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はじめに 
 

 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは
我が国の社会を支える人材が不足することが懸念されています。
ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安全・
安心等の生活分野においても、社会的課題の解決策としての活
用が期待されており、家庭や公共空間において、生活支援ロボット
の活用により、生活の質や利便性向上が可能となります。不特
定多数の人が関与したり、条件や状況が変化する使用環境下で
稼働する生活支援ロボットは、まだ対人安全性技術等が未整備
で残留リスクの高いものが多く、民間独自の取組のみでは、
本格的な産業化が期待できないため、安全に関す
る認証機関・試験機関、安全基準に関する国
際標準等を整備することが必要です。 

ＮＥＤＯ生活支援ロボットプロジェクトはこれらの
課題を解決するために２００９年度から２０１３年度の５
年間で、移動作業型（操縦が中心）、移動作業型（自律が中心）、
人間装着（密着）型、搭乗型の 4タイプのロボットの安全技術を
中心とした開発とこれらのロボットを対象とした安全性検証手法に
関する研究開発を実施するプロジェクトです。２０１０年１２月に当
プロジェクトの拠点として、生活支援ロボット安全検証センタ
ーが開設されました。安全技術を備え、生活支援ロボット安
全検証センターで安全性が確認された生活支援ロボットが
近い将来に広く世の中に普及し役立っていくことを目指し
て研究開発を推進しています。 

 



NEDOは、産学官の英知を結集し、国際
的なネットワークを活かしながらエネル
ギー・地球環境問題の解決と産業技術の
競争力強化を目指します。 

　ＮＥＤＯは、「独立行政法人通則法」「独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構法」に基づいて設立された独立行政法人です。 
　５カ年ごとに目標を定める第２期中期計画（２００８年４月～２０１３年３月）
を基に、「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産業技術の国際競争力の
強化」をミッションとして、様々な取り組みを実施しています。 

「エネルギー・環境技術」「産業技術」「京都メカニズム業務」
などの分野を、総合的かつ国際的に推進する政策実施機関です。 

民間企業だけではリスクが高く、実用化に至らない重要技術
について、迅速に実用化を図り社会に普及させていくため、
開発、実証、及び導入などを一体的に実施しています。 

産学官の研究開発能力を最適に組み合わせることで、効率的
に事業を実施しています。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の役割 
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1 生活支援ロボット実用化プロジェクト 

生活支援ロボット実用化プロジェクト概要 

 

リスクアセスメント 

安全性試験 

適合性評価 

対人安全性基準の確立、安全性認証の実施、 
日本発基準の世界への普及 

安全なロボットを 

市場に供給 

対人安全性基準の確立 

　¡リスクアセスメント手法の開発 

　¡安全性試験評価方法の開発 

安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 

　¡基準を満たしているかどうかを評価する手法と体制 

安全技術を搭載した 

ロボットの開発 
密接な 

連携 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、産業労働力の不足に加えて、家庭での家事
や介護等の労働力の不足が懸念されています。そこで、このような社会的課題の解決策の一つ
として、国際的にもトップレベルの日本のロボット技術を産業分野のみならず、介護・福祉、家
事、安全・安心等の生活分野への適用することが期待されています。 

しかしながら、不特定多数の人が関与したり、条件や状況が変化する使用環境下で稼働する生
活支援ロボットは、まだ対人安全性技術が未整備で残留リスクの高いものが多く、民間企業の独
自の取組のみでは、本格的な普及は望めません。このため、公的機関の一定の関与により、安
全性検証を行う認証機関・試験機関、安全基準に関する国際標準等を整備することが必要となり
ます。 

背景、目的 

　生活支援ロボットの安全性検証手法の構築に向けて、ロボット安全技術及び共有可能な安全
要素技術の研究開発を実施するとともに、ロボットの安全基準、安全性検証手法の研究開発を
実施しています。 
 

生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 
　ロボット分野に適用できるリスクアセスメント手法を新規開発します。また、機械・電気安
全、機能安全等に関し、策定した試験・評価方法や手順について、国際標準提案を行います。 
 

安全技術を導入した生活支援ロボットの開発 
　「移動作業型（操縦が中心）」、「移動作業型（自律が中心）」、「人間装着（密着）型」、「搭乗型」
の4タイプについて安全技術を搭載したロボットを開発します。 

