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世界ロボット市場及び世界人工知能×ロボット市場の売上高の予測
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出所：International Federation of Robotics2016（IFR2016）及びWorld Robotics 2016 ServiceRobotsより

NEDO技術戦略研究センター作成（2018）

2016年の世界ロボット市場は約2.6兆円の見込みで、そのうち、人工知能×ロボット市場は約4,250
億円（シェアは16％）。今後も毎年拡大傾向が続き、2035年には、世界市場が約28.4兆円で、人工
知能×ロボット市場は約14.5兆円となり、シェアが51％まで増える見込み。

単位：兆円
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世界ロボット市場の分野別の売上高の予測

3
出所：International Federation of Robotics2016（IFR2016）及びWorld Robotics 2016 ServiceRobotsより

NEDO技術戦略研究センター作成（2018）

世界ロボット市場のうち、サービスロボット分野の市場は特に伸び率が大きく、2025年以降に産業用
ロボット分野を上回る見込み。（いずれの分野でも、人工知能技術の重要性が増すと予測される）
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人工知能×ロボット技術の開発動向 ① 海外

ロボット開発において、日本が世界をリードしているが、米国がその差を縮めようとしている。米国の
ロボット開発の中心はソフトウェアであり、搭載している人工知能がシステムの性能を決定する。
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試行錯誤で部品の取
付を習熟するロボット
（2015）（カルフォルニア
大学、米国）

産業用ロボット
「Baxter」（2015）
（Rethink Robotics、
米国）

ヒト型AIロボット
「Atlas」 （2017）（ボス

トンダイナミクス、米
国）

ホテル用サービスロ
ボット「Space egg」
（2018） （アリババ、中
国）

DLと強化学習を用いて、空

間での詳しい周辺環境を
プログラミングすることなく、
任務の最初と最後の状態
を与えておくだけで、さまざ
まな作業のやり方を自ら学
習する。

製造現場において、人
による生産ラインに
Baxterを組み込んで、部

品供給や梱包などの作
業を行わせることができ
る、多品種少量生産に
対応が可能な、人との
協働型ロボット。

後ろ向きに宙返りする運
動能力、雪の上などの場
所でも転ばず歩くバラン
ス感覚、箱を持ち上げて
スペースに片付ける器用
さを持ち合わせた最先端
の人型ロボット。

宿泊時に必要なものがあ
るときは、注文すると、品
物を運んできてくれるロ
ボット。スマートスピーカー
“Tmall genie”と統合されて
おり, 秒速1メートルで移

動し、カメラとレーザーを
駆使して、ゲストをナビ
ゲートする。
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人工知能×ロボット技術の開発動向 ② 国内

一方、日本でも機械学習で独自の研究が進みつつあり、インテリジェントなロボットが登場している。
グローバル競争を勝ち抜く上では、人工知能×ロボット技術開発を迅速に行い、汎用性と柔軟性を
持ったロボットの開発を進めることが必要である。
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ソフトバンク「Pepper」
（2014、日本）

タオルたたみを見まね
学習できる双腕ロボッ
ト（2015）（早稲田大学、
日本）

乱雑に置かれた個別
商品のピッキング作
業（2016）（プリファー
ドネットワーク（PFN）、
日本）

人工知能を搭載したロ
ボットコントローラ（2016）
（安川電機、日本）

ソフトバンクは、感情認
識機能（音声の高低等に
より、人の情動を認識す
る機能）を持った人型ロ
ボット『Pepper』を開発し

た。人工知能を搭載した
120cm程度のロボットで、

喜びや悲しみの感情を
表現することができる。

最初は人が布を折り畳む
作業を教示し、ロボットは
その模様を頭部カメラで見
て布の折り畳み方を記録
し、記録データを使ってDL
で作業方法を学習する。

アマゾンピッキングチャレ
ンジ2016の取り出しチャ

レンジ部門第２位。措定
される姿勢での見え方を
計算し、そのどれかと
マッチングさせるアルゴリ
ズムを生成して、個別商
品のピッキング作業を行
う。

人工知能の働きにより溶接
条件の自動設定、ロボット本
体の高精度な寿命予知など
ができる。立ち上げ作業の
効率化、障害時の機械停止
時間短縮などに寄与する。
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人工知能×ロボット技術①

人工知能×ロボット技術は、ディープラーニング（DL）を中核とした画像・音声認識や、パターン認

識などの人工知能技術と、制御やデバイスなどのロボット関連技術を融合し、実世界の中で人と
協調しながら実時間で行動できるロボットを実現する上で不可欠な技術である。
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区分 分野名 概要

人 工 知 能
技術

画像認識 ディープラーニングによる画像認識

音声認識 ディープラーニングによる音声認識

パターン認識 所与のデータから特定のパターンを発見する技術

ニ ュ ー ラ ル
ネット

脳の情報処理原理を基に知識機械を実現した技術

知識表現・
論理・推論

論理における推論をコンピュータ上で実現した技術

ロ ボ ッ ト 技
術

制御工学 現代制御理論、PID制御、ロボット技能 等。

デバイス CPU、メモリ、センシング、アクチュエーション 等

機構学 シリアル型、並行型、劣駆動 等。

材料 精密板金、板金加工、試作加工、金属加工 等。

出所：人工知能学大事典（2017）及び各種資料より NEDO技術戦略研究センター作成（2018）

表１ 人工知能×ロボットの技術俯瞰
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人工知能×ロボット技術②

人工知能×ロボット技術は、ロボットが人と共存しつつ実世界で行動するために重要と考えられる、
自律知能、適応知能、協調知能の３つの知能から構成される。
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人工知能×
ロボット技術

