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Ⅰ．事業概要 
 

１．事業の目的・主旨 
（１）背景 

少子高齢化に伴う労働人口の減少及び熟練技術者の大量退職という懸念

がある中、ものづくり分野の国際競争力の維持・発展には、生産性向上が極

めて重要となっている。この生産現場の生産性向上の切り札として期待され

ているのがロボット分野であり、「日本再興戦略」改訂版２０１４（平成２

６年６月閣議決定）においては「ロボット革命の実現」が盛り込まれ、次い

で、平成２６年９月に設置された「ロボット革命実現会議」のとりまとめで

ある「ロボット新戦略」（平成２７年１月公表）において、ロボット技術が

幅広い分野で人手不足の解消、生産性の向上などの社会課題を解決する可能

性を有していることを示しつつ、ロボット革命を実現させる戦略及びアクシ

ョンプランが提示されたところである。 
しかしながら、特に地域のものづくり中小企業は、産業用ロボット導入を

含めた生産現場の改善、生産性向上について必要性を感じつつも、実際の現

場改善に必要な生産プロセスと生産性改善手法の最適なすり合わせを理解、

実現できる人的資源＝システムインテグレート（ＳＩ）できる人材（以降、

「ＳＩｅｒ」）が不足しており、取り組みが難しい状況にあり、不足する人

的資源の確保・育成も単独では容易ではない状況である。 

 
図１：ロボット革命実現会議「ロボット新戦略のポイント」 

 

出典：ロボット革命実現会議「ロボット新戦略のポイント」 



2 
 

（２）目的・主旨 
そこで、本調査事業では、広島地域をモデルに、地域企業の技術開発支援

拠点である公設試を、ものづくり中小企業の現場改善、生産性向上、自動化

（ロボット導入）等に関するＰＢＬ（Project Based Learning：課題解決型

学習）拠点として位置づけ、産業用ロボットメーカー等の技術者を派遣（出

向等）の形で公設試験研究機関（以降、「公設試」）に受け入れ、地域のもの

づくり中小企業の現場人材とともに、共同で現場改善、生産性向上の為の課

題解決に取り組むプロセスの中でＳＩｅｒの育成を図るモデルを検討して

提示するとともに、その提示モデル（仮説）の実現性、有効性、課題につい

て整理した。 
また、他地域に提示モデルを横展開する際の課題、要件等に関しても整理

した。 
 
 

 
 

図２：調査事業の概要 

 
 
 
 

中国経済産業局作成資料
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◆広島地域における産業用ロボットシステム実現に向けた動き 
 地域自動車部素材企業の生産性向上に向け、産業用ロボットにカメラやセン

サといった“眼”の機能を付加し、より高度な作業（ピッキング）の実現化を、

ひろしま生産技術の会、産業技術総合研究所、広島県立総合技術研究所が連携

して、平成２５年度から取り組んでいる。 

 
図３：広島地域における産業用ロボットシステム実現に向けた動き 

 
◆ひろしま生産技術の会について 
 「２４時間３６５日無人稼働（ライン・工場）の実現」をめざし、㈱ヒロテ

ック、シグマ㈱、㈱ワイテック、ダイキョーニシカワ㈱など広島地域の主要な

自動車部品関連企業の経営者による技術研究会組織。上記のピッキングロボッ

トシステム開発にも関わっている。 

 
図４：ひろしま生産技術の会の概要 

 

中国経済産業局作成資料 

中国経済産業局作成資料

・・・ （参考）広島地域をモデルとする背景 ・・・ 
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１．２ 事業の内容・方法 
   本調査事業は、（１）モデル構築・提示に向けた事前の整理、仮説の検討、

その上で（２）モデル構築の主体として想定される３つの主体への聞き取

り調査及び（３）構築モデルの検証（有識者を委員とする調査検討委員会

の実施）を実施した。具体的な内容・方法は以下のとおり。 
 

（１）「ものづくり現場の生産性改善に資するＳＩｅｒ育成を推進するモデ

ル」の構築提示に向けた事前の整理、仮説の検討 
 

  まず、構築モデルによって育成する対象となるＳＩｅｒについて、その

機能に着目して定義付けを行った。その上で、ＳＩｅｒ育成拠点の機能（育

成の対象、育成の方法、育成プロセスの意義等）について整理、仮説の検

討を実施した。 
※定義については、１．４に記述 
※仮説の検討については、「Ⅳ．モデル構築にかかる仮説の検証」に記述 

 
（２）モデル構築の主体として想定される各主体の調査・研究 

 
    以下の３つの主体に、それぞれ示した項目について聞き取り調査を実

施した。 
 
調査主体Ａ「全国の産業用ロボットメーカー等」 

（ロボット導入や自動化など現場の生産性改善のサービスを行ってい

る企業含む） 
①調査内容：技術者の派遣（出向等）の可能性、考え方、課題整理 
②調査件数：１２社 
・（産業用ロボットメーカー）：㈱安川電機、三菱電機㈱ 他 
・（生産性改善サービス企業）：富士通㈱、㈱栄工社 他 
③調査方法：原則、訪問し聞き取り調査を実施。 

 
調査主体Ｂ「公設試」 

（広島地域の公設試である広島県立総合技術研究所（西部工業技術セ

ンター、東部工業技術センター、生産技術アカデミー含む）及び広島

地域以外の公設試） 
①調査内容：ａ 広島県立総合技術研究所の場合 

・受入体制（設備、人材、制度、予算等）の課題等 
・ＳＩｅｒ育成拠点化についての考え方 
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・ハード面（複数メーカーのロボット整備の可能性） 
・ソフト面（研修、人的・予算的対応の可能性） 
ｂ 広島地域以外の公設試 
・構築モデルの横展開の可能性 

     ②調査件数：広島地域以外の公設試は３箇所以上 
③調査方法：訪問し、聞き取り調査 

 
調査主体Ｃ「カイゼン指導者」候補者 

（産業用ロボットメーカーの技術者と中小企業（ユーザー側）のレベ

ル間を埋める役割で、メーカー側、ユーザー側双方の視点で現場の

生産性改善、ロボット導入を考え、指導できるＳＩｅｒ的スキルを

身に着けている人材を本調査では「カイゼン指導者」と呼ぶ） 
①調査内容：「カイゼン指導者」候補者と見込まれる「長年生産ライ

ンの改善、高度化、新設備の開発等に取組んできた技術

者等」人材の発掘調査 
②調査件数：中国地域に事業拠点を有する大企業、中堅企業を中心に、

２６社 
③調査方法：電話調査及び訪問し、聞き取り調査 

 
（３）調査検討委員会について 

外部有識者によるヒアリング調査及び構築モデルの検証を行うため、

ＳＩｅｒ育成に知見のある企業関係者、学識者等による調査検討委員会

を組成し、調査期間の前期と後期の２回開催した。 
①委員会構成（８名） 

       ・公設試：広島県立総合技術研究所から１名 
       ・ユーザー企業：２社から各１名（２名） 
       ・ロボットメーカー：１社から１名 
       ・カイゼン提案企業：２社から各１名（２名） 
       ・大学関係者：広島工業大学から１名 
         ・有識者：企業経営者経験者１名 

②委員会テーマ 
          ・第１回（H26.12.4）：調査の目的、実施内容・計画の説明、 

ヒアリング調査内容・対象の検討 
          ・第２回（H27.2.12）：ヒアリング調査結果の報告、構築モデル 

（案）の検討 
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１．３ スケジュール 
調査は、項目別に、表１のスケジュールで実施した。 

 
表１：調査項目別スケジュール 

項目 
 

平成２６年 平成２７年 
１１月 １２月 １月 ２月 

産業用ロボットメーカー等調査     
公設試の受入体制調査     
「カイゼン指導者」候補者の発掘     
調査検討委員会開催 第１回  第２回 

 
・産業用ロボットメーカー等調査及び「カイゼン指導者」候補者発掘調査に

ついては並行して実施。 
・公設試の受入体制調査（他県への横展開含め）は、ある程度（１）の調査

取りまとめが整理できた段階にて実施。 
・調査検討委員会は、１２月（12/4）と２月(2/12)の２回開催。 

 
 

１．４ ＳＩｅｒの機能の定義、類型 
   調査対象を明確にするため、機能に着目し、ＳＩｅｒを以下のとおり定

義した。 
 
 「単に自動化・ロボット導入支援者でなく、ユーザー側の視点で、生産

性向上、現場改善といった生産現場の生産プロセス改善を提供するサー

ビサー機能（自動化・ロボット導入に係る前工程プロセスの省力・自動

化の診断、ロボット導入・開発の構想企画支援）」 
 「また、ロボット活用のノウハウを提供するサービス機能（ハード・ソ

フト含む）」 
 
   また、第１回調査検討委員会における委員からの指摘を受け、ＳＩｅｒ

のスキル適用能力に応じて以下の３つに類型化した。 
 

 類型１ ハイレベルＳＩｅｒ 

    生産ライン全体のデザインを含む全体最適化を行える人材で、活躍の 
    場は自社（生産技術部門等）の他に他社への外販（提案・指導）が出

来る。 
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 類型２ ベーシックＳＩｅｒ 

    産業用ロボットを必要とする機能（センサー、知能・制御他）等を組

み合わせることで個別の生産ラインの最適化を行える人材で、活躍の

場は主に自社（生産技術部門等）の他に他社への外販（提案・指導）

が出来る。 
 

 類型３ カイゼンレベル（ＳＩｅｒ候補） 

    生産性改善に向けて具体案を提案出来る人材で、活躍の場は主に自社

内。 
 

 

 
図５：調査対象の考え方の整理 

 

類型なし 
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Ⅱ．事業の実施体制及び調査検討委員会の開催 
 

２．１ 実施体制 
「ＡＴＡＣひろしま」内に図６に示すような実施体制を組み、リーダー以

下５名の体制にて本調査業務を遂行した。 

  
図６：本調査業務の実施体制 

 
 

また、本調査業務を円滑に推進するために、連絡会を４回（１１月１８日、

１２月１８日、１月２０日、２月３日）に開催し、メンバー間の情報交換、

活動報告の周知徹底、活動実績の報告等を行った。 
 
 

２．２ 調査検討委員会 
委員会は、ロボット企業（１社）、ユーザー企業（２社）、カイゼン提案企

業（２社）、大学関係者（１名）、有識者（１名）、公設試（１名）の合計８

名及び委託者（３名：中国経済産業局）、受託者（５名：ＡＴＡＣひろしま）

にて構成した。 
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表２：委員会の構成メンバー 

部門 企業・機関名 
ロボットメーカー（１社） 株式会社安川電機 
ユーザー企業（２社） 株式会社ヒロテック 

シグマ株式会社 
カイゼン提案企業（２社） 富士通株式会社 

株式会社栄工社 
大学関係者（１名） 広島工業大学工学部 
有識者（１名） 前 ダイキョーニシカワ株式会社 
公設試（１名） 広島県立総合技術研究所 
事務局（委託者＋受託者） 
委託者 中国経済産業局 

参事官（産学官連携・産業クラスター担当） 
受託者 ＡＴＡＣひろしま 
 

２．２－１ 第１回調査検討委員会 
   開催日時：平成２６年１２月４日（木）１４：００～１６：００ 
   場  所：広島商工会議所 
   協議内容：概要は以下のとおり 

①調査事業の主旨・目的について（事務局） 
②調査事業の実施計画について（事務局） 
・実施計画の概要、スケジュール 
・調査の種類と内容 
・人材共同育成モデルの構築（モデル素案の提示） 

