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次世代ロボット実用化プロジェクト 

「愛・地球博」での実証と「ロボットの安全性に関する考え方」 

 
「愛・地球博」において、NEDO 技術開発機構は掃除、警備、案内などを行

う「実用化ロボット」を開催期間中に会場内において実証運用します。       
 これらのロボットは、2010 年の実用化を目指したものですが、その一方で、
対人サービスを行うロボットの「安全性」については、社会的ルールがまだ
未整備の状況にあります。 
 このようななか、生活の場にロボットが有益な存在として認知され、新規
産業として育むうえでも、ロボットの安全性についてのルールづくりは必要
不可欠な課題です。 
 今回の「愛・地球博」での実用化ロボットの実証運用を行うにあたり、対
人安全ルールについては、現時点で考えられる限りの合理性と運用可能性の
もとでロボットの安全性の考え方をまとめました。 
  

【本資料に関するお問い合わせ先】 
 

「次世代ロボット実用化プロジェクト」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 
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独立行政法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
（NEDO 技術開発機構） 

社団法人 日本ロボット工業会（JARA） 

 

 

＜概要＞ 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（理事長：牧野 力）では、平成１６年度より２ヶ年事業で「次

世代ロボット実用化プロジェクト」を推進しており、本年３月２５日から開催される｢愛･地球博｣の場に
おいて実証運用、およびデモ運用を行います。とりわけ、「実用化システム化推進事業」においては、2010

年における大きな市場規模が見込まれる５分野（掃除ロボット、警備ロボット、チャイルドケアロボッ

ト、接客ロボット、次世代インテリジェント車いす）のロボットを６ヶ月間の会期中、その実証試験を

行います。 

 

この実証運用にあたり、ロボットの展示・運用にあたっての安全性ガイドライン作成を社団法人 日

本ロボット工業会（会長：稲葉 善治）に委託し、「愛知万博のロボット安全性ガイドライン調査専門委

員会」（委員長：杉本 旭 北九州市立大学教授）のもとで検討を行ってきました。 
 

＜意義＞ 

人類社会にとってロボットが有益な存在として発展するよう社会とロボットの関わりを例示的に示し、

産業・公共・生活分野での利用を目的としたわが国のロボット技術開発の取組とともに、わが国のロボ

ット技術開発における先駆的な役割と実績を、世界に向けてプレゼンテーションすることは、わが国の

プレゼンスを高めるうえで大いに意義のある場と考えます。 

 
そして、「愛・地球博」会場をネットワーク環境や物理的環境が整備され、多数の人間が存在する未来

社会を擬似的な生活環境としてとらえ、安全を踏まえて人間とロボットが共存し、対人サービスを提供

しながら同会場でその実証を行うことは、今後の次世代ロボット産業の発展に弾みをつけるものです。 

 

 

 

 

 
 

次世代ロボット実用化プロジェクト 

「愛・地球博」での技術実証の概要・意義 
 



 

委員会構成と活動

愛知万博のロボット安全性ガイ
ドライン調査専門委員会

ガイドライン検討WG

責任・体制検討WG

サービス用ロボット安全認証研究会
（日本ロボット学会）

機械安全認証研究会（日本機械学会）

実用化ロボットメーカー

安全設計コンセプト
リスクアセスメントとリスク低減

展示・運用対策
安全設計への反映

指針に沿った安全管理プログラム

安全プログラム 指針の策定

安全仕様書の審査

ガイド
ライン

ガイドラインの策定

の作成

次世代ロボット実用化プロジェクト

メーカーの検討内容の提示

意見・評価

審査・評価
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「愛・地球博」の実証運用にあたってのガイドラインは、対人サービスを行うロボットの安全に関す
る社会的なルールが現状として未整備ななか、将来のロボット市場においてその成長性が大いに期待さ

れるサービスロボットの対人安全ルールについて、現時点で考えられる限りの合理性と運用可能性のも

とでロボットの安全性の考え方をまとめたものです。 

 

