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•ロボット新戦略（ロボット革命会議で策定）において、ものづくり・サービス、介護医療など各分野での
２０２０年までにロボットの導入、普及目標を設定。 

•この政策目標達成にむけて、ＮＥＤＯはこれまでの知見を生かしものづくり･サービス分野、インフラ･
災害対応分野で次世代ロボット要素技術の研究開発や市場におけるロボットの活用･普及の促進の
ための技術開発を推進中。 

ロボット新戦略におけるＮＥＤＯロボット技術開発の位置づけ 

緑枠内がＮＥＤＯ
プロジェクト 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 



・災害時に無人で対応できるロボットの開発成果をもとに、立ち入り困難な過酷な環境下で活動可能
な新型の災害対応ロボット（原発対応版 櫻壱號）を原子力緊急事態支援センターに導入。 

・これを皮切りに改良開発・製造及び販売体制を整え、さらなる事業化へ向けて推進。 

原発対応版災害対応ロボットの事業化 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 

災害対応無人化システム研究開発プロジェクト 
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◆様々な災害や重大事故等に対して、実際の被災現場と
なる特に作業員の立ち入りがもっとも困難な災害対応と
考えられる原子力発電所内での作業期間の効率化・短縮
化を目指した無人で対応できるロボットの開発に成功。 
 
◆遠隔操作が可能で、全周が見える4つのカメラを装備し
ており、現場状況のリアルタイム監視が可能。 
 
◆高所が確認できるようにブームの先にはアクリルケー
ス内にパンチルトズーム可能なカメラを搭載、放射線や温
度湿度等を計測でき、約8時間の連続走行が可能。 
 
◆今後、さらなる改良を進め、様々な災害現場に対応す
ることが可能な機種を順次投入されることが期待。 

傾斜４５度の階段も上れる 

http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/644/946/html/3253.jpg.html


 
・生活を支援するためのロボットの開発において、パーソナルケアロボットの安全規格である国際標
準規格（ＩＳＯ１３４８２：２０１４）の認証を、ＨＡＬ作業支援用（腰タイプ）」及び「ＨＡＬ介護支援用（腰
タイプ）」が作業者及び介護者向けの装着型ロボットとして世界で初めて獲得。 

・製品の安全性が国際規格をみたしていることが認められたことにより、グローバルでの普及展開が
期待。 

 

作業・介護支援用の装着型ロボット、初の国際安全規格認証 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 

生活支援ロボット実用化 
 プロジェクト 
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◆ 動こうとする意図を生体電位信号と内臓センサから認識
し、下肢の動き（歩行や立ち座り）を適切にアシストする
人間装着型のロボットの開発に成功。 

 
◆ 上記の安全技術を搭載した人間装着型生活支援ロボッ

トが安全性検証のための各種の安全性試験をクリア。こ
れがコアとなり、腰用のタイプの装着型ロボットの国際
標準規格(ＩＳＯ13482:2014）の取得が迅速になされた。 

 
◆ ＮＥＤＯ は、参画企業に対し、認証取得を促し、各ロボッ

トの安全性を担保していく仕組みを構築。これにより、実
際に実用化・事業化を後押し。 

 
◆ 安全なロボット利用の促進、今後、幅広い分野での労働

者不足等や労働者の作業支援への用途の普及に期待。 

 
 



・ものづくり、サービス分野における新規ロボット市場規模の拡大を目指したプロジェクトを開始。 
・生産現場、物流・流通及び外食・宿泊等、市場化出口を見据えた自動化・ロボット活用技術を開発。 
・さらに、未だ実現していない次世代のロボット技術のうち人工知能、アクチュエータなど中核的な技
術開発を、産学官の連携のもと推進。言語理解や人共存型ロボットなど新たな分野でのロボット需
要創出を目指す。 

ものづくり・サービス分野での新たな技術開発を推進 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 

ロボット活用型市場化適用技術開発 
次世代ロボット中核技術開発 
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◆ロボット活用型市場化適用技術開発 ◆次世代ロボット中核技術開発 

ユーザーニーズに合致したロボット開発を推進。 
早期に市場に投入することで、２０２０年には２０１４年 
と比較して、ロボットの市場規模を製造分野で２倍、 
非製造分野で２０倍へと拡大が期待。 

