5

フィールドロボットの
現状と課題

5.1. 現状
5.1.1. 市場
Ａ）経済性向上のためのフィールドロボット
経済性向上の基盤は、
重機と呼ばれている建設機械に代表される様々な屋外作業機械である。
これらの機械は、無人化要求というよりも、作業効率の向上や操作員の削減、また、24 時間
稼働という作業コストの低減要求から適用されている。したがって、作業コストの低減が実現
されれば、自ずと省人化、無人化、すなわち、フィールドロボットへと向かっていくと考えら
れる。そして、高速性・高信頼性追求を必須とするフィールドロボットとして進化していくと
思われる。直近では、鉱山機械、大規模農漁業機械システム、24 時間稼働建設機械における
進展が期待できる。

Ｂ）危険回避のためのフィールドロボット
災害や事故は社会に付帯するものとして発生する。そして、いったん発生すると緊急の救助

きい。しかし、災害対応作業のロボットでは、利益をベースにしたロボット市場形成という考
え方は適切でない。むしろ、社会を維持継続していくための社会コストとしてロボットを活用
する視点が必要である。すなわち、二次災害による人命損害の防止、復旧の迅速化等にフィー
ルドロボットが貢献できるかという視点であり、そのような社会システムや継続性のある組織
作りと一体化したフィールドロボットの投入を図っていくことが重要である。ここで、福島第
一原子力発電所の廃炉は、40 年という長きにわたって、日本人が関わっていかねばならない
ロボットが必須の長期継続作業である。したがって、安全回復のための社会コストの負担と維
持継続という 2 つのキーワードを逃れることはできない。その意味で、危険回避フィールドロ
ボットの先行例としてしっかりと考えていくことが必要である。

Ｃ）社会創造のためのフィールドロボット
これからの日本が従来通りの世界プレゼンスを維持していくためには、今の社会全体を少子
高齢化社会に適応できるように新しく作り替える必要がある。この意味で、人口減少を支える
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環境が過酷であり、二次災害も発生している。したがって、フィールドロボットへの期待は大
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や復旧が不可欠となる。このような状況では、人が作業のほぼすべてを実施してきたが、作業

のはロボットしかないともいえる。この社会はこれまでの歴史が経験したことのないものであ
り、単にロボットという視点でなく、都市システムや村落システムまで踏み込み、ロボットを
導入しないと何ができないかの視点を強化することが不可欠である。そして、社会の新しい要
求としての社会システムと一体となったフィールドロボット市場を開いていくことが求められ
る。このことは、世界の 2 大人口大国の中国、インドでも避けて通ることのできない世界問題
でもある。そして、日本モデルの成功は巨大フィールドロボット市場への入り口にもなるもの
である。
これらの観点を踏まえ、各分野の現状と将来市場を以下に俯瞰する。

（１）建設分野
建設分野のロボットは、建築分野と土木分野に大別される［1］。中間的な領域のものにトン
ネルのシールド掘進機などがあるが、両者のロボットには、必要とされる技術や市場に相当に
隔たりがあり同時に語ることはできない。それぞれの分野の市場動向を以下に展望する。

Ａ）建築分野のロボット
建築分野のロボットの歴史は古く、1970 年代にまで遡ることができる。以前は建設ロボッ
トと言えば、主にこの分野のロボットを指していた。また建築分野のロボットは、日本で生ま
れたものと考えてほぼ間違いない。1970 年代の後半から、内装組立や耐火被覆の吹付けロボ
ットなどがゼネコンを中心に開発されるようになり、1980 年代に入ると、バブル経済による
第
章

5

建築市場の活況とそれに伴う労働力の不足を背景に、建設ロボットの開発は一気に加速した。
また1982年、早稲田大学にWASCOR（Waseda Construction Robot）プロジェクトが設けられ、
多数のゼネコン、機械メーカの技術者がこれに参加、技術者間の連携が生まれたことも、建築
分野のロボットの開発が推進される力の
ひとつとなった。1980 年代には、（図 5-1）
に示すコンクリート仕上げロボットをはじ

図 5-1… コンクリート床直仕上げロボット
…
（鹿島建設）

め、内外装組立など、多くの工種のロボッ
トが開発された。しかし通常の建築施工で
は、複数の工程が並列に進行するため、ひ
とつの工程だけがロボット化されても全体
の工期短縮への効果は薄く、バブルの崩壊
とともにこれらのロボットが用いられる機
会は大幅に減少した。
一方バブルの末期に、高層ビルの建設に
おいて、各フロアの躯体の組立や資材の搬
5-2

（出典：鹿島建設株式会社の HP より）

送作業をシステム化し、地上レベルで組立を行いフロアの完成ごとにジャッキで上層階へ持ち
上げるジャッキアップ式のビル施工自動化システムが誕生した。この高層ビルの自動施工シス
テムは、工期の短縮、施工の安全性の確保が実現可能なことから、各ゼネコンの独自技術を織
込み、また施工対象に適合させたシステムに発展して、今日の建築分野のロボットを代表する
技術に成長している。ただし、ある程度以上の施工規模がないとコスト的に成立が難しく、頻
繁に用いられる技術ではないことが惜しまれる。
参考文献
［1］ 独立行政法人国立科学博物館 ,「技術の系統化調査報告第 3 集

国産ロボット技術発達の系統化に

関する調査」，pp.65-67, 2005.

Ｂ）土木分野のロボット
土木分野のロボットは、土木施工の基本である土砂の掘削・運搬から、重量物の揚重、トン
ネル工事、水中工事、計測、災害対応、除雪、解体など、きわめて多岐にわたり、実用化事例
も多数ある。しかし、わずかな適用回数だけで終わっているものも少なくなく、継続的に使わ
れている土木分野のロボットはそれほど多くはない。ここでは近年急速に発展しビジネスとし
ての展開が期待できる鉱山無人化と多数の適用事例がある災害対応の無人化施工システム、そ
して
①

ICT（情報通信技術）の活用を取りあげる。
鉱山無人化システム

BRICs を中心とした諸外国の経済発展を背景に、鉱物資源への需要はかつてなく高い。現在

これらの地域での効率的かつ安全な生産を実現するシステムの開発が望まれている。鉱山機械
の無人化は比較的古くから試みられているが、GPS を用いた屋外位置同定と屋外無線 LAN に
よるデータ通信が容易になったこと
により、近年急速に発展し部分的に

図 5-2

鉱山用…無人ダンプトラック（コマツ）

は実用レベルに達している。中でも
（図 5-2）
に示すオフロードダンプト
ラックの無人走行システムはもっと
も成功しているもののひとつである。
無人ダンプトラックの構想は 1980
年代の初頭にはすでにあり、1990
年には国内鉱山で実証テストが試み
られている。その後 2000 年代半ば
に大型鉱山で実用導入されるまで
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の資源を求めて、これまで開発が困難であった地帯にある資源の採掘が行われるようになり、
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世界の主要鉱山では、オペレータの確保や生産性の向上が急務となっている。また、より多く

に、信頼性を含む数多くの技術課題を克服してきたことが成功に繋がったものと考えられる。
また車両の運行や生産量を一元的に管理する鉱山管理システムが広く用いられるようになり、
無人ダンプトラックの運用に適した状況が整ってきたことも背景のひとつである。無人ダンプ
トラックでは、アクセルのムダ踏みによる燃料消費やタイヤ摩耗が抑えられ、また運転手の効
率が低下する深夜でも高効率な運行が可能である。さらに居眠り運転などによる重大事故の発
生も防ぐことができる。このように無人ダンプトラックは有人車両に比べて総合的に生産性が
高く、鉱山経営者に積極的な導入を促す大きな要因となっている。
②

無人化施工システム
遠隔操作の建設機械群を用いて遠隔地から施工を行う工法が無人化施工システムである。ラ

ジコン操作の建設機械は 1960 年代から使われていたが、1994 年雲仙普賢岳の除石工事に、建
設省（当時）が無人化施工の試験フィールド制度を適用したことを契機に、システム化技術や
画像伝送技術、無人での施工法などの開発が急速に発展した。現在は数 km 離れた距離からの
遠隔施工が可能となっており、また実験的には100kmを超える距離での施工も試みられている。
無人化施工システムは、有珠山の噴火災害対応、中越地震対応など、災害復旧工事を中心に、
現在までに 150 を超える適用事例がある［1］。また 2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所
の事故の際に、汚染瓦礫の除去作業にいち早く導入され、同年4月初旬から稼働を開始した［2］。
これは事故後の福島原発に適用された最初の日本のロボット技術となった（図 5-3）
。
参考文献
［1］ 建設無人化施工協会ホームページ，http://www.kenmukyou.gr.jp.
［2］ 日本機械学会 ,「東日本大震災合同調査報告

機械編」
，pp.210-213, 2013.
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③

福島第一…原子力発電所における…無人化施工（東京電力）

ICT の活用
建設工事の調査、設計、施工、監督、検査、維持管理という一連の工程において、ICT を使

って得られる各工程の電子情報を活用することにより、建設施工プロセス全体における生産性
5-4

の向上や品質を確保するシステムを情報化施工システムと呼ぶ（図 5-4）。欧州ではすでに道
路工事などに広く用いられている。国内では、これまで大規模の土木工事などに適用が限定さ
れていたが、国交省の牽引により、今
後一般の土木工事にも急速に普及が進

図 5-4

…情報化施工システム（国土交通省）［1］

むものと予測されている。
また建設機械では、遠隔で機械の稼
働状況や故障診断ができるモニタリ
ングシステムの適用が進んでいる［2］。
建設機械に GPS と情報発信端末を搭
載し、衛星通信網あるいは携帯通信網
を用いて、
車体の位置情報や稼働状況、
燃料消費量や水温、油圧などの各種情
報を取得し、インターネットを介して
ユーザや販売店のサービス部門に提供
するものである（図 5-5）。この 遠隔
モニタリングシステムにより、車体の

図 5-5… 建設機械…遠隔モニタリングシステム
…
（コマツ）

健全状況が遠隔でリアルタイムに把握
できるようになり、故障の予防保全が
可能となる。また車両位置情報の取得
により、機械の配備計画や管理も容易
に行うことができる。さらに機械の運
第

転状況が把握できることから、ムダな
燃料を使わない省エネ運転のリコメン
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ドなども行えるようになっている。
参考文献
［1］ h t t p : / / w w w . m l i t . g o . j p /
sogoseisaku/constplan/sosei̲constplan̲tk̲000017.html
［2］ 荒川秀治、「KOMTRAX STEP2 の開発と展開」
，コマツ技報 , Vol.48, No.150, PP.8-14, 2002.

（２）社会インフラ保全ロボット
「社会インフラ」とは、一般的に国や地方自治体が管理する「社会資本」と、電力・ガス・
通信といった民間が管理する「ライフライン」、鉄道などの公共の「インフラ」のいずれをも
含めた概念である。
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Ａ）国土交通省の政策
国内の社会インフラは、高度成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化が進むことが懸
念されている。そのような中、国土交通省は平成 25 年 5 月に社会資本整備審議会・交通政策審
議会において、
「今後の社会資本の維持・更新のあり方について

中間答申」［1］をまとめた。

この中間答申の中では、維持管理・更新に関する様々な課題に対して、これまでのように個々
の現場において着実に対応していくことはもちろんのこととして、今後目指すべき戦略的維持
管理・更新に関する基本的考え方及び取り組むべき施策の整理を行った。
さらに、現在「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」にて、維持管理・災害対
応（調査）・災害対応（施工）の 3 つの重要な場面におけるロボットについて、その開発・導
入分野を明確化するなど実用化に向けた方策を検討している。

Ｂ）インフラ長寿命化基本計画
政府は平成 25 年 11 月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、イ
ンフラの維持・管理の基本指針となる「インフラ長寿命化基本計画」［2］を策定した。
以下、概要を記す。
国民生活やあらゆる社会経済活動は、道路・鉄道・港湾・空港等の産業基盤や上下水道・公
園・学校等の生活基盤、治山治水といった国土保全のための基盤、その他の国土、都市や農山
漁村を形成するインフラによって支えられている。
我が国では、昭和 39 年に開催された東京オリンピックと同時期に整備された首都高速 1 号線
など、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に高齢化する。例えば、今後
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20 年で、建設後 50 年以上経過する道路橋（橋長 2m 以上）の割合は現在の約 16％から約 65％
となるなど、高齢化の割合は加速度的に増加する。
これらのインフラの中には、
建設年度や構造形式等の施設諸元や、
劣化や損傷等の老朽化の進
展状況など、
維持管理に必要な情報が不明な施設も多く存在している。
また、
維持管理に係る基準
やマニュアル等は管理者間でばらつきが存在するほか、
国・地方を通じ職員定数の削減が進む中、
地方公共団体の中には維持管理を担当する技術職員が不在、
若しくは不足している団体も存在す
るなど、
制度や体制についても、
我が国全体として十分とは言えないという指摘もある。
このよう
な現状に至った背景には、
戦後、
短期間で集中的にインフラ整備を進める必要があったことや、
経
年劣化や疲労等に伴う損傷はその進行速度が遅く、
問題が顕在化するまでに長期間を要するため
必要な措置が講じられてこなかったことなどが考えられ、
一刻も早く取組を開始する必要がある。
一方、インフラ長寿命化に資する新技術の研究開発・実証やその導入も重要であり、国とし
て戦略的に推進していく必要がある。センサやロボット、非破壊検査技術等、劣化や損傷状況
等の様々な情報を把握・蓄積・活用する技術は、研究機関や産業界を中心に開発が進められて
おり、これらを維持管理に活用することで、インフラの安全性・信頼性や業務の効率性の向上
等が図られることが期待される。
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今後、約 800 兆円に及ぶインフラストックの高齢化に的確に対応するとともに、首都直下地
震や南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、成長著しいアジアの新興国との競争に打ち勝
ちながら世界の先進国としてあり続けるためには、国土、都市や農山漁村を形成するあらゆる
基盤を広く「インフラ」として捉え、これまで以上に戦略的に取組を進めることが重要である。
このため、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコスト
の縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競
争力を確保するための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企業等が管理
するあらゆるインフラを対象に、「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、国や地方公共団体
等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進する。
また、同時にロードマップ［2］も示され、安全で強靭なインフラシステムの構築を目指して、
フィールドロボットに関連するものとして以下の目標が示された。
・ 2020 年頃を目途に、国内の重要なインフラ・老朽インフラの 20％で センサ、ロボット、
非破壊検査技術等の活用により点検・補修を高度化
・ 2030 年頃を目途に、国内の重要インフラ・老朽インフラの全てでセンサ、ロボット、非
破壊検査技術等を活用した高度で効率的な点検・補修を実施
・メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化の目標として、2030 年頃を目途
に、点検・補修等のセンサ・ロボット等の世界市場の 3 割を獲得
参考文献
［1］ 今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について

