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　NEDOとドイツ　ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州（NRW州）経済エネルギ
ー省は、医療機器ロボットを医療現場
で幅広く活用するための実証試験を開
始しました。NEDOプロジェクトの一環
としてサイバーダイン（株）が開発した装
着型ロボット「HALⓇ」をボーフム市内の
病院に導入、現地のニーズに対応する
ための実証に取り組み、公的保険の適
用や欧州地域への普及を目指します。
　実証試験の開始に先立ち、NEDO
倉田副理事長とデューンNRW州経済
エネルギー省大臣が10月18日、現地で
実証協定を締結しました。

ドイツで「ロボットスーツHAL®」の実証試験スタート
̶ NEDOとNRW州経済エネルギー省 ̶

表紙写真　NEDOプロジェクト
で千葉工業大学が開発した狭
隘先行探査型移動ロボット
「Sakura（櫻）」

①ロボットスーツ「HALⓇ」
②ドイツでの実証の様子
③署名式の様子（倉田
副理事長（左）とデューン
NRW州経済エネル
ギー省大臣）

18th

Oct.

① ②

③

NEDO TOPICS
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̶民間からNEDOの理事長に就任されて2年が経ちまし
たが、これまでを振り返っての印象をお聞かせください。

古川　あっという間の2年間でしたが、やはり民間企業
とはだいぶ違います。民間企業の目的は利益の最大化
であり、非常にわかりやすく、そのためにすべてがマネジ
メントされています。NEDOのプロジェクトマネジメント
においても、民間企業の発想を取り入れ、明確な指標を
導入して、結果を出すことに力を入れていきたいと思い
ます。NEDOでは、1980年の創立時から今日まで約6兆
円の予算を投入、今後の10年間で約69兆円のレバレッ
ジを推計していますが、こうした投資に対するリターンを
最大化させるということを職員一人一人がしっかり意識
することが重要であると唱えてきました。中長期的な視
点に立ち、日本をどのように発展させていくかという取り
組みは、NEDOのような公的機関でしかできません。国
益を最大化することがわれわれのタスクであり、これか
らはさらにそれを加速させていこうと考えています。

̶民間企業の場合、事業を進めるときにコスト意識を
持つというのが重要ですが、その点についてNEDOはい
かがでしょうか。

古川　それはNEDOも同様です。特に、自分たちが担当
しているプロジェクトが他国に比べて本当に競争力があ
るのかどうかを常に考えることが重要だと思っています。
物事は相対論ですから、国際競争力で勝ることが重要
ですので、とにかく国際的なポジショニングをプロジェク
トの開始時期にも終了した後でも考え、プロジェクトマ
ネジメントの中に取り入れていくことが極めて重要だと
思います。

̶理事長の就任時に、「成果を上げるNEDO」「利用し
やすいNEDO」「わかりやすいNEDO」を目指していく
と言われていましたが、これらについては満足できると
ころまで来ましたか。

古川　これらについては終わりがなく、引き続き力を入
れていくつもりです。特に今はスピーディに成果を上げる
ということで、「成果を上げるNEDO」にフォーカスして
います。NEDOには有能なスタッフが多く、一生懸命に
やっていますので、さらに上を目指せると考えています。
やはり、研究開発は10年、20年というサイクルになりま
すので、過去の成果を棚卸ししながら、今の時代に何が
できるかを考え、成果を出していく必要があります。今
年度から第3期中期計画が始まりましたが、そのキャッチ
フレーズとして「日本には技術力という資源がある！」を
掲げています。日本の技術力という資源を基に、多くの
成果を生み出していきたいと思っています。

̶ところで、この2年間で一番印象に残っている出来事
はどのようなことですか。

古川　NEDO理事長に就任して、初めて訪問した国が2
カ国ありますが、そのうちの一つであるウズベキスタンで
の熱電併給所高効率ガスタービンコジェネレーションモ
デル事業のことは印象に残っています。今年8月に、ガス
タービンと熱回収ボイラーを使ったコジェネの発電シス
テムの設置が完了し実証運転を開始することとなり、大
変感謝されました。このプロジェクトでは、単に装置を設
置し、省エネルギー効果を検証するだけではなく、効率