③意見交換 
④その他 

※詳細については、「Ⅳ．モデル構築にかかる仮説の検証 ４．１」に記述 
※議事録は資料編（資料１－２）を参照 

 
２．２－２ 第２回調査検討委員会 

   開催日時：平成２７年２月１２日（木）１４：００～１６：２０ 
   場  所：広島商工会議所 
   協議内容：概要は以下のとおり 

①調査事業の進捗報告（事務局） 
・第１回調査検討委員会を踏まえた調査実施に向けた 
意識整理 

         ・ヒアリング調査の進捗報告（主体Ａ、Ｂ、Ｃ） 
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         ・今後の予定 
        ②ヒアリング調査結果を踏まえた「広島モデル」構築の検討 
         ・モデル案の提示 
         ・モデル案に関する意見交換 
        ③その他 
 

※詳細については、「Ⅳ．モデル構築にかかる仮説の検証 ４．２」に記述 
※議事録は資料編（資料２－２）を参照 
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Ⅲ．調査結果 
３．１ モデル構築の主体の調査 

 
３．１－１ 調査主体Ａ（全国のロボットメーカー等） 
（１）概要 

ＳＩｅｒ育成拠点において、産業用ロボット技術の導入に関して、メーカ

ー側の知見、情報を持って人材育成プロセスに関与することが期待される主

体である全国のロボットメーカー等１２社に対して、主に、人材派遣、機器

利用、他社との協業への考え方に関してヒアリング調査を行った。 
 
表３：調査主体Ａの調査概要 

 
種別 

 
調査企業 

調査内容、結果 
人材派遣 機器利用 協業 

 
 
産業用ロボットメーカー 
 

Ａ社 〇 〇 〇 
Ｂ社 〇 〇 〇 
Ｃ社 〇 〇 〇 
Ｄ社 △ 〇 〇 
Ｅ社 △ 〇 〇 

 
 
生産性改善サービス企業 
 

Ｆ社 〇 〇 〇 
Ｇ社 △ 〇 〇 
Ｈ社 △ 〇 〇 
Ⅰ社 × △ △ 
Ｊ社 × △ × 
Ｋ社 〇 △ 〇 
Ｌ社 △ 〇 〇 
○は可能、△は可能であるが制約が多い、×は不可能 

 
（２）質問事項と各社の回答内容 

●質問事項１「技術者の派遣（出向等）の可能性、考え方、課題について」 
●回答内容 

    （Ａ社）・派遣は可能であるが出向という形では難しい。 
・派遣形態は長期出張が現実的。 

    （Ｂ社）・派遣については支店経由で検討したい。 
        ・派遣形態は長期出張が現実的。 
        ・事業所内に設置されている人材育成施設での研修受入れは可

能であり、出張指導についても専門人材派遣が可能。 
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    （Ｃ社）・会社を挙げてＳＩｅｒの育成に取り組んでおり、社内にはＳ

Ｉｅｒと呼べる人材が十数名在籍している。 
        ・ある西日本の県の産業振興財団においてロボット技術人材養

成研修を受託した実績があり、教育プログラムも有している。 
        ・派遣は可能であるが、長期出張形態となる。 
    （Ｄ社）・ＳＩｅｒ人材は海外対応が中心で国内向けは人材不足。 
        ・中国地方は営業網も手薄である。 
        ・出張形態であれば派遣も有りうるが人材不足。 
    （Ｅ社）・ＳＩｅｒと呼べる人材が数人は在籍している。 
        ・派遣は可能であるが、長期出張形態となる。 
    （Ｆ社）・必要に応じて派遣（長期出張）も可能であるし、自社に来て

頂ければ指導も可能。 
        ・複数メーカーのロボットを扱っており、最適なメーカー選択

を提案可能。 
    （Ｇ社）・派遣は可能であるが、長期出張形態となる。ただし、人選が

難しい。 
    （Ｈ社）・若手社員を人材育成の意味も込めて月半分程度派遣すること

は可能。 
    （Ｉ社）・ＳＩｅｒと呼べる人材が不足している。 
    （Ｊ社）・人材不足の状況であり、人材派遣は困難。 
    （Ｋ社）・自社ＯＢ人材を数十名規模で子会社にて組織化している。 
        ・社員を人材育成の意味も込めて１年程度派遣しても良い。 

  （Ｌ社）・若手社員の人材育成をいただけるのであれば派遣（長期出張）

は可能。 
 
 

●質問事項２「機器の貸出、利用の可能性、考え方、課題について」 
●回答内容 

    （Ａ社）・本体機器主体（周辺機器は特約店を通じて）の貸出はレンタ

ル方式を含め問題ない。レンタル方式の方が更新がスムーズ

である。 
    （Ｂ社）・機器・ツールの貸出しは支社経由で相談に応じる。 
    （Ｃ社）・本体機器主体（周辺機器は特約店を通じて）で貸出し可能。

レンタル方式も問題ない。 
    （Ｄ社）・本体機器も周辺機器も貸出し可能。 
    （Ｅ社）・本体機器のみ貸出し可能。 
    （Ｆ社）・機器は移設すると調整が大変であり、必要に応じて自社に来
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ていただければ利用可能。 
        ・ロボットシミュレーターなど活用指導も含めてソフト関連の

貸出しは可能。 
    （Ｇ社）・取引のあるロボットメーカーと組めれば周辺機器の対応可能。 
    （Ｈ社）・取引のあるロボットメーカーと相談して検討したい。 
    （Ｉ社）・取引のあるロボットメーカーの周辺機器のみ対応可能。 
    （Ｊ社）・周辺機器のみ１～２週間であれば対応可能。 
    （Ｋ社）・要望いただいた機器が自社にあれば対応可能。 
    （Ｌ社）・自社に来ていただければ指導含め利用可能。 
 
 

●質問事項３「複数メーカーとの協業について」 
●回答内容 

    Ｊ社を除き問題なしとの回答を得た。 
 
 
（３）まとめ 
 人材派遣については、概ねどの社も協力的ではあるが、「出向形態」

では無く「長期出張形態」を望んでいる。 
 機器利用については、概ねどの社も協力的であり、ロボットメーカー

は本体機器、生産性改善サービス企業は周辺機器の貸出し等対応可能

との回答。 
 複数メーカーとの人材育成拠点での協業に関しては、概ねどの社も問

題なしとの回答。 
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３．１－２ 調査主体Ｂ（公設試） 
 （１）概要 
   構築モデルの拠点として想定する広島県立総合技術研究所（西部工業技

術センター、東部工業技術センター、生産技術アカデミー含む）に対して、

ＳＩｅｒ育成拠点化についての公設試としての考え方に関してヒアリング

調査を行った。 
 

◆（参考）広島県立総合技術研究所とは （出典：広島県ＨＰ） 
 所在地 〒730-8511 広島県広島市中区基町 10 番 52 号 

連絡先 082-223-1200 
 

工業、食品製造、農林水産業および保健環境の複数の技術分野を統合した広島県立

総合技術研究所は、これら分野の横断・融合により多様化・複雑化する県民や県内産

業のニーズに対応します。  

 広島県研究開発戦略に基づき「県内の中小企業者や農林水産事業者のイノベー

ション力の強化」と「県民生活の安全・安心」に向けた研究開発・技術支援を

行っています。 

 イノベーションの強化、安心・安全を守る「８つのセンター」 

 総合技術研究所には、８つのセンターで専門的な研究や技術支援を行っていま

す。 

 

 ◆保健衛生、環境に関すること ◆食品製造技術に関すること 

    

 ◆工業技術に関すること 

     

◆農林水産技術に関すること 
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（２）質問事項と回答内容 
●質問事項「ＳＩｅｒ育成拠点としての公設試の対応能力と課題」 

     ※質問の前提として、図７：モデル検討上の仮説のイメージ（拠点

となる公設試に求められる機能）を提示し、その上で意見を伺った。 
 

 

図７：拠点となる公設試に求められる機能 
 

●回答内容 
 拠点化に必要な要素は、関係する者が常時利用可能な「場」を提供し、

そして「人材育成」できる環境を構築することであるが、ロボット導

入の裾野を拡大しようと考えればＳＩ機能を供給できる「企業育成」

も可能な環境構築も必要となってくると考えられる。 

 公設試という枠組みで拠点化を考えるならば、対応可能なのは「場」

の提供、簡易な「人材育成」までである。 

 簡易な「人材育成」とは、ロボット導入までは至らないカイゼンレベ

ルの人材育成を指す。 

 公設試の機能のひとつである「開発支援」を行うプロセスの中（いわ

ばＰＢＬプロセス）で、カイゼンレベルの人材育成を行うことは十分

に可能である。 

 人材育成を含めた企業支援を行うためには、公設試のプロパー機能で
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は対応が難しく、一部は外部リソース（大手企業の関連サービス、教

育カリキュラム、ＯＢ人材を活用した支援等）を活用する必要がある。 

 協力いただけるロボットメーカー等で実施されている人材育成メニュ

ー、自治体主催の研修事業などの情報を集め、ニーズのある地域企業

へ紹介するような情報拠点となることは十分に可能である。 

 改めて公設試で対応可能な拠点機能を整理するならば、本来業務であ

る「開発支援機能」、カイゼンレベルの「人材育成機能」、そして、ロ

ボット技術関連の「情報拠点機能」の３つが挙げられるだろう。 

 しかしながら、ＳＩｅｒ育成拠点として地域企業のニーズに確実に応

えるためには、現状の公設試の機能では限界（県内対応に限定、扱う

分野に限定、等々）があるのが事実であり、提示のあったモデル案の

機能を全て満たそうとするならば、「新たな受皿」の構築を見据えた議

論が必要であろうと考える。 

 

 

（３）まとめ 
 公設試を拠点にしたＳＩｅｒ育成モデルは段階的に検討する必要が

ある。 

 まず、ベースとして公設試で対応可能な（実現可能性が高い）範囲で

のモデルの構築について時間軸を意識して取り組むことが重要であ

る。その上で、理想型に近いあるべきモデルを様々な要件、課題を検

証しつつ、公設試の制約を越える「新たな受皿」まで意識して検討す

ることが必要である。 
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３．１．２ 調査主体Ｃ（「カイゼン指導者」候補者） 
（１）概要 

「産業用ロボットメーカーの技術者と中小企業（ユーザー側）のレベル間を

埋める役割で、メーカー側、ユーザー側双方の視点で現場の生産性改善、ロボ

ット導入を考え、指導できるＳＩｅｒ的スキルを身に着けている人材」を本調

査では「カイゼン指導者」と呼ぶこととし、この「カイゼン指導者」の候補者

と見込まれる「長年生産ラインの改善、高度化、新設備の開発等に取組んでき

た技術者等」人材の発掘調査を行った。 
 
表４：「カイゼン指導者」候補者の発掘状況 

 
 
 
N
o 

 
 
 

訪問先 

調査内容 ＳＩｅｒ種別  
 
 
具体的人選 
（専門分野、業種） 

 
 
 
備考 
（要望等） 

人
材
発
掘
（
人
数
） 

う
ち
Ｏ
Ｂ
人
材
（
人
数
）

類
型
１ 

類
型
２ 

類
型
３ 

1 鉄鋼製造 
Ａ社 

3 3 2 0 1 ａ様（制御・生産管

理、鉄鋼）、ｂ様（制

御、生産管理、鉄

鋼）、ｃ様（分析、

鉄鋼） 
 

Ａ社制御関連

ＯＢ集団所属

2 電子部品製造 
Ｂ社 

2 2 2 0 0 ｄ様（生産技術、半

導体製造）、ｅ様（開

発、センサー開発） 
 

 

3 機械製造 
Ｃ社 

3 2 3 0 0 ｆ様（管理、機械製

造）、ｇ様（自動化

計画、機械製造）、

ｈ様（生産管理・品

証、機械製造） 

生産技術者人

材不足（特に

５０代） 

4 
 

建設機械製造 
Ｄ社 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

海外展開にて

人材不足、支

援要望有 
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N
o 

 
 
