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「次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト」基本計画 

機械システム技術開発部 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

１）位置付け 

 我が国に蓄積されたロボット技術を活用し、ロボットの開発基盤を整備することにより

製造分野をはじめとする一部の分野に限られているロボット適応分野を拡大し、ロボット

分野への中小・ベンチャーや異業種を含む多様な企業や研究機関等の新規参入を促進する

ことによりロボット産業の拡大を図ることを目的とする「２１世紀ロボットチャレンジプ

ログラム」の一環として、本プロジェクトを実施する。 

２）背景 

我が国のロボット産業は、製造業を中心に産業用ロボットが普及することにより拡大発

展してきた。今日、我が国は国際的にもトップレベルのロボット技術を蓄積しており、こ

の技術を活用して、少子高齢化の進展による労働力不足や要介護者の増加などの課題を解

決するとともに、犯罪、災害や医療等における将来への不安の軽減による安心で安全な社

会を実現する手段として、製造現場以外の様々な分野で活用される次世代ロボットを効率

的に開発、実用化することが期待されている。 

次世代ロボット開発を効率化し、普及を促進するためには、目や耳などのロボットの主

要なパーツをモジュール化し、これらを統合する共通化・標準化の技術開発を行いロボッ

トの共通基盤を整備することが重要である。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）は、次世代ロボット共通基盤技術開発

の一環として、RT ミドルウェアの開発を行った。 

３）目的 

本プロジェクトでは、これまでの次世代ロボット共通基盤技術開発の成果及びその課題

を踏まえ、共通化・標準化の観点から、認識処理や制御用のデバイス及びモジュールの開

発を行う。さらに、開発したモジュールをロボットシステムに組み込むことにより有効性

の検証を行う。このプロジェクトを通して次世代ロボットの新しい作り方の実例を広く示

すことで、次世代ロボットシステムの効率的な開発体制の実現につなげ、異業種や新規参

入を促進することによりロボット開発を活性化することを目的とする。 
 

（２）研究開発の目標 

本プロジェクトでは、平成１６年度までに開発した RT ミドルウェアの成果を踏まえ、

共通化・標準化の観点から、並列分散処理を可能とするために次世代ロボットに必要とな

る認識処理や制御用のデバイス及びモジュールの開発を行う。さらに、開発したモジュー

ルをロボットシステムに組み込むことにより有効性の検証を行う。これにより、共通基盤
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としてのロボットパーツの共通化・標準化を実現することを目標とする。さらに、実証試

験を行って次世代ロボットの新しい作り方の実例を広く示すことで次世代ロボットシス

テムの効率的な開発体制の実現につなげる。 

 

（３）研究開発内容 

 上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づ

き研究開発を実施する。 

ただし、実現方法に制約は設けず、新規デバイス開発、既存チップの SIP（System In 

Package）化、FPGA（Field Programmable Gate Array）、PLD（Programmable Logic Device）

等の使用、既存ボードの改良等、いずれも可とし、デバイスに各種ソフトウェアを搭載し

て次世代ロボット用要素モジュールを開発する。さらに、開発したモジュールを RT ミド

ルウェアのコンポーネントとしてロボットシステムに組み込むことで実証試験を行い、モ

ジュール化によるロボットシステム構築の有効性を検証する。 

 

① 画像認識用デバイス及びモジュールの開発 

② 音声認識用デバイス及びモジュールの開発 

③ 運動制御用デバイス及びモジュールの開発 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、企業、大学・研究機関等によって構成される

コンソーシアム（研究共同体であって法人格である必要はない）を公募によって選定の上、

実施する。ただし、コンソーシアムには、デバイスやモジュール等のハードウェア開発、

ソフトウェア開発及び開発したモジュールを実証ロボットに組み込んで有効性の検証を

行う企業もしくは大学・研究機関（システムインテグレータ）（検証は 低５団体以上が

行うこと）が参加し、共通化・標準化を推進できる体制であることを必須とし、これ以外

の要素部品メーカ等の参加も推奨する。また、応募の際、実証ロボットメーカは複数のコ

ンソーシアムに含まれていても可とする。また、デバイスメーカが他のデバイスの実証ロ

ボットメーカとして応募することも可能とする。 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダ

ー）の下にコンソーシアム毎に責任者（プロジェクトサブリーダー）を置き、それぞれの

研究テーマの達成目標を実現すべくコンソーシアム毎に研究開発を実施する方式を採用

する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研
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究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、ＮＥ

ＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反

映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗につ

いて報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１７年度から平成１９年度までの３年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開

発の事後評価を平成２０年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に

係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直

すものとする。 

 

５．その他の重要項目 

（１）研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

実施者は、得られた研究成果について継続研究を行うなどして、ロボット製造メーカ、

機械メーカ、部品メーカや大学・研究機関等に成果を広く普及させ、一般社会における次

世代ロボット共通基盤の実用化を促進する。また、開発に用いるRTミドルウェアや本研究

で開発するデバイス、モジュールの国内外の標準化活動に努める。 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案、RTミドルウエアの普及・

標準化活動等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原

則として、すべて受託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結

果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実
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施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１

項第２号に基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１７年５月、制定。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「画像認識用デバイス及びモジュールの開発」 

 

１．研究開発の必要性 

高性能の次世代ロボットを実環境で安全に稼働させる上で必要となる認識処理のう

ち、特にリアルタイムでのロボット周辺の物体の把握や追跡等に必要な視覚には高速な

データ処理や高度な認識能力が必要となり、大きな負荷がかかっている。ロボットの画

像認識処理を効率化・高性能化するデバイスを開発することで、さまざまなタイプの次

世代ロボットの信頼性、安全性の向上及び消費エネルギー削減が期待できる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

次世代ロボットに必要とされる画像認識用デバイスの開発を行う。さらに、本プロジ

ェクトで開発するデバイスに各種ソフトウェアを搭載して次世代ロボット用要素モジ

ュールを開発した上で実証ロボットに組み込んで有効性を検証することとする。 

 

３．達成目標 

（１）基本性能の確立 

生活空間等の実環境で稼働するロボットのステレオカメラの画像を処理し、ロボット

の自己位置同定、環境の３次元マップ取得をリアルタイムで実行するために以下の性能

を備えること。 

  ・2系統以上のカメラ画像をフレームレート30fps以上、16ビット以上のカラー解像度

で同時入力・処理可能であること。 

・カメラ画像の入力と画像処理を毎フレーム実行可能であること。 

・移動しながら自己位置同定と環境の3次元マップの取得を行うための処理能力とし

て、シーン内の1000箇所以上の特徴的な領域（8×8画素以上）について、ステレオ

計測と動き計測を100ms以下で実行可能であること。 

・2m先の対象物を10cm以下の精度で検出可能であること。 

・各計測データについての信頼性評価値の出力が可能であること。 

 

（２）RTコンポーネントとしての動作 

開発したモジュールを別添の RTM（RT ミドルウエア）の仕様に基づく RT コンポーネ

ントとして提供できること。 

 

（３）低消費電力・低発熱量 

  次世代ロボットは、画像認識に高い処理能力が求められると同時にバッテリで駆動す
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ることが想定されるため、ピーク動作に必要な消費電力が 20W 以下であること。 

 

（４）小型軽量化 

ロボットに搭載可能な面積150cm2以下、質量250g以下であること。 

 

（５）耐ノイズ性 

強電系と共存して安定に動作すること。 

 

（６）付加的機能 

１）必須ではないが備えることが望ましい性能 

・照明条件への適応やノイズ除去のための画像前処理機能として、階調補正及びフィ

ルタリング処理の適用が可能であること。 

・人物の検出及び顔の登録・照合を行うことが可能であること。 

・人のジェスチャを認識する機能を有すること。 

・部屋内を移動することにより、部屋の3次元マップを構築可能であること。 

・部屋のマップと現在のセンサ入力情報から、自己位置を同定可能であること。 

 

２）省配線 

組立工数を削減し、スペースの制約を満たし、高信頼性を実現できること。 

 

（７）実証ロボットでの検証 

開発した RTコンポーネントとしてのモジュールを、５種類以上のロボットに搭載し、

性能を検証すること。 
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研究開発項目②「音声認識用デバイス及びモジュールの開発」 

 