産業や社会に実装され、大きなインパクトを与えうる重
要な要素技術（人工知能、センサ、アクチュエータ及びそ
の制御システム等）を開発することで、新たな分野での
ロボット需要の創出が期待。 

言語理解 

人共存型ロボット 

生存者発見ロボット 

予測 



・災害現場や橋梁、水中など、人間の立入りが困難な場所へ移動し、点検、調査を行うロボットや、
非破壊検査装置を開発。災害現場でのＧＰＳによる自動航行や、高精細画像伝送など新たな取り
組みを実施。 

・国土交通省と連携し開発初期段階から実環境での実証試験を推進。橋梁での風の影響など、問
題点の抽出・課題の明確化・開発へのフィードバックを実施。 

（１）ロボット開発 
◆橋梁（橋桁、床板）点検：  
 実証試験で、風の影響など、問題点を抽出した。将来、自動化  
 率を高めて、人手不足に対応し、点検のコストダウンに貢献。 
◆水中（河川やダムの堆積物把握等）点検：  
 ダム壁面に特化したロボットや、水中ソナー、自己位置同定機 
 能を備えたロボットを開発し、従来出来なかった精密な計測を  
 可能に。 
◆火山・土砂災害調査（画像、地形データ、土砂サンプル取得）：   
 桜島において、ヘリコプターのＧＰＳによる自動航行を行い、従 
 来手法より高精細画像を取得するなど新たな取り組みを実施。  
 今後、土砂採取なども行う。 
◆トンネル崩落災害調査（引火性ガス、崩落画像）：  
 従来より防爆性を高めた移動ロボットや、瓦礫の隙間に侵入す 
 るワームロボを開発し、迅速な事故復旧に貢献。 

 
（２）非破壊検査装置（ロボット搭載可能）開発 
  化学プラント配管の腐食による肉厚変化をＸ線により検出する  
  装置を開発中。プラント維持管理を低コストで実現可能。 

人の立ち入りが困難な場所での作業をロボットが実施 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 

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 

水中点検用ロボット 

災害調査用ロボット 

真空吸着型 電磁石吸着型 飛行・懸架型 

移動型 ワーム型 移動型 移動・飛行型 飛行型 

＜土砂・火山災害＞ ＜トンネル崩落災害＞ 

吊り下げ式ローバー 複合型ロボット 

非破壊検査装置 
75 

懸架型 

橋梁点検用ロボット 



・老朽化したインフラの状態を把握するため、取得データからひび割れ等を完全自動で判別できる
データ処理手法、撮影時の位置ずれを補正でき、奥行き（３Ｄ）もわかる画像解析手法の開発を開
始。 

・ＮＥＤＯは開発したモニタリングシステムを実用化するメーカー及び使用するユーザー機関が連携
して研究開発できる体制を構築。 

画像データから０．２ｍｍ以上のひび割れ等を８割以上
の確率で完全自動により判別できる画像処理手法を開
発し、実証する。 
 

撮影時の位置ずれを補正でき、平面のみならず、奥行
き（３次元）の変形も計測できる画像解析手法を開発し、
実証する。なお、１回の撮影で構造物の支点間の長さ
の２万分の１の変位を計測できること及び１５ｍ以上の
構造物を計測できることを目標。 

イメージング技術で効果的・効率的に構造物の状態を把握 

ひび割れ 
検出 

橋梁の 
変位計測 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅸ）ロボット技術分野 

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 

本研究開発は、２０１６年度末までに概ねの研究開発を 
終了し、以降は実証実験を中心に実施する予定。 

以下の技術開発により、目視点検を補完 

76 



◆近年、需要が急増している炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ）などの成形品加工に向け、ファイバーレーザー（ＦＬ）
を用いた高精度立体切断加工技術や、チタン合金粉体を用いた立体造形技術(３Ｄプリンター)を開発。 

◆厚さ３ｍｍ以下のＣＦＲＰを高品質(熱変成層厚１００μｍ以下)かつ高速(毎分６ｍ)に切断するためのＦＬと加
工システムの一体化に成功。 

 
・大きな市場が期待されるレーザー加工分野において、日本が得意とする先端素材に対応した新た
な加工技術や既存技術を陵駕する新規レーザー加工システムの開発を行った。 

・成果を上げつつあったファイバーレーザーの開発に加速資金を投入し、世界最高水準の出力目標
を達成。 

 

