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【IT・ロボット特集】ロボット  
 

欧州におけるロボット開発の動向 
―平成17年度NEDO成果報告書より― 

  
 NEDO技術開発機構パリ事務所が平成17年度に実施した調査報告書「欧州における
MEMS・ロボット開発の動向等調査」より、欧州におけるロボット開発の動向につい
て、調査結果の一部を紹介する。 
 
1．EUレベルのロボット開発の概要 
 
(1) これまでの状況 

 
EU レベルでのロボット開発にかかわる研究は、「EU 研究開発フレームワーク計画

1」における「情報社会プログラム IST（情報通信技術）」を中心に実施されてきた。 
IST プログラムにはニーズに応えるソリューションやアプリケーションとのつなが

りが見極められていないが、将来的に重要とみられる研究テーマをすべて扱う分野と

して、「未来・新進技術 FET」という戦略的目的分野が設置されている。FET はほぼ
10年にわたる実施実績をもつ。FETは「自由テーマ分野」と将来技術のうちでも注目
されるテーマとして認められた「重点(proactive)テーマ分野」とに分かれている。EU
レベルでのロボット開発研究は、この FETにおける重点分野の一部として「ロボット
工学を超えて」のテーマの下で行われている。 
 

 

写真 EUROP 3つの分野のロボット例（①工業用、②サービス、③宇宙・安全） 
（出典：http://www.roboticsplatform.com/） 

                                                  
1 「EU研究開発フレームワーク計画（FP）」は欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心
的な政策手段である。1984年に第 1次 FPが施行され、現在は第 6次 FPが 2006年末まで
実施されている。通常、期間は 5年間で、最終年度と次期 FPの初年度が 1年間重複する。
しかし、次期 FP7は 2007年から 2013年までの 7ヵ年計画として検討されている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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「ロボット工学を超えて」において実施されているプロジェクトは現在（第 6 次フ
レームワーク計画）では、4 本を数えるのみで少ない。これに対し（その前の）第 5
次フレームワーク計画においては、ロボット研究専用の重点テーマがなかったにもか

かわらず、20本ほどのロボット関連プロジェクトが実施された。これは第 6次計画に
おいてロボット研究が軽視されたわけではなく、ロボット関連の重要構成技術が「ロ

ボット」という全体的なテーマの下でまとめられた結果である。第 6 次計画における
プロジェクトは第 5 次におけるものよりも規模が大きく、第 5 次において実施されて
いた規模のプロジェクトをサブ・プロジェクトとして展開しているものもある。なお

「ロボット工学を超えて」において、EU のロボット研究開発体制の観点から重要な

ものとして、EURON-European Robotics Networkプロジェクトがある。EURONは
ロボット開発に関わる欧州の研究開発機関を連携して、欧州レベルでの研究資源の効

率化や戦略的な研究方向を探るためのネットワーク・プロジェクトであり、大学など

の研究機関を中心に、欧州のロボット開発にかかわる主要な組織機関を結集している。

EURON プロジェクトの最大の成果物は、欧州のロボット開発に関する研究ロードマ

ップであり、2004年 11月に第一版が発表された後、現在は第二版が準備中である。 
 
研究開発体制の観点からは、EURON プロジェクトに並んで重要なものとしては、

欧州テクノロジー・プラットフォームのひとつとして設置された EUROP がある。テ
クノロジー・プラットフォームの性格から、EU 内のロボット関連企業を中心に結成