中間答申：国土交通省

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03̲sg̲000033.html

第

［2］ インフラ長寿命化基本計画：インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra̲roukyuuka/pdf/houbun.pdf
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（３）プラント保全分野（プラントメンテナンス分野）
プラントメンテナンスとは、機械類の複合体からなる製造プラントの性能維持・改善を目的
とする、設備管理、保全、改修などの技術サービスの総称である。プラントメンテナンスは産
業全体の生産性の維持向上に重要な役割を担っている。製造プラントの業種は多岐にわたり、
石油、石油化学、製鉄などの素材型業種から電気機械、自動車などの加工型業種までを含むが、
本項では石油精製プラントに注目してロボットの必要性、ニーズなどについて示す。
最近のマスコミ報道でも取り上げられたが、石油精製プラントと石油化学プラントなどが連
携している石油コンビナートでは、事故の増加が懸念されている。（図 5-6）に消防庁が公表
した平成 24 年度までの事故数の推移を示す。（図 5-6）より、昭和 50 年の石油コンビナート等
災害防止法施行後は減少傾向にあったが、平成 6 年から増加傾向に転じ、平成 18 年に急増した
事がわかる。その後、平成 20 年、平成 21 年と 2 年連続して減少したが、依然高い水準にあり、
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平成 24 年は地震事故を除くと過

図 5-6

石油コンビナートでの事故

去最大となった。このような事故
増加の現状を踏まえ、石油精製プ
ラントでは、事故を未然に防ぎ、
安全・安定操業への対応が喫緊の
課題となっている。
事故増加の要因として、「プラ
ント設備の高経年化」と「ベテラ
ン保全員の減少」があげられてい
る。「プラント設備の高経年化」
とは、石油精製プラントが高度経

（出典：石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所
における事故概要〈平成 24 年中〉
、消防庁特殊災害室）

済成長期に建設され、設備年齢
は 30 年から 50 年を超えるプラントもあり、設備の経年劣化が否めない状況にあることを示す。
設備の老朽化を示す指標には、ビンテージ（設備の平均年齢）が知られているが、石油精製プ
ラントはビンテージが高い。石油精製プラントなどの素材型業種は、新製品、製品高度化の余
地が少ないため、物理的耐用年数まで設備を使用するためと考えられる。ただし、適切なメン
テナンスが実施されれば、高経年化していても経年劣化によって事故が発生する前に点検作業
によって検知し、補修・改修などの対応ができる。
一方、「ベテラン保全員の減少」とは石油精製プラントの年齢構成上の課題である。バブル
崩壊後の 10 年間は石油業界においても厳しい時代であり、機械系・電気系の新卒採用を抑制
したため、結果的に現時点で 30 歳から 40 歳の中堅不足が顕在化しはじめている。そのような
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背景の中、団塊の世代が退職し始めたことによるベテラン社員減や若手社員への技術伝承の遅
れ等による認知ミス・誤操作によるトラブル増加、装置老朽化に伴う事故の増加が顕在化して
いる。
（図 5-7）に石油コンビナートでの事故の主原因の分類結果を示すが、「プラント設備の高経
年化」と「ベテラン保全員の減少」
が主原因となった事故は全体の 6

図 5-7

主原因別の事故発生状況

割を超えていることがわかる。
「プラント設備の高経年化」と
「ベテラン保全員の減少」の課題
を克服し、石油精製プラントの安
全・安定操業の実現について石油
業界内の様々な研究会等で検討が
なされているが、施策のひとつと
してプラントメンテナンスの自動
化（省人化）がある。プラントメ
5-8

（出典：石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所
における事故概要〈平成 24 年中〉
、消防庁特殊災害室）

ンテナンスの自動化はプラント設備及び運転管理の高度化に寄与し、安全性、経済性の観点か
ら、将来にわたり基盤を支える重要なテーマとされている。
このような状況で、プラントメンテナンス作業をロボット化する考えは以前からあり、一部
実用化されている。プラントメンテナンスには、前述したように設備管理、保全、改修などの
分野があるが、点検作業と補修・改修工事がロボット化の対象になると考えられ、前者はロボ
ット導入の検討段階の技術もあり、後者はこれからロボット導入が期待される分野である。石
油精製プラントは 2 年または 4 年毎の定期修理で停止する以外は 24 時間連続の運転を行ってお
り、点検作業とは、日常点検（3～4 回 / 日）と定期点検（定期修理時）がある。
石油精製プラントの設備は、広大な敷地の中に多数の巨大な円筒状（高さ：～50m 程度）の
反応装置群やタンク群があり、それらをプラントの血管と称される配管によって繋いでいて、
原油から製品までを移動させるために多数のポンプ類が設置されている。ほとんどの装置が鋼
製であり、高温で高圧の機器が多く、内表面は石油化学製品に接触し、外表面は屋外の雨水に
晒されているために内外表面のいずれもが腐食環境にある。そのため、適切なメンテナンスが
施されていないと装置材料の腐食減肉などが発生して液ガスの漏洩に至る場合もある。
点検対象はプラント内に複雑に設置された装置群全てであるが、点検作業の環境は高所、狭
隘、高温、危険エリアの場合も多く、作業員が点検箇所へアプローチが出来ない箇所や、アプ
ローチする為に付帯作業が必要な箇所、作業の効率化が大幅に向上する箇所などにロボットの
適用のニーズがある。例えば、アプローチできない箇所としては、供用中のタンク、配管、高
温機器の中や危険なガス環境（人体毒性、爆発性など）があげられる。アプローチするために
付帯工事が必要な箇所としては、高所（2m 以上）に作業員がアプローチする為には足場を設

距離の配管の網羅的な点検などが考えられる。1 つの石油精製プラントの配管の総距離は数百
km～千 km 程度と非常に長い。

（４）農業分野
近年、日本の農業は多くの厳しい課題に直面している。第一に TPP 交渉に見られるように
厳しい外圧を受けており、大幅なコストダウンと品質向上、安全性の保証などによる国際競争
力の強化が求められている。第二に現在の食糧自給率はカロリーベースで約 39％と先進国で
は最低水準にある。農林水産省はこれを 50％に改善することを目標にしているが回復の兆し
は見えない。これは食料安全保障上深刻な状況である。第三に耕作放棄地の増加による農地の
荒廃がやまない。農地の役割は食料生産だけではなく、景観や環境保全上も重要な役割を果た
している。水田はその貯水機能により水害の抑制にも貢献しているといわれており、農地の保
全が必要である。第四は農業従事者の急激な減少と高齢化であり、これがもっとも深刻な問題
である。
（図5-8）に日本の年齢別基幹的農業従事者数の推移を示す。これは農業従事者のうち、
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れる。作業の効率化が大幅に期待される箇所としては、広大なタンクヤードのタンク群や長
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置する必要があるが、足場架設には時間もコストもかかるので、ロボットによる作業が期待さ

主たる仕事が農業である世帯員数の

図 5-8
400

し、かつ高齢者の割合が顕著に増加

350

していることがわかる。
一方で、日本の農業技術は世界ト
ップレベルにある。稲はもともと熱
帯植物であったが、
品種改良を重ね、
北海道でも非常に高品質の米が生産

従事者数 （万人）

合計である。従事者数が急激に減少

日本の年齢別基幹的農業従事者数
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されるようになった。一部の果菜類
は芸術品に近く、高値で輸出されて
いる。品質と安全性の点では日本の
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（出典：農林業センサス累年統計［1］）

農産物は高い競争力を持っている。
このような状況で農作業を自動化、ロボット化する考えは以前からあった。外見からはわか
りにくいが最近の農業機械は電子制御技術が数多く取り入れられて自動化が進んでいる。一部
の農業機械については、技術的には無人機械（ロボット）による作業が可能な段階に達してい
る。農業にロボットを導入する目的は、省力化と安全性である。就農者が高齢化して農業を継
続できなくなる農家が増えており、農地の集約による経営規模の二極化が進みつつある。自ら
も広い農地を所有し、また受託作業も積極的に行う先進的な大規模農家あるいは組織化された
営農団体と、小規模の第二種兼業農家である。前者では一般に相当の収益があり、所有する農
業機械の台数も多い反面、熟練したオペレータの不足が問題となっており、多少高価であって
もロボットが導入される可能性がある。今後は少子高齢化により後継者不足が一層深刻になっ
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て、農地の集約が進むと予想される。また大規模化による省力化と低コストが求められている
が、大規模化には限界があり、ロボットの導入による省力化が期待される。一方後者では、高
齢者でも楽に扱える機械、サラリーマンが短時間で作業をこなせる機械、中山間地や小規模圃
場に適した機械などが求められている。農作業時における死亡事故は年間 400 件程度でほぼ一
定に推移している。農業機械の安全性は年々向上しているのに死亡事故が減らないのは、従事
者の高齢化によるといわれている。刈り払い機による斜面の草刈り作業などは、死亡事故こそ
少ないものの危険な作業で怪我の件数が多い。このため遠隔操作や無人機械の導入が期待され
ている。
参考文献
［1］ 農林水産省，農林業センサス累年統計，2011.
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（５）フィールドロボット
フィールドロボットは、狭義には屋外環境で稼働しているロボット、広義には屋外、もしく
は、屋内外で活動する遠隔操作機械として定義される。したがって、自動運転車は、広義のフ
ィールドロボットとみることができる。しかし、自動車は、その枠内で大きな市場を形成して
いるので、従来自動車の延長線にある自動運転車等は、主たる対象としないが、以下に記載す
る新しい社会創造の観点では、避けてとおれないものではある。
特殊な環境下で遠隔操作される機械や自動搬送車は、屋外作業の一部には使用されており、
フィールドロボットの歴史は産業用ロボットに比べてもそん色のない歴史をもっている。しか
し、期待の大きさにも関わらず、本格的な市場投入は、これからという状況にある。その理由
は、要求される機能が高度である反面、ロボットの経済的貢献が少ないというジレンマが解決
されていないことに起因する。したがって、フィールドロボットのこれからの市場を考えると
きは、ロボット単独での市場を考えるのでなく、ロボットが必要とされる社会の到来、もっと
いえば、現代が抱えている安心・安全の確保、少子高齢化、環境保全等の様々な課題を解決で
きる社会つくりに新しい解答を与えるものの一環としてのフィールドロボット・ロボットシス
テムという観点が肝要である。ここでは、現代社会の課題を本質的に解決でき、その社会つく
りとともに歩む屋外活動ロボット、遠隔操作機械の市場形成の観点で概観する。
上記の考え方に立ち、フィールドロボットは、以下の 7 つの観点に焦点化してまとめ、そこ
からなるべく多くのことが類推できるように配慮する。

Ａ）地上移動ロボット（Unmanned Ground Vehicle; UGV）

などで危険物質の漏洩や爆発のおそれがある場所、地下街・高層ビル・下水内などの閉鎖空間、
崖崩れ・土石流・火砕流などのリスクがある場所、テロや犯罪のケースなど、人間では二次災
害の危険性が高い現場でのニーズが高い。
小型ロボットとしては、車輪型やクローラ型の UGV が実用化され、 東日本大震災では

図 5-9

PackBot（…iRobot）

図 5-10… Quince（東北大、国際レスキュー
システム研究機構、千葉工大）
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に入れない場所で、現場の状況を調べ、作業を行うことを目的としている。主としてプラント
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移動方式として、車輪、クローラを用いる移動ロボットであり、危険性が高く人が災害現場

PackBot（図 5-9）や Quince（図 5-10）などが福島第一原発事故の原子炉建屋内調査に活用
された。大型ロボットの代表例は無人化施工建機であり、雲仙普賢岳等での実績がある。

Ｂ）脚型ロボット
2 脚、4 脚、6 脚などの足による移動方式であり、車輪やク
ローラでは走破が困難な状況で、現場の状況を調べ、作業を

図 5-11… 4 脚ロボット
…
（東芝）

行うことができる。たとえば、プラントで梯子の昇降が必要
なケース、地面に走っているパイプラインや障害物をまたぐ
必要があるケース、ロボットのボディ長の 1/2 以上の長さの
ギャップがあるケース、瓦礫や被災建物等で数十 cm 以上の
高さの段差を登ったり降りたりする必要がある場合、などが
該当する。
脚型ロボットは、傾斜地の作業を行うものや、不整地での
運搬用として研究開発されてきたが、特殊建設機械などを除
いては実用化・現場配備されたものは少ない。歩行の安定性
の問題などは解決されてきており、BigDog や TAITAN IV
など、性能面では実用化が近づいている研究開発ロボットも
あり、東芝の 4 脚ロボット（図 5-11）のように福島原発の

（出典：東芝の HP より）

現場に投入されたものもある。

Ｃ）パワースーツ型ロボット（Exoskeleton）
第
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作業員が装着し、作業力を拡大するためのパワースーツであり、災害現場で重量物の運搬
や重量物の組み付けなどの工事作業を行う人間の作業を支援する。海外ではエクソスケレト
ンと呼ばれ、1950 年代から多くの研究開発がなされている。特に、DARPA Exoskeleton プ
ロジェクトなどによって兵士が重量物を運搬する負荷を軽減するために実用化が進み、XOS
Exoskeleton などが開発されている。日本ではサイバーダインによる HAL の研究開発がもっと
も知られ、歩行障害者の支援やリハビリを目的とした商品化がなされている。
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〜DARPA Robotics Challenge〜
米国 DARPA（米国防高等研究計画局、Defense Advanced Research Projects
Agency）は、これまでも無人カーレースなどの様々なコンテスト形式のロボット開
発プロジェクトを実施してきたが（図表 1 に例示）、2012 年 4 月に、災害事故時のロ
ボット活用を想定したチャレンジプログラム（DARPA Robotics Challenge、DRC）
を発表した［1］）
。
図表 1

これまでに …DARPA により実施されたコンテスト形式のロボット開発プロジ
ェクトの例

プロジェクト名

内容

Autonomous Robotic
Manipulation(ARM)プログラム

実施方法(*1)

FY2009

・高い自律性を持って多様な作業を行えるマニピュレー
ター開発プログラム
・器用な指先を持ったロボットによる危険な場所で道具
を使って人間同様の作業ができることを目指す。
・ハード、ソフト、広報の３部門があり、ハード部門は3〜 Program
4本の指と手のひらを利用して多様な機能を果たすロー
コストなロボットハンドの実現を目指す。

