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: 事業を実施する中で、
様々な“気づき”をつくり、
繋げます。

AICHI ROBOT TRANSFORMATION
愛知県 サービスロボット社会実装推進事業

つながる 気づく 動き出す

主な用語の定義は以下のとおり

ベンダー ： ロボットを開発・製造・販売する企業
べニュー ： ロボットを活用してサービスを提供する施設等
ユーザー ： ロボットによるサービスを提供される人＝市民

愛知県が2019年度から2年間にわたり取り組んできた「あいちロボットショーケース」。

with/afterコロナの「新しい生活様式」により高まったサービスロボットへの期待を一過性のもの

とせず、生活の様々なシーンでロボットとの協働により社会を変革（トランスフォーメーション）

させるべく、AICHI ROBOT TRANSFORMATIONとして、2021年度も様々な施設でのロボット活用の

好事例をものづくり王国・愛知から発信しました。

2022年度も、商業施設やオフィス、病院等で、ロボットの導入に知見のある専門家の監修

により、実証実験およびプロモーションを行います。 ロボットの機能や効果を広く社会に

発信し、ロボットの導入を目指すユーザー施設とのマッチング機会の創出に取り組みます。
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事業概要・コンセプト

事業概要

■名 称 2022年度 愛知県サービスロボット社会実装推進事業

■主 催 愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室

■目 的 サービスロボットの導入に知見のある専門家の監修により、県内の様々な施設に
おけるサービスロボットの実証実験およびプロモーションを通じて導入を促進する
とともに、本県のロボットの技術力および先端的な社会の姿を国内外に発信する。

■期 間 2022年11月～2023年2月

■会 場 愛知県内のサービスロボットの活用を検討している施設

■規 模 各施設 ２～３機種を想定（詳細は、P４をご確認ください。）

コンセプト

Digital
Aichi

Business

Customer Experience

5つのTRANSFORMATIONで、

これからの

「人とロボットの協業」する

未来に近づくために、

最先端技術＋サービスを

創出するイノベーションの

社会実装推進事業

つながる 気づく 動き出す
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べニューごとの、ロボット導入に向けた環境整備や取り組みテーマとニーズの違い、

ロボット機種ごとの実用化度合いの違いを考慮し、

ロボットが現場の課題を解決できるかを検証する「実証実験」と

現地でのデモンストレーションを通じてロボット活用の可能性を啓発する「プロモーション」の

2つのカテゴリーで今年度実施いたします。

事業実施内容

Category 1 サービスロボット実証実験

ロボットを使った課題解決や新サービスを指向しているベニューに対して、それらのニーズを
満たすロボット提案をしたいベンダーを募集。ヒアリングをおこない、導入シナリオをすり合
わせたうえで、導入に向けた検証項目を明確にして実証実験を行う。

Category 2 サービスロボットプロモーション

サービスロボットに興味・関心のあるベニューと、ロボットの認知度向上・普及・PRを希望す
るベンダーとを結び、現場でサービスロボットのデモンストレーション等を行うプロモーショ
ンを実施する。