 

訪問先 

調査内容 ＳＩｅｒ種別  
 
 
具体的人選 
（専門分野、業種） 

 
 
 
備考 
（要望等） 

人
材
発
掘
（
人
数
） 

う
ち
Ｏ
Ｂ
人
材
（
人
数
） 

類
型
１ 

類
型
２ 

類
型
３ 

5 印刷機械製造 
Ｅ社①事業所 

1 1 1 0 0 ｉ様（機械加工・自

動化、印刷機械製

造） 

印刷部門の人

材確保可能 

プラント機械製造

Ｅ社②事業所 
0 0 0 0 0  人材不足、６

０歳定年後も

再雇用・派遣

いて対応中 

6 自動車製造 
Ｆ社 

2 2 2 0 0 ｊ様（機械設備制御

関連、自動車・機械

加工）、ｋ様（機械

設備制御関連、自動

車・機械加工） 

ＮＰＯ法人を

中心に、人材

豊富 

7 制御機器製造 
Ｇ社 
  

3 3 １ １ １ ｌ様（生産管理・専

用機設計、機械設

計）、ｍ様（塗装、

電気部品製造）、ｎ

様（切削・板金加工、

機械加工） 

Ｇ社ＯＢ会集

団所属 

 
大企業（７社） 

 

 
14 

 
13 

 
11 

 
1 

 
2 

    

8 自動車部品製造

Ｈ社 
1 1 0 0 １ ｏ様（生産管理・工

程設計、自動車部品

製造） 

組立ラインの

自動化支援要

望有 

9 計測器製造 
Ｉ社 

0 0 0 0 0   社内人材教育

要望有 

10 自動車部品製造

Ｊ社 
１ 0 １ 0 0 ｐ様（自動化計画・

生産管理、自動車部

品製造） 

からくり改善

活動実施中 
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N
o 

 
 
 

訪問先 

調査内容 ＳＩｅｒ種別  
 
 
具体的人選 
（専門分野、業種） 

 
 
 
備考 
（要望等） 

人
材
発
掘
（
人
数
） 

う
ち
Ｏ
Ｂ
人
材
（
人
数
） 

類
型
１ 

類
型
２ 

類
型
３ 

11 自動車部品製造

Ｋ社 
5 5 3 2 0 ｑ様以下５名（生産

管理・工場設計、自

動車部品製造） 

ＯＢ人材の子

会社にて対応

12 自動車シート製造

Ｌ社 
0 0 0 0 0   生産技術部門

の強化要。支

援要望有 

13 機械部品製造 
Ｍ社 

0 0 0 0 0   外部情報提供

等、支援要望

有 

 
中堅企業 

(広島地区：６社） 

 
7 

 
6 

 
4 

 
2 

 
１ 

    

14 ゴム製品製造 
Ｎ社 

1 1 0 0 1 ｒ様（生産管理・設

備設計、ゴム製造） 
専用ライン多

い。今後ロボ

ット適用場所

検討要 

15 プラスチック製造

Ｏ社 
0 0 0 0 0   メッキ最終工

程の自動化要

望有 
 

16 工作機械製造 
Ｐ社 

0 0 0 0 0   ロボットメー

カーでの教育

受講。人材不

足 

17 
 
 
 

工作機械製造 
Ｑ社 
 
 

0 0 0 0 0   ロボットメー

カーでの教育

受講。人材不

足 
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N
o 

 
 
 

訪問先 

調査内容 ＳＩｅｒ種別  
 
 
具体的人選 
（専門分野、業種） 

 
 
 
備考 
（要望等） 

人
材
発
掘
（
人
数
） 

う
ち
Ｏ
Ｂ
人
材
（
人
数
） 

類
型
１ 

類
型
２ 

類
型
３ 

18 電子部品製造 
Ｒ社 

0 0 0 0 0   特殊工程（溶

接・塗装）の

改善要望 

19 鋳造部品製造 
Ｓ社 

0 0 0 0 0   海外展開にて

人材不足。切

削・板金の支

援要望 

20 ＡＬ鋳造部品製造

Ｔ社 
0 0 0 0 0   人 材 不 足 の

為、OB 人材

原則再雇用 

21 産業機械製造 
Ｕ社 

0 0 0 0 0   ロボット導入

との効果比較

にて、外人技

能 実 習 生 検

討。板金加工

の改善要望 

22 プラスチック製造

Ｖ社 
0 0 0 0 0   ロボット導入

より、外人技

能実習生の方

が有利な工程

有 

23 電子部品製造 
Ｗ社 

0 0 0 0 0   自社内にて一

部ロボット開

発している。

24 
 

漁網製造 
Ｘ社 

0 0 0 0 0   繊維加工（ポ

リマー紡糸、

撚り）の技術

支援要望有 
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N
o 

 
 
 

訪問先 

調査内容 ＳＩｅｒ種別  
 
 
具体的人選 
（専門分野、業種） 

 
 
 
備考 
（要望等） 

人
材
発
掘
（
人
数
） 

う
ち
Ｏ
Ｂ
人
材
（
人
数
） 

類
型
１ 

類
型
２ 

類
型
３ 

25 プラント部品製造

Ｙ社 
0 0 0 0 0   厚板の溶接ラ

インのロボッ

ト導入要望有

26 食品機械製造 
Ｚ社 

0 0 0 0 0   真空包装機の

前後工程の自

動化要望有 

 
中堅企業 

（備後地区：１３社） 

 
1 

 
1 

 
０ 

 
０ 

 
１ 

   

 
総計 

 

 
22 

 
20 

 
15 

 
3 

 
4 

   

 
 
（２）まとめ 
 「カイゼン指導者」候補者は、大企業を中心に２０人程度発掘するこ

とができた。中堅企業になると、ＳＩｅｒ的なスキルを有する人材が

絶対的に不足しており、社内にＳＩｅｒ的な人材を育成したいとする

声が多く聞かれた。 
 発掘できた人材は、想定した３つの類型でいえば類型１（ハイレベル

ＳＩｅｒ）に相当するような高度な能力をもった人材比率が高い（１

５名／２２名）。 
 大企業のＯＢ人材であれば、個々の人材にアプローチするよりも、企

業のＯＢ団体組織を利用する方が簡単で、容易であることも分かった。 
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◆（参考）中国地域の工業（主な製造工業） （中国経済産業局作成資料） 

 
図８：中国地域の工業（主な製造工場） 
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３．２ 構築モデルの横展開に関する調査 
（１）概要 

モデル構築を試みる広島県の近隣３県の公設試に対して、ＳＩｅｒ育成拠

点に関する以下の項目について、ヒアリング調査を行った。 
 

①ロボット導入を含めた地域中小企業のＳＩｅｒ育成のニーズ 
②公設試を活用した人材育成拠点モデルの構築可能性 
③広島モデルが、実施段階になった場合の広域的な連携のあり方 
④その他（「カイゼン指導者」候補者の発掘等） 

 
表５：各県でのヒアリング結果 

ヒアリング項目 Ａ県公設試 Ｂ県公設試 Ｃ県公設試 
① 
ＳＩｅｒ育成の

ニーズ 
 
 

公設試を中心に、自動化

関連の相談は有るが、実

際の担当窓口は無い。 

技術的相談は有るが主

に製品不具合等に関す

る原因、改善策検討を実

施。以前アンケートを実

施したが、是非（13%）、

思わない(17%)、残りは

どちらともとの回答で、

ＳＩ人材育成のニーズ

があるのか不明。 

ニーズは有る。    

把握方法は、産業振興財

団にてセミナー等集合

研修、ＰＢＬでの指導を

案内して把握。 

② 
公設試を活用し

た人材育成拠点

モデルの構築可

能性 
 

人材育成は、公設試を中

心とした人材育成モデ

ルでは無く、外部リソー

ス（産業振興財団等）を

考えている。 

技術支援を主に行って

おり予定はない。   
産業振興財団では専門

家登録しており、アドバ

イザー派遣を実施して

いるので、産業振興財団

での対応になると思う。

公設試としては、研究開

発中心で企業支援して

いる。その一貫でメカト

ロ研究会他実習含め育

成している。 
産業振興財団では、カイ

ゼンレベル（類型３）で

の支援活動を実施して

いる（５Ｓ等）ことより、

産業振興財団が担当と

なる。指導者を登録して

いるが、もっと必要。指

導者は、大手自動車部品

メーカーＯＢも含め、県

外の人もいる。 
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③ 
広域的な連携の

あり方 

公設試の開発支援機能

は、広島県にお願いした

い。 
人材育成や中小企業の

生産性向上支援は外部

リソースにて行いつつ、

各県での相互交流、全体

管理を新組織にて担う

ような形が望ましい。 

公設試では、開発課題支

援を中心に今後も取り

組む考え。 
広域連携に関しては、産

業振興財団に持ちかけ、

確認する必要があるが、

情報共有は必要と思う。

それぞれの地域で、指導

者を登録し、それを共有

できるようにしてはど

うか。 
当県としては、すぐにで

も取り組みたい。最初に

参加しモデル構築した

いし、協力可能。 
広島で、「カイゼン指導

者」育成塾があれば参加

したい。 

④ 
その他 

・「カイゼン指導者」候

補者は大手企業にてＯ

Ｂ人材中心に存在が確

実視される。 
・医療関連のロボット技

術研究は現在地元大学

にて展開中。 

県内には、多関節ハンド

リングロボットを製

作・販売している企業が

ある。 

県内にある大手電機メ

ーカーを訪問した際、改

善支援に関して、今まで

１０年間取り組んでき

たノウハウに関しビジ

ネスとして支援可能と

の話をもらっている。 

 
 
（２）まとめ 

 広島県では、広島県立総合技術研究所が、各分野での研究開発支援とし

て工業、林業、食品、畜産、水産、農業技術センター、保健環境センタ

ーさらに生産技術向上支援として生産技術アカデミーがあり、産業全体

の支援センターとして機能している。しかしながら、他の３県では、公

設試は研究開発主体での支援となっており、産業振興財団は、人材育成

含めた専門家派遣による支援（カイゼン等）は産業振興財団が担うなど、

機能分化している。 
 従って、県によって公設試の役割・機能が異なっており、広島県におけ

るモデルをそのまま当てはめるような公設試を活用した人材育成拠点

モデルの構築を検討することは難しい状況にある。 
 広域的な連携を図る場合には、体制としては“ゆるい連携体”として、

「カイゼン指導者」のような指導者、コーディネート人材等の情報共有

化の期待が大きい。 
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Ⅳ．モデル構築にかかる仮設の検証 

 

４．１ モデル構築にかかる仮説の設定 

  広島県に置かれている公設試（広島県立総合技術研究所）を中心としたＳ

Ｉｅｒの育成を図るモデル構築の検討をする上で調査目的（ものづくり現場

の生産性向上に資するＳＩｅｒ育成を推進するモデル構築可能性等の検討）

から人材育成にフォーカスし、仮説として以下の３点を設定した。 

 

Ⅰ. ＰＢＬ（課題解決型学習）支援プロセス連動（参加）型の人材育成 

Ⅱ. ものづくり中小企業の企業内ＳＩｅｒの育成 

Ⅲ. 中小企業を生産性向上の観点で指導できる「カイゼン指導者」群の育成 

 

図７（再掲）：モデル検討上の仮説のイメージ図（拠点となる公設試に求められる機能） 

 

また、人の循環を生み出し、公設試（広島県立総合技術研究所）を拠点とす

る体制についても検討する上での仮説として以下「図９：人の循環を生み出す

体制作りイメージ図」のとおり設定する。 
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図９：人の循環を生み出す体制作りイメージ図 

 

 

 

