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愛知県サービスロボット社会実装推進事業は、
人とロボットが協働し、
ともに豊かな未来の実現を目指します。
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公式ウェブ

https://aichirx.jp

サービスロボット社会実装推進事業「AICHI ROBOT TRANSFORMATION」
実施にあたって
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、県内の様々な施設において、
サービスロボットの実証実験を実施
し、愛知県の先端的な社会の姿を県内外に発信していくサービスロボット社会実装推進事業「あいちロボットトランスフォーメー
ション
（ARX）」
を実施します。
今回は、
コロナ禍における
「新しい生活様式」にも対応した
「案内」や「警備」
「 清掃・消毒」
「 搬送・配膳」
など、計38機の最先
端サービスロボットが集結。2021年11月３日の豊田スタジアムを皮切りに、藤田医科大学病院、農場２か所、大名古屋ビルヂン
グ、中部国際空港およびAichi Sky Expoの計７か所において、
それぞれの施設の現場のニーズに即した実証実験を行います。
また、11月25日から28日にAichi Sky Expoで開催する
「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」の会場内において、
デモ
ンストレーションを行い、
ロボットにより豊かになる社会を体感いただきます。
こうした取り組みを通じまして、県民の皆様の暮らしに役立ち、
また、
コロナ禍で活躍するロボットの普及や、本県におけるロボット
産業の更なる振興を図ってまいります。
2021年10月

ABOUT

愛知県知事

大村秀章

AICHI ROBOT TRANSFORMATION

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、
スポーツ施設や農場、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。

ARX事業プロデュースチーム
ロボットベンダー
スタートアップ

効果検証・アドバイス

ヒアリング・
リスクアセスメント

事業プロデューサー紹介
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。

社会実装
実証実験

効果検証・アドバイス

実証実験会場
ヒアリング・課題抽出

石川 勝 氏

粟生 万琴 氏

Masaru
I s h i k a wa

M a ko t o
Aou

効果検証

ロボットによる
社会変革を目指した
実証実験

効果検証・アドバイス協力：インキュビオン株式会社

｢新しい生活様式｣で活躍するロボットの例
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案内・コミュニケーション

清掃・消毒

アシストスーツ

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。

自律移動機能を備えたロボットが、無人で床の清掃や消毒
液散布を行います。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。

作業現場での荷物の荷揚げや荷下ろしの際、作業者の腰
や腕、身体にかかる負担を軽減し、作業の効率化と安全性
を高めるツールです。
また、軽労化により、高齢者や女性の
就労を支援します。

搬送・配膳

モビリティ

警備

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。

人を乗せて目的地まで自律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。

施設内での巡回警備や点検業務など行います。警備業務
全般の効率化を追求し、労力削減と人材不足解消の実現
を目指します。

サイネージ

収穫など

その他

走行台車などにディスプレイを組み合わせたデジタルサイネー
ジロボットは、施設内の人に必要な情報を映像や音声でアナ
ウンスしたり、広告・宣伝、
プロモーションなどにも活用されます。

菜園内での自動収穫や作業者に伴走して収穫をサポートしたり
します。収穫物の生育状況や収穫時期をモニターやセンサー情
報を基にAIが分析するなど、
人手不足の解消にも繋がります。

工業用のロボットアームの機能を転用したり、各種センサー
やカメラを活用するなど、商業施設や家庭内で、
これまで人
が行ってきた負担の大きな作業や労働を代行・補助します。

ROBOT

参加ロボット

案内・コミュニケーション

INFORMATION

MORK（モーク）

9

株式会社インディ・アソシエイツ

遠隔操作ロボット
「MORK」は、AIによって自動的に動作するロボッ
トではなく、
インターネットを使って実際に人が操作するロボットです。
操作者はバックヤードの事務所やテレワーク中の自宅から、
ロボット
を自在に遠隔操作できます。AIにはまだ難しいとされるきめ細かなコ
ミュニケーションを提供することが可能です。

案内ロボット
THK株式会社

1 2 3
4 6 9

自律型の走行台車とディスプレイを組み合わせた自律搬送ロボットで
す。走行台車「SEED-Mover」は狭所でも全方向移動と360度旋
回が可能で、
その上部に取り付けられた2面のディスプレイはマルチ
メディアコンテンツの視聴や検温モニターなど、多彩な用途に活用で
きます。
また、
自律動作やオペレータによる遠隔操作も可能です。

