費用 ： 7,500千円
・画像認識による丼ピッキング種類 ： 15種類
・1種類当たりの開発費 ： 500千円
労働生産性においては、労働投入量として、前回導入
時が 1.8人・時間／日 に対して、導入後は 1.3人・時間
／日 となり、0.5人・時間／日 の削減を見込んでいる。

埼玉県さいたま市 10



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

B類型：コスト削減に向けたSIプロセス実証事業

小売店向け現金（釣銭）出荷作業の効率的なSIプロセスの実現

ロボットを導入する工程

大企業
サービス業

（物流）
紙幣ハンドリング

・搬送
コスト削減と品質向上

カンダコーポレーション（株）（東京都江東区）・神田ファイナンス（株）（東京都北区）

・当社は銀行の現金センター業務アウトソーシング業であり小売店が使用する釣銭をパックで提供している。 正確を要し
納金時限が厳格である中、ミスなく大量生産することを求められ、人海戦術で対応仕切れる環境にない。・13年前ロボット
を導入するも経年劣化によるエラー・故障に伴う修理でアイドルが発生し、又保守費用も嵩張ることから効率を落とす要
因となっている。・今回は釣銭作成システム工程を抜本的に見直し人手を減らす工夫と金種判別機能搭載のバラ紙幣出
金機を導入し直交・単軸ロボットと作業員との 共同作業による正確性・生産性の追求、故障時にも全ての機能が一斉に
停止しない仕組みを採用して更なる業容拡大に対応できる全自動釣銭作成 システムの導入を目指す。

グローリー（株）
（兵庫県姫路市）

直交ロボット、単軸ロボット
（ヤマハ発動機、

SXYBX-C-F3、B10-R）

従来と今回のシステムインテグレーションの内容

・従来の作業工程は①オーダーに基づき硬貨を金種毎に50枚又は20枚に包装（名称棒金）し自動計量後、搬送用トレイに自動で入れ
る②オーダーに基づき紙幣を紙幣出金機で枚数分出金する③出金された紙幣を搬送ロボットが掴みパッキングする④パッキングされ
た紙幣を搬送用トレイに合流させる⑤搬送用トレイに入った現金全てをパッキングし予定総重量と実際の総重量を比較する検品システ
ムに通し計量合致確認後バーコード付き店舗シールを貼付する⑥パックと店舗バックとの整合性をバーコード利用して検品後、鍵付搬
送用バッグに入れて施錠し作業完了となる。 ・変更後の作業工程は①チューブ状になったビニール資材を袋状に加工し、加工済の袋
を搬送用トレイに被せる②オーダーに基づき硬貨を金種毎に50枚又は20枚に包装（名称棒金）し自動計量後、搬送用トレイに自動で入
れる③オーダーに基づき紙幣を紙幣出金機で枚数分出金する④出金された紙幣を直交・単軸搬送ロボットが掴み（垂直→水平→水平
→垂直）パッキングする⑤パッキングされた紙幣を搬送用トレイに合流させる➅搬送用トレイに入った現金全てをパッキングし予定総重
量と実際の総重量を比較する検品システムに通し計量合致確認後バーコード付店舗シールを貼付する
⑦パックと店舗バックとの整合性をバーコード利用して検品後、鍵付搬送用バッグに入れて施錠し作業完了となる。

棒金を作成・投出

紙幣を出金

紙幣をパック

不用になるビニールが発生

全体をパック

検品

従来の紙幣出金機との互換性を高める設置にすることで最終
ラインの人員減を実現する。

垂直多関節ロボットを直交・単軸ロボットにすることで故障

機会が減る。更に1回の処理スピードが５秒以上短縮される。

全体をパックする装置を廃止し、最初に全体パック袋を作成し投入
する仕様に変更することで現金の噛み込みエラーが減少する。不用
になるビニールが発生せず廃棄処理コストがゼロになる。

噛込み
が多い

袋作成機 袋綴じ機【全体】エラー箇所をパソコン表示に加え音声ガイダンスも採用。
エラー解除の判断を容易にする。迅速に復旧対応が出来る。

PC表示
音声

ガイダンス

・釣銭作成人件費・・年間35,741千円

・運行順に並べ替え人件費・・年間5,585千円

・パック資材費用・・年間9,386千円

・その他資材費用・・年間10,115千円

・ゴミ廃棄費用・・年間110千円

・保守料・・年間777千円

・光熱費・・年間1,914千円 合計63,628千円

・釣銭作成人件費・・年間27,699千円
・運行順に並べ替え人件費・・年間0円（▲5,585千円）
・パック資材費用・・年間9,258千円
・その他資材費用・・年間10,115千円
・ゴミ廃棄費用・・年間0円（▲110千円）
・保守料・・年間688千円（初年度388千円）
・光熱費・・年間1,914千円 合計49,674千円

