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●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　

「Focus NEDO」編集担当宛て
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等を
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/index.html
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昨年度各地で開催した「NEDOフォーラム2016」の様子

昨年度の「イノベーション・ジャパン2016」のNEDOゾーンの様子

全国各地5カ所で開催！
ベンチャー・中小企業等の支援制度を紹介

NEDOフォーラム2017
2017年9月26日（火）：兵庫県、10月6日（金）：山形県、
10月27日（金）：長野県、11月8日（水）：三重県、
11月21日（火）：熊本県

全国から500を超える大学、ベンチャー・中小企業が集まる！

イノベーション・ジャパン2017
～大学見本市＆ビジネスマッチング～
2017年8月31日（木）～9月1日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1・4ホール

7
月

9
月

8
月

5～7日
　第12回再生可能エネルギー

世界展示会
6～9日
　StartupThailand
10～13日
　イノプロム2017
14日
　NEDO 「TSC Foresight」
　セミナー（第1回）
25～30日
　Thailand Industry Expo 2017
26～27日
　環境部事業報告会

1日
　ナノテクノロジー・
　材料技術分野の
　技術ロードマップ策定に係る
　調査事業成果報告会
9日
　さいわい子どもエコフェア
31～9月1日
　イノベーション・ジャパン2017

２日
　科学とあそぶ幸せな一日
19～22日
　NEDO新エネルギー成果報告会
20～22日
　日印エネルギーフォーラム2017
　“エキシビション”
26日
　NEDOフォーラム in 兵庫
27～29日
　第44回国際福祉機器展

H.C.R.2017

2017年

1～5日
　創エネ・あかりパーク2017
8日
　NEDOフォーラム in 三重
21日
　NEDOフォーラム in 熊本

10
月

11
月

3～6日
　CEATEC 2017
4～5日
　Innovation for Cool Earth 

Forum（ICEF）
５～6日
　「次世代人工知能・ロボット
　中核技術開発」ワークショップ
　（ビジネスマッチングイベント）
6日
　NEDOフォーラム in 山形
11～13日
　BioJapan2017
27日
　NEDOフォーラム in 長野
30日～11月２日
　Asia Energy Efficiency 
　Conference & Expo(AEECE)

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
さまざまな事業や技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。

　NEDOは2017年8月31日（木）から9月1日（金）に、東京ビッ
グサイトで「イノベーション・ジャパン2017～大学見本市＆
ビジネスマッチング～」を科学技術振興機構（JST）と共に開
催します。業種を超えたオープンイノベーション実現に向
け、全国から500を超える選りすぐりのベンチャー・中小・中
堅企業、大学等が集まり、研究開発の成果や最新技術の展
示・プレゼンテーションを行います。
　NEDOゾーンでは、“ビジネスマッチング“として、NEDOが支
援するベンチャー・中小・中堅企業、研究者が集まり、超スマー
ト社会を目指すIoTや高齢化社会への課題解決となる福祉技
術、ロボット・AIや装置・デバイスなど、今、注目の技術を展開す
る100の企業等が出展。JSTゾーン“大学見本市”も併せて、優れ
た技術を発掘する“リアルなビジネスマッチングの場”としてお
役立てください。ご来場をお待ちしています。

　NEDOは2017年９月から11月にかけ、全国５カ所で
「NEDOフォーラム2017」を開催します。
　本フォーラムは、NEDO事業の成果、活用事例、支援制度
をわかりやすく発信することで、地域における企業、大学等
の皆さまにNEDO事業を知っていただき、事業の活用を促進
し、地方創生や地域経済の活性化に寄与することを目的に
開催します。各会場では、NEDO事業の成果を活用した企業
等による技術開発事例や、地域での取り組みを、講演やパネ
ル展示等で紹介します。NEDO支援制度への応募を検討さ
れている方のための個別相談会も各会場で実施します。ぜ
ひ、お気軽にお越しください。

本誌をお読みいただいた
感想をお聞かせください。
いただいた感想は、今後の
広報誌等制作の参考と
させていただきます。
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ブレークスルーは
必ず起こる
宇宙飛行士

山崎 直子さん

　『2001年宇宙の旅』という映画がありますが、現実の宇宙開発は映

画のようには進んでいないものの、通信の速度やコンピューターの小型

化など、映画の世界よりも圧倒的に速いスピードで開発が進んでいる技

術もあります。一言で宇宙技術といっても分野はものすごく広く、さまざ

まな技術の集積で成り立っています。

　なかでもロボット技術は、私自身、学生時代に制御の研究に携わって

おり、ロボットなくしては宇宙開発の今後の発展はないという思いできま

した。例えば、国際宇宙ステーションといった巨大な建造物は、人間だけ

では作業ができないため、ロボットアームの助けを借りながら組み立て

ています。実際に宇宙でこうした作業を行う中で強く感じたのが、人とロ

ボットが協調することの大切さ。信頼性と安全性です。

　地上ではこれまで、いかに無人でできるか、人のいない場所で活躍す

るかといった観点で、産業用ロボットの研究が進んできました。現在、人

の生活をサポートするロボットの開発も進んでいますが、宇宙では、宇宙

ステーションという限られた場で、機械もあれば人もいるという状況とな

ることから、早い段階で人とロボットの協調が重要視されてきたと思い

ます。ただ、これからは宇宙も地上も、人とロボットの関係では目指すと

ころは一緒ですね。

　2020年に、世界のロボット関係者が一堂に集まってロボット技術を

競う「World Robot Summit」が日本で開催される予定です。“ロボッ

トの競技”といっても、ロボットも人もそれぞれ機能拡張が進むと、人と

ロボットの境界がどんどん狭まっていくのかなと思います。

　今までの延長線上で技術を考えていくのは、改善にはなりますが、イノ

ベーションを起こそうとするとき、1世代、2世代飛び越えて先を見ること

も大切です。荒唐無稽な夢と思われているような技術も、ブレークスルー

は必ず起きるものです。そのときに、技術面だけではなく法律や倫理、社

会の設計がどう変わっていくか。宇宙開発もロボットも、技術の進歩と合

わせて、多くの人にどう活用してもらうかというソフトやアイデアの部分に

も、注目していきたいですね。

やまざき なおこ

東京大学大学院航空宇宙工学専攻修士
課程を修了後、NASDA（宇宙開発事業
団、現・宇宙航空研究開発機構／JAXA）
に入社。日本実験棟「きぼう」の開発業務
に携わる。2001年9月に宇宙飛行士に認
定され、10年4月、スペースシャトル ディ
スカバリー号による15日間のミッション
に参加。ISSやスペースシャトルのロボッ
トアームの操作などを担当。11年8月に
JAXAを退職後は、内閣府の宇宙政策
委員会委員等を務める。経済産業省と
NEDO主催のWorld Robot Summit実
行委員会諮問会議委員。

未 来 技 術への提言
Directing the Future
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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】

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・産業技術に関するさまざまな事業や
技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。



人口減少の時代に期待される
ロボット・ドローンの活躍

日本では高齢化と共に少子化が進み、全人口も2008年を
ピークに減り始めています。とりわけ15～64歳の生産年齢人
口は大幅に減っていくことが予測されており（図1)、いかに生
産力を保つかが国の大きな課題となっています。

また、橋やトンネル、ダムなどのインフラストラクチャーの
多くは、完成から50年以上を過ぎており、老朽化の対策を施
さなければなりません。加えて、地震などの災害の多い日本で
は、人的・経済的被害をできるだけ抑えることが長らくの課題
となっています。

これらの課題に対する解決策の一つとして、ロボットやド
ローンの活用が注目されています。人の補助的な作業を担うだ
けではなく、危険や困難を伴う作業を人に代わって行うなど、
人手不足の解消、安全性や効率性の向上等につながるものと
して期待されています。

