
第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策

何ができるのか、どんな効果があるのか知りたい
●先進事例集、ＩｏＴ自己診断／費用対効果算定ツール P１
●認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター） P３
何をすればいいか相談したい
●ロボットシステムインテグレータ（ロボットSIer） P４
手軽に低コストで使えるツールを知りたい
●スマートものづくり応援ツール P７
IoT等への投資を資金面で支援して欲しい
●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 P８
ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業

●新連携支援事業（商業・サービス競争力強化連携支援事業） P９
サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）

●サービス等生産性向上IT導入支援事業 P10
●第四次産業革命スキル習得講座認定制度 P11
IoT等の活用に取り組む企業とネットワークを作りたい
●ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）「中堅中小企業アク P12
ショングループ」

●地方版IoT推進ラボ P14
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何ができるのか、どんな効果があるのか知りたい１
IoT自己診断ツール

IoT費用対効果算定ツール
先進事例集

（オンライン・ユースケースマップ）

 日本企業が「IoTをうまく活用した例」を
Webサイトで公開。検索可能。

 2017年3月に包括版を公表
 ドイツ、フランスのIoT事例も検索可能

（英語）。

 「自社がどのくらいIoT活用できてい
るか」。ものづくり白書による全国アン
ケートの平均値と比べることが出来
るツールをご用意。経済産業省HP
からダウンロード可能。

 「IoTに投資するとどのくらいの効果
があるのか」・・・自動車、工作機械、
鉄鋼、食品加工の4分野における
典型的なIoT事例について、おおま
かな効果を算出できるツールをご用
意。経済産業省HPからダウンロード
可能。

https://www.jmfrri.gr.jp/info/435.html
【お問合せ先】 経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室
TEL︓ 03-3501-1689／1787
Mail︓kaizen@meti.go.jp

【お問合せ先】 ロボット革命イニシアティブ協議会事務局 TEL
︓ 03-3434-6571 Mail︓jimukyoku@jmfrri.gr.jp HP
︓https://www.jmfrri.gr.jp/

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/ 
mono/2016/iot_tool.html
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IoT先進事例の見える化＋ドイツ・フランスとの共有

【お問合せ先】ロボット革命イニシアティブ協議会事務局 TEL: 03-3434-6571 Mail:jimukyoku@jmfrri.gr.jp HP:https://www.jmfrri.gr.jp/

360事例

212事例

175事例

【参考】各国のIoTユースケースマップ
日本 ︓http://usecase.jmfrri.jp/#/
ドイツ ︓http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html  
フランス ︓http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/

【参考】各国のIoTユースケースマップ
日本 ：http://usecase.jmfrri.jp/#/
ドイツ ：http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html
フランス ：http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/
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214事例

●目的 ・成果の可視化 ・ベストプラクティスの共有 ・ビジネス協力の促進
オンラインユースケースマップ
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• 中小企業等経営強化法の改正（平成30年7月施行）により、中小企業の生産性向上に
資するITツールを提供するITベンダー等を「情報処理支援機関」として認定。

• 新たにITベンダー等を中小企業支援者に位置づけ、ITツールやITベンダーの見える化を
推進。中小企業が使いやすいITツールの開発をITベンダー等に促すとともに、中小企
業のIT導入を通じた生産性向上を図る。

認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）

【お問合せ先】 スマートSMEサポーター問い合わせ窓口 TEL︓ 0120-344-998 https://smartsme.go.jp/
中小企業庁技術・経営革新課(制度相談) TEL︓03-3501-1816

何ができるのか、どんな効果があるのか知りたい１
随時募集
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経営革新等支援機関
（商工団体、士業
、金融機関等）

中小企業

経済産業
大臣

経営面
の支援

制度概要

中小機構／ＩＰＡ

情報処理支援機関
（ITベンダー等）

連携
・ITツールに関する情報提供
・活用状況フォローアップ 等

申請

認定

・専門家派遣
・サイバーセキュリティに関する情報提供 等

 信用保険制度により開発等の資金の
借入れを支援

 ３年ごとに更新生産性向上に資する
IT導入等の支援

スマートSMEサポーター

https://smartsme.go.jp/


関連装置メーカー

ロボットハンド、ツールチェンジャ、ロボット
走行台車、コントローラ、ビジョンセンサ
（カメラ）、etc...

周辺設備メーカー

治具、安全柵、製品ストッカー、コンベア、
パーツフィーダ、排出シュート、通信機器、
etc...