東京都江東区 98

従来のシステムインテグレーション手法 今回のシステムインテグレーション手法

従来のコスト 今回のコスト



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

実証及びロボットシステムの内容

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

自動搬送ロボット導入による料亭の接客サービスの効率化

実証及びロボットシステムの内容

中小企業
サービス業

（飲食・宿泊）
食事及び食器の搬送 業務負荷の削減

がんこフードサービス（株）（大阪府大阪市）

本事業では、飲食店における従業員の業務負荷の削減を目的として、食事の搬送及び食事後の食器搬送をロ
ボットにより自動化を実現する。

本事業で導入するロボットシステムは、路面に貼った磁気テープを読み取って走行する、磁気誘導方式を採用した
自動搬送ロボットであり、同種のロボットの実績より、1日8時間の約50％の運搬に活用できる場合、約7kmの搬送距
離となり、1台当り1名分の作業時間の削減につながる試算である。また、以下の様な特徴を持っている。

・ICカードと走行制御システムを組み合わせることで、高度な走行制御を行うことができる。
・安全対策として、走行中はメロディーを出して周囲の注意喚起を促す。また進行方向前面に備えた光学式セン

サーによって、前方の障害物を検知し、自動的に停止動作を行う。

シャープ（株）
（大阪府堺市）

配膳ロボット
（シャープ）

社会実装に向けての取組み

本事業で採用の搬送ロボットは、一般客の往来する導線で２年以上（のべ800km）の走行実績を持つ搬送ロボット
の安全技術・動線設計ノウハウを採用し、リスクアセスメントを進めている。

さらに、本事業申請に先立ち、予備実験を店舗で実施し、顧客や従業員の歩行速度と衝突回避に関する検証を実
施し、想定される標準速度分速1.8メートルでロボットが運用されている条件下での停止条件の仮説を得ており、ロ
ボット導入に際し、実店舗において安全性の観点、および円滑な運用の観点から適切な衝突回避半径を設定した後、
顧客のいる環境下で運用を行う。運用に際して、標準装備されているライティング、音声機能に加え人間が認知しや
すいような塗装を施す予定であり、加えて、搬送ロボット導入に際し、安全運用を担保するために常時ロボットに気を
配るように従業員教育を実施する。

【配膳】
料理をAGVに積み込み、
タブレットで食事部屋指示

食事部屋

調理場/洗い場

待機場所

【料理を配膳】
タブレットで次の行き先指示
（まとめ配送中も可）

【片付け】
据置タブレットで
AGV呼出し

【食器回収】
料理を積込み
タブレットで
洗い場へ指示

食事部屋

◆搬送ロボット（外観）

◆自動搬送イメージ

◆システム構成

サーバー

搬送ロボット
（タブレット搭載）

据置タブレット

WifiWifi

京都府京都市 26.6



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

モバイル型コミュニケーションロボットを用いた観光地ショーケース化

実証及びロボットシステムの内容

大企業
サービス業

（旅行）
観光案内

通訳
観光品質の均一化

おもてなし向上

（株）JTB西日本（大阪府大阪市）

本取組みは、京都の観光産業をテーマとし、大きく２つの施策から構成される。
1. 持ち運び可能なコミュニケーションロボット「ロボホン」を旅行者に貸し出し、一緒に京都を旅していただく。ロボホ

ンには位置情報（GPS）や、施設などに取り付けられたビーコンに反応し、場所の説明や順路の案内、おすすめ
のアクティビティなどを多言語で行う機能が備えられている。

2. 旅館や食事処などで、インバウンド客を含めた、一般旅行者の対応を行う。旅館の紹介や事務連絡、食事の紹
介などを、コミュニケーションロボット特有の能力を活かしたパフォーマンスで行うことにより、おもてなしの向上、
スタッフの負担軽減、多言語人材不足の緩和などを狙う。

これらの施策は、日本におけるロボットデザインの第一人者の高橋智隆氏、クールジャパン地域プロデューサーの
達山源市氏（（株）ゲン）による総合監修、プロデュースを受けて行う。

実証及びロボットシステムの内容

シャープ（株）
（大阪府大阪市）

ロボホン
（シャープ、RoBoHoN/SR-01M-W）

社会実装に向けての取組み

今実証では、「コミュニケーションロボットが活躍する社会を実現するためには、ロボットそのものの能力だけでなく、
公共空間の整備（== エリアのショーケース化）が不可欠である」という仮説をもとに、ビーコンや受け入れ側体制の
調整、体験して貰いたい演出の用意などで空間を整備し、ロボットとの共生という新しい価値観を提供することを目
指す。加えて、近年観光人材の担い手不足や質の低下が懸念されている中、通訳機能や案内機能などを通じて、そ
の緩和の可能性を探る。今回の実証を通じて、上記期待結果に対する定性的、定量的な結果を得られるよう取り組
み、人間に寄り添うコミュニケーションロボットの利用拡大を促したい。