ロボット等の活躍に対する期待は経済成長においても大き
く、その期待度はこの分野の市場拡大予測にも表れています
（図2）。世界では、工場の機械化、電力による大量生産、情報
技術による自動化に次いで、ロボットや人工知能（AI）などの
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特集		1

インフラ維持管理・災害対応・
ものづくり・サービスが変わる！

ロボット・ドローンの
ある未来社会

技術革新による「第4次産業革命」の時代を迎えているといわ
れています。この潮流の中で、世界をリードすることは日本に
とっての好機であり、“ロボット大国”として知られる日本の役
目であると認識されています。

日本政府は以前より「ロボット新戦略」をはじめとした政
策を掲げ、ロボット分野の発展を推進してきました。2017年
6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」では、次世代
ロボットの利活用推進等を具体的施策に掲げ、2020年の
ロボット国内生産市場規模を、製造分野、サービス分野等の
非製造分野それぞれ1.2兆円まで拡大するという数値目標も
設定されています。

技術の開発だけではなく
社会実装のためのチャレンジ

こうした中、NEDOはこれまで行ってきたロボットの技術開
発に加えて、それらを確実に社会に届けるために、一歩踏み込
んだ新たな取り組みを開始しています。NEDOロボット・AI部
の綾良輔主幹は「これまでは性能や構造の高度化といった技
術開発を中心に取り組み、すでにロボットはかなり身近な存在
になりました。今後はさらに一歩進んで、ロボットと人間が共
存しながら社会課題を解決していくために、“社会実装”を目

未来の社会が抱える課題の解決策として、
ロボットやドローンの活躍が期待されています。
NEDOは、技術開発を推進すると共に、身近な生活の中で役立てることを見据えて
プロジェクトに取り組んでいます。各分野でのプロジェクトと共に、
ロボット・ドローンが活用される未来社会のビジョンを紹介します。
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指して、各プロジェクトに取り組む新たなステージに入りまし
た。ロボットの性能を評価する仕組みを構築したり、まだ確立
されていないドローンの規格の国際標準化に貢献したりといっ
たことは、その一例です」と語ります。

そこで、「インフラ維持管理」「災害対応」「ものづくり」
「サービス」の各分野におけるロボット等活用を目指した
NEDOの具体的な取り組みや、人材育成、環境整備といった
社会実装を後押しする上での課題等、ロボット・ドローンのあ
る未来社会のビジョンを紹介していきます。

綾 良輔
NEDOロボット・AI部
主幹 出典：NEDOニュースリリース「ロボットの将来市場予測を公表」（2010年4月23日）

出典： 2015年までは総務省「国政調査」（年齢不詳人口を除く）、2020年以降は国立
社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生
中位・死亡中位推計）
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NEDOプロジェクトが進める

NEDOではロボットやドローンの性能向上のための技術開発に加えて、
社会実装に向けた取り組みも加速しています。
実際のプロジェクトを通して、インフラ維持管理、災害対応、ものづくり、サービスといった
各分野において、人とロボットが共存する未来像を明らかにしていきます。

建設から50年を過ぎて、老朽化する橋やトンネルが加速度
的に増えています。維持管理するには費用も専門的人材も必
要です。特に、全国70万ほどの道路橋の約7割を保有している
地方自治体にとって、財政面や技術者不足は大きな課題です。
そこで、NEDOは企業や自治体と連携し、ロボットやドローン
を使って効率よく橋やトンネル、ダム等のインフラ構造物を点
検支援する未来社会の早期実現を目指しています。

その取り組みの一つが、「インフラ維持管理・更新等の社会
課題対応システム開発プロジェクト」において実施した、（株）
イクシスリサーチが富士フイルム（株）と共同開発した「橋

きょうりょう

梁近
接目視代替ロボット」による、神奈川県川崎市内の橋での実
証実験です。ロボットは懸垂型で、損傷の大きさやひび割れ幅、
撮影した画像位置を把握できる二眼カメラを搭載。作業者の
代わりに橋をくまなく撮影し、画像と位置情報をデータベース
に蓄積します。

イクシスリサーチの山崎文敬代表取締役は「そもそも橋は
高い所にかかっているので、人が点検を行う場合には足場の
設置と撤去にかなりの時間と費用がかかり、その間通行の妨
げになることが課題となっています。ロボットが点検支援すれ
ば橋桁を隅々まで撮影する時間はかかりますが、ワンボタンで
データの整理ができるので、全体で見ると大幅な作業時間短
縮が可能です」とロボットの有効性を説明します。

富士フイルムの菊池浩明氏は「橋の裏側等の暗い環境でも
損傷を見つけることができる高画質なカメラと明るい照明を
搭載しており、点検で要求される0.1mm幅のひび検出に対応

データの収集・管理を
ロボットを使って効率化

技 開 × 会 装術 発 社 実

橋やトンネル等の老朽化問題の解決を加速

人による目視点検や手描き作業を効率化
インフラ
維持管理

ココが変わる！

特集		1インフラ維持管理・災害対応・ものづくり・サービスが変わる！ロボット・ドローンのある未来社会

写真左から
山崎 文敬 氏
株式会社イクシスリサーチ
代表取締役

菊池 浩明 氏
富士フイルム株式会社
R&D統括本部画像技術センター

矢口 智行 氏
川崎市建設緑政局
道路河川整備部道路施設課 課長

内山 佳親 
NEDOロボット・AI部 主査

川崎市内での橋梁点検実証実験の様子。
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地震や火山・土砂等による災害が発生したときには、できる
限り被害を小さくすることが重要で、特に二次被害の危険等
があり人が立ち入れない災害現場では、ドローンやロボットに
よる状況把握が効果的となります。そのため、NEDOが推進し
ている土砂崩落・火山災害状況調査ロボットでは、ドローン（マ
ルチコプター）が上空から映像を撮影して立体地図を瞬時につ
くる他、土砂サンプリング装置を使って土砂を採取することも
できます。これらの情報を救助対策や警戒レベル判定等に生
かします。長崎県の雲仙普賢岳で行われた実証実験では、実
施者の国土交通省から高い評価を得ました。

また、トンネル内の崩落災害でも、引火性ガス充満等の危険
があり、救助活動は難航する場合があります。そこで、人の代
わりに崩落状態やガス状況を把握する探査ロボットを開発し
ました。移動ロボットでは国内初となる防爆認証も得ていま
す。無線操縦の他、トンネル等の閉鎖空間では光ケーブルによ
る有線により1000mまで遠隔操作できます。

ロボットで被害情報を災害直後に迅速かつ的確に把握する
ことで、人的または経済的被害の最小化を目指していきます。

ドローンで災害状況を入手
トンネル内を進む防爆ロボット

災害直後の状況把握をより迅速・的確に実行

人が立ち入れない現場情報をいち早く届ける災害対応

ココが変わる！

します。二眼カメラで撮影することにより、ひび割れ幅も計測
することが可能になります」と、人の目を代替する撮影機能に
ついて解説。

橋の管理者の立場である川崎市道路施設課の矢口智行課
長は「従来は専用スケールを使ってひび割れを計測し、手描き
スケッチで調書を作成していましたから、省力化につながると
高評価です。データを蓄積していけば劣化の進行具合も把握で
きるので、補修前点検等にも用途が広がります」と語り、実用
化に向け確かな手応えを感じたようです。

企業・自治体・省庁をつなぎ
新たな一歩へ

イクシスリサーチ山崎代表取締役は「インフラ維持管理で
は、とにかく確実に点検データを集めることが第一。作り手の
自己満足にならないよう、徹底的に現場のニーズと使いやすさ
を考え、簡易な操作を実現しました」と、語ります。

NEDOロボット・AI部の内山佳親主査は「現状でロボットは
人による点検の代替ではなく支援という位置づけですが、ロ
ボットが点検現場で役立つことを示し、関係省庁と連携するな