 ロボットメーカーが販売する「産業用ロボット」には、物をつかむためのハンドは付いておらず、動き方
も教えられていないが、中小企業が単独で自社の生産ラインに適合するようにロボットシステム
を 構築することは難しい場合が多い。

 ロボットを使用した機械システムの導入提案・設計・構築等を行う「ロボットシステムインテグレー
タ」（ロボットSIer）と呼ばれる企業は、今後ロボットの導入促進に向けて重要な存在。
ロボットメーカー システムインテグレータ（SIer） ユーザー

ユーザーの現場課題を分析し、
最適なロボットシステムを構築
するために必要な機械装置を
選別・統合する

生産現場にロボットシステムが
構築される

システムインテグレーション
 工程分析
 システム企画・構想
 基本・詳細設計
 製造・組立
 設置工事・運搬
 動作教示（ティーチング）

etc...

ハンドは付いていない
動き方も教えられていない
垂直多関節型ロボット、
双腕型ロボット、スカラ型
ロボット、パラレルリンク型
ロボット、etc...

多種多様なロボット化のニーズに応え、ロボット活用のフロンティアを開拓する主体
としてシステムインテグレータの役割が重要

何をすればいいか相談したい２
ロボットシステムインテグレータ （ロボットSIer）
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 ロボット活用に関する情報を集約するポータルサイトを開設。
様々な分野でのロボット活用事例や、システムインテグレータの検索が行えるコンテンツを整備。

「ロボット活用ナビ」（http://www.robo-navi.com/）
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サイトトップページ
検索コンテンツのほか、ロボットを導入した企業インタビューなども掲載

ロボットシステムインテグレータ検索
地域、実施業務、得意分野といった条件で検索が可能

SIer実施業務
調査や設計、工事、
教育、保守点検など、
依頼したい業務内容
が実施できるシステム
インテグレータを指定

得意分野
ものづくりやサービスの
ほか、農林水産、イン
フラ、介護・医療といっ
た幅広い分野から作
業工程や業種、現場
などを指定

ロボット導入動画
ロボット導入実証事業で採択された案件の導入現場の映像を紹介

【お問合せ先】 （一社）日本ロボット工業会 TEL︓ 03-3434-2919

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


「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」（ http://www.farobotsier.com/）

• 平成30年7月13日にFA・ロボット業界の活動ネットワークのハブとなる「FA・ロボットシステムインテ
グレータ協会」が設立。

• SIerの同業者組織としてSIer業界の事業環境の向上に取り組むとともに、SIerを取り巻く関係者
間でのビジネスを加速化させる推進主体となる組織を目指す。

• 現在、SIer会員175社、協力会員60社が加盟している（令和２年３月１日時点）。
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① SIerを中心としたFA・ロボット業界ネットワークの構築
 SIerを中心とした全国規模の情報ネットワークの確立
 ユーザー要望に対してベストフィットソリューションを提供できる企業とのマッチン

グの実現に向けた企業連携ネットワークの構築

「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」の活動内容の大枠

② SIerの事業基盤の強化

 SIerの経営基盤や事業環境の向上に向けた、SIer間の協業体制の構築や
業界標準の制定、人材確保支援など

③システムインテグレーションに対する専門性の高度化

 FA・生産システム及びそのインテグレーションに対する専門性を強化するための、
技術・安全講習を通した人材育成や教材開発など

第1回設立準備会議の様子
（平成29年11月7日）

FA・ロボットシステムインテグレータ協会
設立総会の様子

（平成30年7月13日）

http://www.farobotsier.com/


 上記を受け、中堅・中小製造業がより簡単に、低コストで使える業務アプリケー
ションやセンサーモジュール等のツール（機能領域ごと）を募集。
2019年はユーザの声を反映する目的でITreviewと連携。

 中小製造企業の経営者の目線にて審査委員会を実施した上で公表。

 募集結果︓第１回106件、第２回124件、第3回61件

手軽に低コストで使えるツールを知りたい３
スマートものづくり応援ツール

【お問合せ先】 ロボット革命イニシアティブ協議会事務局
TEL︓ 03-3434-6571 Mail︓jimukyoku@jmfrri.gr.jp HP：https://www.jmfrri.gr.jp/ 7

ロボット革命イニシアティブ協議会（ＲＲＩ）中堅・中小企業サブ幹事会 “Ｉｏ
Ｔは、経営や生産現場の課題を解消するためのツールだが、「高度で手の届

かないツール」との認識は不要。それぞれの企業の身の丈に合った活用方法がある”