Kebbi Air（ケビー エア）

4

名古屋国際工科専門職大学

店舗や教育現場など様々なシーンに対応できるコミュニケーション
ロボットです。6つのアレイマイクと人感センサーにより、
ロボットの前
に人が来るとロボットが自ら話しかけるなどの多彩なコミュニケーショ
ン機能をはじめ、12個のサーボモーターによる滑らかな動きや、
タッ
チセンサーによるインタラクティブな対応も魅力です。

SPooN

1

豊田通商株式会社

カメラと人感センサーで対面する人を認識し、AIによるコミュニケー
ションを行うロボットです。音声やジェスチャーなど読み取った動作を
総合的に判断し、表情やしぐさを変えて対応します。また、動物のよ
うな動きや表現をする「アニマルインタラクション」の採用など、
コ
ミュニケーションのハードルを下げるための工夫がされています。

清掃・消毒

CLEAN
AIT STERI BOT（AITステリボット）
愛知工業大学 ロボット研究ミュージアム

4 8 9

自律走行型の空気清浄ロボット
「STERI BOT」は、強力なUV-C紫外光で、空
気中のウイルスやエアロゾル、飛沫の不活性化に効果を発揮します。また、
自
律ロボット化により部屋の中を自走し、効率的に空気を清浄することが可能で
す。
さらに、AI技術により人の位置を認識し、
３密状態や会話が行われている危
険箇所を特定して、
その場所に自動で移動して高い清浄効果を発揮します。

屋外自律走行型EVスイーパー

9

豊和工業株式会社

大規模な駐車場や広場など屋外の自動清掃が可能な電動清掃ロボット
です。高精度な自己位置測位を可能にするGNSS+RTKによる自律走行
システムや新規開発の車体コントローラで油圧駆動を電子制御化してい
ます。
また、超音波センサーにより対人・対物検知が可能な専用システム
を開発・搭載し、屋外環境に対応した長時間自律走行を実現しています。

CLINABO CL02（クリナボ シーエルゼロツー）

日本信号株式会社

6 9

空港や駅など利用者が多い空間で清掃・除菌を行う自動清掃ロ
ボットです。ロボット上部に除菌剤噴霧機能を搭載し1時間で約
1,500㎡
（テニスコート6面分）
の広域の清掃や除菌が可能です。
搭載する各種センサーが周囲の情報を取得し、AIが建物内部の形
状と清掃経路を高精度に認識・記憶します。

TAKUMI CLEAN（タクミクリン）
株式会社ナ・デックス

1 4 8

オゾンの力で施設の除菌・脱臭をする自走式ロボットです。SLAM
技術を活用して周囲の地図情報、障害物を検知し、AIを駆使した
走行制御により、障害物をスムーズに回避します。また、夜間や休
業日などの無人環境下でも自走噴霧を行うことができるため、人体
に影響を与えることなく除菌作業が行えます。

Sterilization robot "Service Shot No.5" 3 6

（除菌ロボット
「サービスショット5号」）

8 9

株式会社アルファクス・フード・システム

長期間のウイルス除菌や除菌コーティング効果が高い、除菌物質
「ナノプラチナ」
を噴霧する薬剤噴霧型ロボットです。建物の間取り
や構造物（障害物）
などをAIが学習し、最適なルートを算出し走行し
ます。また、人を検知すると回避を行い、衝突を避けます。噴霧時に
は10インチディスプレイで動画を流すなども可能です。

T380AMR

1 6

クリーンスタジオ株式会社

従来機よりもボディーサイズ、洗浄幅を小型化したロボット型スクラ
バー
（床洗浄機）
です。狭い場所での運動性能を高め、従来機では
難しかった狭いエリアでの自律走行による洗浄作業を実現しまし
た。
また、人による運転で清掃ルートを記憶するティーチング方式に
より、
それ以降は記憶したルートを自律清掃してくれます。

EGrobo（イージーロボ）

1 4
5 6

アマノ株式会社

ロボット床洗浄機「EGrobo」は、周囲環境を三次元でモニタリング
し、走行ルートの周囲を模様替えした場合でも、
ロボットの位置や方
向を正確に認識してティーチング終点まで安全に走行します。
また、
洗浄幅を従来機より拡大し、
自動運転時の走行速度も高速化を実
現。時間当たりの清掃能力が従来機の約60％向上しています。

