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概 要 
作成日 H15.6.20 

制度・プログラム名 ２１世紀ロボットチャレンジプログラム 
事業(プロジェクト名) 人間協調・共存型ロボットシステム開発 PJコード T98050(一般) 

T98051(ｴﾈ高) 
T98052(電特) 
T98062(石油) 

事業担当推進部室・担当者 産業技術開発室  津崎 通正 
事業の概要 プラント等の保守、建機運転や屋外共同作業の建設作業、高齢者施設等

における介護支援作業が可能な対人サービス、ビル・ホーム管理サービ
ス、など人間の作業・生活空間において、人の活動を支援し、人間と協
調・共存して複雑な作業を行うことが可能な、高い安全性と信頼性を有
する人間協調・共存型ロボットシステムの実現を図る。 

１．事業の目的・政策的位置
付けについて        
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施
の効果（費用対効果）】【事業の背
景・目的・位置付け】 

高齢者、病人の介護や対人サービスの代行、プラント等の保守、建設作
業などの分野で、人の活動を支援する、人に優しく機能的な機械の出現
に期待が寄せられており、このような期待に応えることを目的に、人間
協調・共存型ロボットシステムの実現を図る。本研究開発は、世界最初
のもので、産業用に限定されてきたロボットの利用分野を人間の作業・
生活空間にまで拡大し、ロボット関連技術の飛躍的革新はもとより、そ
の国際競争力の維持、発展に貢献するとともに、新規産業の創出に寄与
するものである。しかし、この研究開発には、相当の資金とリスクが必
要であるため、国が先導して技術を一定のレベルまで高め、民間企業が
実用化を図れる技術基盤を整備する必要がある。 
人間協調・共存型ロボットシステム開発は、従来の産業用ロボットでは
対応できない非製造業分野の作業のロボット化を目指したプロジェク
トであり、２０世紀最大の製品である自動車に匹敵する２１世紀最大の
製品に成長する可能性を持ったロボットの実現を目指したものである
（２０２５年の市場予測１兆数千億円） 
 また本プロジェクトは平成１４年からは｢２１世紀ロボットチャレン
ジプログラム｣にも位置付けられている。 

２．研究開発マネジメントに
ついて           
【事業の目標】 

前期（平成１０年度～１１年度）においては、人間協調・共存型ロボッ
トシステムを実現するため、産・学・官が有する各種要素技術を統合し、
最先端の技術を集約した以下のロボットプラットフォーム（共通研究開
発基盤）を開発する。 
① 人間協調・共存型ロボットプラットフォーム 
② 人間協調・共存型仮想ロボットプラットフォーム 
後期（平成１２年度～１４年度）においては、前期で開発されたロボッ
トプラットフォームを使用して、各種要素技術の改良・追加等を行い、
人間協調・共存型ロボットの実用化のための応用研究開発を行う。 

主な実施事項 H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy  

プラットフォーム開発       

【事業の計画内容】 

応用研究開発       

（単位：百万円） H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 総額 
(当初) 212 208 150 150 130 850一般会計 

 (実績) 204 199 144 145 120 812

【開発予算】 

電特会計 (当初) 500 484 400 278 260 1,922
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 (実績) 449 422 344 250 244 1,709
(当初) 209 228 140 237 220 1,037ｴﾈ高会計 

(実績) 190 212 130 215 204  951
(当初) 221 216 220 657石油会計 

(実績) 199 194 201  594
(当初)  補正 

(実績) 389 118   507
(当初) 921 923 911 881 830 4,466

 

総予算額 

(実績) 1,232 951 817 804 769 4,573
経済産業省担当原課 製造産業局産業機械課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
プロジェクトリーダ
ー 

所属 東京大学 大学院 氏名 井上 博允 

 
前期： 
 
 
後期： 
 

(財)製造科学技術センター 
本田技研工業㈱、ファナック㈱、松下電工㈱、
川崎重工業㈱、富士通㈱、㈱日立製作所、東京
大学 
三菱重工業㈱、㈱日立製作所、松下電工㈱、川
崎重工業㈱、東急建設㈱、富士通㈱、綜合警備
保障㈱、㈱安川電機、川田工業㈱、清水建設㈱、
東北大学、筑波大学、東京工業大学、東京大学、
京都大学、大阪大学、広島市立大学 