FY2010

FY2011

16.49 20.472

予算($ in Millions)
FY2012 FY2013

11.36

9.542

FY2014

3.503

実施期間 合計(概算)

FY2010
～
FY2014

61.367

※現在５万＄のロボットハンドの３千＄（1000個以上製造のケース）ま
での低減を目指す。

Maximum Mobility and
Manipulation（M3）プログラム

Goal1:DARPA Robotics Challengeのロボットに対する高
Cost
効率の駆動技術の開発と実証
Sharing/Mat
Goal2:DARPA Robotics Challengeのプラットフォームに
ching
おけるアクチュエータの効率改善

Legged Squad Support System 兵士の後を自動的に追いかけ、荒れ地であっても歩行
Program
が可能な四足歩行の運搬用ロボットの開発
(LS3) プログラム

FY2012
最大(*2)
～
105
FY2014

Goal1:最大5.0/project
Goal2:最大1.0/project

3

FY2009
～
FY2014

DARPA Robotics Challenge
（DRC）プログラム

プロジェクト名

61.748

15.447 18.862 17.951

FY2012
～
FY2014

52.26

・DARPA Grand Challenge（2004年、2005年にモハー
ヴェ砂漠で開催）、およびDARPA Urban Challeng（2007
年に市街地を想定して開催) は、長距離無人の自動車 Event
レースである。 2004年は完走無し。2005年は5台が完
走した。2007年のUrban Challengでは総延長96 kmを6
時間以内に6チームが完走した。

FY2009

FY2010

FY2011

予算($ in Millions)
FY2012 FY2013

FY2014

2004：Foundational Learning Technology (11.112)
2005：Learning Locomotion and Navigation (12.038)
2007：Robust Robotics (16.311)
の各プログラムでサポート
（）内はプログラム全体の予算(＄in Millions)

5

実施期間 合計(概算)

FY2004,
FY2005,
FY2007

章

DARPA Grand Challenge
(2004、2005)、
DARPA Urban Challenge
(2007)

・危ない、劣化した環境で、複雑なタスクを実行するロ
ボットの能力を開発することを目指す。
・ハード設計から実施するコース、 ソフトウェアシミュ
レーションのみのコースもあり、オープンソースのシミュ
Event
レーターが提供される。
・作業員のオペレーション訓練なしに容易に理解でき、
直観的なコントロール、自然災害と業務災害に対する
回復、テロ行為に対するインフラストラクチャーの回復力
(*1)
内容
実施方法
の増加を目指す。
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8.776 16.083 18.558 13.331

※DARPAは2014年に1号機を海兵隊に引き渡す計画。

左記

（＊１） Program：
課題設定型の研究開発プロジェクト
Cost Sharing/Matching：
大学、民間等の研究成果を活用した実用化研究
Eve n t：
防衛上の課題について 、競技形式で 問題点と解決策の明確化、技術水準の向上を図る方法
（＊２） 21プロジェクト（機関連合）と契約したが、個別プロジェクトの詳細は未公開のため、すべてがGoal1を対象としたと仮定した場合、$105Mが最大となる。
参考： http://www.darpa.mil/WorkArea/DownloadAsset.aspx@id=2147486441.pdf
https://www.fbo.gov/utils/view?id=c2ec611a24dc91ac01846694a757062d
http://phys.org/news/2013-10-boston-dynamics-atlas-wildcat-sprints.html
http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2013/07/11.aspx
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2500J_V20C13A3000000/
http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2011/2011/03/17_DARPA_Kicks_Off_Maximum_Mobility_and_Manipulation_M3.aspx

DRC は、東日本大震災後の東京電力福島第一 原子力発電所の事故を踏まえて企画
されたもので（「福島の原子力事故」との言葉が DRC の説明書に明記されている［2］）、
DARPA からの資金提供や、独自資金によって参加し、DARPA が指定する複数ミッシ
ョンを克服するロボット開発を進めながら最終競技（当初計画では 2014 年 12 月の予
定）で勝ち抜けば、事業化に向けた資金（2 百万ドル）が得られる仕組みとなっている。
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DRC は、当初計画上は実施期間が 2012 年度〜2014 年度であり、海外からの参加
も可能である。開発の目的として、危険で機能低下した人工的環境（被災した産業施設
のこと）で複雑な任務を実行する陸上移動ロボット（二足歩行ロボットとの指定はない）
の能力向上や人間用ツール（手工具から乗り物まで）を利用するロボットに着目して、
自律性、移動体への乗降、機動性や強度、プラットフォームの耐久性等の重要なロボッ
ト技術の向上を図り、かつ、原子力発電所事故を踏まえた実用面の重視策として、通信
環境が劣化した状況での専門家以外の操作者の負荷低減や効果的な操作が可能な自律ロ
ボットの開発を目指している。
研究フェーズは大きく二つに分かれ、Kick-oﬀ から 15 か月目（フェーズ 1）に最初
の Disaster Response Challenge（2013 年 12 月、Trials 2013 と呼ばれる）を行
った後、Final Challenge を同 27 か月で（フェーズ 2、2015 年 6 月に実施）に行う
ものである。競技の種目は 4 種目（Track A〜D）あり、Track A は競技者自身がハー
ド・ソフトの両システムを開発・提案し、Track B は競技者が操作ソフトのみの開発
（ハード開発なし）を提案して参加してシミュレーションで勝者を競い、Track C では
競技者は自らの費用で操作ソフトのみの開発（ハード開発なし）を提案して参加してシ
ミュレーションで勝者を競い、Track D は競技者がハード・ソフトを全て自らの費用
で開発し競技に参加することとなっている。また、政府指定の Simulator（GAZEBO）
の使用とともに米国発ロボット用オープンミドルウェア ROS を開発・推進している
Open Source Robotics Foundation（OSRF）が関与する仕組みもしっかり組み込
まれている。
第

競技種目は、（図表 2）の
とおり 8 つである。
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筆 者 は、こ の DARPA チ
ャ レ ン ジ の 競 技（ DARPA
Trials 2013）を 現 地 会 場
（Miami Speedway）におい
て実際に調査した（2013 年
12 月）。すでに報道されてい

図表 2

…DARPA が指定する各競技の内容

1. Drive a utility vehicle at the site.（ サイトで作業車を運転）
2. Travel dismounted across rubble.（降車してガレキ中を移動）
3. Remove debris blocking an entryway.（入口への通路の障害物除去）
4. Open a door and enter a building.（ドアを開けて建物に進入）
5. Climb an industrial ladder and traverse an industrial walkway.
（業務用梯子を登り、作業通路を縦断）.
6. Use a tool to break through a concrete panel.（道具でコンクリート壁を打破）
7. Locate and close a valve near a leaking pipe.
（漏洩パイプ付近のバルブ特定・閉止）
8. Replace a component such as a cooling pump.（冷却ポンプ等の部品交換）

るとおり、参加 16 チームの
うち東京大学から飛び出した Schaft 社（図表 3、2013 年 12 月に Google が買収を発
表）が 27 点（満点は 32 点 =4 点× 8 種目）を獲得し、2 位（IHMC ROBOTICS の 20
点）以下に圧倒的な差をつけて優勝した。（図表 4）に Trials 2013 の最終スコアとチ
ーム構成を示す。技術面では、事前の調整や競技本番でもロボットの駆動スピードがか
なり遅く、「時間切れ」となるチームが見られるなど、技術的なハードルの高さや一部
の準備不足のチームの存在（ほとんど動かなかった米国の某有名機関のロボット）など
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があった。様々な競技内容に応じ
て、限られた期間でロボット本体

図表 3 ドアを開ける競技に参加中の …Schaft 社

やそのためのソフトウェアを組み
上げていく作業は相当に困難であ
ったことも容易に想像できる。
DRC は、ロボット技術面での
話題を集めただけでなく、日本に
とっても研究や投資の環境、研究
支援制度等の様々な課題を考えさ
せられる契機になったともいえ
る。例えば、このプロジェクトが
日本で最初に実現しなかったこと

図表 4… Trials…2013 の最終スコアとチーム
構成

（元々は、日本のある有名なロボ

TEAM

TEAM…LEAD

SCORE
27

IHMC…
ROBOTICS

Florida…Institute…for…Human…&…
Machine…Cognition

20

TARTAN…
RESCUE

Camegie…Mellon…University

18

アイデアを披露した際に DARPA

MIT

Massachusetts…Institute…of…
technology

16

の目にとまったと言われてい

ROBOSIMIAN

NASA…Jet…Propulsion…Laboratory

14

TRACLABS

TRACLabs,…Inc.

11

WRECS

Worcester…Polytechnical…Institute

11

TROOPER

Lockheed…Martin…Advanced…
Technology…Laboratories

9

ロジェクトとして素早く立ち上げ

THOR

Virginia…Tech…College…of…
Engineering

8

たこと、DARPA という組織と日

VIGIR

TORC…Robotics

8

KAIST

Rainbow…Co.

8

HKU

University…of…Hong…Kong…

3

DRC-HUBO

Drexel…University

3

CHIRON

Kairos…Autonomi

0

NASA-JSC

NASA…Johnson…Space…Center

0

MOJAVATON

Mojavaton,…LLC

0

ット研究者が持っていたこのプロ
ジェクトのアイデアを官庁に持ち
込んだが受け入れられず、海外で

る。）。
DARPA が 2012 年 4 月にはプ

本の大学による共同研究の難しさ
（大学研究の限界や、いわゆる「軍
事アレルギー」等の問題）、軍事
と有事、平時に対応する研究やそ
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SCHAFT,…Inc.
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…SCHAFT

の国レベルでの推進体制、DRC
に日本から参加するために設立された Schaft 社への支援の輪が徐々に広がっていたが
Google によって買収されたことで日本の投資環境や研究支援制度の在り方が問われた
こと、ロボット開発における大企業の限界、コンテスト形式が有する技術向上の潜在的
パワー、頭脳・技術流出の問題、自国発のオープンソフトウェアを普及させるための米
国の取り組み、Schaft 社が Trials 2013 では優勝したが、種目別では一位にならなか
った競技もあったこと（他チームにも挽回の可能性が十分あること）なども考えさせら
れることとなった。また当初は、DRC に関心が無かった方々や、Schaft 社を知らなか
った方々（Schaft 社が資金面で苦労していた時期を知らない方々）が報道で Schaft 社
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の活躍を知ってから急に Schaft 社を持ち上げようとする姿には歯がゆい思いも禁じ得
なかった。これらからは、日本の研究開発プロジェクトが未だに米国をお手本とせざる
を得ないことや、日本でのベンチャー企業への支援の難しさ（実績主義）などが垣間見
えるのではないか。
なお日本では、コンテスト形式や軍事関連ではないが、「ロボット介護機器開発・導
入促進事業」が経済産業省によって開始され（2013 年度〜）、採択された事業者は、
経済産業省と厚生労働省が指定する重点開発分野における必要な条件を満たしつつロボ
ット介護機器の開発を進め、ステージゲート審査を経て開発継続に生き残っていく形式
のプロジェクトが進められており、DRC を参考に、課題先進国とも言われる深刻な高
齢社会にある日本の独自の取り組みとして注目されている。
DRC は、我が国においても今後の技術的発展と関連ビジネスの拡大や、安全・安心
でレジリエントな社会の構築に貢献する災害対応ロボット、フィールドロボット、サー
ビスロボット等の効果的な研究やビジネス展開を活性化させる支援制度とその目標設
定、実施体制等について考えるための参考にすべき例と言え、今後の DRC の成果は注
目に値するだろう。また、今回の競技種目（8 種）、競技のシチュエーションや進め方、
競技参加者のパフォーマンスと競技の判定方法等は、災害ロボットをより実用的に向上
させるための貴重なノウハウでもあることから、災害ロボットの機能・性能等の 規格
化・標準化にもつなげることで、その標準がロボットの開発側とユーザ側の国際的な共
通言語にもなってロボット技術のさらなる向上やよりユーザ側の視点に立ったロボット
開発、災害対応ロボットの更なる普及などにも貢献することに期待したい。
第
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参考文献
［1］ DARPA Robotics Challenge サイトではこれまでに公表された各種の資料等を掲載し
ているので適宜ご参照されたい。例えば幾つか例示すれば https://www.fbo.gov/inde
x?s=opportunity&mode=form&id=ee8e770bcfe1fe217472342c67d6bd5a&ta
b=core&̲cview=0 や http://www.darpa.mil/Our̲Work/TTO/Programs/DARPA̲
Robotics̲Challenge.aspx 等のサイトをご参照。
［2］ Broad Agency Announcement, DARPA Robotics Challenge, Tactical Technology
Oﬃce（TTO）, DARPA-BAA-12-39, p4, April 10, 2012

真野 敦史（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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Ｄ）飛行ロボット（Unmanned Aerial Vehicle; UAV）
小型のヘリコプタや固定翼機であり、広域の災害情報収集や、高い場所、道路でのアクセス
が困難な場所の調査に使用される。
全長数 m の小型ヘリは実用化され、ヤマハ RMAX など火山災害などへの適用事例が多数あ
り、配備の実績もある。都市部や重要施設の上空では墜落事故の危険性が指摘され、地上に人
がいる場合には飛行できる範囲が限定され、目視不能な遠距離での使用は限定されている。模
型ヘリに分類される全長数十 cm、重量数 kg の超小型多ロータ型ヘリ（図 5-12）は最近にな
って実用性が高まり、主として撮影機材として
急速に普及が進んできている。墜落時の安全性
は比較的高く、安価な製品も多数出てきてい

図 5-12… ヘキサロータ型超小型…無人ヘ
リ（エンルート）

るため、災害への適用のバリアは低く、数百 m
四方以内のエリアの概観情報収集や、高所をゆ
っくりと移動・静止しながらの目視点検などへ
の適用が期待されている。模型飛行機に分類さ
れる全長数十 cm の超小型固定翼機も上空から
の災害情報収集のために実用化されつつある。
安全性、風の影響、搭載可能重量などが課題で

（出典：エンルート社ウェブページより）

ある。

Ｅ）壁登りロボット

第

大型構造物（ビル、産業設備など）の高い場

図 5-13… 壁の…タイル…検査ロボット
…
（東急建設）

所を、視覚や非破壊検査装置によって調査する。
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足場を組む方法と比べると、短時間に低コスト
で点検が可能であり、鋼構造配管の検査ロボッ
ト、壁の タイル 検査ロボット（図 5-13）など
が実用化、販売され、使用されている。しかし
ながら、複雑な形状の壁や、管路のフランジな
どの障害物での移動能力は、現在のところ限定
的である。