研究内容 
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協議 

委託 指導 

プロジェクトリーダー 
（独）産業技術総合研究所　知能システム研究部門 
研究部門長　比留川 博久 

①生活支援ロボットの安全性 
　検証手法の研究開発 

¡（財）日本自動車研究所  

¡（独）産業技術総合研究所 

¡（独）労働安全衛生総合研究所 

¡名古屋大学  

¡（一財）日本品質保証機構 

¡日本認証（株） 
¡（社）日本ロボット工業会 

¡（財）製造科学技術センター 

②安全技術を導入した移動作 
　業型（操縦が中心）生活支 
　援ロボットの開発 

¡パナソニック（株） 
¡国立障害者リハビリテー 
　ションセンター 

③安全技術を導入した移動作 
　業型（自律が中心）生活支 
　援 

¡富士重工業（株） 

¡綜合警備保障（株） 
¡北陽電機（株） 

¡三菱電機特機システム（株） 

¡（株）ダイフク 

¡（株）日立産機システム 

¡（株）日立プラントテクノロジー 

④安全技術を導入した人間装 
　着（密着）型生活支援ロボ 
　ットの開発 

¡CYBERDYNE（株） 
¡筑波大学 

¡（株）本田技術研究所 

⑤安全技術を導入した搭乗型 
　生活支援ロボットの開発 

¡トヨタ自動車（株） 
¡（株）フォーリンクシステムズ 
¡国立長寿医療研究センター 

¡アイシン精機（株）  
¡日本信号（株） 
¡オプテックス（株） 
¡（株）ヴィッツ 
¡千葉工業大学 

共同実施 

¡ＩＤＥＣ（株） ¡大阪大学 

ＮＥＤＯ 

研究開発期間：平成２１年度～平成２５年度（５年間） 
プロジェクト予算：平成２１年度 １６.０億円、平成２２年度 ２３.６億円（補正予算含む） 

　　　　　　　　　平成２３年度 １１.５億円 

プロジェクトの規模 

　本プロジェクトでロボットの安全性基準が策定されることで、家庭や公共空間において生活
支援ロボットが導入され、生活の質や利便性向上が可能となります。また、国内のロボット産
業の活性化、さらには日本発の国際標準が世界へ普及することにより、世界市場獲得に大きく
貢献することが期待されます。 

今後の展開 

プロジェクト実施体制 



①生活支援ロボットの対人安全性基準の確立 
　¡リスクアセスメント手法の開発 
　¡機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 

安全技術を
搭載した 
ロボットの
開発 ②生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 

　¡基準を満たしているかどうかを評価する手法と体制 
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生活支援ロボットが抱える共通課題 

人に接近して使用される生活支援ロボットの対人安全性基準および基準適合性評価手法の確立 

＜リスクアセスメント手法の開発＞ 
¡ロボットタイプ別のリスクアセスメントシートのひな形を作成 
¡ロボット製造者が安全設計の方針や計画の妥当性を確認するためのコンセプト検証自己チェック 
　シートを作成・提案　 

密接な連携 

リスクアセスメントシートの例 コンセプト検証自己チェック結果例 

①生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

＜安全性試験評価方法の開発＞ 
¡想定されるリスクを元に、ロボット用の試験装置を開発 
¡試験方法と試験基準を策定し、安全規格 ISO１３４８２に反映 

¡ISO/CD１３４８２の要求事項の適合性検証内容を解釈し、認証手法および制度の案を策定 
¡第三者認証機関・試験機関を含めた適合性検証体制を検討 

＜規格適合性の評価手法と体制＞ 

走行安定性試験 衝突安全性試験 EMC試験 

生活支援ロボット安全検証センター 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 

委託先：（財）日本自動車研究所、（独）産業技術総合研究所、（独）労働安全衛生総合研究所、名古屋大学、 
　　　　（一財）日本品質保証機構、日本認証（株）、（社）日本ロボット工業会、（財）製造科学技術センター 



ロボット開発の課題 

ベッド、車いすが統合された移乗・移動支援ロボッ 

トの誤操作等に対するリスク低減 

②安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援 
　ロボットの開発 
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●安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発 

　¡操縦支援技術 
　¡安全変形／動作技術 
　¡ロボットシステム自己診断技術 
　¡ユーザビリティの研究開発 
　¡安全環境センシング技術 
　¡動的動作経路生成技術 

