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当社の主な製品 
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当社の考え（事業計画） 

 ロボット業界はパソコン業界の後追いをしている 
 

 即ちパソコン業界の歴史は ロボット業界の未来だ 
 

 つまりパソコン業界に起こった事を、ロボット業界に
置き換えて実行してゆく事がロボット業界でリー
ダーシップを取るために手段であり、それが当社の
事業計画であります。 
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中小企業ロボット稼働率 



図1.5-3 産業用ロボットの応用技術(アーク溶接)の主要出願人 
（1971～96年までに公開された出願） 
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中小企業にロボットが導入されない理由 

投資効果がわからない！ 
  ワープロ、CAD、NC、などの導入時と同じ 
 

製造手順を変えようとしない！         
  人手で製造する手順とロボットを用いて製造する手 

順は同じでは無い！！ 
 

ロボットオペレーターがいない！ 
  忙しいときはロボットの勉強をする時間が無い 

  暇な時にはロボットの勉強をするお金が無い 



尼崎ロボットテクニカルセンター 

溶接ロボット ハンドリングロボット 

../../Desktop/営業ネタ/宣伝ビデオ/ニュースＢＩＺサイネージ用.mpg
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産業用ロボット特別教育終了証発行実績 （2015年8月13日現在） 

（1）出身地域別人数 （2）業種別 会社数・人数 

兵庫県 718     会社数（校数） 人数 
大阪府 356 製造業 金属加工 59 213 (159) 
京都府 45   産業機器 186 270 (204) 
滋賀県 35   電気・ｴﾈﾙｷﾞｰ 122 153 (141) 
奈良県 13   化学製品 79 95 (88) 
富山県 4   薬品、化粧品 24 34 (34) 
鳥取県 5   鉄鋼 38 63 (49) 
岡山県 10   食品 40 97 (63) 
静岡県 4   その他 85 120 
愛媛県 8   計 633 1045 

鹿児島県 2 サービス業 商社 7 17 (14) 
宮城県 2   人材派遣業 16 32 (30) 
愛知県 3   銀行 1 2 
島根県 5   物流 5 19 
高知県 5   計 30 71 
長崎県 2 学生 大学生,院生 10 36 
福井県 1   高校生 19 73 

和歌山県 3   計 29 109 
福岡県 11 その他  38 38 
広島県 2           
三重県 6 

  合計 730 1263 
その他との合計  1263 
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工業高校生に対する教育 



工業高校生に対する教育 



産業用ﾛﾎﾞｯﾄの未来 

 技術は日々進化するもので、それはロボットに対しても言
え、もっと進歩したロボットが作られていくと思います。 

例：）蛇腹状の関節を持ち今のロボットよりはるかに広い可
動域を持つもの etc 

 

 おそらくｺﾝﾋﾟｭｰﾀが今一人に一台となったように、ロボットも
一人に一台の時代がくるということも考えられ、そのときは
産業用ばかりでなくそれこそ漫画や小説などのように人と
もに生活をするようなロボットも生み出されると思います。 

 例：）人間に近い容姿で、介護や一人暮らしの老人の寂し
さを紛らわすなどの用途に用いられる。 



インターンシップを通じて感じたこと 

今回は初めてのことが多く、少し疲れてしまいましたがロ
ボットを操作するのは、楽しく、自分がプログラムした通り
に作業をしてくれるとうれしかったです。 

 

高丸工業、ＡＲＴＣでお世話になった人達も明るく、面白く
て、楽しく実習が出来ました。 

 

ここで学んだことが将来役立つかは判りませんが、僕は
今回の体験を参考にして仕事を選びたいと思います。 

９日間ありがとうございました。 
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中小企業へロボットを普及させるための提案 

ロボット関連産業や、中小製造業の
生産性を急成長させる為には、高校
の授業で、産業用ロボットの取り扱い
を、たとえ一年間で１時間でも良いか
ら、教える事が有効なのではないで
しょうか？ 



工業高校での産業用ロボット教育 

•まず産業用ロボットの使い方を学習する 
 

•何事も柔軟に考える 
 

•遊び的な発想が必要 
 

•新しいロボットの用途開発につながる 
 

•学校対抗のコンテストを開く等 
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当社の試み 

ロボットで綿菓子 

 

ロボットでかき氷 
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../../Desktop/営業ネタ/ロボット適応例/動画/綿菓子.avi
../../Desktop/営業ネタ/ロボット適応例/動画/2010 エコキッズ.avi


ロボットで音楽演奏 
 
ロボットで絵をかく 
 
ロボットでＤＪ 
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ROBOTLAB_MOV/instrument_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/instrument_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/autoportrait_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/autoportrait_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/autoportrait_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/autoportrait_720x576_oT.mov
ROBOTLAB_MOV/jukebots_720x576_oT.mov
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☆ 吉位 敬介 
☆ 県立尼崎工業高等学校  
☆ 機械科２年Ｂ組   
☆ 趣味：絵描き 



ロボット図 

作業アーム 

塗料用輸送 

チューブ 

上下調節用 

ワイヤー 

塗料用タンク 



出来上がり図 
左右の移動 

上下移動 

本体 

吹付描画 



これであなたもプロボクサー？ 

君もプロボクサーになり
たくないかい？ 

尼崎産業高校機械科２年 

中山直哉 



ロボット図 

グローブ 

センサー
付台 

ものすごい角度まで
いく最強の関節 



ロボットを作ろうと思った理由 

 TVでボクサーを見ていると、サンドバックな
どを殴ってばかりでよける練習をあまりして
いないと思うので、パンチをよける練習のた
めのロボットを考えました。 

 実際の試合の緊張感があじわえるとおもい
ます。 
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10年前、携帯電話が今のような形、機能を
持つ事を予想する事ができませんでした。 
   

また15年前、パーソナルコンピューターが今
の様な機能を持つ事を予想する事が出来ま
せんでした。 
   

当社は10年後に「10年前、産業用ロボット
がこんな形になってこんな機能を持つことは
予想できなかった」と言われる様なロボット
システムの製造に取り組んで行きます。 
 

 