４．２ モデル構築にかかるアウトラインの検討（第１回調査検討委員会） 

  ４．１において事務局で設定した仮説を基に第１回調査検討委員会で各委

員より意見をいただき調査事業のアウトラインを作り上げた。 

まず、委員会で検討した案件は「ＳＩｅｒ」についてであり、一概に「ＳＩ

ｅｒ」と言っても各々がイメージする人材が異なるため、調査を円滑に進める

ために意識の擦り合わせが重要となる。本調査においては、以下のとおり分類

分けをした上で調査事業のアウトラインを作り上げた。 
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図１０：本調査におけるＳＩｅｒの分類 

 

【ＳＩｅｒの分類】 

類型１）ハイレベルＳＩｅｒ 

生産ライン全体のデザインを含む全体最適化を行える人材 

活躍の場：【自社（生産技術部門等）、他社への外販（指導・提案）】 

 

類型２）ベーシックレベルＳＩｅｒ 

（ex．自動車サプライヤーTier1、2 クラス相当に存在） 

産業用ロボットを必要とする機能（目、脳ほか）等を組み合わせる

ことで個別の生産ラインの最適化を行える人材 

活躍の場：【自社（生産技術部門等）、他社への外販（指導・提案）】 

 

類型３）カイゼンレベル（ＳＩｅｒ候補） 

（ex．中小企業に存在） 

生産性改善に向けて具体案を提案できる人材 

活躍の場：【自社】 
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調査研究事業を行うにあたっての委員からの視点（委員からの主な意見） 

 ＳＩｅｒのレベルが違うと育成方法、育成の時間軸、育成拠点のあり方

が違ってくるため、育成に係る調査も必要 

 ロボットメーカーから公設試への派遣はロボットメーカーへのメリッ

トが無いため、公設試からロボットメーカーへ派遣する方が効果的なの

では 

→win-win の関係または、ロボットメーカーにメリットがないと派遣は

厳しい。 

 公設試にはＳＩｅｒを指導出来るハイレベルなＳＩｅｒ（類型１）を入

れるべき 

 どうやって中小企業に自動化・ロボット化に目を向かせるかが重要 

→中小企業の自立化、技術育成がロボット導入に繋がる。 

→ロボットはシンボルであって「導入すること」が重要でなく、生産

性が上がることが重要。企業内ＳＩｅｒ（類型３）によって効果の

高い改善をすることで生産性の向上が可能な場合もある。 

 人材が循環する仕組みを作ることが重要 

→広島モデル構築には人材の循環が不可欠 

 

 

各委員の意見から、公設試の目的である中小企業向けの人材育成（類型無

し～類型３カイゼンレベル）をメインのターゲットとし、企業内ＳＩｅｒを

育成するべく、「カイゼン指導者」を上手く利用していく。 

「ロボットメーカーからの派遣」については、ロボットメーカーからの派

遣だけでなく、地域企業や公設試からロボットメーカーへの出向・研修の受

け入れという点についてもヒアリングすることとした。 

以上を意識しながら各企業にヒアリングをし、「図９：人の循環を生み出

す体制作りイメージ図」についての実現可能性、有効性、課題について整理

し、広島モデルとして提示する。 
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４．３ モデル構築にかかる具体的な枠組みの検討（第２回調査検討委員会） 

４．３－１ 第１回調査検討委員会及び調査結果から鑑みたモデル構築にか

かる仮説の再検証 

 

   第 1 回調査検討委員会での各委員の意見及び調査主体Ａ、Ｂにヒアリン

グした結果、ロボットメーカーからの協力体制、公設試の現状からみた将

来像を踏まえると当初想定していた「図９：人の循環を生み出す体制作り

イメージ図」における実現可能性、有効性について再検討したところ、当

初の仮説では実現可能性及び有効性が乏しくなることがわかった。 

 

調査主体Ａヒアリング結果 

ロボットメーカーへのヒアリングの結果、４項目での協力が可能であると

いう結果が得られた。 

 

①機器導入に関する協力 

②専門人材の出張による派遣協力 

③ロボットメーカーで持つ既存産業用ロボット関連教育の提供 

④ロボットメーカーでの実地研修における人材受入れ 

 

調査主体Ｂヒアリング結果 

広島県総合技術研究所へのヒアリング結果、ＳＩｅｒ育成拠点構想につい

て主に以下の意見をいただいた。 

 

 拠点化に必要なものは、「場」、「人材育成」、「企業育成」 

公設試という枠組みで対応可能なのは「場」の提供及び簡易な「人材育

成」。（※簡易な「人材育成」とは本調査での類型３カイゼンレベル人材） 

 ＳＩｅｒ人材育成拠点として企業のニーズに確実に応えるためには現

状の公設試の機能では厳しく、「新たな受皿」が必要。 

→「ＳＩ企業の支援」や「ＳＩｅｒ育成（類型２、類型１）」まで網羅

した「ロボットテクノロジー拠点（仮）」の新規設置。これにより、Ｓ

Ｉｅｒ及びＳＩ企業育成のための高度な人材育成や、産業用ロボットメ

ーカー及び公設試と連携した高度な開発支援の実施。県境に捕らわれな

い活動範囲が可能となる。 

 

この結果を踏まえ、公設試を拠点にした人材育成モデルは段階的に検討す

ることとした。 

 



30 
 

・Ｓｔｅｐ１ 公設試としての構想（実現可能な範囲） 

・Ｓｔｅｐ２ 「ロボットテクノロジー拠点（新たな受皿）」としての構想 

（将来的な理想） 

 

以上、調査主体Ａ、Ｂのヒアリング結果を基に当初想定していた「図９：

人の循環を生み出す体制作りイメージ図」からヒアリング結果を反映させた

新たな仮説を事務局で再設定した。（図１１：公設試を核とした３年以内に

実現可能な人材育成拠点のベースモデル） 

 

 

 

図１１：公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠点のベースモデル 

 

 

４．３－２ モデルの具体的枠組みについての検討（第 2 回調査検討委員会） 

   調査主体Ａ、Ｂ、Ｃからのヒアリング結果をもとに事務局で再設定した

新たな仮説（図１１：公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠

点のベースモデル）を中心に各委員から意見を貰い、本調査で提示すべき

「広島モデル」の具体的な枠組みについて検討を行った。 

各委員からの主な意見は以下のとおりである。 
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 コンセプト関係 

・「拠点」＝来て、見て、触って、やってみることが出来る場所 

 ・「広島モデル ～ＩｏＨ（Internet of Humanｓ）～」 

→ロボットテクノロジーは多岐にまたがっているため、人の情報を集約化。

人と人との繋がりを最大限に活用 

  ⇔国のロボット新戦略／ＩｏＴ（Internet of Things）時代のロボットで

世界をリード 

 

 拠点の設備機能 

・「来て」「みて」「触って」「使ってみる」⇒導入への動機付け（普及、底上げ） 

   →産業用ロボットメーカーの機器導入の協力あり 

・企業内人材育成の「場」 

  →企業によって必要なロボットは異なる。自社でＳＩｅｒ作るための研修 

・情報拠点化（人に関する情報含む）によってハイレベル案件に対応 

→専門家なり研究者のデータがあればそれを基に相談しにいける 

 

 人材育成機能 ～キーワード「投資対効果」、「お金」、「事例」、「技術」～ 

・費用対効果にかかる研修 

→産業用ロボット導入は費用対効果が重要／上司、経営トップへの説得 

・「成功事例」の公表 

→導入効果に気づかない経営者に知らせるためにも有効 

・体験型の研修で経験を積む 

→「技術」は座学だけでは身につかない。 

 

 その他 

・企業が産業用ロボット導入に協力する状況作りも必要 

→カイゼン活動グループ（ゆるやかな企業グループ）、ひろしま生産技術

の会のようなグループ 

→カイゼンする気のある企業の支援 

→きっかけ作りとして「成功事例」の公表 

→皆で同じテーマで技能を磨いてはどうか？（ロボコンのようなイメージ） 

 

各委員からの意見を基に「図１１：公設試を核とした３年以内に実現可能

な人材育成拠点のベースモデル」を発展させた理想型のロボットテクノロジ

ー拠点モデルを以下の図１２、図１３のとおり「広島モデル」の理想型とし

て提案する。 
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図１２：ベースモデルを発展させた理想型ＲＴ拠点モデル 

           （※ＲＴ＝ロボットテクノロジー） 

図１３：地域人材の循環とスパイラルアップのモデル 
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Ⅴ．「広島モデル」の提示（まとめ） 

 

５．１ ヒアリング結果の整理 

  本調査事業におけるヒアリングの結果を以下のとおり整理する。 

 

調査主体Ａ 産業用ロボットメーカー等 

技術者の出向は出来ないが以下の４項目は協力可能であり協業も問題ない。 

①機器導入に関する協力 

②専門人材の出張による派遣協力 

③産業用ロボットメーカーで持つ既存の産業用ロボット関連教育の提供 

④産業用ロボットメーカーでの実地研修における人材受入れ 

 

調査主体Ｂ 公設試（広島県立総合技術研究所） 

①人材育成するための「場」の提供 

②簡易な人材育成（類型３カイゼンレベル） 

③企業の開発支援することによる企業人材育成（ＯＪＴ） 

④ロボットテクノロジーに関する情報の拠点機能（「人」に関する情報や外部

リソース情報） 

ただし、公設試が現在できる事には限界がある。 

 

調査主体Ｃ 「カイゼン指導者」候補者発掘 

大企業を中心にヒアリングを実施したところ、「カイゼン指導者」候補者は

既に２０名程度発掘が出来ている。また、企業のＯＢグループやＮＰＯ法人と

連携を図ることで、更に多くの人材を発掘することが可能。 

 

５．２ 「広島モデルの提示」 

  本調査事業では、広島地域をモデルとして、地域企業の技術開発支援拠点

である公設試（広島県立総合技術研究所）を、ものづくり中小企業の現場改

善、生産性向上、自動化（ロボット導入）等に関するＰＢＬ（Project Based 

Learning：課題解決型学習）拠点として位置づけ、産業用ロボットメーカー

等の技術者やＯＢ人材、地域のものづくり中小企業の現場人材とともに、共

同で現場改善、生産性向上のための課題解決に取り組むプロセスの中で、Ｓ

Ｉｅｒの育成を図るモデルを、ヒアリング調査結果や２回の調査検討委員会

の議論を通じて検討し、２Ｓｔｅｐでのモデルを提示する。 

提示モデルの実現性、有効性、課題及びモデルの特徴について整理していく。 
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５．２－１  

STEP１ 公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠点 

 

図１１（再掲）：公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠点のベースモデル 

 

＊特徴 

既存の専門家派遣制度を使うことで３年以内に実現の可能性が高いモデ

ルを構築。拠点のメインターゲットは類型無し及び類型３カイゼンレベルで

あるが、類型２、類型 1 のハイレベルＳＩｅｒについても外部リソース情報

や研究者など人に関する情報等、参考になる情報を提供することで企業ニー

ズに対応できる。 

 

拠点機能 

   ユーザー企業は拠点へ相談しに行くことで、大きく３つの支援を受ける

ことが可能となる。 

①開発支援による人材育成 

ユーザー企業は抱える課題に対し、開発支援を受けることでＰＢＬによる

企業内人材の育成が可能となる。また、専門家派遣制度を利用することによ

り、企業内にＳＩｅｒがいない場合であっても、カイゼンやロボット導入に

関する支援を受けることが可能となる。これにより、中小企業へのロボット

導入の裾野が広がる。 
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②情報提供拠点 

ユーザー企業は、相談内容が拠点では対応出来ない案件であっても、既存

するロボットテクノロジー関連教育プログラムや各地域が実施している導

入支援施策、ロボットテクノロジーに関する研究者に関する情報などを拠点

から入手することができる。 

 