国益を最大化することが
われわれのタスク

技術力という資源を基に
多くの成果を生み出していく

的な運転方法や保守点検についてもしっかり指導する
体制を整えたことも評価につながったと思います。日本
が開発した技術が新興国に普及し、感謝されるというこ
とは、NEDOの仕事の醍醐味ではないかと感じました。
こうした仕事の醍醐味を、やりがいや生きがいとして、職
員一人一人の励みとすることが大事だと思います。

̶現在、NEDOでは海外プロジェクトを積極的に進め
ていますが、グローバル化についての考えをお聞かせく
ださい。

古川　グローバル化には2つあると考えています。一つ
は技術のグローバル化で、標準化をどうしていくのかとい
うことです。そして、もう一つがビジネスのグローバル化
で、企業が海外に進出することをサポートすることです。
現在、その2つに力を入れています。
　日本は国内向けの製品を海外向けに少し修正して海
外で展開するということが得意でした。昔はそれでよかっ
たのですが、今のようなスピードのある時代では、最初か
ら海外のスペックや標準化を念頭に置いた開発を行う必
要があります。NEDOがスマートコミュニティをアメリカ、
フランス、スペインなどで進めているのも、こうした理由
からです。NEDOが最初から海外の政府機関と一緒にな
ってプロジェクトを推進し、日本企業が海外市場に参入
しやすい環境作りを行っています。

̶これからのNEDOについて、どんな姿を追求していき
たいと考えていますか。

古川　NEDOを変化に耐えられる組織にしていきたい
と考えています。NEDOの2つのミッションである「エネ
ルギー・環境問題の解決」と「産業競争力の強化」は
今後も変わりませんが、それを取り巻く環境は日々変わ
っています。どのような環境変化があってもしっかりと
対応できる組織であるために、自分たちのポジションを
常に把握する努力を継続することが重要です。そうする
ことで、いろいろな課題を克服し、新たな価値を創造す
ることができると思っています。
　さらに、NEDOの成果を対外的に発信する機能を強
化していくことで、きちんと評価していただけるようにし
なくてはいけないと思っています。国民の負託に応えら
れる組織、「NEDOがあってよかった」と思われるよう

変化に耐えられる組織にし
国民の負託に応えられるNEDOへ

にしていきたいと考えています。　

̶2020年に東京オリンピックの開催が決定しました
が、それに向けてNEDOでは何かプロジェクトを考えて
いますか。

古川　NEDOとしてもいろいろなことができると考えて
います。NEDOは、エネルギー・環境技術をはじめ、福
祉ロボットなど様々な技術開発を推進しています。1964
年の東京オリンピックのとき、私は高校生でしたが、オリ
ンピックを契機に日本はどんどん近代化していきまし
た。2020年までの７年間で日本の社会インフラも変わっ
ていくと思います。NEDOが関わる分野では、福祉ロボ
ットが様々なところで活躍、燃料電池車などのエコカー
が街中を走ってCO2の排出を減らすような社会となり、世
界中の人々に驚きを与えられれば最高だと思います。「お
もてなし」プラスそうした最先端技術の実証を通じて感
動を提供することができれば、日本の国際的な地位は
一層高まると思います。そこにNEDOが貢献できたら、と
考えています。　

50号記念 理事長インタビュー

1946年東京都生まれ。1971年株式会社
日立製作所入社、日立テレコム（USA）
INC.CTO、情報・通信グループ長&CEO
などを経て、2006年取締役　代表執行役
　執行役社長、2009年取締役　代表執行
役　執行役副会長、特別顧問に就任し、
2011年9月退任。2011年10月独立行政
法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構理事長に就任し、現在に至る。

古川一夫（ふるかわかずお）
P R O F I L E
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歩行時の股関節角度センサー
の情報をもとに最適な歩行ア
シストを行うロボット。