され、ロボットの開発利用に関する今後 20年ほどの長期的なビジョン提示、ビジョン
実現のために必要な研究テーマや技術項目の同定、そうした研究開発活動の実施戦略

を定めた戦略的研究アジェンダの作成、アジェンダが定める研究開発活動の実施を基

本的な目標にする。設置されたのが 2005年夏と最近であり、テクノロジー・プラット
フォームとしての組織作りは終わっているが、未だ大きな活動にはなっていないテク

ノロジー・プラットフォームとして設置された際に EUROP は、他のプラットフォー
ムと同様にビジョン・レポートを発表している。 
 
(2) 優先度が高まっているロボット研究 

 
EUレベルでの研究開発は現在、2007年から開始予定の第 7次フレームワーク計画

の最終決定段階にあり、大きな節目を迎えている。 
ロボット研究に関しても同様であるが、基本的な動きはその優先度の上昇である。

すでに第 5次計画から第 6次計画への移行において、FETにおける重点テーマとして
「ロボット工学を超えて」が独立して立てられ、ロボット研究の優先度は上がってい

た。第 6次から第 7次への移行期間である現在、これに似た動きがすでに現れている。
2005年 12月、欧州委員会情報総局は ISTプログラムの実施計画にあたるワーク・プ
ログラム（第四更新版）を発表し、第 6 次計画における 6 回目のプロジェクト公募の
詳細を明らかにした。 
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この 6 回目のプロジェクト公募において、ロボット研究は「先進的ロボット工学
advanced robotics」とのテーマの下、3,700万ユーロの助成予算を付されている。「先
進的ロボット工学」の目的は次のように説明されている。 
 
・戦略的テーマ「先進的ロボット工学」の目的：特定の工業技術分野から消費者、

家庭、娯楽といった広範な市場における製品・サービスを可能にする基盤技術へ

と進展しつつあるロボット設備分野でのパラダイム変化における鍵となるチャレ

ンジへの取り組み。研究開発活動は、よりインテリジェント、柔軟、コスト効率

的、モジュール化され、安全かつ信頼でき、頑丈なうえユーザー・ドライブのロ

ボットシステムの開発に向けられる。これにより、将来的にヒトの日常環境に対

するロボットの大量導入とヒトとロボットの密接な協力への道を開く。 
 
またこの戦略的目的が、ロボット技術を「インターフェース技術」として位置づけ

ていることについては、「ロボットが展示場からより一般的な市場に出てくるにつれ、

ロボット技術は物理的な相互作用の世界と情報通信の世界をさらに連結するものにな

る。ここでロボットは、事業セクターでもプライベート・セクターでも、新しい多様

なサービス選択のインターフェースとなる」とされている。こうしたロボット工学の

位置付けは、ロボットを歩行や把持などのヒトの基本的な動作能力を実行できるヒュ

ーマノイドとするのではなく、今後に可能になる多様なサービス間の選択組み合わせ

を媒介するものという、より概念的な位置付けになっている。これは欧州におけるロ

ボット研究の基本的な性格を表している。 
 
2. EUにおけるロボット研究開発動向 
 

EU におけるロボット研究開発の動向を、第 6 次フレームワーク計画 IST における
「ロボット工学を超えて」、その活動の一部として行われた EURON プロジェクトに

おける研究ロードマップ、その後 2005 年 7 月に立ち上げられたロボット技術に関す
る欧州テクノロジー・プラットフォーム EUROPについて紹介する。 
 
(1)  フレームワーク計画におけるロボット研究 
 
①「ロボット工学を超えて」 
第 6次フレームワーク計画 ISTの「ロボット工学を超えて」では、それ以前に実施

されていたロボット用のコンポーネント開発プロジェクトの成果を総合的に利用する

かたちのプロジェクトが、COGNIRON（認知ロボット・コンパニオン）、I-SWARM
（マイクロ作業用グループ・ロボット）、NEUROBOTICS（神経科学とロボット工学
の融合）として実施されている。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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② 第 5次フレームワーク計画におけるプロジェクト 
第 6次フレームワーク計画まで、ロボットをテーマにする研究ラインはなかったが、

第 5 次フレームワーク計画（FP5）の FET においては、「生物アルテファクツ用ニュ
ーロ情報工学」や「生物タイプ知覚システム」の項目の下、20ほどのロボット関連プ
ロジェクトが実施された（表 1参照）。これらのプロジェクトは実施コストを 200万ユ
ーロ前後とした小粒なもので、ロボット用のコンポーネントやサブ・システムの開発