【開発体制】 

共同研究先 工業技術院機械技術研究所、工業技術院電子技
術総合研究所（現：産業技術総合研究所） 

【情勢変化への対応】 平成１２年度基本計画変更 
後期の応用研究開発分野とその研究開発実施者について公募の後、基本
計画の見直しを行い、後期の研究開発の具体的内容及び達成目標を策
定。また、前期に開発したプラットフォームを効率的に活用するために
後期の実施体制を範囲型から集中管理型に変更。 

【今後の事業の方向性】 中間評価における今後の研究開発の方向等に関して， 
① 人間型ロボットのビジョンを明確にして，そのビジョンのどのレベ
ルまで本プロジェクトで明らかにしたかを明確にし，研究のレベル
の国民的なコンセンサスが作れることが望まれる。このビジョンを
もとにして人間型ロボットの本格的な応用を考えるべきである。 

② いかにして，一般の研究者にこの研究開発の成果を利用させるか
が，国のプロジェクトとしての重要課題であると思われる。参加企
業以外の企業，研究者が成果を受け取りやすいようにする必要があ
る。 

③ 応用研究で明らかになる作業性や柔軟性，安全性などの技術的課題
を取り入れた，本プラットフォームの高機能化，汎用化を図ること
のできるような体制が，次の世代の研究目標として，また，日本が
この分野で先端的水準を保つ上で必要なのではないだろうか。 

等の提言があった。これらの点に配慮し，本プロジェクトを中間評価後
も継続して実施し， 
① 「働く人間型ロボット」を人間型ロボットのビジョンとして打ち出
し，平成 15年 2月 26日に報道機関向けに，同年 3月 12日に一般
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向けに，広く本プロジェクトの成果を発表するとともに、
ROBODEX２００２，２００３に出展し、｢働く人間型ロボット｣
に対する国民的なコンセンサスの獲得に努めた。 

② 本プロジェクトの成果を活用し，人間型ロボット HOAP-1 を富士
通（株）が販売，人間型ロボット HRP－２を川田工業（株）がレ
ンタル販売、またソフトウェアプラットフォーム OpenHRPの動力
学シミュレータ部は産業技術総合研究所が無償配布，HRP-2の制御
ソフトウェアは産総研ベンチャー企業であるゼネラルロボティッ
クス（株）が販売するなど，参加企業以外の企業，研究者が本プロ
ジェクト成果を受け取れるようにした。 

③ 人間型ロボット HRP-1 の作業性，柔軟性，安全性に関する技術的
課題を取り入れて高機能化，汎用化を図った軽量，多自由度の人間
型ロボット HRP-2 を開発した。これは，現在，世界最高水準の人
間型ロボットである。 

等の対応を図った。 
 

３．研究開発成果 
(要素技術含む) 

前期において、ロボットプラットフォーム HRP-1、遠隔操作プラッ
トフォームおよび仮想ロボットプラットフォームを開発した。後期にお
いては、これらのプラットフォームを用いて応用研究開発が実施される
とともに、改良型ロボットプラットフォーム HRP-2および可搬型遠隔
操作プラットフォームおよびソフトウェアプラットフォーム
OpenHRPの研究開発を実施した。 

HRP-2 は、身長身長身長身長 154cm154cm154cm154cm でありながら体重でありながら体重でありながら体重でありながら体重 58kg58kg58kg58kg と、HRP-1 の身長
160cm・体重 120kg に比べて大幅な軽量化に成功した。また、HRP-2
による高低差 4cm以内、傾斜 5%以内の不整地上の移動を実現した。こ
れは二足歩行として世界最高レベルである。さらに、人間大の人間型ロ人間大の人間型ロ人間大の人間型ロ人間大の人間型ロ
ボットとしては世界で初めてボットとしては世界で初めてボットとしては世界で初めてボットとしては世界で初めて、転倒時にロボットの破損を回避するため転倒時にロボットの破損を回避するため転倒時にロボットの破損を回避するため転倒時にロボットの破損を回避するため
の受身動作、および転倒状態から回復するための起き上がり動作の実現の受身動作、および転倒状態から回復するための起き上がり動作の実現の受身動作、および転倒状態から回復するための起き上がり動作の実現の受身動作、および転倒状態から回復するための起き上がり動作の実現
に成功した。に成功した。に成功した。に成功した。    

