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⼈型アバターロボットを活⽤し、 

警備業務における「⽴哨」「巡回」業務を⼈からロボットへ。
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引⽤）厚⽣労働省：令和2年版厚⽣労働⽩書及び⼀般職業紹介状況（令和3年8⽉分）について ��

Why Robot ? なぜ、いまロボットなのか

毎⽉6.1万⼈の働き⼿が減少

��,���⼈/⽉減 有効求⼈倍率�.��倍 エッセンシャルワーカー

警備業界の有効求⼈倍率は停滞傾向 施設管理はエッセンシャルワーカー

⽇本の労働⼈⼝は減少傾向にあります。 

今後20年で1,479万⼈減少すると予測されています。

コロナ禍で全国的に緩和されているものの、 

警備業務は依然として6.25倍と深刻な状態にあります。

コロナ禍においても現地対応が必須となる施設管理は 

テレワーク化が困難です。 



課題を解決する2つの視点

⾼品質な警備ロボットの導⼊ 業務を効率化するDXの導⼊

働き⼿の減少による採⽤競争の激化により⽣まれる

業務品質の低下を防ぐことができます。

⼈件費が上昇し、働き⼿の数が限られても 

働きやすい労働環境をつくることで成⻑が可能に。

��



施設警備ロボットの将来市場予測

引⽤）NEDO：����年に向けたロボット産業の将来市場予測

施設警備ロボット将来市場予測
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（億円）

清掃⽤ロボットは、業務⽤及び家庭⽤で 

今後15年で30倍以上の伸び率が予測されています。 

施設警備ロボットは、 

今後15年で約8倍の伸び率が予測されています。
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⼈とロボットによるハイブリッド警備
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アバター警備ロボット
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⾼品質なアバター警備ロボット が 

警備員のように⽴哨‧巡回を⾏います。



警備員からの声掛けや会話が可能
��

のカメラを通して状況の確認が可能



エレベーターを利⽤しての 
フロア移動

特別なセンサーなどをエレベーターに装備しなくても、 

上下階のフロアへ移動して巡回を⾏うことができます。
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⼈に親近感を抱かせる 
デザイン

施設に違和感なく溶け込むデザインです。 

顔ディスプレイに「警備中」などの⽂字を表⽰させたり、 

敬礼などのアーム動作も可能です。
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誰でも簡単に操作が可能

インターネット環境を活⽤して、簡単に操作できます。移動はもちろん、その場で回転することもできます。
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⾼さ：180cm∕幅：44cm（肩幅）∕奥⾏き：58cm∕重量：約54kg 
（カート） ⾼さ：37cm∕幅：38cm∕奥⾏き：58cm 

通信⽅式：無線LAN/�G-LTE∕�G 
移動速度：1.5〜2.5km/h 
連続稼働時間：約4時間 
充電⽅式：充電ステーションまたは充電ボックス（オプション）

リフターユニット（昇降機能：165cm〜��cm）

顔ディスプレイ（⽂字表⽰等）

AI学習

緊急停⽌ボタン

バードビューカメラ（前後）

前⽅カメラ

パトランプ

リング型LED照明

マイク＆スピーカー

深度カメラ

�D LiDAR（レーザーセンサー）

アーム

�WDメカナムホイール（360度移動可能）

衝突防⽌センサー（前後左右斜め）
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の機能概要

※デザインや仕様は変更する場合があります。
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⾼さ

���cm〜���cm

���cm(固定)

���cm(固定)

��cm 
（肩幅）

��cm

��cm

約54kg

約65kg

約180kg

不要

必要

必要

A社

B社

幅 重量 エレベーター連携

他社警備ロボットとの性能⽐較

施設側の改修⼯事が不要で導⼊が簡単



��

警備シフトへの影響なく業務を遂⾏

コロナ禍における接触感染リスクもなし

必要な費⽤は⽉額のレンタル費のみ

電源、通信環境があれば、固定労働⼒の確保が可能です。

ソーシャルディスタンスの必要がなく、感染症対策が可能です。

警備員の被服費、教育費、⼿当、賞与などが必要ありません。

導⼊のメリット

���⽇ 
勤務可能
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���,���円〜
※弊社受託物件での価格

⽉額レンタル費⽤
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エレベーター連携費⽤

�円

数百万円〜 100万円〜 30万円〜

1,150万円〜 6.5万円〜数百万円〜

��.�万円〜�円

A社

B社

初期費⽤ ランニング費⽤

他社警備ロボットとのコスト⽐較



サービス体制
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警備業務における 
ソリューションサービスの提供‧販売