＜サービス用ロボットの産業化の条件 － 安全 －＞ 
ロボット産業は 2025 年に８兆円規模の市場が見込まれ、わが国の今後の新産業を創造する分野の一つ

にあげられています。とりわけ、その牽引役として、人間の生活の場におけるパートナーとしてのサー
ビス用ロボットの実用化が大いに期待されています。 

その一方で、ロボットの人へのサービスは、安全が確保されなければならず、万が一事故が生じれば

社会的にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

サービス用ロボットの産業化にとっては、その健全な産業育成を図るうえでもサービスロボットの安

全確保が急務で、ロボット先進国を標榜するわが国にとっても課せられた重大な責務です。 

 

現在、サービス用ロボットの安全規格、安全のための共通の方法などはまだ手つかずのままですが、

技術の進歩が著しいロボットについて安全を完全に確保できるような標準化を求めることは、他の分野
と同様に永遠の課題です。現実には、社会がサービス用ロボットのリスクの存在を認めながらも、期待

されるサービスの価値を認めつつ社会が許容できるようリスクを十分低減し、ロボットを歓迎するとい

う未来をつくることが望まれます。 

 

欧州からはじまり、国際的な主流となりつつある“グローバルな安全の考え方”は、技術の有効性を

踏まえつつ、その技術のリスクを評価し、社会として受容できるものかどうかを判断するという考え方

に変わってきています。サービス用ロボット産業の未来は、この“グローバルな安全の考え方”を取り
入れていく必要があると考えます。当然、社会によるリスクの受容を獲得するには、開発者に課せられ

た責任を果たさなければならないのはいうまでもありません。 

 

＜サービス用ロボットのグローバル規格＞ 
グローバルな立場から、一般に開発者は、次の①事前の責任と②事後の責任の両面から責任ある開発

を行なわなければなりません。 

① 事前の責任：安全のために講ずる事前の対策には自ずから限界があるが、開発者には、少なくともそ

の限界（”State of the art”）を達成する責任があります。 
② 事後の責任：新しい技術には予想できないアクシデント（不可抗力による事故）が起ると見なして、

事故の被害者を救済するための補償（損害・傷害保険）の責任です。 

 

愛・地球博における実用化ロボットの安全性の考え方  

－ サービス用ロボットの安全と「愛・地球博」での展示 － 



 

開発者は、ロボットのリスクを厳しく評価し、許容可能な低い水準のリスクまで低減します。すなわ

ち、期待されるサービスの見返りとして受容される残留リスクは、ALARP(可能な限り低くの)原則に従っ

て低減されるものでなければなりません。 

  

サービス用ロボットは多様であり、現在のところ規格化された安全装置はありません。グローバルな

安全では、リスク低減の共通手順（リスクアセスメント、本質安全設計、ガード・その他の機構上の対策、

インターロックによる機能安全、残存リスクの再評価と運用上の対策等）が規定されており、その手順に従
った安全設計が求められます。すなわち、想定される危険に対して安全対策を講じることにより、その

発生頻度を十分下げ、社会が許容できるまでリスクを低減することを正しく行ない、それが客観的に証

明されることによって、開発者は安全の事前責任を果たしたと認められるのです。 

しかしながら、現状としてサービス用ロボットに客観的な証明を出す第三者機関は、まだ世界中のど

こにも存在していません。 

 

＜「愛・地球博」でのサービス用ロボットの安全確保＞ 
「愛知万博のロボット安全性ガイドライン調査専門委員会」では、「次世代ロボット実用化プロジェク

ト」での実用化システム推進事業において開発される５分野（掃除ロボット、警備ロボット、チャイル

ドケアロボット、接客ロボット、インテリジェント車椅子）のロボットを「愛・地球博」で技術実証す

るにあたり、ロボット開発者が事前の責任を果たしているかを評価（参考１をご参照）する委員会です。 

この委員会の中に「ガイドライン検討WG」を設置し、ロボット開発者が検討した安全仕様書の審査な

どを行ってきました。本 WG は、開発者に対してグローバルな安全の考え方に基づいて事前の責任を果た

すよう指導し、安全確保対策が講じられ、社会が受容できるよう十分リスクを低減しているかを評価す

るものです。 
 

このため、ロボットの設計には「本質安全設計」の考え方を求め、想定される危険源に対して、安全

設計により十分リスクが低減できているかを評価しました。これは例えば、人に危害を与えないよう十

分安全な形状、構造、材料、駆動構造、動力源の採用等の設計仕様とすることや接触センサや非常停止

装置による機能停止に加え、非接触センサにより人が近接した場合には一時停止するなどの機能を持た

せることにしました。 

そして、それでもなお残る小さなリスク（残留リスク）については、その残留リスクによって可能性
の残る危険性の回避のために、スタッフによる監視業務が無理なく遂行できるかという評価を行いまし

