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ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会



ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会は、「ロボット新戦略」（2015年2月10日日本経済再生本部決定）に基づ
き、同戦略に掲げられた「ロボット革命」を推進するために、民間主導で設立された組織的プラットフォームです。

本協議会は、ロボット新戦略の本旨が、デジタル化及びネットワーク化を活かしつつ高度のセンサーや人工知能を駆使して作
業を行うシステム全般を、新たな「ロボット」の概念として広く位置づけ、その開発・普及を通じて我が国が直面する社会的課
題の解決に資するとともに、我が国がロボット分野での先進的なイノベーション拠点としてIoTをはじめとする世界的な技術と産
業の変革の潮流において先導的な役割を果たすことを目指します。本協議会は関係する事業者団体、企業、学会、研究機
関等が広範に参加し、政府関係省庁と連携しつつ、取り組むべき課題及び課題解決のための行動を共有し、IoT時代に即
応したロボット新戦略の推進を横断的に図ることを目的としており、以下を目標と致します。

RRIとは（ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会）

①日本を世界のロボット・イノベーション拠点へ ～ ロボット創出力の抜本的強化
②世界一のロボット利活用社会の実現
③IoT時代におけるロボットで世界をリードするイニシアティブの発揮

事業目標

ロボット新戦略で掲げる目標及び目標達成のために行うべき事業は以下の通りです。

事業目標
ロボット革命で目指す以下の三つの柱の実現を目指す。

①ロボット創出力の抜本強化
日本を世界のロボットイノベーションの拠点とする

②ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）
世界一のロボット利活用社会を目指し、日常の隅々にまでロボットの普及を図る

③世界を見据えたロボット革命の展開・発展
IoT時代におけるロボットで世界をリードしていくためのルールや国際標準の獲得を図る

目標達成のために実施する事業
１）ロボットイノベーション及びロボット利活用推進に関する課題解決に資する関係者のマッチング、ベストプラクティスの

共有・普及の推進
２）国際標準化活動の推進に向けた情報共有、共有課題の整理及び対応策の企画・立案
３）情報セキュリティ確保策の企画・立案
４）国際プロジェクト等の企画・立案
５）実証試験のための環境整備
６）人材育成のための企画・立案
７）関係機関との連携による研究開発、規制改革等の推進
８）国際連携を含めた関連情報の収集・発信、普及・啓発事業の推進
９）その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

2014年5月 OECD閣僚理事会にて安倍総理が
「ロボットによる新たな産業革命を起こす」と表明

2014年9月 「ロボット革命実現会議」発足（首相官邸）
2015年2月 「ロボット新戦略」決定（日本経済再生本部）

「ロボット革命イニシアティブ協議会」設立を宣言
2015年5月 「ロボット革命イニシアティブ協議会」創立総会

団体・企業・個人計226会員(発足時点)
2020年6月 組織名称を「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ

協議会」に改定
（2020.6.25時の会員数：535会員)