● 歩行アシスト
有害物質による汚染環境下や高温
多湿な極限環境下で、安全・健康に、
作業可能なパワーアシストスーツ。

有害物質による汚染環境下や高温
多湿な極限環境下で、安全・健康に、
作業可能なパワーアシストスーツ。

ロボットソリューション
最新技術が築くスマートな社会

遠隔操作で、最大約４トンの重量物を最高
約３０ｍの高所まで持ち上げ、上階フロア
に送り込める重量物ハンドリング遠隔操
作荷揚台車。

● スーパーリフター

人が立ち入り困難な災害現場等に進入し、
状況調査を行うことが可能なクローラー
型のレスキューロボット。

● Quince（クインス）

パワーを持つ主腕と、それを補助する副腕
で、人の両腕のように複雑な作業に対応可
能なロボット。

● ASTACO NEO
     （アスタコネオ）

電動ケアベッドと電動車いすが融合してお
り、自立した生活をサポートするロボット。

● ロボティックベッド

皮膚表面に表れる生体電位信号を装
着者の運動意図として解釈し、身体機
能の拡張・増幅・支援を行うロボット。

● ロボットスーツHAL®

NEDOでは、生活・福祉分野、公共・防災分野での実用化が期待されるロボットの技術開発を
行っています。近い将来、私たちの日常生活の様 な々場面でロボットが活躍することにより、便利で
ゆとりあるスマートな社会の実現を目指します。

周囲環境を認識し、オフィスビル等
で床面清掃を自動で行うロボット。

● 清掃ロボット
警備機能に特化し、警備
員と連携して業務を遂行
可能な巡回警備ロボット。

● リボーグＱ

体重移動だけで安全で簡単に
前後左右に移動が可能な立ち
乗り型の移動支援ロボット。

● Winglet
    （ウィングレット）

人が近づけない現場を自由に
移動し、７個の関節を持つロ
ボットアームで高さ８ｍまでの
高所作業が可能な遠隔作業ロ
ボット。

● Super Giraffe
     （スーパージラフ）

車体後方からまたがって搭乗し、乗車時は、
座ると立つの両方の姿勢を保つことができ
るのが特徴の介護・福祉移動ロボット。

● ユニバーサルビークルRodem

● 災害対策用ロボット
    スーツHAL®
● 災害対策用ロボット
    スーツHAL®

生活支援ロボット → P12ー13 特殊環境ロボット → P14ー15
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ロボット市場は将来10兆円
ー自動車、家電に次ぐ産業に成長ー
NEDOでは、生活、介護・福祉、災害など社会の様 な々場面で
活躍するロボットの開発が進められている。
すでに実用化したものもあり、海外プロジェクトもスタートした。
今年度中には安全基準も確立される予定で、日本のロボット開発は大きな転換期を迎える。
その中で、NEDOはどういう役割を果たしていこうとしているのか、
そして、ロボット市場はどう発展していくのか、久木田正次部長が語った。

̶NEDOは早くからロボット開発に携わってきたと聞い
ていますが、まずその歴史について聞かせてください。

久木田　NEDOのロボット開発は今から25年前の1988
年、通産省工業技術院から産業技術開発を引き継いで
始まっています。当時は、今のようなパーソナルロボットで
はなく、人間が行けないようなところで作業するロボット
が中心で、ロボットの可能性を探るため、総花的に行って
いました。
　それが2005年の愛知万博を契機に大きく変わり、本
格的な実用化に向けた動きになり、NEDOも、次世代ロ
ボット実用化プロジェクトや生活支援ロボット実用化プ
ロジェクトを相次いでスタートさせました。特に生活支援
ロボットについては、現在集中的に進めています。

̶最近、生活支援ロボットはいろいろな展示会で見か
けるようになりましたが、一般には普及していないよう
です。どんなところに原因がありますか。

久木田　市場がまだ小さい、価格が高いなど様 な々理由
がありますが、安全性の基準が確立されていないことも
大きな要因です。われわれとしては第三者の認証によるロ
ボットの安全基準を作ろうとしており、今年度中にはISO
化することになっています。それができると、ロボットマーケ
ットが広がるきっかけになり、2014年は「ロボット元年」に
なるのではないかと思っています。

安全基準の確立で
2014年は「ロボット元年」に

次世代ロボット知能化
技術開発プロジェクト

基盤ロボット
技術活用型

戦略的先端ロボット
要素技術開発プロジェクト

人間支援型ロボット実用化
基盤技術プロジェクト

生活支援ロボット実用化プロジェクト

災害対応無人化システム
研究開発プロジェクト
災害対応無人化システム
研究開発プロジェクト

要
素
技
術
・
基
盤
技
術
開
発

先
行
用
開
発
型

社
会
実
装
型

1957年鹿児島県生まれ。1980年3月に上智大学法学部を卒
業後、同年10月新エネルギー総合開発機構（NEDO）に入構。
予算課長、国際企画課長、総務課長、バンコク事務所長、機械
システム部長、2011年7月より現職。

