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プロジェクト概要 
作成日 平成 20 年 7 月 25 日 

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 

プロジェクト名 次世代ロボット共通技術開発 

開発プロジェクト 

PJ コード P05027 

担当推進部・担当者 機械システム技術開発部 安川 裕介 

０．事業の概要 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。

本事業では、平成１６年度までにＮＥＤＯ技術開発機構が開発した RT ミドル

ウェアの成果を踏まえ、次世代ロボットの基本要素と考えられる画像認識用、

音声認識用及び運動制御用のデバイスとデバイスに各種ソフトウェアを搭載

したモジュールを開発し、5 種類以上の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。本事業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、ロボット開発を活性化する。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性について 

「２１世紀ロボットチャレンジプログラム」では、次世代ロボット実用化

における技術面の課題に着目し、潜在ニーズに対応した次世代ロボットの開

発・実用化の促進、ロボット市場の飛躍的拡大を目指すことを目的に、２０

２０年度までにロボット産業を我が国における基幹産業の1 つに成長させる

ことを目指すとしている。特に基盤的要素技術開発として、我が国に蓄積さ

れたロボット技術を活用して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としてい

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。ＮＥ

ＤＯ技術開発機構は、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。 

本事業は、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とにあり、上述のプログラムの

目標達成のために寄与するものである。 

産業用ロボット以外の分野では市場が形成されていないが、このような状

況の中で、今後のロボット開発の効率化の基盤となる技術を整備には、ニー

ズに対応した基盤技術開発や基盤技術の有効性検証が必要となる。しかしな

がら、必要となる明確なニーズが見えず、先行指標がない中での民間企業に

おける経営判断は相当な困難が伴い、市場原理に任せていたのでは次世代ロ

ボットのための基盤技術の早期開発は望めない。従って、NEDO 技術開発機構

が研究開発の対象となる分野及び仕様を設定し次世代ロボットの研究開発を

効率的に推進する必要がある。 
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また、次世代ロボットの大きな産業化を実現するためには、中長期を見据

え、共通基盤技術に則ったロボットモジュールの品揃えを増やす必要がある。

選択可能なモジュールを多数準備することで、利用者は必要なモジュールを

選択しロボットを構成することが可能となる。しかしながら、この要求を満

たすためにはチャレンジングなロボット要素技術等の研究開発と過度な資金

リスクを恐れない開発環境の提供が必要である。従って、NEDO 技術開発機構

により、当該環境を提供する必要がある。 

本事業は、少子高齢化への対応、新規産業創出による経済の活性化、安心・

安全社会の実現等社会ニーズを満たすために必要なものであり、その成果は

国民生活の質的向上等公共性が高いことから、NEDO 技術開発機構の関与が必

要である。 

 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて                             

事業の目標 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。 

主な実施事項 平成17年度 平成 18 年度 平成 19 年度  
画像認識用デバイス

及びモジュールの開

発 

    

音声認識用デバイス

及びモジュールの開

発 

   

 

 

 

 

事業の計画内容 

運動制御用デバイス

及びモジュールの開

発 

    

(単位：百万円) 平成17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 総額 

一般会計 

 

292 609 

 

357 

 

1259 

 

特別会計 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

【開発予算】  

総予算額 292 609 357 1259 

経済省担当原課 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 

 

【開発体制】 

プロジェクトリーダ

ー 

首都大学東京教授 谷江和雄（平成 19 年 6 月まで） 

産業技術総合研究所 比留川博久（それ以降） 
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委託先 

（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業

数も記載） 

富士通株式会社、株式会社セック、株式会社ビジネスデ

ザイン研究所、首都大学東京、東京大学、電気通信大学、

日本電気株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所、

株式会社安川電機、三菱重工業株式会社、東京工業大学、

慶應義塾大学、Ｊ－ＳｉＰ株式会社、大日本印刷株式会

社、株式会社アックス、株式会社東芝、千葉工業大学、

東京理科大学、関西電力株式会社（平成 19 年３月まで）

 

 

【情勢変化への

対応】 

（１） 委託先のプロジェクト継続中止 

 一部の研究開発内容は設定した目標が達成できる見込みがないと判断し、20

年度以降の委託を打ち切った。 

（２）運動制御モジュールの制御チップの変更 

 運動制御モジュールでは、当初、ＣＰＵとしてロボット専用の高性能処理Ｌ

ＳＩであるＭ－ＲＭＴＰを開発する計画であった。非常に画期的な機能と性能

を有するＬＳＩを開発できる挑戦的な計画であったが、大規模ＣＰＵを短期間

に開発するのはリスクが伴い、２度のＭ－ＲＭＴＰの試作にもかかわらず、回

路機能と実装設計の重なる問題により、事業計画を完了させるには時間が不足

することが明らかになった。 

 これに対処するため、途中で使用ＣＰＵを当初のＭ－ＲＭＴＰから、市販品

であるＳＨ－４に変更する判断を行なった。運動制御モジュールは、ＳＨ－４

を搭載するＣＰＵカードと、大電流のＡＣモーターを小型で駆動できるモータ

ーモジュールの２パーツから構成する使用とし、それぞれ単独でも用途に合わ

せて使用可能なフレキシブルな構成として実現することとした。 

（３）追加の研究開発 

千葉工業大学では脚車輪式の多脚ロボットを開発中であったが、この小型

多モーターロボットに本プロジェクトで開発した運動制御モジュールを搭載

することで、当該モジュールの小サイズを 活かした高密度実装の実証が可能

なことが明らかになった。このため、モジュールの有効性検証この実証項目を

追加して実証範囲を拡大した。 
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Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）画像認識デバイスの開発 