（出典：東急建設ウェブページより）

Ｆ）狭所進入ロボット
倒壊した構造物や構造物の入り組んだ場所について、視覚やセンサによる調査を行う。直径
500mm 以下の配管については有人検査が不可能であるため、ファイバースコープや配管 検査
ロボットが実用化され、販売・使用されているが、細径管や屈曲部においてはロボットの移動
そのものが困難であり、被災した配管のように著しく変形、あるいは、傾いた管路の検査は大
5-17

変困難なのが現状である。災害での倒壊瓦礫に
関しては、能動スコープカメラ（図 5-14）が
事故原因調査などの実績を持っているが、運動

図 5-14… 能動スコープカメラ（東北大
学、国際レスキューシステム
研究機構）

能力の不足や、瓦礫内での位置特定などの問題
点を有している。

Ｇ）水中・水上ロボット
水害や水難事故の際に水中・水上の調査・
点検を行うためのロボットで、ケーブルを有
して岸壁や船の上から遠隔操作する水中ロ
ボ ッ ト ROV（Remotely Operated Vehicle）
や水上を遠隔操作で航行する水上ロボット
USV（Unmanned Surface Vehicle）が配備さ

（出典：国際レスキューシステム研究機構）

図 5-15… Seamor-300
…
（Seamor…Marine）

れ、多数の災害使用実績がある。東日本大震
災では、RTV（三井造船）、SARbot（図 5-1
SeaBotix）、Seamor-300（Seamor Marine）な
どのロボットが行方不明者の捜索や海底調査に
使用された。
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（６）原子力分野におけるロボット技術のニーズと市場
原子力分野では、放射性物質を扱ったり、高放射線環境下で行わなければならない作業が存
在するために、作業員の被曝を防止・低減させる上で、ロボット技術を適用し、遠隔操作によ
って作業を行うニーズが多く存在する。放射性物質は、原子力研究施設のみならず、放射性同
位体（放射性同位元素）
（RI: Radioisotope、Radioactive Isotope）として、医療、化学など様々
な分野で広く用いられており、その取り扱いにおいては厳格な管理が求められている。
原子力関連研究施設において、当初から存在したニーズは、ホットセル（ホットラボ内で放
射性物質を取り扱う閉鎖空間）内での放射性物質のハンドリングである。放射性物質のハンド
リングは、放射線量の低いホットセルの外部からマニピュレータを用いて行われる。原子力分
野では、原子力プラントや核燃料再処理施設をはじめとする様々な施設において、放射性物質
のハンドリングが必要となるので、それぞれのニーズに応じた遠隔操作機器の開発、導入が行
われてきた。
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一方、原子力発電所をはじめとする原子力施設では、設備運用の際の監視、点検（ISI: InService Inspection）、保守などにおいて、高放射線環境下で行わなければならない作業が多く
存在し、ロボット技術活用のニーズが高かった。プラント稼動時には、格納容器内に人が立ち
入ることができないために、格納容器内部の監視、情報収集のためのロボットの導入が求めら
れた。カメラや線量計などの計器を多数設置するにしても、格納容器内の環境を網羅しきれな
いこと、コストがかかることなどから、ロボットの活用が有効である。また、定期点検時にお
いても、高放射線環境下での保守作業が多く存在するために、遠隔操作による保守点検用ロボ
ットや自動的に保守を行うロボットなどの開発・導入が求められている。原子力発電所以外に
も、放射光施設など、加速器を有する核物理学研究施設でも高放射線環境が存在し、保守作業
などにおいて、ロボットや遠隔操作機器のニーズがある。
また、原子力施設の廃止措置においても、解体などの作業でも、ロボット技術のニーズが存
在する。日本原子力研究所（現日本原子力研究開発機構JAEA）が動力試験原子炉JPDR（Japan
Power Demonstration Reactor）の解体を行った際にも、原子炉本体部を解体するための遠隔
解体工法・解体機器システムが開発された。JAEA は、新型転換炉「ふげん」の廃炉作業も進
めているが、今後、原子力プラントの老朽化にともない、商業炉の廃炉・解体が増加すること
が予測され、それにともない、廃炉・解体のためのロボット、遠隔操作機器のニーズも拡大す
ると考えられる。
一方、2011 年 3 月 11 日に生じた東日本大震災と津波によって、東京電力福島第一原子力発
電所の事故が発生した。この事故への対応、及び廃炉にむけての中長期措置において、極めて
多様で重要なロボットや遠隔操作機器のニーズが発生した。事故発生直後、原子炉建屋の周辺
は放出された汚染物質により放射線量が非常に高く、作業員が接近することも非常に困難な状

ールの冷却とその安定化、汚染物質の封じ込め、瓦礫の除去による作業環境改善などであった
が、冷温停止後（平成 24 年 1 月以降）は、廃炉に向けた使用済み燃料プールからの燃料や燃料
デブリの取り出しに移行している。緊急対応、及び廃炉措置におけるロボット技術活用の具体
的ニーズは、注水冷却、建屋内外の調査（映像による把握、放射線量、温度、湿度、酸素濃度
等の計測）、瓦礫除去、機材の運搬・設置、サンプル（ダスト、汚染水、燃料デブリなどのサ
ンプル）の採取、遮蔽、除染など、非常に多岐に渡った。その作業内容のみならず、場所、環
境条件も非常に多様であり、この多様なニーズに対し、これまでに様々なロボット技術が投入
されており、これから廃炉に向けて、さらなるロボット技術の開発・投入が求められている。
原子力分野のロボット技術のユーザは、電力事業者、原子力関連研究機関、国や自治体の原
子力災害対応関連部署などであり、その市場も、それに応じて存在する。福島原発の廃炉措置
に加え、福島の原発事故以来、今後起こり得る原子力事故に対する備えに関する意識も高まっ
ており、電気事業連合会は原子力緊急支援組織を福井県内に設置することを計画している。そ
れを受け、日本原子力発電が敦賀市に原子力緊急事態支援センターを設置し、数種類の事故対
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急対応におけるロボットや遠隔操作機器のミッションは、状況把握、原子炉や使用済み燃料プ

第

況であり、様々な場面でロボットなど遠隔操作可能な機器の活用が求められた。事故直後の緊

応用ロボットを配備するとともに、オペレーションの訓練を行うなど、有事の際の緊急支援体
制を整えつつある。今後も、ロボットなどの遠隔操作機器の拡充が計画されており、このよう
な「備え」としての体制作りが日本全国で活発化すれば、原子力事故対応用のみならず、災害
対応用ロボットの市場も徐々に拡大することが期待される。

5.1.2. 技術
（１）建設分野

図 5-16

環境配慮型ビル解体工法（鹿島建設）［1］

近年の建築分野のロボット技術
で着目すべきものにジャッキアッ
プ工法を逆方向に利用したビル解
体工法がある［1］。この工法は、地
上階に設置したジャッキで建物を
支持し、1 階部分の解体が終わる毎
にジャッキを下降させ、「だるま落
とし」のように下層階から解体し
ていくものである（図 5-16）
。これ
までの重機を用いた上層階からの
解体工法に比べ、環境性、安全性
がはるかに高く、今後の都市イン
フラの再構築において注目される
第

技術と考えられる。
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鹿島カットアンドダウン工法：地上階で解体作業を
実施し、フロアをジャッキダウン

参考文献
［1］ 鹿島建設ホームページ，「鹿島カットアンドダウン工法 ®」
http://www.kajima.co.jp/news/press/201210/31a1-j.htm, 2012.

土木分野のロボットで注目される無人ダンプトラック（図 5-17）は、GPS と慣性航法など
を組み合わせ、無人で鉱山内を走行するものである。高精度の RTKGPS を用い、数 cm 単位で
の誘導が可能である。掘削の進捗により積み込み位置は変化するが、積込み機である油圧ショ
ベルとの相対位置を認識することにより、最適な積込み位置に自動的に誘導されるようになっ
ている。排土位置への誘導も自動で行われる。またフリート管制が導入されており、最適な配
車位置や交差点での優先順位付けなど、複数台の無人ダンプトラックの運行が可能なシステム
となっている。屋外の AGV と考えられるが、走行路が非舗装であること、昼夜、天候によら
ずに 300［ton］の土砂を積載して（車体重量を合わせると 800［ton］）、時速 50［km/h］で走
5-20

行することなどを考慮すると、工場内

図5-17

…無人ダンプトラックシステム（コマツ）

の AGV を大きく凌駕する無人搬送台
車と言えよう。
また土木分野では情報化施工に今後
の大きな発展が期待できる。これまで
の情報化施工では、汎用の建設機械に
GPS などの各種センサや制御装置をレ
トロフィットさせたものが用いられて
いた。最近、これらの機能を最初から
装備した 情報化施工用建設機械の市
場導入が始まっている（図 5-17、図

図 5-18

……情報化施工用ブルドーザ（コマツ）

5-18）。情報化施工システムの中で、
建設機械は作業機の位置情報と設計デ
ータを比較し、設計形状に合わせて掘
削の自動制御（マシンコントロール）
やオペレータの操作支援（マシンガイ
ダンス）を行う。すなわち情報化施工
用の建設機械には、よりロボットに近
い機能が求められており、情報化施工
の進展は建設機械のロボット化を進め
る大きな駆動力になるものと考えられ
第

る。
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〜雲仙普賢岳と無人化施工〜
長崎県島原半島にある雲仙普賢岳は 1990 年に噴火。その後一時小康状態となったが
1991 年に大規模な再噴火があり、この際に発生した火砕流では 43 名の尊い人命が失
われる結果となった。その後 1993 年に入っても火山活動は衰えず、度重なる土石流に
より近隣の家屋や農用地の破壊が続いた。被害の拡大を食い止めるためには、堆積した
巨礫や土砂を除去することが緊急の課題であったが、現場はいつ火砕流や土石流が発生
するか分からない状況下にあり、有人による土木工事の実施は困難であった。そこで建
設省（当時）は、あらたに「試験フィールド制度」を設け、民間からこれに対応する技
術を広く公募することとした。試験工事に求められた条件は、（1）100m 以上の距離
からの遠隔操作、（2）一時的な温度 100℃、湿度 100％環境下での作業、（3）直径 2
〜3m の礫の破砕である。この「試験フィールド制度」には、複数のゼネコンと建設機
械メーカのグループが手をあげたが、提案された手法はほぼ共通しており、無線操縦の
建設機械と建設機械に取付けたカメラ画像を伝送するシステムを用いて遠隔地から作業
を行うものであった。試験工事は遠隔施工の多くの課題を浮き彫りにしたが、丹念にこ
れらの課題を解決することにより、除石工事は成功に終わっている。普賢岳での無人化
施工は、その後砂防堰堤の建設工事や河川の流路が浸食されないようにする床固工事な
第

ど、土木構造物を建設するより高度なシステムに発展し、2013 年時点でも工事が続け
られている。現在の無人化施工システムは、この一連の普賢岳での試験工事の中で培わ
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れてきたものといえるであろう。無人化施工システムは、有珠山や三宅島の噴火災害復
旧工事、中越地震対応などに採用され、すでに 150 件を大きく超える適用事例がある。
フィールドロボットの中でもっとも実用化の進んだシステムのひとつである。
吉灘 裕（大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻動力機械システム工学領域 コマツ
共同研究講座）
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（２）社会インフラ保全ロボット
「社会インフラ保全ロボット」の導入目的は、現状、膨大な社会インフラの点検効率化と維
持のための補修、メンテナンスが主たるものとなっている。つまり、人間に代わって現場で調
査や作業を行うことにある。
社会インフラの種類としては、社会資本である、道路、河川、砂防、上下水道、港湾、公営
住宅、公園、海岸、空港、航路標識、官庁施設などと、公共インフラである鉄道、地下鉄、さ
らにライフラインと呼ばれる、電気、ガス、通信などである。いずれもロボットが適用されて
いる調査や作業は屋外環境や特殊環境で、フィールドロボットのカテゴリーに含まれる。
本項目では、主なロボット及びロボット技術（RT）を「点検・調査技術」、
「モニタリング技術」、
「補修・メンテナンス技術」に分類する。
①点検・調査技術
この技術では主として目視に代わるビジョンシステム、電磁波や超音波、レーザなどをセン
サとして使用する非破壊検査技術がある。
ビジョンシステムは、暗所で高精細に撮影や、各種構造物の亀裂幅などを高解像度にとらえ
ることが求められている。主に、インフラ設備内や管路などの狭隘部や外壁などの高所、木造
住宅の床下点検での採用が多い。赤外線カメラにより温度変化をとらえ健全度を点検するシス
テムもある。
非破壊検査技術では、鋼構造物の劣化度合い診断に超音波技術や、トンネルの背面や路面下
の空洞調査システムに電磁波技術が採用されている。事例を（図 5-19）に示す。
また、近年 LRF（レーザレンジファインダ）技術や画像処理技術の進歩によりトンネルや
第

軌道等の三次元形状計測の技術も確立されている（図 5-20）
。
各種変位計測を目的に、光ファイバや変位計を利用した監視システムがある。特に損傷の度
合いが大きいもしくは不明な個所の変位計測に採用されるケースがある。
③補修・メンテナンス技術
補修・メンテナンスはその対象により使われているロボット技術が異なる。トンネルや橋脚
などのコンクリート構造物では、ウォータジェットを利用した切断システムがある。道路のメ
ンテナンスでは、浸透性舗装の機能回復を目的としたシステムなどがある。河川では、堤体を
対象とした草刈ロボットなどがある。
この分野のフィールドロボットに要求される共通の技術的特徴としては、①計測精度の信頼
性、②現場で繰り返し使われる耐久性と、③使用環境が変わることによるロバスト性の 3 点で
ある。
例えば道路トンネルの点検では、①点検員以上の精度、②毎日の使用に耐え、校正など検査
は、2 年に一度程度、③検査対象の色の変化（水濡れ等）や検査対象までの距離、断面形状が
異なっても適用できること、などを要求される。
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②モニタリング技術

