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製造業向けロボットの世界市場を調査
2019 年は米中貿易摩擦の影響で縮小
今後は 5G 普及でスマートフォン関連、半導体関連がけん引
―２０２５年予測（２０１９年比）―
■製造業向けロボットの世界市場 ２兆２,７２７億円（２.２倍）
アフターサービスまでの一貫したサポート体制の構築やＳＩｅｒによる提案強化
ＡＩ・ＩｏＴ・ＶＲとの融合で高度な自動化が進みロボットの活用シーン広がる
●ヒト協調ロボットの世界市場 ２,６５３億円（４.５倍）
現在抱える課題が解消され、非製造業などでも導入が広がり拡大
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済
（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）
は、世界的な人手不足やスマートファクトリー化の進展により拡大が期待されるも、２０１９年は米中貿易摩擦の
長期化により縮小した製造業ロボットの世界市場を調査した。その結果を「2020 ワールドワイドロボット関連市
場の現状と将来展望 No.1 FA ロボット市場編」にまとめた。

＜調査結果の概要＞
■製造業向けロボットの世界市場
２０１９年
３,４０８億円
５１４億円
５,４６３億円
７８９億円

溶接・塗装系
アクチュエーター系
組立・搬送系
クリーン搬送系
合 計

１兆

１７４億円

２０１８年比
９４.２％
９３.６％
９０.１％
７４.９％

２０２５年予測
６,５２７億円
１,２１７億円
１兆２,６４９億円
２,３３５億円

２０１９年比
１９１.５％
２.４倍
２.３倍
３.０倍

９０.２％

２兆２,７２７億円

２.２倍

※市場データは四捨五入している

製造業向けロボット市場は世界的な人手不足を背景に拡大が続き、自動車関連やスマートフォン関連などでは
自動化が進んできた。しかし、２０１９年は米中貿易摩擦の長期化による設備投資の抑制、スマートフォン需要の
一服感や世界的な半導体不況により市場はリーマンショック以来の縮小となった。
２０２５年に向けては、生産性向上を目的としたスマートファクトリー化の進展、５Ｇの普及によるスマートフ
ォンや半導体需要の高まりに伴う企業の設備投資強化、ｘＥＶや自動運転車の普及による生産ラインの刷新など
により、再び市場は拡大するとみられる。
また、ロボット単体ではなく、製造工程に応じた複数のロボットの提案、アフターサービスまでの一貫したサポ
ート体制の構築、ＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇ、ＶＲといった新技術の融合により高度な自動化が可能となり、ロボットの
活用シーンが広がると期待される。
カテゴリー別の２０１９年の市場は、クリーン搬送系ロボットの落ち込みが特に大きく、スマートフォンなどの
コンシューマ機器の販売不振もあり２０１８年に続き縮小した。アクチュエーター系ロボットは、米中貿易摩擦の
影響は限定的であったが、単軸ロボットの単価下落により縮小した。
溶接・塗装系ロボットは、縮小したものの自動車関連の設備投資が底堅く、今後は自動車の電装化、先進国にお
けるＥＶやＦＣＶ、自動運転車などの普及に伴う生産ラインの刷新、新興国での生産ラインの新設や増強などによ
り拡大が期待される。

組立・搬送系ロボットは、卓上型ロボット、スカラロボット、垂直多関節ロボットが２０１８年比二桁減となっ
たが、ヒト協調ロボットは伸びが大きく鈍化したものの拡大を維持した。組立・搬送工程は、人が行う作業が依然
として多いため、ロボットを活用した自動化ニーズは高く、人手不足を背景に今後導入が進んでいくと予想され
る。スカラロボット、小型垂直多関節ロボット、ヒト協調ロボットは、柔軟な生産システムを実現する上で欠かせ
ないロボットとして、特に拡大が期待される。
■ＩｏＴ・ＡＩ・サービスの市場
２０１９年
１,５５２億円