第3回応募―ツール(イチオシ)

mailto:jimukyoku@jmfrri.gr.jp
https://www.jmfrri.gr.jp/


 中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革
新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を
行うための設備投資等を支援します。

一般型 【通常枠】補助金上限額︓1,000万円
補助率︓中小１／２、小規模２／３

【特別枠】補助金上限額︓1,000万円
補助率︓２／３または３／４

【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】上限50万円・定額

「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方
法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援。また、新型コロナ感
染症の影響を乗り越えるために行う前向きな投資を行う事業者向けに、
新たに特別枠等を創設。
公募期間︓三次締切 8月3日（金）17時 通年で随時締切を設定

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

【お問合せ先】
ものづくり補助金事務局
受付時間︓10:00～17:00（土日祝日を除く）
TEL︓050-8880-4053
Mail:monohojo@pasona.co.jp 8

IoT等への投資を資金面で支援してほしい＜参考＞４

グローバル展開型 補助金上限額︓3,000万円
補助率︓中小１／２、小規模２／３

海外事業（海外拠点での活動を含む）の拡大・強化等を目的とした
説い投資等の場合、補助上限額を引き上げ。
公募期間︓未定

ビジネスモデル構築型 補助金上限額︓1億円
補助率︓定額(10/10）

中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面
的支援プログラムを補助。（例︓面的デジタル化支援、デザインキャンプ、
ロボット導入FS等）
公募期間︓一次締切 6月12日（金）17時

 複数の中小企業等が連携する波及効果の大きい生産
性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセス改善を行うための設備投資等を支援します。

企業間連携型 補助金上限額︓2,000万円／者
補助率︓中小１／２、小規模２／３

複数の中小企業等が連携して行う、以下のプロジェクトを最大2年間
支援します。（連携体は５者まで）
①事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加
価値の創造や生産性向上を図る。
②地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を
受けて連携して新しい事業を行い、地域経済への波及効果をもたらす。
公募期間︓4月28日～6月30日正午まで

ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業

【お問合せ先】
令和２年度当初ものづくり高度連携補助金事務局
受付時間︓10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日を除く）
TEL︓03-5213-4058

サプライチェーン
効率化型

補助金上限額︓1,000万円／者
補助率︓中小１／２、小規模２／３

幹事企業・団体等（大企業含む）が主導し、中小企業等が共通システム
を面的に導入し、データ共有・活用によってサプライチェーン全体を効率化する
取組等を支援します。（連携体は10者まで）
※幹事企業が大企業の場合は補助金支給の対象外
※企業間連携型は、参画企業全ての事業計画策定が必要である一方、サ
プライチェーン効率化型は幹事企業が代表し事業計画を策定することが可能
公募期間︓4月28日～6月30日正午まで

mailto:monohojo@pasona.co.jp


異なる業種の中小企業間の連携及び産学官の連携によ
り取り組むサービスモデル開発に対して、補助金で支援

【補助上限額】 3,000万円
※2年度目は初年度の交付決定額を上限

【補助率】IoT、AI、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ等の先端技術活用型：2/3
一般型：１/２

【公募期間】令和2年2月18日～4月21日
※中小企業等経営力強化法第16条第1項に基づく、異分野連携新事業分
野開拓計画認定は、本事業の申請の要件ではなくなりました。
※本年度より、補助金電子申請システム（Jグランツ）による申請となります。

 IoTを活用した新事業にも活用可能。

新連携支援事業
（商業・サービス競争力強化連携支援事業）

サポイン事業
（戦略的基盤技術高度化支援事業）

ものづくり基盤技術の高度化に向けて、中小企業が大
学・公設試等と連携して行う研究開発や販路開拓等の
取組に対して、補助金で支援

【補助上限額】
単年度4,500万円 3年間の合計9,750万円以内

【補助率】 中小企業等2/3以内 大学・公設試等定額
※本年度からはサポイン事業の申請にあたっては中小ものづくり高度化法の
計画認定、地域未来投資促進法の計画承認の取得は不要となります。

【公募期間】令和2年1月31日～4月24日

 IoTを活用した新事業にも活用可能。

【お問合せ先】 中小企業基盤整備機構 経営相談ホットライン TEL︓ 0570-009111
オペレータに「新連携／サポイン事業の相談」とお伝え下さい。最寄りの窓口におつなぎします

（新連携）http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/ （サポイン）http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html

民間企業
大学・公設試等

事業管理機関

協力者国

サポイン事業の仕組み
新連携の仕組み
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IoT等への投資を資金面で支援してほしい ＜参考＞４

