
提案題目：双腕多能工ロボットSIマザーシステム開発と実用展開 

＜概要＞ 

 多様な作業を人手で担うことの多い大多数の中小事業所に、幅広くロボットを導入するうえでは、多数のプロセス・作業の自動
化を可能とした「多能工ロボット」の活用が有効であるものの、その導入には、未だ専門能力と豊富な経験が不可欠であり、これ
を担うべきシステムインテグレータ（SIer）も不足しています。 

 そこで、SIerが簡単にロボット導入システムを構築できるよう、ロボットの動作のさせ方を決めるSIerによる作業を容易にする①
「多能工ロボットSI（エスアイ）マザーシステム」と、そのような動作ができるロボットシステムを専門知識のない工場作業者でも実
際の生産ラインに設置・調整できるようにする②「eaSI（イージー）タスクシステム」を開発し、SIer向けとエンドユーザ向けのシステ
ムをそれぞれ開発することで、多品種少量プロセスにおける、ロボット自動化工程の普及を目指します。 

ものづくり 
助成予定先：カワダロボティクス株式会社（東京都中央区） 

＜開発内容①：多能工ロボットSIマザーシステム＞ 

 SIer向けに、多能工ロボットが行う作業を実行するためのシステム設

計をプランナなどのツール群を用いて補助し、ロボットの導入を助ける
システムを開発します。 

＜開発内容②：eaSIタスクシステム＞ 

 工場作業者向けに、SIerがSIマザーシステムで作成したタスクをパッ

ケージ化し、工場作業者が非ロボット技術者であっても、現場で容易
にロボットに作業させることが可能になるタスクシステムを開発します
。 

＜期待される効果＞ 

 2つのシステムにより、ロボットの導入にかかる作業時間の半

減を目指します。ロボットをライン導入するにあたっては、ロボット
本体やロボットの手先の動作パターンの作成、前後工程とのタイ
ミング調整、動作検証など様々な準備が必要とされますが、これ
らシステムが開発されることで、ロボットの導入準備が容易となり
、箱詰め等の工程をもつ製造分野や流通サービス分野などとい
った、いままでロボット導入が進んでいなかった分野・市場でも、
その普及が期待されます。 

変種変量生産にも対応可能な多能工ロ
ボットを活用した生産ラインシステム 

「多能工ロボットSIマザーシス
テム」を用いて、SIerが「eaSIタ

スクシステム」を作ることで、非
ロボット技術者でも、短時間で
ロボットを組み替えることがで
き、変種変量生産にも容易に
対応可能。 

開発内容のイメージ 



提案題目：柔軟物組立工程のロボット作業計画自動生成技術開発 ものづくり 
助成予定先：富士通株式会社（神奈川県川崎市） 

開発内容のイメージ 

＜開発内容①：工程／作業／動作計画の最適化技術＞ 

ロボット動作が定義された要素作業の組み合わせによ
って組立作業を行うモジュールの開発と、計画の自動生
成・最適化アルゴリズムを開発することで、ロボットが行う
作業の工程計画の作成に要する時間を１／３以下に短
縮します。 

＜開発内容②：ケーブル組付け作業の自動生成技術＞ 

ロボットの動作とケーブルが変形する挙動を一体的に
解析する挙動シミュレーション技術の開発と、ケーブル組
付け作業の自動生成技術の開発を行い、ケーブル組付
けの動作計画の作成に要する時間を１／５以下に短縮し
ます。 

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、従来ロボット化されていなか
ったケーブル組付けなどの柔軟物を含む製品の組立工
程におけるロボット活用の拡大が期待されます。 

＜概要＞ 

ロボットによる電気配線（ケーブル）等の柔軟物を含む組立ては難易度が高い作業です。また、ロボットの作業手順・
動作タイミングの計画（作業計画）、動作のさせ方（動作計画）、制御プログラムの作成（プログラミング）の一連の生産準
備工程には、専門技術者による長時間にわたる試行を要し、ロボットの導入が進まない１つの要因となっています。 