やコンセプトの有効性を研究するもので、完成されたロボットを目指すものは少ない。 
 
表 1  FP5「ロボット工学を超えて」でのロボット関連プロジェクト 
 
AMOTH： 並列環境モニタリング用化学センサー装備蛾型ロボット 
AMOUSE： 人工マウス 
ARTESIMIT： 模倣による構造学習アルテファクト 
BIOLOCH： 人体における運動用バイオ模倣構造 
CIRCE： 翼手目から発想を得た頭足ロボット 
CYBERHAND： サイバネティック・ハンド・プロステーズの開発 
EURON： 欧州ロボット工学研究ネットワーク 
HYDRA： 自己設計アルテファクト用「生きた」構築ブロック 
LEURRE： 混合社会における人工的なライフ・コントロール 
MARVEL： 多目的リモート・モニタリング/センシング用マイクロ飛行体 
MICRON： ナノ・レンジに向けたミニチュア協同型先進ロボット 
MIRROR： ミラー・ニューロンをベースにした認知ロボット 
MIRRORBOT： ミラー・ニューロン・ベースのロボットにおけるバイオ模倣 

マルチモダル学習 
NEUROBIT： 人工ボディを備えたバイオ人工脳 
PALOMA： オブジェクト操作用漸次的適応型学習 
POETIC： 生物細胞を模したデジタルサーキット 
SENSEMAKER： 多感覚・特定タスク・適応型知覚システム 
SIGNAL： 生長する能力を持つ人工物のための体系的インテリジェンス 
SPIKEFORCE： ロボット制御用リアルタイム・スパイキング・ネットワーク 
SWARM-BOTS： 自己生成・セルフアセンブリの設計 
 
※ このほか、地雷除去用ロボット、工業ロボットなど従来型ロボットに関する

プロジェクトも含めれば、フレームワーク計画全体では 100 前後のロボット関連
プロジェクトが実施されている。 
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(2)  EURONの研究ロードマップ 
 

EURON2は第 5 次フレームワーク計画の FET における自由テーマの枠内でプロジ
ェクト実施が認められた EURON 1（2000年 12月－2004年 4月）が終了し、現在は
第 6 次フレームワーク計画における「ロボット工学を超えて」における EURON 2
（2004 年 5 月－2008 年 4 月）が進行中である。大学を中心にした欧州における研究
開発機関のネットワーク作りにより、研究、教育、産学協力の促進を目指している。

プロジェクトにおける重要な活動の一つが、今後 20年ほどにわたる研究ロードマップ
の作成であり、EURON 1が終了した 2004年 4月に « EURON rsearch Roadmaps »
が発表された。ただしこのロードマップは、本格的な研究ロードマップを準備するた

めのロボット研究に関する現状分析が実質的な内容になっている。現在進行中の

EURON 2では 2004年 4月のロードマップを踏まえ、より戦略的な観点からの整理を
加えた研究ロードマップが準備されている。こうして 2005 年 7 月末に研究ロードマ
ップのドラフト・バージョン 1 が発表されている。このためここでは 2005 年 7 月の
研究ロードマップのドラフト・バージョン 1 を中心に、ENRON の研究ロードマップ
をみる。 
 
① 絞り込まれた現状分析 

2004年に発表された研究ロードマップは、今後 10年から 20年にわたる先進的ロボ
ット技術の開発と利用のための研究ロードマップの第一ドラフトと位置付けられてい

た。しかし副題が「研究コーディネーションに関するキー・エリア 1」とされている
ように、ロードマップの内容は 2020 年～2030 年の世界におけるロボットの利用や研
究開発動向を、アプリケーション（キー・エリア）別に整理したうえ、今後の科学技

術的課題や対応しうる社会的ニーズなどに言及するにとどまっている。こうしたキ

ー・エリアに関する記述の後、「全体的な重要課題と社会的インパクト」、「未来へのビ

ジョン」、「長期的な進歩」などの章が続くが、いずれも概略的な分析に終始しており、

言及された 11のキー・エリア毎の今後の見通しや、見通しを踏まえた重要な研究課題
の絞込みや同定は行われていない。このため全体としては、将来に向けた研究ロード

マップというより、ロボット研究に関する世界の現状分析が大部分を占めた内容にな

っている。 
 
② EURON1が掲げるキー・エリア 
現在から今後にかけて有望なロボットの利用途であるキー・エリアとして、研究ロ

ードマップは次の 11を挙げていた。 
 
 
 