③人材育成（カイゼンレベル） 

ユーザー企業は、企業内ＳＩｅｒを育てるための簡易なロボットテクノロ

ジー関連の人材育成を拠点で行うことが可能となる。拠点では、産業用ロボ

ットメーカーの協力のもの導入された産業用ロボットの実機を使った研修

や座学により、企業内ＳＩｅｒ育成のための基礎的な技術・知識を習得でき

る。 

 

ロボットメーカー等の役割 

・機器導入に関する協力 

・専門人材の対応（出張対応） 

・ロボットテクノロジー関連教育の提供（既存メニュー） 

・産業用ロボットメーカーへ研修による人材受け入れ 

 

「カイゼン指導者」管理機関の役割（新規：主にＯＢ人材の専門情報等管理） 

・「カイゼン指導者」の教育（カリキュラム含む） 

・「カイゼン指導者」の専門家登録（既存施策活用） 

・公設試へ「カイゼン指導者」の情報を提供 

 

＊モデル構築の課題 

・情報拠点としてロボットテクノロジーに関する情報の収集及びロボットテ

クノロジー関連人材（研究者等）情報の収集。 

・「カイゼン指導者」の管理をおこなう機関の発掘及び「カイゼン指導者」

への教育カリキュラムの作成。 

・ユーザー企業が拠点を使うための仕組みづくり 
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５．２－２  

STEP2 理想型ロボットテクノロジー拠点モデル 

図１２（再掲）：ベースモデルを発展させた理想型ＲＴ拠点モデル 

           （※ＲＴ＝ロボットテクノロジー） 

 

図１３（再掲）：地域人材の循環とスパイラルアップのモデル 
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＊特徴 

公設試では制限のある県や分野といった枠に捕らわれない支援が可能と

なる。 

拠点を使いユーザー企業内のＳＩｅｒを育成し、育てた人材を拠点内のＯ

Ｂ人材バンクに入れることで専門家としても活用できるといった「人の循環」

が生まれ継続的な活動が維持できる体制が組める。 

ＳＩｅｒレベルに関わらず指導・育成が行われ、ＯＢ人材、企業内人材に

関わらず「図１３：地域人材の循環とスパイラルアップのモデル」のように

地域全体の人材育成が可能となる。ロボットテクノロジーに関する情報・技

術が集まった理想のロボットテクノロジー拠点となる。  

 

この拠点は、本国のロボット新戦略にも沿っており、「ロボットショーケ

ース化」を推進するための「産業用ロボット関連コミュニティ形成拠点」で

あり、「ロボット技術・生産技術革新スキルの人のネットワークを介した習

合、共有拠点」であり、「スキルのオープンイノベーション拠点（ゆるいネ

ットワーク形成）」となる。 

 

また、ＩＴと融合したＩｏＴ（Internet of Things）時代の中で、人と人

との繋がりも最大限に活用できる「ＩｏＨ（Internet of Humans）」が広島

モデルの特徴となる。 

 

 

＊モデル構築の課題 

まずは、Ｓｔｅｐ１ 公設試を核とした３年以内に実現可能な人材育成拠

点を作り上げることが重要であり、拠点が機能し始めることが第一段階であ

る。 

第２段階として、理想的な拠点として「新たな組織」の設立が必要となる。

Ｓｔｅｐ１では外部リソースとして活用していた機能等も内製化させ、公的

研究機関、教育機関等との連携調整等も今後の課題と言える。 
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５．３ 「広島モデル」の実現に向けて 

   本調査事業により５．２で提示した「広島モデル」を実現させるために

は、未だ多くの課題が残されている。 

   この課題を解決させるためには、国や自治体の継続的な支援及び産業用

ロボットメーカーやユーザー企業の協力も不可欠となる。 

   拠点整備や設備導入については国や自治体からの補助が必要であり、実

際に機能させていくためには、ユーザー企業が拠点を使うための「仕組み

作り」として、やる気のある企業を緩やかにグルーピングし、成功事例を

生み出し、その事例から他の企業へ波及させるような仕組みも考える必要

がある。 

 

   また、各種ロボットテクノロジーに関する様々な情報も拠点に集めなけ

れば、ユーザー企業のニーズを満足させることが出来ない。 

   今回の調査事業では、多くの企業にヒアリングを行ったが、拠点化への

関心度はどの企業も高く、期待する声が多く聞かれた。 

国も「ロボット新戦略」を打ちだし、本格的にロボット導入・生産性向上

に関する施策が動き始める今、広島地域としても官・民が協力し、ロボット

テクノロジーに関する拠点化に向けて同じベクトルで進めて行く時である。 

 

本調査事業を契機として、広島地域においてＳＩｅｒ育成拠点のみならず、

ロボットテクノロジー全般にわたる拠点化に向けた構想実現への取り組み

が現実のものとなり、広島地域のみならず西日本における「ロボットテクノ

ロジーによるイノベーション創出の一大拠点」が誕生、成長していくことを

期待したい。 

 

最後に、今回の事業推進に当たり、惜しみない支援とアドバイスをいただ

いた中国経済産業局の皆様、本事業調査検討委員会の各委員の皆様に感謝い

たします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Ⅵ．資料編 

 

 

   資料１ 第１回調査検討委員会 

    資料１－１ 議事次第 

    資料１－２ 議事録 

 

 

   資料２ 第２回調査検討委員会 

    資料２－１ 議事次第 

    資料２－１ 議事録 

 

 

   資料３ 「ロボット新戦略」 

    資料３－１ 「ロボット新戦略」をとりまとめました 

          （経済産業省プレスリリース） 

    資料３－２ ロボット新戦略 要約 

 



1 
 

平成２６年度産業経済研究調査 
「地域中小企業の競争力強化に資する企業間における新たな人材共同育成モデルの構築可能性検討調査

～ものづくり現場の生産性改善に資するＳＩｅｒ育成を推進するモデル構築可能性等の検討～」 

第１回調査検討委員会 

議事次第 
平成２６年１２月４日（木） 
１４：００～１６：００ 
会場：広島商工会議所 

 
１．開会挨拶（中国経済産業局） 
 
２．議事 
 
 （１）調査事業の趣旨・目的について 
 
（２）調査事業の実施計画について 
   ①実施計画の概要、スケジュール 
   ②調査の種類と内容 
   ③人材共同育成モデルの構築（モデル素案（たたき台）の提示） 
 
（３）意見交換 
   ①調査事業の実施計画について 
   ②調査事業結果の活用方策等について 
 
（４）その他 

    ①第２回調査検討委員会の開催時期 等 
 
３．閉会 
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Ｈ２６年産業経済研究調査事業 

第１回調査検討委員会議事録 

                                               

開催日時：平成２６年１２月４日（木）１４：００～１６：００ 

場  所：広島商工会議所 １０３会議室 

出 席 者：委 員: 有識者、広島工業大学、広島県立総合技術研究所、（株）安川電機、 

（株）ヒロテック、シグマ（株）、富士通（株）、（株）栄工社 

事務局：中国経済産業局（委託者） 

     事務局：ＡＴＡＣひろしま（受託者） 
議事内容：以下のとおり 

■開会挨拶（事務局：中国経済産業局） 

今回の調査事業は、システムインテグレーター（以下、ＳＩｅｒ）の育成について拠点モデル

の構築を検討するもの。ロボット導入の重要さはわかっていても地域に産業用ロボットメーカー

は無い。また、ＳＩｅｒとして活動できる企業は少なく、Ｓｌｅｒは不足している。 
こういった環境の中で、公設試（特に広島県であれば広島県立総合技術研究所）を拠点として、

このＳＩｅｒを地域で育成する上で、今どのような課題があって、何が足りないのか、仕組みを

どのようにつくっていったらよいか、などを検討していただきたい。 

１１月２１日には地方創生法案が可決し、交付金も活用できるので、地域の特性に合ったモデ

ル、よって、空論に終わらず地に足が着いたモデル構築のあり方、要件等をご検討いただきたい。 

■本日の出席者の紹介（事務局） 

■調査事業の主旨・目的について（事務局） 

①広島地域では過去に関連の検討がなされた実績があり、モデル構築の舞台としての素地があ

ったので、その検討結果等をベースとしてモデル構築可能性を検討し、特に人材育成面を重

点的に検証してみようというのが調査事業の主な主旨・目的である。 

②中小企業の皆さんが生産プロセスの改善をしていく上で、これをサポートする体制を構築す

る。 

③公設試を拠点として、ＳＩｅｒ候補者（「カイゼン指導者」を含む）が産業用ロボットメー

カーとユーザーとの間の摺合せを行いつつ、支援プロセス連動型＝ＰＢＬ型の人材育成を行

うモデルの構築を想定している。 

■調査事業の実施計画について（事務局） 

 ①調査の内容について説明 

  調査主体Ａ、調査主体Ｂ、調査主体Ｃについて 

 ②調査計画について説明 

  第２回目の調査検討委員会を２月中旬に設けて、広島モデル構築のあり方をまとめたい。 

 ③調査計画の具体案について説明 

  特に調査主体Ｃについては３２社（当初案）の大手企業から中堅企業にて構成されている。 

 ④聞取り調査を実施する上で聞きたい内容について説明 

    ・調査主体Ａについては、技術者派遣、機器利用も含め、モデル事業推進上の課題、要件等

について聞きたい。 

    ・技術者派遣の可能性（出向等）についても伺う。（出向はＮＧだが、週に何日かの出張は

資料１－２ 
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可能であるとか） 

   ・生産性改善サービス企業として５社（当初案）を挙げている。 

   ・調査主体Ｂについては、早くても年内、場合によっては年初め頃までには訪問したい。 

 ・調査主体Ｃについては、３２社（当初案）を列記しているが全ての企業を調査する事は 

出来ないかもしれないが、大手６企業は訪問したい。 

■「ＳＩｅｒ」の定義について説明（事務局） 

  委託者が調査実施の便宜上定義した内容を説明。 

①今回は人材育成拠点化の議論になるが、今後、別途どのような内容を教育すべきか人材育成 

プログラムをカリキュラム化していく必要もある。 

  ②広島県立総合技術研究所を拠点として進める上での課題や要件に関して議論いただきたい。 

■意見交換の内容 

    ◆ＳＩｅｒを議論する前提について（有識者） 

     ・実際に改善をしなければならない中小企業が真剣に取り組まない（出来ない）のはなぜ 

か？この点の調査の視点が希薄だと思う。 

     ・我々企業は１～２年の短期間で成果を出さなければならない。ＳＩｅｒ育成とだけ言っ

ても企業はその意味が分からないと思う。 

     ・企業内でＳＩｅｒを持つのだ、育てるのだといった意気込みが必要だし、何故ＳＩｅｒ

育成が必要かの説明も必要。 

・ロボット導入は賛成だがロボットを導入したから完成では無く、更にカラクリ改善を加

えて今までやったことのない事をやってそれを広島モデルとしたらと思う。 

     ・現場改善のレベルに関して、もっと泥臭いところの改善が必要ではないだろうか。 

・核は変わらないがその枝葉となるユニークで多様な改善手法やロボット開発がなされる 

ようなＳＩｅｒを自社内につくっていく必要があるのではないだろうか。 

    ◆ＳＩｅｒについて（広島県立総合技術研究所） 

     ・リストアップされている３２社（当初案）は既にＳＩｅｒと呼べる人材がおられる企業

だと思う。 

     ・今の企業が抱えている問題や課題があって、悩んでいるのかどうかも聞取りして欲しい。 

この点が今回の調査内容に漏れていると思う。 

・「カイゼン指導者」とは中小企業の企業内ＳＩｅｒを育てる人材を発掘するべき。また、

人の循環を促進するには企業内部の人材を育成する事が条件となる。 

    ◆社内人材（Ｓｌｅｒ）は内部循環型で実施（ヒロテック） 

     ・シグマさんなどは社内人材のレベルＵＰに、調査主体Ｃからの人材を派遣して欲しいの

ではないか。 

    ◆社内の現状など（シグマ） 

     ・ロボットを導入する時にはメーカーに指導してもらいロボットを可動出来るが、更にレ

ベルＵＰを図ろうとしても指導を受けないとそれは不可能なのが現状。 

・現状の問題として、産業用ロボットメーカーＡ社とＢ社とでは仕様が異なり、使いこな

せないことが導入してみて分かった。 

    ◆Ｓｌｅｒの定義について（広島工業大学） 

     ・Ｓｌｅｒの定義をもっと明確にしたらどうだろうか（高度な工場デザイン能力含む）。 
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・メーカーからの出向では無く、公設試からメーカーに出向する方がベターではないだろ