画像認識用要素処理を高速に実行するデバイスで、２カメラを同時入力し

相関マッチングや特徴抽出用の専用回路を内蔵することにより、オプティカ

ルフローやパターンマッチング、ステレオ計測をリアルタイムで実行するこ

とを可能とした。 

 
 

 

 

（２）画像認識モジュールの開発 

 上記デバイスを搭載した小型低消費電力のモジュールを開発した。カメラＩ

Ｆ基板を交換することによりアナログカメラもＩＥＥＥ１３９４カメラも接

続することができる。ＲＴミドルウェア機能を内蔵させることで、ロボット用

標準モジュールとして接続が可能とした。 

 
 

画像認識モジュール 

コーナー検出: 14 ms

線分抽出（位置・傾き）： 29 ms

コーナー検出＋
ステレオマッチング
（視差：0～63画
素）：
28 ms

3次元計測： 50ms  
 

画像認識モジュールによる画像認処理例 

 

 

・8×8アレイ演算器×4

（パターンマッチング，

空間フィルタ）

・濃淡/カラー変換

・アフィン変換

・特徴抽出（線分/コーナー）

0.13μm CMOS

大200 MHz

676ピンTEBGA  (27×27mm)

テクノロジ

動作周波数

パッケージ

画像演算回路

電源 1.2 V，3.3 V (約3.0 W)

動作温度 0～70℃

画像入力 YUV16ﾋﾞｯﾄ（4:2:2）×２

・8×8アレイ演算器×4

（パターンマッチング，

空間フィルタ）

・濃淡/カラー変換

・アフィン変換

・特徴抽出（線分/コーナー）

0.13μm CMOS

大200 MHz

676ピンTEBGA  (27×27mm)

テクノロジ

動作周波数

パッケージ

画像演算回路

電源 1.2 V，3.3 V (約3.0 W)

動作温度 0～70℃

画像入力 YUV16ﾋﾞｯﾄ（4:2:2）×２
開発した画像認識用デバイス 

TMS320DM642, 600MHz

SDRAM：64MB，フラッシュメモリ：2MB

DSP

DSPメモリ

画像メモリ 64MB (1024×1024×16ビット×32面）

画像入力I/F
NTSCアナログ×2 (16ビットカラー／VGA／30 fps)

または、IEEE1394×2 (16ビットカラー／VGA／30 fps)

外形寸法 150 mm×100 mm×70 mm

重量 360 g

+5 V，約 9 W電源

TMS320DM642, 600MHz

SDRAM：64MB，フラッシュメモリ：2MB

DSP

DSPメモリ

画像メモリ 64MB (1024×1024×16ビット×32面）

画像入力I/F
NTSCアナログ×2 (16ビットカラー／VGA／30 fps)

または、IEEE1394×2 (16ビットカラー／VGA／30 fps)

外形寸法 150 mm×100 mm×70 mm

重量 360 g

+5 V，約 9 W電源
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（３）画像認識モジュールの有効性検証 

５種類のロボットに画像認識モジュールを接続して動作実験を行い性能を

検証した。モジュールが実用に耐えることを検証したのみならず、ＲＴミドル

ウェア構成でロボットの実用的な制御が可能なことを証明し、今後のロボット

開発の方向性を決定することができた。 

   

検証ロボット 検証項目

ヒューマノイドロボットの
自律制御
（東京大学）

・画像認識モジュールのサイズが等身大ヒューマノイド
プラットフォームに搭載可能なレベルで小型であること

・モジュールの発熱量、省電力性ノイズ耐性が実ロボット
の組み込み可能なレベルであること

ヒューマンインタラクションに必要な画像処理を従来
（ＰＣのみ）よりも高速に実現

・人間の位置や状態の認識，移動方向の予測
・周囲環境の認識

すれ違い，縦走／並走
切替え，視界推定
ロボット
（電気通信大学）

ジェスチャ コミュニケー

ションロボット
（首都大学東京）

ジェスチャー認識に必要な画像処理を従来手法
（ＰＣ上でのソフトウェア処理）よりも高速・高精度で実現

・指差し認識
・顔の動きによる肯定・否定の認識

ifbotによる入退室管理シ

ステムの実証実験
(ビジネスデザイン研究所)