実施内容比較

Category 1 Category 2

サービスロボット実証実験 サービスロボットプロモーション

募集期間 ２０２２年７月～８月

実施時期 ２０２２年１１月～２０２３年２月

べニュー数 ２～３か所 ２～３か所

ロボット機種 各べニュー ２～３機種程度 各べニュー５～１０機種程度

実証実験日数 １週間～２週間 １日もしくは２日間

訴求対象 べニュー担当者他 一般県民

情報発信

「リーテルテックＪａｐａｎ２０２３」
での実証実験報告（展示・セミナー）

-

ＡＲＸ専用ｗｅｂサイトでの情報発信
ロボスタとの連携による情報発信

ベンダーとべニューそれぞれの目的にあわせたマッチング・コーディネートを実施

ベンダー べニューヒアリング・課題抽出
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2

募集要項

事業概要

● サービスロボットによる実証実験を希望するロボットベンダー及び施設をを募集いたします。

区分 募集対象 対象イメージ 想定数

A ロボットベンダー
実用化されているまたは実用化に近いサービスロボット
清掃・消毒／案内／警備／運搬／介助／アバター／宅配／
モビリティなど

15機程度

B 施設 文化・スポーツ施設／医療／介護／宿泊／商業施設など 1か所程度

1

募集期間

● 第１期募集 ： 2022年7月27日（水）～8月31日（水）

● 第２期募集 ： 第１期募集終了後に空きがある場合、新規施設がある場合に随時受け付けます。

実施内容

● サービスロボットによる実証実験およびプロモーション、展示会等でのデモンストレーション
（詳細はP6以降を参照ください）。

区分 No. 実施施設 実施時期

Category1

実証実験

1 アーバンネット名古屋ネクスタビル

2022年11月～
2023年2月で、
施設側と調整

2 イオンモール常滑

3 豊田スタジアム

4 藤田医科大学病院

Category2

プロモーション

2 イオンモール常滑

3 豊田スタジアム

出展 5 リテールテックJAPAN2023
2023年

2月28日(火)〜
3月3日(金)

3
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募集要項

実証実験・展示会参加に関する注意事項

● 実証実験・展示会で発生する費用については、場所使用料、共用倉庫使用料、会場装飾費、
観客整理要員費、警備費、報道発表およびウェブサイトでの広報費は愛知県が負担し、その他の
経費(人件費、機材費、運搬費、旅費、滞在費、保険等)は参加者の負担となります。

● 実証実験・展示会出展は公開で行っていただきます。また、実証実験で撮影した、記録写真・動画
については、愛知県がサービスロボットの普及・啓発に活用いたします。

● 実証実験の実施時期および内容や方法は、参加企業や施設、愛知県と調整の上、決定します。

● 実証実験は、ロボット導入についてのご要望などをヒアリングさせていただき、応募のあった
ロボットの中から、課題を解決するために適したロボットでおこないます。

● 実証実験等実施時の安全管理は参加者の責任のもと行っていただきます。
適切な対策が講じられていないことが判明した場合は採択を取り消す場合があります。

● 実証実験は、複数施設に応募可能です。

● Category1-2の両方に応募可能です。

応募方法

● 参加を希望する方は、下記の書類を電子メールに添付して送付してください。
※ホームページよりExcel書式がダウンロードできます。

① 参加申込書

② サービスロボットおよび実証実験の内容が分かる資料 (様式自由)
※ロボットベンダーのみ

③ ロボットの外観および動作が分かる映像
※ロボットベンダーのみ

● 提出書類の電子データを電子メールに添付して送付してください。
ファイルサイズが5MBを超える場合はファイル便等を使用してください。

提出方法

ARX （AICHI ROBOT TRANSFORMATION） 推進事業事務局
（ヴィジョントラスト株式会社 内）

〈担当〉 鬼頭、木谷

〈E-mail〉 office@aichirx.jp

提出先 ※委託業者（株式会社電通ライブ 名古屋支社）より、事務局業務を受託

2022年8月31日（水） 必着

※電子メールにて提出してください。

提出期限

5
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募集要項

選考方法

● ご応募いただきましたロボット・施設の選考は、外部の有識者等による選考委員会により
行います。委員会は非公開とし、選考の経過等に関する問い合わせには応じません。