２０１８年比
１０４.０％

２０２５年予測
５,００７億円

２０１９年比
３.２倍

ロボット制御ソリューション、ヒト協調ロボットレンタルサービス、予知保全システム・サービス、製造業向け
ロボットアフターサービスの日本市場＋日系メーカー海外実績と、モノづくり向けＡＩシステムの世界市場を対
象とする。
モノづくりの現場における生産性向上を目的としたスマートファクトリー化の流れを受けて、市場は拡大して
いる。現状では実証実験レベルの案件が多いものの、ＩｏＴ・ＡＩ活用に対するユーザーの関心は高まっており、
本格導入が進み、今後も拡大が予想される。装置の稼働監視だけでなく、予知保全や品質向上に直結する外観検査
を中心に、ＩｏＴ・ＡＩ技術を組み込んだソリューションの展開が進んでいくとみられる。
ヒト協調ロボットレンタルサービス、予知保全システム・サービスは自動車関連で導入が進んでいる。市場はや
や成熟した感があるものの、今後は新たな業種への展開が期待される。ロボット制御ソリューションは個別のソリ
ューション展開が多いため拡大は緩やかであり、今後の拡大にはパッケージ化を進めることが必要とみられる。ま
た、モノづくり向けＡＩシステムはまだ実証実験レベルの案件が多いが、モノづくりの現場におけるＡＩに対する
理解度の向上と共にニーズが増加し、本格導入も増えつつあることから緩やかに拡大している。
＜注目市場＞
●ヒト協調ロボットの世界市場（製造業向けロボット）
２０１９年
５９０億円

２０１８年比
１０１.７％

２０２５年予測
２,６５３億円

２０１９年比
４.５倍

人との接触を検知した際には停止するなど安全機能を備えたロボットを対象とする。
市場は２０１５年に立ち上がった。リスクアセスメントを行えばこれまで人が作業を行っていた場所に柵なし
で導入可能なこともあり、人手不足を背景に導入が進み、市場は拡大を続けている。特に日本では、ヒト協調ロボ
ットのレンタルサービスの展開により、試験的な導入が可能な点も拡大を後押ししている。２０１９年は米中貿易
摩擦に端を発する製造業の設備投資の抑制、自動車関連や電子部品関連で一定の導入が進んだこと、ユーザビリテ
ィの向上、リスクアセスメント対応、低コスト化要求といった課題が出てきたことなどから伸びは鈍化し、市場は
２０１８年比１.７％増にとどまった。
今後は、中国のローカルロボットメーカーの参入や先行参入メーカーの製品ラインアップ拡充、現在抱える課題
がプログラムレス化によるユーザビリティの向上、ソリューションサービスによるリスクアセスメント対応、パッ
ケージ化による低コスト化などにより解消されることで市場は拡大が予想される。
検査、搬送、ピッキングなどの工程での導入増加のほか、自動化を進める中でも残ってしまう人手作業や掃除、
片付けなどの単純な周辺作業、軽作業のロボットへの置き換えによる需要増加も想定される。また、ＡＧＶ（無人
搬送車）と組み合わせた自律的なロボットシステムや、ＡＩやロボットビジョンシステムの活用による、さらに使
いやすいロボットシステムの提案により、大手製造業から中小製造業、非製造業へ導入が広がることも期待され
る。
●スカラロボットの世界市場（製造業向けロボット）
２０１９年
４２３億円

２０１８年比
８６.３％

２０２５年予測
１,１６９億円

２０１９年比
２.８倍

自動車関連や電子部品、光学部品などの微細部品、食品・医薬品・化学品などのハンドリング、ピック＆プレー
ス、配膳、組み立てなどで使用される、水平多関節機構のロボットを対象とする。
２０１９年はスマートフォンなどのコンシューマ機器の需要減や米中貿易摩擦による設備投資の抑制の影響で
市場は縮小した。日本メーカーがシェア上位を占めるが、低価格を武器に中国ロボットメーカーが台頭している。
本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

日本メーカーは低価格製品までラインアップを拡充させ、中国ロボットメーカーに対抗するほか、スカラロボット
単体ではなく製造工程に応じた複数のロボットの提案など付加価値展開による強化を進めている。
●ウエハー搬送ロボットの世界市場（製造業向けロボット）
２０１９年
４４０億円

２０１８年比
７５.１％

２０２５年予測
１,８７３億円

２０１９年比
４.３倍

半導体製造装置に組み込まれ、装置へのウエハーの出し入れに用いる水平多関節機構のロボットを対象とする。
２０１９年は、米中貿易摩擦の影響による設備投資の抑制や、世界的なスマートフォンなどの需要低迷による半
導体不況により市場は大幅に縮小した。特に米中貿易摩擦により米国メーカーが中国の半導体ファウンドリー企
業へ販売できなくなった影響は大きかった。一方中国は、政策で半導体関連を重点分野としており、半導体製造装
置を含めた国産化に拍車がかかると予想される。
今後は５Ｇ通信の普及による需要増加を見据え、高性能品を供給する大手半導体メーカーが設備投資を加速さ
せるとみられる。また、５ＧだけでなくＡＩ、ＩｏＴ、自動運転などの新技術の広がりによる半導体需要の高まり
に伴い市場は拡大していき２０２５年には２０１９年比４.３倍が予測される。半導体だけでなく、パワー半導体
やプリント基板の搬送など新たな分野の需要も期待される。
●ロボットビジョンシステムの世界市場（ロボット向け注目構成部材）
２０１９年
１４９億円