SR-UVC（殺菌灯搭載ロボット SR-UVC Model B）
株式会社ナ・デックス

4 6

非接触で周囲のエリア・床面を殺菌照射しながら、表面殺菌、空気殺
菌を行う紫 外 線 照 射ロボットです。今 回 実 証 実 験に参 加する
「ModelB」
は遠隔操作で感染リスクのある部屋などにロボットが入り、
無人で除菌作業を行うことで、
感染リスクの低減に貢献します。AIによ
る人感センサーも搭載することで、
より安全に導入現場で活躍します。

アシストスーツ

ASSIST SUIT
assist suit TASK AR 3.0

（アシストスーツTASK AR３.0）

株式会社ダイドー

8

「TASK AR」は、
自然に腕を持ち上げる機構により、建築現場の天
井施工、農業における棚作業などにみられる「腕を上げ続ける作
業」の負担軽減に貢献するアシストスーツです。
しっかりとしたアシ
スト力を有しながらも、電力を動力としない機構により、
メンテナンス
コストがほとんどかからず、時間や場所を選ばずに使用できます。

J-PAS LUMBUSⅡ
株式会社ジェイテクト

5

人の動作をセンサーで検出、必要なタイミングで必要な大きさのア
シストをするパワーアシストスーツです。持ち上げ・持ち下げ・中腰作
業での腰の負担を軽減し、狭い場所でも使用が可能。動きやすく使
いやすい、着脱もしやすいといった特長を備え、従来の作業に安心
と快適さをプラスします。
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搬送・配膳

CARRY
AIT serve ROBOT（AITサーブロボット）
愛知工業大学 ロボット研究ミュージアム

4 8 9

小・中規模飲食店での運用を目的に設計された自律走行型配膳ロ
ボットです。AI化した機能特性でフィールドの形状を検知、
マップを
作成し、
お客に料理を届けます。配膳する機能以外に、
「 UV-Cエア
ステリライザーミニ」で確実にウイルスを消毒する空気清浄機が組
み込まれ、安全な店舗運営を効率的にサポートします。

Serving robot “Service Shot No.2

（配膳ロボット
「サービスショット2号」）

株式会社アルファクス・フード・システム

4 6

飲食店などで食事・飲み物などを配達ボックスにセットし、指定され
たテーブルへ運ぶ配膳ロボットです。スムーズな食事の提供だけで
なく、食べ終わった後の食器を回収する下げ膳や、席への案内など
３役をマルチにこなします。
また、将来的には声や顔の認証を行い、
ユーザーの名前を認識して話すことも可能です。

自律モバイルロボットAiR（エア）
株式会社豊田自動織機

1 3

「経路自動生成」
「 障害物回避」
「ヒト追従」
「 全方向移動」の機能を
備えた自律走行ロボットです。
レーザー光で周囲を見回し、
自分の位
置を認識、障害物を避けながら、最適経路で指定された場所まで自
動走行します。
また、前を歩く人に追従して走行することもでき、上部
アタッチメントの変更で、様々な用途・シーンで活用が可能です。

BellaBot

株式会社ナ・デックス

4 6

SLAM技術を搭載した自律走行が可能な猫型配膳ロボットです。
搭載される3Dカメラや赤外線センサーにより、位置補正を行いなが
ら人や障害物を回避して料理などを安定的に客席へと運びます。
ま
た、猫をモチーフにしたかわいいキャラクターにより、
これまでにない
配膳ロボットとしての快適性を提供してくれます。

Mira（ミラ）

名古屋大学 フューチャー・ロボティクス

4 9

レストランやホテル向けの自律型フードサービスデリバリーロボットで
す。名古屋大学の研究室との独自パートナーシップにより、混雑し
た場所でのローカリゼーションや障害物を安全に回避するためのパ
ス計画、非接触サービスを有効にするためのAIを使用した人間の
ジェスチャー検出に取り組んでいます。