                                                  
2 http://www.euron.org/intro/index.htm 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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表 2  EURON1が掲げるキー・エリア 
自動化・製造 
労働／生産アシスタント 
サービス・ロボット 
治療アシスタント／インテリジェント・ホーム 
医療ロボット 
インテリジェント・カー 
ロジスティクス 
フィールド・ロボット 
宇宙ロボット 
水中システム 
教育／娯楽 

 
この 11の分類は、ロボットのアプリケーションを総合的体系的に分析にしたうえに

行われたものではなく、欧州内の大学を中心とした研究組織におけるロボット専門の

研究者の研究フィールドに対応している。これは 2004年４月の研究ロードマップの内
容が、欧州のロボット研究者がそれぞれ自分のフィールドに関して、世界の研究の現

状分析となっていることを反映している。このため 2 本足歩行のヒト型ロボットや
AIBOのようなペット・ロボットが、「治療アシスタント／インテリジェント・ホーム」
においても「教育／娯楽 edutaiment」においても扱われているように、整合的な分類
になっていない。 
 
これを受けて 2005年 7月の EURON2は、上記の 11のキー・エリアを次の五つの

キー・エリアに絞り込んでいる。 
 

表 3 EURON2でのキー・エリア 
キー・エリア 概   要 

先進的生産システム ・工業環境において利用されるすべての種類のロ

ボットをカバーするもの 
適応型家事ロボット(robot servants)
とインテリジェント・ホーム 

・家庭や住環境において利用されるロボット技術

にかかわるもの 
 

ネットワーク・ロボット工学 ・大量な相互作用と協力によって作業する、（ナ

ノ）規模のロボット的な作用体（エージェント）

屋外ロボット ・運転アシスタントや自動走行カー、惑星系探査、

探鉱、農業・林業用、水中、救助など屋外環境

作業にかかわるすべてのロボット 
健康治療と生活の質向上 ・外科ロボットから、検査、診断、リハビリテー

ション用のデバイスなど、医療・健康・治療に

かかわるロボット技術 
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この五つのキー・エリア設定の重要な理由は次の二つである。 
 
・EURON1の研究ロードマップにおける重複の回避 
・今後の 20年に見通される社会的・経済的なニーズを反映したアプリケーションや
課題に対し、総合的もしくはシステムレベルでのソリューションをもたらす研究

の重視 
 
このうち特に第 2 点が重要で、屋外ロボットの分類を例にすれば、宇宙ロボットか

ら水中ロボット、救助ロボット、農林業用ロボットなどに共通するセクターを越えた

基盤技術として、遠隔地点からの情報データの収集処理や遠隔操縦などの技術的ソリ

ューションが注目されることになる。 
 
③ 基本的な社会経済認識 

EURON2の研究ロードマップのドラフト・バージョンでは、ロボットに対する需要
を生み出す基本的な社会経済状況を、先進諸国における高齢社会化としている。ここ

から生じる基本的なニーズは次の二つとされている。 
 
・高齢者に対する人間らしい dignified生活標準の確保 
・労働人口に対する高齢者の比重が増える中で経済成長を維持するための生産性の向 
上 

 
 
(3)  テクノロジー・プラットフォーム EUROP3 
 
テクノロジー・プラットフォーム EUROP は 2005 年 7 月、ロボット関連の欧州企

業が中心になって、産官学共同のロボット研究開発体制のベースになるものとして設

置が決定された。これにより欧州のロボット開発体制は、ロボット技術に関する総合

的な研究開発体制に向けたコーディネートや整備といった EURONを軸にしていた活
動に比べ、いっそう戦略的な色合いを強めた。 
 

EUROP は他の欧州テクノロジー・プラットフォームと同じように、設置時にビジ
ョン・レポートを発表し、今後の 20年間ほどでロボットの研究開発が可能にする社会
や経済上のインパクトを記述している（2005 年 7 月）。プラットフォームはこの後、
ビジョン実現に必要な中長期の研究開発見通しを、戦略的研究アジェンダとして発表

する。このアジェンダには、欧州の研究開発の現実を考慮して、必要な研究開発をど

のように実施すべきかという、戦略的な判断が加えられる。 
 
                                                  
3 http://www.roboticsplatform.com/ 
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①戦略的な性格 
 
