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産業競争力懇談会（COCN）

災害対応ロボット推進連絡会
災害対応ロボット社会実装基盤整備の検討に関する報告

全体概要

RSJオープンフォーラム
（2016.9.8 山形）

東京大学 大学院工学系研究科 精密工学専攻
淺間 一

原子力損害賠償・廃炉等支援機構，技術委員・参与
資源エネルギー庁・東京電力廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議，委員

日本原子力研究開発機構（JAEA）モックアップ試験施設専門部会，部会長
技術研究組合 国際廃炉研究開発機構（IRID），技術委員
SIPインフラ維持管理・更新・マネジメント技術，サブPD

復興庁イノベーション・コースト構想推進会議，委員
産業競争力懇談会「災害対応ロボット推進連絡会」，リーダー
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東日本大震災（地震，そして津波）
地震
• 2011年3月11日14:46
• マグニチュード：M9.0
• 最大震度：7

死者数：15894
行方不明者数：2558
（平成28年6月10日現在）

津波
• 30分～1時間後
• 最大波高：40.5[m]

震源地
三陸沖 130[Km]
深さ 24[Km]

阪神淡路大震災
M7.3      死者数および行方不明者数：6437
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福島第一原子力発電所事故

 地震発生 (14:47) 
 電源停止
 非常用ディーゼル発電機作動
 原子炉停止（SCRAM）
 津波襲来
 燃料タンクおよび発電機被災

 全交流電源喪失(SBO: 
Situation of Black Out) 
(15:39)

 原子炉および燃料貯蔵プール
の冷却系異常

 冷却水の減少
 メルトダウン

 水素爆発（3月12日～15日）

福島第一原子力発電所

震源地
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ロボットのニーズ
• 原子力発電所の事故対応・復旧

– ミッション
• 冷却系の安定化
• 封じ込め
• 廃炉
• 現場作業員の被曝の低減

– タスク
• 瓦礫除去
• サーベイマップの自動作成（放射線測定）
• 建屋（原子炉建屋，タービン建屋）内調査（映像，放射線量，温度，湿度，酸素濃度，等）
• 計測機器などの設置，サンプル採取
• 遮蔽，除染
• 機材の運搬
• 配管・機器の設置
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福島原発事故の緊急対応で活用された外国製RT

独Putzmeister社製
コンクリートポンプ車

米国iRobot社製
Packbot

米国Honeywell社製
T-HAWK

米国QinetiQ社製Talon

米国QinetiQ社製Bob Cat

スウェーデン
Brokk社製
Brokk-90

スウェーデン
Brokk社製
Brokk-330

米国iRobot社製
Warrior

米国Pentek社製Moose
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FRIGO-MA

Survey Runner

高所調査用ロボット

ASTACO-SORA

Quince 2 Quince 3 JAEA-3

福島原発事故の廃炉措置で活用されている国産RT

Quince

Sakura

Rosemary

水上ボート型
ロボット

床面除染装置

S/C水位測定
調査ロボット

S/C上部調査装置

S/C下部外面調査装置

PCV内部調査装置

投入支援装置

4足歩行ロボット・小型走行車

MEISTeR

ROV

水中遊泳
ロボット

床面走行
ロボット

無人化施工機械
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ロボットのニーズ
• 原子力発電所の事故対応・復旧

– ミッション
• 冷却系の安定化
• 封じ込め
• 廃炉
• 現場作業員の被曝の低減

– タスク
• 瓦礫除去
• サーベイマップの自動作成（放射線測定）
• 建屋（原子炉建屋，タービン建屋）内調査（映像，放射線量，温度，湿度，酸素濃度，等）
• 計測機器などの設置，サンプル採取
• 遮蔽，除染
• 機材の運搬
• 配管・機器の設置

• その他の災害対応・復旧
– 被災者探索・レスキュー
– プラント・設備の調査，診断，修復
– 水中探査
– 被災地のマッピング
– 重作業のパワーアシスト
– 被災者のメンタルケア



災害対応ロボット導入実績
体育館の天井崩落調査
Kohga3，松野（京大）

避難所メンタルケア
Paro

柴田（産総研）

復旧作業補助
スマートスーツ・ライト
田中（北大）

水中探索
Anchor Diver III，広瀬（東工大）

被災地計測・モデル化
マッピング計測車・全方位カメラ，

池内（東大），出口（東北大）

水中探索
遠隔操縦機ROV，浦（東大）

上空からの調査
Hexa-rotor MAV
野波（千葉大）
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日本経済新聞記事
2011.4.3記事（滝 順一記者）

すべての科学者が手をこまねいているというわけではないが，肝心
のときに頼りにならないのは考えものだ．

国民には期待がある．日本にはロボットや情報通信などで優れた
技術があるはずだと．

放射線が強くて作業者が近づけないとか，がれきがあって内部が
見えないとか，事故現場の苦心が伝えられると，なぜロボットや遠
隔操作の計測器が出てこないのかと首をかしげる．

研究費を毎年もらって，そうした研究開発に取り組んでいる大学や
研究機関がたくさんあったのではないか．なぜ出てこないのかと．

巨大津波と原発危機を契機に，科学への信頼が揺るぎかねない．
研究室の中にいる時ではない．
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ロボット技術への期待

現実

Gap

• 災害現場で活用するのに十分な機能を有しているロ
ボット（遠隔操作機器）は，ほとんど存在しなかった．

• 日本で開発されてきたロボット（遠隔操作機器）のほ
とんどは，研究者が開発したプロトタイプであり，製
品ではなかった
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人が行うことが困難・不可能・危険な作業・環境
作業の効率化

災害や事故の脅威の増大

自然災害や社会インフラ・設備事故への備え
• 自然災害（地震，台風，火山爆発，など）の脅威
– M７クラス首都直下型地震発生確率：50%（4年以内）

• 人工災害の脅威
– 社会インフラ（トンネル，道路，橋梁，等）の老朽化対策
– コンビナートなどの設備事故の増大

コンビナート事故は10年で10倍に急増

– 今後の原発事故に対する備え

ロボットや遠隔操作機器の導入が求められている

高度な技術力はあるものの，投入可能なロボットがほとんどない
実用化・事業化・普及が進まない

東日本大震災・福島原発事故への対応で明らかになったこと

Anchoriver III

管内点検ロボット

Hexa-rotor MAV

Kohga3
Quince

Survey Runner
ｙ

ASTACO-SoRa

小さい市場（低頻度，官需中心），多様性

（民間の努力だけでは困難）

災害対応・防災ロボットのニーズ
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なぜ，災害対応ロボットの社会実装が難しいか

少ない需要（企業努力だけでは限界）
• 官需中心（消防，防衛，警察，国交省など）
• 災害発生は低頻度

限定された支援策
• 研究開発への国の支援
• 実用化・事業化への国の支援

米国では

軍事を中心とした研究開発＋調達への投資
実証試験の場＋機能評価の標準化

• Disaster City（テキサスA&M大学）
• NIST（米国国立標準技術研究所）での

災害対応ロボット機能評価標準化

無人化施工

危険作業での平時利用
新技術活用・実証試験の場

雲仙普賢岳爆発（1991）

千葉工大・東北大等
Quince

（研究開発品）

米国iRobot社製
Packbot
（製品）



一般社団法人 産業競争力懇談会

Council On Competitiveness – Nippon （COCN）

発足： ２００６年 ６月

目的： 日本の産業競争力の強化に深い関心を持つ産業界の有志により、国の持
続的発展の基盤となる産業競争力を高めるため、科学技術政策、産業政
策などの諸施策や官民の役割分担を、産官学協力のもと合同検討により
政策提言としてとりまとめ、関連機関への働きかけを行い、実現を図る
活動を行う。
・産業競争力強化（国の持続的発展の基盤技術開発）
・政策提言 （科学技術政策、イノベーション政策）
・実施具体化 （実行組織創設、国家予算支援）