PROFILE

久木田正次
NEDO技術開発推進部長

̶このロボット市場は将来、どれくらいに成長しますか。

久木田　現在、生活支援ロボット市場は数百億円規模
ですが、2035年には約5兆円のポテンシャルがあるとみて
います。産業用ロボットは約1兆円の市場規模で、日本の
シェアは約半分で世界一となっていますが、生活支援ロ
ボットについても、今のところ日本が先頭を走っています
ので、この分野でも世界一に君臨したいと考えています。

産業用ロボットに続き
生活支援ロボットも世界一に

特集
P12-13

特集
P14-15

NEDOのロボット開発の歴史
兆円

2010
2015

2020
2025

2030
2035

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

2035年
9.3兆円

2025年
5.3兆円

2020年
2.9兆円

2015年
1.6兆円

サービス分野

農林水産分野

ロボテク（RT）製品

製造分野

※ロボテク（RT）：ロボットテクノロジーの略
出典：経済産業省「ロボット産業市場動向調査結果」

NEDO Interview

福祉介護分野で重要となる3分野についてロボットの開発
および実証を実施しました。

リハビリ支援

自立動作支援

介護支援

●リハビリ支援ロボットおよび実用化技術の開発
●自立動作支援ロボットおよび実用化技術の開発
●介護動作支援ロボットおよび実用化技術の開発

次世代ロボット
共通基盤開発

●ロボット知能ソフトウェアプラットフォームの開発
●モジュール型知能化技術の開発
●有効性の検証

●基盤通信モジュール、RT要素部品開発
●RT要素部品によるRTシステムの開発・実証

柔軟物対応
生産用ロボット

建設系産業
廃棄物処理ロボット

被災建造物内
移動ロボット

市場および社会ニーズから生まれた7つのミッションを
達成するために必要なロボットシステムと要素技術の開発
【製造ロボット分野】
①柔軟物対応生産用ロボットの開発
②人間・ロボット協調型セル組立システムの開発
【サービスロボット分野】
③片付け作業用ロボットの開発
④高齢者対応コミュニケーションロボットの開発
⑤搬送ロボットの開発
【特殊環境ロボット分野】
⑥被災建造物内移動ロボットの開発
⑦建設系産業廃棄物処理ロボットの開発

2035年までのロボット産業の将来市場予測

ロボットに実装可能なRT要素部品や、RT要素部品を
ネットワークに接続可能とするための基盤通信モジュー
ルを開発し、これらを組み合わせた住宅内のRTシステム
を構築し、有効性を実証しました。

高性能なロボットを低コストで効率的に開発できるように、移動、
コミュニケーション、作業などをロボットが行う際に必要となる
「頭脳」に相当する様々な知能ソフトウェアを共通部品化（モジュー
ル化）した形で開発し、その有効性を検証しました。
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̶極限作業ロボットの現状はどうなっていますか。

久木田　こちらは福島の原子力発電所の事故をきっか
けに様々なロボットが開発され、一気に加速しました。ま
た、開発したロボットは、他の作業現場でも利用できる
ので、これから増えてくると思います。それから、中央自
動車道のトンネル事故を契機に国土強靱化政策が打ち
出されたので、NEDOでもインフラをチェックし、それを
修復するロボットの開発をしていこうと思っています。も
ちろんこのロボットは社会インフラだけでなく、コンビナ
ートの事故など様々な場面で活躍できるようにしていく
つもりです。この市場も非常に大きいとみており、ロボッ
ト市場全体では10兆円ぐらいの規模になって、自動車、
家電に次ぐ大きな産業になると考えています。

̶NEDOがロボット開発に関わる意義はどのようなと
ころにあるのですか。

久木田　NEDOはいろいろな開発を行っているので、そ
のマネジメント手法はロボットにも使えます。例えば、実

　日本のロボット技術をグローバル展開するために
は、諸外国に負けないよう、とにかく早く実証し、成
果を上げることが大事です。
　現在ドイツでは、ベンチャー企業のサイバーダイン
（株）とともに、ドイツの病院で同社が開発した「ロ
ボットスーツＨＡＬ®医療用」の現地での一般保険へ
の適用を目指し、実証を行っています。これが認めら
れれば、販売数量が大きく伸びるとともに、欧州での
普及拡大につながると思います。
　また、デンマークでは、（株）テムザックという中小
企業が開発したユニークな電動車いすと（株）NTT