そこで、本開発では、①ロボットによる工程／作業／動作計画を最適化する技術と、②ケーブルの特性を加味した動
作プログラムの生成技術を開発し、ロボットの工程計画等の立案にかかる時間を短縮するとともに、これまで適用が困
難とされていた柔軟物を含む組立工程のロボット化を図ります。 

柔軟物の変形状態を認識し作業するロボット 



提案題目：ワイヤハーネス製造自動化の実用化技術開発 

＜概要＞ 

 自動車の車内配線など、多くの電気配線で構成される「ワイヤーハーネス」の製造は、 

その製造過程において、柔軟物（ケーブル）の複雑かつ多様な作業が求められ、 

しかも、ケーブルの形状がその作業過程の中で変化してしまうことから、 

多数の技術課題が存在し、ロボットの導入が極めて困難となっています。 

 これらの作業工程は労働集約的であることから、ワイヤーハーネスの国内需要の 

大半も、製造を海外に依存しており、信頼性向上やリードタイム短縮の観点から、 

ワイヤーハーネス製造自動化による国内回帰が望まれています。 

 そこで、本開発では、ケーブルの分岐作業、クランプ（結束バンドなどでケーブルを 

束ねる車両への固定部品）取付、外装品取付といった、従来から 

ある人手による作業工程をロボット化することのみならず、ロボット 

化を前提としたワイヤーハーネス製造の新工法を新たに開発し、 

ワイヤーハーネス製造の合理化を目指します。 

ものづくり 
助成予定先：株式会社オートネットワーク技術研究所(三重県四日市市)ほか計２社 

＜開発内容①：ロボットの強みを活かすワイヤーハーネス製造の新
工法＞ 

多本数のケーブルを整列させ、ビジョンシステムと複数のロボットハ
ンド等を活用して分岐・結束させるロボットシステムを開発します。  

＜開発内容②：クランプ・外装部品取付及びロボット導入支援技術＞ 

分岐・結束したケーブルに、クランプや外装部品を取り付けるロボット
システムを開発し、人手で行っている作業を自動化することを目指し
ます。 

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、ハーネス製造の国内回帰が促進されま
す。また、ロボットそのものの高度化、自動車産業全体のロボット化
等周辺産業への波及効果が期待されます。 

開発内容のイメージ 

インストルメントパネルハーネス 

＜ロボットビジョン＞ ＜ロボットハンド＞ 

分岐 結束 



提案題目：ダイレクトティーチング機能を搭載した多能工ロボット開発 

＜概要＞ 

 自動車製造現場では溶接や塗装といった分野でのロボット化が進んでいるものの、組み立てや組み付け工程では、未だ多くの
人手による作業が存在します。また、食品製造業における盛り付けや仕分け工程、農業における収穫や選果作業も、未だ多くの
人手作業に頼っています。 

 こうした分野においてロボットの導入が遅れている理由として、各種材質の不定形物や柔軟物の認識と把持が困難であること
や、ロボットを動作させるためのプログラミングが煩雑であるため長時間を要し、ロボット導入のネックとなっていることなどが挙げ
られます。 

 そこで、本開発では、①不定形物や柔軟物の認識技術・把持技術の開発と、②ダイレクトティーチ機能（ロボットアームを作業者
が直接手で持って動かして、大まかな位置決めを行う）を有するロボットアームを開発し、人手作業を代替・支援するための多能
工ロボットの普及につないでいきます。 

ものづくり 
助成予定先：スキューズ株式会社（京都府京都市） 

＜開発内容①：不定形物や柔軟物を認識し、把持する技術
の開発＞ 

 素材毎の反射率の違いによって対象物を認識するため、
最適な画像センサの選択と、ライティング方法（光源の選択
、光の当て方）を確立します。 

＜開発内容②：ダイレクトティーチ機能を有するロボットア
ームの開発＞ 

 一度大まかな位置決めを行えば、ロボットが動作を記憶し
、自動的に動作を再生できるロボットアームの関節部分の
機構等とアルゴリズムを確立します。 

＜期待される効果＞ 

 乱雑に置かれた部品、透明部品、光沢部品、柔軟素材の
認識・把持・搬送という一貫した技術開発により、ものづくり
における適用分野を広げるとともに、ロボットのダイレクトテ
ィーチが容易となることで、ロボットが普及することが期待さ
れます。 