うか。でなければ出向者のメリットが無い。 

     ・安川電機さんは（広島県立総合技術研究所に）技術者が出向されていたが、その当時は

時代の環境が良かったと思う。市場があったから。 

     ・現在は中国が市場として目に付き、産業用ロボットメーカーとしては広島地域より中国

へ力を注ぐ方がよりメリットがありビジネスに繋がるのではないか。 

    ◆社内の現状など（ヒロテック） 

     ・調査主体Ａ、調査主体Ｃにて、積極的に情報収集して欲しい。 

    ◆ＳＩｅｒについて（安川電機） 

     ・ＳＩｅｒに何をしてもらうのか、メリットは何かなど、もっと明確にして欲しい。 

     ・出向となると上位の決裁が必要となる。物品提供のようなハード面では営業の立場で決

裁できるが、人材面では難しい面がある。 

     ・出向してユーザーの仕様設計にかかるニーズやシーズがあれば出向のメリットはあるが、

やはりビジネスに繋がるか否かである。 

    ◆産業用ロボットメーカーが公設試に出向するに当たって（広島県立総合技術研究所） 

     ・現在の公設試は、ユーザー企業のニーズに従って、要素技術などを開発・研究する所なの     

でＳＩｅｒ育成の為に常駐するとなると、場の提供は出来るが、具体的に常駐し何をして

いただくのか詰める必要が有る。 

     ・公設試は具体的に何をどうすればよいか、ユーザーからの課題対応は可能でレベルＵＰ

に繋げる事は出来るが、もっと高いレベルのＳｌｅｒを育成していけるのかよく検討す

る必要が有る。 

     ・専任コーディネーターが、公設試に必要なのかもしれない。 

    ◆ＳＩｅｒのレベル感について（有識者） 

     ・生産ラインの効率化などは生産技術部門が中心で、個々の現場の改善は製造技術部門が

行っているのではないか。 

      ・ＳＩｅｒは既存のロボットにセンサーを付けて更に生産性を高める存在だと思っていた。

つまり生産技術部門以上のレベルと思っていた。 

    ◆「カイゼン指導者」に何を期待しているのか（シグマ） 

     ・広島モデルを考えるにあたり、ロボットとシステムがあり、これを上手く絡ませてはじ

めて更に生産性向上が図れる。これが上手く循環すれば他県への横展開も図れる。しかも

産業用ロボットメーカーはこの段階で何をすれば良いかも分かって来ると思う。 

    ◆ＳＩｅｒの分類について（広島工業大学） 

     ・改善の順序は、既存のロボットの改善をして例えば走行軸を加えて更に広範囲の作業を

ロボットにやらせる、又は生産ラインと繋げて生産性を上げるというステップになると思

う。 

     ・ＳＩｅｒ育成は、３段階にて考える必要がある。 

       ステップⅠ（低いレベルの生産改善）：中小企業内にて対応 

       ステップⅡ（中レベルな生産改善）：公設試にて育成 

       ステップⅢ（高レベルな生産改善）：公設試にて育成 

    ◆生産に携わる技術者のレベルについて（富士通） 
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     ・技術は座学ではなかなか身に付かない。 

     ・公設試から人材を派遣していただき現地・現物で指導をしていただきたい。 

     ・生産に携わる技術者の技術レベルが低ければ、既存製品の生産が終われば活用していた

ロボットは倉庫入りしてしまう。しかし、技術者のレベルが高ければ他製品にも改造して

活用が図れる。 

    ◆生産プロセスの判断も必要（安川電機） 

     ・ロボット導入工程の前後プロセスをよく調査して導入をしないと効果が出にくい。 

     ・導入効果が計算できる技術者が重要視される。 

    ◆Ｓｌｅｒの位置づけ（栄工社） 

     ・産業用ロボットメーカーとの話だけでロボットを導入しても、導入工程周辺を把握でき

なければ更なる更新は出来ない。どこをターゲットにするのかによって、Ｓｌｅｒのレベ

ル（要求）は異なると思う。 

                                  以上 
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平成２６年度産業経済研究調査 
「地域中小企業の競争力強化に資する企業間における新たな人材共同育成モデルの構築可能性検討調査

～ものづくり現場の生産性改善に資するＳＩｅｒ育成を推進するモデル構築可能性等の検討～」 

第２回調査検討委員会 

議事次第 
平成２７年２月１２日（木） 
１４：００～１６：００ 
会場：広島商工会議所 

 
１．開会挨拶（中国経済産業局） 
 
２．議事 
 
 （１）調査事業の進捗報告 

①第１回調査検討委員会を踏まえた調査実施に向けた意識整理 
    ②ヒアリング調査の進捗報告（主体Ａ、Ｂ、Ｃ） 
    ③今後の予定（調査報告書骨子案、今後の調査事業の実施内容） 
      

（２）ヒアリング調査結果を踏まえた「広島モデル」構築の検討 
   ①モデル案の提示 
   ②モデル案に関する意見交換 
 
（３）その他 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 
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Ｈ２６年産業経済研究調査事業 

第２回調査検討委員会議事録 

                                               

開催日時：平成２７年２月１２日（木）１４：００～１６：２０ 

場  所：広島商工会議所 １０３会議室 

出 席 者：委 員：有識者、広島工業大学、広島県立総合技術研究所、（株）安川電機、 

（株）ヒロテック、シグマ（株）、富士通（株）、（株）栄工社 

事務局：中国経済産業局（委託者） 

事務局：ＡＴＡＣひろしま（受託者） 

議事内容：以下のとおり 

■開会挨拶（事務局：中国経済産業局） 

第１回委員会（１２月４日開催）では、「ＳＩｅｒの人物像は共有できているのか、広島モ

デルを作るには時間軸を意識して検討すべき」など数多くの意見をいただいた。それから２か

月後の委員会であり、その間、現場でのヒアリング結果としての予想していなかった見方、調

査先からの提案を踏まえて今回提示案のつくり込みをした。まとめるというよりもむしろ叩い

ていただいて、国や県のサポート体制は如何にあるべきかの共通のシナリオづくりをしたいの

で、是非忌憚の無いご意見をいただきたい。 

■「第１回調査検討委員会を踏まえた調査内容・意識整理」（事務局） 

①調査事業の目的（広島地域をベースに、公設試を拠点にしたＳＩｅｒ育成モデル構築の可能

性見極め）、調査内容（産業用ロボットメーカーの協力体制・公設試拠点の課題・産業用ロボ

ットメーカーとユーザーのレベル差を埋める「カイゼン指導者」候補者の発掘調査）に関する

説明。 

②第１回委員会で指摘されたコメント内容、それに対する意識整理、ＳＩｅｒ類型に関する説

明。 

③公設試に求められる機能（人材育成、開発支援、生産性向上）、人の循環を生み出す体制づ

くりのために産業用ロボットメーカー、公設試、企業ＯＢ人材の果たすべき役割に関する説明。 

■「産業用ロボットメーカー、公設試、カイゼン指導者の調査結果」の報告（事務局） 

①調査結果概要について 

・調査主体Ａとして産業用ロボットメーカー５社、生産性改善サービス企業７社を訪問調査

し、人材派遣・機器利用・協業の３項目に関する各社の状況や意向が把握できた。うち４社

は大変積極的であった。 

・調査主体Ｃとして大手企業７社・中堅企業１３社を訪問調査し「カイゼン指導者」候補者

を２０数名発掘する目処がついた。 

   ②詳細な調査結果について個別企業毎にＡＴＡＣひろしま担当者も交えて報告 

・産業用ロボットメーカーの考えとして人材派遣は出向でなく長期出張を希望、機器利用に

ついて本体は産業用ロボットメーカーで周辺機器は地元の特約店との分担希望案が示された。 

・調査した１２社のうち、３社はＳＩｅｒ人材豊富でありソフトや教育カリキュラム含めて

人材育成の下地が十分出来ている。一方、６社はＳＩｅｒ人材不足しており人材派遣は難し

いとの意向（難しいながら派遣に前向きな社もあり）である。 

・１社は人材派遣・人材受入れの両方可能であり機器については移設よりも来訪使用の希望

資料２－２ 
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あり。(株)ヒロテック、シグマ(株)についてはＳＩｅｒ企業としての実力が育ちつつある。 

・「カイゼン指導者」候補者の発掘結果について、結果要点を担当者より個別に報告し県内大

手企業のＯＢ人材を中心として２０数名の「カイゼン指導者」候補者を発掘した。 

③広島県立総合技術研究所との打合せによる公設試拠点化の課題について 

・現状、公設試としては、場の提供、簡易な現場改善レベル人材の育成、ロボットテクノロ

ジー関連情報提供は可能であるが、高度な人材育成や生産性向上支援については対応が難し

く外部リソース活用が必要である。 

・将来構想のＳｔｅｐ２は時間軸と外部リソース活用を考慮した検討が必要との助言を頂い

た。 

④最終報告書の骨子について 

・調査主体Ａ、Ｂ、Ｃの調査結果、構築モデルの近県への横展開、調査検討委員会での質疑

検証内容、最終的な広島モデル提示の順番で構成。 

 

■「ヒアリング調査結果をもとに構築した広島モデル」の説明（事務局） 

①広島モデルＳｔｅｐ１、Ｓｔｅｐ２の説明 

・Ｓｔｅｐ１は３年以内に実現可能な公設試を拠点にした人材育成モデルである。図中に産

業用ロボットメーカー、広島県立総合技術研究所の調査結果のポイントを記載。「カイゼン指

導者」候補者となるＯＢ人材については大手企業中心に２０数名発掘の目処がついたが、先

ずは教えるスキルを修得するため教育カリキュラムを受講した後に、それぞれの専門分野や

指導可能分野などの情報を併せて広島県立総合技術研究所に提供するとともに、専門家派遣

の支援施策が充実した機関に登録するモデルを記載したものである。 

・Ｓｔｅｐ２は将来を見据えたモデルであり、公設試の制限や枠を超えた拠点を新規に設立

し、産業用ロボットメーカーやＯＢ人材を一元的に集中管理することでユーザー相談に対し

情報提供、人材育成、技術指導など全てのアクションが取れる体制を目指したものである。 

 

■意見交換の内容 

    ◇広島モデルＳｔｅｐ１の検討を中心とした意見 

★（有識者） 

      ・ＳＩｅｒと「カイゼン指導者」は何が違うのか、使い分けている理由は何か。 

      ・「カイゼン指導者」塾を実施する具体的組織は、どこが行うのか。 

      ・育てたい中小企業は最初の段階は蚊帳の外に置くことになるのか。 

      ・中小企業は核になる人材を出したら今日の仕事が出来なくなるため「カイゼン指導者」

などとして人材派遣することは難しくは無いか？ 

     ★（広島工業大学） 

      ・中小企業は長年掛けて蓄積したノウハウの流出を恐れ、外部機関と連携することに慎

重である。大手産業用ロボットメーカーの影がちらつく中でユーザー企業が自社ノウハ

ウを開示するのか疑問である。 

      ・産業用ロボットメーカーはビジネスが見えないプロジェクトには慎重であるが、今回

のモデルでは産業用ロボットメーカー側は何にメリットを感じているのだろうか。 

      ・調査主体Ｃの調査において大手企業ＯＢ人材で類型１のような高度な技術を有する人
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は独立して仕事するはずであり、彼らにインセンチティブを与えるものが良く見えない。 