２０１８年比
１００.０％

２０２５年予測
３０５億円

２０１９年比
２.０倍

ロボットが対象物や周辺環境を識別するための視覚機能であり、２Ｄおよび３Ｄ方式を対象とする。ロボットメ
ーカーに加え画像処理メーカーの参入も多い。
市場は２Ｄ方式が中心であるが、より高精度な要求がされる検査や計測、ピッキングなどの用途では、３Ｄ方式
の需要が高まっている。２０１９年は設備投資の抑制により横ばいとなったが、システムの利便性の高さや人手不
足対策、生産設備の自動化の進展により需要は高まるとみられ、２０２５年には２０１９年比２.０倍の３０５億
円が予測される。導入の際の画像処理プログラム設定の負荷低減が課題となっており、ライブラリの充実やプログ
ラムレス化による簡単操作機能の搭載などが進められている。また、さらなる普及に向けてシステム構築を行うＳ
Ｉｅｒの育成も必要とみられる。
●セーフティレーザースキャナーの市場（ロボット向け注目構成部材）
２０１９年
４３億円

２０１８年比
１１３.２％

２０２５年予測
８１億円

２０１９年比
１８８.４％

※日本市場+日系メーカー海外実績

安全規格を取得しており、設備周辺への侵入を検知し、ＡＧＶなどの衝突防止を可能とするレーザースキャナー
を対象とする。世界的には、新たな安全規格「ＩＥＣ６２９９８」の提案国であるドイツを中心とした欧州で積極
的に導入されている。
設備周辺への侵入を検知すると警告信号を発するほか、周辺装置を停止させることも可能なことから、ＡＧＶな
どの活用を背景として、製造現場の安全確保を目的に採用されている。日本ではノンセーフティの安価なレーザー
スキャナーが多いが、ＡＧＶの安全規格「ＩＳＯ３６９１-４」の発行などにより、ＡＧＶの事故回避のために導
入が進み、市場が拡大するとみられる。

＜調査対象＞
製造業向けロボット
溶接・塗装系
アクチュエーター系

組立・搬送系

クリーン搬送系

・アーク溶接ロボット
・単軸ロボット
・卓上型ロボット
・パレタイジングロボット
・取出しロボット
・スカラロボット
・ガラス基板搬送ロボット

・スポット溶接ロボット
・塗装ロボット
・直交ロボット
・電動スライダー
・小型垂直多関節ロボット ・パラレルリンクロボット
（可搬重量２０ｋｇ以下） ・ヒト協調ロボット
・垂直多関節ロボット
（可搬重量２１ｋｇ以上）

・ウエハー搬送ロボット

本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

半導体・電子部品実装向けロボット
・高速モジュラーマウンター ・ダイボンダー
・クリームはんだ印刷
・ＡＸＩ
・中速モジュラーマウンター ・ワイヤボンダー
外観検査装置
・低速マウンター
・フリップチップボンダー ・インライン実装検査装置
・多機能マウンター
（リフロー前後）
・クリームはんだ印刷機
ロボット向け注目構成部材
・ＦＡケーブル
・ロボット用力覚センサー
・汎用ロボットハンド
・精密制御減速機
・ロボットビジョンシステム
・リニア搬送システム
・ロボット用サーボモーター
・ＡＲ／ＭＲ表示機器（スマートグラス） ・ロボット用ベアリング
・ロボット用オートツールチェンジャ ・セーフティレーザースキャナー
ＩｏＴ・ＡＩ・サービス
・ロボット制御ソリューション
・予知保全システム・サービス
・モノづくり向けＡＩシステム
・ヒト協調ロボットレンタルサービス・製造業向けロボットアフターサービス
※網掛けの品目は日本市場と日系メーカー海外実績

＜調査方法＞
富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データ
ベースを併用
＜調査期間＞
２０１９年１１月～２０２０年２月
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