委託先：パナソニック株式会社、国立障害者リハビリテーションセンター 

ロボティックベッドの外観 

想定ユーザによる有効性評価も実施 

得られる成果と波及効果 

高齢者、要介護者に対して、自律／介護支援を可能 

にする移乗・移動支援ロボットシステムが実現し、 

医療福祉施設、家庭への普及が期待 

安全性への取り組み 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 

車いす状態 合体／分離 ベッド状態 
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ロボット開発の課題 

清掃品質の向上、清掃単価の低減、人と共存した環 
境下における清掃 

③安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援 
　ロボットの開発 

●安全技術を導入した生活公共空間及びビル移動作業型ロボットシステムの開発 

¡リスク低減技術 
　安定走行技術、人・障害物回避技術 
　自律走行技術、自己診断技術 
　人とロボットが同乗するエレベータ自律乗降技術 
¡安全要素技術 
　自己位置認識技術、環境地図生成技術等 

委託先：富士重工業株式会社 

得られる成果と波及効果 

ロボットと人が共存するオフィスビルの廊下、エレ 
ベータホール、事務所等や駅、空港等の公共生活空 
間における清掃がロボットにより可能 

安全性への取り組み 

ロボット開発の課題 

多数の人が存在する環境下の自律移動型ロボットの 
衝突リスク低減 

●安全技術を導入した警備ロボットの開発 

¡リスクアセスメントによる本質安全設計の実施 
¡人／障害物回避技術及び自律走行技術の開発 
 （静的物体、移動物体の回避技術） 
¡危険予防技術の開発（注意喚起動作の検討） 
¡小型軽量な安全測域センサの開発 
¡姿勢安定化台車および冗長通信データバスの開発 
 （振動抑圧機構の提案と通信データバスの高速化） 

委託先：綜合警備保障株式会社、北陽電機株式会社、三菱電機特機システム株式会社 

得られる成果と波及効果 

自立的な判断に基づいて昼間の巡回監視や案内が可 
能な警備ロボットが実現し、全国の商業施設やオフ 
ィスでの巡回警備、案内業務が可能 

安全性への取り組み 

警備ロボット「リボーグQ」の外観 

清掃ロボットの外観 
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ロボット開発の課題 

人とフォークリフトが混在する大型配送センター内 
高速ビークルの安全方策が未確立 

●安全技術を導入した配送センター内高速ビークルシステムの開発 

¡エリア管理システムによる安全確保技術の開発  
¡エリアローカルシステムによる警報技術の開発 
¡高速ビークル本体での２００m/minからの危険回 
　避技術の開発 
¡安全規格への提言 

委託先：株式会社ダイフク 

得られる成果と波及効果 

作業者とフォークリフトが共存する大型配送センタ 
ー（例えば建屋幅３５０ｍ×奥行き２００ｍ）内にて、高 
速ビークルの安全運行が可能となり、配送センター 
の生産性が向上 