ロボットといえばNEDO
NEDOといえばロボット

萬木 慶子

NEDO Interview

技術開発推進部 主査

2013年2月に公開された、9分野の災害対応ロボット技術。NEDOの「災害対応無人化システム研究開発プロジェクト」で、実用化を念頭に置いて開発された

ロボット技術の
グローバル展開

ドイツにおけるロボットの実証風景

デンマークで実証予定の（株）テムザックの電動車いす。移乗が簡単・安全で、行動範
囲が拡大する、新しい機構・システムで構成されている。

用化、商品化に向けたマネジメントやベンチャー企業の
支援など、様々なメニューを持っています。また、どこか
の病院と民間企業が一緒にプロジェクトを行おうとする
と、病院側が二の足を踏むケースもありますが、NEDO
が間に入って行うと、スムーズに運ぶ場合もあります。そ
れは海外でもいえます。企業が単独で行っても、なかな
か相手にしてもらえないケースでも、NEDOが入るとうま
くいく場合があります。現在、ドイツとデンマークで進め
ているプロジェクトはその典型だと思います。特にこの2
つのプロジェクトは、規制が壁となっている日本で実施
するには、なかなか難しい現状があり、海外で先に始め
たという事情があります。これからは、海外案件もどんど
ん増やしていこうと考えています。

̶ロボットの普及に向けて、NEDOではどういう活動を
していこうと考えていますか。

久木田　まずはデモンストレーションです。体験してもら
うことが非常に重要だと考えているので、展示会などに
は積極的に出展したいと思っています。それから、法整
備に関しては、使う人の立場や製造する企業の立場に立
って、いろいろな提言をしたいと考えています。そして、ゆ
くゆくは「ロボットといえばNEDO、NEDOといえばロボ
ット」と呼ばれるようにしていきたいです。

ドコモの通信機能を利用して、高齢者住宅や介護施
設などで、介護する人にとって便利であり、介護され
る人にとっても安全・安心に生活ができる介護ロボッ
トシステムの実証を行う予定です。
　ロボットの普及には、ただ機器を売るだけではな
く、それを活用した新たなサービスをセットで提供す
ることが重要になります。今回進めているプロジェク
トのように、ロボットだけでなく、介護サービスなども
併せて提供することで、新たな価値を創造していけ
ればと思っています。

ロボットスーツHAL®とは

ユニバーサルビークル Rodem（ロデム）とは
　介護者、被介護者双方の身体に負担が少なく、移乗時の
危険を回避し、安全かつ自由に移動できる新しい機構・シス
テムで構成される、電動車いすをベースとした生活支援ロボ
ット。

◎簡単・安全な一人移乗

◎行動範囲の拡大

◎自立した生活の実現

　ロボットスーツHAL®は、装着者が動こうとする意図を微弱な生体電位信
号から読み取るとともに、装着者の運動状態を内蔵されたセンサーの情報
から認識することで、歩行や立ち座り時の下肢の動きを適切にアシストしま
す。なお、ロボットスーツHAL®は福祉用として、国内157施設で361台が稼
働しています。

両脚型: 約12kg, 単脚型: 約6kg

145～185cm（目安; S/M/Lサイズ）

22～28cm（センサー内蔵）

Li-Poバッテリー

重量

適用身長

靴サイズ

電源

項目 スペック
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ビジネス展開に向けて
本格的に動き出した
生活支援ロボットプロジェクト

　日本では、少子高齢化が急速に進展しており、介護な
どの分野では、労働力の不足が懸念されています。
NEDOでは2009年から「生活支援ロボット実用化プロ
ジェクト」に取り組んでいます。このプロジェクトで行って
きたことは大きく分けて3つあります。1つ目がロボットの
安全技術の開発、2つ目が安全性を検証するための試
験技術の確立、そして3つ目が開発した技術の国際標準
化です。
　特に2番目については、茨城県つくば市に生活支援ロ
ボット安全検証センターを設け、参加企業約20社から
提供されたロボットで様々な試験を行っています。例え