AI based service robot AIM Robots AKARI

（AIサービスロボット AIM Robots AKARI）

エイム・テクノロジーズ株式会社

3 4 8

AIサービスロボットの「AKARI」は、大きな開口部を持ち、大型商品
配送が可能な配送ロボットです。庫内に専用ラックを組み込み、大
型のトレイに載せた定食など料理を３膳乗せることができます。
また、
宴会場などで使用済み食器を置いた中継台に最大5カ所立ち寄り
洗い場まで行くなどの下膳機能で省力化と非接触が実現できます。

病院向け搬送サービスロボット MELDY

様々な用途に対応可能な脱着型カート方式による、多用途搬送
サービスロボットです。センシングや管制システムによる安全な自律
走行に加え、
エレベーター・入退室管理システムなどの施設内設備
と連携した施設内の自律的な縦横移動が可能です。多様化する搬
送需要への対応と事業者の省力化への貢献に期待されています。

ディスプレイ付き配膳＆案内ロボット KettyBot
テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー

9

機動性を極めたおしゃれでコンパクトなデザインのディスプレイ付配
送ロボットです。わずか55cmの幅も通過することができ、複雑なレ
イアウト環境でも活躍してくれます。中央に配置された18.5インチ
の大型液晶画面で動画や静止画を表示することができ、配膳・配
送だけでなく自律走行する広告塔として宣伝効果を高めます。

Lanky Porter（ランキー ポーター）

キングソフト株式会社

1 4

運搬・配膳をメイン機能とした自律走行型ロボットです。機体頭部の
タッチパネルで「配膳」
「案内誘導」
「広告宣伝」
「巡回」などの操
作が行え、最大3つのトレイに物を乗せ目的の場所まで物品が運べ
ます。
また、飲食店での配膳の際には、
モード選択により誕生日を祝
いながら配膳をおこなうなどのシチュエーション作りなども可能です。

RICE（ライス）

アスラテック株式会社

2 4

自律走行型の屋内配送ロボットです。ホテルやオフィスビル、
ショッ
ピングモール、高層住宅などの大型施設内で活用することを想定し
てデザインされています。荷物配送時、格納庫の蓋はロックされ、受
取人に送られるパスコードがないと開けることができません。そのた
め、安全に特定の相手に荷物を届けることを実現しています。

Talbot

新明工業株式会社

1 9

直径60センチ、高さ95センチの円柱型のロボットです。自動運転に
使われるAIを応用し、
タブレットに目的地を入力すると、
クラウドサー
バーから地図情報をダウンロードして、
センサーで周囲の環境を認
知して人を避けながら底部の車輪で自律走行します。紫外線の一
種の「深紫外線」
を照射するランプとLEDを搭載しています。

AI based service robot AIM Robots SAKURA

（AIサービスロボット AIM Robots SAKURA）

エイム・テクノロジーズ株式会社

1 8

配膳ロボット
「SAKURA」
は扉がついているため誤配や誤作動が起
きにくい構造です。前面のディスプレイはお客様が座ったまま受取の
オペレーションができるほか、
キャラクターアニメーションなどの様々な
演出や告知にも使えます。
また、背面扉を観音開きやロールアップタ
イプに変更でき、
トップにオープントレイを取り付けることも可能です。

モビリティ

MOBILITY
WHILL Autonomous Mobility Service

（WHILL自動運転システム）

WHILL株式会社

2

空港ターミナルや医療機関で活躍する自動運転パーソナルモビリ
ティです。乗車した利用者が画面で行き先をタッチすると自動運転
で目的地へ運び、利用者が降車すると無人で自動返却します。ま
た、
モビリティに設置されているデバイスのボタンを押すと、特定者
（例えば受付カウンターの係員）
へ通知が行く機能を有しています。

COMOVE Boarding type movement with signage

（コモビ 搭乗型移動支援ロボット・サイネージ付き）

豊田鉄工株式会社

1

前面と側面にデジタルサイネージを備えたモビリティです。前面の
LEDパネルには、簡単なコメントやイラストを走行中に表示すること
ができ、側面の液晶パネルはスマートフォンなどの通信機器のディス
プレイとして使用できるため、歩行者とのコミュニケーションから広告
ツールとして幅広い活用が可能です。
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2