OpenHRPは、動力学シミュレータ、視野画像シミュレータおよび二
足歩行動作を制御する基本動作ライブラリから構成されるソフトウェ
アプラットフォームである。OpenHRPを利用することにより、ユーザ
は下位レベルの研究開発から開放され、応用研究に集中することが可能
になった。この様なソフトウェアのパッケージが外部に提供可能な形で
開発されたのは初めてで、新たな技術領域を開発するためのプラットフ新たな技術領域を開発するためのプラットフ新たな技術領域を開発するためのプラットフ新たな技術領域を開発するためのプラットフ
ォームォームォームォームとなるものと期待される。 
ロボットプラットフォーム HRP-2は川田工業により、ソフトウェア
プラットフォーム OpenHRP は新たに設立された産総研ベンチャー企
業ゼネラルロボティックスにより事業化され事業化され事業化され事業化され、既に３大学において研究
開発に利用され、今後も利用の拡大が見込まれている。また、OpenHRP
のシミュレータ部は、非商用利用に限定して産総研が無償で外部に提供
しており、現在までに国内外 50以上の研究機関で研究開発に利用され
ている。さらに、仮想プラットフォームの機能を検証するために開発し
たロボットをプロトタイプとした人間型ロボットも研究開発用として
富士通により事業化され、現在までに 40台以上が研究開発に利用され
ている。 
本プロジェクトは世界最高レベルの人間型ロボットプラットフォー
ムの開発に成功し、その成果は既に事業化されて研究開発に利用されて
いる。今後の人間型ロボット関連技術の研究開発の促進に大きく貢献
し、新たな技術領域を開拓していくものと期待される。 
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      HRP-2            OpenHRP 
プラント保守作業応用分野、ビル･ホームサービス応用分野、対人サ
ービス応用分野、産業車両等代行運転応用分野、屋外共同作業応用分野
の５応用分野への応用研究開発を実施した。 
 産業車両等代行運転応用分野は、「人間のために作られた機械がその
まま使える」応用の実現例である。本応用では、市販されている市販されている市販されている市販されている 2222種類種類種類種類
の全く異なる産業車両（フォークリフト、バックホウ）を、人間型ロボの全く異なる産業車両（フォークリフト、バックホウ）を、人間型ロボの全く異なる産業車両（フォークリフト、バックホウ）を、人間型ロボの全く異なる産業車両（フォークリフト、バックホウ）を、人間型ロボ
ットが遠隔操作によって代行運転（走行・運搬・掘削作業）できることットが遠隔操作によって代行運転（走行・運搬・掘削作業）できることットが遠隔操作によって代行運転（走行・運搬・掘削作業）できることットが遠隔操作によって代行運転（走行・運搬・掘削作業）できること
を世界で初めて実証した。を世界で初めて実証した。を世界で初めて実証した。を世界で初めて実証した。これは、人間型ロボットを用いた代行運転シ
ステムの汎用性を示すとともに、単独では様々な点で人の能力には至ら
ない人間型ロボットが人と同様に働ける可能性を示せた点で意義深い。
また、人間型ロボットに保護ウェアを着せることにより、当初想定して
いなかった雨天時の屋外作業も世界で初めて従事可能とした。これらの
成果は、災害復旧現場や土木建設現場等の危険・過酷な環境で、安全かつ
円滑な作業を実現する人間型ロボットの実現に可能性を拓くものである。
この類型の応用が、最も実用化に近いと考えられる。 

 
バックホウの代行運転の様子 

 プラント保守作業応用分野と屋外共同作業応用分野は、「人間のため
に作られた環境がそのまま使える」応用の実現例である。 
 プラント保守作業応用分野では、IC タグを用いた自律誘導制御、磁
気テープと磁気センサを用いた位置微調整、移動軌道を生成する簡易操
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作インターフェイスの開発により、階段を含むプラント環境内の自律移
動を実現した。また、バルブ位置姿勢の３次元計測により点検作業位置
の微調整を可能にし、開閉工具を用いることによりバルブの開閉ができ
ることを示した。さらに、発電プラントのモックアップ内で、一連の点発電プラントのモックアップ内で、一連の点発電プラントのモックアップ内で、一連の点発電プラントのモックアップ内で、一連の点
検・保守作業が人間型ロボットにより実施できることを実証した。検・保守作業が人間型ロボットにより実施できることを実証した。検・保守作業が人間型ロボットにより実施できることを実証した。検・保守作業が人間型ロボットにより実施できることを実証した。 