今回の実証を通じて、上記期待結果に対する定性的、定量的な結果を得られるよう取り組む。

1. ロボホンの貸し出し。

出会いの演出や、レクチャーなども行う。

2./3. ショーケース化された公共空間を

旅し、位置情報やビーコンによる演出、

誘導により、コミュニケーションロボットと
共生する体験を楽しむ。

4. 日英/日中双方向の同時通訳。

コミュニケーションロボットならではの
同時通訳機能として、身振り手振りを
交えた情緒豊かなコミュニケーション
手段を提供する。

5. 旅館や食事処でのおもてなし。

多言語案内やパフォーマンス等を行い、
おもてなしとスタッフの負担軽減を狙う。

観光客にロボホンを
お貸し出し

施策概要

観光地やお店に
近づくと自動で会話

知らぬ間に誘導され
おもてなしを体験

受け入れ側でも設置し
一般旅行者を「おもてなし」

京都府京都市 37.3



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

空港におけるロボット制御・相互連携ネットワークの構築と
サービスロボットの導入実証

実証及びロボットシステムの内容

大企業
サービス業

（不動産管理）
旅客サービス等

サービス品質向上
従業員負荷軽減等

日本空港ビルデング（株）（東京都大田区）

羽田空港では2020年に向け、「改革2020プロジェクト」との連携のもと、空港という大規模な公共空間でのロボット
の実証実験及び社会実装を推進すべく、2016年にHaneda Robotics Labを開設し、ロボット新戦略の「我が国を「世界
一のロボット利活用社会」にする」との目標に貢献すべく取り組んでいる。

本年は、昨年の実験で得られた課題である「緊急時または必要に応じたロボットの制御、相互連携ネットワークの
構築検討」を主軸としつつ、「警備ロボット」「搬送ロボット」「翻訳ロボット」「店舗決済補助ロボット」の新たな4つのカ
テゴリの実証実験を行う。

実際の実験では、昨年と同様に、RRI「生活支援ロボット及びロボットシステムの安全性確保に関するガイドライン」

を遵守し、公共空間におけるルールづくり、オペレーションマニュアルの国際標準化等の国策の一助となるよう貢献
していく。

実証及びロボットシステムの内容

（株）電通国際情報サービス
（東京都港区）

① 警備ロボット、搬送ロボット、翻
訳ロボット（公募）

② 店舗決済補助ロボット

③ ロボットの制御、相互連携ネット
ワーク構築

社会実装に向けての取組み

羽田空港は、世界第5位、日本で最大の旅客数（約8,000万人／年）を誇る国際空港であり、日本が「世界一のロ
ボット利活用社会」である姿をショーケース化するには最適の環境である。国内においては、空港に留まらず、公共
空間（市街地、ショッピングモール、ホテル、飲食店、駅、等）の他事業者に対して、より具体的、実質的なロボット利
活用のイメージを訴求することができる。海外に対しても、羽田空港の立地特性により増加するビジネスインバウン
ド旅客を中心に、日本の技術力、課題先進国が創り出すロボットを活用したソリューション（高齢化とロボットが融合
した、成熟した日本の社会）を広く訴求していく。一般のお客様に対しては、老若男女を問わず、日本の社会生活の
未来像の到来を体感していただくことに貢献していく。

①警備ロボット、搬送ロボット、翻訳ロボット（公募）

②店舗決済補助ロボット

③ロボットの制御、相互連携ネットワーク構築

東京都大田区 76



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

実証及びロボットシステムの内容

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

空港におけるサイネージ用ロボットの有効性検証

実証及びロボットシステムの内容

大企業
サービス業
（その他）

サイネージ 新広告媒体の創出

成田国際空港（株）（千葉県成田市）

≪導入実証の目的≫公共空間である空港で、サイネージ機能を持たせたロボットを走行させる。ロボットの注目度
の高さを活かし、昨今人材確保が課題となっている保安検査員による機内持ち込み制限品情報の周知や広告を提
供するサービスロボットとしての価値を実証すると共に、価値評価手法を確立する。

≪ロボットの内容≫Panasonic社製自律搬送ロボットHOSPIの外装にサイネージを取り付けたものである。このサイ
ネージに動画や静止画など様々なコンテンツを表示しながら，空港の広い空間を移動し，往来する人々に情報を提
供する。サイネージの上部にカメラを装備し，サイネージの効果を評価するためのデータを取得する。

