
ARX（AICHI ROBOT TRANSFORMATION）推進事業事務局

募集要項

愛知県サービスロボット社会実装推進事業

実証実験参加者募集！ Join ARX!

サービスロボット
“ミライ”
情報マガジン

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。

区分 募集対象 対象イメージ 想定数

15機
程度

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

１か所
程度施設 文化・スポーツ施設／農業／医療／介護

／宿泊／商業施設など

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。

募集対象

大名古屋ビルヂング

藤田医科大学病院

豊田スタジアム

中部国際空港 Toma ROSSO TOGO FARM

必要書類をホームページ（https://aichirx.jp)からダウンロードして、
電子メールに添付して送付してください。

応募方法

募集期間
2021年7月5日（月）～８月27日（金）

2021年８月27日（金）必着
E-mail

【提出先・問い合わせ先】　

【提出期限】　 ※電子メールで提出してください。

主な実証実験会場



　昨年度はコロナ禍で社会を不安が覆い、出口が見えない状況でした。その

環境下でも、病院や飲食施設などで実証実験ができたことは大変意義があ

り、ロボットが感染対策に役立つことが明らかになりました。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の大規模なワクチン接種が日本で

もはじまり、日常を取り戻すための取り組みが進められています。昨年度はロ

ボットの可能性を明確に世の中に向けて示すことができましたが、社会が元

に戻ろうとする流れの中では、過去のこととして記憶からどんどん薄れていき

がちです。そのような状況にならないよう、本事業ではロボットの有効性を持

続的に社会に定着、発展させていくことが大切で、2021年度のARXの重要

なテーマだと捉えています。

　今年度は変化・変換という意味を持つ「トランスフォーメーション」という新

しいキーワードとともに、取り組みのステージを上げ、ロボットとの協働で社会

がよりよくトランスフォーメーションすることをしっかり打ち出していくところが、

注目のポイントだと考えています。

　未だ行動が制限されるなか注目されているのが、ロボットが人に代わりいろ

いろな場所に行くことができるアバターロボットです。

　従来のアバターロボットは、自立移動型ディスプレータイプでしたが、新た

にマスタースレーブ式※1のアームを装着することで、物を動かしたり、掴んだ

り、道具を使い操作を行うことができるようになるため、注目が集まる新しいロ

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。

●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

石川 勝氏

ARXの見どころと注目すべきポイントは？

これから登場が期待されるロボットは？

　現在は名古屋を中心に活動していますが、2年前までは東京で「AI×ロボ

ティクス」というテーマに取り組んでいました。日本は製造業が強く産業用ロ

ボットが中心のなか、私が普段関わっているスタートアップたちは、数年前から

サービスロボットにトライしようとしています。

　一方、大手メーカーもサービスロボットに積極的に取り組んではいますが、

普及には至っておらず、まだ生活の一部にはなりきれていないというのが私の

見解です。

　国内にはロボティクスの技術は十分にあると思うのですが、従来のプロダ

クトアウト型になりがちで、どうしてもコンシューマーに届けるための、マーケット

インという視点が弱いと感じています。

　だからこそ、愛知県が推進するこのARXを通じて、ロボットの有効性や活

用シーンを発信することで、ユーザーからのフィードバックや情報を作り手に届

け、コンシューマー視点を感じていただきたいですね。そして、ユーザーの側に

も、もっとロボットを身近に感じてもらえるよう、様々な方法でロボットに触れる

機会を創出すれば、私たちの生活の中にロボットが自然に溶け込んでくるん

じゃないかと考えています。

　先日、東海7大学のスタートアップによるビジネスコンテストの審査員を務

めましたが、ロボットを活用した提案をしたチームは全員留学生でした。外国

人や女性というダイバーシティー（多様性）の観点からのロボット開発がとても

ユニークで、日本人が日本人的な発想で開発する多機能でパワフルなロボッ

トではなく、機能の圧縮、使用場所の変更、低コストでの提供こそが、ロボット

の普及につながるのではと考えさせられる機会でした。

　なにより、今の（理系）大学生は、小さい頃からソフトウェアのRaspberry Pi

（ラズベリーパイ）や基板に触れ、高校時代にはロボットコンテストに出場したり

と、そういった感性のなかで育った、遊び心やちょっとしたゲーム性を感じさせる

「Z世代」と呼ばれる人たちが手がけるロボットにはワクワク感が感じられます。

　私はロボットと女性ってまだまだ遠いなって感じていて、このＡＲＸで女性た

ちの声が聞ける場ができたらいいなって思います。例えば、名古屋の大学生、

特に女子学生たちにロボットを体験してもらい、彼女たちの新しい感性やアイ

デアをもらいたいと考えています。男性はどうしてもロボットの構造や機能的

なところに目が行きがちですが、女性はいわゆる「かゆいところに手が届く」よ

うな、本当に必要なニーズや細やかなサービスに気付きやすいので、ロボット

に彼女たちのインプレッションとか感覚的なところを実装できれば、生活者視

点のロボットが実現できるんじゃないかと思います。

　昨年、愛知・名古屋と浜松地域がスタートアップ・エコシステム拠点に選ば

ARX（AICHI ROBOT TRANSFOMATION）が目指す未来と現在
い ま

起業家や学生、女性視点から
ARXに期待することは？

事業プロデューサーインタビュー

愛知・東海地域のサービスロボット事情は？



　昨年度はコロナ禍で社会を不安が覆い、出口が見えない状況でした。その

環境下でも、病院や飲食施設などで実証実験ができたことは大変意義があ

り、ロボットが感染対策に役立つことが明らかになりました。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の大規模なワクチン接種が日本で