開発内容のイメージ 

システム構成イメージ図 



提案題目：産業ロボットの「目」と「脳」の高度化と普及化開発 

＜概要＞ 

 整列されていない部品のランダムピッキングでは、部品の位置や向きを特定できる３次元ビジョンセンサが必要となります。 

 ものづくり現場では、工場ラインの安定稼働のニーズが強い一方で、粉塵やオイルミスト等が発生する工場もあり、こういった工
場では３次元センサに高い防塵性が求められます。一方、光沢の強い金属部品の認識には、十分に強い光が必要ですが、発生
する熱を抑える必要があり、防塵性との両立が困難となります。 

 そこで、本開発では、産業用ロボットに「目」と「脳」を持たせ、３次元センサの防塵化と高輝度化を図り、粉塵の多い工場等にお
いても光沢の強い金属部品の認識が可能となることで、ロボットの応用範囲を広げていきます。 

ものづくり 
助成予定先：株式会社三次元メディア(滋賀県草津市)ほか計２社 

＜開発内容①：光沢の強い部材の3次元計測＞ 

 1200mmの視野に配置された対象物を計測する為

に十分な光量を出すことができ、かつ、発熱量を現行
レベルから半減した高輝度密閉式のロボットビジョン
専用プロジェクタを開発し、3次元計測の品質を高め
ることで、現在3次元計測できていない光沢の強い金
属部品でも3次元計測できるシステム（移動撮影回数
の半減）を開発します。 

＜開発内容②：ピッキングに最適な対象物の選択＞ 

 一番上にあるピッキング対象物に限定せず、認識さ
れた全ての対象物の中から最もピッキングしやすい
部材を選択するシステムを開発します。  

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、これまで3次元認識できな
かった光沢の強い金属部品等の3次元認識が可能と

なり、ものづくり分野において、ピッキング技術の高度
化が期待されます。 

開発内容のイメージ 

プロジェクタで強い光を照射。
ロボットに具備されているカメ
ラで三次元点群を計測。 

カメラで部材の
輪郭を抽出 

部材の「位置・姿勢」の数値
を取得しロボットに送信！ 



提案題目：低コストなバラ積み自動車部品組付けシステムの開発 

＜概要＞ 

 画像処理技術の高度化により、乱雑に配置された部品（バラ積み部品）の位置や向きを特定して、ロボットハンドで掴むといっ
た「ランダムピッキング」の活用が広がりを見せつつあります。 

 自動車部品は、バラ積み状態で工場に入荷されるものが多く、一部工程が自動化された専用機にその部品をセットするため、
バラ積み部品を整列・配置する作業を人手で行っております。しかし、自動車部品には、光沢の違い等により認識結果をバラつ
かせる要因を含んでいます。その結果、正確なランダムピッキングを実現するために、高価な画像処理装置を必要とし、中小企
業におけるロボット導入のハードルを高くしています。 

 そこで、本開発では、ひろしま産学共同研究拠点にて研究開発を実施します。産総研でこれまでに開発されたランダムピッキン
グ技術を核として、部品組付け作業を自動化するため、導入コストを低く抑えた中小ユーザ向けに適したビジョンシステムを開発
します。 

ものづくり 
助成予定先：株式会社ヒロテック(広島県広島市)ほか計４社 

＜開発内容①：粗精度データからの位置姿勢推定ア
ルゴリズム＞ 

 安価なセンサから得られた粗い精度のデータを用い
て、数mm程度の精度で部品の位置姿勢を推定するた
めのアルゴリズムを開発します。  

＜開発内容②：位置姿勢検出誤差を許容する組付技
術＞ 

 数mm程度の精度で認識した作業対象部品を、ビジ

ョンセンサで再認識することで位置姿勢を算出し、安
定して治具へ組付けることができるロボットハンドを開
発します。  

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、自動車部品の種々の特性
に応じたランダムピッキング技術が集積され、中小企
業も含めて自動車部品を中心としたバラ積み部品の
整列・配置作業の軽減が期待されます。 