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
（東京都千代田区）

コミュニケーションロボット
（パナソニック、Signage HOSPI）

社会実装に向けての取組み

サイネージロボットの有益性が証明できると、航空保安業務の従事者の不足を補完するとともに、精神的ストレス
が高い業務をサポートすることで離職率の低減にもつなげることになる。また、空港に限らずショッピングモールやホ
テル、地下街、駅、イベント会場等の大型公共空間において情報（広告）を発信するサービスロボットの付加価値を
定量化することで、当該用途におけるロボットの展開の加速が期待される。

これまでロボットの視認性に関する機能評価については基準がなかったが、評価手法を作ることで類似ロボット間
の効果の比較が可能となり、導入者側で合理的な選択ができるようになる。本評価手法に沿えるよう計測方法、ロ
ボット広告の価値基準は平易かつ分かりやすい論理で作成し、汎用的に活用できる状態にする。

走行経路

①デジタルサイネージとの比較

ロボット、サイネージに同一のカメラを設置し通
行状況を記録し認識数を計測する。

【評価手法の作り方】
・一定時間顔を向けたものを記録
・認識数の単位を設定
・広告媒体としての積算

【実証のポイント】
・サイネージロボットの有用性が証明できるか。

②自律移動し機動的PR機能の検証
多くの人がいる空間でも安全に移動できる機能

と、施設側に設置した赤外線マーカーを検知して
自己の位置を認識する機能をもつ自律移動
ロボットを、広大かつ、大勢の旅客やスタッフがい
る空港にサイネージ用途で導入する。

混雑時には旅客列ができるなど様々な場面が
想定される中、ロボットの新たな利用シーンを検
討する。

千葉県成田市 14.8



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

ロボットを活用した観光地エリアマネジメントの運用実証

実証及びロボットシステムの内容

中小企業
サービス業
（その他）

接客
観光案内

労働生産性の向上

（株）Andeco （大阪府大阪市）

今回の実証では、２つのロボットサービスとして、「まるごとにっぽん館」内の小売店舗にてヒトの購買意思決
定過程モデルに基づく「おみやげお勧めロボット」と水上観光船、観光巡回バスでの「観光案内ロボット」を導入
し、おもてなし接客サービスの自動化を実証する。

また、浅草六区ブロードウェイ商店街の中心に位置する、セントラルスクエア３階にエリアマネジメント拠点とし
て、ロボットコントロールセンターを開設し、警備、多言語案内、免税処理カウンター、電子決済システムなどの
サービスとの連携に取り組み、多様なロボットが導入できるロボットエリアマネージメントシステムのモデル実証
環境を構築する。

実証及びロボットシステムの内容

（株）タスカケル
（東京都江東区）

コミュニケーションロボット
（ヴイストン、Sota）

社会実装に向けての取組み

ロボットシステム導入による、売上に対する効果・導入時の効果について検証を行い、付加価値・事業性を評
価する。また、実験期間中に、ロボットシステムをロボットの専門家ではない店員のみで運用するフェーズを作
り、店舗での自立運用の実現可能性を示す。店舗での実証実験は報道発表し、実験自体も基本的に一般に公
開して、成果の情報公開を行う。

実証を通して、今後も継続してロボットが実証実験できる環境を浅草に構築。パートナー企業とロボットコント
ロールセンターを活用したエリアマネジメントシステムとして他地域に展開し、社会実装を目指す。

【ロボット活躍シーンとロボットコントロールセンター】

東京都台東区 24



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

公共空間におけるビルメンテナンス業務での床清掃ロボット導入実証

実証及びロボットシステムの内容

中小企業
サービス業
（その他）

床清掃ロボット
品質・生産性の向上と
清掃ロボットの普及

日本環境マネジメント（株）（埼玉県さいたま市）

ビルメンテナンス業界において、高齢化対策や人手不足対策は喫緊の重要課題であり、（公社）全国ビルメンテナ
ンス協会による調査でも3年連続で1位の経営課題。業界特有の導入課題である『①施設オーナーとの調整（特に安
全面）』、『②ロボット導入による作業の役割分担の最適化の検証が必要である』ことが足かせとなり導入が進んでい
ない。今回、埼玉県産業労働部が設置した『ビルメンロボット実証フィールド』である『ウエスタ川越（県有の公共施
設）』を中心に計３箇所で実証を行い、業界特有の課題（上記①②）をクリアし、最終的に同フィールドにおいてビルメ
ンロボット導入のモデルケース化を目指す。実証するロボットは、清掃業務の中でも広範囲で、時間と労力がかかる
床清掃を自動化する業務用ロボット掃除機（自律運転の制御方法が異なるモデル2機種）とする。