た。これらの評価が得られることによって愛知万博での展示を可能とするものです。 

  

 

なお、愛知博期間中の６月９～１９日の１１日間に亘って実演を行う「プロトタイプ開発支援事業」

での未来型ロボットについても、本 WGが安全技術の助言を行っています。 

 
＜事前の責任と事後の責任＞ 
安全性の評価を行ったロボットの事後の責任を果たすために、「愛知万博のロボット安全性ガイドライ

ン調査専門委員会」の中に「安全性の責任・体制検討 WG」を設置し、展示運用における安全確保のため

の体制・運用等に関する指針についても検討を行いました。 



 

さらに事後の責任は、受容できる水準に残留リスクを低減しても、万が一生じた事故に対する保険を

用意するものです。 

 

このように、愛・地球博でのロボットの技術実証における安全体制については、グローバルな安全と

リスクの観点から事前の責任と事後の責任の両方から整備を行っています。 



 

 

                               参考１ 

開発者

①リスクアセスメント（リスク評価）の実施

・危険源の特定とそれによるリスクの見積もり

・安全対策の検討とこれによるリスク低減の評価

②本質安全設計

・リスク評価を踏まえ、社会が受容できる低い水準

までリスクを低減

③安全スタッフによる対応

・低減してもなお残る小さなリスク（残留リスク）に

対して、安全スタッフによる安全管理を実施

④安全管理プログラム指針に基づく安全管理体制の

整備、安全管理運用の実施

愛知博ロボット安全性ガイドライン調査委員会

「ガイドライン検討ＷＧ」

・開発者のリスクアセスメントの手順、内容の妥

当性を評価

・本質安全性設計であるかどうかの評価

・安全スタッフの対応の妥当性、適切性の評価

「安全性の責任・体制検討ＷＧ」

・安全スタッフの体制、安全管理の運用に関す

る指針（安全管理プログラム指針）の策定、

提示

万が一の事故に対する損害賠償責任保険

ロボットの安全確保に関する考え方

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

参考２ 

愛知万博のロボット安全性ガイドライン調査専門委員会委員名簿 

 委員名 機関名 所属・役職 

 委員長 杉本   旭 北九州市立大学 国際環境工学部 環境機械システム工学科 教授 

 顧問 井上 博允 （独）日本学術振興会 監事 

 委員 藤江 正克 早稲田大学 理工学部機械工学科 教授 

 野方   誠 立命館大学 理工学部ロボティクス学科 助教授 

 山田 陽滋 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 研究グループ長 

 比留川 博久 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 副研究部門長 

 池田 博康 （独）産業安全研究所 機械システム安全研究グループ 主任研究官 

 杉田 吉広 テュフ ラインランド ジャパン㈱  西日本地域担当オフィス 副支社長 

 後藤 茂樹 アイシン精機㈱ キープエイブル部 ヘルスケア開発Ｇ ＧＭ 

 枝連 俊弘 ㈱アドバンストメディア 開発本部 M&N 技術部 部長  

 村上 弘記 石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部 総合開発ｾﾝﾀｰ 機械ｼｽﾃﾑ開発部  

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

 谷口 哲雄 ㈱ココロ 製造部 工場長 

 星野   將 綜合警備保障㈱ 開発技術部 部長 

 笠上 文男 ㈱ダイヘン 執行役員・事業開発推進本部本部長 

 馬場 勝之 ㈱テムザック 研究開発担当 取締役 研究所 所長 

 松日楽 信人 ㈱東芝 研究開発ｾﾝﾀｰ ﾋｭｰﾏﾝｾﾝﾄﾘｯｸﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ  研究主幹 

 藤田 善弘 日本電気㈱ メディア情報研究所ロボット開発センター 研究部長 

 細田  祐司 ㈱日立製作所 機械研究所ロボティクスプロジェクト 主管研究員 

 青山    元 富士重工業㈱ クリーン事業部 事業部長 

 野田   茂 富士通㈱ ITS事業本部ITS技術開発統括部 部長代理 

 駒田    聡 ㈱富士通研究所 ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｼｽﾃﾑ研究所自律ｼｽﾃﾑ研究部 部長 