開発内容のイメージ 

開発するシステムの構成 

作業対象部品 



提案題目：再生医療バックヤード対応ロボットシステムの開発 サービス 
助成予定先：株式会社アニマルステムセル（東京都小金井市）・株式会社デンソーウェーブ（愛知県知多郡） 

＜開発内容①：細胞培養ロボットシステムの基盤技術の開
発＞ 

 ロボットに不慣れなユーザにも使いやすくするため、タッ
チパネルで操作できるシステムを開発することに加え、ロボ
ットと周辺機器全体のシステム状態を見える化することで、
動作トラブル時に、復旧操作を支援するための技術を開発
します。 

＜開発内容②：培養工程等の自動化技術の開発＞ 

 人手作業で行っている、培養・分注・遠心分離などの作業
工程の30%以上を自動化するロボット技術を開発します。 

＜期待される効果＞ 

 人手作業による各工程の30%以上を自動化するロボット

技術を開発し、クリニック規模の医療施設に本ロボットシス
テムを導入することで、バックヤード業務の無人化・院内で
の均一品質の細胞製剤の作製が可能となります。 

開発内容のイメージ 

小型化細胞培養ロボッ
トシステムのイメージ図 

分注作業をロボットで代替 

＜概要＞ 

 再生医療を担う細胞培養装置は、既に数社から製造・販売されていますが、その大半は、難治性疾患をターゲットとし
た、大規模研究機関や創薬企業向けの大型・高価格機器です。また、細胞製造の委託に関する法整備は進んでおりま
すが、規模の小さなクリニック等を利用する患者は、患者都合や通院利便性を優先するため、製造委託の形態では、患
者へのタイムリーな臨床サービスの提供が難しいのが現状です。  

 そこで、本開発では、クリニック規模に設置できる小型・低コストで、院内バックヤード業務を無人化する操作性・保守
性を備えたロボットシステムを開発し、身近に再生医療が受けられる環境を提供することを目指します。 



提案題目：マテハンシステムへのロボット組込・融合技術開発 

＜概要＞ 

 流通業界等の配送センターでは、荷物の保管・仕分け機能に関しては高度な機械化が進む一方、最終的な出荷段階における
カゴ台車（荷物を運搬するための台車）等へのパレタイジング（積付け作業）や、ピースピッキング（一つ一つの注文や要求に対し
て、対象品物を在庫から運び出す作業）は、取り扱う品物が多品種化しています。そのため、サイズ・形状が多岐にわたり、高度
な認識・把持技術が必要とされることから、自動化は容易でなく、重労働であるにも関わらず、依然として人手による作業で行わ
れています。 

 そこで、本開発では、マテリアルハンドリング設備に具備されている機能も活用し、コンベア上を移動してくる①作業対象物をカ
ゴ台車等に最適に積み付けるパレタイジングロボットと、②高度な認識・把持技術を用いることなしに、ロボットで確実に一つの商
品のみを取り出すピースピッキングロボットを開発します。 

サービス 
助成予定先：トーヨーカネツソリューションズ株式会社 (東京都江東区) 

＜開発内容①：高積載率ミックスパレタイジングロボッ
ト＞ 

安価なセンシング手段を活用し、80%以上の高積載率でカ

ゴ台車等にミックスパレタイジング（異なるサイズ・形状の
段ボール積付け作業）するロボットシステムを開発します。 

＜開発内容②：高確度ピースピッキングロボット＞ 

高価なセンシング技術を用いることなしに、毎動作あたり
90%の確度で確実に一つの商品のみを取り出すロボットハ
ンドシステムを開発します。 

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、物流現場における労働集
約的作業負荷が軽減される他、これまで導入が進ん
でこなかった、中小ユーザにおけるピッキング工程に
おけるロボットの普及が期待されます。さらには、空
港内におけるスーツケースのハンドリング、製造ライ
ンにおけるより高度な部品のハンドリング等、様々な
分野で応用可能となる等の波及効果が期待されます 