実証及びロボットシステムの内容

アマノ（株）（神奈川県横浜市）
フィグラ（株）（東京都千代田区）

業務用ロボット掃除機
（アマノ、ＲｃＤＣ）
（フィグラ、エフロボクリーン）

社会実装に向けての取組み

当社が会員加盟している（公社）全国ビルメンテナンス協会は会員企業2800社に対し、業務改善や経営ノウハウ
等の支援を行う。実証で得た『埼玉県ビルメンロボット実証フィールド ウエスタ川越』での成果物は、同協会が制作を
検討している『ビルメンロボットの導入』に関するコンテンツマニュアルの一事例として提供し、同協会が進めている、
『業界の課題となっている契約金額の削減要請をうけやすい事業体質』から、『ロボットを活用した高い清掃品質を武
器にそれに見合った清掃受託金額で契約できる体質』に移行できるよう普及啓蒙に役立てる。

人とロボットを融合した仕組みづくりで
高い清掃品質の実現を目指します。

清掃作業の中でも広範囲で、時間と労力のかかる
床除塵作業を自動化。

●カーペット床除塵を業務用ロボット掃除機に置き換え

①成果物：ウエスタ川越における業務用ロボット掃除機導入実証テキスト

・導入準備作業
・導入手順
・安全措置
・人とロボットの役割分担最適化

②横展開イメージ： ビルメンテナンス協会加盟企業2800社への啓蒙活動

・機関誌 『月刊ビルメンテナンス』 での特集
・協会主催 会員企業向け展示会等での広報

(ビルメンヒューマンフェア＆クリーンＥＸＰＯ)

●ビルメンテナンス業界全体の課題：
高齢化・人手不足

人件費高騰・契約金減額 など
↓

埼玉県ビルメンロボット実証フィールド
ウェスタ川越でモデルケース化を目指す

日
常
清
掃

トイレ清掃

階段清掃

ゴミ処理

カーペット床除塵

特
別
清
掃

ガラス清掃 高所チリ落し

※日常では実施できない清掃（特別清掃）の一部
を分割して日常清掃に組み入れることにより、高
い清掃品質を実現できます。

③埼玉県

①ビルメンテ
ナンス企業

③ビルメンロボット
コンソーシアム

②全国ビル
メンテナ
ンス協会

人手不足対策の相談

実証支援 実証フィールドの受付テキスト

ロボット利活用提案

業務用ロボ ット掃除機
導入実証 テキスト

ロボット化

＜一般清掃オペレーションの一部をロボット化＞

埼玉県川越市 4.1



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

鉄スクラップ解体作業のロボット化ＦＳ

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
サービス業

（卸・小売業）
ハンドリング 搬送

加工
労働生産性の向上

過酷作業の代替/支援

（株）ｼﾏﾌﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（兵庫県神戸市）

当社は、鉄鋼メーカーの圧延工場において製品にならなかった鉄の切れ端を、再び高炉に戻すため、高炉に入る
サイズ（1,500mm以下）に切断するスクラップサービス業務を請け負っている。当該工程では、番線で束ねられて入っ
てくる鉄スクラップを人間が重機でバラして平面に並べ、手作業にてガス溶断を行っている。現在、1日に6名が8時
間この過酷作業に従事している。鉄スクラップは、形状とサイズがバラバラであり、1日の処理量は約150トン。

鉄スクラップの形状ごとに最適な加工条件（トーチの照射角度や火力）が異なり、現在は切断時に人の感覚で調整
を行っている。これまで、形状が異なるワークに対し連続作業を行うロボットシステムでは、形状ごとに個別のプログ
ラムやティーチングが必要であり、ロボット活用の大きな阻害要因となっていた。

導入するロボットシステム

（株）ロボプラス
（兵庫県伊丹市）
髙丸工業（株）
（兵庫県西宮市）

垂直多関節ロボット
（不二越、SRA210T-01）
（ダイヘン、FD-V50）

導入するロボットシステムの内容

本ＦＳ事業の課題は、厚み・幅・長さがすべて異なる鉄スクラップの自動・連続加工を実現するため、ワークごとの
最適な加工条件を満たすロボットシステムの実現可能性を評価し、設計（手法）を確立することである。

構想中のロボットシステムは、搬送ロボット、溶断ロボット、ビジョンセンサー、搬送コンベアで構成する。平置きした
鉄スクラップの形状や重なりをビジョンセンサーで捉え、搬送ロボットが一枚ずつ持ち上げてコンベアに積み上げて
いく。その過程で、後の溶断工程をスムーズに行うための条件を整える（切断面をそろえる、ワーク幅ごとにレーンに
振り分ける等）。一定の高さ積むと、溶断ロボットまで搬送し、積み上げた側面から切断する。

本ＦＳ事業の具体的な検討事項（チャレンジする点）としては、①形状がバラバラのワークを自律的に識別してコン
ベアに振り分けるセンサーシステムの仕様、②ワークサイズの分類規則と最適な加工条件の数値化、③人が操作
する重機と、搬入ロボット、溶断ロボット３者の協調、④これらの作業における安全性の確保、等である。