会員： 日本の産業競争力強化に深い関心を持つ産業界、大学、独法研究所の有志
会員：３６社（産業界）
特別会員：４大学，２研究所

13

理事長：小林喜光（三菱ケミカルホールディングス 取締役会長）
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Council On Competitiveness – Nippon 

解決すべき課題 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

資源・エネルギー
環境の制約
（エネルギー）

（資源）

超高齢社会
（少子高齢化）
（医療・介護）

レジリエントな社会

地域資源

東京オリンピック

パラリンピック

技術基盤
（先端テクノロジー）

（情報通信）

（もの（コト）づくり）

人材

交通物流ルネサンス

（新ＩＴＳ）

バイオ燃料

（セルロース系）

半導体技術開発

MEMSフロンティア

研究拠点

生活文化ルネサンス

（ユビキタス）

水資源

（海外水循環

システム）

環境修復技術

資源リサイクル（レアアース等）

実質税負担率

大学・大学院教育

燃料電池自動車と

水素インフラ

次世代エネルギー

システム（ＡＥＳ）

安全安心見守り

システム

ナノエレクトロニクス

グリーンパワエレ

基礎研究への産業界

の期待と責務

EV・PHV充電インフラ

ヒートポンプ

リチウムイオン電池

先進都市構造の構築

活力ある高齢社会

（シルバーニューディール）

農林水産業と工業の

産業連携

エンタプライズ

ソフトウェア生産技術

産業基盤を支える

人材育成

子どもの理科離れ対策

バイオ燃料（微細藻類）

企業活動と生物多様性

機能性植物資源

（植物工場の活用）

都市づくり・社会システム構築

医療情報の活用

個人情報の安全に配慮した利活用の推進

実質税負担率（Ⅱ）

グローバル時代の

博士人材

資源リサイクルと

希少金属の安定確保

次世代医療システム

レジリエントエコノミーの構築

災害対応ロボットと
運用システムのあり方

半導体戦略

（先端研究開発）

HPC（スパコン）の応用

グローバルもの

（コト）づくり

グローバルなリーダー

人材の育成と活用

太陽エネルギーの

化学エネルギーへの

変換

子供の成長支援

コトづくりからの

ものづくりへ

イノベーション創出に

向けた人材育成

シミュレーション応用新材料設計

炭酸ガスマネジメント

システム

都市交通システム

海外展開

エネルギー

ネットワーク

マイデータによる健康管理

レジリエント・
ガバナンス

ｲﾝﾌﾗ長寿命化

災害対応ﾛﾎﾞｯﾄ
ｾﾝﾀｰ設立構想

食品バリューチェーン改革

次世代半導体戦略

女性の活躍推進

空気浄化技術

五輪ｼｮｰｹｰｽ

革新的高機能

分離素材

３Ｄ地図基盤整備

オープンデータ利活用

構工法の生産性向上

社

会

的

課

題

産

業

基

盤

の

課

題

実現に向け具体的な推進母体が活動中のもの

（上記のうちSIP対象テーマ）

災害対応ロボッ
トの社会実装

ゼロエミッション

マイクログリッド

産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）推進テーマの流れ



COCN災害対応ﾛﾎﾞｯﾄの必要性：自治体等の意見
高知県、福島県の聴取結果

15



COCN
フェーズ 3
（復旧・復興期）

災害対応ロボットの運用シーン例
フェーズ 2
（応急対策期）

フェーズ 1
（緊急対策期）

フェーズ 0
（初動体制確立期）

平常時

発災～24時間 ～1ヶ月～3日

ｲﾝﾌﾗ点検

訓練

被害情報収集・避難誘導

発災

指揮統制(災害対策本部)

消火、捜索・救助活動支援

火災・津波・倒壊等、広域早期情報収集（国交省、防衛省、消防庁など）

消火、倒壊・津波等被災者捜索（消防庁、防衛省、警察庁、海保庁など）

応急対策・復旧活動支援

災害派遣等の交通路確保（国交省、防衛省）

瓦礫処理、物資輸送（国交省、防衛省）

被害状況調査

◆災害現場での確実な機能発揮には運用機関と連携した運用研究、有効性評価と訓練が必要

交通路等確保

1ヶ月～

16
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• プロジェクトリーダー 淺間 一 東京大学

• WG1（防災ロボット）主査 田所 諭 東北大学

• WG2（無人化施工システム）主査 鶴岡松生 鹿島建設

• WG3（原子炉解体システム）主査 齋藤荘蔵 ＨＮＣＥ

• メンバー

– 鹿島建設，清水建設，新日鐵，東芝，日立，ＨＮＣＥ，富士通，三菱重工
，三菱電機，熊谷組，コマツ，大成建設，日立建機，安川電機，京大，早
大，東大，産総研，ロボット学会，ロボット工業会，情報通信技術委員会

• オブザーバー

– 経済産業省，文部科学省，国土交通省，総務省，日本原子力研究開発
機構，土木技術研究所，ＮＥＤＯ

• 事務局

– 製造科学技術センター

産業競争力懇談会(ＣＯＣＮ)
H23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
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産業競争力懇談会(ＣＯＣＮ)
H24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

• プロジェクトリーダー 淺間 一 東京大学

• WG1（防災ロボット） 主査：田所 諭 東北大学

• WG2（無人化施工システム） 主査：植木睦央 鹿島建設

• WG3（インフラ点検/メンテナンスロボット） 主査：大石直樹 新日鐵

• WG4（運用システム及び事業化） 主査：川妻伸二 JAEA
• メンバー

– 鹿島建設，清水建設，新日鐵，東芝，日立，ＨGＮＥ，富士通，三菱重工，三
菱電機，コマツ，熊谷組，大林組，大成建設，竹中工務店，日立建機，安川
電機，モリタホールディングス，トピー工業，双日エアロスペース， 新日本非
破壊検査，京大，早大，東大，産総研，JAEA，土研，ロボット学会，ロボット
工業会，情報通信技術委員会

• オブザーバー
– 経済産業省，文部科学省，国土交通省，総務省，ＮＥＤＯ

• 事務局
– 製造科学技術センター



COCN

③

超小型軽量飛行体による状況調査

遠隔現場へのアクセシビリティの向上

・近年の著しい性能・安全性向上，
ブレイクスルーの期待

(P) 地上走行とのシステム化によ
る，飛行時間・ペイロード・センシン
グ・作業モニタリング等の課題解決
(F) 壁面吸着・係留など静止手段
併用と知能化による，強風・複雑障
害物・位置精度・飛行時間の解決