１．研究開発の必要性 

高性能の次世代ロボットを実環境で安全に稼働させる上で必要となる認識処理のう

ち、人間との対話等に必要な聴覚にはリアルタイムでの高速な処理が必要となり、大き

な負荷がかかっている。ロボットの音声認識処理を効率化・高性能化・高機能化するデ

バイスを開発することで、さまざまなタイプの次世代ロボットの信頼性、安全性の向上

及び消費エネルギー削減が期待できる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

次世代ロボットに必要とされる音声認識用デバイスの開発を行う。さらに、本プロジ

ェクトで開発するデバイスに各種ソフトウェアを搭載して次世代ロボット用要素モジ

ュールを開発した上で実証ロボットに組み込んで有効性を検証することとする。 

 

３．達成目標 

（１）基本性能の確立 

  ロボットが稼働する生活空間等の実環境で音声情報を処理し、人間とのコミュニケー

ションを行うために以下の性能を備えること。 

・様々な処理の搭載・入れ替え、性能の改善、個別ロボット向けのカスタマイズが可

能であること。 

・不特定話者の単語認識が可能な処理能力を備えること。 

・日常生活空間の雑音環境下で耐雑音処理により 70%以上の単語認識率を実現可能な

処理能力を備えること。 

・音源方向の検出が可能であること。 

・8ch 以上の多チャンネル入力が可能であること。 

 

（２）RTコンポーネントとしての動作 

開発したモジュールを別添の RTM（RT ミドルウエア）の仕様に基づく RT コンポーネ

ントとして提供できること。 

 

（３）低消費電力・低発熱量 

次世代ロボットの音声認識は常時動作させる必要があり、高い処理能力が求められる

と同時に、バッテリで駆動することが想定されるため、必要な消費電力が 大で 20W 以

下であること。 
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（４）小型軽量化 

ロボットに搭載可能な面積 75cm2以下、質量 150g以下であること。 

 

（５）耐ノイズ性 

強電系と共存して安定に動作すること。 

 

（６）付加的機能 

１）必須ではないが備えることが望ましい性能 

・ロボット発話やメカノイズをキャンセルできること（雑音発生時の認識率70%以上）。 

・入力された音が人の声なのか声でないのかの判別、人の声でない音の種類の判別が

可能であること。 

・自由発話の大語彙音声認識が可能であること。 

・認識すべき音声以外の音に対する誤認識を30%以下に抑えること。 

・発話者の口とマイクの距離が 50cm以上でも目標性能が達成可能であること。 

 

２）省配線 

組立工数を削減し、スペースの制約を満たし、高信頼性を実現できること。 

 

（７）実証ロボットでの検証 

開発した RTコンポーネントとしてのモジュールを、５種類以上のロボットに搭載し、

性能を検証すること。 
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研究開発項目③「運動制御用デバイス及びモジュールの開発」 

 

１．研究開発の必要性 

次世代ロボットを、安全性にも配慮しながら高速で安定して動作させるためには、各

パーツの軌道、動作タイミングやトルク配分等について詳細にリアルタイムで計算して

分散処理し、かつ周囲の環境変化に即座に対応して動作を変更する必要がある。運動制

御はあらゆるロボットにおいて必要となるため、高性能かつ小型で分散処理を可能とす

る運動制御デバイスを開発することで、次世代ロボットの小型化・効率化が実現され、

ロボットの信頼性・安全性の向上及び消費エネルギー削減が期待できる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

次世代ロボットに必要とされる運動制御用デバイスの開発を行う。さらに、本プロジ

ェクトで開発するデバイスに各種ソフトウェアを搭載して次世代ロボット用要素モジ

ュールを開発した上で実証ロボットに組み込んで有効性を検証することとする。 

 

３．達成目標 

（１）基本性能の確立 

実運用環境下で動作する多自由度ロボットの分散処理を可能とする高度な処理機能

を実現するために以下の性能を備えること。 

・１軸以上のアクチュエータを制御できる性能を有すること。 

・多自由度協調動作を行うための制御情報、状態量等を出力できること。 

・1ms 以下の周期処理が実現可能であること。 

・実時間通信インタフェイスを複数種類備えること。 

・汎用 OS が稼働すること。 

 

（２）RTコンポーネントとしての動作 

開発したモジュールを別添の RTM（RT ミドルウエア）の仕様に基づく RT コンポーネ

ントとして提供できること。サーボ系などの高速処理に関わる通信に関しては他のプロ

トコルを採用することを認めるが、開発したモジュールで制御する各パーツ（腕、指、

移動機構等）と上位制御装置間に関しては、上記の条件を満たし、ネットワーク上で実

時間稼働すること。 

 