○キー・エリアの選択 

EUROP の戦略的な色合いは、その今後のロボット開発にとって鍵となるアプリケ
ーションに関する考察を、EURON のものと比べるとはっきりする。すでにみたよう

に EURON2の 2005年 7月の研究ロードマップは、EURON1のものに比べ、今後欧
州にとって戦略的なアプリケーションの絞込みなども視野に入れ、5 つのキー・エリ
アを同定して提示されていた。これに対し EUROP はプラットフォーム設置時に発表
されたビジョン・レポートにおいて、ロボットの利用分野を、工業ロボットシステム、

サービス・ロボット、宇宙と安全関連ロボットという 3 つの市場セグメントに分けた
うえ、その研究開発の目的、優先項目、目的達成に向けたアクション計画の決定を目

指している。3つの市場セグメントは表 4のように説明される。 
 

表 4  EUROPでの市場セグメント 
市場セグメント 概要 

1)工業ロボットシステム ・3つの市場セグメントのうち、工業ロボットシステム
とされるものは EURON2が先進的生産システムとし
て分析しているものと完全に一致する。優れた工作機

械メーカーの伝統のうえに、工業ロボット分野で世界

的に優位に立っている欧州の強みを維持強化するこ

とが重視されている。 
2)サービス・ロボット ・これに対しサービス・ロボットとされるものは、3つ

の市場セグメントのうちでもっとも幅が広いもので、

事業用サービス・ロボット、家庭用サービス分野、宇

宙・安全関連ロボットの 3つの分野を含んでいる。 
3)宇宙・安全関連ロボット ・宇宙・安全関連ロボットは、空中からの無人監視ロボ

ットに代表される軍事用だけでなく、危険物を爆破す

る自動装置などの民生用も含めた安全ロボット市場

と、宇宙惑星探査用のロボットに関する市場である。

これらのうち最大の市場となる軍用市場の一部、欧州

の軍事用無人飛行物体に対する防衛支出は、

2004-2012年の間に 55億ユーロが期待されている。
 
○市場セグメント選択の戦略性 
このような 3 つの市場セグメントへの区分は、欧州のロボット研究開発に関わるス

テークホルダーの中でも企業サイドの戦略的判断を表している。テクノロジー・プラ

ットフォーム設置の最大の狙いは、戦略的研究アジェンダの準備決定であり、EUROP
の今後の努力はアジェンダ作成に向けられる。明言されていないが、この準備作業が 3
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つの市場セグメント毎に行われるのは確実である。EUROP はビジョン・レポートの
準備にあたり、3 つの市場セグメント別に市場の現状や見通しのほか、今後の技術的
課題などを分析したレポートを発表しているが、戦略的研究アジェンダはこのレポー

トの今後の課題の部分を深化させたものと予想される。より具体的には、3 つの市場
セグメント毎に代表的な企業や研究開発機関から構成される作業班が設置され、その

主導の下で戦略的研究アジェンダが作られる。こうして 3 つの市場セグメントの決定
は、すでに大きな戦略的な選択を表している。この選択の要点は以下の 4 つにまとめ
られる。 
 
・宇宙・安全関連ロボットの重視 
・医療ロボットのサービス・ロボットへの組み入れ 
・ヒト型ロボット(humanoids)を特別視しない 
・生産ロボットの重視 

 
この 4 点の説明に先立ち、欧州委員会が 2006 年 3 月に行った「先進的ロボット工

学」のプロジェクト公募の説明会における資料から、日米韓と欧州のロボット開発の

レベル（活動レベル）を、活動エリア別に比較したものを表 5に示す。 
 

表 5  世界のロボット開発の比較 
活動レベル 

活動エリア 
米国 日本 韓国 欧州 

製造ロボット * **** * *** 
バイオ・医療ロボット *** * * *** 
サービス・ロボット ** ** *** ** 
ヒト型&パーソナル・ロボット * **** *** * 
安全・宇宙ロボット **** * － ** 

****：卓越している、***：非常に良い、**：良い、*：まあまあ 
出典：欧州委員会情報社会総局 

 
バイオ・医療ロボットと製造ロボット： EUROP のビジョン・レポートが掲げてい
る 3 つの市場セグメントと、このロボット開発の活動レベルを比較すると、欧州が
活動レベルで相対的に優れている「製造ロボット」と「バイオ・医療ロボット」の