中小企業者

大学・公設試等

中小企業者
異分野連携

産学官連携

大学・公設試等

中小企業者

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html


IoT等への投資を資金面で支援してほしい４

１．対象事業者
中小企業、小規模事業者等（飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）。

２．補助額、補助率

 中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価
値向上に資するITツールの導入を支援します。

サービス等生産性向上IT導入支援事業
令和元年度補正予算額︓3,600億円の内数
（平成30年度補正︓1,100億円の内数）

上限額 下限額 補助率
450万円 30万円 1／2

【お問合せ先】
経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 TEL︓03-3580-3922
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３．補助対象のITツール
補助金ホームページに登録、公開されているITツール（ソフトウェア、サービス等）が対象。
例えば、パッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入・設定費用等が含まれる。※ハードは対象外

４．申請方法等
ITツールに詳しくない方でも、本事業で登録されたIT導入支援事業者が、ITツールの説明や、導入・運用方法等のサポー
トを実施。



第四次産業革命スキル習得講座認定制度
 民間事業者が社会人向けに提供するIT・データ分野を中心とした専門性・実践性の高い教育
訓練講座について、経済産業大臣が認定する「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を
2017年7月に創設（告示公布:７月３１日）。

 今春までに計６回の認定を行い、これまでの合計認定講座数はAI・データサイエンス分野を含む
１０９講座【2020年４月末時点】 。

【お問合せ先】
経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室 TEL︓03-3501-2259
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 TEL︓03-3501-2646

IoT等への投資を資金面で支援してほしい４
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■経済産業大臣認定の対象分野・目標
①ＩＴ分野
* ＡＩ、ＩｏＴ、クラウド、データサイエンス 等 【将来成長が見込める新技術・システムの習得】
（デザイン思考、アジャイル開発等の新たな開発手法との組み合わせを含む）

* 高度なセキュリティ 等 【必須スキルの習得】
② IT利活用分野（今後、分野の拡大を予定）
* 自動車分野のモデルベース開発 等 【(製造業向け等)ITによる高度化対応】

（目標）ITSSレベル４相当を目指すもの

■講座の特徴
 民間事業者による講座、資格とヒモ付かない講座、120時間以下の授業時間の講座も対象
 実習、実技、演習又は発表などが含まれる実践的な講座がカリキュラムの半分以上
 審査、試験等により訓練の成果を評価
 社会人が受けやすい工夫（e-ラーニング等）



 「経営課題」に応じ、「解決手段」や「課題とボトルネック」を整理した上で、それぞれの対策を検
討し、実行する。

 ＩｏＴは、経営や生産現場の課題を解消するためのツールだが、「高度で手の届かないツー
ル」との認識は不要。それぞれの企業の身の丈に合った活用方法がある。

 一方、「製品や工程の質が使っている機械のブランドで判断される」ように、ＩｏＴ導入が「頼
れる企業」の前提条件になり得ることを全ての中堅・中小企業が留意すべき。

IoT等の活用に取り組む企業とネットワークを作りたい
ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）「中堅中小企業アクショングループ」
中間取りまとめ（2016年4月）

主査︓松島桂樹
法政大学大学院客員教授

「中間取りまとめ」の方針に基づき、以下の活動を実施

• 年に数回の会合の実施
• IoT活用先進事例の募集・発表・共有・相互研鑽
• 全国各地のIoT団体や企業・ベンダーの相互連携・ネットワーキング（ハブ機能）
• スマートものづくり応援ツールの募集・選定・公表・導入支援
• 諸外国の中小企業IoT政策との連携

【お問合せ先】 ロボット革命イニシアティブ協議会事務局TEL︓ 03-3434-6571 Mail︓jimukyoku@jmfrri.gr.jp https://www.jmfrri.gr.jp/

５
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【お問合せ先】 ロボット革命イニシアティブ協議会事務局
TEL︓ 03-3434-6571 Mail︓jimukyoku@jmfrri.gr.jp 
https://www.jmfrri.gr.jp/

WG1: IoTによる製造ビジネス変革WG

WG2︓ロボット利活用推進WG
WG3︓ロボットイノベーションWG

ロボットイニシアティブ協議会

分野別サブ幹事会
・必要に応じて、分野別の施策や課題検討の場を設置。

・国際標準化ＡＧ
・中堅・中小企業ＡＧ
・産業セキュリティAG
・ビジネスエコシステムAG
SWG2 食品製造業関連
SWG7 エッジコンピューティング技術を

活用したスマート工場の実証
SWG8 デジタル変革を進める新しい

情報基盤の構築

産業機械サブ幹事会

幹事会

• ロボット革命実現のため、2015年5月、産学官を分厚く巻き込んだ推進母体ロボットイニシアティブ協
議会（Robot Revolution & Industrial IoT Initiative:通称RRI）を設置。