選考について

● 公共空間での運用において、現在または近い将来の実用化が期待できる完成度を有しているか。

● サービスの向上や不便の解消など、利用者や運用者にとって利便性が高まる機能や性能を備えて
いるか。

● 「新しい生活様式」への効果が期待できるか。

● 生産性の向上や新しい市場の創造が期待できるか。

● 倫理および安全への適切な対応が行われているか。

● 参加ロボットの所有者または使用者が、社会通念上不適切な行為を行なっていないか。

【Category１の応募ロボットに関して】

● ベニューに提示されたニーズ・実証テーマに即したロボットおよびサービスの提案があるか。

● 本実証実験を通じて検証したい内容が明確か。

【Category2の応募ロボットに関して】

●実施ベニューにおける活躍が期待できるデモンストレーションが行えるか。

選考基準

● 選考結果は、採択・不採択にかかわらず、参加申込書に記載されている
応募者に電子メールにて通知します。

選考結果通知

事業全般に関する問い合わせ先

愛知県経済産業局産業部産業振興課 次世代産業室ロボット産業グループ

〈住所〉 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 （愛知県庁本庁舎１階）

〈TEL〉 052-954-6352（ダイヤルイン）

〈E-mail〉 jisedai@pref.aichi.lg.jp

〈受付時間〉 午前８時45分から正午まで、午後１時から午後５時30分まで
（土日・祝日を除く）

6

7
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募集会場

01

募集施設

担当者コメント1

NTTアーバンバリューサポート(株) 東海事業部井出 誠人 氏

2022年1月に竣工したアーバンネット名古屋ネクスタビルでは、開発コンセプトである「タスクやコミュニケーションを時間と
空間の制約から解放し、新たな発見と創造を生み出す場」の実現に向け、最新のICTツールを積極的に導入しています。
その一つとして本物件では、警備ロボットや清掃ロボットがエレベーターを利用して自律移動することで、人とロボットの協
働によるサービスレベルの向上・業務の効率化を図っています。
ARXを通じてロボットベンダーの皆さまとの連携を強め、サービスロボットの社会実装推進に貢献していくとともに、本物件
を利用する皆さまと一緒に成長していく街づくり・施設運営をめざしていきたいと思います。

【Category1：実証実験】

① 案内ロボット・移動型サイネージ等を用いて、施設の共用部で柔軟な情報発信を行いたい。

（カンファレンスまでの動線案内・施設利用上の注意喚起・災害時の案内等を想定）

② 不特定多数の方が利用する共用部の除菌・消毒・清掃等のルーティン作業にかかる人の負担を減らしたい。

③エントランスホールのガラス清掃作業を自動化したい。

④入居者向け共用ラウンジにて、利用者の利便性を向上する無人サービスを提供したい。

（菓子・飲料のワゴン販売、リモートで存在感を感じる会議/面接）

※その他の潜在的な施設課題を解決するロボットも広く募集します。

【その他、施設として取り組みたいテーマ】

・エレベーター連携（複数フロアを繋ぐロボット活用）

・ドローン等を活用した人が容易に直接視認できない箇所のビルメンテナンス

3 ロボットニーズ・実証テーマ

施設情報2

・実施時期：2022年11月頃～2023年2月

・実施期間：7～14日間 ※実施内容により変更となります。

・会場環境：

※本ページの内容は、施設状況に伴い変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

アーバンネット名古屋ネクスタビル

〈所在地〉 愛知県名古屋市東区東桜1-１-１

〈URL〉 https://www.nttud.co.jp/nexta/index.html

NTTグループの総合力を活かした次世代型先進オフィスビル

©Forward Stroke inc.

©Forward Stroke inc.
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募集会場

イオンモール常滑

02

募集施設

〈所在地〉 愛知県常滑市りんくう町2-20-3

〈U R L〉 https://tokoname-aeonmall.com/ 

担当者コメント1

CX創造本部 愛知事業部 イオンモール常滑ゼネラルマネージャー田中 裕之 氏

当モールは、知多半島西岸の都市である常滑市の中央部、対岸には中部国際空港を臨む「中部臨空都市」内に位置す
るショッピングモールです。常滑焼をはじめとする文化、産業といった常滑市の伝統ある資源や、中部国際空港を核とした
国際的な要素など、当地が持つ魅力の更なる向上の一助となるよう、2015年の開業以来、地域とともに「暮らしの未来」を
つくるショッピングモールを目指しております。
この度、愛知県が目指す「人とロボットの協働する未来づくり」に参画し、本事業を通じて、お客さまのライフステージに合