安全性への取り組み 

ロボット開発の課題 

作業者と一般者*1）が共存する配送センタ内での高 
速な自動搬送作業 

●安全技術を導入した配送センター内のフォーク型物流支援ロボットの開発 

¡リスクアセスメントに基づく安全設計 
¡３次元障害物検出技術の開発 
¡走行時・荷扱い時の対人安全制御技術の開発 

委託先：株式会社日立産機システム、株式会社日立プラントテクノロジー 

得られる成果と波及効果 

作業者と一般者*1）が共存可能な搬送能力の高いフ 
ォーク型物流支援ロボットの実現し、配送センター 
への物流支援システムへの展開に期待 

安全性への取り組み 

*1）安全教育を受けていない配送業者や工場内事務員などの作業者以外の人 

3D障害物検出センサ 

フォーク型 
物流支援ロボット 

検出エリア 検出対象 走行路 

フォーク型物流支援ロボット 

トラックバース 出荷作業エリア 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 

３次元障害物検出技術の開発 

人とロボットが共存可能な物流システム 

配送センターの将来図 



7 生活支援ロボット実用化プロジェクト 

ロボット開発の課題 

人に装着して人間の身体機能の拡張・増幅・支援を 
行うロボットの動作リスク低減および運用ルールの 
整備 

●安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツHALの開発 

¡装着時機能安定技術 
¡制御技術 
¡安全管理技術 
¡自己診断技術 
¡安全要素技術 

委託先：CYBERDYNE株式会社、国立大学法人筑波大学 

得られる成果と波及効果 

高齢者、障害者に対して、上肢動作支援（食事支援、 
把持支援など）、下肢動作支援（立ち座り・歩行支 
援）、及び全身動作支援（重作業支援）が可能 

安全性への取り組み 

ロボット開発の課題 

生活の場で起きうる転倒などの異常発生時に適切に 
対応する安全技術の確立 

●安全技術を導入したリズム歩行アシストの開発 

¡リスクアセスメントによる本質安全設計の実施 
¡人の多様な歩行状態に適切に応答する制御技術開発 
¡異常発生時に人に対して障害とならないための機構 
　開発 

委託先：株式会社本田技術研究所 

得られる成果と波及効果 

人の多様な動きに適切に応答する制御技術を搭載し 
た、様々な環境で活用できる人装着型歩行アシスト 
が実現でき、医療・福祉・健康など幅広い領域での 
歩行支援が可能 

安全性への取り組み 

腰フレーム 
コントローラ バッテリ 

モータ 

大腿 
フレーム 

④安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボット 
　の開発 

「リズム歩行アシスト」の外観 

「ロボットスーツHAL（下肢型）」の外観 



8生活支援ロボット実用化プロジェクト 

ロボット開発の課題 

搭乗型ロボットの異常時における安全機能の確立 

●搭乗型生活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発 

¡リスクアセスメントによる安全設計の実施 
¡高齢者の人体特性を加味した安全評価実験 
¡異常時に確実にロボットを安全な状態で停止さ 
　せるためのソフトウエアの開発 

委託先：トヨタ自動車株式会社、株式会社フォー・リンク・システムズ 、国立長寿医療研究センター 

得られる成果と波及効果 

搭乗型ロボットに安全ソフトウエアを搭載し、病院な 
どの医療現場で移動支援等を行えるロボットが実現 

安全性への取り組み 

ロボット開発の課題 

搭乗型移動ロボットの生活空間内における許容 
リスク以下での移動の実現 

●安全要素部品群と安全設計に基づく搭乗型移動ロボットの開発 

¡許容リスク以下安全移動支援技術 
　　生活空間内移動リスク算出アルゴリズム 
　　リスク低減速度算出アルゴリズム 
¡安全要素モジュール群の開発 
　　3次元レーザー測域センサ 
　　距離画像カメラ 
　　安全無線通信モジュール 
¡IEC61508 SIL2準拠機能安全ソフトウェア開発 
　プロセスに基づき構築（リスク低減速度算出ソフ 
　ト、無線通信ソフト） 

委託先：アイシン精機株式会社、日本信号株式会社、オプテックス株式会社、株式会社ヴィッツ、 
　　　　学校法人千葉工業大学 

得られる成果と波及効果 

生活空間における許容リスク以下の移動を可能とす 
る搭乗型移動ロボットを実現し、公道など人と共存 
する生活空間での移動支援が可能 

安全性への取り組み 

公道など人と共存する電動車いす 

⑤安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

搭乗型ロボット「Winglet」の外観 



9 生活支援ロボット実用化プロジェクト 

ロボット開発の課題 

屋外で使用するゴルフカート等の屋外移動支援機器 
における誘導移動時のリスク低減 

●屋外移動支援機器における安全エンジニアリング技術の研究開発 

¡安全機器技術 
　　安全センシング技術、 
　　安全無線通信技術等 
¡安全システム設計技術 
　　機能安全システム化技術、 
　　システムのリスクアセスメント技術 
¡安全運用技術 
　　広域空間での安全システム運用技術、　 
　　安全マネジメント技術 

委託先：IDEC株式会社 

得られる成果と波及効果 

安全エンジニアリングによる屋外移動支援機器の安 
全性の確立により、リスクアセスメント技術の普及 
浸透とともに、ゴルフカートやシニアカー等の搭乗 
型生活支援ロボットの屋外利用拡大 

安全性への取り組み 

屋外移動支援機器の安全エンジニアリング 

安全システム設計技術 安全運用技術 安全機器技術 

安全エンジニアリング 



人の生活環境で人を支援するロボットには、人に対して安全となる機能が必要に応じて備えら
れるようになります。その安全性は、安全認証を受けることにより安全技術に間違いのないこと
が証明されます。 

