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産学官などで構成される「さ

がみはロボットビ ジネス協議

会」はこのほど、米シリコンバ

レーを視察した。グーグル本社

やスタンフォード大学など、名

だたる企業、大学が位置する同

地域。ロボット関連のベンチャ

ーも多く誕生しており、実際に

ロボットがホテルや病院などで

活躍する。同協議会の渡邊将文

会長（ＭＥＭＯテクノス社長）

―現地ではロボット普
及が進んでいるとのこと
ですが。
「そうですね。例えば
そんなに高級でないホテ
ルでもルームサービスで
サンドイッチを頼んだと
してもロボットが持って
きてくれます。視察で立
ち寄った病院では、薬や
食事、ごみを運ぶロボッ
トが当たり前のように使
われていました」
―人件費が高いのでロ

に、日米の違いや国内での展望
について聞いた。

ボットが普及しているの
でしょうか。
「その観点で言えば、
日本よりも一歩も二歩も
進んでいます。人の代わ
りに作業をするロボット
を導入したおかげで、フ
ルタイムの従業員が大幅
に減ったという例も聞き
ました」
「それに対し日本の場
合、ホテルなどでロボッ
トが 普 及し て いな い の
は、日本人の仕事に対す

ホテルや病院で
ロ ボット が 普 及

シリコンバレー視察で実感

80

る考え方との相違がある
と思います。なぜなら日
本は『おもてなし』を大
切にするからです。『お
客様のために―』という
心があるので、それをす
ぐにロボットに置き換え
るということが難しいと
いえます」
―米国は開業率が日本
よりもはるかに高く、ロ
ボット関連のベンチャー
も増えています。
「ベンチャーも視察し
ましたが、日本なら『試
作レベル』のような製品
でも平気で売っていまし
た。たとえ完成度 ％に
満た な い試 作レ ベ ル で
も、足りない部分があれ
ば次バージョンで売る。
それでも良しとする文化
が米国にはあります。一
方、投資家は起業家の心
意気や人となりに対して
投資します。そうした文
化が結果的にユニークな
企業、製品を生んでいる
と思います」
―日本の中小企業にビ
ジネスチャンスはあるで
しょうか。
「もちろんです。これ
からは米国のマーケット
も意 識 して いく べ き で
す。確かに、トランプ大
統領の誕生で、先行きは
分かりませんが、米国が
ロボット技術に力を入れ
ることは間違いないと思
います。日本の中小企業
の技術だって売り込める
はずです」

ドイツ■シリコンバレー視察

現地 で見 た もの は
工会議所で主催した海外
視察会に参加した経営者
から話を聞く。
視察会では、おもにモ
ノづくり技術やロボット
に関する企業や施設を訪
問。技術発展や製品開発
の背景となるそれぞれの
国の生活や文化などにつ
いても触れた。
今回の報告会では、参

日 に報 告会 開催 へ

工業部会ＧＥＴプロジ
ェクト（早川正彦委員長）
は１月 日の午後６時半
～同８時半まで市立産業
会館で海外視察報告会を
開く。
「ドイツ・シリコンバ
レー 行ってみたら本当
はこんなトコだった！」
とする同報告会では、こ
とし 、 月に相模原商
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「キャロ ちゃん

加者がそれぞれの国で実
際に見たもの、体験した
ものについても含め、企
業経営者の視点から報告
していく。
第一部は「ドイツのも
のづくりと産業ロボット
について」をテーマに、
工業部会ＴＲＹプロジェ
ク トの 杉本 祥 一委 員 長
（ハイスポット社長）が
講演する。
第二部は、さがみはら
ロボットビジネス協議会
の渡邊将文会長（ＭＥＭ
Ｏテクノス社長）が、「シ
リコンバレーのロボット
開発について」を話す。
参加無料。定員 人。

」発 売
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防犯カメラなどの製造
販売、キャロットシステ
ムズ（相模原市緑区西橋
本）の新入社員、大久保
喬さん（ ）が、シリア
ル通信モニターの新製品
「キャロちゃん６４」を
開発した。
同製品は、測定装置や
産業機械などで、本体を
シリアル通信でリモート
制御する際に、正常に通
信できているかをモニタ
リングするための装置。
本体とリモート装置の通
19

信モジュールのやり取り
を見える化する。国際的
な通信方式「ＲＳ―２３
２Ｃ」に準拠している。
もともと、同社は１９
９９年に初代「キャロち
ゃん」を発売。継続販売
してきたが、今回はウィ
ンドウズ にまで対応し
た 最新 機 種を 製 品化 し
た。
来年１月末までキャン
ペーン価格の６万９８０
０円
（税別）で販売する。
初代「キャロちゃん」の
10

ユーザーは特別価格６万
４０００円（同）だ。
開発を担当した大久保
さんは、東京工業大学付
属科学技術高校卒業後、
こ とし ４月 に 同社 に 入
社。「責任を持って仕事
をさせた方が成長につな
がる」との西澤勇司社長
の考えからすぐに同製品
の開発を任された。
「開発中は、途中で失
敗した原因を突きとめる
のが大変でした」という
大久保さんは、試行錯誤
の末、半年後にようやく
開発にこぎつけた。
同社エキスパート・エ
ンジニアを務める網藤牧
男 さん と細 谷 一尚 さ ん
も、アドバイスをするな
ど開発を影で支えた。網
藤さんは「悩みに悩んで
ほしい。そしてエンジニ
アとして１つずつ“引き
出 し” を増 や して ほ し
い」と見守る。
開発したこの日、大久
保さんの肩書から「新入
社員」の「新入」が削除
された。

新入社員 ・大久保さ ん開発
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大久保さん（左）と西澤社長
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キャロット
システムズ

（発行）
かながわ経済新聞合同会社
〒252-0239
相模原市中央区中央3-12-3
商工会館本館１階
※プリントしてご自由にお
読みください。

ロ ボ ビ ジネ ス 協 ・渡 邊 会 長に 聞 く

「今後は米国市場も視野」