わせた新しい価値を創造する事業の開拓、デジタル技術やデータを活用し、地域やパートナーと共創する新たなビジネス
モデルの創出、および次世代に対応するオペレーションシステムの構築などDXの推進を行いたいと考えております。

3 ロボットニーズ・実証テーマ

「海と空を120％楽しむエンターテイメントパーク」

施設情報2

※本ページの内容は、施設状況に伴い変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

のれん街（1階レストラン街） 走行可能共用通路1階イベントコート

【Category1：実証実験】

①サービスロボットによる飲食店テイクアウト商品の「ドライブピックアップ」(*)の可能性を検証したい。

（＊建物1Fレストラン街の店舗から、平面駐車場の「車寄せ」までの商品配送の自動化）

※その他の潜在的な施設課題を解決するロボットも広く募集します。

【Category2：ロボットプロモーション】

次のようなロボットの展示・デモンストレーションを期待します。

①全長約500ｍのモール特徴をカバーし、お客さまの回遊性向上と負担軽減に貢献するロボット

（館内の移動手段や、テナントのプロモーション、移動販売など）

②インバウンド推進モールとして、海外から来訪されるお客さまの多言語対応に貢献するロボット

（インフォメーションと気軽に通話できるテレプレゼンスロボットなど）

※その他の潜在的な施設課題を解決するロボットも広く募集します。

【その他、施設として取り組みたいテーマ】

・エレベーター連携（複数フロアを繋ぐロボット活用）

・実施時期：2022年11月～2023年2月

・実施期間： Category1 :7日間/台、 Category2 :1～3日間 ※実証実験内容により変更となります。

・会場環境：
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豊田スタジアム

1 〈所在地〉 愛知県豊田市千石町7-2

〈URL〉 https://www.toyota-stadium.co.jp/

募集会場

03

募集施設

担当者コメント1

豊田市生涯活躍部スポーツ振興課 課長都築 保裕氏

豊田スタジアムは、サッカーやラグビーなどの大規模スポーツイベントを多く開催しています。昨年度は、名古屋グランパ
ス様のJリーグ公式戦において、施設案内や清掃・消毒、警備ロボット等の実証実験を行っていただきましたが、来場者、
施設管理者ともに好評でした。今年度も多くの来場が見込まれるイベント等で実証実験を行う機会をいただきました。本実
証を通して、愛知県のロボット産業や技術が実用化に向け進展するとともに、豊田スタジアムの今後のサービス向上に繋
がることを期待しています。

4万4千人を迎え入れる爽快空間。

施設情報2

※本ページの内容は、施設状況に伴い変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

・実施時期：2022年11月頃～2023年2月

・実施期間：Category1 : 3～7日間 Category2 : 1～3日 ※実証実験内容により変更となります。

・会場環境：

3 ロボットニーズ・実証テーマ

【Category1：実証実験】

①グラウンドに発生するディボット（競技使用により芝生が削られた穴）に砂を入れ平らにする作業について、ロ
ボットを投入したい。省力化・経費削減すると共に画像解析により砂の散布精度を向上させたい。