プラント点検作業の様子 
 
屋外共同作業応用分野では、屋外作業現場にみられる様な不整地上を
移動し、転倒しても受身をして破損を最小限に抑え、破損がない場合は
転倒状態から起上れるロボットを開発した。これを用いて、人間型ロボ
ットが、人間からの音声あるいは力指令を認識し、作業対象物の位置姿
勢を環境認識技術によって求め、双腕協調作業技術を用いて揺れを抑え
ながら人間と協調して長尺物を運搬し、これをプレハブ式簡易建築物に
据え付けることができることを示した。 

 
パネル建てつけ作業をする HRP-2 

 
 これら２つの応用分野における応用研究開発により、階段や不整地を
含む「人間ならば働ける」が従来のロボットでは困難であった環境にお
いて、人間型ロボットは働けることを実証した。これらの成果は、原子
力等のプラントの点検保守作業、焼却炉解体作業、大型構造物組立作業
等の危険・過酷な環境で、安全かつ円滑な作業を実現する人間型ロボット
の実現に可能性を拓くものである。この類型の応用が、車両運転型に次い
で実用に近いものと考えられる。 
 ビル・ホームサービス応用分野と対人サービス応用分野は、「人間の
ために作られた環境がそのまま使える」のに加えて、「人間の形をして
いることに意味がある」応用の実現例である。 
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 ビル・ホームサービス応用分野では、ロボットが視覚センサにより作ロボットが視覚センサにより作ロボットが視覚センサにより作ロボットが視覚センサにより作
業場所と作業対象を認識し、自律作業を行う技術を開発し、ユーザが作業場所と作業対象を認識し、自律作業を行う技術を開発し、ユーザが作業場所と作業対象を認識し、自律作業を行う技術を開発し、ユーザが作業場所と作業対象を認識し、自律作業を行う技術を開発し、ユーザが作
業場所・対象・内容を指示するだけで、窓鍵・カーテン・業場所・対象・内容を指示するだけで、窓鍵・カーテン・業場所・対象・内容を指示するだけで、窓鍵・カーテン・業場所・対象・内容を指示するだけで、窓鍵・カーテン・スイッチの操スイッチの操スイッチの操スイッチの操
作等の作業を自律実行できる作等の作業を自律実行できる作等の作業を自律実行できる作等の作業を自律実行できることを示した。また、PDA および PHS
の２種類の端末を用いて、ロボットをインターネットを介して遠隔操作
し、ロボットへの作業の指示、ロボットのカメラが捉えた画像の表示、
さらには侵入者発見のメッセージを自動通知できる機能を開発した。 

 
携帯端末によりロボットを操作している様子 

 
 対人サービス応用分野では、介護者および被介護者の音声指示、ある介護者および被介護者の音声指示、ある介護者および被介護者の音声指示、ある介護者および被介護者の音声指示、ある
いは、介護者の小型遠隔操作装置の操作により、ロボットがテーブルやいは、介護者の小型遠隔操作装置の操作により、ロボットがテーブルやいは、介護者の小型遠隔操作装置の操作により、ロボットがテーブルやいは、介護者の小型遠隔操作装置の操作により、ロボットがテーブルや
床の上におかれた薬や食器等を被介護者に渡したり、一緒に体操をさせ床の上におかれた薬や食器等を被介護者に渡したり、一緒に体操をさせ床の上におかれた薬や食器等を被介護者に渡したり、一緒に体操をさせ床の上におかれた薬や食器等を被介護者に渡したり、一緒に体操をさせ
たりたりたりたりする動作をさせられるする動作をさせられるする動作をさせられるする動作をさせられることを示した。これらの動作は、拡張動作ラ
イブラリと呼ぶソフトウェアにより、容易に作成可能とした。また、ユ
ーザとのコミュニケーションは対話エージェントにより支援されてい
る。対人親和性を高めるため、ロボットの顔をグラフィックスを用いて
表示し、安全外装を装備することで不意の接触に対する安全性を確保し
ている。 