三菱電機株式会社

COMOVE Boarding type movement

（コモビ 搭乗型移動支援ロボット）

豊田鉄工株式会社

1

各種センサー機能により、歩行者との親和性の向上と安全性を確保
する、
ハンドル型電動車いす規格に準拠したモビリティです。歩道など
の歩行移動エリアを最大速度時速6km/hで走行することができ、車
両への積み込みなどに便利な折りたたみ機構により持ち運ぶことも
可能で、利用者の外出先での移動の自由を拡大・支援してくれます。

警備

SECURITY
Security Robot「cocobo」

（セキュリティロボット
「cocobo」）

セコム株式会社

REBORG-Z（リボーグゼット）

1 4

AIや5Gなどの先端技術を活用し、巡回警備や点検業務など様々
な警備業務を提供するセキュリティロボットです。決められた巡回
ルートを歩行者や障害物を避けながら自律走行し、搭載された各種
カメラの映像とセンサー情報をAIが解析して、異常を感知すると防
災センターなどに設置した監視卓へ報知します。

TAIRA 2s

株式会社ケーイーアール

6 9

綜合警備保障株式会社

警備ロボット
「REBORG-Z」は、
自動巡回や自動充電による継続
的な警戒監視を行い、異常発生時には警告や避難誘導、警備員
へ通報し警備員と連携して働くことで、
セキュリティーレベルやサー
ビスレベルを向上させ、効率化を高めることができます。また、モニ
ターや多言語対応の音声による案内機能も備えています。

9

施設内の巡回警備を主な目的として開発された移動ロボットです。施
設内を設定した経路で自律走行または遠隔操作走行し、三次元距
離センサーと胴体部カメラを用いて自己位置推定と軌道修正を行い
ます。
また、頭部カメラは左右90度の範囲で旋回し、内蔵マイク・ス
ピーカーによりコミュニケーションしつつ周辺状況の監視も可能です。

サイネージ

SIGNAGE

収穫など

AI based service robot AIM Robots NAOMI

（AIサービスロボット AIM Robots NAOMI）

エイム・テクノロジーズ株式会社

AGRICULTURAL
FARO（ファーロ）
株式会社デンソー

3 4 8

AIサービスロボットの「NAOMI」は、背面に21インチサイネージを備
え、
アメニティや小物などを運びながら、
キャンペーンのお知らせやイ
ベント告知などが行えます。サイネージ画像はウェブで管理でき、
コ
ンテンツの入れ替えも簡単です。引き出しは二段あり、別々にロック
できるため、個別の２箇所への配送も可能です。

栽培されているトマトの実の認識から、
アームによるヘタ近傍での切
断や、収穫箱への搭載までを自動で行うトマト自動収穫ロボットで
す。収穫可能な向きや高さ、収穫スピードや走行方法などの調整も
可能で、長時間の稼動と機器の費用を低減させるため、標準的な
バッテリーを搭載し、交換可能な方式を採用しています。

その他

OTHERS
Dobot Magician（ドゥーボットマジシャン）
株式会社GRIPS

噴霧ロボット

4 5

株式会社トクイテン

「Dobot Magician」は卓上型のリンク機構4軸アームロボットで
す。元々はSTEM教育用に開発されたロボットですが、
その高い基
本性能と耐久性、価格が廉価であることなどから、小型のパーツの
配膳やパレタイジングなど自動車関連の生産設備で広く活用され、
生産設備内における軽作業の自動化などに応用されています。

L-eyes

株式会社アリアーレ

実証実験会場と開催期間

3
5
7
8
9

5

圃場（ほじょう）内を巡回しながら、収穫物の運搬から農薬の噴霧ま
でが行えるロボットです。農薬の噴霧については、噴霧する機械は
これまでもありましたが、通路間を移動して圃場全体を自律的に噴
霧できるのがこのロボットの最大の特長だといえます。

AI based service robot AIM Robots Hello Robot

3 9

（AIサービスロボット AIM Robots Hello Robot V1.0およびV2.0）

エイム・テクノロジーズ株式会社

自動運転で使用されているLiDARという技術をベースに、人の動き
や落下物、障害物などをリアルタイムで検知するロボットです。精度
が高く広範囲を暗闇でもカバーできることが特徴で、複数台を組み
合わせることで滑走路面の異物や侵入者、
また屋内外の防犯対策
に活躍します。

