
少子高齢化の急速な進展に伴い、社会を支える人材不足が懸念されている中、
幅広い分野において、ロボット技術の活用が期待されています。
NEDOは、ロボットの導入・普及の促進はもちろん
国内のロボット産業の活性化を目指して、様々な取り組みを展開しています。

少子高齢化の急速な進展に伴い、社会を支える人材不足が懸念されている中、
幅広い分野において、ロボット技術の活用が期待されています。
NEDOは、ロボットの導入・普及の促進はもちろん
国内のロボット産業の活性化を目指して、様々な取り組みを展開しています。

NEDOの
マネジメント

ROBOT
TECHNOLOGY

ROBOT
TECHNOLOGY

ROBOT
TECHNOLOGY日本発、世界を変えるロボット技術

ロボット
TECHNOLOGY

26 Annual Report 2013 27Annual Report 2013

組織としての取り組みごあいさつ ハイライト エネルギー・環境分野 産業技術分野 環境負荷低減に
向けた取り組み

ロボットスーツHAL®福祉用

生活支援ロボット実用化プロジェクト（2009～2013年度）／2012年度予算：15.4億円）関連プロジェクト概要

災害対応無人化システム研究開発プロジェクト（2011～2012年度）／2011年度第3次補正予算：10.0億円）関連プロジェクト概要

生活支援ロボット安全検証センター

認証マーク

NEDOを事務局として、「ロボット技術の介護利用における重点分野」
（経済産業省・厚生労働省公表、2012年11月）のロボット介護機器を

開発する積極的意志を有する企業等を募り、関係省庁、関係機関、参加企業らに
よるパートナーシップを発足しました。利用者・介護現場等のニーズの把握やマッ
チング、行政からの開発に資する情報提供や、「ロボット介護機器開発・導入促進
事業」に参加企業などの意見を反映させるための意見聴取などを行う場として
活用しています。

NEDO
（経済産業省・厚生労働省公表、

開発する積極的意志を有する企業等を募り、関係省庁、関係機関、参加企業らに

成果

「ロボット介護機器開発パートナーシップ」を発足

東日本大震災（2011年3月）以降、災害用
のロボット技術は、様々な災害現場に対応

可能な汎用性、迅速に投入可能な機動性、過酷環境下
での耐久性などの課題があることが明らかとなりま
した。
　そこでNEDOは「災害対応無人化システム研究開発
プロジェクト」において、人間が入り込めないような
過酷な災害現場で被災状況の把握や機材の運搬、
復旧活動を行うためのロボット技術の開発に取り
組んできました。　

東日本大震災（
の

可能な汎用性、迅速に投入可能な機動性、過酷環境下

成果

最先端の災害対応ロボット技術の開発成果

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」において、サービスロボットの
安全技術や安全検証手法の開発を進めると共に、その成果を国際標準に

つなげる提案活動と認証手法の開発を行っています。
　この成果を用いて、（一財）日本品質保証機構は、2013年2月27日付けで、
CYBERDYNE（株）の「ロボットスーツHAL®福祉用」に対して、世界で初めて生活
支援ロボットの国際安全規格ISO/DIS 13482※１に基づく認証を行いました。
認証のための安全性試験は、本プロジェクトの研究施設である「生活支援ロ
ボット安全検証センター」で実施しました。

※１ ISO/DIS 13482…パーソナルケアロボットの安全性 
 に関する国際規格原案

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」において、
安全技術や安全検証手法の開発を進めると共に

つなげる提案活動と認証手法の開発を行っています。

成果

世界初、生活支援ロボットのISO/DIS 13482認証が実現

このパートナーシップの枠組みは、経済産
業省の「ロボット介護機器開発・導入促進

事業」とも連携し、実証先とのマッチング、性能評価
などの基準づくりの勉強会、事業の成果報告などを
行うことにより、ロボット介護機器の開発・導入促進
に資することを目指します。

このパートナーシップの枠組みは、経済産
業省の「ロボット介護機器開発・導入促進

事業」とも連携し、実証先とのマッチング、性能評価

意義
今後

本プロジェクトの成果が被災現場で実際に
活用できるように、引き続き企業や大学な

どと連携しつつ、災害現場での実用性を高めるため
の課題に取り組んでいく予定です。また、日本が世界
に誇るロボット技術のさらなる向上に加え、ロボット
産業の競争力の強化と発展に努めていきます。