②４万という膨大な席数の座面と背もたれを一席ずつ拭きあげる作業について、ロボットを投入したい。

試合開催までの限られた期間内で毎回実施しており、経費削減すると共に作業を効率化したい。

③スーパールームで受付からお部屋までお客様をご案内する作業について、ロボットを用いて効率化したい。

④館内レストランにおいて、窓の清掃作業にロボットを投入して管理を効率化したい。また、入店時の案内に

ロボットを投入して運営を効率化したい。

※その他の潜在的な施設課題を解決するロボットも広く募集します。

【Category2：ロボットプロモーション】

広大なスタジアム管理、スポーツイベント実施時のスタジアム運営をサポートするロボット

※その他の潜在的な施設課題を解決するロボットも広く募集します。

【その他、施設として取り組みたいテーマ】

・５G高速通信活用
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藤田医科大学病院

1

募集会場

04

募集施設

担当者コメント1

藤田医科大学 医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座 教授

ロボティックスマートホーム・活動支援機器研究実証センター長
大高 洋平 氏

国内最大規模の病床数を有する本大学病院では、広大な施設の各所で行われる様々なバックヤード業務が、安定した医
療サービスの提供を支えています。これら現場オペレーションにロボット機器を導入すると同時に業務プロセスを最適化す
ることで、更なる経営資源の効率化および優れた医療の提供が可能になることが期待されます。また、移動支援ロボットに
よる人や物の搬送、テレプレゼンスロボットによる遠隔面会などの活用は患者さんの満足度向上に寄与するものと考えて
います。本事業における様々な機器の実証を通して、今後の活用に向けた具体的な検証を行えることを期待しております。

医療現場をサポートするロボットの実証実験を実施

施設情報2

・実施時期：2022年11月頃～2023年2月

・実施期間：1～5日間/台 ※実証実験の内容により変動します。

・会場環境：

※本ページの内容は、施設状況に伴い変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【Category1：実証実験】

医療現場における、様々な業務やサービスをサポートするロボットの実証実験の場を提供します。

これまでに、下記のサービスロボットの実証実験などを行いました。

・自律走行する車いす型ロボットで患者を目的地まで送迎

・追従走行機能を持つ車いす型ロボットで複数の患者を送迎

・エレベーター連携による複数フロアへの薬剤カートの搬送

・院内の見まわり、扉の開閉、確認と通知

・テレプレゼンスロボットによる遠隔での患者さんと医療職の面談、

患者さんとご家族の面会、リハビリの見学

これらの実証実験は、医療関連職の業務改善やより良い医療の提供だけではなく、

入院や来院される患者さん、そのご家族の満足度向上に繋がることを期待して実施しました。

上記に限らず、新たな業務・サービスをサポートするロボットを含め、広く募集します。

3 ロボットニーズ・実証テーマ

〈所在地〉 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

〈URL〉 https://hospital.fujita-hu.ac.jp/
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実施スケジュール

スケジュール

2022年
7月

8月

9月

10月

11月

12月

2023年
1月

2月

3月

スケジュールは予定であり、新型コロナウイルス感染拡大など、事情により変更になる場合があります。
予めご了承ください。

ロボットベンダー・べニュー募集

決 定■選定委員会

ヒアリング・課題抽出
実証実験内容検討

実証実験結果フィードバック

実証実験

● 施設側と日程・内容などを調整後、実施。

● この期間で５か所程度の実証実験の実施を予定。

● プレスリリースや取材などは事務局側で対応。

● アンケートなどを実施して実証実験の結果を調査。
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実証実験ロボット例

清掃・消毒

ロボットが無人で床の清掃や
消毒液散布を行います。

自律移動機能を備えたロボットが
建物内を広範囲に移動することで、
いつもクリーンな状態を保ちます。

荷物運搬

荷物を載せたロボットが、
自律移動や人の後ろを

追従しながら移動することで、
倉庫や工場などの運搬業務を

少ない人数で行うことができます。

案 内

商業施設や病院等において、
音声会話機能を備えたロボットが

案内業務を行います。
自律移動機能を備えることで、

目的地まで先導することも可能です。

警 備

人が多く訪れる施設において、
人検出機能やサーモカメラを

備えたロボットが
人の密集や体温を検知することで、

クラスターの発生を防ぎます。

介 助

離れた場所から
ロボットの移動やアーム操作を

行うことで、
高齢者など介助が必要な方を

遠隔地から支援することができます。

アバター

カメラとディスプレイを備えた
ロボットを用いて、

人と人が直接会わずに
会話することができます。
移動機能を備えることで、
離れた場所からロボットを
操作することができます。

宅 配

荷物を収納して
自律移動するロボットによって、

配達員の省力化や
接触機会の削減が可能となります。

モビリティ

人を乗せて目的地まで
自動で移動するロボットによって、

目的地まで合理的な経路で
移動することが可能となります。

上記以外のロボット/ロボット関連技術でも応募可能です。
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広報・PR