災害現場すみずみまで 『移動』 できる

災害環境条件

現場悪影響の防止

防爆技術と規格

無線通信・有線通信

遠隔状況認識・知能化・自律化

（F: 5年，文科省等， P: 3年，経産省等， S: 5年，担当省庁）

災害の極限環境空間でも使えるすみずみまで調査できる

無線（限界に近づく）

・近年の性能向上，適用可能性拡大
(P) 登壁ロボットによる非破壊検査の適用

範囲拡大．センサ・プローブ位置決め
の軽量化，汎用化．調査結果情報化

(F) 運動・センシング性能向上，運動計画・
シミュレーション・失敗推定・確率低減・
リカバリ計画等のロボット知能による
アクセシビリティの向上

・近年の著しい性能向上，ブレイ
クスルー期待，日本技術の強み
(P) クレーン等とのシステム化に
よる，災害適用可能範囲の拡大
(F) 狭く複雑な場所での安定した
運動実現のための，駆動原理・
制御・状態推定・走破戦略・リカ
バリ戦略等のロボット知能

・多くの必要災害事例，
日本の製造業の強み

(P) 小型軽量ロボット用の
未知災害環境における
防爆技術の確立と
国際規格化

(S) 現場適用を可能にす
る

法令整備

(S) 防災ロボット用無線周波数割当
(P) ロボット用メッシュネットワークの性能

向上．移動・複数・リアルタイム・通信
遅延等の問題解決

(F) 通信遅延・容量・距離・安定性等の問
題

を解決するロボット自律知能
有線（未開拓分野）

(F) ケーブルの状態推定，シミュレーション，
制御，ルーティング計画，引っかかり回避，
リカバリ等の先端マニピュレーション技術

(P) 遠隔ロボット用専用の，運動を阻害しな
い，引っかからない，自走式等の，ケーブ
ル＋マニピュレーション機構

・適用範囲の拡大，ブレイクスルー期待
(P) 災害環境下でのセンサ・センサ情報

処理・認識の高度化
(P) 広域長時間飛行による状況把握
(F) ヒューマンインタフェース・情報提示

の課題解決
(F) 状況認知知能の高度化
(F) 能動センシング，複数ロボット協調

センシング，ネットワークセンシングの
課題解決

(F) 収集情報の統合解釈・認識・データ
マイニング・ビッグデータ・マッピング

・適用範囲の拡大，日本で特に重要
・緊急性，危険性，

極限環境
（地震災害）
・瓦礫，不整地，壁，

ギャップ，段差
・狭所，高所
・爆発，火災
（津波，風水害）
・水中，水陸境界
・孤立家屋，瓦礫
・広域漂流，水没
（CBRNE・テロ）
・閉鎖空間
・危険物質汚染
・階段，車両内
（原発事故）
・人間が入れない

狭所・高所・水中等人間が入れない場所や
汚染・爆発・安全確認できない場所での状況調査・作業

長期・広域モニタリングの自動化，調査精度向上・情報化

防災ロボット： 重点的に進めるべき 『 基盤技術研究 (F)  』 ， 『 高度実用化研究 (P)  』 ，
『 規格・法令整備(S) 』

登壁ロボによる状況調査と軽作業

狭所探査ロボによる状況調査

全国に複数の研究拠点設置＝大学・独法・国研の活用
防災ロボットセンター設置＝積極的な現場適用試験・標準化

競技会形式
研究奨励

(F) ロボカップレス
キュー等，防災研
究目的の競技会
の運営および参加
への国を挙げた支
援
(F) 東日本大震災
等の災害を踏まえ
た新たな競技会，
新たな競技カテゴ
リの創設



COCN

④

防災ロボット： 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， ロードマップ

ロードマップ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

基盤
技術
研究

遠隔現場アクセシビリティ向上 プロ
ジェクト
検討

手法開
発

手法改
良

プロトタ
イプ開
発

模擬現
場試験
改良

模擬現
場実証

現場実
証・
試験配
備

製品検
討・
開発

製品配
備

無線通信・有線通信

遠隔状況認識・知能化・自律化

高度
実用
化
研究

遠隔現場アクセシビリティ向上 プロトタ
イプ開
発

模擬現
場試験
改良

現場実
証・
試験配
備

製品検
討

製品開
発

製品配備

無線通信・有線通信

遠隔状況認識・知能化・自律化

防爆技術

規格・法令整備 規格検討 標準化運動 規格策定 標準規格化

ロボットの性能評価法

国際標準化，規格策定

・ロボット・ロボット部品の
性能評価法の国際標準化

・調達基準の明確化
・市場の国際化
・開発目標の明確化
・他社製品との差別化
・国際的ショーケース

防災ロボット事業環境と市場の整備

部品の可換性

・ロボット・ロボット部品
（ハード・ソフト）の
規格の国際標準化

・可換性・再利用性向上
・開発コスト低減
・開発速度加速
・製品原価低減

国際安全規格策定

・ロボット現場適用の
際の安全規格

・安全性の向上
・ロボット適用範囲の

拡大
・現場判断の迅速化
・市場の国際化

ロボット使用制度・環境整備・調達

・災害対策基本法に基づいたロボット使用制度の整備
・国交省・防衛省・消防庁・警察庁・海上保安庁等，政府

機関が，積極的にロボット配備を検討
・老朽化インフラ・産業設備維持でのロボット積極的活用
・調達を進めやすくするための，最新技術情報，現場環

境での実用性能評価情報の提供，カタログ化
・海外への技術・製品情報の相互流通，売り込み

ロボット適用に必要な制度の整備

防災ロボット配備と適用のバリア低下

無人化施工

・全国に複数の研究開発拠点を設置
＝大学・独法・国研の活用．国際的な協力

・試験フィールドを備えた防災ロボットセンターを設置
・フィールド試験に基づく性能評価と改良開発
・コンテスト形式のプロジェクトによる競争原理

研究開発拠点，および，防災ロボットセンターの設
置

水陸両用運搬車両
緊急対策工事用無人化油圧ショベ

ル
・ヒューマンインタフェース高度化による

空間認識力向上
・車体の自律安定化制御

・水中走行クローラ信頼性，安全性
・水中地形計測，地盤認識，海底地

質調査，安定性評価，転倒防止
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［無人化施工技術］
○2次災害発生の恐れがある災害現場で安全に緊急対策・復旧作業を行う技術
○遠隔操作仕様の建設機械と遠隔操作に必要な画像関連技術、信号伝送技術、これらをまとめてシステム化
する技術、遠隔操作を行う操作者等々の総称
○様々な自然災害の復旧に対応するためには技術が不足

［提言］
想定される自然災害への対応の中で、無人化施工が必要な作業を明確化し、今後必要とされる無人化施工シ
ステムを実現するために取り組むべき新たな技術開発要素とその平時を含めた活用方法について提言する。

ショベル系建設機械

空間認知機能搭載

車載広角カメラによる周辺空間認識
位置・姿勢計測による車体姿勢
安定性評価と転倒防止制御

高度情報化施工機能搭載

地形計測・マッピングによる計画支援
半自動掘削等による正確な遠隔操作
高度な作業ガイダンス
作業後の出来形管理まで一元化

無人化施工システム（WG2） １/2
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無人化施工システム（WG2） 2/2

水陸両用運搬車両

空間と水中認知機能搭載

車載広角カメラによる周辺空間認識
超音波等による水中地形計測
位置・姿勢計測による車体姿勢
安定性評価と転倒防止制御

水中走行機能

水中走行用クローラ技術
水中での吸排気対策エンジン
水中安定走行用低重心機体
走行支援等の高度な作業ガイダンス

陸上災害での工事例

水中での工事例

研究実現のための必要条件
① 基盤技術研究
② 高度実用化研究
③ 試験フィールド

SIP 水中クローラダンプ開発
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産業設備及び社会インフラの点検、メンテナンスの市場ニーズとロボット導入の可能
性さらに、その災害対応への適用可能性について検討を実施。災害対応ロボットへ
の転用は十分可能であるが、さらに機能向上・コスト低減・信頼性の向上が必要。

３． インフラ点検／メンテナンスロボット（WG3）

通常生産時のインフラ点検ロボットの運用システム

鋼管（外面）点検ロボットは、
通常時は落下防止などを備え
て亀裂などのミクロ点検作業、
発災時は単独飛行でマクロカ
メラで状況把握を優先する.