どして規制の扉を開けていくこともNEDOの役割だと認識し
ています。この実証は、実用化に向けてロボットが使えること
をアピールできる代表的な事例となりました」と述べます。

橋梁にはさまざまな形状やタイプがあるため、それらに合わ
せて、空中でも比較的安定して姿勢を保てるドローン等の開発
も行われています。また、ダムの堤体を水中カメラで撮影して、
劣化状態を点検支援するロボット等、さまざまなインフラ構造
物の安全な維持管理に向けたプロジェクトが進行中です。

川崎市内での実証実験は、川崎
市、イクシスリサーチ、富士フイル
ム、NEDOが連携して実施。

有線コントローラーを使い、地上から
ロボットを操作する。設置・撤去が容
易で、3 名で作業が可能。

ドローンの自律飛行により立入制限区域
内を飛行し、高精度な画像データや 3 次
元地形を取得。そのデータから火山地域
での土石流災害を予測する。

引火性ガス雰囲気内を探査するロボットであり、移動ロボットとして国内で初めて防爆
電気機器の検定機関による防爆認証を取得している。
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日本は産業用ロボットの出荷・稼働台数で世界一の国です。
しかし、用途を特化したロボットの導入費用は高く、中小企業
等はロボットを十分に活用できていない面があります。

そこでNEDOは、中小企業等のもつ特定ニーズに応えられ
るような用途として、ニッチ（隙間的）なものづくりに特化した
ユニークなロボットの開発に注力してきました。

さらに、もう一つのアプローチとして、汎用的なロボットシス
テムの開発も進めています。例えば、アーム部分は共通の形に
して、先端のピッキング部分だけ用途によって付け替えるよう

サービス分野（非製造分野）では、ロボットが効果的に行える
作業にロボットを積極活用することで、人が人の価値をより高く
見いだせる作業や活動をすることができるようになります。

NEDOは「ロボット活用型市場化適用技術プロジェクト」に
おいて「全自動衣類折りたたみ機」の開発に助成をしていま
す。seven dreamers laboratories (株)がパナソニック（株）
や大和ハウス工業（株）と共同開発し、2017年度内の発売
を目指している製品「ランドロイド」です。ランドロイドの下部
ボックスに衣類を入れると、画像処理技術やロボットアーム等
が連携して衣類を折り畳み、アイテム別、家族別などに仕分け
して収納することまで可能です。

本開発により、衣類の動きや状態を画像処理技術により把
握しながら制御する部分と、形の崩れやすい柔軟物をハンド

に、汎用性を高める新たな共通化技術を「プラットフォーム・ロ
ボット」に導入することで、より安価なロボットをより多くの企
業が購入できるようになります。「easy to use」（使いやすい）
というキーワー
ドを念頭に、も
のづくりの分野
でも貢献してい
きます。

リングする部分の技術を高めています。同社robotics事業部
の北川宏司氏は、「2005年から開発を始め、ようやく皆さん
の生活の中で使っていただけるメドが立ちました。このロボッ
トは、目の役割を果たす画像解析、誰の洋服か判断するAI、折
り畳む手の役割となるロボティクスという、３つの技術がカギ
となっています。将来的には洗濯物を畳むだけではなく、乾燥
機と連動させたり、タンスの奥に眠る洋服をデータ化し新たな
コーディネートを提案するなど、“オンライン・クローゼット”と
いう概念も実現したいと考えています」と話します。

NEDOロボット・AI部の木
村紀子主査は、「すでに、家電
メーカーや住宅メーカーと連
携されていますが、家庭のみな
らずホテルやアパレル等、開発
成果の活用が見込まれる市場
は大きいと思います」と期待を
寄せています。

「ニッチ」そして「汎用」の両面から
「easy	to	use」を目指す

画像認識技術で衣類を認識し
ロボットアームが折り畳む

特集		1インフラ維持管理・災害対応・ものづくり・サービスが変わる！ロボット・ドローンのある未来社会

中小企業のものづくりの力がさらに向上

「プラットフォーム・ロボット」の実現へものづくり

ココが変わる！

サービス業の裏方作業をロボットが担う

生活時間をより有効に、生産性の高い活動へサービス

ココが変わる！

衣類を無造作に入れておけば、畳んだうえに仕分けしてくれる。1枚あたり5～12分かか
るが、就寝中や外出時に畳んでおいてくれる。

写真左から
北川 宏司 氏
seven dreamers laboratories株式会社
robotics事業部

木村 紀子 
NEDOロボット・AI部 主査

柔軟物の変形状態を認識して作業するロボット。ケーブル組
み付け等これまで自動化が難しかった領域でのロボット活用
の拡大が期待される。
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他にもある！

ロボット社会実装への道
新たな技術が社会に浸透し、役立てられていく過程では、技術開発以外のさまざまな課題も
解決する必要があります。4つのキーワードで、NEDOの取り組みを紹介します。 福田 有里

NEDOロボット・AI部

ロボット技術を社会で役立てるには、ロ
ボット技術でイノベーションを起こせる人材
が活躍する必要があります。そこでNEDO
は、サービス分野のロボットビジネスを創
出できる人材を育成すべく「ロボットサービ

ス・ビジネススクール」を、2016年に開講
しました。初年度はeラーニング形式の授業
を実施。また、2017年4月からは、全国6カ
所で、デザイン思考、テクノロジー、技術経 
営（MOT）に関する講義と少人数での課題

解決型学習形式のワークショップ
を開催しています（表参照）。企
業でロボットビジネス事業を担当するビジネ
スマンや、イノベーション教育の従事者等、
多彩な受講者が集まっています。

ロボットやドローンが広く活用されるに
は、利用者等がその製品の性能を認識・把
握できるようになることが重要です。そこで
NEDOは、性能を評価するための基準をつ
くる取り組みを進めています。

具体的には、ドローン、陸上ロボット、水
中ロボット等の運用に必要とされる性能や
安全性についての評価軸、評価軸に沿った

性能レベルやその試験方法を明らかにし、
標準化の方策を含めて検討することを最終
目標にしています。

福島県が整備を進める「福島ロボットテ
ストフィールド」では、ドローンの性能を評
価するため、世界初となる完全自律制御に 
よるドローンでの長距離荷物配送を実証し
ました。

ロボットサービス・ビジネススクール		開催スケジュール	 	
テーマ 会場 日時

ロボットによる地域活性化 徳島／徳島大学 4月28日(金)～14月29日(祝)

ドローン 福島／ビッグパレットふくしま 5月12日(金)～15月13日(土)

医療福祉ロボット 大阪／大阪工業大学梅田キャンパス 6月23日(金)～16月24日(土)

RTミドルウェア活用 つくば／産業技術総合研究所つくばセンター 7月31日(月)

サービスロボット 東京／秋葉原UDX 10月20日(金)～10月21日(土)

パーソナルモビリティ 名古屋／ウインクあいち 12月8日(金)～12月9日(土)

人材育成

性能評価

ロボットビジネス創出の担い手を育てる

ロボット・ドローンの性能を評価する基準をつくる

たくさんの航空機が管制システムの下で
安全運航をしているのと同様、たくさんの
ドローンが各地の空を飛び回る未来社会で
は、ドローンの運航を管理するシステムが
必須となります。また、衝突回避の技術も

不可欠になることから、その環境整備にも
力を入れています。

運航管理の点では、運航管理統合機能、
運航管理機能、情報提供機能からなるシス
テムを開発し、ドローンの安全な運航をサ

ポートする開発を開始しました。
また、衝突回避技術では、地上に立つ鉄

塔や、空中を飛ぶ他のドローン等の物体を
検知して、即時に衝突を回避し、飛行を続
けるための技術等を開発していきます。

新たな技術が社会に普及するプロセスで
は、技術を利活用したときにどのようなこと
が起こるか、地域社会や市民の理解を得て
受け入れられる必要があります。そこで、ロ
ボットやドローンの社会普及が自分たちに
関わることと認識してもらうための取り組