概 要

自律知能

行為理解や計画行動の知能を活用して、環境や物体、音声などを認
識し、認識したものを理解し、判断して、推論して行動に移すことにより、
自律的な行動を実現する知能

適応知能

反応行動や適応行動の知能を活用して、人とロボット間の相互作用に
焦点を当て、全体として適切な行動を実現する知能

協調知能

協調行動知能を活用して、人とロボットの協調行動及びロボット同士の
協調行動を支え、行動動作を学習する知能
クラウド型知能とローカル型知能（ロボット知能）が協調して、行動・動
作・学習する知能

表2 人工知能×ロボット技術の構成
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人工知能×ロボット分野の特許件数① 国別件数

特許出願の総数（2000－2016年出願）は、2000年以降増加しており、2006年までは日本が第1位、
2007年から2012年までは米国が第1位、2013年以降は中国が第1位となっている。国別に見ると、特
許出願の総数は、中国が第1位、米国は第2位、日本は第3位となっている。
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順位 国／機関 件数 

1 中国 18,956 

2 米国 18,721 

3 日本 14,255 

4 WIPO  8,022 

5 韓国  4,775 

6 ドイツ  3,398 

7 欧州特許庁 3,207 
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人工知能×ロボット分野の企業別の特許出願数（2000-2016）について、2007年から2016年までの上
位10社の総数と順位を示す。出願人別の総数で見ると、10位までのうち7社が日本企業が占めてい
る。

年度推移で見ると、サムソン、アイビーエム、キヤノンが一貫して高順位を保っているほか、日本企
業は、2000年代後半はトヨタ自動車、2010年代はセイコーエプソン、ファナックが上位を占めている。
近年は中国の大学及び企業が伸長著しい。
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順位 企業名（出願人） 国名 件数 

1 セイコーエプソン 日本 990 

2 サムソン 韓国 928 

3 アイビーエム 米国 781 

4 キヤノン 日本 646 

5 ファナック 日本 641 

6 安川電機 日本 467 

7 マイクロソフト 米国 459 

8 トヨタ自動車 日本 426 

9 ソニー 日本 378 

10 ホンダ自動車 日本 371 

人工知能×ロボット分野の特許件数② 企業別件数

 2007～2010 年 2011～2013 年 2014～2016 年 

順位 企業名（出願人） 国名 件数 企業名（出願人） 国名 件数 企業名（出願人） 国名 件数 

1 サムソン 韓国 315 セイコーエプソン 日本 444 セイコーエプソン 日本 369 

2 トヨタ自動車 日本 253 サムソン 韓国 277 ファナック 日本 355 

3 アイビーエム 米国 249 アイビーエム 米国 247 サムソン 韓国 336 

4 キヤノン 日本 238 キヤノン 日本 202 アイビーエム 米国 285 

5 ホンダ自動車 日本 207 安川電機 日本 195 キヤノン 日本 206 

6 マイクロソフト 米国 193 マイクロソフト 米国 163 シャープ 日本 151 

7 セイコーエプソン 日本 177 ソニー 日本 143 広西大学 中国 148 

8 ファナック 日本 171 グーグル 米国 133 国家電脳 中国 139 

9 安川電機 日本 168 パナソニック 日本 120 北京光年无限科技有限公司 中国 136 

10 ソニー 日本 137 キャタピラー 米国 120 精華大学 中国 123 
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人工知能×ロボット分野の論文発表数（2000～2017年）の推移と国別件数を示す。論文発表数は、
年推移で見ると増加傾向にあることがわかる。国別に見ると、米国が第1位、中国が第2位、日本は
第3位となっている。
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順位 国名 件数 

1 米国 670 

2 中国 513 

3 日本 384 

4 英国  240 

5 ドイツ  221 

人工知能×ロボット分野の論文件数②
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NEDOの取り組み／次世代人工知能・ロボット中核技術開発①
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データ駆動型人工知能と論理知識型人工知能の融合による解釈可能な
自動運転システムに関する研究開発

データ駆動型人工知能と論理知識型人工知能を融合した人工知能技術によって、人工知能
システムの判断や推論過程を可視化し、人間にとって「安心・安全」な自動運転を実現するた
めの研究を進めている

委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所
再委託先：国立大学法人九州工業大学

出所：産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）提供（2018）

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発（2015年度～2022年度予定）」の研究テーマ例
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NEDOの取り組み／次世代人工知能・ロボット中核技術開発②
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人工知能を基盤とする産業用ロボットの研究開発

個々の消費者の嗜好に細やかに対応できる変種変量生産のロボット化を目指し、その第一歩としてセル
生産システムにおける部品供給工程の自動化、特に箱の中にバラ積みされた複雑な形状の部品のロボット
によるピッキングを機械学習によって可能にするための研究開発を進めている。

委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所

出所：産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）提供（2018）

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発（2015年度～2022年度予定）」の研究テーマ例
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NEDOの取り組み／次世代人工知能・ロボット中核技術開発③
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深層学習の複合モデルをEnd to End 学習させて、人間との協調作業による片付け作業、人間か

らの指示による服の折り畳み作業等の日常生活の中の様々なタスクにロボットを導入することを目
指している

人工知能を基盤とする日常生活支援ロボットの研究開発

委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所
再委託先：学校法人早稲田大学

出所：産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）提供（2018）

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発（2015年度～2022年度予定）」の研究テーマ例
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NEDOの取り組み／次世代人工知能・ロボット中核技術開発④
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あらゆる対象物を認識できる視覚認識システムを構築するため、商品や日用品などの物品や、屋内における
実世界環境を効率よく認識するためのクラウドエンジンの構築を行っている。

認識クラウドエンジンの構築

委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所

再委託先：学校法人中部大学、学校法人梅村学園中京大学、
国立大学法人大阪大学

出所：産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）提供（2018）

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発（2015年度～2022年度予定）」の研究テーマ例