本プロジェクトの成果が被災現場で実際に本プロジェクトの成果が被災現場で実際に
活用できるように、引き続き企業や大学な

どと連携しつつ、災害現場での実用性を高めるため

意義
今後

今後も、日本発の安全性を高めたサー
ビスロボットの技術開発や、安全性の試験

と認証事業に関する環境整備などを推進し、日本
が誇る安全なサービスロボットの世界的な普及や
ロボット産業の発展に貢献していきます。

今後も、日本発の安全性を高めたサー
ビスロボ

と認証事業に関する環境整備などを推進

意義
今後

写真提供：Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

移乗介助1
ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器

移動支援2
高齢者等の外出をサポートし、荷物な
どを安全に運搬できるロボット技術を
用いた歩行支援機器

排泄支援3
排泄物の処理にロボット技術を用い
た設置位置の調整可能なトイレ

認知症の方の見守り4
介護施設において使用する、センサーや
外部通信機能を備えたロボット技術
を用いた機器のプラットフォーム

た設置位置の調整可能なトイレ設置位置の調整可能なトイレ

ロボット技術の介護利用における重点分野 （2012年11月）

ロボット技術を用いて介助者による
抱え上げ動作のパワーアシストを行う
非装着型の機器



成長が期待される医療・創薬産業において、
医療現場のニーズを受けて患者のためのみならず医師の負担も軽減。
より確実な治療の実現のために、医学的・工学的、両方の視点から技術開発を行い、
新たな治療の可能性に取り組んでいます。

成長が期待される医療・創薬産業において、
医療現場のニーズを受けて患者のためのみならず医師の負担も軽減。
より確実な治療の実現のために、医学的・工学的、両方の視点から技術開発を行い、
新たな治療の可能性に取り組んでいます。

NEDOの
マネジメント

BIOTECHNOLOGY AND
MEDICAL TECHNOLOGY
BIOTECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
BIOTECHNOLOGY AND
MEDICAL TECHNOLOGY

AND
MEDICAL TECHNOLOGY最先端医療が未来をつくる
BIOTECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
BIOTECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
BIOTECHNOLOGYバイオ・医療
MEDICAL TECHNOLOGY
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バッグ型の自動培養装置全体

がん超早期診断・治療機器の総合研究開発（2010～2014年度）／2012年度予算：12.3億円関連プロジェクト概要 ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発 （2008～2015年度）／2012年度予算：18.0億円関連プロジェクト概要

消化器外科用インテリジェント手術支援ロボット全景

ロボットアーム部分（小型マニピレータ）の外観

様々な細胞に分化する能力を有する幹細胞は、
創薬スクリーニングや疾患メカニズムの解明、

再生医療への応用など生命科学や医療への貢献が大きく
期待されています。NEDOは、幹細胞を産業利用につなげ
るため、「品質の確保されたヒト幹細胞の安定的な大量
供給」を目指し、胚性幹（ES）細胞・人工多能性幹（iPS）
細胞などを安全かつ効率的に生産できる自動培養装置の
プロトタイプを開発しました。

様々な細胞に分化する能力を有する幹細胞は、
創薬スクリーニングや疾患メカニズムの解明、

再生医療への応用など生命科学や医療への貢献が大きく

成果

ES / iPS細胞などを大量生産するバッグ型の自動培養装置を開発

本プロトタイプでは、一般的なシャーレでは
なく、接着細胞を培養できるよう表面処理を施し

た培養バッグを使用することにより、閉鎖系での培養・
送液が可能となり、培養操作中の汚染のリスクを軽減する
ことができます。また一度に大量の細胞を効率的に調製
できるため、自動培養装置を小型化・軽量化することに成功
しました。これにより再生医療・細胞治療を行うような
細胞調製室へも設置できるなど、用途の広がりも期待され
ています。

本プロトタイプでは、一般的なシャーレでは
なく、接着細胞を培養できるよう表面処理を施し

た培養バッグを使用することにより、閉鎖系での培養・

意義
今後

内視鏡外科手術は、手術創が小さく低侵襲
であるため、術後の回復が早く、早期の社

会復帰が可能です。しかしながら、治療の際、内視鏡に
よる制限された視野内で、体外から挿入した専用の手
術器具を用いての高度な操作技術が求められるた
め、執刀医、医療スタッフなどの医療従事者の負担が
大きいという課題がありました。
　そこで、NEDOは、より安全でより負担の少ない
治療技術を目指し、日本が世界に誇る内視鏡技術、
ロボット技術、センシング技術などを融合し、医療従
事者が扱いやすく、患部を精度良く効率的に治療し、
正常な臓器機能を可能な限り温存できるコンパクト
な診断・治療一体型の低侵襲内視鏡手術支援ロボット
を開発しました。