みの一環として、「2015国際ロボット展」
では「ロボットによる過失を法によって裁く
ことはできるのか」をテーマに模擬裁判を
実施しました。

ロボットが関わる事故のリスクに備え
て保険を整備・構築することも課題です。

2016年の「NEDOロボット・AI
フォーラム」では保険会社の専門
家による講演を行い、介護ロボットで事故
が発生した場合にどのような賠償責任が生
じるかといった具体事例を交えて、現状と
課題を紹介しました。

環境整備

普及啓発

多くのドローンが飛び回る環境を整備する

法律や保険の観点からロボットのある生活を考える
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東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年、世界のロボットの叡智を集めた競演会
「World	Robot	Summit（WRS）」を日本で開催します（2018年にはプレ大会を開催）。
ロボットの社会実装への取り組みの一つとして、経済産業省とNEDOによる準備が進行中です。

　世界のロボットの叡智を集めて開催する競演会――それが「World 
Robot Summit（WRS）」です。世界のロボット関係者を一堂に集め、
競技や展示を通じて、ロボットの研究開発や、リアルな日々の生活、社
会、産業分野でのロボットの社会実装を加速させることで、人間とロ
ボットが共生し協働する世界の実現を目指します。
　ロボット競技は「World Robot Challenge(WRC)」という名称で、
世界初の店舗を舞台に行われる競技や、トンネルを舞台にした緊急時
の災害対応等、ロボットが活躍すると想定される実社会を反映した競
技内容となる予定です（競技カテゴリーはP.11を参照）。また、ロボッ
ト展示は「World Robot Expo（WRE）」という名称で、競技会開催
地で実施される先進ロボットやロボット技術を展示する集中展示と、
地域でのロボットの社会実装の先進的な事例を紹介する地域展示を
検討しています。

　競技会と展示会が互いに連携することで、人々のロボットへの意
識、興味や期待、理解を喚起させ、また、科学者や技術者間での研究
開発を促進させることで、ロボットによって暮らしや産業・社会をど

のように変えることができるか、その橋渡しの場となることを目指し
ます。
　経済産業省と共にWRSを主催するNEDOは事務局の役割も担って
いますが、担当するNEDOロボット・AI部の原大周主任研究員は、「日
本が主催する大規模イベントとして、世界のロボット関係者のみならず
多くの人を巻き込み、人とロボットのあるべき将来の姿を議論し、これ
からの方向性を世界に提案する場となればと思っています」と意気込
みを語りました。同じくロボット・AI部の井上麻里主任は、「WRSでは、
ジュニアカテゴリーもあります。ロボットの社会実装には、未来を担う
若者の革新的発想や創造的な技術進歩が欠かせません。これまで見た
ことがない新しいロボットに出会えることが、今から楽しみです」と期
待を高めています。
　WRSの成功には、多くの競技者、参加者が集まることが第一歩と
いうことで、広報部の髙津佐功助主任は、「ロボットをモチーフにした
WRSのロゴは、親しみを感じると評判です。特設WEBサイトでは、さ
まざまな情報や動画などでWRSを紹介していますので、国内外の多く
の方に関心を持ってもらえればと思います」と話します。
　WRSのメッセージは“Robotics for Happiness”。目指すのは、
人がロボットと共に暮らし、かつてない新しい幸福に出会うこと。夢を
託せる新しい技術、未来を確かなものにする驚くようなイノベーション
を、お待ちしています。

人間とロボットが共生し協働する世界の実現

「World	Robot	Summit」開催

特集		1インフラ維持管理・災害対応・ものづくり・サービスが変わる！ロボット・ドローンのある未来社会

髙津佐 功助
NEDO広報部
主任

井上 麻里
NEDOロボット・AI部
主任

原 大周
NEDOロボット・AI部
主任研究員

世界のロボット関係者が一堂に集まる

未来を担う若者の創り出す、
まったく新しいロボットに
会えるのが楽しみです

特設 WEB サイトに
アクセスして、

さまざまな情報や動画に、
注目して欲しいですね

人とロボットのあるべき将来を議論し提案する場に

世界に向けて、
人とロボットのあるべき
将来を提案する場に！
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変種変量生産（複数種の製品を必要
な数だけつくること）にも迅速かつ柔
軟に対応できる生産システムへの対応
に向けて、工業製品等の組み立てに必
要な技術要素を含んだモデル製品を
組み立てるためのロボットシステムを迅
速に立ち上げ、そのモデル製品を素早
く正確に組み立てる能力を競う「製品
組み立てチャレンジ」といった競技を行
う予定。

家庭における片付け（整理整頓、収納
等）や留守番対応を競う「パートナーロ
ボットチャレンジ（家庭内の各種作業
支援チャレンジ）」や、世界初の店舗を
舞台とした複数種類の商品の品出しや
入れ替え、客や従業員との交流、トイレ
の清掃などを競う「フューチャーコンビ
ニエンスストアチャレンジ（店舗におけ
る各種業務の自動化チャレンジ）」とい
った競技を行う予定。

バルブ開閉等の点検メンテナンス能
力を競う「プラント災害予防チャレン
ジ」、世界で初のトンネルを舞台とした
トンネル災害を想定した情報収集や
緊急対応を競う「トンネル事故災害対
応・復旧チャレンジ」、移動やセンシン
グ能力等の災害の予防・対応に必要
となる標準性能を競う「災害対応標準
性能評価チャレンジ」といった競技を
行う予定。

人材育成を主眼に、上限19歳までの
チームで、学校環境でニーズのありそ
うなタスクやそれを実現するプラットフ
ォームロボット（Pepper）のプログラミ
ングを競う「スクールロボットチャレン
ジ」や、サービスカテゴリーのパートナ
ーロボットチャレンジと同様のタスクを
想定してロボットを製作する「ホームロ
ボットチャレンジ」といった競技を行う
予定。

特設WEBサイト
http://worldrobotsummit.org/
メッセージ：“Robotics for Happiness”

大会概要や競技ルールブック、大会に込
めたメッセージ、イメージビデオ等、WRS
の情報が詰まった特設サイトがオープン
しています。2018年のプレ大会、2020
年の本大会開催まで、随時更新。このサイ
トを通じて、人とロボットが協調する未来
への期待、各カテゴリーでの最新ロボット
動向なども知ることができます。

名称 World Robot Summit 2018 （プレ大会）
会場　東京ビッグサイト　東 7/8ホール

【同時開催】
Japan Robot Week 2018

名称 World Robot Summit 2020 （本大会）
会場　愛知県国際展示場

福島ロボットテストフィールド（※）

※一部のインフラ・災害対応カテゴリーの競技を開催
（2020年8月中旬3日間程度）

【同時開催】
ロボカップアジアパシフィック大会
Japan Robot Week 2020

2018 2020

World Robot Summit 2018
TOKYO
10/17-10/21

2019

ものづくり
カテゴリー

Industrial Robotics
Category

サービス
カテゴリー

Service Robotics
Category

インフラ・災害対応
カテゴリー

Disaster Robotics
Category

ジュニア
カテゴリー

Junior
Category

開催スケジュール

競技会：競技カテゴリー

World Robot Summit 2020
AICHI/FUKUSHIMA
8月・10月予定

ロボット導入の事例を世界に発信するチャンス。

展示会
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特集		2
社会課題解決の先に見えてくる

人を豊かにするAI
近年、人工知能（AI）の研究開発が急速に進んでいます。

日本では、政府が人工知能技術戦略会議を設立するなど、

国を挙げてAIの研究開発に取り組んでいます。

これからも進化するAI技術によって

社会生活がどのように豊かになっていくのか、

NEDOが推進するプロジェクトと共に紹介します。

各領域において、
データ駆動型※のAI利活用が進む

個別の領域の枠を超えて、
AI、データの一般利用が進む

各領域が複合的に
つながり合い、

エコシステムが構築される

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ3
フェーズごとにAIの発達段階を整理

　「人工知能の研究開発目標と産業化ロードマップ」では、
「生産性」「健康、医療・介護」「空間の移動」の3分野につい
て、研究開発の発展段階をフェーズ1～3の3段階に分け、各分野
における研究開発目標を設定。現在はフェーズ1の段階で、おお
むね2020年をメドにフェーズ2へと移行、2025年～2030年
頃にフェーズ３に進むことを示してしています。