・顔検出/認証の高速性の検証

・サイズ面での検証
（小型ロボットifbotへの内蔵)

サービスロボットの
自律制御
（富士通）

・サイズや消費電力の面で自律移動ロボットに搭載可
能なレベルであること
・人との衝突を回避して安全に走行するために必要と
なる画像処理を高速で実現

５種類のロボットによる有効性検証の内容 

 

（４）音声認識モジュールハードウェアの開発 

携帯電話用低消費電力デバイスを使った小型軽量で低消費電力の音声認識

用モジュールの開発に成功した。多チャンネルマイクを入力可能で、雑音除去

機能や音声方向検知機能を可能とした。 

 携帯電話用アプリケーションプロセッサを使用し、小型・省電力であ

りながら、高性能なハードウェアを開発。 

 メインボード、AUDIO ボード(16ch 入力)、拡張ボード(CF、拡張メモリ)

の 3枚で構成。 

 面積は、ほぼ名刺サイズ（55mm×100mm） 

 

 
音声認識モジュールの外観 
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（５）音声認識モジュールソフトウェアの開発 

 不特定話者の音声認識、音声方向検出、音声合成を基本機能とした音声処理

機能を内蔵させた。 

特徴 

 Linux OS （Mobolinux 4.0）上にロボット用 VM を実装し、その上にミ

ドルウェア機能を実装 

 以下の機能を基本機能としてコンソーシアムリリース 

 単語音声認識機能 （2入力ノイズキャンセラによる雑音抑圧機

能を含む）、音源方向検出機能、音声合成機能（音声合成エン

ジン）、RT コンポーネント化機能、HTTP サーバ機能 

 残りの機能は、付加機能として NEC で機能実証 

 

 
音声認識モジュールソフトウェアの機能 

 

 

 

（６）音声認識モジュールの有効性検証 

５台のロボットに搭載して、さまざまな使用法で音声認識モジュールが実用

的に使用可能なことを実証した。 

 

ＮＥＣ 小型ロボットPaPeRo-miniへの音声認識モジュール組み込み、

並びに小型省電力の効果に関する実証実験

産総研 視覚認識機能と音声認識機能を両方同時にロボット体内に搭
載し、同時動作させる実証実験

安川電機 音声認識モジュールを使用することによるＨＤＤレス化の効果
検証と北九州空港での案内ロボット実証実験。

三菱重工 複数音声認識エンジンの協調による音声認識精度向上。

東工大
（首都大）

音声認識モジュール搭載した複数台のロボット間で動作連携
させる実証実験

ＮＥＣ 小型ロボットPaPeRo-miniへの音声認識モジュール組み込み、

並びに小型省電力の効果に関する実証実験

産総研 視覚認識機能と音声認識機能を両方同時にロボット体内に搭
載し、同時動作させる実証実験

安川電機 音声認識モジュールを使用することによるＨＤＤレス化の効果
検証と北九州空港での案内ロボット実証実験。

三菱重工 複数音声認識エンジンの協調による音声認識精度向上。

東工大
（首都大）

音声認識モジュール搭載した複数台のロボット間で動作連携
させる実証実験

 
 

５種類のロボットによる有効性検証の内容 

 

 

Linux OS （Mobilinux 4.0)
Robot VM

音源方向
検出機能

RTコンポーネント化機能

音声状況
検知機能

CG機能
雑音抑圧

機能
音声合成

機能

HTTP
サーバ
機能

顔認識
機能

シナリオ
エンジン

機能

音声認識エンジン制御機能

単語
音声
認識
エン
ジン

連続
音声
認識
エン
ジン

単語音声認識機能

大語彙連続音声認識機能

付加機能
(雑音抑圧機能の一部を除く)

基本機能
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（７）運動制御用専用デバイスの開発 

 ロボットのモータ制御を小型高性能に実行できる専用デバイスの開発を目

指した。非常に挑戦的な目標であったが論理不良や製造上の困難に直面し事業

期間内に提供できる見通しがなくなった。このため、開発したデバイス単体試

験にとどめ、運動制御モジュールとしては他のデバイスを使用することとし

た。途中まで開発したデバイスは、今後他のファンドを得て実現を図る。 

 

  
 

開発した運動制御用デバイス 

 

（８）運動制御モジュールの開発 

 制御カードとモータ制御モジュールの２つのパートを組み合わせる分割可

能モジュールを開発した。４台のブラシレスＤＣサーボモータを接続可能なロ

ボットに有用なモジュールが完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動制御モジュールの制御カード  運動制御モジュールのモータ制御部 

 

M-RMTP (Motion Responsive MultiThreaded 
Processor)はロボットの分散リアルタイム制御（特に運
動制御）用に開発されたSoC (System-on-Chip)
分散リアルタイム制御に必要な機能を1チップに集積

リアルタイム処理用プロセッシングコア(RMT PU)
リアルタイム通信機能(Responsive Link)
各種I/O(PCI, 1394, Ethernet, SPI, PWM in/out等)