内視鏡外科手術は、手術創が小さく低侵襲
であるため、術後の回復が

会復帰が可能です。しかしながら、治療の際、内視鏡に

成果

この手術支援ロボットにより、医療従事者
の負担が少なく、より安全な手術が可能と

なり、質の高い医療を提供できると共に、患者にとって
は入院期間の短縮、医療費の低減や早期社会復帰も
可能になることが予想されます。また、将来的には、
ITを活用した遠隔治療に展開し、地域格差や病院間
格差がなく、患者が等しく優れた医療を受けられるよう
になることも期待されています。

より安全で負担の少ない高機能手術支援ロボットを開発

この手術支援ロボットにより、医療従事者
の負担が少なく、より安全な手術が可能と

なり、質の高い医療を提供できると共に、患者にとって

意義
今後

治療室に設置された高精度X線治療システム試作機

関連プロジェクト概要

がん超早期診断・治療機器の総合研究開発（2010～2014年度）
／2012年度予算：12.3億円

がんは、直径1cm以下であれば、放射線治療により90％
以上が有効に治療できると言われています。しかし、がん

病巣は体の動きに伴い複雑な動きをするため、周辺の正常組織に影
響を与えない治療が困難でした。この問題を解決するため、NEDO
は、がんの位置を正確に把握・追跡し、がん病巣にピンポイントで
X線を照射する高精度X線治療システムを開発しています。この

システムは、従来機器の約2倍のX線強度をもち、X線ビームの照射
野を直径3mm程度（従来の約60％）まで絞り込むことを可能にして
います。さらに装置の小型化とロボットアームにより、あらゆる方
向からのX線照射が可能です。また、高精度な動体追跡装置が組み
込まれ、身体の中で動く微小ながんもリアルタイムに追跡します。

がんは、直径
以上が有効に治療できると言われています。しかし、がん

病巣は体の動きに伴い複雑な動きをするため、周辺の正常組織に影

成果

微小ながんの治療が可能になる高精度Ｘ線治療システムを開発

この治療システムにより、微少ながんを他
の正常組織に影響を及ぼすことなく治療

することが可能となり、患者の早期社会復帰を促す
ことが期待されています。また、コストについても、
従来のガントリ型X線治療装置と比べて、低価格を
見込むことができ、多くの医療機関で活用されること
が期待されます。

この治療システムにより、微少ながんを他
の正常組織に影響を及ぼすことなく治療

することが可能となり、患者の早期社会復帰を促す

意義
今後
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開発した大口径「エポキシパッド」

開発したタングステンフリーの切削工具

■ リサイクルシステム全体の検証・評価

■ パーソナルモビリティのスマートシェアリングサービス

みかん農家

糖度、酸度など品質情報

システム・
ステーションなど

情報・広告・ポイントなど
配信サービス

貸出・返却・デポ・充電
などシェアリングサービス

情報・広告・ポイント
などのステーション提供

属性・位置情報など

移動・利用情報

シェアリングサービス
プロバイダー

ロケーション・オーナー 利用者 みかん農家

糖度糖度、酸度など品質情報酸度など品質情報

土壌、気候など環境情報

リサイクルシステム全体の検証・評価

磁石原料として
再利用

磁石原料として

技術開発・実証

磁石原料として
再利用

その他の金属のリサイクル 磁石からの
レアアース抽出

技術開発・実証

使用済製品からの
モーター回収

技術開発・実証技術開発・実証

リサイクルリサイクル 磁石からの磁石からの
レアアース抽出レアアース抽出

技術開発・実証技術開発・実証

その他の金属のその他の金属のリサイクルリサイクル

モーターからの
磁石回収

■リサイクルシステム全体の検証・評価リサイクルシステム全体の検証・評価

その他の金属のその他の金属のその他の金属のその他の金属の

使用済製品の収集
シェアリングサービスシェアリングサービス

■ 柑橘類の生産支援システム

農業生産
支援システム

柑橘類の生産支援システム

生産ノウハウ

農業生産
支援システム

液晶テレビやハードディスク製造時に必要なガラス用
研磨材にはレアメタルの一種「セリウム」が使用されてい

ます。本プロジェクトでは、このセリウム使用量の大幅低減、代替
可能な研磨技術の開発に取り組み、セリウム使用量の半減、さらには
セリウムを用いない研磨を実現しました。本成果の一部は、ガラス
研磨用パットとして、2012年4月に製品化されました。