認証とは，ある行為が正当な手続きで行われたことを公の者が宣言することをいいます。安全
認証とは，ある商品が安全規格を守って作られたことを認証機関が証明するものです。 

生活支援ロボット安全検証センターは、試験機関の活動場所であると共に、日本の生活支援ロ
ボットの認証のしくみの中心的拠点となる役割を果たします。 

安全を認証するためには、安全であるかの試験をします。その試験技術や認証に必要なデー
タ蓄積などはNEDO生活支援ロボット実用化プロジェクトで5年間をかけて開発しています。 

＜1＞ 安全認証に関するロボット検証センターの役割 

生活ロボット安全検証センターの役割 

10生活支援ロボット実用化プロジェクト 

生活支援ロボット安全検証センター概要 

生活支援ロボット安全検証センターの外観 



ロボット安全検証センターと安全認証に係わる体制 

試験データ提供 試験検証方法の提案 

技術・制度・ 
法規制等の相談 

試験依頼 試験結果 認証依頼 

品質管理体制および 
製品の審査、認証書 
の発行 

11 生活支援ロボット実用化プロジェクト 

生活支援ロボットの安全認証は安心のマーク 

♪ ♪ 

標準化提案機関 

生活支援ロボット 
安全検証センター 

試験研究機関 

安全性認証機関 安全性試験機関 

ロボット製造者 
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生活支援ロボットの機能安全 

機能安全とは？ 

本質安全 
（危険源除去に 
よる安全確保） 

機能安全 
（機能による 
安全確保） 

安全 

（リスクが許容範囲であること） 設計自由度が小 
確実性が大 

設計自由度が大 
確実性が小 

電気・電子・プログラマブル電子機器 

機能安全　＝　安全機能＋SIL評価 

機能安全とは、電気、電子、プログラマブル電子機器が担う安全機能の確実性（安全度 

水準 ; SIL）を保証することにより安全を確保する方法です。これにより、安全の確実性 

を高く保ったまま人の生活環境で動くロボットを製品化することができます。 

確実性の保証 

安全のため柵で囲われたロボット 人の生活環境で活動するロボット 

＜２＞ 生活支援ロボットの機能安全について 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 



13 生活支援ロボット実用化プロジェクト 

どんな試験をするエリア？ 

どんな試験をするエリア？ 

人のいる環境で人の生活を支援するロボットは、従来の製品のような機械試験、電波試験、
ぶつかってしまった後の衝突試験に加えて、ぶつかる前にロボットが停止や衝突回避をする試
験があります。これが機能安全です。 

走行試験関連エリアでは、試験するロボットを動作させて、その動きを記録することが可能で
す。試験の再現性を担う計測装置と、試験するロボットを動作させる場所や環境が備わって
いるのがこのエリアなのです。 

（１）走行試験関連エリアの概要 

人のいる環境で人の生活を支援するロボットには、ぶつかった後に人に対してどれだけの危害
が及ぶかを計測するため、衝突試験や転倒試験などを実施するエリアです。 

（２）対人試験関連エリアの概要 

走行試験関連エリア 強度試験関連エリア 

対人試験関連エリア EMC試験関連エリア 

走行試験関連エリア 強度試験関連エリア 

対人試験関連エリア EMC試験関連エリア 

ロボット安全検証センター内部エリア概要 
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どんな試験をするエリア？ 

どんな試験をするエリア？ 

人のいる環境で人の生活を支援するロボットは、他の工業製品と同様に機械強度試験を行い、
十分な強度が備わっていることも必要とされます。このエリアでは、耐久性や衝撃、荷重、
耐環境性、振動などの試験を行います。 

（３）強度試験関連エリアの概要 

エリアの大部分を占めていて、屋根から突き出た形の部屋が、電波を遮断する電波暗室です。
この電波を遮蔽した室内にて、人のいる環境で人の生活を支援するロボットに強力な電波を
照射したときのロボットの動作変化を観察したり、ロボット自身が動作時に発生する電磁ノイ
ズを測定したりする試験を行うエリアです。 

（４）ＥＭＣ試験関連エリアの概要 

走行試験関連エリア 強度試験関連エリア 

対人試験関連エリア EMC試験関連エリア 

走行試験関連エリア 強度試験関連エリア 

対人試験関連エリア EMC試験関連エリア 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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ロボット安全検証センターの試験装置 

 