  
ロボットが対人サービスをしている様子 

 これら２つの応用分野における応用研究開発により、オフィスや家庭
の様に「人間のために作られた」環境で、「人間の形をしている」こと
により対人親和性高く、人間型ロボットが働けることを実証した。共通
する要件は、作業が自律的実行できることである。これらの成果は、日
常生活空間において人間と共存して働く人間型ロボットの実現に可能
性を拓くものである。この類型の応用は、高い自律機能と低い単価が要
求されることから、実用化までには時間がかかるが、一般消費者を対象
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とすることから、これらの分野の市場規模が最終的には最も大きくなる
ものと考えられる。 
 以上述べた様に、本プロジェクトは、人間型ロボットが持つ３つの特
性を活かした応用分野について人間型ロボットが適用可能なことを実
証し、３つの応用研究の方向を示した点で意義深い。今後、第一のタイ
プの応用ではロボットの耐環境性の向上、第二のタイプの応用では自律
移動機能の向上、第三のタイプの応用では自律作業機能の向上を図るこ
とにより、実用化へ大きく近づくものと考えられる。 

(特許・論文等について件数
を記載) 

新聞・テレビ等報道：207 件／論文発表：155 件／口頭発表：211 件／
特許出願：国内 36件，国外 4件 

４．実用化、事業化の見通

し 

（１）プラットフォームの事業化（１）プラットフォームの事業化（１）プラットフォームの事業化（１）プラットフォームの事業化    
    本プロジェクトで研究開発したプラットフォームの一部は既に事業
化され、人間型ロボットに関する研究開発の基盤として利用されてい
る。富士通は、仮想ロボットプラットフォームでの検証用モデル開発過
程で蓄積したノウハウを用いて、２００１年学術研究用ヒューマノイド
ロボット HOAP-1 を開発した。これまでに、４０体程度販売され、歩行
等の運動制御研究、プランニング研究等に使われている。さらに、今年、
HOAP-1 に腰、首、手の自由度追加をした HOAP-2 を開発し、研究者への
提供を開始する予定となっている。川田工業は、HRP-2 同型機を人間
型ロボット研究開発用プラットフォームとして国内学術研究機関向け
販売を開始した。平成 15年 6月現在で 3箇所の国立大学に導入され、
研究に供されている。また、HRP-2 制御ソフトウェアは平成 14 年 10
月に設立された産総研ベンチャー企業ゼネラルロボティックスが、産総
研が開発したソフトウェアを基にした実用化を行った上で、販売・保守
を行っている。また，OpenHRPの動力学シミュレータ部は，産総研が
学術研究目的に限定して無償で配布しており，現在までに国内外の 50
以上の機関で研究開発に利用されてきている． 
（２）人間型ロボットの応用技術実用化の見通し（２）人間型ロボットの応用技術実用化の見通し（２）人間型ロボットの応用技術実用化の見通し（２）人間型ロボットの応用技術実用化の見通し 
産業車両等代行運転応用分野研究開発の一環として開発した、可搬型

遠隔操作装置については、人間型ロボット操作用として、ＮＥＤＯ基盤
促の研究開発により、操作しやすい遠隔操作装置を開発した上で事業化
する予定となっている。HRP-1S用の保護ウェアについては、今後ＨＲ
Ｐ－２をはじめとする人間型ロボット全体に市場を拡大し、用途も低
温・高温・防水、耐火用等を開発することで事業として確立させる見通
しとなっている。 
 産業車両等代行運転分野全体としては、産業車両の代行運転技術の基
盤が確立し、人間に近い作業能力が達成できたことから、過酷な環境に
おける建設作業、災害救助作業、消防作業等に実用化される見通しが得
られたものと考えている。ロボットの耐環境性を高める等の実用化開発
により、５年以内の実用化が十分可能であると思われる。 
プラント保守応用分野の研究開発により、遠隔操作に基づくプラント