飛行ロボットによ
る遠隔点検

逸走防止ワイヤー

走行ロ
ボットに
よる遠隔
点検
（ex. 超音
波厚み計
測）

逸走防止ワイヤー
遠隔操作盤

災害情報

災害発生時の設備点検ロボットの役割

工場生産設備が被災した想定で、飛行ロボット、走行ロボット
が複数個作業しているシステム.多数のロボットが利用されるが、

高所からの状況把握などの情報収集が主要な役割.

工場生産設備が
被災した想定で、
飛行ロボット、
走行ロボットが
複数個作業して
いるシステム

例えば：鋼構造
物点検ロボット
のカメラを望遠
に替えて、遠方
からの状況を把
握し、中央での
情報集約をはか
る.

飛行ロボットによ
る漏洩ガスの調査

飛行ロボットによ
る被災設備の調査

走行ロボッ
トによる被
災設備の調
査、作業

複合ロボット
による被災設

備の調査

断裂

倒壊

経産省／国交省インフラ点検ロボット
SIP インフラ維持管理
ImPACT タフロボティクスチャレンジ



研究開発拠点・プロジェクト
• 基盤技術研究（10年プロジェクト）
• 高度実用化研究（5年プロジェクト）
• ソルーション導出・システム化技術開発（競技会）

防災ロボットセンター
• 実証試験，オペレータ訓練

• テスト・運用フィールド，モックアップ
• Disaster City Japan
• 工事フィールド
• 福島原発モデル，など

• 機能評価・認証（防爆性，耐放性，耐久性，安全性など）
• 評価センター

• ロボット技術情報の集積化・一元的管理・提供
• 緊急時対応（災害時の配備）

平時の利用
• 社会インフラ・設備の点検・保守
• 危険工事

活用 投入

検証

有事の利用
• 災害現場での災害対応
• 事故現場での事故対応

評価

ニーズ

経産省

財務省

内閣府

総務省

総科技

総科技

文科省

文科省

消防庁

自衛隊

エネ庁 電事連

産総研

自衛隊

経産省

文科省

経産省
内閣府

戦略設計・策定
事業化推進
開発と使用の継続的循環

標準化活動
ロボットの機能評価
インタフェース仕様

制度設計
規制緩和
・特区など

規制強化
・配備の義務化など

税制策定
・免税措置など

環境整備
・無線周波数の確保など

国交省

国交省
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ニーズ駆動型プロジェクト
■技術開発：基盤技術研究（10年），高度実用化研究（5年），運用実証型研究

特殊環境移動・アクセス技術
遠隔操作用安定通信技術
遠隔操作用空間認知技術
操作性向上のための自律化・知能化技術
計測技術とそれに基づく点検・診断・メンテ技術

■ソルーション導出競技会
システム化技術開発

災害対応ロボット
研究開発拠点研究室

研究開発拠点及び研究開発プロジェクト立ち上げ
国土強靭化・実用防災ロボット開発のための

研究開発拠点の設置と研究開発プロジェクトの立ち上げ

実証試験・オペ訓練
実証評価拠点



Inspiration and Goals

26Distribution Statement "A" (Approved for Public Release, Distribution Unlimited)

1. Target disaster response in dangerous 

environments, and important DoD capability for 

HADR (Humanitarian Assistance and Disaster 

Relief) missions

2. Advance supervised autonomy, mobility, 

manipulation, and energetic efficiency.

3. Catalyze the robotics industry by developing a 

validated, real-time, operator-interactive 

simulator.

4. Welcome a wide range of international 

contributors including traditional and non-

traditional DARPA performers from a variety of 

fields.

Man-Computer Symbiosis
J. C. R. Licklider (head of DARPA IPTO 1962)

IRE Transactions on Human Factors in Electronics,
volume HFE-1, pages 4-11, March 1960

“… close study of the disaster’s first 24 hours, 
before the cascade of failures carried reactor 1 
beyond any hope of salvation, reveals clear 
inflection points where minor differences would 
have prevented events from spiraling out of 
control.”    IEEE Spectrum, November 2011 pg. 36.

Fukushima - 2011
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Example Disaster Challenge Scenario

Distribution Statement "A" (Approved for Public Release, Distribution Unlimited)
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1.  Drive utility vehicle to site X X X X

2.  Travel dismounted across rubble X X X

3.  Remove debris blocking entryway X X X X X

4.  Open door, enter building X X X X

5.  Climb industrial ladder, traverse industrial walkway X X X

6.  Use tool to break through concrete panel X X X X X

7.  Locate and close valve near leaking pipe X X X X X X

8.  Replace component X X X

Ta
sk

s

Capabilities



Copyright (c) Hajime Asama, Univ. of Tokyo. All rights reserved 2016 28

Disaster City
TEEX (Texas A&M Univ), Texas, USA

（三菱総研瀬川氏レポート）
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防爆性の必要性
JR西日本福知山線脱線事故
2005年（平成17年）4月25日

新潟県南魚沼市トンネル内爆発事故
2012年5月24日

1階駐車場でガソリン漏れ トンネル内で可燃性天然ガスが発生

引火の恐れがある機器は導入できず

防爆性の機能評価
認定された機器の導入



研究開発拠点・プロジェクト
• 基盤技術研究（10年プロジェクト）
• 高度実用化研究（5年プロジェクト）
• ソルーション導出・システム化技術開発（競技会）

防災ロボットセンター
• 実証試験，オペレータ訓練

• テスト・運用フィールド，モックアップ
• Disaster City Japan
• 工事フィールド
• 福島原発モデル，など

• 機能評価・認証（防爆性，耐放性，耐久性，安全性など）
• 評価センター

• ロボット技術情報の集積化・一元的管理・提供
• 緊急時対応（災害時の配備）

平時の利用
• 社会インフラ・設備の点検・保守
• 危険工事

活用 投入

検証

有事の利用
• 災害現場での災害対応
• 事故現場での事故対応

評価

ニーズ

戦略設計・策定
事業化推進
開発と使用の継続的循環

標準化活動
ロボットの機能評価
インタフェース仕様

制度設計
規制緩和
・特区など

規制強化
・配備の義務化など

税制策定
・免税措置など

環境整備
・無線周波数の確保など



Test Director: NIST Contributors:
Adam Jacoff Elena Messina, Hui-Min Huang,
Intelligent Systems Division Ann Virts, Anthony Downs, 
Engineering Laboratory Chris Scrapper, Richard Norcross,
National Institute of Standards and Technology Soeren Schwertfeger, Raymond Sheh
RobotTestMethods@nist.gov 301-975-4235 