次世代型アバターロボット開発 �Gによる通信品質向上にむけた営業連携

NTTdocomoは⽇本電信電話株式会社の登録商標です。
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警備業務をデジタルトランスフォーメーション



⽇々の情報を⾒える化して 
⼀元管理

紙ベースからデジタル化した情報でデータベースを構築。 

業務内容の報告書などはオンラインで確認できます。
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業務課題をすみやかに解決して業務をアップデート

蓄積したデータから業務を分析 ⽬視確認からデータ記録へ

との連携で警備業務の質を向上



現場任せにしない管理運営

お客様

現場 
スタッフ

本社社員

3者間での密な情報共有
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Benefits

デジタル化で情報⼀元管理 蓄積データから業務分析 画像などでデータを記録

お客様、現場スタッフ、本部社員で情報共有 ロボット化により警備員の負荷軽減

効率的な管理運営を実現
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DXによるトータルソリューションへ

警備業務

警備ドローン

監視カメラ

施設管理業務

受付業務 ⽇報‧週報‧⽉報

検討アプリ清掃業務

IoTセンサー

デジタルサイネージ

警備ロボット
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導⼊事例

品川シーズンテラスで先⾏導⼊

※2021年3⽉に品川シーズンテラスにて撮影。写真のugoは旧モデル。



��※2021年3⽉に品川シーズンテラスにて撮影。写真のugoは旧モデル。

⼈と のハイブリッドにより 
効率的な警備が可能なことを確認



実証実験で確認したメリット 

⼈よりも広い視野で監視が可能

複数台運⽤による業務の効率化

警備員の集中⼒の向上

警備においても遠隔対応が可能

警備員の⾝体への負荷を軽減

監視画像をデータとして記録

様々な点において業務品質を向上
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警備業務の品質を落とすことなく

警備シフトの 
組み換え

⽴哨‧深夜巡回 
を に

2021年4⽉より 本格導⼊

   2台導⼊で 
警備員4⼈削減

※2021年3⽉に品川シーズンテラスにて撮影。写真のugoは旧モデル。
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⽴哨‧巡回業務の遠隔操作 UPDATE

UPDATE

UPDATE

UPDATE

‧移動時の安全性 
‧暗闇での暗視性能 
‧遠隔での操作性

‧⾃律移動の精度 
‧台⾞制御の安定化 
‧巡回速度の適正化

‧衝突検知センサー性能 
‧⾚外線のガラス⾯透過 
‧常時電⼒供給⽅法

‧ユーザーインターフェース向上 
‧監視画像の解像度

‧対応フローの明確化

オフィスフロアでの⾃律巡回

警備員の代替としての検証

警備運⽤⾯での課題抽出

⽴哨‧巡回での複数台運⽤ 
エレベーター移動

品川シーズンテラスでの実証実験について

回数 実証実験内容 課題

2019年

�� �� ��� �� ���� ��� ���� ��

2020年 2021年

第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

第4回以降
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品川シーズンテラス

国内最⼤級のスケールを誇る 
1フロア1,500坪の免震構造オフィスビル

所在地：東京都港区港南1-2-70 

交通 ：JR、京浜急⾏ 品川駅 

規模 ：地上32階、地下1階 

竣⼯ ：2015年2⽉ 

延床 ：約20万㎡ 

⽤途 ：オフィス、店舗等



⼤成 
グループ

オープンイノベーションを通じ、 

IoT‧ロボティクスなどを活⽤した新事業‧新サービスを創造。

ビルメンテナンス事業からNext FM Providerへ
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企業

スタート 
アップ

研究機関

⼤学

etc

海外

企画ユニット

事業開発

FMセクター

⼦会社

営業セクター

建築セクター

Service

Products

Technology

Business

System
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⼤成株式会社

業務内容

会社概要

クリーン業務 ホテル業務セキュリティ業務 エンジニアリング業務レセプション(受付)業務

建築業務PMソリューション業務 海外業務DX業務

設⽴  ：1959年 

所在地 ：名古屋本社 東京本社 

国内拠点：仙台、東京、浜松、名古屋、京都、⼤阪、福岡 

海外拠点：中国（上海）、⾹港、ベトナム（ハノイ、ダナン、ホーチミン）、シンガポール、インドネシア  

資本⾦ ：8億2,230万円 

売上⾼ ：264億円 （2020年3⽉期） 

従業員 ：5,597⼈ （2021年3⽉末時点）
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