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ロボット人材育成アカデミー 講演スケジュール
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第１回 食品業界における接触作業の抜本的ロボット化への挑戦

第２回 食品業界における接触作業のロボット化への
参入に向けたビジネスマッチング

第３回 ロボット業界への就職、転職を目指す方々へ



講師紹介
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岡田 智則

同志社大学出身

2004年 電気電子系技術商社 入社

2014年 同社 新規事業(ロボット)立ち上げプロジェクトメンバー

2017年 経済産業省 近畿経済産業局主催
「中小企業におけるロボット導入促進研究会」
「ロボット人材育成勉強会」

プロジェクトメンバー

2018年～ 内閣府SIP 立命館大学代表プロジェクト
事業化推進事務局 副事務局長



Agenda
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１．「ロボット」とは？

２．「ロボット」に関連する仕事と業界

３．「ロボット業界」必要な知識とアクション

４．「ロボット業界」これからの展望
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１．「ロボット」とは？



１．「ロボット」とは？
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「robot（ロボット）」
⇒チェコ語の「robota（強制労働）」

作家のカレル・チャペックによる戯曲『R.U.R. 』に、
人造人間を指す造語として初めて「ロボット」とい
う言葉が登場(1920年)



１．「ロボット」とは？
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１．「ロボット」とは？
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経済産業省
「センサー、知能・制御系、駆動系の３つの要素技術を有する、知能化した機械システム」
日本工業規格（JIS）
「二つ以上の軸についてプログラミングによって動作し、ある程度の自律性をもち、環境内で動作して所期の作業を実行する運動機構」



１．「ロボット」とは？
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ロボットの定義は良い意味で曖昧
「ロボットは自動化する１つの手段」



様々な自動化課題
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■身近な自動化課題

農林水産 ： 育成 収穫 包装 出荷

食品業 ： 仕込み 調理 盛り付け 陳列 レジ打ち

製造業 ： 組立 検査 搬送

家庭 ： 掃除 調理 体調管理 宿題 環境調整

サービス業： 接客 厨房 掃除

その他 ： 配達 建築 デザイン EC 最適選択 自動返答 企画

困りごと⇒価値ある自動化⇒ロボットによる社会貢献！！



日本の人口動態
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出典：2015年までは総務省「国勢調査」（年齢不詳人口を除く）、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位・死亡中位推計）

就労人口推移

15年 7592万

30年 6773万

45年 5353万

60年 4418万

平均 ▲72万/年



世界の人口動態
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■世界の人口動態（１）
・先進国及び東アジアの人口動態は、既に日本と同様「釣鐘型」若しくは「壺型」の構成と
なっている。出生率の減少(※米国を除く)、医療発達による死亡率の低下に伴い
総人口から労働者の占める割合は顕著に減少し、該当地域では
労働生産性向上が既に必要であると考えられる

出典：人口ピラミッド(1950年～2100年) ※上図(世代別人口動態) 下図(年代別総人口 左から1950年⇒2100年)



世界の人口動態
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■世界の人口動態（２）
・世界人口はアフリカ、インド(南アジア)、インドネシア(東南アジア)を中心に増加傾向にあり
2019年は77億人、2050年には97億人、2100年には109億人と予想されている。
世界的な人口増加は、人的需要が継続的に増加する事を意味し
労働生産性向上の将来的需要が見込まれる

出典：人口ピラミッド(1950年～2100年) ※上図(世代別人口動態) 下図(年代別総人口 左から1950年⇒2100年)
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２．「ロボット」に関連する仕事と業界



２．「ロボット」に関連する仕事と業界
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業界キーワード

「ファクトリー・オートメーション」

FA：Factory Automation(生産工程の自動化)

ロボットの多くが、この業界で使用、活躍している



２．「ロボット」に関連する仕事と業界
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１）部品メーカー
⇒ロボット本体を構成する部品、周辺で使用する機器、ソフトを製作