M-RMTP SiP (System-in-Package)：M-RMTP、メモリ、
周辺回路等を33mm角に集積

90×55㎜の基板1枚に、264MIPSのプロセッサ、64MBの主メモリ、
2GBの外部記憶、(GbitEther+CAN)×2チャンネルの実時間ネットワ
ーク、ロボット制御用の各種IOを実装

全ディジタルIOインタフェースー高耐ノイズ性

3.3V単一電源、消費電力3-5Wで、ロボット筐体内での使用が可能

実時間ART-Linux
1000μ秒の指定周期に対し、10μ秒(1%)以下の変動

短周期100μ秒以下

実時間Ethernet
1000μ秒の通信のオーバヘッドは130μ秒以下、通信時間の変動は2%以下

小構成で2軸、1枚の制御カードで 大8軸、制御カードをカスケー

ドすることでさらに拡張が容易

多チャンネルIOカードをスタックすることで、多数のAD/DA処理が

可能



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）運動制御モジュールの有効性検証 

６台のロボットで個別の検証目的を持って運動制御モジュールの応用を実証

したこれにより運動制御モジュールが実応用に耐えることを証明し、かつＲＴ

ミドルウェによるロボット機能の部品化方針が実用的であることを検証でき

た。 

ロボット（機関） 使用モジュール 検証項目

車輪型案内ロボット（東芝） Pentium、FT-1 PCのCANインタフェースからのFT-1制御、
車輪制御RTC

ハプティックインタフェース
（産総研知能システム）

DASH-4、FT-1 DASH-4のロータリエンコーダ・インタフェー
ス、コンプライアンス制御RTC

脚車輪型ロボット（千葉工
大）

Geode, FT-1 CANプロトコル、多数のFT-1による大電力
モータ制御、脚車輪制御RTC

ジャイロ応用高運動性ロ
ボット（千葉工大）

DASH-4, FT-1 大出力、高回転モータ制御、フライホイー
ル制御RTC

モジュラー型ヒューマノイド
（慶應義塾）

DASH-4 DASH-4による直接PWM制御、FPGA拡張

性

スピーカアレイ3次元音場

生成（東京理科大）

DASH-4、多チャン
ネルIO

20μ秒オーダの実時間制御、多チャンネル
IO検証、多数のDASH-4の同期、音場生成
RTC

ロボット（機関） 使用モジュール 検証項目

車輪型案内ロボット（東芝） Pentium、FT-1 PCのCANインタフェースからのFT-1制御、
車輪制御RTC

ハプティックインタフェース
（産総研知能システム）

DASH-4、FT-1 DASH-4のロータリエンコーダ・インタフェー
ス、コンプライアンス制御RTC

脚車輪型ロボット（千葉工
大）

Geode, FT-1 CANプロトコル、多数のFT-1による大電力
モータ制御、脚車輪制御RTC

ジャイロ応用高運動性ロ
ボット（千葉工大）

DASH-4, FT-1 大出力、高回転モータ制御、フライホイー
ル制御RTC

モジュラー型ヒューマノイド
（慶應義塾）

DASH-4 DASH-4による直接PWM制御、FPGA拡張

性

スピーカアレイ3次元音場

生成（東京理科大）

DASH-4、多チャン
ネルIO

20μ秒オーダの実時間制御、多チャンネル
IO検証、多数のDASH-4の同期、音場生成
RTC  

6 種類のロボットによる有効性検証の内容 

 

 
 

有効性検証に使用した６種類のロボットの外観 
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（１０）ＲＴミドルウェアの実用性実証と利用拡大 

このプロジェクトはＲＴミドルウェアを使用したロボット機能の部品化施

策に即して実施しているため、この施策が有効であることを示すことと、同じ

施策の元に進めらる他の事業での利用を進めること、さらにこの施策以外の事

業に対しても普及を進めることが重要となる。 

ＲＴミドルウェアを用いた共通基盤モジュールを用いてロボットが有効に

動作できたことを、学会、展示会等で広報してきた。平成１９年度日本ロボッ

ト学会学術講演会（千葉工業大学）ではＮＥＤＯ技術開発機構の展開セッショ

ンを設定し、その中で本事業の目的や成果を発表した。また、平成１９年の国

際ロボット展（ビッグサイト）では、ＲＴミドルウェアコーナーを開設し、本

事業の委託先である産業技術総合研究所やセックがＲＴミドルウェアの成果

をアピールした。これらの広報活動と、本事業によりＲＴミドルウェア方式の

有効性が確認できたため、後継事業である次世代ロボット知能化技術開発プロ

ジェクトと基盤ロボット技術活用型オープンイノベーション促進プロジェク

トの二つが実現できた。 

また、上記の二つのプロジェクトは、本事業で開発した３種類の共通基盤モ

ジュールの利用を勧めている。本事業においてもＲＴミドルウェアを理解し、

利用者人口を増大することができたが、今後使用可能なモジュールが出現した

ことでさらに広い利用者が生まれることと期待できる。また、多くのユーザに

より本事業の共通基盤モジュールを利用してもらい、意見やコメントを集める

ことで改良が加速しより使いやすいモジュールの開発につながることと期待

する。 

 