保守・点検作業を人間型ロボットを用いて行えることを実証した。特に、
階段やピット等を含む環境において作業可能なことを示した点が特徴
である。また、操作時間の大幅な短縮も実現された。これらの成果によ
り、人間型ロボットをプラント保守応用分野に適用する技術的な見通し
が得られたものと思われる。 
 屋外共同作業応用分野の研究開発によっては、不整地を含む環境にお
いて、人間が音声と力覚を用いて作業をしながらロボットに指示を出
し、人間型ロボットと共同で作業を遂行可能であることを示した。不整
地歩行については、段差 4cm以内・傾斜 5%以内の不整地上を移動でき
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ることを実証したが、これは人間でも視覚によるフィードバックなしに
は歩くのが困難な路面であるので、多くの作業環境へ適用する見通しが
得られた。また、転倒による衝撃を緩和する転倒制御技術、転倒状態か
ら起き上がる転倒回復技術を併せて開発したので、不整地上で転倒した
場合にも対応することが可能となった。 
以上２つの応用分野における成果に加えて、ハードウェアの耐環境性
の向上、移動の自律化を実現することにより、人間型ロボットによるプ
ラント保守・点検作業や大規模構造物の組立・分解作業等の危険・過酷
環境における作業の実用化が視野に入ってくる。実用化時期は、10 年
以内であると考えている。 
ビル・ホーム管理サービス応用開発では、視覚処理によるロボットの
自律化と携帯端末向けの遠隔操作サーバ・クライアント技術により、外
出先から、携帯端末等で留守宅にいるロボットを遠隔操作し、留守宅の
確認・管理作業を行う技術を開発した。今後、より簡易にロボットに作
業を教示できるユーザインタフェース、視覚認識技術の信頼性向上、ロ
ボットの作業スキルの向上、転倒、破損回避/自動復帰等の安全化技術
の開発が必要と考えられる。携帯端末向けの遠隔操作サーバ・クライア
ント技術については、実用化にあたって困難な点はないと考える。 
 対人サービス応用分野では、対話エージェントによりユーザ指向型イ
ンターフェイスを実現するとともに、コンパクトな遠隔操作装置を開発
した。これらの成果により、被介護者や介護者によるロボットの簡単な
操作が実現された。また、安全外装を付加することにより安全性の向上
が図られた。 
 これらの成果に加えて、自律移動機能・自律作業機能・対人インター
フェイス機能の向上を図ることにより、人間と共存する空間で働く人間
型ロボットの実現が可能になるものと考えられる。要求される機能レベ
ルが高い点とコストに対する制約が厳しい点から実用化までにはそれ
なりの期間を要する。実用化時期は、15年以内と予測される。ただし、
これらの応用は一般のオフィス、一般の家庭を対象としているので、最
終的にはこれらの応用の市場規模が最大になるものと期待される。 

実施時期 13年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 15年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「人間協調・共存型ロボットシステム研究開発」（事後評価） 
評価概要（案） 

 
 
１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、高齢社会に対する技術開発のひとつであること、高度な性能を
有するヒューマノイドロボットを開発する挑戦的なテーマであることから、産学官連
携で推進することが望ましく、NEDOが関与する必要性は妥当である。 
プロジェクトリーダーが指導力を発揮して、数多くのサブグループを統括しながら
研究を推進して、短期間で成果を上げていることから、マネジメントはほぼ適切であ
った。しかしながら、応用分野のグループによってはロボティクス技術のレベルに差
があったこと、グループ間の連携があまり強くなかったことが見受けられた。 

HRP（注）－2の開発により、転倒・起き上がり動作の実現と不整地歩行能力の向
上などを実現した他、ソフトウェアプラットフォーム（OpenHRP）や保護ウェアな
どの個別技術は、実用化に近い成果があがっており、産業界以外の分野への波及効果
が期待される。ヒューマノイドロボット本体を実作業へ適用することに関しては、各
応用分野での実現性を実証して適用の可能性を明らかにした段階であり、今後もさら
に実用化に向けた継続的な取り組みが望まれる。 
以上のことから、本プロジェクトは最終目標をほぼ達成しており、特に HRP－2
は高度な性能を有し、世界でもトップレベルのヒューマノイドロボットとして評価で
きる。成果を速効的に実用化へ展開することは困難であるが、研究開発を継続するこ
と、得られた成果を可能な限り社会に還元することなどを行い、開発した技術が埋も
れずに普及されることを期待する。 
 