社会課題

技術進歩

障害物認識など
運転を補助

完全自動運転により
移動時間・空間を
仕事や趣味に活用

AIを活用した
健康管理

すべての診療・手術を
AIが補助、

在宅検診・診療の普及

IoT・AIを
活用した
スマート工場

IoT・AIを活用した
ものづくり、

流通・サービスの
融合・効率化

あらゆるモノ・サービスが
IoT・AIにつながる究極の
エコシステム（無駄ゼロ社会）

全ての人にセンサがつき、
日常的な予防医療の実施、
再生医療の進化等により、
健康長寿産業大国の達成

サイバー空間と
フィジカル空間の利用が拡大し、
移動そのものが高付加価値化して、

移動機器の
自動バージョンアップ等
周辺産業が発展

健
康
、
医
療
・
介
護

空
間
の
移
動

生
産
性

AIと関連技術が融合した
産業化のイメージ

※データ駆動型： 膨大なデータを収集、整備、共有し、データの分析と可視化によって
課題解決に役立てる。
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チェスや将棋、囲碁等で現役のトッププロに勝利するなど、
人工知能（AI）が社会の注目を集めています。こうした中、AI
の能力を高める研究開発だけではなく、社会の中でAIをどう活
用すべきかといった議論を含めて、産学官が一丸となって取り
組むため、2016年に総務省、文部科学省、経済産業省の３省
連携による「人工知能技術戦略会議」が設立されました。この
中でNEDOは、AIの研究開発と産業の連携を調整する「産業
連携会議」における各種タスクフォースの事務局を担当。同年
4月に経済産業省とNEDOが取りまとめた、AIの産業における
出口戦略「次世代人工知能技術社会実装ビジョン」の作成経
験を踏まえ、産業連携会議では「人工知能の研究開発目標と
産業化のロードマップ」の策定支援を行っています。

AI研究で先行する欧米に対する日本の戦略は、社会が直面
している課題を解決し、生活を豊かにしてくれるキーテクノロ
ジーとしてAIを位置付け、その活用のために必要な研究開発を
推進していくこととしています。

「最初に技術ありきではなく、目指す未来社会に向けて、必
要な人工知能を研究開発していこうというのが、基本的な考
え方です。加えて、日本が人工知能の分野で世界に先駆けるに
は、日本の強みを生かす必要があります」と、NEDOロボット・
AI 部の金山恒二主任研究員は説明します。

統計処理という側面を持つAIは、学習のベースとなるデー
タが必要になります。産業用ロボット等で世界をリードする日
本は、この分野におけるデータの蓄積があることから、ものづ
くり分野でのAI活用が真っ先に期待されます。一方、データさ
えあれば良いわけではなく、例えば、人とのコミュニケーショ
ンにAIを活用する場合では、人の表情、動作、音声等の複数の
データが必要になります。

AIの技術進歩は格段に早く、ロードマップも適宜、見直し
を図っていくことが求められますが、かつて馬車が自動車に替
わったように、AIというツールを使えば、“こんな風に仕事の
仕方が変わる”“こんな風に生活や社会が変わる”という未来
を、NEDOはプロジェクトを通じて社会に提示していきます。

AIの研究開発と産業化へのビジョンを共有

AIのロードマップについて議論するNEDOロボット・AI部の金山恒二主任研究員（AI
社会実装推進室長代理・写真左端）とAI社会実装推進室のメンバー。

生産現場では、自律型多能工ロボットが付加価値を生む作業
を行う。欲しいものを欲しいときに提案し即生産する「ハイ
パーカスタマイゼーション」が実現。

個別化医療の高度化が進むと共に、生体機能を代替する機器
により高齢でも健康的な生活が楽しめる。日常生活の中で生
体情報が記録され「未病」のための健康管理を実現。

移動機器や施設に設置されたセンシングデータをリアルタイム
分析することで都市交通・地域交通を最適化。自動運転の普
及により移動時間も自由に活用できる。

健
康
、
医
療
・
介
護

空
間
の
移
動

生
産
性

日本の強みを生かしたAIの研究開発を推進

AIポータル
NEDOでは「AIポータル」を開設し、関係府省・機関が連携
して推進する次世代人工知能（AI）の研究開発等の取組や
関連情報等、さまざまな情報を集約し紹介しています。
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ここまで実現可能に！

AI for something
これまでの基礎研究や先端技術研究開発により、高度なAI技術が次々と誕生しています。
NEDOでは、次のステップとして社会実装を加速させつつ、
さらに一段上の技術革新を推進。産業化ロードマップの内容を細分化した
「空間の移動」「ものづくり」「サービス」「健康・医療」の各領域から、
さらに豊かな社会を実現していきます。

NEDOは2015年度から、「次世代人工知能・ロボット中核
技術開発」を行っています。このプロジェクトには、「次世代
人工知能技術分野」と「革新的ロボット要素技術分野」の2つ
の柱がありますが、頭脳に相当するAI技術と、モノを動かすロ
ボット技術の両方の技術開発を進めることで、これまでAIやロ
ボットの導入を考えもつかなかった、まったく新しい未開拓の
分野での需要創出を目指しています。

同プロジェクトマネージャー（PM）
を務めるロボット・AI 部の関根久
PM は、その背景について、「日本
は AI 分野では後追いの立場。こ
れまでの延長線上だけで物事を考
えていたら、世界に勝てません。そ
こで、AI とロボットを融合して社会
で活用する上で、革新的な“ぶっと
んだ”とも形容できる要素技術開
発は重要です」と語ります。

その実現に向けた第一歩として、これまで大学や企業等が
それぞれで研究していたAI研究の知見を相乗的に生かせるよ
う、拠点形成を進めました。「画像認識や自然言語理解等、ロ
ボットを実用化するためのキーテクノロジーとして、AIの重要
性が急速に高まってきました。そこで、バラバラに研究開発が
進められてきたAI研究者の英知を結集した研究開発拠点を形
成すると共に、これまでの延長線上にとどまらない革新的な
人工知能を生み出すための要素技術の開発に着手し、各領域
向けにモジュール化しています」（NEDOロボット・AI部 石倉
峻主任）

技術ありきではなく、社会における課題解決の先進的な切
り札に――関根PMは、「産業技術力の強化のみならず、人を豊
かにする社会の実現こそ、AI活用の意義があります」と、プロ
ジェクトのゴールを見据えます。NEDOはこのような体制で、
AIの基礎研究と実用化の好循環を生むプラットフォームを形
成し、人を豊かにする未来社会の実現を目指しています。

関根 久
NEDOロボット・AI部 統括研究員
次世代人工知能・ロボット中核技術開発
プロジェクトマネージャー（PM）

石倉 峻
NEDOロボット・AI部
主任

AI for 空間の移動
AIで周囲の状況をリアルタイムに分析	

人工衛星が普及したことにより低コストで衛星画像を得られるよ
うになったことから、データの高付加価値化・ビジネス化が活発に
なっています。

NEDOプロジェクトでは、人工衛星から送られてくる膨大な画像
データをもとに、周囲にある建物等を検出。機械学習や深層学習
（ディープラーニング）の技術を用いて、画像データを分類・可視化
し、地上の施設を検出します。それにより、「メガソーラー施設」等の
特定の施設を把握する他、地上で起こった変化を検出し、把握するこ
とが可能になり、目的地までのスムーズな移動等に役立ちます。