（３）低消費電力・耐熱性 

次世代ロボットは、多自由度系の制御等に高い処理能力が求められると同時に、バッ

テリで駆動することが想定されるために 

・制御部が必要とする消費電力が 大で 15W 以下であること。 
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・アクチュエータ等の発熱源近傍で安定に動作すること。 

・要素モジュールを構成した際にパワー部ピーク動作に必要な消費電力を低減するこ

と。 

 

（４）耐ノイズ性 

  強電系と共存して安定に動作すること。 

 

（５）小型軽量化 

ロボットに搭載可能なサイズ、質量であること。但し、パワー部を除いた要素モジュ

ールは面積 50cm2以下、質量 150g以下であること。 

 

（６）付加的機能 

１）必須ではないが備えることが望ましい性能 

加速度センサ、ジャイロ、力センサやレーザレーダ等のセンサからの信号を入力し、

その信号を処理すること。 

 

２）省配線 

組立工数を削減し、スペースの制約を満たし、高信頼性を実現できること。 

 

（７）実証ロボットでの検証 

開発した RTコンポーネントとしてのモジュールを、５種類以上のロボットに搭載し、

性能を検証すること。 
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（別添） RTM 仕様 

 

現時点でのRTMの実装としてはNEDOプロジェクトの成果であるOpenRTM-aistがある。こ

れを利用すれば、開発したモジュールを容易にRTコンポーネント化することが可能である。

以下に、「モジュールをRTMの仕様に基づいてRTコンポーネントとして提供する」ための仕

様を示す。 

 

(1)開発したモジュールを以下の各項目を満たす分散オブジェクトとして扱えるようにす

ること。 

 

(2)RTコンポーネントとして必須のインタフェイスを持つこと。 

   現時点でのOpenRTM-aist-0.2.0で仕様として要求している必須インタフェイスは

CORBAコンポーネントであるコマンドインタフェイスRTComponentと出力インタフェイス

stateである。 

 

(3)RTComponentのオブジェクトリファレンスを外部に提供する方法をサポートすること。 

オブジェクトリファレンスの提供方法としては、 

・OMG標準である COS NamingServiceを利用する 

・ftp、httpなどでアクセス可能なファイルに文字列化されたIORを書き込む 

・corbaloc URI でアクセス可能な名前を持たせる 

などの方法が考えられる。 

OpenRTM-aist-0.2.0の拡張仕様では、独自の手法でCOS NamingServiceを利用している

が、それに合わせることは必須ではない。 

    

(4)必要に応じて、他RTコンポーンネトとのデータのやり取りのための入力ポート

RTCInPort及び出力ポートRTCOutPortのインタフェイスを持つこと。 

OpenRTM-aist-0.2.0では、RTCOutPortは種々のモードのサブスクリプションをサポート

する形で定義されているが、その全てを実装する必要はない。 

ここで「必要に応じて」というのは、開発したモジュールが提供する機能を凡化してと

らえ、一般的に必要となるデータ入出力インタフェイスとしてデザインすることを要求し

ている。 

 

(5)必要に応じて、ユーザが定義したIDLに基づくコマンドインタフェイスを持つこと。ま

た、そのIDL定義を提供すること。 

OpenRTM-aist-0.2.0では、ユーザ定義コマンドインタフェイスの取込みは完了していな

いが、RTComponentインタフェイスを通してユーザ定義コマンドインタフェイスのオブジ
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ェクトリファレンスが取得可能になる予定である。 

ここでも「必要に応じて」というのは、開発したモジュールが提供する機能を凡化して

とらえ、一般的に必要となるコマンドインタフェイスとしてデザインすることを要求して

いる。 

 

(6)その他、オプショナルなユーザ定義インタフェイスを持つことも可とする。 

OpenRTM-aist-0.2.0では、オプショナルなユーザ定義インタフェイスの取込みは完了し

ていないが、RTComponentインタフェイスを通してユーザ定義インタフェイスのオブジェ

クトリファレンスが取得可能になる予定である。 

 

OpenRTM-aistの仕様は今後の改良によって変更が生じることがある。開発されたモジュ

ールは可能なかぎり 新のOpenRTM-aistの仕様に従うことが望ましいが、上記の各項目を

実現していれば変更への対応は比較的容易である。 
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