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

はじめに

事業を実施する中で、さまざまな“気づき”をつくり、繋げます。
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ロボットベンダー

ロボットによる社会変革を目指した実証実験

ARX事務局
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効果検証
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効果検証
アドバイス
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社会実装
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ヒアリング
課題抽出

情報
発信

マスコミ報道など情報発信

ユーザー
（施設など）

ヒアリング
・リスクアセスメント

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、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・愛知から発信します。
2021年度は、スポーツ施設やオフィス、空港等で、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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募集要項

１．募集対象

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／農業／医療／介護／宿泊
／商業施設など

１か所程度

以下のカテゴリーでサービスロボットによる実証実験を希望する企業・団体を募集いたします。

２．募集期間

第１期募集：2021年７月５日（月）～８月27日（金）
第２期募集：第１期募集終了後に空きがある場合に随時受け付けます。

NO 実施施設 実施時期(予定)

実証
１

豊田スタジアム（豊田市）
2021年11月～2022年１月ま
でのイベント実施日

実証
２

藤田医科大学病院（豊明市）
2021年11月～2022年３月で、
施設側と調整

実証
３

中部国際空港（常滑市）
2021年11月～2022年３月で、
施設側と調整

実証
４

大名古屋ビルヂング（名古屋市） 2022年１月中旬を予定

実証
５

Toma ROSSO TOGO FARM（東郷町）
2021年11月～2022年３月で、
施設側と調整

実証
６

応募施設
2021年11月～2022年３月で、
施設側と調整

出展
１

World Robot Summit 2020 愛知大会
ARX出展ブース (Aichi Sky Expo・常滑市)

2021年９月９日～12日

出展
２

RoboCup Asia-Pacific 2021 あいち
ARX出展ブース(Aichi Sky Expo・常滑市)

2021年11月25日～28日

３．実施内容

サービスロボットによる実証実験、展示会等でのデモンストレーション。
（詳細は、P.５以降を参照ください）



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サービスロボット及び実証実験の内容がわかる資料 (様式自由)

(ロボットベンダーのみ)
③ロボットの外観及び動作がわかる1分程度の映像

(ロボットベンダーのみ)

【提出方法】

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。

【提出先・問い合わせ先】 ※ 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

ARX（AICHIROBOTTRANSFORMATION）推進事業事務局
（(株) TOW※ 内）担当 : 常見 (つねみ)

E-mail: office@aichirx.jp

【提出期限】

2021年８月27日(金)必着
※電子メールで提出してください。

⚫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、報道発表及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及び内容や方法は、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。
⚫実証実験と展示会の両方に応募可能です。
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募集要項

４．実証実験・展示会参加に関する注意事項

５．応募方法



【選考について】

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。

【選考基準】

⚫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。
⚫倫理及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。

【選考結果通知】

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。
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６．選考・結果通知について

愛知県経済産業局産業部産業振興課 ロボット国際大会推進室事業グループ
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：052-954-6374（ダイヤルイン） FAX：052-954-6997
E-mail：robotconv@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）

７．事業全般に関する問い合わせ先
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実施プログラム

実証
実験 １

想定実証実験
大規模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サービスロボット
５Gを活用したサービスロボット
実施時期
2021年11月～2022年１月で開催されるスポーツイベント実施日とその前後の日程

豊田スタジアム
所在地：愛知県豊田市千石町7丁目2番地
URL:https://www.toyota-stadium.co.jp/

実証
実験 ２

想定実証実験
院内業務などをサポートするサービスロボット
実施時期
2021年11月～2022年３月で、施設側と調整の上、日程を決めていただきます。

藤田医科大学病院
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/

実証
実験 ３

想定実証実験
国際空港でのオペレーションをサポートするサービスロボット
実施時期
2021年11月～2022年３月で、施設側と調整の上、日程を決めていただきます。

中部国際空港
所在地：愛知県常滑市セントレア１－１
URL:https://www.centrair.jp/

実証
実験 ４

想定実証実験
オフィスや商業施設でのオペレーションをサポートするサービスロボット
実施時期
2022年１月中旬を予定。詳細は、施設側と調整の上、日程を決めていただきます。