 北野 幸彦 松下電工㈱ 生産技術研究所 ﾋｭｰﾏﾝﾛﾎﾞｯﾄ事業化ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 長島   是 三菱重工業㈱ 神戸造船所 新製品・宇宙部 ロボット事業グループ長 

 横山 和彦 ㈱安川電機 開発研究所 ロボティクス技術開発部ロボット制御技術担当部長 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊ  ゙辻本 崇紀 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 

 中桐 裕子 経済産業省  製造産業局 産業機械課 係長 

 山本 哲也 （独）新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 機械システム技術開発部長 

 石川   勝 （財）2005年日本国際博覧会協会 チーフプロデューサ補佐 



 

 

愛知万博のロボット安全性ガイドライン調査専門委員会安全性ガイドライン検討ＷＧ委員名簿 

 委員名 機関名 所属・役職 

 主査 杉本  旭 北九州市立大学 国際環境工学部 環境機械システム工学科 教授 

 顧問 井上 博允 （独）日本学術振興会 監事 

 委員 野方  誠 立命館大学 理工学部ロボティクス学科 助教授 

 比留川 博久 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 副研究部門長 

 山田 陽滋 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 研究グループ長 

 池田 博康 （独）産業安全研究所 機械システム安全研究グループ 主任研究官 

 杉田 吉広 テュフ ラインランド ジャパン㈱  西日本地域担当オフィス 副支社長 

 後藤 茂樹 アイシン精機㈱ キープエイブル部 ヘルスケア開発Ｇ ＧＭ 

 枝連 俊弘 ㈱アドバンストメディア 開発本部 M&N 技術部 部長  

 谷口 哲雄 ㈱ココロ 製造部 工場長 

 星野  將 綜合警備保障㈱ 開発技術部 部長 

 馬場 勝之 ㈱テムザック 研究開発担当 取締役 研究所 所長 

 藤田 善弘 日本電気㈱ メディア情報研究所ロボット開発センター 研究部長 

 野田  茂 富士通㈱ ITS事業本部ITS技術開発統括部 部長代理 

 青山   元 富士重工業㈱ クリーン事業部 事業部長 

 北野 幸彦 松下電工㈱ 生産技術研究所 ﾋｭｰﾏﾝﾛﾎﾞｯﾄ事業化ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 長島   是 三菱重工業㈱ 神戸造船所 新製品・宇宙部 ロボット事業グループ長 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊ  ゙ 辻本 崇紀 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 

 中桐 裕子 経済産業省  製造産業局 産業機械課 係長 

 山本 哲也 （独）新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 機械システム技術開発部長 

 石川   勝 （財）2005年日本国際博覧会協会 チーフプロデューサ補佐 



 

愛知万博のロボット安全性ガイドライン調査専門委員会安全性の 

責任・体制検討ＷＧ委員名簿 

 委員名 機関名 所属・役職 

 主査 松本 俊次 松本技術士事務所 所長 

 顧問 井上 博允 （独）日本学術振興会 監事 

 委員 杉本   旭 北九州市立大学 国際環境工学部 環境機械システム工学科 教授 

 木村 哲也 長岡技術科学大学 機械情報・制御工学専攻 助教授 

 山田 陽滋 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 研究グループ長 

 加部 隆史 ＮＰＯ安全工学研究所 代表理事 

 本位田 正平 ㈱保険銀行日報社 顧問 

 柳井 秀之 三井住友海上火災保険㈱ 名古屋企業本部 名古屋企業営業第２部 開発課長 

 笠井   収 東京海上日動火災保険㈱ 愛知北支店 金融公務課 課長代理 

 木澤 克之 橋元綜合法律事務所 弁護士 

オブザーバ 辻本 崇紀 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 

 中桐 裕子 経済産業省  製造産業局 産業機械課 係長 

 比留川 博久 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 副研究部門長 

 山本 哲也 （独）新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 機械システム技術開発部長 

 石川   勝 （財）2005年日本国際博覧会協会 チーフプロデューサ補佐 

 鈴木   徹 （財）2005年日本国際博覧会協会 経営企画本部 財務グループ 課長代理 

 盛田  明彦 （財）2005年日本国際博覧会協会 事業企画本部 企画事業グループ 上席調査役 

 

 