ARX magazine

ARX事業概要と各ベンダー・ベニューを

取りまとめた情報冊子を制作します。

実証実験開始に合わせて、

２～３回程度更新を行います。

冊子として印刷し、関係各所および

各イベントで配布を行うと共に、

下記サイト上でも公開を行います。

ARX Weｂサイト

事業に関する各種情報の発信を行います。

事業参加ロボット、参加ベニューを

Webサイト上でも紹介します。

その他、ARX magazineの公開や、

各種セミナー内容についても掲出します。

（対象は、動画公開可能なものに限ります。）

https://aichirx.jp/index.html

ロボスタ掲載

募集告知や実証実験報告など、情報発信については、ロボット業界関係者に注目されている
webサイト「ロボスタ」（PV 844,003／月）と連携した広報展開をいたします。

〈掲載想定〉

● ロボットベンダー・施設・SIer 募集時：バナー広告（１ヶ月間）＋募集情報記事
● 実証実験記事掲載：３回程度（現地取材要調整）

〈ロボスタ媒体資料（抜粋）〉

https://aichirx.jp/index.html
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ARX事業 プロデューサー

石川 勝 Masaru Ishikawa

● プランナー／プロデューサー

● 株式会社シンク・コミュニケーションズ 代表取締役

● 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）会場運営プロデューサー

● 東京大学IRT研究機構プロジェクトマネージャー兼IRTコンテンツ部門長

（2006年～2016年）

博覧会や展示会の事業プロデュースに数多くの経験を持ち、2005年愛知万博

ではチーフプロデューサー補佐としてマスタープランの策定に従事。

ロボットプロジェクト、愛･地球広場、極小IC入場券をプロデュース。

2025年大阪・関西万博では会場運営プロデューサーに就任。

ロボット分野、コンテンツ技術分野に専門性を持ち、東京大学の産学連携事業や

経済産業省のデジタルコンテンツEXPO等、多彩な官民事業を手掛ける。

東京大学 IRT研究プロジェクト

IRTプロジェクトは、ロボット技術(RT)と

情報技術(IT)の融合によって、少子高齢

社会による社会課題の解決のために、

東京大学とトヨタ自動車、パナソニック、

オリンパス、富士通研究所などが行った

産学連携プロジェクト。

2006年から2016年まで10年間継続し、

その成果はIEEEで取り上げられるなど、

世界中の注目を集めた。 このプロジェクト

において、プロジェクトマネージャーとして

事業の推進を管理するとともに、IRT

コンテンツ部門長としてユーザーニーズや

コストからロボットの実用化を最適化する

研究に取り組む。

2005年日本国際博覧会 ロボットプロジェクト

2005年に愛知県で開催された日本国際博覧会(愛知万博)

において、当時世界最先端の日本のロボット技術を世界に

アピールするために、実用化段階を迎えたロボットを博覧

会場において６ヶ月間実証実験するとともに、大学等で

研究されているロボットのプロトタイプを集めて2週間の

デモンストレーションを行った。

このプロジェクトにおいて、プロデューサーとして事業の

全体管理を行う。
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ARX事業 プロデューサー

インキュビオン株式会社 Incubion Inc.

ロボット
エクスペリエンス

デザイン

©2022 incubion

人とロボットが心地よく関わり合う

エコシステムをデザインする

ロボットと共有する体験をデザインする専門集団。
サービスロボットの社会実装に向け、ロボットメーカー・
ロボットユーザーを相互に結びつけ、ロボットを取り巻く
環境作りや制度設計、利用者のリテラシー向上に取り組む。