(注) Humanoid Robot Platform 
 
２）今後への提言 
本プロジェクトで創出された成果を埋もれさせないためには、継続的な研究開発、
あるいは広く普及させるためのフォローアップ的な研究テーマの推進が必要である。 
成果の共有化と広範な普及を図るために、得られた成果を可能な限り社会に還元す
ることが重要である。その際、HRP－2の開発を通じて得られた技術的な蓄積を、同
様な研究開発を行っている企業が利用し易い形式で公開をすること、実用的に使える
範囲を明確にして技術を出来るだけ詳細に開示することが望ましい。 
また、ロボットの安全性と信頼性に関する検討、人間工学による作業分析の実施、
および国際的な展開を有利に進めるため、国際特許の取得を行う必要がある。 
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２．各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
 我が国の高齢社会に対する技術開発のひとつであること、現状の技術を結集して、
高度な性能を有するヒューマノイドロボットを開発する挑戦的なテーマであること
から、民間単独での開発は困難であり、NEDO が関与して産学官の体制で進めるこ
とは妥当である。今まで困難とされてきた作業へ、ヒューマノイドロボットを適用す
ることが実現した場合、その意義は極めて重要であると考えられる他、産業界以外の
分野への波及効果も期待される。 
ヒューマノイド型 2足歩行ロボットを前提として、現在の技術で可能な範囲と将来
の可能性を示したことは評価できるが、目的にある高い安全性と信頼性については、
それらの内容が充分には明確になっていなかった。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
プロジェクトリーダーが指導力を発揮して、数多くのサブグループを統括しながら
研究を推進し、その結果、短期間で多くの成果を上げていることから、プロジェクト
全体のマネジメントはほぼ適切であった。研究期間を二つに分け、前半でプラットフ
ォームを開発し、後半で応用研究開発を行ったことは、効率的に成果を出す観点から
評価できる。情勢変化への対応についても、プロジェクト運営へ適切にフィードバッ
クされていた。 
グループによってはロボティクス技術のレベルに差があったこと、グループ間の連
携が強くなかったことが見受けられた。また、応用分野における実作業への適用は、
その可能性を実証したことで終わっており、最終的に技術全体としての総括があれば、
さらに良かった。 
 
３）研究開発成果について 
 応用分野研究では、具体的な作業についてロボットが代行する実現性を検証した。
HRP－2は、短い期間で開発したにもかかわらず高度な性能を有し、転倒や起き上が
り動作の実現、不整地歩行能力の向上など、それらの成果は高く評価できる。
OpenHRP、スーパーコックピットなどの個別の技術は、産業利用への波及効果が期
待でき、保護ウェアなどの副次的な成果も生まれた。これらのことから、最終目標は
概ね達成していると判断する。 
応用分野への適用は、自らが設定した環境下での可能性を実証した段階であり、人
間の作業を代行するには多くの時間を要する。また、研究成果の多くは制御と通信に
関する技術であり、HRP－2を除けばハードに関する技術的ブレークスルーが比較的
少なかった。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
個別の技術として OpenHRP、保護ウェア、およびビル・ホーム管理システムなど
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は、実用化に近い成果があがっている。ヒューマノイドロボット本体は、研究用や教
育用として既に販売実績があるが、各応用分野における実作業への適用に関しては、
その可能性を明らかにした段階であり、今後もさらに実用化に向けた継続的な取り組
みが望まれる。 
ロボットの研究では、開発期間が終了した時点で、成果を直ぐに実用化・事業化す
ることは困難である。今後成果を普及させるためには、継続した研究開発が望まれる
他、知的財産権保護との兼ね合いもあるが、成果をできる限り公開して、広範な分野
で利用できるように検討することを期待する。 



 

 

    
個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価 

 
 成果に対する評価 
産業車両等代行運
転応用ロボットシ
ステム 

ポータブル化を図った可搬型遠隔操作装置や、操作が簡単なマスターアームを開発したこと、何種類
かの建設機械を使った運転実験を行って性能などを実証したことから、最終目標は概ね達成している。
副次的効果として、悪環境においてもヒューマノイドロボットが利用できる保護ウェアを開発し、降雨
時における利用の可能性を示したことは評価できる。 
 人間型ロボットが機械に乗り込んで運転する発想はユニークではあるが、遠隔操縦装置などで機械自
体を自動化する技術が既に実用化されていることもあり、ヒューマノイドロボットによる本技術のメリ
ットである運転以外の付帯作業の実行を具体化する必要がある。 