①平坦路走行試験装置  

②傾斜路走行試験装置 

③環境認識性能試験装置 

④ロボット走行状態模擬装置  

⑤３次元動作解析装置  

⑥障害物接近再現装置 

 

⑦衝突安全性試験装置  

⑧静的安定性試験装置 

⑨人体ダミーとダミー検定装置 

 

⑩複合環境振動試験機  

⑪衝撃耐久性試験機  

⑫耐荷重試験機  

⑬装着型生活支援ロボット耐久試験機  

⑭ベルト型走行耐久性能試験機  

⑮ドラム型走行耐久性能試験機  

⑯重心移動制御装置  

⑰装着型生活支援ロボット強度試験機  

 

⑱電波暗室 

装置一覧 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 

走行試験関連エリア 

対人試験関連エリア 

強度試験関連エリア 

EMC試験関連エリア 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

様々な床の上を、ロボットが安全に走れるかを確認します。例えば、濡れたフローリングの
ような滑り易い床やカーペットのような柔らかい床の上で、安全に止まったり曲がったりでき
るかを試験します。 

路面種類：ロボットの想定環境に応じて交換可能 
　　　　　フローリング床、Pタイル床、タイルカーペット床の３種類 

付帯設備：回転性能試験用移動壁、最高速度測定用機材、散水装置 

①平坦路走行試験装置 

どんな試験をする装置？ 

傾いた床の上を、ロボットが安全に走れるかを確認します。試験路の床の傾斜は調整する
ことができ、実際にロボットが使われる場所の傾斜を再現します。ロボットのもつ最高速度
で傾斜を降りながら、急旋回をするなどの試験をします。 

寸　　法：坂道試験路部：幅 ３m× 長さ １５m、傾斜試験路部：幅 ７m× 長さ ７m 

傾斜角度：最大１０度（坂道試験路と傾斜試験路で個別に設定可能） 
路面種類：ロボットの想定環境に応じて交換可能 
　フローリング床、Pタイル床、タイルカーペット床、セーフティーウォークの４種類 

②傾斜路走行試験装置 

スペック 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

人の生活を支援するロボットに環境を認識できるかどうか（特に、人を確実に検出できるかど
うか）を試験します。この装置は、さまざまな外乱光のもとでのセンサ性能を調べるものです。 

③環境認識性能試験（光干渉試験装置） 

どんな試験をする装置？ 

この装置は、生活を支援する移動ロボットをその場に固定したままで、走行している状態を計
測でき、また、傾斜などの走行負荷を模擬できるもので、特に限られた試験エリアにおい
て高速に移動するロボットなどの走行を記録し、解析することに用います。障害物接近再現
装置と組みわせることで、人や障害物の接近に対する走行動作が安全であるかを試験します。 

設置ピットサイズ： 幅 ２.５m× 奥行 ２.５m× 高 １m 
走行速度：１５km/hに対応 
制動トルク：最大 １５N/m 
加減速度：最大 ４m/sec

④ロボット走行状態模擬装置 

スペック 外乱光源： 
　人工太陽灯：１８０００Wメタルハライドランプ、 
　　　　　　　照度 ６００００lux以上（照射距離 １０m、照明径 ２m） 
　白熱電球：１０００Wハロゲンランプ、明るさ ２００００lm 
　蛍光灯：４０W直管型インバータタイプ、明るさ ３３４０lm 
　ストロボ光：キセノンフラッシュ管 １００W一灯式、 
　　　　　　  周波数 ０～５００Hｚ 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

この装置は、試験エリアの周囲に取り付けられたカメラから、マーカと呼ばれる光を反射す
る球体の動きを検知することによって、マーカを付けたロボットの動作をはじめ、操作する
人や周辺の人の動きを数値化して記録し、解析ができます。さらに、人の視線を解析でき
る装置と共に、生活を支援するロボットの動作や操作が安全で、動作の提示などが有効で
あるかなどを検証・試験する装置です。 

幅 １０m× 奥行 １０m× 高 ２mの範囲を cm分解能で計測 
幅 ４m× 奥行 ４m× 高 ２mの範囲をmm分解能で計測 
同時計測点は ７０以上、１２km/hの移動体を捕捉可能 
視線計測情報と連携可能 