世界水準の開発成果による実用化への推進 

６ｋＷ ＦＬ(多モード準連続発振型) 
高出力化に優れる。 

複雑な立体形状の成形品加工用 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（x）新製造技術分野 

次世代素材等レーザー加工技術開発 

金属粉体立体形成装置 
任意形状の高精度金属造形が可能。 

難切削材の高精度立体加工用 

３００Ｗ ＦＬ(パルス発振型) 
出力・パルス幅可変特性に優れる。
ユーザーの要望に応えた加工用 

(古河電工製) (アスペクト製) (片岡製作所製) 
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・センサ自身のグリーン化・省エネ化という新たなコンセプトのもと、無線通信機能、自立電源機能
及び超低消費電力機能を搭載した電流・磁界センサ、塵埃量センサ、ガス（ＣＯ２、ＶＯＣ）濃度セン
サ、赤外線アレイセンサを開発。 

・これらのセンサを用いたセンサネットワークシステムを構築、先進的エネルギーマネジメントの省
エネ効果について実証実験を行い、１０％以上の省エネ効果を確認。 

グリーンセンサでスマート社会の実現を推進 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画 

（ⅹⅲ）境界融合領域 

社会課題対応センサシステム 
開発プロジェクト 

●端末・デバイス超低消費電力化 ●超低消費電力無線通信技術の開発
●端末機能集積化技術の開発 ●コンセントレータの開発

自立電源
ナノファイバー
自立電源

電磁コイル
給電

高効率電源
システム

グリーンセンサ端末（プラットフォーム技術）

●スマートコマーシャル
ファシリティ

●スマートコンビニ

●スマート製造ライン
●スマートオフィス

●スマート植物工場
●スマートＣＲ

●スマート精密部品工場

グリーンセンサネットワークシステム

●電流・磁界センサ

●ＣＯ2センサ ●塵埃センサ
●赤外線アレーセンサ

●ＶＯＣ濃度センサ

グリーンＭＥＭＳセンサ○ 本プロジェクトは、単なる研究開発ではなく、
既存技術を総合して開発を行い、実用化のため
の実証を含んだプロジェクトとして実施。 

○ そのための取り組みとして、実証モデル別の
ワーキンググループを設けるなど各研究グルー
プ間の相互連携を有機的に推進。 

○ 今後、本プロジェクトの成果については、省エ
ネばかりでなく、社会インフラ、農業、健康医
療分野等の社会課題への応用も期待される。 

＜プロジェクトの全体像＞ 

「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」へ展開（平成２６～３０年度） 

インフラ構造物及びそ
の構成部材の状態を
常時・継続的・網羅的
に把握するセンサシス
テム開発を推進 
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食品残渣からのバイオエタノール製造技術実証 
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国際エネルギー消費効率化等 
技術・システム実証事業 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの目標 

（ⅻ）国際展開支援 

バイオエタノール製造プラント 

・タイにおいて、タピオカ生産工程で発生する食品残渣（キャッサバパルプ）からのバイオエタノール
製造プラントが完成。タイ科学技術省国家イノベーション庁（ＮＩＡ）との協力事業として、 ２０１４年４
月から２０１５年度まで実証事業を行う予定。 

・本実証の成果を用いて同国で排出される年間２００万トン（２０１２年実績）キャッサバパルプを原料
に、年間約６５．６万ｋＬ（１８００ｋＬ/日）のバイオエタノール製造が可能。 

・同国では、２０２１年のバイオエタノール導入目標として９０００ｋＬ/日を掲げており（２０１３年時の導入実
績：約２５００ｋＬ/日)、本技術は同国代替エネルギー目標の達成及び日本技術の普及展開の双方に資

するもの。 



・デンマークのコペンハーゲン市、ファーボ・ミッドフュン市の両市内の介護・医療福祉施設において、 
ＮＥＤＯ開発成果である福祉機器ロボットの電動車いす「ＮＲＲ（Ｎｅｗ Ｒｏｂｏｔ Ｒｏｄｅｍ）」の実証を開始。 

・実証にあたり、欧州での商品販売に必要な欧州委員会（ＥＵ）の基準適合マーク「ＣＥマーク」を取得。 
・今後、福祉介護分野において、欧州をはじめとする多くの国で日本のロボット技術を活かした製品の
普及が期待される。 