     ★（シグマ） 

      ・ひろしま生産技術の会のような緩やかな連帯グループを作らないと個人的支援では難

しいのではないか。人材のいない１００人以下の企業はやるべきことに気づいていない

ことが多く、先ずは知らせることが大事である。馬を例にすれば、水を飲むかどうかは

別にして先ずは水飲み場に連れて行くことが大事である。 

・技術開示の問題は懸念しなくて良いのではないか。Ｇｉｖｅ＆Ｔａｋｅの気持ちもっ

て成功事例を出せば必ず見返りはあるはずである。 

・上手く仕切るキーマンさえいれば組織として多数の人は要らない。当社は２００人の

会社であるが２人の人材でロボット開発に取り組んでいる。 

★（有識者） 

  ・ユーザー企業を蚊帳の外に置かずと言ったが、例えばロボコン（コンテストイベント）

を開催して、参加に向けてユーザー企業と一緒になって取り組むような仕掛けをつくれ

ば技術を育てること（技術力の底上げ）は可能だと思う。 

★（富士通） 

  ・公設試でＳＩｅｒ育成のための教育を行う場合、産業用ロボットメーカーとしては、

講師派遣、カリキュラム提供を含めＳＩｅｒ関連ビジネスとなれば取り組みし易い。広

島モデルのシミュレーションが成立することを検証したらどうか。 

★（安川電機） 

  ・産業用ロボットメーカーの立場から言うと、常にビジネスを考えているのではない。 

・リーマンショック前は、自動車メーカーとお付き合いするボリュームが多く、自動車

メーカーから教えられることも多かった。 

・しかし、リーマンショック後は生産量が１／８に激減し大打撃を受けた。 

・この為、世界３２ヶ所に「ロボットセンター」を作り、国内は大宮・名古屋・九州の

３ヶ所に作った。名古屋は、来年度稼働する。 

・そこではユーザーに、来て、見て、触ってもらう場を提供することで、ロボット需要

の掘り起し、啓発につながるサービスを考えている。公設試拠点での展示会、講演会、

イベントがあればロボット活用の動機づけと底上げで協力する用意がある。 

★（富士通） 

  ・動機づけだけでなくロボット導入で利益が生まれることのＰＲも必要ではないか？費

用的には経産省の補助金を活用することで、質の高いサービスを提供できると思う。 

★（安川電機） 

  ・ロボット導入には技術だけでなく投資効果が大事である。投資効果の計算手法のカリ

キュラムも必要ではないか？技術＋経済性の両面で経営者にプレゼンすることが大事で

ある。 

★（ヒロテック） 

 ・現在ビジネスとしてのＳＩｅｒ派遣事業と併せて、現場診断や自動化改善の提案など

を半分サービス、半分ビジネスとして推進中である。 

★（栄工社） 

 ・今迄ロボットを使っていない分野の市場拡大に注力しているが、水飲み場に気付いて
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いない経営者にＰＲするにはエネルギーが要る。投資効果や事例紹介により身近に感じ

ていただくようにしている。 

  ・ロボットは大手企業やライン生産で使うものという意識が強いが、最近は多品種小ロ

ットものも出来るようになったことを説明している。 

  ・具体的な支援依頼に柔軟に対応する為、情報や技術開示などに関する連帯は緩やかに

しておくことが大事ではないか。 

★（広島県立総合技術研究所） 

  ・当所では年４回の研究会と年４回のワークショップを開催中。ロボット研究会は約８

０社メンバーに対し事例紹介しているが、更に参加者を増やすには協同作業できるロボ

コンも有効かと思う。また、ロボットへの関心が低い企業向けにワークショップ活動に

も取り組んでいるが、「カイゼン指導者」を生産技術アカデミーに抱えることで現場改善

のスキルアップにも繋がればと思う。 

★（有識者） 

  ・シグマでは部品のピッキングロボット開発に２人で取り組んでおられるが、どの社で

もロボットは必ず何時かはユニークな商品（それぞれの現場にフィットした独自の商品）

になる。 

  ・万能ロボットがあるわけでなく、拠点モデルで各社が取り組むと周りの注目を浴びて、

ひろしま生産技術の会のように仲間の輪が拡がるので、中小企業を蚊帳の外に置くこと

は再考すべきだと思う。 

  ・耳学問では身に付き難いので体験型が大事である。 

★（広島工業大学） 

  ・来て、見て、触って、やってみる取組は拠点があれば出来る事であり、先ずは拠点作

りが大事。 

  ・次に広島モデルの特徴は、「地域で有意な人材を循環すること」であり、拠点との道を

作ることと人材のネットワークを形成する事が広島モデルの特徴である。技術のネット

ワークは、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）から今後はＩｏＨ（Ｉｎ

ｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｈｕｍａｎ）になっていくと思うので、循環の道を作り進めれば

上手く行くと思う。 

★（シグマ） 

  ・ロボットを駆使した生産技術に対し５段階の評価基準もとにして何をすべきか書き出

すことを指示している。書き出したことに対し何を利用したら出来るのかを考えて行く

と自社で足りないことが見えてくる。円筒傷検査を平面傷検査に適用したが最初は認識

率が悪く苦労した。ロボットはアルゴリズム、目・手・頭など全て違う応用問題であり

自社開発するしかない。その時に、今回の拠点に行けばそこで解決できなくとも専門家

を紹介して貰うだけでも助かる。更に専門家を探すためにはロボット人材を横串的に、

業種横断的に捉えるようにするべきではないかと思う。 

★（広島工業大学） 

 ・産業用ロボットメーカーは日本産業を支えてきたが、業界単位でやってきたことが、

横串で人材を捉えられないという弊害を産んだのかもしれないと思う。 

★（事務局） 
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  ・ＳＩｅｒ類型１、２、３の人物像は共通認識できているのか。「カイゼン指導者」とは

ＯＢ人材なのか、カラクリ改善に長けた若手も含むのか。スキル、年令などの基準を作

り関係者で共有しておくことが将来後悔しないために大事である。 

★（広島工業大学） 

  ・ＯＢ人材の活躍期間はせいぜい１０年であり循環が回らなくなる心配あるため、新規

人材として若手参画も視点に入れて置くべき。 

★（有識者） 

  ・ロボットはどの会社でも直ぐに使えるようなものは無く、使い方が難しく触って体で

覚えることと経済効果の両面で考えることが必要である。その際、公設試に行けばヒン

トが貰えるとなれば前に進むと思う。 

★（事務局） 

  ・情報発信するには先ずは情報を収集するための仕組み作りが必要であり、産業用ロボ

ットメーカーと中小企業の間がＧｉｖｅ＆Ｔａｋｅの関係になることが大事。 

  ・中小企業の抱えている課題発見にはムダ取りや現場改善提案などのセミナー開催も要

検討。 

★（事務局） 

 ・ロボットは生産性向上のツールであり目的では無い事を理解した上で、セル生産・流

れ・ロボット導入などどれが良いか判らない（費用対効果が理解できないとロボット導

入の検討にならない）。 

・座学で時間管理・ムダ・無人運転等ものづくりの基本をマスタ－することも大事であ

る。 

・また、ロボット導入では複雑異形状のピッキングなど解決が難しいことが多いのが中

小企業の現実である。 

  ・技術論だけでなくものづくりに対する経営者の考え方も指導できる仕組みや活動が必

要だと思う。 

                                          以上 



 

平成 27 年 1 月 23 日 

 

「ロボット新戦略」をとりまとめました 

～「ロボットによる新たな産業革命」へのアクションプランです～ 

 

政府は、「日本再興戦略」改訂 2014 で掲げられた「ロボットによる新たな産業革命」

の実現に向けて、ロボット革命実現会議を開催し、昨年 9 月から 6 回にわたり行わ

れた会議での議論の結果、「ロボット新戦略」がとりまとめられました。 

 

1．背景 

少子高齢化、生産年齢人口の減少が進展する中、ロボット技術は、製造業の生産

現場、医療・介護現場、農業・建設・インフラの作業現場などの幅広い分野で、人手

不足の解消、過重な労働からの解放、生産性の向上などの社会課題を解決する可

能性を有しています。 

こうした中、「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月閣議決定）において、「ロボ

ットによる新たな産業革命」（以下、「ロボット革命」）として、ロボット技術の活用によ

り生産性の向上を実現し、企業の収益力向上、賃金の上昇を図ることなどが掲げら

れました。 

ロボット革命の実現に向け、政府は、昨年 9 月に、幅広い叡智を結集した「ロボット

革命実現会議」（座長：野間口 有 三菱電機（株）相談役）を設置し、技術開発や規

制改革、標準化等の具体策を検討してきました。これまでの議論を踏まえ、有識者

会議としてのとりまとめを行いましたので、公表いたします。 

2．ロボット新戦略について 

ロボット革命実現会議における議論を踏まえ、ロボット革命実現に向けた戦略及び

分野毎のアクションプランをとりまとめました。とりまとめにおいては、今後ロボット

革命を実現していくため、 

①日本を世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボット創出力の抜本強化」、 

②世界一のロボット利活用社会を目指し、日本の津々浦々においてロボットがあ

る日常を実現する「ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）」、 

③ロボットが相互に接続しデータを自律的に蓄積・活用することを前提としたビジ

ネスを推進するためのルールや国際標準の獲得等に加え、さらに広範な分野

への発展を目指す「世界を見据えたロボット革命の展開・発展」 

 

の 3 つを柱として推進していくことが掲げられています。本とりまとめを受け、経済

産業省においても、ロボット革命実現に向けた施策の検討を進めてまいります。詳

細は別添資料を御確認ください。 



 

3．ロボット革命実現会議構成員 

新井 紀子 国立情報学研究所 社会共有知研究センター長 

池 史彦 本田技研工業株式会社 代表取締役会長 

石川 公也 社会福祉法人シルヴァーウィング 常務理事 

小田 真弓 株式会社加賀屋 女将 

笠原 節夫 有限会社横浜ファーム 代表取締役 

菊池 功 株式会社菊池製作所 代表取締役社長 

黒岩 祐治 神奈川県知事 

斎藤 保 株式会社ＩＨＩ 代表取締役社長 最高経営責任者 

白石 真澄 関西大学政策創造学部 教授 

杉原 素子 社会福祉法人邦友会 新宿けやき園 施設長 

諏訪 貴子 ダイヤ精機株式会社 代表取締役 

津田 純嗣 株式会社安川電機 代表取締役会長兼社長 

野路 國夫 株式会社小松製作所 代表取締役会長 

野間口 有 三菱電機株式会社 相談役 （座長）  

橋本 和仁 総合科学技術・イノベーション会議議員  

（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

安田 定明 株式会社武蔵野 代表取締役会長 

吉崎 航 アスラテック株式会社 チーフロボットクリエーター 

 

(本発表資料のお問い合わせ先) 

  製造産業局 産業機械課長 佐脇 

      担当者： 平田、岡本、安藤、吉田、川邊 

   電 話：03-3501-1511(内線 3821) 

03-3501-1691(直通) 
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ロボット新戦略 要約 