出典：首相官邸

設立の経緯

2015年 創立記念懇親会（安倍総理ご挨拶）



組織体制

会長
(一社)日本機械工業連合会 会長 大宮 英明（三菱重工業㈱ 相談役）
副会長
(一社)電子情報技術産業協会 会長 石塚 茂樹（ソニー(株) 代表執行役 副会長）
(一社)日本電機工業会 会長 浜崎 祐司（(株)明電舎 代表取締役 取締役会長）
(一社)日本ロボット工業会 会長 小笠原 浩（(株)安川電機 代表取締役社長）
運営幹事
i) 事業者団体
(一社)情報通信ネットワーク産業協会 会長 古田 英範（富士通(株) 代表取締役副社長）
(一財)製造科学技術センター 理事長 柵山 正樹（三菱電機(株) 取締役会長）
全国農業協同組合連合会 代表理事専務 野口 栄
(公財)テクノエイド協会 理事長 大橋 謙策
(一社)電子情報技術産業協会 会長 石塚 茂樹（ソニー(株) 代表執行役 副会長）
(一社)日本機械工業連合会 会長 大宮 英明 (三菱重工業(株) 相談役)
(一社)日本機械工業連合会 副会長 綱川 智 （(株)東芝 取締役会長）
(一社)日本機械工業連合会 副会長 斎藤 保 （(株)ＩＨＩ 相談役）
(一社)日本機械工業連合会 副会長 中西 宏明（(株)日立製作所 取締役会長兼執行役）
(一社)日本機械工業連合会 副会長 古川 実 （日立造船(株) 相談役）
(一社)日本建設業連合会 副会長 宮本 洋一（清水建設(株) 代表取締役会長）
(一社)日本工作機械工業会 会長 飯村 幸生（東芝機械(株) 代表取締役会長）
(一社)日本産業機械工業会 会長 斎藤 保 （(株)ＩＨＩ 相談役）
(一社)日本電機工業会 会長 浜崎 祐司（(株)明電舎 代表取締役 取締役会長）
(一社)日本ロボット工業会 会長 小笠原 浩（(株)安川電機 代表取締役社長）
(一社)日本機械工業連合会 副会長兼専務理事 中富 道隆 （RRI事務局担当）

ii) 企業
オークマ(株) 代表取締役会長 花木 義麿
(株)小松製作所 代表取締役会長 大橋 徹二

日本電気(株) 代表取締役会長 新野 隆
パナソニック(株) 取締役会長 長榮 周作
ファナック(株) 代表取締役会長 稲葉 善治
富士通(株) 取締役シニアアドバイザー 山本 正己
三菱電機(株) 取締役会長 柵山 正樹
(株)安川電機 代表取締役社長 小笠原 浩

監査役
(一社)日本電気計測器工業会 会長 西島 剛志（横河電機(株) 代表取締役会長）

主要メンバー（運営幹事等）

事務局 IEC SyC SM 国内審議団体

国際電気標準会議（IEC SyC SM）
Systems Committee
Smart Manufacturing

総会 運営幹事会

会長

副会長

運営幹事

監査役

評議員

実務者連絡会

実務者

WG1：IoTによる製造ビジネス変革WG

インダストリー４.０など製造業のビジネス変革をテーマとするWG

WG2：ロボット利活用推進WG

ロボットの社会実装をテーマとするWG

WG3：ロボットイノベーションWG

ロボット技術そのものの進化を目指すWG

未来ロボティクスエンジニア育成協議会

※

※事務局：一般社団法人
日本機械工業連合会(JMF)
内に設置



スマートマニュファクチュアリ
ング分野の国際標準化に
貢献するため、
RRIは、IEC System 
Committee Smart
Manufacturingの国内
審議団体の運営をJISC
より引き受け、国内委員会、
運営委員会、工業会委
員会、及び専門委員会を
運営しています。

JEMA：一般社団法人 日本電機工業会、JEMIMA：一般社団法人 日本電気計測器工業会、JEITA：一般社団法人 電子情報技術産業協会、JMF:一般社団法人 日本機械工
業連合会、JMTBA：一般社団法人 日本工作機械工業会、JSIM：一般社団法人 日本産業機械工業会、MSTC：一般財団法人 製造科学技術センター、NECA：一般社団法人
日本電気制御機器工業会、JARA：一般社団法人 日本ロボット工業会、CIAJ：一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会、JAMA：一般社団法人 日本自動車工業会、
JAPIA：一般社団法人 日本自動車部品工業会

未来ロボティクスエンジニア育成協議会(CHERSI)の活動

国際標準化の活動

連携組織

経済産業省主導のもと、産学
連携のロボットに関連する人財
育成協議会をRRIに設立しま
した。

産業界からはロボットメーカー
７社と、FA・ロボットシステム
インテグレータ協会が参画し、
最新の技術動向、シーズを
教育機関に提供していきます。

教育機関等からは、
(独)国立高等専門学校機構、
全国工業高等学校長協会、
(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構が参画します。
（右図は取り組みイメージ）