（３）プラント保全分野（プラントメンテナンス分野）
これまでにいくつかのロボットの導入検討がなされてきたが、成果が出ているのは点検作業
の中でも詳細データを要求される検査ロボットである。何種類かの検査ロボットが開発されて
おり、一部はプラントオーナーに納品されている。検査内容は目視点検、超音波肉厚計測など
の非破壊検査であり、ロボットの開発・製造も検査会社で実施され、検査会社の検査サービス
にロボットが利用されている場合もある。実用化されているロボットとして、配管とタンクの
内外面の検査ロボットがある。
検査ロボットに求められる性能としては、検査精度が検査員と同等かそれ以上、検査位置の
詳細情報が収集できること、遠隔操作で検査位置を移動できること、ロボット自体の落下など
によってプラント装置に損傷を与えないことなどがある。
目視点検は、ビデオカメラなどによって画像データを記録して、計測後に検査員によってデ
ータ整理・分析される。超音波肉厚計測とは、超音波プローブと呼ばれる超音波受発信機能を
持ったセンサを用いて、超音波プローブを測定物に接触させ、超音波を測定物に送信、測定物
の裏面に反射して戻ってくる超音波を探触子で受信し、その伝播時間から測定物の厚さを算出
する。
作業員がアプローチできない配管内部に点検ロボットを走行させ、目視点検が出来るように
なってきている。ロボットは、配管内面で自身を中心部に支持するために 3～4 本の脚を突っ
張って、脚の先端部の駆動ローラーによって前進後進する。ロボットの前後にはビデオカメラ
が装備されており、検査中の撮影を投光しながら実施する。ロボットは有線でコントローラに
接続されており、コントローラによって検査員が操作する。検査位置は自動検出され、ビデオ
第
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映像とともに記録される。小口径の配管にも適用され、有用性が評価されている。ロボットが
検査中に止まって残留してしまうリスクに対しては、細い紐でロボットと配管外部を繋ぐこと
で対応している。配管内面検査ロボットは、地中埋設配管にも適用できてメリットも大きいと
考える。しかし、配管内部の液体は排出した状態にして、配管の一部を取り外しロボットを配
管内に挿入する必要があるため、
検査作業はプラントが稼動していない定期修理時に限られる。
一方、足場架設が必要となる高所に設置されている配管や海上の配管の外面に点検ロボット
を走行させ、超音波肉厚計測を実施している。ロボットはマグネットローラーで配管外面に吸
着し、配管軸方向・周方向に移動できる。ロボットと配管の接触部には複数の超音波プローブ
が装備されていて、ある程度の範囲を一度に検査する面計測によって計測データの信頼性を向
上させている。ロボットの配管表面への保持機能の工夫によって、ロボットの部品を交換する
ことなく、何種類かの口径の配管の検査を可能としている。ロボットは有線でコントローラに
接続されており、コントローラによって検査員が操作する。計測された配管の肉厚は、分布デ
ータ（肉厚マップ）として出力・記録される。
作業員が高所に設置されている配管の肉厚計測をする場合、対象配管の全長に足場を架設し
て高所作業をする必要があるが、配管外面検査ロボットは、ロボットを脱着する所だけに足場
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架設すればよいというメリットがある。しかしながら、配管口径が著しく異なる箇所、例えば
フランジなどがある場合は、足場架設して、一旦ロボットを取り外して人力で移動・再取り付
けをする必要がある。
配管外面検査ロボットのようなマグネット走行タイプの超音波計測ロボットは、配管外面だ
けでなく、タンクの側板の内外面に吸着して同様の超音波肉厚計測ができる。タンクの場合は、
配管よりも内外表面に凹凸が少なく、検査面積も広いのでロボットの優位性が高い。ただし、
タンクの高さは 10m 以上のものも多く、ロボットの落下防止のための紐をつけるなどの処置
が必要である。タンク側板外面は内容物が入っていても検査できるが、内面は定期修理時に限
られる。
最近、電動マルチローターヘリコプタと呼ばれるロボット本体を中心に複数のプロペラを周
りに等間隔で搭載した小型ラジコンヘリコプタを利用した点検作業について研究が開始されつ
つある。小型ラジコンヘリコプタの特筆すべき点は、GPS、ジャイロ、気圧センサなどの高性
能化によって自律航行が可能となっている点である。簡単な入力作業で飛行ルートの設定がで
き、スタートすれば上昇し、予定のルートを飛行して、自動で手元に戻ってくる。中央の本体
上下にビデオカメラを取付ければ、従来よりもずっと簡便に空撮が可能となり、テレビや映画
ではすでに現場利用されている。この空撮機能を活用して、石油精製プラントの配管やタンク
の外面目視点検や、背の高い塔槽類の上部の目視点検などが考えられる。しかしながら、墜落
や制御不能になった場合の対策が必要であり、パラシュート機能を有したヘリコプタも開発さ
れつつあるが、課題が残っている。
配管内面検査ロボットや配管・タンク外面検査ロボットはいずれも有線接続されたコントロ
ーラによって制御され、ワイヤレスの所謂ラジコンではない。石油精製プラント内では制御や

るとされているのが現状である。今後、ラジコンによるロボットが登場すれば、有線制御ロボ
ットの若干煩雑なケーブル捌き作業から開放されることが期待される。

図 5-19… トンネル覆工背面空洞調査システム

（出典：東急建設株式会社）

図 5-20

三次元形状計測システム

（出典：東急建設株式会社）
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が懸念される。また、ヘリコプタも含め、ラジコンによるロボット制御の信頼性にも課題が残

第

緊急連絡用などの電波が多数存在するため、プラントユーザからラジコンロボットの電波干渉

石油精製プラントが稼働中でも配管外面やタンク外面の検査作業は技術的にはロボットで可
能であるが、稼働中のプラント内はほとんどが防爆エリアとなり、防爆認証されたロボットで
なければ動かすことはできない。前述したロボットはいずれも防爆認証を受けていないので、
基本的に定期修理時の検査作業に供されている。今後、防爆認証を受けたロボットの登場が期
待されるが、そのハードルは高いと考える。

（４）農業分野
これまでに様々な種類の農業用ロボットが試作されたが、販売されたものはまだ少ない。そ
の中で、欧州で販売されている搾乳ロボットは成功事例である。搾乳は毎日休むことなく行わ
なければならない作業であり、ロボットのニーズが大きい。
研究開発中のロボットで事例が多いのは、自律走行車両と果菜収穫ロボットである。自律走
行車両とは無人車両のことで、農業分野ではトラクタ、田植機、コンバインに代表される。ロ
ボットトラクタなどと呼ばれることもある。技術的には完成度が高くなってきているが、万一
の事故に対応する制度がないなどの理由で市販には至っていない。自律走行車両は市販の農業
用車両に位置計測装置、自動操舵装置、安全のための各種センサなどを装着して構成される。
近年の農業機械は市販されている有人の機種でも各種の自動制御装置が装着されているので、
以前に比べるとロボット化しやすい。その際に必要となる重要な装置は位置計測装置である。
圃場内の位置を計測するため、これまでにレーザ測量器、ジャイロコンパスや速度計などの
内界センサ、マシンビジョンなど各種の機器を用いた方法が研究されたが、最近の主流は GPS
あるいは GPS と他のセンサの組み合わせである。測量用に開発された RTK-GPS は条件が良け
れば 2cm 程度の誤差でほぼリアルタイムに位置計測ができる。これを車両に搭載して圃場内
第
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の位置を知り、計画された経路を走行する。RTK-GPS はまだ高価であるが、価格は下がって
きており、農業での使用も現実的になってきた。農林水産省の「国産農産物の革新的低コスト
実現プロジェクト」では、北海道大学が代表機関となり自律走行車両を開発し、各地で実証
試験が行われている。このプロジェクトでは高価な GPS を含む位置計測ユニットを標準化し、
トラクタやコンバインなど複数の車両で共通利用することで、全体のコストを低減している。
果菜収穫ロボットについては様々な農産物を対象にして研究されているが、生産量の多いト
マトと収穫作業時間の長いイチゴについて研究事例が多い。果菜収穫ロボットのハードウェア
は移動装置（脚）、マニピュレータ（腕）、エンドエフェクタ（手）、マシンビジョン（目）な
どから構成されている。
ロボットは露地栽培よりも集約的な施設園芸を対象とする場合が多く、
施設内で土耕栽培の場合は畝間を、高設栽培の場合は栽培ベッドの間を移動する。農産物は傷
つきやすく強く把持することが出来ないため、様々なソフトハンドリング技術が研究されてき
たが、最近のイチゴ収穫ロボットなどでは果実ではなく果柄を把持・切断する機構を持つもの
が多い。果菜収穫ロボットで困難な課題は対象物の検出である。イチゴ収穫ロボットを例にと
ると、カメラで赤く色づいた適熟果を見つけて、その果柄を特定し、果柄の位置を検出する。
人間には簡単なことであるが、ロボットにとっては難しい。特に果実が密集している場合は撮
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影した画像内で果実が重なり、適熟果の認識が困難になる。また果柄も密集するので、収穫対
象の果実に対応する果柄の特定も難しい。このため複数のカメラを用いたり、レーザ距離計な
ど他のセンサを併用することが行われているが、まだ不完全である。
ロボットの利用に適した栽培方法の検討も重要である。施設栽培ではロボットが移動しやす
い栽培ベッドの配置や、ロボットが収穫しやすい野菜の仕立て方が研究されている。

（５）災害対応ロボット
災害対応ロボットの目的は、人間では不可能な作業を可能にすること、人間のリスクを低下
させて二次災害を防止すること、作業の迅速化や効率化を行うこと、にある。そのためのロボ
ットに求められる機能は、救助や復旧作業を行う人間に代わって現場で調査や作業を行うこと
である。災害状況や要求は多様で事前には予測が付かないこと、災害現場は瓦礫や高所や狭所
の困難な環境条件であること、しばしば現場作業者の命がかかっているため作業に確実性が要
求されること、緊急性を要すること、が災害対応ロボットの特徴である。
ロボットが行うべき作業は現場で人間が指示する必要があるため、ロボットは遠隔操作型で
ある必要がある。（図 5-21）に災害対応ロボットにおける機能モジュールとそれらの間の情報
の流れを示す
災害対応でまず求められるの
は、状況の調査機能である。ロ

図 5-21… 遠隔操作・自律制御ロボットの機能モジュー
ルと、それらの間の情報の流れ

ボットは各種センサを現場に移
動させ、計測し、それをマッピ
ングして人間に伝えることが求
第

められる。
次に求められるのは、
救助や復旧などの作業であり、
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ロボットはアーム等を使って物
体や人体のハンドリングや工事
などを行う。ただし、建設機械

（出典：国際レスキューシステム研究機構，NEDO 平成
24 年度成果報告書「特殊環境用ロボット等の標準化・
安全規格化と競争力の強化等に関する検討」
，2013）

や産業用ロボットで実現されて
いるような作業を除いては、現在のロボットが災害現場で行える作業の種類は極めて限定的で
あり、人間と比べて遅い。
状況調査ロボットがもっとも求められるのは、人間が行けない、入れない場所の調査である。
アクセス不能の理由は、高い、狭い、瓦礫等で行く手が阻まれている、閉ざされている、水中
などの移動が困難な場合か、汚染、爆発、犯罪などの危険性が高い場合か、人手不足の場合で
ある。
以上のことから、まず移動・静止能力がロボットに求められる必須条件である。上記のよう
な条件はロボットにとっても移動が困難であり、技術的なブレイクスルーが求められている。
能力が最近飛躍的に向上してきた移動方法として、超小型飛行体、登壁ロボット、狭所進入ロ
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ボットをあげることができ、これらのさらなる技術革新と災害対応ロボットへの適用試験が望
まれる。移動のためには、総合システムとしての能力向上が必須であり、（図 5-21）のセンシ
ング、認識、通信機能、ヒューマンインタフェース、作業、行動決定、自律機能などすべての
要素と、それらのシステムインテグレーションが求められる。
センシング・認識としては、移動に必要なロボットの状況認識（3D 地形、障害物、地面や
壁の状態、自己位置推定、など）が必要である。
通信としては無線通信と有線通信がある。無線通信が優れていると思われがちだが、災害現
場ではロボットが失われないために命綱を付けなければならない場合も多く、無線によるロボ
ットの運動独立性に関する優位性は必ずしも当てはまらない。むしろ無線の不安定性が大きな
問題となるため、可能な場合には有線通信が好まれる。無線通信には、伝送遅延、伝送容量、
通信距離、安定性、障害復旧などの問題の解決が必要である。有線通信には、ケーブルの切断、
絡まり、運動・作業への悪影響、引きずり負荷などの問題の解決が必要であり、ケーブルハン
ドリングやルーティングの高度化が望まれる。
遠隔操作が必要であるため、人間とのコミュニケーション能力は大変重要である。人間に対
して十分な状況認識を可能にし、
人間が意志を十分に伝えられるようにすることが必要である。
また、ロボットの自律知能と人間の知能との役割分担が重要である。
移動のための作業としては、障害物の除去などが求められる。
行動決定・自律機能としては、状況の認識解釈と予測、戦略的計画、失敗時のリカバリ・修

図 5-22

防災ロボットの機能構成と、災害条件下での技術課題

第
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（出典：国際レスキューシステム研究機構，NEDO 平成 24 年度成果報告書「特殊環境用ロボット等の
標準化・安全規格化と競争力の強化等に関する検討」，2013）
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正などがあげられる。
これに加えて、調査を行うためのセンシングやマッピングの機能が求められることは言うま
でも無い。
さらには、災害環境条件での頑健性、サイズ・重量、運搬・設置時間、可動時間・エネルギ
ー、メンテナンス、信頼性、耐久性、防爆、などが求められる。
以上をシステムインテグレーションして、ミッションを果たせるシステムとして組みあげる
ことが必要である。また、災害現場で使用できるためには、高い技術熟成度レベルが求められ、
試験デモレベルの機材では実際の役には立たない。
作業を行うロボットのためには、作業機を運搬して作業を行うための、移動機能、センシン
グ・認識機能、ヒューマンインタフェース、自律機能他が求められる。
以上をまとめると、
（図 5-22）のようになる。

（６）原子力分野におけるロボット技術の現状
ホットセル内での放射性物質のハンドリングに関しては、古くからマスター・スレーブ式の
マニピュレータが利用されてきた。当初はホットセル内外を連結した機械式のマニピュレータ
が用いられていたが、その後、ロボット技術の進歩にともない、セル内作業用両腕型バイラテ
ラルサーボマニピュレータなど、電気式のマニピュレータが用いられるようになった。
一方、原子力施設の監視、点検、保守用のロボットの開発に関しては、1980 年代からプラ
ントメーカが中心となって、通商産業省（現経済産業省）のプロジェクトや電源開発促進対策
特別会計の補助金などで実施されてきた。モノレール式点検ロボット、水中点検ロボットなど
の専用機についてはすでに実用化され、実プラント内で稼動しているものも多い。その一方で、