AIにより目的地までの移動時間を有効活用

人工衛星から送られてくる膨大な画像データを解析して、
地上の施設を検出。
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AI for

AI for

ものづくり

サービス

機械学習で動作を模倣するロボット

ものづくりの現場では、従来の大量生産に対し、多品種少量生産
の進展が見込まれます。そのためには、産業用ロボットが、これまで
のような単一の動作ではなく、状況に応じて自律的かつ柔軟に対応
できるようにする必要があります。

そこでNEDOは、ロボットに搭載されたカメラの視覚情報と人の
動作との関係性を学習、模倣し、自律的に動作できるロボットを実
現するためのAIの研究開発に取り組んでいます。これにより、教える
ことが難しかった柔軟物の折り畳みや未学習物体のピッキングが可
能になるだけでなく、将来的にはティーチングレス・ロボットも実現
可能なレベルに達してきました。

経験や知識、生活情報をAIが解析

サービス産業の現場は、ものづくりの現場とは異なり、「モノ中
心」ではなく、「コト中心」です。そのため、より高品質なサービス
を創出するには、サービス現場における人の経験や知識、気付きと
いった「コト」を収集して分析し、業務の改善や再構築をする必要が
あります。

その実現に向けて、NEDOでは、人の業務における経験や知識、
気付きをデータとして収集。AIを使って分析する「生活現象モデリン
グ」により、業務の効率化やサービスの質の向上、新たなサービスの
創出を目指しています。サービス業の中で状況依存度が高い介護現
場等においても、現場の用語や行動を統一することでAIとの親和性
を高め、業務知識の構造化を支援します。

AIで少量多品種生産や製造現場の事故防止を実現

サービス産業における質の向上や新サービス創出を図る

AI for 健康・医療
生命科学系論文をキュレーションするAI

医療分野の基礎研究では、科学論文など学術文献から知識を得
ることが大変重要とされています。しかし、世界中から発信される膨
大な科学技術文献から必要な知識を得ることは困難で、データベー
スの構築・メンテナンスもできていないのが現状です。

このような課題に対して、NEDOは、優れたテキストマイニング・シ
ステムにより、膨大な文献情報から酵素反応やタンパク質の相互作
用といった生命系イベントを抽出するシステムを研究開発していま
す。高速かつ高品質に、酵素反応データベースや細胞内シグナル伝
達パスウェイデータベース等を構築することができるこのシステム
は、文献キュレーションとしての役割を果たします。

超高齢社会に向けAIを使って健康寿命の延伸に貢献

柔軟物の折り畳みを安
定した繰り返し動作で
実現。

身体的データに加えて、現場で得られた知識や気付き等を収集・分析し、生活現象
モデルとしてサービス向上につなげる。

膨大な文献情報（テキストデータ）からイベントを抽出し、さらに詳細な文献解析を
行った上で有益な生命系データベースを拡充する。

人が箱を上下させる様子を見て、ロボットが動作を再現。

大量文書からのイベント抽出による生命系データベースの拡充

膨大な酵素関連
英語文献情報

KEGG、PubChem、
UniProtKB等、
他のDB

酵素反応関連KW情報
　＋ 学習用文献

研究開発の概要

文献情報 : テキスト・データ
テキスト・データの注釈付

活性部位、
反応中間体等

酵素反応分類項目

●深層学習による汎用なイベント抽出システムの開発
●外部知識、文・文書間の情報を利用したイベント抽出システムの開発

イベント抽出

テキストマイニング・システム

酵素反応（生命系イベント）

想定される出口イメージ

【生命系科学文献キュレーション支援用テキストマイニング・システム】

学習
情報抽出

テキストマイニング・システム

イベント抽出による詳細な文献解析

EzCatDBへ登録
階層的酵素反応分類

反応分類

身体動作品質計測 現場主体の知識発現

現場行動計測 生活現象オントロジー

確率モデル 手続き知識

生活現象モデル

コト・ データ
認識結果 行動ログセンサ

質の向上

主観 主観
効率化

リスク低減気持ち 思い
行動

気づき

活動の場 改善の場
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専門用語や技術用語、難しい技術などが
出てくるニュースリリースを、
もっと簡単にポイントだけ絞って
お届けするコーナー。
NEDOの最先端技術の成果や取り組みを
分かりやすく解説します。

  

解  

説

用語解説

KTN
（タンタル酸ニオブ酸カリウム）
KTa1-xNbxO3の組成を持つ光学結
晶です。広い波長範囲で透明で大
きな電気光学効果を持つのが特徴
です。

電気光学効果
電圧をかけることにより、屈折率が
変化する現象です。屈折率が電圧に
比例するポッケルス効果と、電圧の2
乗に比例するカー効果があり、KTN
はカー効果を示します。

硬性内視鏡
内視鏡手術に用いられる機器の一
つであり、ビデオスコープと呼ばれて
います。直径10mm程度の金属性の
筒の先端にCCDカメラとライトガイ
ドが内蔵されており、ライトガイドで
患部を照らしつつCCDで観察しま
す。手術の際には、患部に小さな穴
を開け、この金属製の筒を体内に挿
入し、患部のイメージを観察しながら
手術を行います。

光干渉断層計
（Optical	Coherence	
Tomography：OCT）
光の干渉性を用いて深さ方向の構
造を高分解能・高速に観察する技術
です。レーザー光を用い、非接触・非
侵襲で画像を得ることができ、被曝
の心配のない断層撮影技術です。
近年、眼科、循環器内科を中心に、
医療現場で広く用いられるようにな
りました。

News Release　

News Release
14th of April 2017 
NEDO Project Succeeds at World's First 3D Imaging 
of Living Tissue with a Rigid Endoscope
– Achievement realized with an optical scanner using 
a KTN crystal –

NEDO IoT推進部の
「クリーンデバイス社会実装推進事業」に関する
２０１７年4月14日付ニュースリリースをピックアップ！

世界初、硬性内視鏡で生体組織の3次元イメージングに成功
―KTN結晶を用いた光スキャナーにより実現―

〈概要〉

　KTN（タンタル酸ニオブ酸カリウム）結晶は、電圧で屈折率が変わる特殊な電気光学

効果を持つ材料で、その効果は既存材料の中で最大です。この効果により光の偏向（ス

キャン）を従来材料の1/100の電圧で実現でき、これを、レーザー光を偏向するデバイス

（光スキャナー）に用いることで、従来の光スキャナーに比べ、大幅に高速・小型・低消費

電力で駆動させることが可能となります。

　NEDOは、「クリーンデバイス社会実装推進事業」において、NTTアドバンステクノロジ

株式会社と国立大学法人大阪大学と共に、KTN結晶を用いた、光スキャナー（KTN光ス

キャナー）を、硬性内視鏡に組み込みました。硬性内視鏡が要求する実用的な大きさ（手

のひらサイズ）を実現するためには、KTN結晶の優れた電気光学特性が不可欠であり、

KTN結晶だからこそ実現できた応用例となります。そして、この硬性内視鏡を光干渉断層

計（Optical Coherence Tomography：OCT）と組み合わせて用いることで、世界で初

めて硬性内視鏡による生体組織の3次元イメージングに成功しました。これにより、体の

表面に小さな穴を開けるだけで、組織内部のイメージをリアルタイムに低侵襲な診断・治

療を行うことが可能になります。

　国内の内視鏡手術は既に17万件を超えています。今回開発した3次元イメージングが可

能な硬性内視鏡は、従来の内視鏡手術やロボット手術にも展開が可能であり、幅広い医

療分野での使用が期待されます。今後、NTTアドバンステクノロジ（株）は整形外科をは

じめとする内視鏡手術に係る幅広い医療分野への展開を目指し、診断・治療用デバイスと

して医療機器メーカーへの提供を進めます。

2017年4月14日　ニュースリリース
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100753.html
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	世界で初めて、硬性内視鏡による生体組織の
3次元イメージングに成功！