Standard Test Methods for Response Robots
Project Overview



Standard Test Method Development Process



Standard Test Methods for Response Robots 
Test Apparatuses, Procedures, Metrics and Forms
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 法規制（航空法，道交法，電波法，その他）

→法整備，規制緩和・特区（訓練時，非常時），制度設計

 遠隔操作時の無線通信インフラの限界（混信，輻輳，出力，等）

→専用無線周波数帯の確保，高出力の認可

→局所的／臨時の電波規制

 導入条件となる機能（防爆性，安全性等）保証

→防爆性，安全性等の評価システムの確立

→公的資格・認証（機器，オペレータ）

 緊急対応，長期的・継続的運用

→運用・配備のためのパーマネントな組織・体制

（災害対応ロボット利用推進本部）

 ロボット研究・実証拠点の整備

→各種災害現場模擬を備えた公設実証試験フィールド
Disaster City

社会実装阻害要因排除のための環境・基盤整備



研究開発拠点・プロジェクト
• 基盤技術研究（10年プロジェクト）
• 高度実用化研究（5年プロジェクト）
• ソルーション導出・システム化技術開発（競技会）

防災ロボットセンター
• 実証試験，オペレータ訓練

• テスト・運用フィールド，モックアップ
• Disaster City Japan
• 工事フィールド
• 福島原発モデル，など

• 機能評価・認証（防爆性，耐放性，耐久性，安全性など）
• 評価センター

• ロボット技術情報の集積化・一元的管理・提供
• 緊急時対応（災害時の配備）

平時の利用
• 社会インフラ・設備の点検・保守
• 危険工事

活用 投入

検証

有事の利用
• 災害現場での災害対応
• 事故現場での事故対応

評価

ニーズ

経産省

財務省

内閣府

総務省

総科技

総科技

文科省

文科省

消防庁

自衛隊

エネ庁 電事連

産総研

自衛隊

経産省

文科省

経産省
内閣府

戦略設計・策定
事業化推進
開発と使用の継続的循環

標準化活動
ロボットの機能評価
インタフェース仕様

制度設計
規制緩和
・特区など

規制強化
・配備の義務化など

税制策定
・免税措置など

環境整備
・無線周波数の確保など

国交省

国交省

経産省／国交省インフラ点検ロボット
SIP インフラ維持管理
ImPACT タフロボティクスチャレンジ

ロボットオリンピック



研究開発拠点・プロジェクト
• 基盤技術研究（10年プロジェクト）
• 高度実用化研究（5年プロジェクト）
• ソルーション導出・システム化技術開発（競技会）

防災ロボットセンター
• 実証試験，オペレータ訓練

• テスト・運用フィールド，モックアップ
• Disaster City Japan
• 工事フィールド
• 福島原発モデル，など

• 機能評価・認証（防爆性，耐放性，耐久性，安全性など）
• 評価センター

• ロボット技術情報の集積化・一元的管理・提供
• 緊急時対応（災害時の配備）

平時の利用
• 社会インフラ・設備の点検・保守
• 危険工事

活用 投入

検証

有事の利用
• 災害現場での災害対応
• 事故現場での事故対応

評価

ニーズ

経産省

財務省

内閣府

総務省

総科技

総科技

文科省

文科省

消防庁

自衛隊

エネ庁 電事連

産総研

自衛隊

経産省

文科省

経産省
内閣府

戦略設計・策定
事業化推進
開発と使用の継続的循環

標準化活動
ロボットの機能評価
インタフェース仕様

制度設計
規制緩和
・特区など

規制強化
・配備の義務化など

税制策定
・免税措置など

環境整備
・無線周波数の確保など

国交省

国交省

楢葉モックアップ施設
南相馬テストフィールド

NEDO性能評価

国交省ロボット情報一元化

ロボット実証試験特区
／国家戦略特区



研究開発拠点・プロジェクト
• 基盤技術研究（10年プロジェクト）
• 高度実用化研究（5年プロジェクト）
• ソルーション導出・システム化技術開発（競技会）

防災ロボットセンター
• 実証試験，オペレータ訓練

• テスト・運用フィールド，モックアップ
• Disaster City Japan
• 工事フィールド
• 福島原発モデル，など

• 機能評価・認証（防爆性，耐放性，耐久性，安全性など）
• 評価センター

• ロボット技術情報の集積化・一元的管理・提供
• 緊急時対応（災害時の配備）

平時の利用
• 社会インフラ・設備の点検・保守
• 危険工事

活用 投入

検証

有事の利用
• 災害現場での災害対応
• 事故現場での事故対応

評価

ニーズ

経産省

財務省

内閣府

総務省

総科技

総科技

文科省

文科省

消防庁

自衛隊

エネ庁 電事連

産総研

自衛隊

経産省

文科省

経産省
内閣府

戦略設計・策定
事業化推進
開発と使用の継続的循環

標準化活動
ロボットの機能評価
インタフェース仕様

制度設計
規制緩和
・特区など

規制強化
・配備の義務化など

税制策定
・免税措置など

環境整備
・無線周波数の確保など

国交省

国交省

COCN災害対応ロボット推進連絡会
ロボット革命イニシアティブ協議会

NEDO性能評価

ロボット実証試験特区／国家戦略特区

総務省ロボット用周波数

国交省ドローン官民協議会

ロボット法学会？

日本学術会議／自民党デュアルユース
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産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）
H25災害対応ロボットセンター設立構想プロジェクト

プロジェクトリーダー 淺間 一（東京大学）
WG1（評価WG） 主査：田所 諭（東北大学）
WG2（技術WG） 主査：油田信一（芝浦工業大学）
WG3（配備WG） 主査：秋本 修（日立製作所）
メンバー

鹿島建設，清水建設，IHI，新日鐵住金，東芝，日立，ＨGＮＥ，富士通，三菱重工，
三菱電機，コマツ，熊谷組，大林組，大成建設，竹中工務店，フジタ，日立建機，ト
ピー工業，モリタホールディングス，双日エアロスペース，三菱総研，ホンダ，東急
建設，千代田化工建設，新日本非破壊検査，JX日鉱日石エネルギー，アスコ，積
水化学工業，NTT，知能技術，アイコム，日本原子力研究開発機構，東大，東北大，
芝浦工大，京大，早大，長岡技術科学大学，湘南工科大学，産総研，先端建設技
術センター，製造科学技術センター

オブザーバー
経済産業省，文部科学省，国土交通省，総務省，内閣府，防衛省，南相馬市，高知
県，NEDO，JAEA，土研，ロボット学会， ロボット工業会，情報通信技術委員会

事務局
コマツ，製造科学技術センター
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備えのためには

平時利用

1. 実証試験
2. 日ごろの訓練で利用
3. 現場導入

• 災害復旧現場
• 社会インフラや設備の点検・メンテナンス
• 危険工事現場での活用
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実用化
（実証試験・オペ訓練）

災害対応ロボットの社会実装の推進

事業化
災害現場

研究開発
研究室

入口支援
研究開発への投資

出口支援
官需調達・工事発注

災害対応ロボット技術センター

実用化支援
センター設置
センター利用
運用経費補助

（産官学連携による運用）
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 官による市場創出（シーズpush型からニーズpull型へ）
– 機器の調達，調達の補助金，免税措置，配備の義務付け（官需調達，発注）