• IoTによる製造ビジネス変革WG（WG1）を設置。その下に、中堅・中小企業アクショングループを含
むアクショングループ（ＡＧ）を設置。

会員数︓ 531(2020年3月)

ロボット革命イニシアティブ協議会 全体の概要

ＡＧ（アクショングループ）
政策的対応／分野別戦略＋自ら実践
ドイツのインダストリー4.0PFと対応した立て付け

テーマ別サブＷＧ
・会員企業自身が主体となり、メンバー企業を募って組成。
・新たなサブＷＧの設置については随時可能。

推進チーム
・新たな連携モデルの検討

ロードマップ調査研究委員会など
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 各地域の特性・課題に合わせたIoTビジネスの創出を推進する地域の取組を、地方版IoT推進ラボ
として選定し（令和２年３月末時点 1 0 1 地域）、マークの付与、地域同士の情報共有機会の提供、
メンターの派遣等 の支援を実施。

地方版IoT推進ラボの仕組み

選定の基準（地方版IoT推進ラボ3原則）

1. 地域性（地域の独自性があるか）

2. 自治体の積極性と継続性（自立化シナリオ、キーパーソンがいるか）

3. 多様性と一体感（多様な事業主体等が連携し合っているか）

地方版IoT推進ラボ

【お問合せ先】独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 社会基盤センター 産業プラットフォーム部 地方版IoT推進ラボ事務局
TEL︓03-5978-7543 Mail︓ikc-local-iot＠ipa.go.jp https://local-iot-lab.ipa.go.jp/

地方版IoT推進ラボに対する主な支援策

1. 「地方版IoT推進ラボ」マークの使用権付与

2. ポータルサイト、ラボイベント等によるIoT関係者への広報

3. 地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に資するメンターの派遣

地方版IoT推進ラボ選定地域 分布図
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IoT等の活用に取り組む企業とネットワークを作りたい５

北海道経産局管内（11）
・札幌市① ・士幌町①
・函館市② ・猿払村③
・釧路市① ・室蘭市④
・北見市④ ・稚内市④
・長沼町④ ・東川町④
・森町⑤

沖縄総合事務局管内（3）
・沖縄県① ・沖縄市④
・恩納村⑤

九州経産局管内（14）
・福岡県① ・長崎市②
・北九州市① ・島原市④
・福岡市① ・南島原市③
・嘉飯桂地域② ・熊本県①
・佐賀県② ・宮崎県②
・大分県② ・鹿児島県①
・長崎県② ・直方市⑤

中国経産局管内（６）
・鳥取県➂ ・岡山県③
・瀬戸内市➂ ・広島県①
・島根県① ・山口県②
・宇部市➄

四国経産局管内（６）
・高知県① ・美波町③
・徳島県④ ・神山町④
・高松市④ ・愛媛県⑤

関東経産局管内（21）
・茨城県① ・横浜市② ・伊那市①
・栃木県④ ・相模原市② ・川上村③
・群馬県③ ・横須賀市② ・山梨県③
・埼玉県② ・湘南地域② ・静岡県①
・千葉県② ・新潟県② ・藤枝市③
・大田区③ ・長岡市③ ・長野県⑤
・神奈川県② ・柏崎市④ ・燕市⑤

東北経産局管内（10）
・山形県③ ・仙北市②
・宮城県① ・秋田横連携③
・仙台市② ・会津若松市①
・青森県④ ・岩手県④
・滝沢市④ ・秋田県④

中部経産局管内（15）
・富山県① ・岐阜県① ・豊田市②
・石川県① ・郡上市③ ・幸田町③
・加賀市① ・各務原市③ ・三重県①
・白山市② ・愛知県① ・能美市④
・かほく市③ ・名古屋市② ・木曽岬町⑤

※丸数字は選定時期

近畿経産局管内（14）
・福井県① ・京都市① ・淡路市③
・鯖江市② ・大阪府② ・奈良県①
・永平寺町③ ・大阪市① ・明日香村③
・滋賀県② ・八尾市④ ・和歌山県①
・米原市④ ・神戸市①

https://www.it-hojo.jp/
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/
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