	KTN結晶を使ったスキャナーを組み込むことで、
小型、高速、低消費電力で駆動する高品質な
イメージングが可能な硬性内視鏡を実現

注目技術

　今回開発した硬性内視鏡は、KTN光スキャナー2台で構
成されています。従来の一般的な光スキャナーが、鏡でレー
ザー光を反射させる反射型であるのに対し、KTN光スキャ
ナーは透過型であり、レーザー光を折り返すなどの複雑な
構成が必要ありません。このため、レーザー光の光軸に沿っ
て少数の光学部品を直線的に配置することで、低損失化を
実現。このシンプルな光学系により16mm角×183mm長、

重さ60gという長時間の利用に耐えられる小型で軽量な硬
性内視鏡を実現しています。
　また、KTN光スキャナーと、患部の深さ方向の生体組織
を高精細に観察できる断層撮影技術である光干渉断層計
（Optical Coherence Tomography：OCT）とを組み合
わせて使うことで、患部からの微弱な戻り光を損失無く検出
でき、高品質なイメージングが可能となりました。

低消費電力で高効率なクリーンデバイス

KTN光スキャナー
クリーンデバイスは、IT機器の普及で予想される消費電力の大幅な増加に対し、
エレクトロニクス機器の低消費電力化の実現を通じて、省エネルギー社会に貢献します。

◆ 解  説

「反射型」ではなく「透過型」で小型・低消費電力化を実現

◆ 今 後 の 展 望

革新的な技術開発を通じて、さらなる省エネルギー化を推進
　NEDO事業を通じて本技術の開発に成功したNTTアド
バンステクノロジは、動物実験や臨床試験を実施し、医療
機器としての実用性を検証していきます。また、さらに幅
広い医療分野への展開を目指し、診断機器としての利用に

加え、レーザー光を有効活用した治療装置への展開を進め
ます。NEDOはクリーンデバイスの開発を通じ、さらなる省
エネルギー社会を後押ししていきます。

KTN 光スキャナーの動作イメージ。

硬性内視鏡の構成図。

KTN 光スキャナーを組み込んだ硬性内視鏡。 取得に成功したヒトの指表面組織の 3 次元イメージ。

	体の表面に小さな穴を開けるだけで、
組織内部のイメージをリアルタイムに観察しながら
低侵襲な診断・治療を行うことが可能に

	機械的な可動部分が無い構造のため、
振動せず、長時間安定して精密な操作が可能に
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	実用化
ドキュメント
Vol.5
エネルギー使用合理化技術戦略的開発事業

空気冷媒でマイナス60℃を
実現する超低温冷凍システム

　マグロなどの流通を支える「超低温冷蔵倉庫」で、
従来のフロン系冷媒ではなく、「空気」を冷媒とした
革新的なシステムの開発に挑戦したのが、産業用冷
凍機メーカーの株式会社前川製作所です。本事業で
は、ユーザーとなる冷蔵倉庫事業者と協同で、「空気」
という安全で画期的な冷媒の活用と、年間消費電力
最大50％削減という高い「省エネルギー性能」を
併せもつ新技術を確立。空気冷媒冷凍システム「パ
スカルエア」を開発しました。

「フロン冷媒問題」を解決する、マグロにも
環境にも優しい空気冷媒冷凍システム

　マグロやカツオなどの安全な流通には、マイナス
60℃という超低温の冷凍・冷蔵技術が欠かせません。
しかし、大きな魚を凍結保管する「超低温冷蔵倉庫」
は 1960 年代に建設されたものが多く、当時の超低
温冷蔵倉庫でよく使われていたフロン (HCFC22：ハ
イドロクロロフルオロカーボン22) は、オゾン層を破
壊することからモントリオール議定書の規制対象物
質に指定されており、既に 2010 年から新規設備で
の使用が禁止。2010 年以降は既設の冷凍機への補
充用に限り HCFC22 の製造が許可されているもの
の、2020 年になると HCFC22 の製造自体も全廃
と決められています。
　そうした中、産業用冷凍機の主要メーカーである

前川製作所も、この「フロン冷媒問題」を前に解決
策を模索していました。そこでたどりついたのが「空
気を冷媒として使おう！」という発想です。「高分子
吸着剤による除湿型高性能空気冷凍システムの開
発」というテーマで、2003 年度から 2005 年度に
かけて NEDO プロジェクトによる実用化開発を実
施。従来のフロン系冷媒ではなく、「空気」を冷媒と
した革新的なシステムの開発に挑戦しました。

「パスカルエア」の心臓部ともいえる
一体型圧縮・膨張機

　空気冷媒冷凍システム「パスカルエア」は、基本
原理としては気体を圧縮すると発熱、膨張させると
吸熱するというシンプルな現象を利用しています。ま
ず庫内の空気を直接圧縮機に吸引して圧縮。それを
冷却水で冷やし、その後に膨張させると、最初の庫
内温度よりも低い温度の空気が得られます。これを
連続して行うことで庫内を冷却。従来システムのよ
うに、冷媒と冷蔵庫内の空気は熱交換器（エアクー
ラー）を介して間接的に冷却するのではなく、空気
自体が冷媒としてぐるぐると系内を循環して冷やすの
で、熱交換によるエネルギーロスがないことに加えて、
超低温冷蔵庫特有の冷却負荷を大幅に削減できるた
め、効率的な冷却が可能となります。
　このシンプルでエネルギー効率の高い冷凍サイク

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発事業」とは

　オイルショックを契機に、国を挙げて省エネルギーに取り組ん

できた日本ですが、加えて、1990 年代初めより、地球温暖化が

国際的な問題として議論されるようになりました。そこで NEDO

は、「新・国家エネルギー戦略」（2006 年 5 月）で示された目

標達成のため、省エネルギー技術の研究開発について幅広く公

募を行い、基盤研究から実用化開発、実証研究を含む技術開発

を戦略的に実施しました。

NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの
手に届く最終製品のなかで生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した
開発秘話とその後を追った、「実用化ドキュメント」の過去の記事を
要約して掲載していきます。ドキュメント
NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの
手に届く最終製品のなかで生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した

プロジェ
クトの

	その後
を追う！

プレイバッ
ク

ヒストリ
ー

CFC
1996年に全廃
R-１１・R-１２

2010年新規禁止
2020年に全廃
R-22・R-１２3

R-１34e・R-404A
R-407C・R-410A

HCFC HFC
(代替冷媒)

モントリオール議定書
（オゾン層破壊＋温暖化問題）

京都議定書
（温暖化問題）

フロン系冷媒

フロン系冷媒に関する国際的な取り
決め
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ルを可能にしたのが、圧縮機と膨張機を一体にした
「ターボ型膨張機一体型圧縮機」の開発でした。まず、
空気を一気に開放して膨張させる際に、風車を回す
ように羽根車を回転させる回転力を得て圧縮機の
モーターをアシスト。この圧縮機と膨張機がモーター
を含む回転軸を介してつながり、一体化しているとこ
ろが最大の特色です。これにより、圧縮機単体では
90kW のモーター動力のところで、羽根車を組み込
むことで約 2/3 の 60kW まで軽減できました。
　ほかにも、90℃以上の高温となる圧縮機とモー
ター部分と、マイナス 80℃になる膨張機側とで、軸
を境に 200℃以上の温度差があることから、温度差
の影響を想定した上で、構造設計や材料加工を行う
必要がありました。また、18,000rpmで高速回転す
るモーター部分を磁気軸受に変えたところ、磁気軸
受により回転軸は常に浮いている状態となりどこに
も接していないので、消耗する部品がなくなり、ほぼ
メンテナンスフリーにできることが確認できました。
　さらに、倉庫内に発生する水分の除去には、岡山
大学との共同研究で、高分子材料に循環空気中の水
分を吸着させて除湿する開発を実施。高分子材料で
はコスト的に高価になりすぎることがわかったため、
プロジェクトの後半で発想の転換を行い、あえて水
分を凍らせて、詰まっては困る位置の手前でキャッチ
する「フロストトラップ」を考案しています。