 実用化支援・事業化支援
– 実証試験，性能評価，オペレータ訓練の場の設置

• ユーザとディベロッパーによるニーズの明確化

• テストフィールドやモックアップの設置・利用・運用経費補助

– 高度実用化プロジェクト，運用実証プロジェクト，等

• 信頼性・耐久性・頑健性・保守性向上のための支援

– 機能評価の評価手法の確立と標準化（米国NISTなどの活動）

– 機器の標準化活動支援（ISO，OMG，他）

• モジュール構造，I/F，H/W，MiddlewareやRobot OSなどのS/W
– 実用化・事業化人材の育成

 研究開発
– ニーズ駆動型の研究開発（含ニーズ駆動型基礎研究・基盤技術開発）

実用化・事業化のための環境・基盤整備



COCN
災害対応ロボットセンターのコンセプト

災害対応ロボットセンター

遠隔操作機器・装置の開発実証施設
イメージ(JAEA All Rights Reserved.)

（浜通り、神戸など）（楢葉、福井など）
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楢葉モックアップ施設
南相馬テストフィールド
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 福島県浜通り地域での新産業育成を図る「イノベーション・コースト構想」で復興を加速。
 東⽇本⼤震災の経験を踏まえ、災害などに役⽴つロボット・ドローンを構想の柱に。

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｺｰｽﾄ構想（復興庁）



＜概要規模＞
試験棟 ：幅60m×奥行80m×高さ40m
研究管理棟：幅35m×奥行25m×高さ20m

－ モックアップ試験施設

楢葉遠隔技術開発センター
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ロボットテストフィールドの整備イメージ
 物流、インフラ点検、災害対応などの分野で使⽤される陸・海・空の「フィールドロボット」が主

対象。
 限りなく実際と近い環境での実証試験を蓄積し、製品化前後の開発に反映させる。
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国際産学官共同利⽤施設の整備イメージ
 国内外の研究者が集い、ロボットの基礎的・基盤的な研究を⾏う施設。
 ①試作・基礎性能試験評価に必要な設備、②製品の改良に必要な設備、③研究室・研

修室などを備え、ロボットテストフィールドとの⼀体的な活⽤が可能。

三次元光学計測装置

ロボット性能
標準試験設備

マシニングセンターﾚｰｻﾞｰ焼結⾦属3Dﾌﾟﾘﾝﾀ 電波暗室（3m法）恒温試験装置

三次元レーザー加⼯機

防爆・耐⽕試験装置
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ロボットテストフィールド・国際産学官共同利⽤施設の予定地
 南相⾺市原町区萱浜地区復興⼯業団地内。
 現在、第⼀期造成⼯事中。今年度中に滑⾛路など無⼈航空機（ドローン）向け施設から

着⼯予定。
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ＲＴＦ候補地

ロボットテストフィールド・国際産学官共同利⽤施設の予定地
 ２本の無⼈航空機⽤滑⾛路のうち、１本は浪江町北棚塩地区に配置し、10km以上の⾶

⾏テストを⾏うことができる。
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楢葉町
⑦仮橋
⑧楢葉町⽴楢葉南⼩学校
⑨楢葉町⽴楢葉北⼩学校
⑩楢葉町⽴楢葉中学校
⑪福島第⼆原⼦⼒発電所隣接地
⑫楢葉町岩沢海⽔浴場

南相⾺市
③横川ダム
④南相⾺市下太⽥⼯業⽤地
⑤⾼の倉ダム
⑥南相⾺市⾺事公苑

相⾺市
①相⾺市⼀般廃棄物埋⽴処分場
②相⾺市産業廃棄物埋⽴処分場

常
磐
自
動
車
道

相馬ＩＣ
①②

広野ＩＣ

⑧⑨⑩⑪
⑫⑬

南相馬ＩＣ
③④⑥⑦

①相⾺市⼀般廃棄物
埋⽴処分場

②相⾺市産業廃棄物
埋⽴処分場

③横川ダム ④南相⾺市
下太⽥⼯業団地

⑤⾼の倉ダム ⑥南相⾺市⾺事公苑

⑦仮橋 ⑧楢葉町⽴
楢葉南⼩学校

⑨楢葉町⽴
楢葉北⼩学校

⑩楢葉町⽴
楢葉中学校

⑪福島第⼆原⼦⼒
発電所隣接地

⑫楢葉町
岩沢海⽔浴場

※上記のエリア・施設以外での実証を⾏いたい場合にも相談に応じます。

福島浜通りロボット実証区域
 浜通り地域のエリア・施設を実証区域に指定し、さらに進んだ実証試験の実施環境を整備。
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ロボットテストフィールド整備事業（経産省）
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フィールドロボット用テストフィールド
（南相馬市，浪江町）
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産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）
H2６災害対応ロボットの社会実装プロジェクト

プロジェクトリーダー： 淺間 一（東京大学）
サブリーダー： 秋本 修（日立製作所），加藤 晋（産総研）
WG1（制度，標準化検討WG）

主査：田所 諭（東北大学），副査：大隅 久（中央大学），幹事：神村明哉(産総研）
WG2（持続的運用検討WG）

主査：油田信一（芝浦工大），副査：高橋 弘（東北大学），幹事：森下博之（先端建設技術センター）
WG3（インフラ，通信検討WG）

主査：羽田靖史(工学院大学），副査：北原成郎(熊谷組），幹事：細田祐司（日本ロボット学会）
メンバー

鹿島建設，清水建設，IHI,新日鐵住金，東芝，日立，日立GENE，富士通，三菱重工，三菱電機，
コマツ，熊谷組，大林組，大成建設，竹中工務店，日立建機，モリタホールディングス，トピー工業，
双日エアロスペース，フジタ，ホンダ，東急建設，千代田化工建設，JX日鉱日石，積水化学工業，
アスコ，アイコム，新日本非破壊検査，ヤンマー建機，船山，北酸，富士重工業，NEC，JAEA，
EVRI，東大，東北大，芝浦工大， 大阪大，早大，工学院大，中央大，長岡技科大，湘南工科大，
産総研，先端建設技術センター，DSPリサーチ

オブザーバー
経済産業省，文部科学省，国土交通省，総務省，内閣府，防衛省，消防庁，警察庁，高知県，
福島県ハイテクプラザ，南相馬市，NEDO，土研，ロボット学会，ロボット工業会，NTT，
JAXA(調整中)，NICT(調整中）

事務局
コマツ，製造科学技術センター
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最終報告の内容と提言のポイント

ロボット配備の義務化を含む法制度の整備及び研究開発の予算措置
（１）持続的運用のための施策（官)

 災害対応ロボットの現場での活用を可能にするためには規制緩和が必要である．
また，災害の頻度は低く，災害対応ロボットは官需中心であることから，その社会
普及のためには，配備の義務化を含む法制度の整備を行い，国が積極的に市場
を形成するべきである．

 災害対応ロボットの市場は限定的であり，機器の開発・維持コストを民間 だけで
負担することは難しい．したがって，国がそれらの必要な予算措置を継続的に講じ
るべきである．