安全検証センターを作り
様々な試験を実施

真野敦史

技術開発推進部
主任研究員

今年度が最終年度となった「生活支援ロボット実用化プロジェクト」。
5年間、NEDOは、このプロジェクトの中で様 な々ことに取り組んできた。
その結果、日本の生活支援ロボットは大きく前進し、
実用化の一歩手前まできた。
ロボットが一般家庭に普及する時代も近い。

ば、衝突安全性試験、平坦路走行試験、傾斜路走行試
験、衝撃耐久性試験など18項目の試験です。そして、そ
こで得られたデータを元に安全を検証するための試験
技術の確立を目指しています。
　ユーザーは安心・安全なロボットを使いたいと思うた
め、企業の人が安全なロボットを作りたいと思っても安
全基準がないと作れないので、この試験技術は非常に
重要です。ゆくゆくはその安全検証センターで安全性試
験を行ったロボットが世界市場に出回るようにして、この
センターを生活支援ロボットの安全技術のメッカにした
いと考えています。
　また、国際標準化については、現在ISO化を行ってお
り、今年度中には発行される予定です。このISO化につ
いては、これまでの実験データを元に様々な提案を行
い、日本が主導的な役割を果たしてきました。

　現在、ビジネスとなると米国に比べ後れを取っている
面がありますが、ISO規格ができれば、日本のロボット
ビジネスは一気に加速できると期待しています。実際、
来年に生活支援ロボットを市場に投入しようとしている
企業があると聞いています。5年後には価格も下がり、
一般の人にも手が届く値段になるのではないかと期待
しています。ただし、ロボットの普及には、家電量販店
で大量に販売する形は難しいと考えています。体形や
症状、介護度に合わせてロボットを開発、調整する必
要があるからです。
　そのロボット普及には地方自治体が重要な役割を果
たすと思っています。多くの自治体でデイサービスや福
祉機器の普及などにすでに取り組んでおり、ロボット産
業の振興を担当している人もいるからです。NEDOでは
そうした自治体とネットワークを作って、様々な情報交
換などを行っています。
　また、NEDOが事務局となって、ロボット介護機器開
発パートナーシップという組織も発足させました。ここ
では、ニーズ側である介護施設と技術を持っている企
業との出会いの場を提供しており、現在中小企業を中
心に130社が参加しています。さらに、マッチングをはじ
め、行政側からの情報提供、研究者や企業とのネット
ワーク作り、ロボット介護機器実用化のための今後の
施策に対する意見聴取などを行っています。
　NEDOとしては、生活支援ロボットの開発・実用化
を促進するために、今後も様々な支援を行っていきたい
と考えています。

5年後にはロボットが
一般の人の手に届くように

プロジェクトにおける対象ロボット

移乗介助

ロボット介護機器開発パートナーシップ

移乗支援 排泄支援 認知症の方の見守り

移動作業型（操縦中心）ロボット

①ロボティックベッド：パナソニック（株）

•耐荷重試験
•衝撃耐久性試験
•電波暗室試験
•静的安定性試験
•複合環境試験

①

搭乗型ロボット

⑥搭乗型ロボット：トヨタ自動車（株）
⑦電動車いす：アイシン精機（株）
⑧屋外移動支援機器：IDEC（株）

•耐荷重試験
•衝撃耐久性試験
•ドラム型走行耐久性能試験機

•障害物接近再現試験機
•複合環境試験
•電波暗室試験

⑥ ⑦ ⑧

人間装着（密着）型ロボット

④ロボットスーツHALⓇ：サイバーダイン（株）
⑤歩行アシスト：（株）本田技術研究所

•耐荷重試験
•衝撃耐久性試験
•ベルト走行耐久試験
•電波暗室試験
•複合環境試験

④ ⑤

移動作業型（自律中心）ロボット

物流センターの無人搬送ロボット：
②（株）ダイフク／③（株）日立産機システム

•衝突安全性試験
•障害物接近再現試験機
•電波暗室試験

•環境認識性能試験
•多目的走行試験

② ③

標準化団体（ISO）

データ
提供

データ
提供依頼

品質管理体制及び
製品の審査、認証書の発行

試験データ提供

標準化提案機関（事務局：日本ロボット工業会）

生活支援ロボット安全検証センター
（一財）日本自動車研究所

安全性認証機関
（一財）日本品質保証機構

提案

●つくば市に2010年末に完成
●生活支援ロボット用の安全性
　試験拠点は世界初
●日本主導の国際標準化に向
　けた拠点として安全研究の実施

試験依頼 認証依頼試験結果技術・制度・
法規制などの相談

ロボット製造者

生活支援ロボット
安全検証センターと
安全認証に
係わる体制
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社会インフラの老朽化で
重要性高まる
特殊環境ロボット開発