（１１）成果の普及 

展示会、ＤＶＤ、学会特集誌の３種の方策により普及拡大を進めている。平

成２０年のＲＯＢＯＭＥＣ２００８（日本機械学会、長野市）では、本事業の

成果の普及と潜在ユーザからの意見収集を目指し、開発したロボットを一堂に

集めて展示する成果展示会を開いた。本事業の成果物（共通基盤モジュール）

はロボットの開発者がユーザであるため、専門家が多数集まるロボット関連の

学会を展示会の場所として選択した。２日間でのべ１２００人の来場者（ＴＢ

Ｄ集計中）を得て、１０００部以上のパンフレットを配布した。また、本事業

の成果をまとめたＤＶＤを製作した。３種の共通基盤モジュールと１６台のロ

ボットを分かりやすく収録したもので、共通基盤モジュールの概念と用途の広

さをアピールするものとなっている。さらに、日本ロボット学会の学会誌にお

いて、２００９年の第２７巻第２号で本事業の特集号を発行する予定である。

この学会誌により、幅広い研究者・ロボット開発者に本プロジェクトの成果を

理解してもらうことを期待したい。 
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【成果発表数】 

 論文等誌上発表 
（論文誌、学会誌、国際会議） 

国内 海外 

特許等 報道 

（新聞、雑誌

等 

展示会出展 

 

件数 
74 52 5 23 15 

Ⅳ．実用化の見通し

について 

 

本事業で開発した成果は、直接的には共通基盤モジュールを利用することに

よるロボット開発の加速やＲＴミドルウェアの応用分野の拡大が期待できる。

それ以外にも、本事業ではＲＴミドルウェアのサブモジュールや今後開発す

べきロボット機能モジュールの分野等が明らかになってきた。 

本事業では画像、音声、運度の共通基盤モジュールを開発することが目的であ

ったが、それらの開発を支援する目的で、ＲＴミドルウェアのサブモジュール

が開発された。すなわち開発時の動作確認ツールや監視モジュール等である。

これらは今後普及を期待したいＲＴミドルウェア関連プロジェクトにおいて

も、修正して使用が可能なものと考えられる。機能の一般化や、ＧＵＩ等での

使いやすさを向上させることにより、今後の技術開発を加速させる手助けにな

るものと思われる。 

 また、画像処理モジュールは制御ＩＣとしてＤＳＰを搭載していた。ＤＳＰ

にはＭＭＵが内蔵されていないため、ＲＴミドルウェアの現在の公開版で使用

しているＬＩＮＵＸを実行させることができない。このためＲＴＭライトとい

う実装方式を採用した。これは、ＲＴミドルウェアに必須のＣＯＲＢＡを用い

た通信機能はＨＵＢとして働く通信プロセッサに任せ、通信プロセッサと画像

処理モジュールはローカル通信により接続する考え方である。この技術を用い

ると、簡易なプロセッサしか内蔵できない軽量モジュールの実現が可能とな

る。たとえば、ジャイロセンサだけを内蔵したセンサモジュールもローコスト

で実現可能となる。今回の事業でのＲＴミドルウェアの実現方法が、今後の軽

量モジュールの開発を促したといえる。この考え方は次世代ロボット知能化技

術開発プロジェクトにも受け継がれ、eRTM 構想や TRON によるロボット機能モ

ジュールの開発にもつながっている。 

まとめると、本プロジェクトの成果である３種の共通基盤モジュールとＲＴ

ミドルウェアについて以下の実用化方策を考える。 

開発した３種の共通基盤モジュールの実用化 

(i)開発したモジュールそのものの利用。有効性検証実験に継続して利用。

(ii)モジュールの改良版開発による普及拡大。 

(iii)モ類似モジュールの開発によるシリーズ化による普及拡大 

(iv)後継プロジェクトによる利用 

ＲＴミドルウェアの今後の拡大方策。 

(i)国際標準の取得と内容充実 

(ii)後継プロジェクトによる応用範囲の拡大 

(iii)開発環境の改善 

ただし、３種のモジュールを実用化するに際して、共通する課題が明らかに

なった。以下の対策を検討する。 

(i) 課題と対策１：モジュールコストは本事業の経験を活かして改版する 

(ii) 課題と対策２：一部部品が製造中止となったが需要調査により再開発

計画を進める 

(iii) 課題と対策３：配布サポート体制については後継プロジェクトで対応

事前評価 なし Ⅴ．評価に関する事

項 評価予定 平成 20 年度 事後評価実施予定 
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Ⅵ．基本計画に関す

る事項 
策定時期 平成 17 年 3 月 策定 
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次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト全体の研究開発実施体制 
 
 
 
 