もはじまり、日常を取り戻すための取り組みが進められています。昨年度はロ

ボットの可能性を明確に世の中に向けて示すことができましたが、社会が元

に戻ろうとする流れの中では、過去のこととして記憶からどんどん薄れていき

がちです。そのような状況にならないよう、本事業ではロボットの有効性を持

続的に社会に定着、発展させていくことが大切で、2021年度のARXの重要

なテーマだと捉えています。

　今年度は変化・変換という意味を持つ「トランスフォーメーション」という新

しいキーワードとともに、取り組みのステージを上げ、ロボットとの協働で社会

がよりよくトランスフォーメーションすることをしっかり打ち出していくところが、

注目のポイントだと考えています。

　未だ行動が制限されるなか注目されているのが、ロボットが人に代わりいろ

いろな場所に行くことができるアバターロボットです。

　従来のアバターロボットは、自立移動型ディスプレータイプでしたが、新た

にマスタースレーブ式※1のアームを装着することで、物を動かしたり、掴んだ

り、道具を使い操作を行うことができるようになるため、注目が集まる新しいロ

彩な分野でニーズが高まっており、産業用ロボットの導入の動きが加速する

と見込まれています。また、今後は製造業の国内回帰の動きが高まると予想

されます。かつて、製造業は人件費の安さを求めて海外に進出しましたが、ロ

ボット化により生産コストが人件費の影響を受けないのであれば、輸送コスト

や技術保護の面からも、国内に製造拠点を持つ方がメリットが大きくなりま

す。ここ1年で、政府の方針や投資家の影響により、企業のカーボンニュート

ラルへの取り組みが大幅に加速しましたが、輸送にともなうGHG（温暖化ガ

ス）が排出量の大部分を占めるため、ロボット化による製造業の国内回帰が

一気に進む可能性があります。まさに製造業のトランスフォーメーションだと

言えます。

　東海や中部圏の持つものづくりのポテンシャルは、日本国内でもトップクラ

スですから、サービスロボット、産業用ロボットを含め、ロボットをフックとした社

会全体のトランスフォーメーションが進んでいくことに期待しています。

　2019年度から愛知県はロボットの導入支援に積極的に取り組まれてい

ます。ぜひ、この取り組みを継続かつ発展的に推進していただきたいですね。

　現在は名古屋を中心に活動していますが、2年前までは東京で「AI×ロボ

ティクス」というテーマに取り組んでいました。日本は製造業が強く産業用ロ

ボットが中心のなか、私が普段関わっているスタートアップたちは、数年前から

サービスロボットにトライしようとしています。

　一方、大手メーカーもサービスロボットに積極的に取り組んではいますが、

普及には至っておらず、まだ生活の一部にはなりきれていないというのが私の

見解です。

　国内にはロボティクスの技術は十分にあると思うのですが、従来のプロダ

クトアウト型になりがちで、どうしてもコンシューマーに届けるための、マーケット

インという視点が弱いと感じています。

　だからこそ、愛知県が推進するこのARXを通じて、ロボットの有効性や活

用シーンを発信することで、ユーザーからのフィードバックや情報を作り手に届

け、コンシューマー視点を感じていただきたいですね。そして、ユーザーの側に

も、もっとロボットを身近に感じてもらえるよう、様々な方法でロボットに触れる

機会を創出すれば、私たちの生活の中にロボットが自然に溶け込んでくるん

じゃないかと考えています。

粟生 万琴氏

　先日、東海7大学のスタートアップによるビジネスコンテストの審査員を務

めましたが、ロボットを活用した提案をしたチームは全員留学生でした。外国