［2］～［4］

支援システムや情報遠隔収集ロボットなど、原子力事故対応ロボットの開発が行われた

。

しかしながら、これらの研究開発では、様々な高度な技術開発が行われたものの、いずれもプ
ロトタイプ開発や基盤技術開発までで留まってしまい、実用化されなかった。
原子炉解体に関しては、JPDR 解体の際に、放射能を帯びた鋼構造物及びコンクリート構造
物の安全かつ円滑な解体を目的として、様々な解体工法・解体機器の開発が行われた。特に、
作業者の放射線被ばくの低減を図るため、高い放射線環境下での作業を行うことのできる遠隔
切断装置などの遠隔解体操作技術の研究開発が行われた。
福島原発事故の緊急対応、廃炉措置においては、多数のロボットや遠隔操作機器などが開発・
活用されている［5］。米国 iRobot 製の Packbot（2 台）、千葉工業大学、東北大学、国際レスキ
ューシステム研究機構（IRS）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が開発した
Quince、Quince 2、Quince 3、米国 iRobot 製の Warrior、米国 QinetiQ 製の Talon、日本原子
力研究開発機構（JAEA）が開発した JAEA-3、TOPY 工業が開発した Survey Runner、東芝
が開発した 4 足歩行ロボットと小型走行車、三菱電機特機システムが開発した FRIGO-M、産
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用ロボット（1983-1990）である［1］。1999 年に発生した東海村 JCO 臨界事故後も、原子力防災

第

格納容器内点検用ロボットなどの汎用ロボットの開発も多く行われた。その典型例が極限作業

業技術総合研究所と本田技術研究所が開発した高所作業車、アトックス社製床面除染装置、日
立 GE ニュークリア・エナジー社製水上遊泳調査ロボットなどが、調査、瓦礫除去、除染など
に用いられている。いわゆる「ロボット」以外のロボット技術も、廃炉に向けた様々な作業
において活用されている。米国 Honeywell 社製の小型無人ヘリ T-Hawk が原子炉建屋調査に
使用されたほか、日本原子力研究開発機構（JAEA）が開発したロボット操作車 RC-1（通称
TEAM NIPPON）が、Talon の操作車として、またガンマカメラによる線量測定・汚染分布
測定などに用いられた。さらに、これまでに、工業用内視鏡を用いた 2 号機原子炉格納容器内
部調査、ROV を用いた使用済燃料プール内調査・瓦礫分布マップ作成、バルーンを用いたオ
ペフロ調査なども行われている。
参考文献
［1］ 平井成興：「極限作業ロボットプロジェクト」特集について , Vol.9, No.5, p.601, 1991.
［2］ 間野隆久、濱田彰一：原子力防災支援システムの開発 , Vol.19, No.6, pp.714-721, 2001.
［3］ 小林忠義，宮島和俊，柳原 敏：原研における事故対応ロボットの開発（その 1）情報遠隔収集ロボ
ットの開発 , Vol.19, No.6, pp.706-709, 2001.
［4］ 柴沼 清：原研における事故対応ロボットの開発（その 2）耐環境型ロボットの開発、Vol.19,
No.6, pp.710-713, 2001.
［5］ 淺間一：“ 福島原子力発電所の事故対応及び廃炉のための遠隔操作・ロボット技術 ”、日本原子力学
会誌 ATOMO ∑ , Vol.56, No.1, pp.25-29, 2014.（掲載予定）

第
章

5

5-30

コ ラ ム

5-3

〜海洋開発におけるロボット活用の現状と展望〜
遠隔操縦式海中ロボット
1960 年代に本格化した北海油田の開発が、近代的な潜水作業の幕開けであったと
いえる。水深はせいぜい 300m であったので、当初は飽和潜水や有人潜水艇によって
水中作業が行われた。1970 年代になり、ケーブルで繋がれ、遠隔操縦機（ROV：
Remotely Operated Vehicle）が使われるようになり、今や 1,000m をはるかに
越える大水深での石油開発がおこなわれ、ROV は無くてはならない物になっている。
2000 年代では 3,000m 水深仕様の ROV はカタログ製品になっている。
日本周辺には大規模な海底油田がないために、深海作業用の大型 ROV 開発は世界に
遅れている。活躍しているROVは、科学研究目的の（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）
が所有しているカナダ製「ハイパードルフィン」であり、深海研究に欠かせない。
JAMSTEC は、1980 年代に「ドルフィンー3K」、1990 年代に「かいこう」の二つの
大型 ROV を作ったが、ROV 産業を興すまでにいたっていない。「かいこう」は海の最
大深度である 11km まで潜ることのできる世界初の Full Depth ROV であり、マリア
ナ海溝 10,911m に 1995 年に潜った。
人の行けないところで作業する ROV は「テレエグジスタンス」という学問分野を作
第

り出した。しかし、実用的には高度なテレエグジスタンスは使われておらず、操縦現場
には多数の Display が設置されて、操縦者の頭の中に海中世界を作り出して遠隔操縦が
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おこなわれている。
深海用の ROV の問題点は、ケーブルにある。電力を送り情報伝達をする長尺で太い
ケーブルは ROV の運動を拘束し、それを扱うウインチなどの甲板装置は狭い船上で場
所をとり、やっかいな物である。そこで、エネルギーは ROV の電池により確保し、ケ
ーブルを通信・操縦用の光ファイバケーブルのみにして、ケーブルを細く、甲板装置を
小さくする ROV も開発されている。しかし、利用できるエネルギー量が限られていて
重作業には向かない。
このように、作業目的に応じた各種 ROV が開発されていて、水深が 3,000m 程度な
らば ROV を投入して作業することは、世界中でおこなわれている。2010 年にメキシ
コ湾で起こった石油掘削施設「Deep Water Horizon」の爆発事故による原油流出事
故は記憶に新しいが、流出を止めるために、多くの ROV が 1,500m 深度での作業にあ
たっている。
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自律型海中ロボット
邪魔なケーブルを断ち切れば、水中機は自由に海中を進むことができる。しかし、無
線が届かない海中で遠隔操縦をするには、音響通信に頼らねばならない。1,500m／秒
と遅い音響伝搬速度と高い減衰は高速通信を妨げるので、ケーブルのない水中機は高
い自律性をもった自律型海中ロボット（AUV：Autonomous Underwater Vehicle）
となる。
世界の AUV 開発は 1980 年代から
始まり、フランス、英国、米国、日本

図表 1

Tuna-Sand

（東京大学生産技術研究所）がトップ
ランナーであった。技術が成熟し、具
体的な調査活動に使われるようになっ
たのは、2000年になってからである。
深海の広域調査に威力を発揮してい
る。2009 年のエールフランス機 447
便の大西洋墜落事故において 3,900m
深度で事故機の残骸とフライトレコー
ダを発見したのは AUV である。

図表 2

海底生物の調査

我 が 国 の AUV の 最 初 の 成 果 は 、
2000 年に「アールワン・ロボット」
の伊東市沖合の手石海丘の調査であ
第

る。これを嚆矢として AUV の重要性
が認識されるようになり、東京大学生

5

章

産技術研究所は航行型の「r2D4」や
ホバリング型の「Tuna-Sand」（図表
1）を開発し、熱水地帯の観測や海底
生物の調査（図表 2）に使われるよう
になった。
AUV は、働く 自律型ロボットであ
る。その活動は他のシステムでは代え難いので存在価値がある。深海という過酷な環境
と海上という船でなければいけない現場海域が、頻繁なロボット展開を阻んでいるが、
関係者の不断の努力により新たな AUV が次々に開発され、これまでできなかった観測
や探査がおこなわれるようになった。特に、日本の持つ鉱物資源として期待されている
熱水鉱床の調査活動に活躍している。
浦 環（九州工業大学 社会ロボット具現化センター）
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5.2. フィールドロボット普及に関する課題と目指す姿
（１）建設分野
建設は 3K 作業の代表にあげられることが多い。また長期にわたって生産性の改善が見られ
ないことから、建設分野へのロボットの導入が繰返し唱えられてきた。しかし 30 年以上が経
過しても、まだその目的は達成されたとは言い難い状況にある。バブル期には、建設ロボット
をビジネスチャンスと捉え、複数のメーカが参入したが、現在ではそのほとんどが撤退してい
る。建設工事の大部分は一品生産であり、とくに意匠にこだわる建築においては、作業は人の
手に頼らざるを得ないという側面がロボットの導入を難しいものにしている。また複数の工程
が複雑に進行する建築工事では、単一工種のロボットでは、十分な効果を発揮できないことも
課題である。労働者の高齢化を考えると、人間のスキルを活かし、筋力や苦渋姿勢をアシスト
するパワーアシスト型のロボットの適用が期待されるが、釘打ち機やドリルなどの工具類に準
ずるコストが求められること、狭く段差のある建築現場で適用が可能なことなど技術的なハー
ドルは高い。建築分野では部材のプレファブリケーション化を進め、これに自動ビル施工シス
テムを組み合わせる方式にもっとも将来性があるように思われる。この際、フロアのリフティ
ングに用いるジャッキや部材の搬送システムの共通化を図り、施工システムが複数の物件に転
用できるようにして、施工コストを抑えていくことが重要と思われる。また都市インフラの再
構築に伴うビルや橋梁などの解体は、
新しい構造物を作る場合に比べて安全性の確保が難しく、
建設ロボットの導入や自動化システムの適用が期待される分野である。
土木分野の無人化施工システムは、フィールドロボット全体の中でももっとも実用化と普及

ある。また建設機械の自動化、ロボット化は、土木分野のロボットの重要なキー技術であるが、
有力な適用分野が見出されない限り、メーカ主導では進み得ない。国交省の提唱する情報化施
工が普及すれば、建設機械に多様なセンサや電子制御が織り込まれることになり、これが建設
機械の自動化・ロボット化を促進することが期待できる。また通常の建設機械よりもはるかに
高価な大型の鉱山機械は、コスト面で新しい技術の導入が図りやすく、鉱山機械を起点とした
建設機械の自動化の進展もおおいに期待される。

（２）社会インフラ保全ロボット
現在、この分野でのロボット関連の要素技術は、そのほとんどがロボットでの施工を前提と
して提供されているものではなく、今後は要素技術から施工方法などトータルでの見直しが必
要である。さらに、仮設環境で無線通信、タブレット端末やスマートフォンなどを有効活用す
るアプリケーションの供用やデータ管理手法なども重要課題である。
社会インフラ保全ロボットに求められる姿は、①インフラの健全度を正しく着実に把握する
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数年内に完了する計画であり、その後の技術の維持と発展をどのように図るかが大きな課題で

第

が進んだもののひとつであるが、無人化施工システム技術を牽引してきた雲仙普賢岳の工事は

技術、②維持更新の水準を高めるための技術にある。
①については適切なセンサの開発、②については、点検から補修・メンテナンスまでの一連
の作業をロボットで効率よく実現することが要求される。
そこで、社会インフラ保全を行うロボット開発のロードマップが必要となるが、技術開発の
難易度から考えると以下の順に開発が
進むと想定している（図 5-23）
。
Ⅰでは、点検技術者のノウハウをデ
ータベースに蓄積し、専門家でなくと
も一様のレベルで点検できるシステム

図 5-23… 想定される…社会インフラ保全ロボット
の開発ロードマップ
Ⅰ 新たなセンサ技術開発、及び適用範囲拡大とICT技術に
よるデータの集積及び情報共有システムの確立

を確立する。

Ⅱ 日常点検の頻度増加を目的とした
自動計算できる点検ロボット技術の確立

Ⅱでは、今後増大するインフラの点
検業務を自動計測可能とすることで、
日常点検の効率化を図る。

Ⅲ ロボット作業の効率化のためのインフラ側設備の標準化

Ⅲでは、Ⅱのロボットによる点検を

Ⅳ 自動補修・メンテナンスロボット技術の確立

さらに高効率化するためにインフラ側
の設備をロボットによる点検に即した

Ⅴ 災害時、緊急点検への対応

ものに変更、
配備することを想定する。
Ⅳでは、Ⅲが配備されたインフラにおいてはさらに難易度の高い、劣化したインフラの自動
補修や、故障した設備等の交換作業等を行うロボットの実現性が高まる。
Ⅴでは、もっとも難易度の高い作業として、災害時や事故時の緊急点検のためのアドオン技
術の開発が必要である。
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今後ますます市場が増加すると予想される社会インフラ分野のフィールドロボットは、政府
の「インフラ長寿命化基本計画」のもと、少子高齢化に伴う技能労働者不足対応の切り札とし
て期待される。さらに、経済産業省と国土交通省で導入検討中の次世代社会インフラ用ロボッ
ト開発・導入検討会［1］」で議論されている平時利用から大規模災害発生時の使用にも適用で
きるフィールドロボットで必要とされる要素技術開発が重要であると考えられる。
参考文献
［1］ 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei̲constplan̲fr̲000022.html

（３）プラント保全分野（プラントメンテナンス分野）
今後、急速な進行が予想されるプラント設備の高経年化によるメンテナンス頻度及びトラブ
ル発生要因の増加、ベテラン保全員減による負担増と技術伝承問題、高過酷度・高稼働での長
期連続運転への要求に対応し安全・安定操業を確保していくためには、設備・運転に関わる信
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頼性向上技術の確立が重要である。プラントメンテナンスの分野において、メンテナンスの自
動化を目的としてロボット技術 /IT 技術の有効活用が望まれている。
ロボット技術への期待は、作業員がアクセスし難い箇所へ接近できること、作業員以上の力
で正確な作業ができること、24 時間不休で稼働できること、IT 技術によってデータの記録・
通信などがあげられる。アクセス性については、作業員には環境的、構造的な制限があるが、
ロボットにはそれらの制限を克服することが求められる。例えば、環境的には高温・有毒ガス・
酸欠・粉塵などが、構造的には高所・狭隘・壁面・空中・水中などが作業員にとってはアクセ
ス制限となっている。
ロボットの導入が求められている作業には、主に検査作業と改修作業があると考える。前者
は非破壊検査などを利用して設備の状態を把握するものであり、後者は補修工事や更新工事に
おいて作業員を補佐する作業である。
検査作業で具体的なニーズがあるのは、配管とタンク、背の高い塔槽類や煙突類である。配
管に関しては前述したように実用化されているものもあるが、足場架設の数をどれだけ少なく
できるかなどのさらなる高度化が求められる。また、石油精製プラントには内容物を加温した
まま送油する必要がある場合は保温材付配管を使っているが、保温材付配管は保温材と配管の
隙間に雨水などが浸入して腐食する保温材下腐食が問題となっている。保温材付配管の肉厚計
測には、足場架設に加えて保温材撤去作業が加わるため、コスト、工期ともにプラントオーナ
ーの負担が大きい。そこで、ロボットによって保温材付配管を保温材の上から肉厚計測するロ
ボットが求められている。保温材付配管肉厚検査ロボットのニーズは非常に強く、X 線透過プ
ローブを搭載したロボットの開発が試みられたが、まだ不完全である。また、現状の配管内面
検査ロボットを小型化して、ドレンなどの小口径配管から出し入れできるロボットなども実現
第