　NEDOが生活支援ロボットと並んで力を入れている
のが特殊環境ロボットの開発です。昨年度は予算約10
億円を使って、「災害対応無人化システム研究開発プ
ロジェクト」を実施しました。このプロジェクトは福島の
原子力発電所の事故を念頭に置いたものです。
　過去にも特殊環境ロボットを開発したことがありまし
たが、各企業が独自のロボットを開発したので、連係し
て使うことができませんでした。そこで今回は、各社が
共通に使えるロボットシステムを開発することにしまし
た。
　NEDOが中心となって、千葉工業大学、（株）日立製
作所、（株）東芝、三菱重工業（株）、（株）移動ロボッ
ト研究所、サイバーダイン（株）の企業・大学などがコ
ンソーシアムを組み、一体となって開発を進めました。
そして、通信技術と遠隔操作インターフェースを共通化
することで、複数のロボットが共同して作業を行えるよ
うにしました。
　例えば、あるロボットが撮影する映像を見ながら他の
ロボットが作業することで、作業が正確かつスムーズに
進められるようになりました。
　ガンマカメラや水中でも活動できる移動装置、温度
や線量を可視化できるマッピングシステムや人が装着し
て作業をするロボットスーツも開発しました。これらの
ロボットも他のロボットと共同で作業が行えます。
　最初は各社それぞれの思いがあり、他社と共有する

通信技術とインターフェースの共通化で
ロボットの共同作業が可能に

髙津佐功助
技術開発推進部

２０１１年３月に発生した原子力発電所の事故をきっかけに、
特殊環境で作業するロボットの開発が進展している。
NEDOは、原子力発電所だけでなく、自然災害や産業施設全般の事故、
災害などを想定した災害用ロボットの開発に取り組んでいる。
ロボット技術は、老朽化の進む社会インフラを点検・メンテナンスする
技術としての活用も期待される。

ことは非常に困難な状況でしたが、過去の反省を踏ま
えて、オープンにできるところはできるだけオープンに
し、お互いに使えるようにと納得してもらいました。
　今回のプロジェクトで開発した技術は注目の的にな
っていて、開発した技術を教えてほしいという問い合わ
せも多く、海外からも来ています。

　NEDOとしては、今回開発した特殊環境ロボットが、
原子力発電所に限らず、地震など自然災害や重大事故
などによる災害現場でも使われることを期待していま
す。
　また、これらのロボット技術は原発以外の過酷な環
境下や老朽化が進む社会インフラにも活用できます。
社会インフラは非常に老朽化しているところが多く、点
検・メンテナンスをする必要がありますが、人間がすべ
て行うには限界があります。こうしたロボットを開発で
きれば、人間にとって強い味方になるため、NEDOでも
力を入れていきたいと思っています。
　将来的には、様々な災害現場をはじめ、今まで人間
でないと作業が困難であったプラントや社会インフラ
の点検・メンテナンスなどにおいても、ロボットが活用さ
れることを期待しています。

ロボット活用は災害現場だけでなく
社会インフラの点検・メンテナンスまで

災害対策用
作業アシストロボット

サイバーダイン（株）が開発した「災害
対策用ロボットスーツHAL®」。高温多
湿な過酷環境下でも作業員の安全
に配慮しつつ有人作業が可能

《特殊環境で連係して作業ができる災害対応ロボット》

三菱重工業（株）が開発した「MHI-
Super Giraffe（MARS-C）」。8m
の高所で作業が可能

狭陰部遠隔
重量物荷揚／
作業台車

（株）東芝が開発したスーパーリフターは、三
菱重工業（株）の高所作業ロボットのような
大型ロボットを30m持ち上げることが可能

重量物ハンドリング
遠隔操作荷揚台車

（株）移動ロボット研究所が開発した、狭隘空
間先行調査型移動ロボット「Sakura（櫻）」。
福島第一原発への投入実績のある「Quince
（クインス）」の後継機で、小型化されている