２）完成品メーカー
⇒ロボット本体、ソフトを製作

３）装置メーカー(含むシステムインテグレーター(略称SIer))
⇒ロボットを用いて目的作業の自動化装置を製作

４）卸売業
⇒上記１）～３）をエンドユーザーに提案し、販売

５）コンサルティング
⇒課題に対する改善計画をエンドユーザーへ提示、助言

６）エンドユーザー（使用者）
⇒ロボットシステムの実運用

７）その他（学術・研究）
⇒非営利団体での研究開発



２）
完成品
メーカー

２．「ロボット」に関連する仕事と業界

17

〇

６）
エンドユーザー

(使用者)

３）
SIer

装置メーカー
設計開発エンジ１）

部品
メーカー

ファイナンス
(自治体・金融)

５）
コンサルティング

７）その他(学術・研究)

４）卸売

センサー 制御機器 駆動機器
素材 アプリ etc.

ロボット本体

加工機 工作機 各種専用機 etc.

総合商社 専門商社
販売代理店 etc.

製造業 農林水産業 食品加工業
サービス業 etc.

学校 官公庁
独立行政法人 etc.
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３．「ロボット業界」必要な知識とアクション



３．「ロボット業界」必要な知識とアクション
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■職業

前線 広く浅い知識 ⇒ 営業関連
後方 テクニカルな深い知識 ⇒ 技術関連

営業関連 ： コンサル系 技術営業系 非技術出身営業系
技術関連 ： ソフト(電気,プログラミング)系 ハード(機械)系
その他 ： 学術系

■必要となる資格

産業ロボット ： 「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」
※労働安全衛生法が定める「特別教育」



３．「ロボット業界」必要な知識とアクション
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■各立場でのアクション

１．「目標」を決める
何がしたいのか(○○を良くしたい ○○を作りたい ○○を売りたい)
⇒目指す業界が決まる

☆「目標」に悩んでる方へ

経験から興味にする ⇒ 工場見学 作業体験
※「興味」のないことは、一番の問題

２．学校で学ぶ
理系が望ましい ： 電気系 機械系 プログラミング(これは必須)

工業高校、高専 ・・・ 即戦力(組立作業や設計関連)知識習得
大学 ・・・ 開発専門知識習得、一般知識のベースUP

プログラミング言語 ： C/C＋＋ , Python

開発プラットフォーム ： ROS２



３．「ロボット業界」必要な知識とアクション
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３．インターンシップ
採用率は高くなる 企業を知れる
☆入社した後のキャリアプランを、会社がどう準備しているかを見ておく

４．希望企業へアタック

大企業 ： 組織力の活用 世間的安定
中小企業 ： 要職を早期に任される事による個人能力向上
※企業が大きくなる程、学歴重視は依然アリ

５．更なる高みへ。。。。
目標へ向けての 起業 転職

例： 現場の経験し、課題の自動化を実現させる
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４．「ロボット業界」これからの展望



４．「ロボット業界」これからの展望
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■ハード(機械)系
ローエンドロボットの出現(高付加価値ではなく、安価汎用ロボットが席巻)
⇒ロボット大国日本の分岐点がくる

■ソフト(電気,プログラミング)系
AIを用いた制御、プログラミング言語の統一
CPS(仮想空間と現実空間の連携)構築による最適制御
⇒世界が挙って開発を進めている分野

■使用者(製造現場)
専門的な技術知識必要
⇒高度な生産技術者が重宝される

■営業
EC発展による販売立ち位置変化
⇒非技術出身営業マンの活躍の場が少なくなる(技術経験者の営業台頭)



まとめ
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１．ロボットの定義は良い意味で曖昧
「ロボットは自動化する１つの手段」

２．どの業界でも、自動化貢献はできる
「アイデア次第でヒット商品も！」

３．技術経験(目利き)を積んでから次ステップへ
「現場を知る、モノ造りを知る、、、とても重要」