成果

セリウムフリーを実現する
ガラス用研磨パッドの販売を開始

金属の切削や精密機械加工で使われる超硬工具には、
レアメタルの一種「タングステン」が使用されています。

本プロジェクトでは、タングステン代替技術の開発に取り組み、タング
ステンを用いないサーメット工具を実現しました。現在は、ユーザ企
業へのサンプル提供を進めています。今後、2014年度を目処に、
省タングステンのサーメット工具も含めた事業化を目指しています。

成果

タングステンを用いない
金属切削用超硬工具が製品化

  都市交通

多彩なエリア（街、駅、店、ホテル、マンション、モール、空港、公園
など）において、屋内・屋外をシームレスにつなぎ、人と街と道と店
とをつなぐネットワークとコミュニティーを作り、街と人の移動や
生活をよりアクティブに活性化させることを目的とします。 

情報通信技術（IT）を介して得られるデータを活用し、製造業・サービス業・農業などの異分野産業を結びつけて
新産業を創出することを目指し、2012年度より新規事業を開始しました。 

NEDOは、2012年度よりハイブリッド自動車や家電製品など
に搭載されているモーター用レアアース磁石を効率的にリサイク
ルするシステム構築に着手しました。使用済製品からの磁石回収、
レアアース抽出といった技術開発だけでなく、使用済製品の回収
などを含めたリサイクルシステム全体の検討を行い、レアアース
（ネオジム、ジスプロシウム）の安定供給に貢献します。

使用済レアアース磁石のリサイクルシステム構築に着手

ITデータを活用し、新産業の創出へ

  農商工連携

農家などが有する農業ノウハウをコンテンツ化し、また栽培環境
の情報、栽培過程での果実の生育状況、気象情報などを収集し、そ
れらデータに基づいた栽培指導を可能とする農業生産支援
サービスの世界展開を目指します。  

新規事業

新規事業

希少金属代替材料開発プロジェクト（2008～2015年度）／
2012年度予算：6.2億円関連プロジェクト概要

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト(2009～2014年度）／
2012年度予算：27.7億円

関連プロジェクト概要
開発した6インチSiCウエハ

自動車・家電・エネルギーなどの分野では、電力変換時の
エネルギー損失低減が大きな課題です。その課題を解決

する新しいデバイスとして、炭化ケイ素（SiC）を用いたパワー半導
体が注目されています。本プロジェクトでは、その実用化の鍵と
なる「高品質かつ大口径なSiCウエハ（6インチ）」の開発に成功し
ました。ウエハの低コスト化（大口径化）が進むことで、パワーエレ
クトロニクス市場の拡大が期待されます。

自動車・家電・エネルギーなどの分野では、電力変換時の
エネルギー損失低減が大きな課題です。その課題を解決

する新しいデバイスとして、炭化ケイ素（

成果

世界最高品質の6インチウエハを開発

本プロジェクトでは、ウエハ製
造だけでなく、デバイス化、シ

ステム化、またその周辺部材の開発にも
取り組んでいます。各工程間での連携体
制をさらに強化することで、様々な市場
での早期実用化を実現します。

本プロジェクトでは、ウエハ製
造だけでなく、デバ

ステム化、またその周辺部材の

意義
今後

関連プロジェクト概要

使用済モーターからの高性能レアアース磁石リサイクル技術開発（2012～
2014年度）／2012年度予算：2.0億円 IT融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト（2012～2016年度）／2012年度予算：15.4億円関連プロジェクト概要

自動車や電子機器などの製品性向上に不可欠な
レアメタル（希少金属）に対して、
NEDOは、独自の供給リスク調査に基づき対象鉱種を決定し、
使用量低減技術、代替材料、リサイクル技術の開発に取り組んでいます。
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マネジメント

NEDOは、IT機器などの大幅な低消費電力化・高機能化、
およびIT技術を活用した社会システム実証事業などに取り組むことで、
新しい産業の創出や持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。
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