小型高踏破性
遠隔移動装置

（狭隘空間先行調査型移動ロボット）

千葉工業大学が開発した汚染状況
マッピング技術。ガンマカメラ等で計
測したデータを3次元表示できる

（株）日立製作所が開発したガン
マカメラ。高放射線環境下でも
計測可能

（株）移動ロボット研究所が開発した、重量
計測機搭載型移動ロボット「Tsubak i
（椿）」。「Quince」よりも高パワー化している

ガンマカメラ

小型高踏破性遠隔移動装置
（重量計測機器搭載型移動ロボット）

汚染状況
マッピング技術

（株）東芝は、水中でも移動可能
な水陸両用移動装置も開発。セ
ンサーやカメラを搭載可能

水陸両用
移動装置

（株）日立製作所は、特殊環境
でも無線通信を使えるようにす
るための通信システムを開発

通信技術

（株）東芝が開
発した遠隔操
作ヒューマンイ
ンターフェース。
ロボットの操縦
をゲームのコン
トローラで行え
る

災害対応ロボット
操縦訓練

シミュレーター

遠隔操作
ヒューマン

インターフェース

千葉工業大学が開発した災害対応
ロボット操縦訓練シミュレーター



エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える【フォーカス・ネド】

NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や、NEDOの最新の成果や活動などをお知らせするメール配信
サービス（無料）を行っています。ぜひご登録ください。http://www.nedo.go.jp/nedomail/

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の広報誌「Focus NEDO」は、NEDOが推進
するエネルギー・環境・産業技術に関する様々
な事業や技術開発について、ご紹介します。

本誌の定期送付・送付中止・送付先変更のご依
頼はこちらまで
E-mail:kouhou@ml.nedo.go.jp
FAX:044-520-5154
「Focus NEDO」編集担当宛

NEDOの最新の動きをご紹介します。
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　NEDOがウ
ズベキスタン共
和国内で進め
ている高効率ガ
スタービンコジ
ェネレーション
モデル事業の実
証サイトが完成、現地で竣工式を行いました。式典に
は、ウズベキスタン側からは、イブラギモフ副首相はじ
め同国政府や関係企業などが参加。冒頭、NEDO古
川理事長は、「ウズベキスタン政府との協力の下、本
事業の成果が同国内に広く普及・展開し、同国の発
展およびエネルギー安定供給に資することを期待す
る」と述べました。

ウズベキスタンにおける
高効率ガスタービンコジェネモデル
事業の竣工式を開催

23rd

Aug.

　NEDOはインド・エネルギ
ー資源研究所（TERI）と共同
で「日印エネルギーフォーラム
2013」を開催しました。9月10
日～11日には本フォーラムの
カンファレンスとして、インドで
今後の導入拡大が期待されているスマートコミュニテ
ィ、省エネルギー、再生可能エネルギーに関する3つの
セッションにて活発な意見交換が行われました。
　また、9月12日～14日には本フォーラムのエキシビ
ションとして、独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）との共催で7th Renewable Energy India 
Expoにジャパン・パビリオンを設置し、23企業が
NEDO事業の成果を出展しました。

「日印エネルギーフォーラム
2013」を開催

10th-14th

Sep.

　再生可能エネルギーに関する技術専門家の育成
を目的とした研修事業が終了、10月11日に閉講式を
行いました。
　この事業は、NEDOと国際再生可能エネルギー機
関（IRENA）が共同で実施したもので、世界27カ国か
ら38名が参加。太陽光発電を中心とした再生可能エ
ネルギー関連技術等に関する座学と実習による研修
を行いました。

新興国・途上国の再生可能
エネルギー専門家育成の
ための研修事業を終了

11th

Oct.

　NEDOがフランス
のリヨン市において
取り組む「スマートコミ
ュニティ実証事業」の
うち、太陽光発電
（PV）による再生可能
エネルギーを効率的
に利用したＥＶカーシェアリング実証試験（名称：
SUNMOOV）の運転開始式典を、現地において開催
しました。式典で挨拶した古川理事長は、「環境先進
国であるフランスと日本が協力し、世界に影響力のあ
るフランスにおいて、先端技術を実証し、世界のモデ
ルケースとして展開することに意義がある」と発言しま
した。

フランスでスマートコミュニティ
実証事業の運転開始式を
開催

14th

Oct.
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