 災害対応ロボット技術の実用化を推進・維持するためには，それを長期間利用す
る現場を，国が意図的・積極的に設置・活用するべきである．

 持続的運用を可能にする担い手としての中小企業やベンチャー企業などの支援、
人材育成を強化すべきである。

ロボットの安全確保のためのルール制定及び防爆性を含む認証と法制化

 災害対応ロボットの安全性を確保するためのルール制定・認証，法制化を 行うべ
きである．

 災害対応ロボットの機能・性能の評価軸を定め，その標準化を行うとともに，調達基
準を明確化すべきである．

 災害対応ロボットの防爆に関する検討を，技術と制度の両面から進めるべきである．

（２）社会実装の遅滞要因排除：（産官学)
国交省ドローン官民協議会

NEDO性能評価
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○社会実装の遅滞要因排除(例)：航空ロボットの安全性確保、水上・水中ロボットの運用
の推進

各国の無人航空機のクラス分けの比較

 無人航空機のクラス分け，設計要求，運航ルール，ライセンス等規定すべき項目を
明確にして無人航空機の認証のための安全基準，認証制度の運用 体制等を航
空当局と産業界が連携して整備することが必要

 水上・水中ロボットの社会実装のためには、水上・水中ロボットの規格標準・認証制
度の策定、運用ルールの制定、ロボット研究・実証フィールドの確保 が必要

水上・水中ロボットの運用イメージ

最終報告の内容と提言のポイント

国交省ドローン官民協議会
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ロボット専用周波数と帯域の確保，災害時と同様な無線通信を常時利
用可能な特区の確保，および無線機の開発支援．

 「ロボット革命実現周波数帯の確保」：映像がしっかり通る程度の帯域を確保して、
民間での自由活用によりサービスロボット市場を活性化．また免許制または登録制
にし，平時は民間で広く活用し，災害時には警察，消防などに優先権を持たせる．

 特区テストフィールドの設置：試作・実用評価のループを回す必要がある災害対応
ロボットの実用化開発，ならびにオペレーターの育成・スキル維持のための訓練に
は，非常時と同様のロボットの取扱いが必須であり，平常時から制限のない利用が
可能な限定的な特区の設置が必要．

 無線機の開発支援ならびに利用シーンの創出と提供：無線機は特に初期 開発に
費用がかかるため，小数生産しか見込めない災害対応ロボットに関しては積極的
な開発支援，ならびに利用シーンの創出，提供を行うべきである．

（３）インフラ・無線通信の整備：(官)

最終報告の内容と提言のポイント

ロボット実証試験特区
／国家戦略特区

総務省ロボット用周波数
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革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
Impulsing Paradigm Change through disruptive Technologies

550億円／5年
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ロボット革命実現会議

• ロボットによる新たな産業革命
• 新しい成長戦略に盛り込む
• ロボット活用のショーケース

OECD閣僚理事会（2014年5月6日）

OECD閣僚理事会安倍首相基調演説

ロボット新戦略

















COCN
推進体制：産官学８７名，４８団体，オブザーバー１５団体 （平成27年度）

■リーダー ： 淺間 一（東京大学）
■顧問・ＣＯＣＮ実行委員 ： 渡辺裕司（小松製作所）
■サブリーダー ： 秋本 修（日立製作所），加藤 晋（産業技術総合研究所）
■WG１（制度，標準化検討WG）

主査：田所 諭（東北大），副査：大隅 久（中央大），幹事：神村明哉(産総研），木村哲也(長岡技科大）
■WG２（持続的運用検討WG）

主査：油田信一（芝浦工大），幹事：森下博之（先端建設技術センター）
■WG３（インフラ・通信検討WG）

主査：羽田靖史(工学院大），副査：北原成郎(熊谷組），幹事：細田祐司（日本ロボット学会）
■メンバー：

鹿島建設(株)，清水建設(株)，新日鐵住金(株)，(株)IHI，(株)IHIエアロスペース(株)東芝，(株)日立製作所，富士
通(株)，JX日鉱日石エネルギー(株)，三菱重工業(株)，三菱電機(株)，(株)小松製作所，(株)大林組，大成建設(株)，
(株)熊谷組，(株)竹中工務店，(株)フジタ，東急建設(株)，千代田化工建設(株)，日立建機(株)，(株)本田技術研究所，
富士重工業(株)，(株)モリタホールディングス，双日エアロスペース(株)，新日本非破壊検査(株)，
エンジニア・ビジョンRI.Inc.，アイコム(株) ，アイベックステクノロジー(株)， 三菱電機特機システム(株)，ヤンマー(株)
東京大学，早稲田大学，東北大学，芝浦工業大学，大阪大学，長岡技術科学大学，中央大学，工学院大学，湘南工
科大学，(独)産業技術総合研究所， (一財)製造科学技術センター，(一財)先端建設技術センター，(独)日本原子力
研究開発機構，(一社)日本ロボット学会，日本電信電話(株)，(株)コーワテック，東京電力(株) ,東京ガス(株)，
海洋研究開発機構、
■オブザーバー
ロボット革命イニシアティブ協議会、経済産業省，文部科学省，国土交通省，防衛省，福島県，福島県ハイテクプラザ，

南相馬市，(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構，(独)宇宙航空研究開発機構， (一社)日本ロボット工業会，
(一社)日本UAS産業振興協議会，日本原子力発電(株)，防衛大学校，（独）科学技術振興機構、土木研究所、
■事務局：布谷貞夫，田渕俊宏（小松製作所）

COCN災害対応ロボット推進連絡会体制



COCN
１．推進連絡会の概要

１．2011〜2014年プロジェクト活動を継承し、ロボット⾰命イニシアティブ協議会
等、ロボットの社会実装推進に係る各種会議 等に参加し、ロボットユーザの
意⾒を集約したCOCN提⾔の反映を図る。

２．災害対応ロボットの社会実装を確実に推進するため、研究から実証、さらに
事業創出にいたるシナリオ構築と環境整備の推進、並びにこれらの活動を担う
次世代の⼈材育成を図る。

■⽬ 的

■体 制
推進連絡会構成（産官学133名、メンバー56団体、オブザーバー18団体）

■PL：淺間 ⼀（東京⼤学） ■実⾏委員：渡辺裕司（コマツ）
■サブPL：秋本 修（⽇⽴）、加藤 晋（産総研）
■WG1「制度(安全性等)・標準化」 主査：⽥所 諭（東北⼤学)､副主査：⼤隅 久
（中央⼤学）、幹事：神村明哉（産総研）、⽊村哲也（⻑岡技科⼤学）

■WG2「ユースケースに基づく社会実装モデル」 主査：油⽥信⼀（芝浦⼯業⼤学）
副主査：栗⽣暢雄（⼤林組）、⾼⽥亮平（新⽇鐵住⾦）、幹事：森下博之

（先端建設技術センター）
■WG3「インフラ・通信」 主査：⽻⽥靖史（⼯学院⼤学）

副主査：北原成郎(熊⾕組)、幹事：細⽥ 祐司（ロボット学会）
■事務局：布⾕貞夫、⽥渕俊宏（コマツ）
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COCN