人や女性というダイバーシティー（多様性）の観点からのロボット開発がとても

ユニークで、日本人が日本人的な発想で開発する多機能でパワフルなロボッ

トではなく、機能の圧縮、使用場所の変更、低コストでの提供こそが、ロボット

の普及につながるのではと考えさせられる機会でした。

　なにより、今の（理系）大学生は、小さい頃からソフトウェアのRaspberry Pi

（ラズベリーパイ）や基板に触れ、高校時代にはロボットコンテストに出場したり

と、そういった感性のなかで育った、遊び心やちょっとしたゲーム性を感じさせる

「Z世代」と呼ばれる人たちが手がけるロボットにはワクワク感が感じられます。

　私はロボットと女性ってまだまだ遠いなって感じていて、このＡＲＸで女性た

ちの声が聞ける場ができたらいいなって思います。例えば、名古屋の大学生、

特に女子学生たちにロボットを体験してもらい、彼女たちの新しい感性やアイ

デアをもらいたいと考えています。男性はどうしてもロボットの構造や機能的

なところに目が行きがちですが、女性はいわゆる「かゆいところに手が届く」よ

うな、本当に必要なニーズや細やかなサービスに気付きやすいので、ロボット

に彼女たちのインプレッションとか感覚的なところを実装できれば、生活者視

点のロボットが実現できるんじゃないかと思います。

　昨年、愛知・名古屋と浜松地域がスタートアップ・エコシステム拠点に選ば

れ、グローバルコンソーシアムで注目されていますが、現在の起業家の実に8

～9割が男性です。もちろん、理系中心の起業って必要なんですけど、マーケ

ティングとかPRとか、コンシューマーの観点からすると、女性にもっとスタート

アップ業界に入ってきてもらいたいですし、理系の女性も増えてほしいですね。

　個人的にはロボット業界に女性ロボットデザイナーが誕生することを願って

います。そして、愛知や東海地域で育ったプロダクトデザイナーがロボットをデ

ザインする。これは閉鎖的な話をしているわけではなく、せっかくこの魅力的な

ロケーションとビジネスや産業構造があるこの地域で、次の時代に面白い仕

事ができることを学生たちに見せていきたいからです。東京のスタートアップ

やYahoo!、Googleもカッコいいですが、もうそういう時代じゃないですよね。

　私たちが育ったこの地域の特性で、自分たちの新しい感性をアドオンして

いくみたいな、それこそがイノベーションを起こす原動力になるんじゃないかと

考えています。

　愛知や東海地域は、代々受け継がれてきたものづくりの街です。大手から

中小、零細も含め、たくさんの工場があり、小さな部品一つからでも作ってくれ

ます。周りの身近な人の力を借りながら、ぜひ“メイド・イン・ジャパン”の新しい

ロボットをこの街から生み出すことを愛知県には推進してもらいたいですね。

　産業界をつなぎ、学生を活用し、市民を巻き込むことが行政の役割だと思っ

ています。一緒に汗を流し、一緒に実現に向けて歩みを進めていきましょう。

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カンパニーの女性初の
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。

愛知県の2021年度サービスロボット社会実装推進事業「ARX」は、豊富な経験と知見で知られる二人の事業プロデューサーがタッグを組んで監修します。
2019年度から本事業を監修してきた石川勝氏に加え、
廃校になった小学校跡地を活用したインキュベーション施設「なごのキャンパス」のプロデューサーを務める粟生万琴氏が新たに参画します。
そのお二人に、期待が高まるサービスロボットの普及を加速するためのヒントや取り組み方法について聞きました。