⑤３次元動作解析装置 

どんな試験をする装置？ 

幅 ５４４mm× 奥行 ５４４mm× 高 ２６１mm 
車体最高速度：４m/sec（２０kg積載時） 
車体最高加速度：２m/sec２（２０kg積載時） 
最大積載重量：８０kg 
軸数：８軸（車輪 ４軸、操舵軸 ４軸） 

⑥障害物接近再現装置 
 

スペック 

スペック 

生活を支援する移動ロボットは、周辺の人や物、障害物等との接近を検知して一時停止等
の対応が必要となります。この装置は、様々な接近対象となるダミーの動きを模擬的に再
現するもので、その接近動作に対して移動ロボットが安全に対応できるかを３次元動作解析
装置と共に試験する装置です。 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

スペック 

ロボットが衝突してしまった場合の安全性を確認します。例えば、人間を模した人体ダミー
にロボットを衝突させたり、ロボットと壁の間に人体ダミーが挟まれる試験を行い、体に加
わる力や衝撃を測定します。搭乗型ロボットでは、人体ダミーをロボットに乗せて壁に衝突
させる試験も行います。 

牽引装置：レール全長は ２２,０００ mm（有効牽引長さは １９,０００mm） 
牽引台車：幅 １,９５０mm × 長さ ２,３５０mm × 高さ １,８００mm、 
　　　　　ロボットおよびダミーの姿勢保持機構を装備 
駆動方式：ACサーボモータ（７kW）によるタイミングベルト駆動 
牽引速度：１ ～ ２０km/h（牽引速度は ０.１km/h単位で自由に設定可能） 
衝突用バリア：平坦な面構造、面全体を３４分割することで、衝撃力の分布が測定可能 

⑦衝突安全性試験装置 

どんな試験をする装置？ 

ロボットを乗せた台を傾斜させることで、静的安定性能や転倒限界性能を評価するための装
置です。ロボットを転倒させて、人体ダミーに与える影響を評価するためにも用います。 

サイズ：長さ ３,４１０mm× 幅 ２,６７０mm× 高さ １,８７４mm 

最大積載重量：２５０kg 

最大傾斜角度：３０度 

⑧静的安定性試験装置 

衝突の瞬間 衝突中 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 



人体ダミーの特徴 

ダミー検定装置 

スペック 

人の形状をして、衝撃が加わった際には人と同じような動きをする人体模型です。頭や胸
といった主な部位に衝撃を感知するセンサを取り付けることで、ロボットと人が衝突した際
の人が受ける衝撃を測定することができます。 

⑨人体ダミーとダミー検定装置 

ダミーは衝撃を測定する測定器という役割があるため、人と同じ強さであることや動きが同
じであることを検証する必要があります。そこで、ダミーにセンサを内蔵された部位（頭、
首、胸、腹、脚）ごとに、専用の装置で衝撃などを加えたときの応答特性を検定します。 

20

頭部、頚部、胸部、腰部、および脚部に
衝撃を感知するセンサを内臓。（現在、
生活支援ロボットの安全性検証用に、
センサ追加などの仕様変更中） 

型式 

Hybrid-III AM50 

Hybrid-III AF05 

Q6

１７５ 

１４５ 

１２０ 

７８ 

４５ 

２２ 

体格 

平均的な米国成人男性相当 

小柄な米国成人女性相当 

６歳児相当 

計測データ 身長（cm） 体重（kg） 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

スペック 

想定最悪環境下のロボットに対して、耐環境性能試験を行います。高低温、高湿度、振動
を組み合わせた環境にロボットを晒して、動作機能や安全機能が損なわれないかを調べます。 

温度範囲：-４０～+１２０度　湿度範囲：２０～９５％RH 
加振波：サイン ２G（垂直 １００Hz、水平 ３００Hz）、ランダム、ショック５G

⑩複合環境振動試験機 

どんな試験をする装置？ 

振り子の先の錘を振り下ろして、ロボットの各部に衝撃を加えます。この時に、車輪やブレ
ーキ、操縦装置などロボットの安全にとって重要な部品が破損しないかを確認します。 

装　置　寸　法：約　幅 ４,２００ × 奥行 ２,１００ × 高さ ４,６００mm 
加　速　方　式：振子による自由落下（空圧チャックによる切り離し） 
振上げ角度：０°～９０° 
衝　撃　子：球状錘（２５±０.５kg 芯金：鉄 表皮：ポリウレタン）、板状錘（１０±０.２kg:鉄） 
可動範囲 
　衝撃子：上下（Z軸）方向：回転中心でFLより １,２００～２,５００mm、左右（Y軸）方向：