大名古屋ビルヂング
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
URL:https://dainagoyabuilding.com/



想定実証実験
トマト栽培をサポートするサービスロボット
実施時期
2021年11月～2022年３月で、施設側と調整の上、日程を決めていただきます。
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実施プログラム

出展 １

展示内容
Japan Robot Week in Aichi関連イベント ARX出展ブース内での展示・デモンスト
レーション
①ユーザーや SIer と連携し、新しい導入事例や活用について展示。
②人に触れる、体験できる展示。
※出展料は不要です。

World Robot Summit 2020愛知大会 ARX出展ブース
日 程：2021年9月9日～12日
会 場：Aichi Sky Expo［愛知県国際展示場］
URL:https://biz.nikkan.co.jp/eve/s-robot/

出展 ２

RoboCup Asia-Pacific 2021 あいち ARX出展ブース
日 程：2021年11月25日～28日
会 場：Aichi Sky Expo［愛知県国際展示場］
URL:https://2021.robocupap.org/

展示内容
RoboCup Asia-Pacific 2021 あいち ARX出展ブース内や会場内での展示・デモンス
トレーション。
加えて、ARX出展ブースでは、参加している学生にむけて、出展者がサービスロボットの社会
実装について話してもらうようなサロン的な展開を想定。将来、ロボット産業に従事したい学
生の方にロボット産業の様子などを紹介していただきます。
※出展料は不要です。

実証
実験 ５

Toma ROSSO TOGO FARM
所在地：愛知県愛知郡東郷町諸輪仲田12-1
URL:https://tomarosso.com/
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実施スケジュール

スケジュール

2021年
７月

８月

９月

10月

11月

12月

2022年
１月

２月

３月

ロボットベンダー・施設 募集

選定委員会 決 定

ヒアリング・課題抽出
実証実験内容検討

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。

実証実験結果フィードバック

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
ございます。あらかじめご了承ください。



上記以外のロボットでも応募可能です

清掃・消毒 荷物運搬 案内
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。

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。

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。

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。

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。

介助 アバター

宅配

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。

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。
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実証実験ロボット例
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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
大阪市立大学 客員教授
2006 年から2016 年まで東京大学 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。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。

粟生万琴 Makoto AOU
株式会社LEO 代表取締役 なごのキャンパスプロデューサー
専門：ITによる事業化、人工知能、起業家教育・アントレプレナーシップ、新規
事業創出

エンジニアとしてソフトウェア開発に従事した後、IT人材
サービス会社にて社内ベンチャーを立ち上げ、Webアプリ開
発に特化した事業を手掛ける。TECHカンパニー女性初の役
員に就任、イントレプレナーとして自社WEBサービス事業分
社、産官学連携スタートアップ推進プロジェクト責任者とし
て従事。2016年関西発AIベンチャー、株式会社エクサインテ
リジェンス（現株式会社エクサウィザーズ）創業取締役
COOを経て、2019年「なごのキャンパス」プロデューサー就
任、2020年 ZIP-FM「Startup [N]」のナビゲーター就任。
2021年武蔵野大学アントレプレナー学部客員教授、名古屋
大学産学官連携客員准教授として教鞭を執る傍ら、第2創業
共創の場～CO CREATION SPACE～AOU no MORIを三重県
にて「ばづくり・まちづくり」に挑戦中。



事業名 2020年度サービスロボットショーケース推進事業

事業内容

愛知県では、サービスロボットの社会実装を促進するため、県内の様々な施
設をサービスロボットの“ショーケース”に見立て、先端的なロボットが活躍する
姿を幅広く発信していく「あいちロボットショーケース」を実施。
当事業に参加するロボットと実証実験を希望する施設を募集（2020 年８
月 24 日～）した結果、「案内」や「警備」、「清掃・消毒」、「荷物搬送」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
29 機と施設１件を採択。
2021年１月から３月にかけて、大名古屋ビルヂング（名古屋市）や藤田
医科大学病院（豊明市）、中部国際空港島（常滑市）等で実証実験
やデモンストレーションを実施しました。（デモンストレーションはオンライン実
施）

2020年度実施実績
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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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