※1 マスタースレーブ式：人の手元にあるマスターアームを操作し、
 その動きを遠隔のスレーブアームがトレース（追尾）する操作方式。
※2 出典：一般社団法人日本ロボット工業会統計データより

愛知県への期待や要望は？

愛知県への期待や要望は？

ロボットの実用化の流れと
活用が進むと思われる環境は？

ボットジャンルです。

　また、農業用ロボットも、自立型で作物の生育状態をカメラで判断し、消毒

や水やり、剪定や収穫などをこなすなど大きく進化しているため、ぜひ、この分

野のロボットにもARXに参加していただきたいですね。

　最近のロボットの実用化の背景には、移動機能の進化が挙げられます。自

動車産業の自動運転技術の追い風を強く受け、一気に成熟したと言えます。

この移動機能の進化により、運搬や清掃、警備といったロボットが成立し、そ

れらロボット群が活躍する場所が、工場や倉庫をはじめ、オフィスや住宅、さら

には屋外にまでその領域を広げました。段階に応じて高いセンシング技術が

求められますが、着実に技術を進化させ、領域を拡大しながら用途に応じた

機能・能力を備えて行くことでしょう。

　次に重要なのは「RaaS（Robot as a Service）」です。例えば、1人乗り

のコンパクトな移動支援機器「パーソナルモビリティ」というロボットがありま

す。現時点では、搭乗者自らが操縦するものが多いのですが、これがRaaSに

なると、自動運転化され、乗っている人は何もしなくてもよくなります。ロボット

がAIやICTと接続することで、よりスマートになり、さまざまなサービスの質が向

上します。これが重要なポイントになると考えています。

　さらに、サービスロボットだけでなく、産業用ロボットにも注目する必要があり

ます。2001年と2019年を比較すると、国内はほぼ横ばいですが、海外への

輸出額は3.4倍※2に増えています。製造業に限らず、食品や医療品など多

せんてい

●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



公式サイトはこちらから

愛知県

ARX（AICHI ROBOT TRANSFORMATION）推進事業事務局　　　　　office@aichirx.jpEメール

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
TEL:052-954-6374　
〒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）

主 催

問い合わせ先

事業全般の
問い合わせ先

2021年度サービスロボット社会実装推進事業
2022年3月31日まで
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、
愛知県内の様々な施設・分野におけるサービスロボットの導入を促進するとともに、
愛知県のロボットの技術及び先端的な社会の姿を国内外に発信していく。
ロボットベンダーとユーザーを結び付け、連携の機会を創出し、
最先端技術＋サービスを提供するイノベーションの社会実装推進事業。

愛知県サービスロボット社会実装推進事業

事業概要

事 業 名
事業期間
目 的

コンセプト

サービスロボット導入事例

ロボカップアジアパシフィック2021あいち

　今年11月、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示
場）において、ロボットの国際大会「ロボカップアジ
アパシフィック2021あいち」を開催します。
　ロボカップアジアパシフィックは、アジア太平洋
地域の学生を中心とした自律型ロボットの国際的
な競技大会で、日本での開催は今回が初めてと
なります。サッカーを始め、家庭や災害現場など
様々な場面を想定した競技で熱戦が繰り広げら
れます。
　また、サイドイベントとして、ロボットの歴史や最先
端のロボット技術を体感できる展示・デモンストレー
ションや、子どもを対象とするプログラミング、ロボッ
ト工作などのワークショップ等を実施します。
　大会を通じて、来場される皆様にロボットへの親
しみや夢を感じていただくとともに、ロボットの技術
力と可能性を愛知から世界に向けて発信します。

●主催： ロボカップアジアパシフィック委員会、ロボカップアジアパシフィック2021あいち開催委員会
●会期： 2021年11月25日（木）～11月29日（月） 
●会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ほか
●公式ウェブサイト　https://2021.robocupap.org/

2019年度 2020年度

セントレア第2ターミナル
（清掃）

©SoftBank Robotics

久屋中日ビル
（警備）

セントレア第1ターミナル
（荷物搬送）

ららぽーと愛知東郷
（モビリティ）

セントレア第1ターミナル
（清掃）

大名古屋ビルヂング
（警備）
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