研究項目：画像認識用デバイス及
びモジュールの開発
★富士通株式会社

株式会社セック
(株)ビジネスデザイン研究所
首都大学東京
東京大学
電気通信大学

研究項目：音声認識用デバイス及
びモジュールの開発
★日本電気株式会社

産業技術総合研究所
株式会社安川電機
三菱重工業株式会社
東京工業大学

研究項目：運動制御用デバイス及びモジュー
ルの開発

★(独)産業技術総合研究所
慶應義塾大学
Ｊ－ＳｉＰ株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社アックス
株式会社東芝
千葉工業大学
東京理科大学
関西電力株式会社 (H19年６月まで)

関西学院大学
(H19年６月まで)
研究項目：姿勢制御
機構の検討試作

首都大学東京
研究項目：情報検索エンジンの研究開発

共同研究
外部協力機関

芝浦工業大学
研究項目：RTミド

ルウェアの高機能化
機構の検討試作

再委託

★はコンソーシアム代表

NEDO技術開発機構

経済産業省

交付金

プロジェクトリーダー

(1)首都大学東京 システムデザイン学部

教授 谷江和雄 (H19年6月まで)
(2)産業技術総合研究所 知能システム研究部門

比留川博久

推進委員会
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「次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト」（事後評価） 
評価概要（案） 

 
１．総 論 

１）総合評価 

次世代ロボットの効率的開発体制を実現するという本プロジェクトの事業目的は

重要であり、NEDO の事業として妥当である。RT ミドルウｪアの活用普及の観点や主要

パーツをモジュール化して効率的な開発や新規参入を促進することは、ロボット開発

を全体として活性化するうえで有効な事業であった。 

しかし、実用化のためには、小型化、低コスト化、高信頼化、高性能化、ソフトウ

ェアの安定化など多くの課題をクリアする必要がある。RTC や RTM が機能発現モジュ

ールとして備えるべきモジュール間の機能インタフェースについての課題の掘り下

げが十分とはいえない。ロボットを設計するうえで、RTM 化によるメリットデメリッ

トのトレードオフを具体的に整理し直すべきである。 

 

２）今後に対する提言 

市場が育っておらず技術進展の早いこの時代においては、ロボット向け専用モジュ

ールの開発努力の有効性について、しっかりとした将来予測に基づく議論が必要であ

ろう。また、ハードウェアへの依存性を極力減らし、どのようなハードウェアにも対

応可能な知能モジュールの開発を志向すべきである。ハード依存性が高いと、事業化

での敷居が高く、折角の成果にかかった費用が回収できない可能性が大きくなる。 

活用拡大の条件として、準製品化段階に、デバイス活用マニュアルの早期整備等の

バックアップ体制の確保、信頼性向上のための乖離様開発、メンテ体制の確保が必須

と考える。 

比較的需要に期待ができる画像認識デバイスは、ロボット以外にも使用場面を広げ

て、実用化・商用化を進めることも有効だろう。そのため、ロボット化が進む自動車

や電機製品との融合を図るような計画も有効であろう。 

 

２．各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

市場の成熟に先立ち、モジュール化、標準化を実施することは、民間事業主体では

難しく、NEDO 先導で実施することには意義がある。視覚・聴覚・運動制御は、モジ

ュール化部品としては も使用頻度が高くなると想定され、これらを選抜したことは

適切である。 

また、主要パーツをモジュール化することは、幅広い分野での利用の可能性、ロボ

ット製作では専門分野での技術開発に集中できるなどのメリットがあり、利用が促進

され易いコストやツールが揃えば効果はより大きくなると考えられる。 

しかし、画像処理専用 LSI の開発など、ハード開発に力を入れ過ぎている。RT ミド

ルウｪアの成果の有用性検証という観点からの体系的技術開発を主要目的の一つとし

て、より明確に位置付けることはできなかったか。新しいハイテク製品市場の黎明期

は、モジュール化による水平分業よりも、自社で垂直統合した製品が先行するケース

が多い。製品の方向性が明確になってくると、主戦場での民間投資は急増し、有力メ

ーカー、有力製品によるデファクトスタンダード化が急速に進む。今回開発の意義を
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維持するためには、この流れに対する対抗布石を考えておく必要がある。 

 

２）研究開発マネジメントについて 

研究開発目標は、視覚・聴覚・運動制御という基本的な三要素の標準化を目指すも

のであり、かつスペック提示も明快であったことから、妥当なものであったと思われ

る。また計画変更にもかかわらず、運動制御用モジュールの開発に成功したことも評

価できる。 

しかし、開発か事業性か、ソフトウェアかハードウェアかについてよりどちらかに

軸足を置いた開発計画が好ましい。画像処理という民間での競争が厳しい分野では、

技術進展のスピードが速く、本プロジェクトの目標はあっという間に陳腐化していた。

画像処理のような質的な競争に対しては、定量化された目標のみではなく、質的な目

標を設定することも考慮すべきである。 

また、運動制御用デバイス M-RMTP の開発という挑戦的な計画を中止しなければな

らなかった点について、開発期間が非常に短期に限られていることを考慮しても、研

究開発目標設定の妥当性に少し疑問が残る。 

 

