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デンマークの共生（ともいき）社会が評価するロボット 

          デンマークにおけるロボット化システムの社会実装とその取組み 
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2013年11月9日 



Header max 2 lines 

For internal use only  © 2013 Royal Danish Embassy. All Rights Reserved. 

Page 2 

1. デンマークとはどんな国か？ 

一般的な統計情報から見ると 

ヨーロッパ デンマーク 

 人口：558万人 /  2012年 （福岡県：507万人 / 2012年） 
 面積：43,094km2 （九州地方とほぼ同じ面積） 
 首都：コペンハーゲン（人口55万人 / 2013年） 
 立憲君主制 

 元首：マルグレーテ二世女王 

 名目GDP $309.25 billion / 2009年 

 （日本$5,068.06 billion） 
 一人当GDP $56,366 / 2011年 （日本$39,731） 
 主要産業：酪農畜産業、化学工業、食品加工業、造船 
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2. 現在のデンマーク 

食料自給率：300％ 

エネルギー自給率：110％ 

国民幸福度世界1位 

国際競争力12位 

IT競争力世界8位 

技術革新力9位 

出処 2011年 Agricultural Department （日本は20年度カロリーベースで41％ 農水省） 

出処 2011年 Danish Energy Agency （日本は2004年、4％ 資源エネルギー庁） 

2013年、2012年、世界幸福度ランキング1位（コロンビア大学地球研究所） 2008 年、ワールド・バリュ
ーズ・サーベイが実施した「幸福度調査」でデンマークが1 位を獲得 

出処 2013年 スイスビジネススクールのIMD調査 （日本は24位） 

出処 2013年世界経済フォーラム（日本は21位） 

因みに2007年～2009年、デンマークは3年連続で世界1位 

出処 2013年 世界知的所有権機関、欧州経営大学院（|INSEAD）調査（日本は22位） 

租税負担率が高いにも拘わらず国民の幸福度が高く、エネルギーと食料で自立している。

また、先端技術を中心に国際競争力があり、国民が明るい未来を語る国 
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3.デンマークの産業クラスタ 

 

デンマーク：産業クラスタ別の強み弱み 

ICT ロボット ライフサイエンス 

ワイヤレス
携帯電話 

分野 
◎ 

産業用 

ロボット 
× 

バイオ 

インフォ 

マティクス 
○ 

組込み 

システム 
○ 

介護、医療
用ロボット 

◎ 
ジェネ 

リックス 
× 

ソフトウェア
開発 

◎ 
教育用 

ロボット 
△ 創薬 ◎ 

ヘルスIT ◎ 
遊戯用 

ロボット 
× 医療技術 ◎ 

エネルギー 

バイオマス ○ 

風力 ◎ 

スマート 

グリッド 
◎ 

環境技術 ◎ 

デザイン： 工業デザイン力、工芸デザイン力、社会システムデザイン力 ◎ 

2013年11月時点 

日本の強み デンマークの強み 

日本の弱み デンマークの弱み 

 高品質 

 高信頼性 

 大規模システム 

 ものづくり 

 グローバルニッチ 

 ソフトウェア開発 

 プラットフォーム
戦略 

 ソフトウェア 

 プラットフォーム
戦略 

 製造業 

 大規模システム 

 組織力・資金力 

日本とデンマークはベストパートナー 
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4. 福祉介護ロボット: デンマークで福祉介護ロボットが推進されている理由 

1. 福祉介護におけるサービスレベル向上 2. 高齢化に伴う労働者不足解決の為 

コペンハーゲン市の戦略事例 

健康的な老後 

Healthy Aging 

受動から能動へ 慢性疾患の 

早期予防 

ロボット技術 

ナノテクノロジー 注意喚起技術 

自立支援技術 能動力創出技術 

通信技術 

労働力省力化技術 

 高齢化による深刻な労働者不足（特に公共セクタ
ー）を解消しない限り、高福祉制度を維持すること
が難しくなるという現実 

背景 

 革新的な技術（ロボットなど）により、労働生産性
を飛躍的に高めることしか方策がないのがデンマ
ークの実状 

解決策 

移民には頼れない：EUにおける移民政策の問題 

女性労働者にも頼れない：1970年代にほぼ女性は
社会進出をした、約80％が共働き世帯 
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5. デンマークで活躍が期待されている日本のロボット 