プラント保守応用
ロボットシステム 

プラント内部の環境を変えずに、ロボットを自律的に動作できるシステムを開発したことは評価でき
る。自律制御の補助として、ICタグと磁気テープを効果的に利用したことにより、ヒューマノイドロボ
ットの特徴が活かされている。 
 本技術は、既知環境にてロボットが自律的に動作することを目標としているが、トラブルが発生した
場合は未知環境になる可能性があり、そのような状況に直面した際の検討、および実際の点検作業への
適用に係わる課題、例えばバッテリー稼働時間や安全性などの検討が、十分に行われていなかった。 

屋外共同作業応用
ロボットシステム 

人間と協調しながら、パネルの建て込み作業を実現したことは大きな成果である。転倒と起き上がり
の制御技術など、運動計画のソフトウェアも含めて完成した点は評価できる。このことから、最終目標
を達成しており、実用化に最も近い技術である。 
 屋外作業への適用に関しては、太陽光などの対環境対策、実際の屋外不整地での歩行などの検討が、
あまり十分ではなかった。また、実用性が高い技術であると考えられるので、ボードの建て込みなどの
建設分野だけではなく、震災などの災害復旧現場など、幅広い分野での応用を考えたほうがより良いと
思われる。 
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 成果に対する評価 
ビル・ホーム管理サ
ービス応用ロボッ
トシステム 

ヒューマノイドロボットと携帯電話、ノート PC、PDA をつなぎ、ホーム管理システムを初めて構築
したことは評価でき、現在の最新技術を集中して、実現可能な段階を示したことは意義が高い。また、
本研究に参画している企業では、開発技術の一部を製品に応用しており、段階的に実用化を開始してい
る。 
残された課題としては、ヒューマノイドロボットしか居ない場合の安全性についての検討の他、ユー
ザーに扱いやすい製品にすることなどがある。 
本技術は、ヒューマノイドロボット以外の形態にも応用が考えられるので、色々な応用範囲の可能性
があるという成果をアピールした方がよい。 

対人サービス応用
ロボットシステム 

 対人サービスの観点から、ヒューマノイドロボットの利用可能性を示したことは評価でき、簡単な操
作で具体的なヒューマノイドロボットの運動を形成する制御方法には、工夫が見られる。音声認識によ
りヒューマノイドロボットを半自律的に制御する技術は、実用化のためには不可欠であり、可能性とし
ての成果を示したことは評価できる。また、拡張動作ライブラリイの開発は、ロボットの複雑な動作パ
ターンの生成を、簡略化できるツールとして大変有意義である。 
 研究成果が制御とヒューマン・インターフェイスに重点が置かれている一方、対人と言う意味で安全
性への指針検討が十分ではなかった。また、ビル・ホーム管理と重複する技術も多く、共通化すれば更
なる成果が期待できたと考えられる。 
ロボットに介護作業を行わせるということは、福祉分野では大きいニーズがあるので、今後は、現状
のロボット技術をさらに発展させることが望まれる。 

産業技術総合研究
所担当分 

 世界最高レベルである HRP－2 の開発では、中心的な役割を担っており、短期間に開発したソフトウ
ェアプラットフォーム（OpenHRP）は、転倒・起き上がり動作や不整地歩行能力の向上などの難易度が
高い問題を解決した、世界に誇れる優れた成果である。応用分野研究に関しては、開発した技術を産業
車両等代行運転と屋外共同作業へ適用して成果を上げており、プロジェクトに対する貢献度は高い。 
 今後の同様な研究開発に大いに役立つと考えられるので、各応用分野で開発したソフトウェアを早期
にライブラリイ化することを期待する。 
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4.実用化･事業化の見通しについて

平均値
 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

1.事業の目的・政策的位置付け 2.8 B A A A A A 

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて 2.2 A A C B B B 

3.研究開発成果について 2.2 B B B A B B 

4.実用化･事業化の見通しについて 1.5 C A C B C C 

   （注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付け (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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