３）研究開発成果について 

計画の一部変更にもかかわらず、成果は全体としてほぼ目標を達成していて高く評

価できる。特に省エネ、コンパクト化の実証は、ロボットシステムへの組込みユーザ

ーの立場からは、魅力的な出来であると考える。RT ミドルウｪアとの連携ができてい 

るため利用者側からみた汎用性も高く、論文発表も多いことは評価できる。 

しかし、本プロジェクトでは、設計開発的要素が多く含まれているにもかかわらず、

新しい設計コンセプトがあまり示されていない。画像処理については、特許等出願数

が少な過ぎる。実用化の見通しがよくない面を、知財権の確保で担保すべきであった。

また、ロボットへの適用の範囲は制限され、よりタフな仕様を要求される RT 応用展

開に向けては、力不足な感がある。 

 

４）実用化の見通しについて 

成果の実用化可能性は非常に客観的にまとめられており、今後の展開について含蓄

のある知見が得られている。また、RTM 準拠仕様による国際標準化に向けた努力も評

価できる。今後専用デバイスを開発し、あるいは汎用 CPU+ソフトウェアの組合せで、

同種の機能を実現しようとする時には、今回開発された基板がメルクマールを提供で

きるだろう。 

その一方で、市場が育っていない現時点で開発デバイスおよびモジュールの実用化

可能性を正確に評価するのは困難なことである。しかも、実用化のためには、小型化、

低コスト化、高信頼化、高性能化、ソフトウェアの安定化など多くの課題をクリアす

る必要がある。 

 



 

個別テーマに関する評価 

 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

画像認識用

デバイス及

びモジュー

ルの開発 

正規化相関演算を全てハード処理

する画像処理 LSI を世界で初めて実

現し、これを含めた高性能な画像認

識用モジュールを開発したことは高

く評価できる。既存 PC との比較で、

消費電力 1/10、演算能力 10 倍の性能

は、魅力的な成果になっている。 

 しかし、画像処理のもう一つの課

題である環境ロバスト性について、

利用者の立場での情報が少なく、従

来品との差異が不明である。外乱へ

の対応についての踏み込んだ、可能

な限り定量化した知見を提示してほ

しい。 

 

リアルタイム画像処理へのニーズは

大きく、サービスロボット以外の様々な

機器への組込・搭載の可能性がありう

る。汎用プロセッサの代替ないし補完デ

バイスとして、供給が可能であろう。ま

た、サービスロボット対応のモジュール

としては、使い勝手の良いモジュールと

なっており、コスト問題が解決すれば、

活用したいユーザーは多いと考える。 

 しかし、市場ニーズや適用形態の絞り

込みが十分でない。また、価格は量産規

模によるということであるが、本種製品

の市場規模を定めないとニワトリと卵

論が継続される。再設計を含め、原価低

減が望まれる。Linux の採用などによる

画像処理モジュールのソフトウェア開

発環境の低価格化、開発の容易化はぜひ

進めるべきである。 

 

汎用 CPU に対する、専用

LSIによる処理の優位性につ

いて、ユーザーを説得できる

ような展望を示していただ

きたい。サービスロボットへ

の活用だけにとどまらず、自

動車、家電、ゲーム、実環境

（建造物など）といった幅広

い用途での実証マーケティ

ングが望ましい。モジュール

の売り込みが大事になるの

で、このデバイスで何が出来

るか、RT システム構築にど

のような効果があるのかが、

明確に分かるように PR を進

める必要があると考える。 
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成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

音声認識用

デバイス及

びモジュー

ルの開発 

市販デバイスを基礎にして小型軽

量、省電力のモジュールを作成し、

その RTM 接続を実現し、さらにその

有効性を 5 種類のロボットで検証し

た点について評価できる。更には、

マルチチャネルADボードの開発に加

えて、音声認識システムをボード化

していることは評価できる。名刺サ

イズ、10W クラスの低消費電力、ノイ

ズキャンセル機能を内蔵したモジュ

ール仕様は、サービスロボット組込

み用としては魅力的である。 

 その一方で、認識率 70％（語彙 100

語）の仕様は、実用用途に適用する

場合、運用にかなりの工夫を要する

と考える。単語、連続音声認識だけ

でなく、連続音声中の特定キーワー

ド認識や文脈認識等の、認識処理の

ロバスト化に繋がる、上位処理系に

対する拡張性１を考慮した構成につ

いて検討の余地がある。 

 

 

 

 

 

 