 
（なぜ今、「ロボット革命」か） 

 日本は、1980 年代以降、我が国が世界に誇るものづくり分野を中心に、ロボットの生産、

活用など各面において世界をリードする「ロボット大国」としての地位を維持してきた。 
同時に、日本は世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進展しこれに伴う生産年齢人

口の減少や社会保障費の増大などにいち早く直面する課題先進国でもあり、これらの課題の

解決に向けて、ロボットを活かしていく可能性が広がっている。 
 これに対し、近年、欧米などの先進国や中国などの新興国の双方において、改めてロボッ

トが成長の鍵として注目を集め、各国政府主導でのプロジェクトが相次いで立ち上がるなど

急速な追い上げを見せている。 
ロボットを巡る新たな国際競争の背景にあるのが、デジタルデータやバーチャルネットワ

ークが中心となる IoT 時代の本格的な到来である。この競争においては、地に足のついた具

体的な活用の現場で生まれる膨大なデータを如何にロボット進化の駆動力（データ駆動型イ

ノベーション）へと繋げていくかが鍵となる。 
こうした世界的な潮流の中において、我が国こそが、これまでに培ったロボット技術力と

ロボットによる課題解決を必要とする現場の双方を有する優位性を最大限活用し、ロボット

を核とした新たな産業革命に向けた一歩を刻み、実際の課題解決を世界に先駆けて一つずつ

実現していく大きな可能を有していると言える。 
 
（「ロボット革命」により目指すもの） 

ロボット革命とは、 

① センサー、AI などの技術進歩により、従来はロボットと位置づけられてこなかったモ

ノまでもロボット化し（例えば、自動車、家電、携帯電話や住居までもがロボットの一

つとなる。）、 
② 製造現場から日常生活の様々な場面でロボットが活用されることにより、 
③ 社会課題の解決やものづくり・サービスの国際競争力の強化を通じて、新たな付加価値

を生み出し利便性と富をもたらす社会を実現する 
ことである。 
現在、ロボット自体が足下において劇的に変化しつつある。そのキーワードは「自律化」

「情報端末化」「ネットワーク化」の３つである。ロボットが単なる作業ロボットから自ら

学習し行動するようになるとともに、自らデータを蓄積・活用する新たなサービス提供の源

泉となり、さらに、こうしたロボットが相互に連携する方向に向かって急速に技術進歩が進



2 
 

展している。 
我が国としても、こうした世界的な潮流を踏まえ、自らのロボットを変革していくことが

必要である。 
まず、誰もが使いこなせる「Easy to Use」を実現し、多様な分野の要請に柔軟に対応で

きるロボットに変えていくことが必要である。そのため、共通プラットフォームの下、モジ

ュールを組み合わせて多様なニーズに応えていくモジュール型ロボットが主流となるよう

技術開発や環境整備を推進することが必要である。 
さらに IT と融合し自律的に相互に連携しデータの蓄積・利活用を行うことができる次世

代型ロボットへと変えていくことが必要である。 
その結果として、ロボットがものづくりやサービス分野における新たな付加価値の創出源

となるとともに、人々に様々な情報・コンテンツを届ける機能を担うことでエンターテイン

メントや日常のコミュニケーションまで大きく変革するキーデバイスとなることができる。 
また同時に、新たなロボットを最大限活かすことができる社会、制度に変えていくことが

必要であり、日常的に人とロボットが共存・協働する社会を実現するために必要な前提条件

を整えた「ロボットバリアフリー社会」を実現することも不可欠である。 
 
（ロボット革命の実現に向けた３つの柱） 

 ロボット革命の実現に向けては、①日本を世界のロボットイノベーション拠点とする「ロ

ボット創出力の抜本強化」、②世界一のロボット利活用社会を目指し、日本の津々浦々にお

いてロボットがある日常を実現する「ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）」、

③ロボットが相互に接続しデータを自律的に蓄積・活用することを前提としたビジネスを推

進するためのルールや国際標準の獲得等に加え、さらに広範な分野への発展を目指す「世界

を見据えたロボット革命の展開・発展」の３つを柱として推進していく。 
 また、2020 年までの５年間については、政府による規制改革などの制度環境整備を含め

た多角的な政策的呼び水を最大限活用することにより、ロボット開発に関する民間投資の拡

大を図り、1000 億円規模のロボットプロジェクトの推進を目指す。 
 
①ロボット創出力の抜本強化 
 ロボット創出の強化に向けて、まずロボット革命全体の強力な推進母体として、産学官の

幅広いステークホルダーを巻き込んだ「ロボット革命イニシアティブ協議会（Robot 
Revolution Initiative）」を設立する。この場においてプロジェクトにおけるニーズ・シー

ズのマッチングや国際標準の獲得、セキュリティへの対応、国際連携等を推進していく。 
また、イノベーションのための場づくりとして、新たなロボット技術の活用を試みる実証

実験のための環境整備や人材育成を実施する。具体的には、実証フィールドの一つとして、
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福島県において「福島浜通りロボット実証区域」（仮称）を設け陸上、水中、空中のあらゆ

る分野におけるロボット開発の集積拠点となることを目指す。また、新たなロボットを創造

し活用する実践的機会を拡大することなどを通じて、ロボットシステムを組み立てていく上

で中核となるシステムインテグレーターやソフトウェアを中心とした IT 人材の育成を抜本

的に強化する。 
さらに、日本のロボット技術が将来に亘って最先端かつ主流であり続けるために、次世代

技術開発の推進を行う。特に、データ駆動型社会において活躍できるロボットのためのコア

テクノロジー（AI、センシング・認識、駆動・制御）について研究開発を強化するととも

に、国際的な展開を見据えたミドルウェア（ロボット OS）等のソフトウェア・インターフ

ェイスや通信等の機器間連携に関する規格化・標準化にも同時に取り組む。 
 

②ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化） 
ロボットの利活用推進によって日本全体の付加価値の向上や生産性の抜本的強化が期待

される分野として、ものづくり、サービス、介護・医療、インフラ・災害対応・建設、農林

水産業・食品産業の５分野を特定し、各分野毎に 2020 年に実現すべき戦略目標（KPI）を

設定する。目標実現までのアクションプランを決定し、2020 年までの期間に集中的に政策

資源を投入することにより戦略の実現を図る。 

具体的には、以下のとおり取り組むこととしている。 

－ものづくり分野・サービス分野では、システムインテグレーターを活用し、様々な分野に

おけるロボット導入を支援するとともに、サービスロボットのベストプラクティス 100
例を選定・公表するなど導入を促進する。また、多様なニーズに柔軟に対応できる「Easy 
to Use」なロボットの開発を推進する。ものづくりにおける段取りや組立プロセス、サー

ビス業における物流や飲食・宿泊業等の裏方作業へのロボット導入を重点的に進め、2020
年には製造業で市場規模を２倍（6000 億円→1.2 兆円）、非製造業で 20 倍（600 億円→

1.2 兆円）とするともに、労働生産性の伸びを２％以上とすることを目指す。 
－介護・医療分野では、ロボット介護機器開発の重点分野（ベッド等からの移し替え、歩行

支援、排泄支援、認知症の方の見守り、入浴支援）に関する機器開発を進めるとともに、

介護保険適用種目追加の要望受付・検討等の弾力化、地域医療介護総合確保基金による職

場環境構築支援を通じて導入を促進する。2020 年において、ロボット介護機器市場を 500
億円に拡大するとともに、介護施設において、移乗介助等に介護ロボット等を活用し介護

者が腰痛を引き起こすハイリスク機会をゼロにすることを目指す。また、医療分野におい

ても、新医療機器の審査を迅速化するとともに、2020 年に向けてロボット技術を活用し

た医療関連機器の実用化支援を５年間で 100 件以上実施する。 
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－インフラ・災害対応・建設分野では、現場ニーズに沿った技術開発を進めるとともに、国

自らが率先してロボットを活用する「モデル事業」の実施や、民間での保有が難しい特殊

ロボット等についての公的機関における計画的な配備など、導入を促進する。さらに、イ

ンフラ維持管理等に係る現場検証結果を踏まえて、有用なロボットについての効果的・効

率的な活用方法を定めること等を実施する。2020 年までに情報化施工技術の普及率３割、

国内の重要・老朽インフラの 20％においてロボット等の活用を目指す。 
－農林水産業・食品産業分野では、トラクター等の農業機械の夜間や複数台同時の自動走行

や、現在人手に頼っている重労働（収穫物の積み降ろし、除草、植林・育林、養殖網・船

底清浄ロボット、弁当盛りつけ、自動搾乳・給餌等）の機械化・自動化、ロボットと高度

なセンシング技術の連動による省力・高品質生産システムなどについて重点的に研究開発、

現場導入実証を実施する。2020 年までに、自動走行トラクターの現場実装を実現すると

ともに、農林水産業・食品産業分野において省力化などに貢献する新たなロボットを 20
機種以上導入することを目指す。 

 
また、ロボットの実社会における活用を拡大していくため、規制緩和、ルール整備の両方

の観点からバランスのとれた規制・制度改革を推進する。特にロボットの実態や技術進歩を

適切に踏まえた上で、人とロボットが協働するための新たなルール作り、不必要な規制の撤

廃等を一体的に進める。 
具体的には、ロボットに関する電波利用システム（電波法）、ロボット技術を活用したも

のを含む新医療機器の審査期間（医薬品医療機器等法）、ロボット介護機器に係る介護保険

適用種目追加の要望受付・検討等の弾力化（介護保険制度）、搭乗型支援ロボットや自動走

行に関するルール（道路交通法・道路運送車両法）、無人飛行型ロボットに関するルール（航

空法等）、公共インフラ・産業インフラ維持・保守におけるロボット活用方法（公共インフ

ラ維持・保守関係法令、高圧ガス保安法等）、消費者保護のための枠組み（消費生活用製品

安全法、電気用品安全法）等について、検討を進めていくこととする。 
さらに、世界に向けてロボットショーケース化した日本を発信する場として、2020 年に

ロボットオリンピック（仮称）を開催する。2016 年までに具体的な開催形式・競技種目を

決定するとともに、2018 年にプレ大会を開催し、本大会に着実に繋げていく。 
 

③世界を見据えたロボット革命の展開・発展（高度 IT 社会を見据えて） 
IoT が進展し、日々様々なデータが生み出され、データ活用の巧拙で得られる付加価値や

経済社会の有り様も変わるデータ駆動社会が到来しつつある。こうした実社会のモノのデー

タを巡るグローバル競争が激化する中において、この国際競争を勝ち抜くためにロボットを

鍵とするイノベーションのプラットフォームをつくり、世界のロボット革命をリードしてい
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くことが重要である。 
そのためには、ものづくり分野における Industry 4.0（独）や Industrial Internet（米）

という世界の潮流も踏まえつつも、ものづくり以外の分野も含めて国際的な協調協力によっ

て国際標準や様々なルール構築に貢献していくことが必要である。 
さらに、今後は、ロボットの利活用を一つの核としつつも、サプライチェーンマネジメン

トやマーケティングなども含めた幅広い生産システム全体の高度化や、さらに情報化を通じ

たモビリティ、ヘルスケア、エネルギー等の多様な分野における社会変革の動きへと発展さ

せていくことが必要である。その際、産業競争力会議、総合科学技術・イノベーション会議、

規制改革会議など政府内の様々な機関とも幅広く連携していくとともに、諸外国とも柔軟に

連携しつつ取組を進めていくこととする。 
 
（最後に） 

ロボット新戦略に基づき、産官学がそれぞれの取組を着実に実施し、更に発展させていく

ことにより、我が国において必ずやロボット革命を実現し、ロボット大国日本としてロボッ

トを活用した新たな経済社会を世界に向けて発信していく。 
 

以上 
 

平成 27 年 1 月 23 日 
ロボット革命実現会議 