が待たれる。
放直後は、タンク内部が高温や酸欠の場合があり、作業員は中に入ることはできない。そこで、
ロボットによる遠隔操作での内部清掃や肉厚検査が求められている。煙突やフレアスタックの
先端などの高所の目視点検にもロボットの導入が期待されており、小型ラジコンヘリコプタに
よる高精度ビデオ撮影などの開発に期待したい。
定期的な検査ロボット以外にも、日々の日常点検、巡回点検の作業員の代替ロボットの登場
も期待されている。プラントは 24 時間運転であり、昼夜にわたり一日に 4 回程度の作業員によ
る目視点検を中心とした巡回点検が広大な範囲でなされ、液ガスの漏洩・機器の変色・異常過
熱・回転機の異常音の検知など、劣化の早期発見という重要な位置づけで実施されている。巡
回に掛かる労力削減はもちろんのこと、ベテラン作業員の減少により、巡回点検の劣化兆候検
知の精度向上も求められている。これらの要求事項から、巡回点検ロボットに求められる機能
は、プラント内を自由に移動できる機能にビデオカメラやガス検知器、サーモグラフィ、マイ
クロフォンなど複数の非破壊検査機能が搭載されていることが好ましい。移動機構としては、
プラント内は段差が多いので、クローラ式や二足歩行式などが考えられる。
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タンクの検査については、前述した側板内外面の肉厚検査以外にもニーズがある。タンク開

一方、改修作業などの作業員の労働を代替、補填するようなロボットも望まれている。実用
化しているものに、高圧水ジェットを用いた自動塗装剥離ロボットがある。タンク側板の外面
にマグネットローラーで吸着し、ロボットと側板の間から高圧水ジェットを噴射して再塗装工
事の前置処理の塗装剥離を実施するものである。タンクの塗装剥離には大掛かりな足場架設が
必要だったため、このロボットによって工期短縮、コスト削減が可能となる。今後は、剥離作
業後の自動塗装ロボットの登場が期待されている。
点検や軽作業のロボットとは異なり、重量物の運搬や据付といった重作業にもロボットの活
躍の場があると考える。プラントの改修工事においては、大型機器の運搬や据付にて、各種重
機と作業員を多数配置して作業を実施しているが、コスト面や安全面での負担が大きい。複数
のクレーンを巧みに操作して大型機器を移動することもある。そこで、大型のアームを持つロ
ボットによって大型機器を持って移動させ、正確に据付位置を調整するなどの作業を代行する
ことによって、コスト・安全面でのメリットが出る。例えば、熱交換チューブの出し入れ作業
や、高所配管ラックでの配管位置合わせなど、具体的なニーズは多数あると思われる。
プラントメンテナンスにおけるロボットの目指す姿として、点検・軽作業ロボット、巡回ロ
ボット、重作業ロボットについてまとめる。点検・軽作業ロボットは、比較的小型で、機器の
内部や高所に容易に移動でき、非破壊検査技術を搭載して正確な計測・記録が可能であり、落
下防止の工夫を要する。巡回ロボットは、中型で、プラント内をスムーズに移動でき、複数の
非破壊検査技術を搭載して計測・記録・連絡が可能であり、作業員との衝突などを回避する工
夫を要する。重作業ロボットは、比較的大型で、重量物を移動できるアームなどの機構を有す
るとともに、正確な位置調整が可能であることが必要である。
一方、プラントメンテナンスロボットが実用化される為にはいくつかの課題がある。ひとつ
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は防爆性であり、プラント稼働中に作業するのであれば必須となる。ロボットが防爆認証をク
リアするには、技術的側面からのさらなる検討とともに制度面からの再考も必要になるかもし
れない。また、ワイヤレス通信技術を活用し、ロボットによって収集したプラント設備の状態
データをプラントの中央管理室でリアルタイムにモニタリングし、クラウドを経由してプラン
ト外の設備診断の専門家による分析・評価が可能となれば、ロボットの付加価値が増し、同時
に評価結果は若手作業員の技術伝承にも活用できると考える。さらに、ロボットのワイヤレス
制御もできると思われる。将来は、ワイヤレス制御で自律的にメンテナンスを 24 時間遂行し
てくれるロボットの登場を期待している。ただし、ワイヤレス通信には使用する電波の周波数
など、プラント内での電波干渉を回避する工夫が必要となる。

（４）農業用ロボットと運用システムのあり方
いわゆるロボットトラクタやロボットコンバインなどの自律走行車両については長い研究実
績があり、
技術的には実用化に近づいている。
「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト」
では、3 年間の要素技術の開発が終わり、実証試験のステージに移行している。コストはまだ
高いものの、購入したいという大規模農家もあらわれている。それではすぐにでも市販されそ
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うかというと、そういう訳にもいかない。無人車両が圃場で対人事故を起こした場合に、責任
の割合を定める制度が整っていないからである。自律走行車両にはもちろんレーザスキャナや
超音波センサなどの障害物センサが多く取り付けられ、誤って人が近づいた場合には停止する
ようになっている。
しかし小さい子供が作物の間に入った場合などに検知できない恐れもある。
工場内のロボットであれば、外から侵入して事故が起きた場合に、侵入者の責任を問えるで
あろう。また有人の農業機械であれば、オペレータの過失責任が問われる。機械の使用者はそ
れを承知して購入するのである。ところが無人の機械が圃場で事故を起こした場合、圃場への
侵入者に非があっても、メーカが責任を問われるおそれがある。自律走行車両を普及させるに
は、制度を整えてこの課題を解決しなければならない。
そこで、当面は自律走行車両を単独で運用するのではなく、有人車両と同時に運用すること
が提案されており協調作業などと呼ばれている。畑の整地と播種、牧草収穫と搬送車による運
搬のように、農業では 2 台の車両が組になって行う作業がある。また能率を上げるために 2 台
の車両で同時に同じ作業を行うこともある。このような場合に一方を自律走行車両にし、一方
をオペレータが操作することで人件費が節減できる。完全な無人作業ではないので、安全性が
担保できる。万が一事故が起きた場合も、メーカが全責任を問われることはなく、オペレータ
が過失責任を負うことになるので、協調作業での使用を条件とすればメーカは市販できる。
また自律走行車両の技術は精密農業に利用されつつある。精密農業とは、圃場の中の土壌の
状態や作物の生育状況のばらつきに対応して、適切な農作業を行うことである。例えば一枚の
圃場の中で、肥料を均一に散布するのではなく、必要な場所にだけ必要な量の散布を行う。こ
れによってコストと環境負荷を低減できる。散布量は自動計測された土壌状態、作物の生育状
況、前年の収量分布などのデータから決定され、走行中に散布機が自動制御される。精密農業

また、原発事故による被災地での農作業に自律走行車両が用いられる可能性がある。現状で
は仮置場の問題などから進捗が遅れているが、農地除染のために表土のはぎ取りが実施される
予定である。このときにオペレータを放射線から保護するための車両の防護能力強化、あるい
はオペレータが乗車しない遠隔操縦や自律走行の導入などが農業機械メーカや研究機関によっ
て提案されている。
また除染を行ってもその直後から食用米を生産するのは困難かもしれない。
そこで被災地の農地を維持するために燃料用バイオマスの生産などが行政、被災地の自治体、
研究機関などから提案されており、ここでもロボット技術の貢献が期待される。
果菜収穫ロボットについては農林水産省の「農業機械等緊急開発事業」で生物系特定産業技
術研究支援センターとメーカの共同研究により、イチゴ収穫ロボットが開発され市販されるこ
とになった。しかしまだ農家への導入実績はなく、更なる技術開発が求められている。収穫成
功率が50～60％程度とまだ低いので、これを改善する必要がある。また開発されたロボットは、
高設栽培の施設内でレールの上を移動するようになっている。このため既存の施設にそのまま
導入することが出来ない。ロボットを移動させるのとは逆に、ロボットを定置式にし、栽培用
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などに自律走行車両に近い技術が用いられている。

第

の作業は今のところ有人運転で行われているが、車両の位置検出、圃場センシング、可変作業

のベンチを循環移動させる方式も開発されている。この場合、収穫作業だけではなく、全ての
作業を定置式の装置で行うことができ、進化した植物工場ともいえる。このように施設用のロ
ボットについては、ロボット単体ではなく、施設全体のシステムの一部として検討するのが近
道であるかも知れない。海外への輸出についても、ロボット単体ではなく、超高品質な果菜を
生産する日本の農業技術とともに、施設全体をパッケージ化した製品とみなす方が競争力があ
りそうである。

コ ラ ム
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〜農業や林業の現場に
ロボットは入れるか？〜［1］,［2］
日本の急速な高齢化は、農業や林業の労働力不足にも深刻な影響を与えつつある。自
給自足のための生産量増大どころか維持さえも困難となり、さらには、農林業特有の生
産技能の伝承も出来なくなることが危惧されている。林業では、伐採作業などにおける
危険性も高齢化とともに増大し、安全性の確保も重要な課題である。
農業分野では、農林水産省は、これまでにも生研センター主導による農業機械等緊急
開発事業や、日本ロボット工業会などとの連携による園芸用ロボット実用化推進事業な
どを展開し、次世代農業用ロボットの開発を行ってきた。ただ、実用化のためには、コ
第

ストの削減、現場の状況を考慮した導入方法の策定など多くの課題がある。農業機械等
緊急開発事業の一つとして開発された「イチゴ収穫ロボット」は、当初はロボットが移
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動するタイプであったが、その後、イチゴの栽培ベッドが循環移動する定置型に変更さ
れ開発が進められている。この変更により、機構の単純化によるコストダウン、移動型
では遮光が難しく困難であった昼間の収穫が可能になると見込まれる。ロボットは赤く
熟した果実のうち 4〜7 割を収穫し、作業の省力化とロボットの稼働時間の拡大を達成
している。単に高機能なロボットを開発するのではなく、環境と調和したシステムとし
てのロボット開発が効果的な例であると言えよう。
一方、林業分野ではなかなかロボット化が進んでいない。日本は急峻な斜面が多く、
ハーベスタなどの大型林業機械を山に入れることができない。資材としての木材を利用
する伐採だけでなく、伐採の一形態である間伐（樹木の生育を促すために間引くための
伐採）は山の管理として必須であり、山地災害を防ぐためにも重要な作業である。しか
し、林業従業者はここ 25 年で約半数に減少し、高齢化も進んでおり、現状では目標と
される作業量の確保も難しい。さらに林業では死傷事故が年に約 2,000 件発生してい
る。この状況の林業は、まさにロボットを優先して導入すべき現場であるといえる。し
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かし、急峻な山の，それも木が密集した奥地で作業するロボットの開発は容易ではない。
平成 23 年度から始まった農林水産省「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事
業」では、「安全な間伐作業を実現する遠隔操作型伐倒マニピュレータシステム」の開
発が進められている。チェーンソに代わる伐倒マニピュレータ、ロボットシステムを山
奥に運搬するモビリティ、操縦するためのインタフェースなどから構成され、現在試作
と評価実験が進められている。
農業と林業は、社会環境そし
て人の生活基盤と密接に関わる

図表

伐採ロボットの例（早稲田大学）

産業であり、ロボットによる支
援が強く求められている。現場
を深く理解したロボット開発が
進むことを期待し、また国には
継続的かつ強力な財政的支援政
策を打ち出してもらいたい。

参考文献
［1］ http://www.naro.aﬀrc.go.jp/publicity̲report/press/laboratory/brain/046905.
html
［2］ http://www.s.aﬀrc.go.jp/docs/research̲fund/2011/pdf/23̲saitaku̲kadai.pdf
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（５）災害対応ロボット
災害対応ロボット技術は、研究が本格的に開始されて 10 年になるが、その期間に飛躍的に
技術が向上した。東日本大震災では、様々なロボットが活用あるいは試験され、一定の成果を
あげた。今後もさらなる能力の向上が期待されており、現在実用レベルにないが、数年後には
実用性能に達すると考えられ、有用な機材となる可能性が高いものも多数存在する。そのため、
今から 10 年の間に世界中で、ロボットは防災のために欠かせない機材となっていくと考えら
れる。
このように、これまでの災害対応の方法論の大前提は変わってきている。したがって、ロボ
ットの使用について根本的に検討しなおし、災害対応のシナリオを見直すべきであり、それを
継続して進めていくべき時期に来ている。
現在は、技術的課題の他に、まだロボット活用のための各種のバリアが存在すると考えられ、
そのバリアを解消することが必要である。そのためには、次のような方策が必要である。
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・技術的課題を解決するために、基盤技術研究と本格実用化研究を並行して進めること。
・ユーザ・発注者・予算決定者がロボットの能力を知ること。開発者・販売者・レンタル業
者がユーザニーズを知ること。
・ユーザ・発注者・予算決定者にとってロボット使用が経済的に成立すること。
・メーカ・ディストリビュータ・レンタル業者にとってロボット製品がビジネスとして成立
すること。
・ロボットが現場で継続的に使用・試験・訓練されること。
・大学や国研の活用、全国に複数の防災ロボット研究開発拠点の整備と、国際的協力を進め
ること。
・テストフィールド・モックアップを設置した防災ロボットセンターの整備を行うこと。
・ユーザ間の協力を進めること。
・わかりやすい研究開発と普及のブースト策、ソリューションコンテストなどを行うこと。
・現在あるニーズによってロボットを育てること。
・法と制度の整備を行うこと。
・国際標準化を進めること。
より具体的には、後に示す 2 つの（図 5-24、図 5-25）のことが必要である。
図 5-24
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全国に複数の研究開発拠点、防災ロボットセンター、制度整備