小型軽量、省電力のモジュール開発に

成功したことで、実用化イメージが明確

になり、実用化可能性がある程度示され

た点は評価できる。遠隔対話用の認識機

能、音声合成機能を、名刺サイズに実装

したモジュール構成は、適用先として、

実装スペースの制約の多いサービスロ

ボットが考えられる。音声認識、音声合

成はボードの機能から落として高機能

マルチチャネル AD ボードとして販売さ

れると需要は多いと推測する。 

 しかし、70～80％の認識率では、クリ

ティカルな用途には使いにくい。また、

音声認識だけでは、 終製品となるロボ

ットが売れるためのキラーコンテンツ

になりにくいと思われる。非ロボット向

けの拡販も、汎用 CPU＋音声認識ソフト

という従来のシステムがあるため、よほ

ど価格を下げないと採用されにくい。 

例証実験結果の統計処理

や適用性の定量化手法等を

堀下げないと、“使ってみな

いとわからない（開発者）”、

“使えることが保障されれ

ば使いたい（ユーザー）”の

悪循環を断ち切れないので、

適用可能環境の定量的推定

手法の取り組みが避けて通

れない。 

また、認識率 70～80％で

は、娯楽用途ロボットないし

画像認識のサポート・補完と

しての使用が中心となりそ

うで、デバイス単体では市場

の広がりを想定しにくい。小

型の移動機器・車両（ロボッ

ト含む）への搭載に適すると

いう利点を生かして、画像認

識との連携をトータルで進

める方向がありうる。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動制御用

デバイス及

びモジュー

ルの開発 

高速で小型かつ大電力モータの駆

動が可能なモータ制御モジュールを

短期間で開発し、多種の動作検証が

できたことは有意義な成果であっ

た。しかも、 大８自由度までのド

ライバー拡張性を有し、名刺サイズ

のコンパクトなドライバーは、サー

ビスロボット組込みには魅力的な仕

様と考える。 

しかし、モータ制御カードの中に、

フィードバック制御演算部と終段の

パワードライバ回路が一緒に実装さ

れているが、大出力化への拡張対応

のため、終段のパワードライバ回路

のみを切り離し、出力ランクに応じ

て組み替える構成にした方が良い。

新規プロセッサM-RMTPの開発不調の

ため、これをモジュール用デバイス

として採用できなかったことは問題

点として残る。 

ロボットの関節は も負荷が高い

部分なので、耐熱やノイズ、誤作動、

電力制御などの観点から、信頼性・

耐久性を検証すべきである。現状の

コストも高い。引き続き再設計や工

程などの工夫が必要と思われる。 

販売・サポート体制を整え、すでに販

売実績があることは今後期待できる。ま

た、電池駆動が可能な、コンパクトドラ

イバーは、特に移動ロボット構築に於い

ては、必須要素であるが、現状市場には

多くない。今回の開発で、この種のデバ

イスの普及が進むことも期待できる。 

しかし、実用化イメージがまだあまり

明確ではない。サービスロボットの商用

化は、コストやメンテナンスフリーとい

う条件を考えると、できるだけ関節（ア

クチュエーター）を省く簡単な機構のも

のから始まると予想する。本デバイス

も、生産数量がすぐに増加しない状況

で、安価な価格での提供が必要になる可

能性が高い。 

 

運動制御に対して、予測・修

正といった脳型コンピュータ

の機能もサポートするアーキ

テクチャーであると、魅力が増

すと考える。コスト低減と信頼

性向上、耐久性向上のための改

良と、更なる実証の積み重ねが

望まれる。また、このデバイス

でどこまでのことが出来るか、

明確に分かるように PR を進め

る必要がある。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.1

1.9

2.0

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し        

３．研究開発成果　　　　　

２．研究開発マネジメント　

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 

 
評価項目 平均値             素 点 （注１） 

１．事業の位置付け・必要性 2.4 A A A B B B B 
２．研究開発マネジメント 2.0 B B B B B B B 
３．研究開発成果 1.9 B B B B B B C 
４．実用化の見通し 1.1 C C C 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) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 

・非常に重要         →Ａ  ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ  ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ  ・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) 実用化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確         →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確            →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ  ・概ね明確          →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

① 画像認識用デバイス及びモジュールの開発 

1.6

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し   

１．研究開発成果　   

平均値

 
② 音声認識用デバイス及びモジュールの開発 
 

1.9

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し　　

１．研究開発成果　　　

平均値
 

③ 運動制御用デバイス及びモジュールの開発  

1.4

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し　　

１．研究開発成果　　　

平均値

 

   



 21

 
 個別テーマ 平均値 素点（注２） 

①画像認識用デバイス及びモジュールの開発 

 １．研究開発成果 2.4 B A A B B A B 
 ２．実用化の見通し 1.6 A C B D B C B 
②音声認識用デバイス及びモジュールの開発 

１．研究開発成果 2.3 B B B B A A B 
 

２．実用化の見通し 1.9 A C C A A C C 
③運動制御用デバイス及びモジュールの開発 
 １．研究開発成果 1.9 B B C B B A C 
 ２．実用化の見通し 1.4 B C C B 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) 研究開発成果について       (2) 実用化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確         →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね明確          →Ｃ 
・妥当とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 

 
 