1

7

5 8

AI技術と3Dオブジェクト認識機能を使ったアーム
（モバイルマニピュ
レーター）
とハンドを備えた家庭用モバイルロボットです。洗濯機から
洗濯物を取り出したり、
テーブルの上を拭いたりといった様々な軽作
業が安全に行えます。従来の高価格な産業ロボットのアーム機能を
数分の一のコストで実現しているのも魅力の一つといえます。

※ 8 、9 は出展

豊田スタジアム
2021年11月3日
（水・祝)

中部国際空港
2022年1月〜3月 ※調整中

Toma ROSSO TOGO FARM(トマロッソ東郷ファーム)
2021年12月 ※調整中

藤田医科大学病院

2

2021年11月9日
（火）
〜12月23日
（木）他 ※調整中

4

2022年1月 ※調整中

6

2022年1月〜3月 ※調整中

大名古屋ビルヂング

愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

鈴木菜園
2021年12月 ※調整中

World Robot Summit 2020 VIRTUAL
2021年9月9日
（木）
〜10月10日
（日）

ロボカップアジアパシフィック2021あいち

参加ロボットの詳細については
下記公式ウェブまたは
QRコードからご覧ください。

https://aichirx.jp

2021年11月25日
（木）
〜28日
（日）
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MESSAGE

実証実験会場と施設担当者メッセージ

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 1

実施内容

豊田スタジアム

藤田医科大学病院

2021年11月3日
（水・祝)

2021年11月9日
（火）
〜12月23日
（木)他 ※調整中

大規模スポーツイベント開催時に
サービスロボットを活用した案内・警備などの
実証実験を実施。

実施内容

実証

藤田医科大学病院において、
医療現場をサポートするロボットの実証実験を実施。

藤田医科大学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
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
0562-93-9720 https://www.fujita-hu.ac.jp/rsh-aat

愛知県豊田市千石町7-2
0565-87-5200
https://www.toyota-stadium.co.jp

塚田 知宏 氏

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 2

実証

大高 洋平 氏

豊田市生涯活躍部スポーツ戦略課 課長

リハビリテーション医学Ⅰ講座 教授
藤田医科大学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

豊田スタジアムでは、
サッカーやラグビーのスポーツイ
国内最大規模の病床数を有する本大学病院では、

ベント等を開催しており、多くのお客様にご来場いただい
ております。今回、名古屋グランパス様のご協力もあり、

様々なバックヤード業務が安定した医療提供を支えてい

企業の皆様ご提案の様々なサービスロボットが実際に

ます。これらの現場にロボットを導入することで、更なる優

稼働する機会をいただきました。現在、豊田市が企業や

れた医療提供が可能になることが期待されます。

大学の皆様と先進技術の開発や実証を展開している

また、移動の支援など、患者さんにとって便利なロボット

「豊田市つながる社会実証推進協議会」の取り組みと

の活用は、満足度向上に寄与するものと思われます。本

ともに、最先端の技術が今後の施設のサービス向上に

事業における様々な機器の実証を通して、今後の活用に

繋がっていくことを期待しています。

向けた具体的な検討を行えることを期待しております。

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 3

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 4

実証

中部国際空港

大名古屋ビルヂング

2022年1月〜3月 ※調整中
実施内容

中部国際空港において、お客様サービス向上や
働き方改革支援の実現に向けた搬送ロボットや
除菌ロボット等を活用した実証実験を実施。

2022年1月 ※調整中
実施内容

名古屋駅前の大名古屋ビルヂングにおいて、
オフィスや商業施設で案内ロボットや清掃ロボットほか、
様々なロボットの実証実験を実施。

愛知県常滑市セントレア1-1
0569-38-7777（代表）
https://www.centrair.jp

市野 雅久 氏

スーパー・スマート推進部 戦略推進グループ
アシスタントマネージャー

中部国際空港セントレアは、
お客様へのサービス向上
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実証

愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
052-569-2604
https://dainagoyabuilding.com