ロボテックベッド 

パロ 

テレノイド 

デンマークにおける生活支援 

ロボットの実証事業 

マインレット（自動排泄処理ロボット） 

tmsuk （モビリティ） 
某企業（歩行支援） 

マッスル（移動介助） 
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人間中心 

共生（ともいき）の社会システム 

知恵 イノベーション 
コンセンサス 

パートナシップ 
& 

デンマーク社会の強み 

ソフトウェア開発 

テストマーケット 

社会システムデザイン 

方法論 

ユーザードリブンイノベーション 

トリプルへリックス 

デザインドリブンイノベーション 

デンマーク人特有の気質 

技術のアーリーアダプター／自己責任（低訴訟リスク）／徹底した個人主義 

行政システム 

地方分権 

先進的な社会保障制度 

ユーザーデモクラシー 

6. デンマークでロボット化システムの社会実装が進展する仕組み 
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7. ユーザー・ドリブン・イノベーション 

ユーザー・ドリブン・イノベーションは新しい製品やサービス、概念を開発する為に、ユーザー
の経験や知識を啓発し活用するプロセスである。ユーザー・ドリブン・イノベーションのプロセ
スは真のユーザーニーズと体系づけられたユーザー関与の理解に基づいている 

ユーザーに戦略的に注力する：技術プッシュ型ではなく、ユーザーの要求に応える製品を開
発する。プロセスは問題解決よりニーズの発見を目的とする。 

収入を向上させることを重視する：ユーザーニーズを満たすソリューション開発によるコスト
削減を目指さない。 

革新プロセスで複合的な技能と評価を活用する：技術、ビジネススキルに加えて、民俗学、
人類学、デザインなどが含まれる。 

ユーザーの直接的な参画：観察プロセス、ユーザーパネルを通じたイノベーションプロセス
でユーザーを直接巻き込む。 

オープンで協力的なビジネス環境の要件：柔軟な企業構造がオープンソースや複数の専門
的な方法論の活用を可能にする。 
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直接 

間接 

直接 

間接 

顕在ニーズ 

HOW:如何に WHAT:何を 

潜在ニーズ 

明確な 

表現ライン 

ユーザー 

関与ライン 

User Innovation 

User tests 

Experiments with users 

Observation of users 

（ユーザーはイノベー
ションチームの一員） 

（ユーザーの発言は明確
であり、そのまま評価する
ことが出来る） 

（ユーザーの発言は明確
でなく、そのまま評価す
ることが出来ない） 

（ユーザーはイノベーション
チームの一員ではない） 

8. ユーザー・ドリブン・イノベーションのプロセスマッピング 

出典：Nordic Innovation Center 



知財に関する資料の為、プレゼン
テーションにて説明致します 

ユーザー・ドリブン・イノベーションの具体的事例 



知財に関する資料の為、プレゼン
テーションにて説明致します 

ユーザー・ドリブン・イノベーションの具体的事例 
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9. トリプルへリックス 

大学／研究機関 

産業 政府 

大学／研究機関 

産業 政府 

一般的な産官学連携 トリプルへリックス 

positive overlap 

 

出典：The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Loet Leydesdorff ASCoR  
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民間企業 行政機関 

大学／研究機関 

Positive overlapの 

機能を果たすロボクラスタ 

10. オーデンセ＆オーフスロボット化システムのトリプルへリックス 
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民間企業 行政機関 

大学／研究機関 

11. コペンハーゲンスマートシティのトリプルへリックス 

Positive overlapの 

機能を果たす環境クラスタ 
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12. トリプルへリックスからダイナミックオーバーレイへ 

大学／研究機関 

産業 政府 

トリプルへリックス 

Positive overlap 

政府 

ダイナミックオーバーレイ 

Dynamic overlay 

 

出典：The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Loet Leydesdorff ASCoR  
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13. 自治体によるプロジェクトマネジメント能力 

知財に関する資料の為、プレゼン
テーションにて説明致します 
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 技術 

 意味 

 マーケット・プル 

 （ユーザー中心） 

テクノロジー・プッシュ 

 デザイン・
ドリブン 

 新たな意味付け  社会モデルへの適応 

 急
激
な
変
化

 
 緩
や
か
な
変
化

 
14. ロボット化システムはデザイン・ドリブン・イノベーションの活用へ 

テクノロジー×意味＝デザイ
ン・ドリブン・イノベーション 

What:ユーザーが使いたいもの 

Why:テクノロジー・ドリブン・イノ
ベーションを活用して、ユーザー
が何故生活に欲しいのかを与え
意味のイノベーションを創出する
デザイン戦略 

 

出典：Design driven innovation, Roberto Verganti 

技術の閃き 

サービスロボットを使う 

新しい意味付けを研究 

= opportunity seeking 



連絡先: 

 デンマーク大使館 Invest in Denmark 

 投資部門 

  住所:東京都渋谷区猿楽町29-6 

 

 中島 健祐 

 電話:03-3780-8741 

  email: kennak@um.dk 

 