電動車いすの実証試験をデンマークで実施 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの目標 

（ⅻ）国際展開支援 

環境・医療分野の 
国際研究開発・実証プロジェクト 

ＣＥマークを取得した開発機 
平成２６年６月１０日、ＮＥＤＯとデンマーク 
コペンハーゲン市、ファーボ・ミッドフュン市の両市は実
証試験の開始に先立ち、ＭＯＵ（基本協定書）を締結。 

被験者による実証の様子 

・今回導入する車いす、介護や福祉等に従事する方々
の労働力負担の軽減、また、車いすを利用される方々
の自立を促すものとして、同国にて検証を実施。 
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・ＮＥＤＯは我が国が強みを有するスマートコミュニティ関連技術を世界各国で実証し、日本企業の世
界市場獲得に繋げるため、米国、フランス、スペイン、イギリス等において実証を実施中。 

・米国/ニューメキシコ実証では、重電メーカー、建設業、商社、蓄電池メーカー、太陽電池メーカー
等１９者の異分野・競合関係を越えた、日本のスマートグリッドを担う最適な実証体制を構築。９００
世帯が参加するデマンドレスポンス実証で最大１０％の省エネ効果を達成するなど成功裏に終了。 

スマートコミュニティ実証を世界各地で実施 
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業

（うち、システム実証事業） 

ロスアラモスサイトでは、世界初の
配電系統レベルのマイクログリッド、
メガソーラーと蓄電池を組合せて
潮流制御に成功。 

９００世帯の参加を得て、デマンド
レスポンス実証を行った結果、最
大１０％の省エネ効果を達成。 

アルバカーキサイトでは、ビルマイ
クログリッドにおいては非常時に
主にガスエンジン・蓄電池・燃料電
池等を利用することにより、電力
系統から無遮断で切り離し、自立
運転へ移行させることに成功。 

●米国ニューメキシコ州における日米共同スマートグリッド実証事業（平成２２年度～２６年度） 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの目標 

（ⅻ）国際展開支援 
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デマンドレスポンス 
実証エリア 

（９００世帯対象） 

メガソーラー 

NaS電池 鉛蓄電池 

スマートハウス 

μEMS 

ロスアラモスサイトでの実証 



● 

● 
● 

モンゴル: 
  石炭灰のセメント利用 
◆高効率省エネ送電 

● 

ベトナム 
漁船への特殊LED照明導入 
省エネ製紙プロセス  
◆国立病院へのインバーターエアコン＋
エネルギー管理システム導入 
◆ホテルへの省エネ機器＋BEMS導入 
▲エココンビニエンスストア 

エチオピア: 
廃糖蜜からのバイエタノール 
未電化地域電化（太陽光発電
＋蓄電キットによる配電） 

● 

● 

バングラデシュ: 
▲CCGT 発電 インドネシア :  

素材産業向け省エネ操業 
データセンター省エネ  
■ CCS   
◆石油プラント操業最適化 
◆動力プラント運用最適化 
◆薄膜太陽光発電・遠隔モニタリングシステ
ム 

タイ: 
高効率小型貫流ボイ

ラー 

１７ 件の実現可能性調査を実施、２件のＭＲＶ適用調査、６件の実証事業を実施中。 

■実現可能性調査  ▲ＭＲＶ適用調査  ◆ＪＣＭ実証事業 

マレーシア: 
 木質系バイオマス発
電 

ミャンマー: 
 スーパーマーケット省エネ 

● 
● 

● 

メキシコ: 
 IPP向け地熱発電 
苛性ソーダ・塩素化合物製造イ

オン交換膜方による省エネ 
飲料食品工業向け省エネ 

● コスタリカ: 
大規模太陽光発電 

● 

チリ: 
ルーフトップ型太陽

光発電 

● 

H27.4.1現在 

・二国間クレジット制度（ＪＣＭ）の本格的運用と連携して､ベトナムでの２実証事業について、ＭＯＵを
締結し、実証事業を開始するとともに、ＪＣＭプロジェクトの登録に必要な方法論の開発・登録を達成。
また、１７件の実現可能性調査を実施し、今後の具体的な実証等の実施に向けてフォローを実施。 

カンボジア: 
太陽光＋ディーゼル

ハイブリッド発電 

二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る政府の取組を踏まえた具体的な実証等の実施 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの目標 

（ⅻ）国際展開支援 
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1．国民に対して提供するサービスその他の 
    業務の質の向上に関する事項 
   （2）クレジット取得関連業務 