鶴岡 康雄 氏

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 名古屋支店
第２ユニット長

大名古屋ビルヂングでは2015年11月の開業以降、

やスタッフの働き方改革支援という観点から、
サービスロ

オフィスフロアの一部床面清掃をロボットにより実施し

ボット活用に向けた取り組みを愛知県様と連携して取り

ており、中長期的なコスト削減・人員不足解消・清掃ク

組んでまいりました。非接触や非対面という観点におい

オリティの均一化（人の技量による差の解消）
を実現し

ても、
ロボット活用の可能性が益々高まっている中で、

てまいりました。また、2021年5月よりオフィスエントラン

様々な方が訪れる空港というフィールドから、サービスロ

スに警備ロボットを設置。これにより人員不足が顕著な

ボットの社会実装推進に貢献する活用事例を発信でき

警備員の効率的な警備の実施を実現しているほか、録

るよう、開発企業の皆様と連携して実証実験に取り組ん

画機能等により、人よりもハイレベルな警備を実施して

でまいります。

おります。

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 5

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 6

実証

Toma ROSSO TOGO FARM(トマロッソ東郷ファーム)

愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

2021年12月 ※調整中

2022年1月〜3月 ※調整中

自動噴霧ロボットの実験をはじめ、
実施内容 パワーアシストスーツや
圃場内の自動清掃などの実験を実施。

実施内容

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪仲田12-1
0561-38-1051
https://tomarosso.com

浅岡 竜馬 氏

実証

指定場所へ料理を運ぶ配膳ロボットや、
清掃ロボットの実験を実施。

愛知県常滑市セントレア５-10-１
0569-38-2361
https://www.aichiskyexpo.com

榊原 健 氏

農場長

施設管理部 部長

トマロッソ東郷ファームは緑豊かな東郷町に約1haの

愛知県国際展示場では、
ご来場者様へのご案内、飲

広大なハウスで甘味と酸味がしっかり詰まった昔懐かし

食の提供をはじめとした、様々なシーンにおける新たな

い味のする大玉トマトの水耕栽培を行っています。
昨今では農業分野での次世代型ロボットの参入が注

サービスを体感していただける施設の実現を目指してい
ます。

目を集める中、弊社農場を実証実験の場として活用して

さらに、館内警備・清掃・維持管理などの業務におい

いただくことで、今後の農業分野発展の一助となれるこ

てロボットの導入による、効率や品質を向上させたサービ

とを願っております。

スの提供に繋がるための具体的な検証となることを期待
しています。

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 7

実証

鈴木菜園
中玉トマトの収穫作業において、自動収穫の設定が容易で、
人がいない間に自動収穫をするロボットを使用した
実証実験を実施。
愛知県田原市中山町八軒屋172

実証実験会場

4

名古屋市

2

5

東郷町

1

［主催］
経済産業省
新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）

※ 9 は出展

出展

ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち
2021年11月25日
（木）
〜28日
（日）
自律型ロボットの国際的な競技会と

豊明市

3
6
9

2021年9月9日
（木）
〜10月10日
（日）
ロボットの技術やアイディアを競う競技会と
実施内容 ロボット活用の現在と未来の姿を発信する展示会で
構成されるイベント。ARXはオンライン出展。

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 9
豊田市

出展

World Robot Summit 2020 VIRTUAL

2021年12月 ※調整中
実施内容

AICHI ROBOT TRANSFORMATION 8

実施内容 展示・ワークショップ等で構成されるイベント。

ARXは会場にてロボット展示・デモンストレーションを実施。

常滑市

7

田原市

［会場］
Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
［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

07

INFORMATION
INFORMATION

01

注目のロボットイベント情報

ロボカップアジアパシフィック2021あいち

2021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/

INFORMATION

02

高校生ロボットシステムインテグレーション競技会「高校生ロボットSIリーグ」

愛知県では、2021年度のロボット国際大会（ロ
ボカップアジアパシフィック2021あいち、World

会「高校生ロボットSI
（エスアイ）
リーグ」
を2022年
度から実施する予定です。

Robot Summit 2020）
の成果を継承するため、
モ

本取組を通じて、高校生に対し、産業用ロボット

ノづくり現場の自動化を担うロボットシステムインテ

の導入やプログラミングなどの技術の習得ととも

グレータである
「ロボットSIer（エスアイアー）」の人

に、
ロボットSIer企業への就職の促進を図ります。

材創出を目的に、全国の高校生を対象とした競技

主

催 愛知県

問い合わせ先 ARX
（AICHI ROBOT TRANSFORMATION）
推進事業事務局

Eメール oﬃce@aichirx.jp

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

事業全般の
問い合わせ先 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）

公式サイトはこちらから