うち、「製造ロボット」は独立の市場セグメントとされているのに対し、「バイオ・

医療ロボット」は「サービス・ロボット」の一部に組み込まれている。さらに EUROP
のサービス・ロボット市場に関する区分は、事業用サービス、家庭用サービス、娯

楽というもので、医療ロボットは特に一つの領域とされていない。ここから EUROP
のビジョンにおいては、医療ロボットの位置が欧州における活動レベルに比べて、

小さく評価されているのが分かる。これに対し製造ロボットが独立の市場セグメン

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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トとされているのは、欧州の活動レベルの相対的な重要さ、伝統的に強い工作機械

メーカーの存在、現在及び今後に見通される市場規模や自動車など基幹産業への影

響などから理解できる。 
 
宇宙・安全ロボット： 宇宙・安全関連ロボット市場が個別の重要市場とされている

のは、大きな戦略的選択によるものであるのは、医療ロボットとの対比からはっき

りする。この選択の理由は、活動レベルが米国についで第二位と、世界レベルで相

対的に優位であり、防衛宇宙市場において、米国と市場を分かち合える状況が期待

できること、EADS、Thalesなど宇宙航空分野の欧州大手が EUROPのこの分野を
バックアップしている（これに対し医療ロボットはハイテク中小企業の活動分野で

ある）ことなどがある。また EURON2 の研究ロードマップが指摘するように、外
科ロボットについては患者側の受け入れ問題や使い勝手の悪さの問題があるため、

防衛市場のように市場規模を読み通しにくい事情もあるとみられる。さらに、血管

間で機能するナノロボットは、メカトロニクスの発展による微細化の延長にあるロ

ボット技術というより、ナノ技術やナノ科学の領域と見られている可能性もある。 
 
ヒト型ロボットの非特権視： ヒト型ロボットに限らず、欧州のロボットに対するア

プローチの基本は、ヒトが行っている作業を機能的に代替したり、精度や効率を良

くして実施させたりすることにある。ヒトと同じように歩けるとか、ヒトの相手と

なる（ペット・ロボット）という発想はほとんどない。EUROP のサービス・ロボ
ット市場のサブ区分では、事業用サービスと家庭用サービスのほかに、娯楽ロボッ

トが第三の分野とされているが、ビジョン・レポートはこの市場につき、欧州にと

って難し過ぎるか、新規参入するには日本に対し決定的な遅れをとってしまった市

場としている。これは必ずしもヒト型ロボットに関する判断ではないが、欧州では

代替すべき機能や作業に応じた機能ロボットを発想してきたため、複数の機能を備

え、それらを総合的な思考判断に基づき使いこなすというヒトに近いロボットに向

けた基礎研究はあまり進んでいない。これは EURONの研究ロードマップが認める
ところであり、EUROPが重視する市場セグメントの選択はこの結果である。反面、
ヒトにはあってもヒト型ではないロボットに欠ける知覚・認知・判断能力をインテ

リジェント・ホームという IT環境の側から、つまりロボットを囲む環境の側から補
うという発想が大きくなっている。これは EURON2 の研究ロードマップにおける
五つのキー・エリアの一つが、適応型家事ロボットとインテリジェント・ホームの

組み合わせとされていることに明瞭である。 
 
②ビジョン・レポートが分析する技術的課題 

EUROP のビジョン・レポートは欧州のロボット開発にとっての課題を、技術的な
ものと社会経済的な技術外の課題に分けて説明している。ビジョン・レポートは三つ

の市場セグメントに共通する技術的な課題を、ロボットシステム、コンポーネント、
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ロボットの挙動に関して要請されるブレークスルー、ヒトとの関係に関する要素、ミ

ニチュア・ロボット、システム・エンジニアリングの六分野に分けて説明している（詳

細は本編を参照）。 
 
出典：「100008384 欧州における MEMS・ロボット開発の動向等調査報告書」 

（委託先：OZAWA SARL、2006.5）に最新の Web情報を追加 
原本はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）より 
閲覧・ダウンロード可能 
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