②鉄スクラップをコンベアで溶断ロボット
まで搬送し、積み上げた側面から切断
する。

①人が重機でバラして平置きした鉄スクラップを
搬送ロボットが一枚ずつ掴み、加工条件を整え
ながら積み重ねる。

兵庫県加古川市 7.8



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

大企業
サービス業

（卸・小売業）
ハンドリング

検査 搬送 パレタイズ
省力化・品質の向上

デリカフーズ（株）（東京都足立区）

これまで、野菜加工の前工程におけるトマトの熟度判別は人間の目と手の感触で一つ一つ確認し、サラダ用
や調理用という具合に仕分けをおこなってきた。

ロボットの導入が進んで来なかった理由として、トマトの感触、見た目による熟度の判別が非常に感覚的で、
単純な画像検査による色判別などでは熟度の測定が出来なかったからである。

そこで、本事業ではAI（人口知能）、機械学習を活用したFSを行うことで、人手を必要としない熟度判別を実現
しこれまでロボットの導入を阻害してきた要因の解決を測る。

導入するロボットシステム

（株）オフィスエフエイ・コム
（栃木県小山市）

垂直多関節ロボット
（三菱電機、RV-FR）

導入するロボットシステムの内容

具体的にはトマトの色味、硬さのデータをビックデータとして蓄積すると共に作業者の判断データも同時に収
集することで、作業者が判別した熟度基準と、色味、硬さの相関関係を明らかにし、最終的にシステムのみで
熟度の判別が可能となる。

FS事業においては、荷重測定子と、色判別カメラ、赤外線カメラによる計測を行うシステムに、人が判断した
熟度をAI側に学習させる為のボタンを有したロボットシステムを構築し、熟度データを蓄積。

AIによる熟度判別が可能となった後に、AIシステムとトマトの自動搬送、仕分けロボットを組み合わせ、AIとロ
ボットを活用したトマトの熟度自動選別ソリューションを実現する。

東京都足立区 8

ロボットと人工知能技術を組み合わせたトマトの熟度自動選別ＦＳ



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

物流倉庫における自動荷役ロボットシステムFS

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

管理サーバ 水平移動型エア吸着ロボット

カート 出荷ステージ

大企業
サービス業
（物流業）

自動荷役
／パレット積替え

労働生産性向上

トランスシティロジスティクス中部（株）（三重県四日市市）

一般の倉庫事業者にロボット導入が進んでこなかった阻害要因は、既存倉庫では扱う商品が多種多様で在庫ロッ
トや入出荷タイミングなどが不規則であり、固定的な大規模設備投資が難しく代表的な労働集約型産業であった。

また、大規模設備投資では製造業用大型ロボットを流用するケースが多く、役割に比べて設備が大型化してス
ペース効率が悪くなっていた。

そこで本実証実験では、単機能小型ロボットユニットを開発し、商品の保管規模に応じて弾力的に荷役作業をロ
ボット化できるシステムの実行可能性調査を行う。

導入するロボットシステム

（株）パワービー
（三重県四日市市）

天吊り型搬送ロボット
（特製ロボット）

導入するロボットシステムの内容

物流パレット上の商品を１個ずつエア吸着させ出荷用カートに積み替える単機能小型ロボットユニットを開発する。
カートはコンベアによって自動搬送され所定の位置にくると、出荷指示に従って当該ロボットが商品をカートに積み

付ける。
当日の出荷指示データから全カートの積載パターンを前もって決定し、その通りに積載して作業のスピード化を図

る。商品の積載順序を考えたパレット配置により作業の最大効率を求める。
単機能化したロボットをネットワークで接続し、サーバにて動作管理を行う。

パレット崩し指示 

カート積合せ指示 

AGV牽引指示 

パレット供給指示 商品在庫情報 DB 

パレット情報 DB 

出荷オーダ DB 

カート積載パターン DB 

カート積載指示 DB 

AGV運行ルート DB 

稼働状況ビジュアル表示 

三重県四日市市 15.2



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

A類型：未活用領域における導入実証・FS事業

屋根塗装作業のロボット化FS

ロボット導入分野・工程の紹介及び自動化の進まなかった要因

中小企業
その他

（建設工事業）
塗装 労働生産性の向上

（株）竹延（大阪府大阪市）

当社は工事業者として、塗装工事請負やコンサルティング等の事業を行っており、工場用鋼板屋根の塗装作業の
ロボット化を検討している。屋根塗装は、主に遮熱塗装による省エネ化や、耐久性を高める目的で行われる。

当該工程では、現在、作業員がローラー（手作業）で塗装を行っている。1枚の屋根に対し、ケレン（塗料の密着性
をよくするためのヤスリがけ）、塗装（下塗り、上塗り、仕上げ塗りの3回）を行う単調作業である。