【事業内容】

・実証実験/展示会設計
・商品/サービス開発支援
・ビジネスモデル設計
・人材育成

主要メンバー

高橋 祥子
Shoko Takahashi

President, CEO

本田技研工業にて二足歩行ロボットASIMOの事業企画、量産車の商品企画に

従事した後、墺研究機関Ars Electronica Futurelabにてアート・デザイン

を介した新技術の社会実装を手がける。帰国後2018年にincubionを設立し、

ロボット技術と社会の橋渡しに取り組む。

・日本ロボット工業会 サービスロボット等標準化調査専門委員会委員

・科学技術振興機構 サイエンスアゴラ推進委員

ハイメ ガルシア
Jaime Garcia

User Experience Designer

プロダクトデザイナーとしてミラノで製品デザインおよびデザイン
リサーチに従事後、ユーザーエクスペリエンスデザイナーとして
上海、東京で活動。HP, SONY, Vitra, 世界経済フォーラム等の
プロジェクトに関わった後、Incubionに参画。

WHILL体験実証
@東京ミッドタウン 2018年

人と歩道をシェアする実証を
設計。

施設/住民/メーカーに

ロボットと共存する要件を

フィードバック。

あいちロボットトランスフォーメーション(ARX) 
2021年

効果検証アドバイザーとして、各々の実証実験に立ち会い、環境/現場
オペレーションと実験シナリオとの適合性を検証。
ベニュー側にヒアリングを実施し、ユーザー視点からの課題を確認。
フィードバックレポートを作成し、今後の実証実験設計に活用できる
アイディアをベンダーにアドバイス。

コボッタ参加型展示
@東京ミッドタウン 2019年

AIロボットと人が競技を行い、

ロボットが得意なこと、人が

得意なことを体感。将来の

利用法を考えさせる。
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ARX事業 プロデューサー

TIS株式会社 TIS Inc.

● 独立系システム・インテグレータとして、多数のシステム構築実績
（創業1971年）

● サービスロボットに関するコンサルティング、インテグレーション、プラットフォーム
サービスのユーザ・業務視点に立った中立的なソリューションの提供、大型プロジェクトの実績

● サービスロボット実運用のための施設連携システム開発や本番運営ガイドラインの策定

● 経産省とのロボットセキュリティガイドライン策定支援や認証制度員会への参画

● サービスロボット分野のアイデアソンにおける審査員メンターとしての参画

本事業でのTISの役割

サービスロボットの本番運営やインテグレーション技術の知見を活用した本プロジェクトにおける

社会実装プロジェクトを監修。特に本番運営の実績のあるマルチロボット統合管理プラットフォーム

を活用した業務連携ニーズや課題解決に向けたサービスロボットシステムの実現を支援します。

【TISが提供するロボティクス・トランスフォーメーション・サービス】

①マルチロボット統合管理プラットフォーム

②マルチロボットインテグレーション

③マルチロボットコンサルティング

導入事例①

● 導入施設 ： 東京ビッグサイト

● 対象業務 ： 清掃、運搬、警備、案内

● 関連組織 ： 東京都産業技術研究センター

導入事例②

● 導入施設 ： 羽田イノベーションシティ

● 対象業務 ： 運搬、注文受付

● 関連組織 ： 鹿島建設、羽田みらい開発
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2021年度実施実積

2021年度サービスロボット社会実装推進事業

2021年度は、スポーツ施設や農場、展示場等で、ロボットの導入に知見のある専門家
の監修により、公開の実証実験を実施。ロボットの機能や効果を広く社会に発信し、ロ
ボットの導入を目指すユーザー施設とのマッチング機会の創出に取り組んだ。

名称も“あいちロボットショーケース”から”AICHI ROBOT TRANSFORMATION”に

変更し、従来のデモンストレーションから、実証実験へと事業のフェーズを移行した。

当事業に参加するロボットと実証実験を希望する施設の募集を行い「案内」「警備」

「清掃・消毒」「荷物搬送」「コミュニケーション」などwithコロナ/afterコロナ時代
の「新しい生活様式」にも対応したロボット 42機と施設7件を採択。

2021年10月から2022年３月にかけて、商業施設や医療機関等で実証実験やデモン

ストレーションを実施した。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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参加申込書フォーマット ※入力は添付のエクセルデータをご利用ください。
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