図 5-25

全国に複数の研究開発拠点、防災ロボットセンター、制度整備

（６）原子力分野におけるロボット技術の今後の取り組みと将来課題
今後、福島原発の廃炉に関しては、中長期ロードマップ［1］によれば、今後 30～40 年かかる
と考えられている。福島原発の廃炉は、通常の運用を終了した原子炉の廃炉とは全く異なる。
建屋は水素爆発によって大きく損傷し、大量の汚染物質や汚染水が放出されており、内部の状
態もよくわかっていない。予測できない要因も多く、調査を行い、徐々に内部の状態に関する
情報を収集し、状況を明らかにした上で、次の方策を考え、必要な機器を開発・投入し、次の
ステップに進む、という試行錯誤を繰り返し行う必要がある。ここでは、どのように作業を行

目白押しであり、廃棄物や汚染水の処理においても、遠隔技術で行うことが求められる。今後
の廃炉の成否は、まさにロボットや遠隔操作機器の開発にかかっている。今後、楢葉に建設予
定のモックアップ施設も活用しながら、廃炉措置に必要となる様々なロボットや遠隔操作機器
を随時開発し、導入していく必要がある。
原子力分野において求められているロボット技術は、基本的には遠隔操作機器がほとんどで
ある。しかしながら、動作環境は狭隘で、障害物などが多い、複雑な環境であることが多い。
不整地、階段、はしごの移動、さらには、水上、水中、空中などでの作業など、多様な環境で
の移動・動作が求められ、今後、特殊環境移動・アクセス技術のさらなる開発を行う必要があ
る。また、遠隔操作においては、通信が極めて重要である。無線通信／有線通信における大容
量・安定通信技術（ケーブルのハンドリングも含む）の確立も課題である。さらに、遠隔操作
を容易にするための空間認知ヒューマンインタフェース技術や、操作性を向上させるための自
律化・知能化技術などの開発、点検・診断・保守のためのロボット化計測技術の開発も、これ
からの課題である。
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の漏えい箇所の特定・補修、燃料デブリの調査・取り出しなど、人が行うことが困難な作業が

第

うかのソリューション導出、システム設計・インテグレーションが重要となる。除染、汚染水

今後、さらに放射線量の高い環境で作業を行うことが想定されるが、重量の制約から、ロボ
ット自体を遮蔽することは有効ではない。耐放射線性に優れたデバイスや、除染性・耐久性・
保全性に優れる高信頼で使いやすい実用化システム技術がさらに要求されると予想される。
また、福島原発の廃炉のためのロボット技術開発を中核としつつも、今後の原子力施設の廃
炉・解体のためのロボット技術開発、原子力事故への備えとしての災害対応ロボット技術開発
を推進する必要がある。そしてさらに、それらの実証試験、機能評価、オペレータの訓練も含
め、開発されたロボットや機器を継続的に運用する体制・枠組みを構築していく必要がある［2］。
参考文献
［1］ http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/conference-j.html
［2］ 産業競争力懇談会「災害対応ロボットと運用システムのあり方プロジェクト」最終報告書，2013.
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5-5
〜テストフィールド〜

ロボットが発揮できる性能は使用条件に大きく左右される。たとえば、災害対応ロボ
ットは、瓦礫、土砂、浸水、汚染、火災などの厳しい条件下でロボットが作業を行う必
第

要があり、それを使用するユーザも同時に厳しい環境や制約条件下での作業を強いられ
ている。災害復旧や予防のためのロボットについても、人間のアクセスが困難な高所、
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狭所、水中、汚染、危険箇所などで作業を行えなければならない。
ロボットの実用性能を高めるには、使用される現場環境やそれを模擬したテストフィ
ールドでユーザの視点から試験を行わなければならない。実際に使用する上での問題点
を洗い出し、必要な改良・改善を図
ることは、適切な試験によってはじ
めて可能になる。わが国のロボット
の産業化のためには、それを長期間
にわたって繰り返し、継続すること
によってロボットの実用性能を磨き
あげることが必要であり、そのため
の制度や環境の整備が急務である。
田所 諭（東北大学大学院 情報科学研究科 応用情報科学専攻 災害科学国際研究所）
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〜NIST 性能評価の標準化〜
米国立標準技術研究所（NIST; National Institute of Standards and Technology）
では、国内外のユーザ、メーカ、研究者などと協力し、地上走行型災害対応ロボットの
性能をフィールド評価する方法の研究を行ってきた。現在それは ASTM の標準として
策定され、全世界 4 カ所（米国：NIST、Southwest Research Institute、ドイツ：
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung、日本：国際レスキューシステム
研究機構）に試験設備を設置している。
災害対応ロボットに求められる機能や性能、環境条件、耐久性には、5.1.2 に述べた
ように様々な要求があるが、NIST では、地上走行型ロボットについては、運動性能、
安全性・耐久性、物体のハンドリング、人間システムインタラクション、無線通信、エ
ネルギー、センサ・センシング、ロジスティクス、専門用語などについて標準化を進め、
2013 年現在で 15 の ASTM の標準規格が作られている。
標準化の目的は、米国の緊急対応組織が政府予算でロボットを調達し配備する際の基
準を定めること、性能評価法を明確化・基準化することでロボットメーカや研究機関が
研究開発や改良の目標を定め易くすること、ロボット操縦の熟練度の基準を定めること
によって使用訓練の指針を立てやすくすることにある。それによって災害対応ロボット
第

の市場を整備し、産業競争力の強化を図ることがねらいである。
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田所 諭（東北大学大学院 情報科学研究科 応用情報科学専攻 災害科学国際研究）

5.3. フィールドロボットの新しい視点
これまでのロボット開発は個別のニーズに基づき、人を代替えするものとして進んできた。
しかし、人ができることは人でやれば良く、事実、多くの研究開発が日の目をみることなく今
日に至っている状況がある。一方、極限作業に代表されるような人が近づけない環境下の作業
は、人で代替えができないものであり、ロボットでしかやれないものといえる。したがって、
極限作業ロボットは、原子力分野をはじめ、多くの実用実績がある。しかし、極限作業そのも
のがすぐにやる必要のないものでもあるとの意見もあり、原子力を除いてその市場性は大きい
とはいえない。すなわち、“ 人に代わって ” というニーズがロボット化を大きく推進するもの
でなく、今より “ 安く早く安全に ” できればロボットを導入するという消極的ニーズに過ぎな
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いともいえる。これまでのフィールドロボットは、典型的な人作業の代替えであり、その意味
ではロボットの普及は進んでいかない状況にあるともいえる。
そこで、発想を変えて、“ ロボットが存在しないとシステムそのものが成り立たない ” もの
があるとすれば、ロボット市場は爆発的に増えるとの仮説を展開してみる。当然、そもそもロ
ボットがないといけないシステムをつくる必要はないとの考えもあるので、ロボットオリエン
トなシステム作りはうまい方法ではない。
幸か不幸か少子高齢化社会問題を乗りきるためには、
これまでの歴史にない社会システムや暮らし方の変更や、超少人数や高齢者でも実施可能な作
業システム等、社会創造ともいうべき要求課題がある。この観点でのフィールド作業システム
を構築しようとすれば、まさに、ロボットがなければ実現できない多くのシステムが存在して
いることに気付けるはずである。このような視点でフィールドロボットの活躍の場を考えるこ
とは、意義深いもので、その考え方について、いくつかの例を紹介する。その根底にあるのは、
経済規模を減らさずに現在の生活レベルを維持するということであり、いわば、ロボットが社
会の一員として大きな役割を担う歴史上はじめての社会つくりともいえる。

（１）減った人数で同じ仕事：ロボット支援新工法システム
建設作業等では、若い人の参入が少なく、現状と同じ工事を実施できるかの問題が存在して
いる。したがって、数十年先には、これまでの半分の人数で同じ作業量をこなさないと、工期
が遅れ、社会の維持に支障が出ることが予想される。（図 5-26）は、現状の半分の人数で同じ
作業を実施できる天井ボード解体システムである。この例では、従来と同じ面積を同じ工期、
同じコストで実施するシステムが作られている。このためには、人と同じ工法を自動化するの
でなく、切断線（軽鉄）を検出しながら超高圧（25MPA）ウォータジェットで天井ボードを
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高速（1m/sec 以上）で切断する新しい工法が開発されている。超高圧ウォータジェットは人
に危険であること、人は切断線を目視発見できないことがあり、この工法はロボット化がなけ
れば実現できないものでもある。人の作業はロボット移動を妨げないように、ホースと電線を
裁くだけであり、高齢者にも容易な作業となっている。すなわち、人口減少社会を新しい作業
システムを取り入れ、それをロボットが実現するシステムの有効性を例証したものといえる。

図 5-26
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天井石膏ボード解体システム

（２）過疎への対応：地産地消による経済性維持
①

水田バイオ燃料生成消費システム
過疎地問題は、単に人口の減少、労働人口層の減少、及び、高齢者の増加として語られるこ

とが多いが、過疎地域で持続的に暮らしていくための経済的豊かさを抜きに論じるのは問題が
ある。すなわち、過疎は暮らしを支える基盤が弱く、人口の流出を招いてきた歴史を忘れては
ならない。少ない人数となっても、生き方を変えることはたやすいことではない。しかし、収
入を増やすことの手段はいくつか考えられる。
（図 5-27）には、いわばエネルギーと稲栽培の二毛作ともいえるもので、空いた水田（休耕
田、冬場）で、稲わらを使ったバイオメタンを作り、水田の直近での発電や給湯（暖房）、また、
排ガスを用いたハウスの CO2 管理等を行うエネルギーの地産地消型システムである。藁だけの
集荷は、米収穫に比べはるかに容易であり、フィールドロボットで、稲わらの刈り取り集荷や、
畝つくりを実施することは困難なことではない。さらに、保守を除いてほぼ無人化も可能であ
り、過疎地農業を少人数で維持できる。従来の大規模化農業との違いは、はるかに少ない耕地
面積で、米栽培収入と同等の電気や熱が得られることであり、山間地等への適用も不可能では
ない。さらには、温室暖房費用の節約や廃熱をメタン発酵田に戻すことで、冬場のメタン発酵
を促進させることができる。一方、通常水田は温室効果ガスであるメタンの大量発生要因でも
あり、本システムでメタンを燃やし、
電気やお湯に変えることは、自然環境

図 5-27

地産地消メタン生成・発電システム

の維持にもなっている。また、耕作者
のいない休耕田は、耕作放棄地にもな
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りやすいが、それを防止し、里山の自
然を守ることは持続可能な農業にとっ
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て有意義なことである。また、自然エ
ネルギーの常であるが、生産されるメ
タン量は変動があるため、ロボット技
術を活用した入力変動対応エンジンを
投入する等、ロボット技術をフィール
ドに総動員したシステムとすることが
肝要である。
②

山ごと保全システム
日本国土の 2／3 を占める森林は、木質資源の供給というだけでなく、水土保全、地球環境

保全といった機能面からも近年特に重要視されている。中でも、森林資源量の計測は、森林を
取り扱う上でもっとも重要な作業の一つであるが、人手による多くの労力と経費を必要として
いる。森林内の樹木の配位状況や形状を計測した 3 次元森林地図（図 5-28）を作成し、計測
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データから森林資源量等を同時推定

図 5-28

3 次元森林地図の例

し、木材生産や炭素固定など森林の多
面的機能を定量的 ･ 定性的に評価する
方法の開発と応用が進んでいる［1］。
これまでの林業ロボットは伐採や枝
打ち等の直接作業をロボット化する観
点で開発が進んできた。しかし、視点
を山ごと管理することにおけば、様々
なロボットの活躍が期待される。この
考え方は、山全体をロボットシステム
としてとらえる発想ともいえる。すな
わち、大きなシステムの中で、人とロ
ボットが機能を相互補完し、全体として省人化、経済性向上を図るもので、人・ロボットの協
調・連携をはかる試みとして、注目すべきフィールドロボティクスと考えることができる。
③

6 次産業支援のフィールドロボティクス
農林水産業の生きる道の一つが 6 次産業化といわれている。6 次産業化とは、生産者と消費

者を直接生産者が結びつける概念である。この概念を進めると、世界規模で生産物を集積化し、
加工を行うことなども考えられる。たとえば、カツオ等の魚介類の漁場と漁港を大規模に連携
し、その加工を超省人化工場で実施するシステムを構築することがあげられる。バラバラでは
成り立たないロボット加工工場も大規模化することで採算を取りやすくなる。現状の仕組みを
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ロボットで代替えするのでなく、仕組みそのものを変えることによってロボットが不可欠とな
る例の一つである。
参考文献
［1］ 坪内孝司他，ICP を応用した傾斜地 3 次元立木マップの構築，第 12 回システムインテグレーション
部門講演会（SI2011）予稿集，2011.12.23.

（３）過密への対応：拠点ネットワーク無人物流システム
過疎の進展は皮肉なことに、その受け皿としての都市の過密をもたらし、あくなき利便性追
求によってますます進行している。この傾向は、大災害時の損失の極大化をもたらし、社会構
造上の大きな問題を内包することになる。一方で、少子高齢化は都市においても急速に進行し
ており、局部的限界集落化は持続可能な社会保障の観点からもさけて通ることはできない問題
である。また、人口の集中は避けるべきであるが、すでに便利さを手にいれた人々の賛同を得
ることは容易なことではない。さらに、地方でも中核都市コンパクトシティー構想がすすみ過
密問題を助長する傾向にある。
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これらの一つの対策は、集中と分散を適度にちりばめたゾーンづくりである。しかし、ゾー
ン間を人がはげしく移動すれば、交通渋滞や排気ガス問題が発生しかねない。（図 5-29）は、
集中ゾーン間の無人物流システムである。ロボット専用の簡易道路やトンネルを電気駆動のフ
ィールドロボットで結ぶ構想である。ロボットを小型化し、レール不要な走行やすれ違い走行
を実現すること、また、ロボット専用路とすれば、人には不可欠な空調施設や緊急避難施設を
排除することができ、走行路建設費の大幅な縮減が可能となる。都市改造には困難が伴うが、
小径の低コスト大深度地下トンネルを利用することで、実現性は増すように思える。本システ
ムのキーは人を移動させるより、ものをロボ
ットで移動させたほうが経済的に有利な仕組
みづくりにあり、この変形やそれ以外にも多

図 5-29… 小口径地下トンネル自動搬送シ
ステム

くの英知を集めることができよう。
なお、このような発想は、すでに（社）日
本ロボット工業会の平成 15 年度

社会資本

構築及び維持・管理のための次世代 RT（次
世代ロボット技術）に関する調査研究報告書
にも紹介されている。
これらの例の実現には多くのハードルが予
想されるが、社会を変える重要な基盤として
ロボットが役に立つ例として紹介した。新し
いフィールドロボット（ロボティクス）思考
の展開に役にたつものである。
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