これまでロボット導入が進んでこなかった阻害要因は、大きく次の3点であると分析している。①方法：ロボットによ
る塗装や屋根上走行の方法が見出されてこなかったこと。 ②安全面：ロボットの墜落や塗料の飛散リスク。 ③品
質面：ロボットによる塗装、ケレンの精度が人間と比べて低かったこと。

導入するロボットシステム

（株）ロボプラス
（兵庫県伊丹市）
（株）ＨＣＩ
（大阪府泉大津市）

自走式ロボット
（丸山製作所、MSA415R8C-RVを
改良）

導入するロボットシステムの内容

構想中のロボットシステムは、ロボット本体が鋼板のはぜに沿って走行しながら、ケレン・塗装を行う。本ＦＳ事業で
は、動力（電池、エンジン等）・塗料・エアー（コンプレッサー）を本体に積載するか、あるいは外部より供給するか、ま
たその方法について本体の機動性も加味して検討する。上記の課題のうち安全性の確保については、特に重点的
に検証した上でロボットシステムの仕様を固めていく。

具体的な検討事項は次の通りである。①塗装方法：ローラーまたはスプレーの機種、設置数、向き等 ②ケレン方
法：サンダー、リール等、器具の選定 ③走行方法：さまざまな屋根の形状に沿って走行するための機構、最適な動
力供給方法 ④ミスト飛散防止：カバー、吸引、エアーカーテン等の組み合わせ ⑤ケレンカスの集塵：フィルター、
ネット等 ⑥墜落対策：センサーによる勾配ブレーキ、屋根端部へのロープの設置等 ⑦品質確保：ケレン度合い、
塗装薄膜、確認方法をセンサーにするか目視で行うか、また人による仕上げの必要性等。

●リフトでロボットシステムを屋根に上げる。

●鋼板屋根のはぜに沿って走行し、
自律的に縦走・横行を行いながら、塗装を行う。

≪折板はぜ締めタイプ≫

大阪府大阪市 7.5



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

産地と飲食店が連携した養殖鯖の給餌作業へのロボット導入FS

実証及びロボットシステムの内容

中小企業
サービス業

（飲食・宿泊）
搬送 労働生産性の向上

（株）SABAR（大阪府豊中市）

本FS事業は、養殖事業者や小浜鯖復活プロジェクトの支援を目的として、養殖鯖の給餌作業へのロボット導入実
現可能性を検証する。

給餌作業は、暑さ・寒さに耐えながら、一袋10kg程度の餌を大量に積み込んで生簀まで移動し、魚の様子を確認し
て餌を与える、単純かつ過酷な作業である。ロボット導入により、作業者を当作業から開放し、労働生産性の向上と
人手不足の解消を図る。構想中のロボットシステムは、ロボット船、自動サイロ、自動給餌機で構成し、餌を積込み、
生簀まで航行、養殖鯖に給餌、漁港に帰船する給餌作業の完全無人化を目指す。ロボット船は既存のドローン技術
を活用して自律航行できることが確認できており、その他の要素も既存技術との組合せによる開発であることから、
実現可能性は高いと考えている。

本FS事業の課題は、自律航行技術の確立（自動操船、港・生簀離着岸）と安全性の確保（衝突回避、無人航行
ルールの作成）である。ドローン及び船の専門家と共に、業務分析、構想・仮設計、可能性評価を行って、解決方法
を明確化する。

実証及びロボットシステムの内容

（株）ロボプラス
（兵庫県伊丹市）

ロボット船
（水上自走式ロボット）

社会実装に向けての取組み

本FS事業により、事業性評価基準（タクトタイム、省人化、航行精度）、性能評価基準（水上安全性、航行性能、耐
環境性、セキュリティ）、安全基準（衝突回避、障害検知、運行統制）、安全管理統制基準（オペレータ教育）などの評
価を行う。
その結果は、（一社）日本ロボット工業会や福井県小浜市、小浜市漁協を通じて情報を公開する。 また、ロボット船
に関する自律航行のルールを検討・作成し、官公庁等に提供する。

【ロボット船】 【自動搬送機】 【自動給餌機】

【ドローン自律航行システム】 【ＩoＴを用いた最適な給餌パターン】

既存技術の組合せで実現できる可能性が高い。

福井県小浜市 7.5



百万円
事業経費

総額
導入場所

SIer Robot

C類型：公共空間におけるロボット社会実装プロジェクト

実証及びロボットシステムの内容

大企業
サービス業

（不動産管理）
警備などの

サービスロボット
品質向上・平準化
省人化・省力化

森トラスト・ビルマネジメント（株） （東京都港区）

オフィスビルでの管理運営では、人手不足が進む一方でサービスロボットの導入は進んでいない。その主な要因
の1つとして、縦移動の技術や手法の確立が進んでいないことが考えられる。