環境性能だけではなく
さまざまなメリットを再確認

　実用化の開発では、ユーザーである冷蔵倉庫会社
の協力もありました。マグロの水揚げ基地として知ら

れる静岡県焼津市にある深澤冷蔵株式会社の古い倉
庫を使って、フィールド試験が行われました。
　実際に使ってみると、その効果は期待以上で、風
量が少なくても十分に冷却でき、そのうえ庫内を均
一な温度帯に保てることから、貯蔵されているマグロ
の品質を保ちやすくなったこと、昔のシステムでは補
充用に必要なフロン冷媒や冷凍機油、不凍液等の購
入が不要となったこと、電気料金が 45％も削減され
たことなど、倉庫を運営する上での数々のメリットが
ありました。
　また、従来システムではエアクーラーが厚い霜で覆
われることから、時間とコストをかけ霜の除去作業
を行っていましたが、除霜費用もほとんど必要なくな
りました。そして、エアクーラーを設置しないで済む分、
庫内のスペースを有効活用できるというメリットもあ
り、より多くのマグロの貯蔵が可能になりました。

省エネルギーで運用面でもメリット
用途が広がる

　“冷凍倉庫を冷やすために空気を使う”、それだけ
でも十分なインパクトがあり、環境性能は大幅に向上
します。そのうえ、従来の超低温冷蔵倉庫が抱えて
いた数々の課題を解決。従来のシステムに比べて、冷
却負荷がおよそ 2/3 にまで削減。さらに、システム
全体での消費エネルギーは最大で 50％削減につなが
り、CO2 排出量も 40％削減できることになりました。
　また、運用面では、ほぼ大気圧（0.2MPa 未満）
で運転されるため高圧ガス保安法の適用外にもなり、
設備建設時の各種申請や保安責任者の常駐といった
事業者にとって大きな負担が不要になります。
　研究開発開始から約 5 年半となる 2008 年 12 月、

「パスカルエア」（冷凍能力 30kW）が発売開始とな
りました。そして 2017 年現在では、全国の超低温
冷蔵倉庫に 81台納入されるなど、マグロの冷蔵倉庫
市場を通じて、日本の食卓を支えています。
　また、これまで中心としてきたマグロ等の冷蔵倉庫
市場以外に、冷凍食品、製薬、化学分野にも１２台
納入事例ができたことで、応用展開が格段に広がり、
高温超電導冷却や半導体冷却、医療用材料（血清や
検体、DNA など）の保存、凍結破砕等、新しい市
場を開拓することが期待されています。

　本記事は、過去に取材を行った「実用化ドキュメント」に
最新情報を加えて、コンパクトに紹介しています。基となるス
トーリーには、さらに多くの開発エピソードが紹介されてい
ますので、ぜひウェブサイトをご覧ください。

 「実用化ドキュメント」では、プロジェクトに携わった企業
等の開発者にインタビューを行い、ウェブサイトで紹介。これ
までに93件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント

深澤冷蔵に導入された「パスカルエア」

図２
「パスカルエア」の実用化に欠かせ
なかった 3 つの重要技術

図１
「パスカルエア」の心臓部ともいえる
ターボ型膨張機一体型圧縮機

膨張機で発生する
動力を圧縮機動力
として使用し、
高効率化

系内低温部の水分、
霜を定期的に自動デフロスト、
乾燥機能（特許）

フロストトラップ
冷蔵庫内からの
霜を除去する
（ノウハウ）



特集1
インフラ維持管理・災害対応・
ものづくり・サービスが変わる！

ロボット・ドローンの
ある未来社会
特集2

人を豊かにするAI
未来技術への提言

宇宙飛行士　山崎 直子さん

出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/KH_100001.html

http://www.nedo.go.jp/events/CA_100142.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　

「Focus NEDO」編集担当宛て
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等を
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/index.html
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昨年度各地で開催した「NEDOフォーラム2016」の様子

昨年度の「イノベーション・ジャパン2016」のNEDOゾーンの様子

全国各地5カ所で開催！
ベンチャー・中小企業等の支援制度を紹介

NEDOフォーラム2017
2017年9月26日（火）：兵庫県、10月6日（金）：山形県、
10月27日（金）：長野県、11月8日（水）：三重県、
11月21日（火）：熊本県

全国から500を超える大学、ベンチャー・中小企業が集まる！

イノベーション・ジャパン2017
～大学見本市＆ビジネスマッチング～
2017年8月31日（木）～9月1日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1・4ホール

7
月

9
月

8
月

5～7日
　第12回再生可能エネルギー

世界展示会
6～9日
　StartupThailand
10～13日
　イノプロム2017
14日
　NEDO 「TSC Foresight」
　セミナー（第1回）
25～30日
　Thailand Industry Expo 2017
26～27日
　環境部事業報告会

1日
　ナノテクノロジー・
　材料技術分野の
　技術ロードマップ策定に係る
　調査事業成果報告会
9日
　さいわい子どもエコフェア
31～9月1日
　イノベーション・ジャパン2017

２日
　科学とあそぶ幸せな一日
19～22日
　NEDO新エネルギー成果報告会
20～22日
　日印エネルギーフォーラム2017
　“エキシビション”
26日
　NEDOフォーラム in 兵庫
27～29日
　第44回国際福祉機器展

H.C.R.2017

2017年

1～5日
　創エネ・あかりパーク2017
8日
　NEDOフォーラム in 三重
21日
　NEDOフォーラム in 熊本

10
月

11
月

3～6日
　CEATEC 2017
4～5日
　Innovation for Cool Earth 

Forum（ICEF）
５～6日
　「次世代人工知能・ロボット
　中核技術開発」ワークショップ
　（ビジネスマッチングイベント）
6日
　NEDOフォーラム in 山形
11～13日
　BioJapan2017
27日
　NEDOフォーラム in 長野
30日～11月２日
　Asia Energy Efficiency 
　Conference & Expo(AEECE)

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
さまざまな事業や技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。

　NEDOは2017年8月31日（木）から9月1日（金）に、東京ビッ
グサイトで「イノベーション・ジャパン2017～大学見本市＆
ビジネスマッチング～」を科学技術振興機構（JST）と共に開
催します。業種を超えたオープンイノベーション実現に向
け、全国から500を超える選りすぐりのベンチャー・中小・中
堅企業、大学等が集まり、研究開発の成果や最新技術の展
示・プレゼンテーションを行います。
　NEDOゾーンでは、“ビジネスマッチング“として、NEDOが支
援するベンチャー・中小・中堅企業、研究者が集まり、超スマー
ト社会を目指すIoTや高齢化社会への課題解決となる福祉技
術、ロボット・AIや装置・デバイスなど、今、注目の技術を展開す
る100の企業等が出展。JSTゾーン“大学見本市”も併せて、優れ
た技術を発掘する“リアルなビジネスマッチングの場”としてお
役立てください。ご来場をお待ちしています。

　NEDOは2017年９月から11月にかけ、全国５カ所で
「NEDOフォーラム2017」を開催します。
　本フォーラムは、NEDO事業の成果、活用事例、支援制度
をわかりやすく発信することで、地域における企業、大学等
の皆さまにNEDO事業を知っていただき、事業の活用を促進
し、地方創生や地域経済の活性化に寄与することを目的に
開催します。各会場では、NEDO事業の成果を活用した企業
等による技術開発事例や、地域での取り組みを、講演やパネ
ル展示等で紹介します。NEDO支援制度への応募を検討さ
れている方のための個別相談会も各会場で実施します。ぜ
ひ、お気軽にお越しください。

本誌をお読みいただいた
感想をお聞かせください。
いただいた感想は、今後の
広報誌等制作の参考と
させていただきます。
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