「ロボット新戦略」、「ロボットによる社会変革推進計画」、「Connected Industries」“ものづくり・ロボティクス”分野の推進
母体として、以下の国内外の組織と連携して活動を推進しています。

IEC：International Electrotechnical Commission SyC：Systems Committee
SM ：Smart Manufacturing JISC:日本産業標準調査会

Connected Industriesの活動

経済産業省が掲げる「Connected Industries」の重点5分野の１つ”ものづくり・ロボティクス“分野の取組みを牽引する
とともに、Connected Industriesの普及・啓蒙を行っています。

IEC
SyC SM

専門委員会

RRI

JISC

国内審議団体（RRI事業）

WG 工業会委員会

国際 国内

事務局

・
・
・

運営委員会

ミラー

国内委員会



製造業分野において、デジタル化の活用と上流を含めた自動化で生産性を高め、かつ、加速するイノベーションにより、世
界と日本をSociety5.0にふさわしい豊かさにできるよう、産業革命を推進します。そのために、高次かつ横断的に、全体俯
瞰をしながら、本質的な課題の抽出と、それに対するConnected Industriesの具体策をシステム的、体系的、科学的に
議論していきます。この過程を通して自律した解決活動を生み出す場を創出します。

IoTによる製造ビジネス変革WG（WG1）

報
告
・
提
案

幹事会
管理・運営

サブＷＧ

国際標準化AG

ビジネスエコシステムAG

中堅・中小企業AG

産業機械

広報プロモーション

ＡＧ(アクショングループ)

施策検討と実行

産業セキュリティAG

サブ幹事会

官主導：課題・施策の検討

サブWG７、サブWG8、他

・ロードマップ調査研究委員会
・ドイツ・米国調査団、他

調査研究

動向調査・分析/将来像検討

民主導：課題の検討

活動・提言のプロモーション

WG1の目的

WG1の構成

WG1の主な活動

１．情報共有とグループ活動
１）国内、国際の動向、事例の共有(定期開催)
２）国際動向の調査、分析
３）ユースケース調査（収集と公開）
４）中小企業支援（中小企業の支援者のネットワーク化）
５）分野別の課題、施策の検討（産業機械）
６）テーマ別の課題検討（サブWG）
７）調査研究

・ロードマップ調査研究委員会
・ドイツ・米国調査団、他

２．国際連携
１）国際連携

①日独連携（専門家会合）
国際標準化、産業セキュリティ、ビジネスエコシステム

②他の主要国との連携（米国、アジアなど）
２）国際連携成果の公表

国内（国際シンポジウム：秋）にて中間状況、国際（ハノーバーメッセ：春）の場にて連携成果を発表。
３）各種ワークショップ

海外の連携団体との共催、及びこ国際の専門家を招聘したワークショップ開催
４）海外の連携団体との連携協定の締結（Plattform Industrie 4.0、Industrial Internet Consortium、

International Data Spaces Association、他）
５）国際展示会での情報発信(ハノーバーメッセなど)

３．国内連携
・関連する工業会、協会、学会などと連携し、セミナーや展示会などを介し、課題の議論と活動の普及啓蒙

ロボット革命・産業IoT国際シンポジウム 2019



ロボット利活用推進WG（WG２）

WG２の目的

WG２の構成

WG２の取組み

ロボット活用を進める重点分野において、利活用を加速させるために有効な分野横断的な具体的な仕組みを構築します。

ロボット導入を検討する事業者
（事例紹介、基礎知識）

ロボットSIer(システムインテグレーター)

（SIer登録、スキル標準、プロセス基準）

データベース整備
（SIer、ベストプラクティス事例等）

事業支援機関
資格制度

人材育成

育成機関

スキル読本研修・認定

マッチング

ものづくり分野、商業施設分野、介護分野、建設分野、物流分野
（規制改革、人協働ロボット普及、保険）

幹事会

環境整備 サブＷＧ

人材育成＆マッチング サブWG

１．人材育成＆マッチングSWG
ロボットの裾野拡大に向けた人材育成、及びマッチング方策の具体化を図ります。
①自治体、地域機関及び金融機関等のサポート機関を「ロボット活用ナビ」に掲載・アップデート
②人材育成・マッチングに関わるフォローアップ