現状でもエレベーターの信号制御による縦移動の実績はあるが、案件毎の個別対応となっているために一般化が
進んでいないという背景がある。一方で、近年のロボットの性能向上や技術進歩を反映した、新しい縦移動の手法も
実現可能ではないかと考えられる。

そこで、縦移動機能の搭載を検討しているロボットをモデルケースとしながら、効率的・効果的な縦移動の手法の
検討、実証実験などを通じて、様々な手法のコスト算出や付加価値創出検討などを行うとともに、オフィスビルでのロ
ボット稼動を見越した課題の洗い出しを進める。

実証及びロボットシステムの内容

SEQSENSE（株）
（神奈川県川崎市）

警備ロボット
（SEQSENSE社・SQ-2）

社会実装に向けての取組み

ロボットの縦移動が一般化できれば、これまで平面的空間中心だったロボット活用が立体的空間にも展開されるこ
ととなり、ロボット活用のフィールドが広がる。

一般化を進めるためには要件（技術・手法の確立と低コスト化）のクリアだけでなく、実績を積み上げていくことが必
要となるが、そのために、不動産の管理運営に関わる多くのステークホルダーやロボットメーカーをターゲットとして、
本事業で得られた知見を発信していく。縦移動の有効性・必要性を多くの関係者に共感してもらうことで社会実装に
つなげていく。

また、各種ロボットの実証や導入など、ロボットと触れ合う機会を積極的につくり、ロボットへの親和性や安全性の
理解を深めてもらうことで、ロボットが社会的に受け入れられるように取り組む。

SQ-2
(SEQSENSE社製 警備ロボット)

縦移動手法の洗い出しStep1

各手法の詳細検討Step2

実証実験等を通じた分析Step3

課題の洗い出し /
標準仕様の検討

Step4

立哨 巡回

監視 異常発見

東京都他（オフィスビル等） 6
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ＩＮＤＥＸ（50音順）

－ア行－

（株）アコオ機工 ・・・・・ 28

（株）Andeco ・・・・・ 49

稲坂油圧機器（株） ・・・・・ 35

ANAエアポートサービス（株） ・・・・・ 22

応緑（株） ・・・・・ 23

－カ行－

（株）釜屋 ・・・・・ 4

がんこフードサービス（株） ・・・・・ 45

カンダコーポレーション（株） ・・・・・ 44

神田ファイナンス（株） ・・・・・ 44

紀伊産業（株） ・・・・・ 40

ギフハイテック（株） ・・・・・ 32

KPファクトリー（株） ・・・・・ 29

光輝化成（株） ・・・・・ 34

コスメディ製薬（株） ・・・・・ 17

（株）コスモジャパン ・・・・・ 5

五洋食品産業（株） ・・・・・ 6

－サ行－

（株）ＳＡＢＡＲ ・・・・・ 55

シーオス（株） ・・・・・ 20

（株）ＪＴＢ西日本 ・・・・・ 46

塩沢化工（株） ・・・・・ 33

（株）シマブンコーポレーション ・・・・・ 51

城北機業（株） ・・・・・ 30

セントラルパック（株） ・・・・・ 7

－タ行－

（株）タカキベーカリー ・・・・・ 8

（株）タカゾノ ・・・・・ 15

（株）竹延 ・・・・・ 54

タマムラデリカ（株） ・・・・・ 9

（株）テック ・・・・・ 37

（株）テラダイ ・・・・・ 38

デリカフーズ（株） ・・・・・ 52

堂本食品（株） ・・・・・ 10

東洋ドライルーブ（株） ・・・・・ 41

（株）トーユー ・・・・・ 42

（株）トクヨシ精機 ・・・・・ 39

トラストメディカル（株） ・・・・・ 16

トランスシティロジスティクス中部（株） ・・・・・ 53

－ナ行－

（株）ナカガワフーズ ・・・・・ 11

（株）中野屋ステンレス ・・・・・ 24

成田国際空港（株） ・・・・・ 48

（株）西野物産 ・・・・・ 12

日本ハムファクトリー（株） ・・・・・ 13

日本環境マネジメント（株） ・・・・・ 50

日本空港ビルデング（株） ・・・・・ 47

－ハ行－

（株）ビーテック ・・・・・ 18

福伸電機（株） ・・・・・ 26

（株）フジ技研 ・・・・・ 31

（株）別川製作所 ・・・・・ 36

（株）北斗 ・・・・・ 25

（株）北斗園 ・・・・・ 19

－マ行－

（有） 名南機械製作所 ・・・・・ 27

森トラスト・ビルマネジメント（株） ・・・・・ 56

－ヤ行－

（株）八百彦商店 ・・・・・ 21

（株）横浜ファーム ・・・・・ 14

（株）吉野家 ・・・・・ 43