開発内容のイメージ 

ピースピッキングロボット 多種多様なサイズの商品を 
パレタイジングするロボット 



提案題目：軽作業用パワーアシストスーツ（PAS）の試作開発と評価 

＜概要＞ 

 物流分野においても、省人化を目的とした自律型ロボットの技術開発が進んでいますが、物流分野におけるすべての人力作業
をロボットで代替することは難しく、例えば、家具など形が決っていない重量物の運搬は人手による作業に頼っています。 

 このような重量物運搬作業を支援する装置としてパワーアシストスーツ（PAS）がありますが、現時点では、腰の負担だけが軽減

される製品しかなく、腕や脚などの他の部位への負担は依然として残り、更なる負担軽減を図ることで、作業の更なる効率化が
求められています。 

 そこで、本開発では、①物流向けに全身タイプのPASの開発と、②PASを用いた作業中の負荷軽減効果の定量評価を行い、物
流現場で行う作業に最適な装置の開発を実施いたします。 

サービス 
助成予定先：アクティブリンク株式会社（奈良県奈良市） 

＜開発内容①：物流現場向け全身タイプのPASの開発＞ 

 物流現場において、ベッドや家具などの重量物の運搬作
業を支援するため、従来腰のアシストだけだったものから、
腰・脚・腕を一体的にサポートするPASを開発します。作業時
の効率向上及び負荷軽減（30％）、装着時間の短縮（1分以
内）を目指します。 

＜開発内容②：作業中の負荷軽減効果の定量評価＞ 

 作業者の姿勢・運動などの生体データを測定し、力学と生
体理学的な知見に基づいたアシスト効果を定量的に評価す
るシステムを開発します。 

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、物流現場のみならず、サービス
業全般、建築・土木、農業、介護、災害救助などの分野でも
同様に、重量物の運搬等の過重労働業務において、慢性
的な労働力不足に対応できることが期待されます。 

開発内容のイメージ 

PASを着用して重量物を運搬するイメージ図 



提案題目：食品工場のコンビニ向け配送仕分ロボットの開発 

＜概要＞ 

 デザート・惣菜・サラダなどといった、コンビニエンスストア向けの日配食品の製造現場では、多品種の製品を２４時間３６５日対
応で製造・出荷しています。その出荷作業においては、店舗ごとに仕分けられた薄型の運搬容器に製品を移し替える作業を人手
で行っております。国内労働人口の減少を背景に、労働集約型の工場では従業員の確保が困難になりつつあり、また、品質保
持の観点から、その仕分け現場は、冷蔵庫内と同じ温度帯で管理されており、人手による仕分け作業の負荷軽減が求められて
います。 

 そこで、本開発では、食品といった柔軟物の認識・ハンドリングの各技術の他、運搬容器への製品の最適配置についてのアル
ゴリズムを開発し、従来の人手作業と同等の作業品質を維持した食品の配送仕分けロボットを開発します。 

サービス 
助成予定先：プライムデリカ株式会社 (神奈川県相模原市)ほか計２社 

＜開発内容①：日配商品の認識・ハンドリング技術＞ 

 100種類以上の製品を対象として、その製品の形状・

柔らかさ・質量を認識し、ハンドリングするロボットシス
テムを開発します。 

＜開発内容②：運搬容器への製品の最適配置アルゴ
リズム＞ 

 製造ラインから流れてくる製品を予測し、運搬容器内
のどこに配置すべきかを解析することにより、従来の
人手作業と同等の作業品質を維持した、製品の最適
配置アルゴリズムを開発します。 

＜期待される効果＞ 

 これらの技術開発により、労働環境の厳しい低温作
業現場における労働集約的な作業負荷が軽減される
他、これまで導入があまり進んでいなかった、食品分
野における導入事例が増加することで、同分野におけ
るロボット普及が期待されます。 

開発内容のイメージ 

人手による仕分け作業をロボットで代替 

運搬容器用コンベ
ア 

運搬容器用コンベ
ア 