２．環境整備SWG
ロボットバリアフリー社会の実現に向けての取組みを分野別検討を実施します。
①ロボット技術の進展に伴ってさらに必要となる規制改革要望の提案
②人協働ロボットの普及に向けた環境整備に関する提案
③ロボット用損害保険の整理

３．ロボット実装モデル構築推進SWG
リーディングユーザーが主導し、ロボットメーカーやSIerと協働して、
ロボットフレンドリーな環境構築に関する規格・標準化の検討等を
実施することを通じて、ロボット実装モデルを構築します。
①施設管理TC
②小売TC
③食品TC

ロボット活用NAVI

ロボット利活用推進WG

ロボット実装モデル構築推進 サブＷＧ

コーディネータ/アドバイザー、マッチング運営

施設管理ＴＣ、小売ＴＣ、食品ＴＣ ※TC : Technical Committee

（ロボットフレンドリーな環境構築に関する規格・標準化の検討等）

http://www.robo-navi.com/



ロボットイノベーションWG（WG３）

WG３の目的

WG３の構成

WG３の取組み

(１) 次世代ロボット開発やロボット利活用の裾野を広げるためのロボット開発、製造及び導入改革に向けた取組みを行います。
(２) 国際展開を見据えたルール及び標準化を検討します。

１．調査検討委員会
ロボットイノベーションWGの目的に資する専門的なテーマに基づいた討議等を実施します。
①次世代サービスロボット、人共存ロボットの安全設計・開発指針

となる安全ガイドラインの開発
②ロボットにおけるオープンソースソフトウェアの活用における特許・

ライセンスへの対応
③オープンソースソフトウェアを活用した企業における開発プロセス・

品質管理の確立
④参照できるロボットシステムのテンプレートの提供
⑤オープンソースソフトウェアパッケージの作成・改良・改善
⑥移動ロボットの機能・性能評価の際に活用できる評価項目・

環境の策定
⑦サービスロボットに関するAIの有効性の指標化と効果の明確化
⑧サービスロボットにおけるセキュリティ対策指針の開発

2．シンポジウムによる啓蒙
ロボットイノベーションシンポジウムを開催します。

ロボットイノベーションWG

ロボット安全設計開発調査検討委員会

ソフトウェア特許・ライセンス調査検討委員会

ロボットシステム開発プロセス・品質管理調査検討委員会

ソフトウェアアーキテクチャ調査検討委員会

調査検討委員会ステアリングボード

移動ロボット評価指標調査検討委員会

【成果物】

ガイドライン

仕様書

ソフトウェア

標準化

次世代ソフトウェア実装手法調査検討委員会

幹事会

調査検討委員会 報告書（2019）

ロボットセキュリティ調査検討委員会

サービスロボットAI性能基準調査検討委員会

https://www.jmfrri.gr.jp/
document/library/1392.html



To Survive by agile and open value creation.

ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会(RRI)

〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館5階 507号
（一般社団法人 日本機械工業連合会 内）
TEL: 03-3434-6571 FAX：03-3434-2980

E-mail:jimukyoku@jmfrri.gr.jp URL：https://www.jmfrri.gr.jp/

最寄りの交通機関
東京メトロ日比谷線・・・・・・・神谷町駅下車 徒歩８分
都営地下鉄三田線・・・・・・・・御成門駅下車 徒歩８分
都営地下鉄大江戸線・・・・・・・赤羽橋駅下車 徒歩10分
都営地下鉄浅草線・大江戸線・・・大門駅駅下車 徒歩10分
ＪＲ山手線・京浜東北線・・・・・浜松町駅下車 徒歩15分
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