±５００mm 
　定　盤：Z軸周り回転角：±１８０°、前後（X軸）方向：±１,０００mm 
 

⑪衝撃耐久性試験機 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 



どんな試験をする装置？ 

スペック 

スペック 

荷重子を搭乗型ロボットの各部に押し付けて、変形や破損を調べます。人間の体重や積荷
の重さが加わった時に、人を支えるアームや椅子、車輪やブレーキ、操縦装置などロボット
の安全にとって重要な部品が破損しないかを確認します。 

試験装置寸法：約 幅 ４,２００ × 奥行 ２,１００ × 高さ ３,８３０mm 
負荷方式：インバータモータによるパワージャッキ方式 
　　　　　（２軸独立） 
負荷荷重：最大１０kN（１軸につき）　 
負荷速度：０～６０mm/min 
可動範囲　荷重子： 
　上下（Z軸）方向：下限で負荷子先端位置を０として+２,５００mm 
　左右（Y軸）方向：±６００mm 
　回転（X軸）方向：垂直を ０°とし ±４５.０° 
可動範囲　定盤： 
　Z軸周り回転角：±１８０°、前後（X軸）方向：±１,０００mm

⑫耐荷重試験機 

どんな試験をする装置？ 

人に装着する生活支援ロボットの耐久性を試験するための装置です。この装置は人の下肢
を模した形状をしています。この装置にロボットを装着して一定時間ロボットを動かし、耐
久性を検査します。 

全長：１,０７８～１,１７０mm 

体重：６０kg、８０kg、１００kgの３タイプ 

⑬装着型生活支援ロボット耐久試験機 

22生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

人のいる環境で人の生活を支援するロボットの中で、移動を行うことが可能なロボットの、走
行における耐久性の試験を行います。 

全方向移動用オムニホイールや２足・多足歩行型などのドラム型走行耐久性能試験機が使え
ないロボットの走行耐久性試験を行います。 

⑭ベルト型走行耐久性能試験機   

どんな試験をする装置？ 

人のいる環境で人の生活を支援するロボットの中で、車輪を用いて移動を行うことが可能な
ロボットの、走行における耐久性に関する試験を行います。 

ドラムに走行抵抗に相当する負荷がかけられるようになっています。 

ドラムサイズ：Φ２５０ × １,２００mm 

被評価ロボット外形：１（W）× ２（D）× ２.５（H）m 

走行試験速度：最高回転速度 １５km/h（周速） 
被評価ロボット重量：２５０ｋｇ最大 

⑮ドラム型走行耐久性能試験機 

スペック 

スペック ステージサイズ：２.５ｍ × １.５ｍ 

ステージ面積：３.７５㎡ 

走行試験速度：最高速度 １５km/h 

被評価ロボット重量：２５０kg最大 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

スペック 

人が搭乗するロボットの中には、人の重心を感じ取って動くロボットがあります。本装置は重
心位置が前後左右に移動する装置で、そのようなロボットに載せることで搭乗者の重心移動
を模擬することで、ロボットの走行性能や制動性能などを客観的に評価するための装置です。 

サイズ：長さ ３５０mm × 幅 ３５０mm × 高さ１,０００mm　本体定格重量：８０kg 
錘可動範囲：前後 ２００mm × 左右 １００mm

⑯重心移動制御装置  

どんな試験をする装置？ 

人に装着する生活支援ロボットやその構成部材の強度を試験するための装置です。この装
置を用いて、ロボットや構成部材に圧縮等の応力を加えて試験を行います。 

サイズ：幅 ６８８mm× 奥行き ４３６mm × 高さ １,５５５mm 

最大荷重容量：２.５kN

⑰装着型生活支援ロボット強度試験機 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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どんな試験をする装置？ 

スペック 

電波を遮蔽した室内にて、生活支援ロボットに強力な電波を照射したときのロボットの動作変
化を観察したり、 ロボット自身が動作時に発生する電磁ノイズを測定します。 

サイズ：W２５ｍ ×D１５.２m×H９.９ｍ  

電磁界遮断率：１１０dB以上（３０～１,０００MHz）   

電界安定性：０～５dB以内（２６～１,０００MHz）  

⑱電波暗室    

生活支援ロボット実用化プロジェクト 
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