COCN推進連絡会として下記会議・委員会等に参加し、全体会議(４,8,12⽉)
で状況報告するとともに、事務局が適時にWG、幹事会を召集して連絡会を運営。
■復興庁関連：「イノベーション・コースト構想推進会議」
■経産省関連：「ロボット⾰命イニシアティブ協議会」
■国交省関連：「ドローン運⽤ルール検討会」
■総務省関連：「ロボット⽤電波利⽤システム調査研究会」
■経産省関連：「ロボットテストフィールド・共同利⽤施設活⽤検討委員会」
■NEDO関連：「インフラ維持管理UAV技術検討会」
■内閣官房・国交省関連：「⼩型無⼈機に係る環境整備に向けた官⺠協議会」

■今年度の活動

■成 果
■総務省：ロボット⽤電波（2.4GHz、5.7GHz等）の制度整備に着⼿
■経産省：ロボットテストフィールド・研究開発拠点整備事業にH28年度着⼿
■経産省・NEDO：各種ロボット性能評価⼿法の研究開発にH28年度着⼿
■内閣官房：⼩型無⼈機に係る環境整備の検討に着⼿
■経産省・国交省・内閣府：SIP、ImPACT、次世代社会インフラロボット等、

研究開発及び現場検証等事業の継続推進

２．今年度の活動と成果

7
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COCN

WG１として３回のミーティングを開催し、下記内容の情報・意⾒交換、およびドローン
運⽤制度構築に向けたCOCN意⾒の取りまとめを⾏った。また全体会議(9⽉,12⽉)
において国⼟交通省航空局課⻑・松本⼤樹様のご出席を賜り、改正航空法等につ
いて意⾒交換をさせていただいた。

■第1回WG1ミーティング（7⽉28⽇）… ドローン運⽤制度整備の動向説明と意⾒交換
■第2回WG1ミーティング（9⽉17⽇）… 航空法改正と省令案の概要解説、および

⽔上・⽔中ロボットの現状報告
■第3回WG1ミーティング（2⽉3⽇） … ドローン認証・検定制度に対する意⾒取りまとめ

主な成果：
 「⼩型無⼈機に係る環境整備に向けた官⺠協議会(内閣官房)」、「ドローン運⽤

ルール検討会(国交省)」に参加し、COCNからの意⾒・要望を提⽰
 航空法改正と省令案に対するCOCNからの質問・要望等の取りまとめ
 ドローン認証・検定制度整備に関するCOCNからの意⾒・要望の取りまとめ
 ⽔上・⽔中ロボットの現状報告

■今年度の活動と成果
２-１．WG1「制度(安全性等)・標準化」

主査：大隅 久、幹事：神村明哉

■次年度の課題
⼩型無⼈機に係る機体性能認証・操縦資格制度の提案（参考資料にイメージを掲載） 7
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COCN

■総務省：「情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会
ロボット作業班」及び（⼀社）電波産業会：「ロボット⽤電波利⽤システム調査
研究会」におけるロボット⽤無線通信帯域の調整

■ロボット⽤無線通信帯域（169MHz, 2.4GHz, 5.7GHz）の確保
（H28年3⽉答申予定）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/idou/robot/index.html

２-２．WG3「無線通信インフラ」

■災害対応ロボットの社会実装に向けた信頼性の⾼い無線通信帯域の確保
■⽬ 的

7
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■今年度の活動と成果

■次年度の課題
■総務省とのロボット⽤無線通信詳細仕様の調整
■ロボット⽤無線通信管理運営体制の整備及び対応無線通信機器の確保
■ドローン運⽤等における携帯電話機器の運⽤制限緩和の提⾔
■「ロボット⾰命イニシアティブ協議会 WG2 環境整備Gr」との連携による推進

主査：羽田靖史、副主査：北原成郎、幹事：細田祐司



COCN

①福島ロボットテストフィールドの整備･運⽤に向けて可能な技術⽀援を継続したいと思います。
（福島ロボットテストフィールドに付与するオンリーワンの特⻑、特権のシナリオ作成が肝要と考えます。）

②ロボット⾰命イニシアティブ協議会WG2環境整備グループに参加して、ロボット⽤電波や運営組織など
の環境整備に関して継続提案しますので、ご指導をお願いいたします。

■経産省殿

■総務省殿
ロボット⽤電波につきましては電波産業会の調査研究会で議論を深耕し、成果が⾒えてきました。本年度
電波制度の改定の運びとなりますが、ドローンでの利⽤につき、⼗分な検討をお願いいたします。

■国交省殿
①航空安全企画課殿：ドローンの性能認証、オペレータの訓練・資格認定などに関する制度設計におい
て、福島のロボットフィールドの活⽤を考慮いただくようお願いいたします。

②公共事業企画調整課殿：インフラ維持、災害対応⽤ロボットの実証評価の継続・発展と、福島の
ロボットテストフィールドの活⽤を同時に検討いただくようお願いいたします。

■内閣府 内閣官房殿
⼩型無⼈機の環境整備に向けた官⺠協議会に参加し、社会実装を⽬標とした環境整備について府省
庁・産・学の連携した提案をさせていただきますのでご指導をお願いいたします。

災害対応、インフラ維持管理ロボットの社会実装、持続的運⽤を⽬指し活動を継続していきますので、
関係府省庁殿からも引き続きご参加いただき、ご指導・ご鞭撻のほどお願いいたします。

■全府省殿

３．各府省庁への提言事項

7
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COCNドローン機体性能認証･操縦資格制度整備
の提案（イメージ）

産業界におけるドローンの
利活用事業推進

A機体の安全性を保証する「機体認証」
B操縦者の技量を保証する「操縦資格」

①民間制度
②公的制度

B 操縦者の技量を保証する「操縦資格」A 機体の安全性を保証する「機体性能認証」

軽易な操縦技量での飛行
○日中・無人地帯・視程内飛行

やホビーなど

①民間制度による
操縦資格など

軽易な機体安全性での飛行
○日中・無人地帯・目視内飛行

やホビーなど

①民間制度による
機体認証など

高度な操縦技術を要する飛行
○視程外飛行
○夜間飛行
○DID飛行 など

高い機体安全性を要する飛行
○視程外飛行
○夜間飛行
○DID飛行 など

②公的制度による
機体認証

民間制度による機体
認証取得が条件

クラス
（イメージ） ⾶⾏可能な条件 ⽤途 機体性能認証の内容

I
(⾃転⾞ﾚﾍﾞﾙ）

・ラジコン⾶⾏場等
（第三者上空⾶⾏無し） ホビー、試験⽤途 ・⾃主規格（機体性能認証不要）

II
(原付きﾚﾍﾞﾙ）

・無⼈地帯で⽇中、⽬視内
⾶⾏に限定
（第三者上空⾶⾏無し）

⼀般事業、農薬散布等
・機体の基本⾶⾏検証
・安全性・信頼性の検証
（JUAV等⺠間⾃主認証制度を想定）

III
(⾃動⾞ﾚﾍﾞﾙ）

※

・有⼈地帯での⾶⾏
（第三者上空⾶⾏有り）

・全⽇⾶⾏
・視程外⾶⾏など

・⼀般事業⽤途
（指定公共機関、物流、
プラント、警備ほか）

・防災事業⽤途等
（消防、防衛、警察、
海保、報道機関等）

・⽬視外⾶⾏等基本性能試験（⾃律⾶⾏試験等）
・耐久試験（ロングラン試験）
・耐環境試験（耐⾵、耐⾬等）
・操作性試験（⻑距離⾶⾏、電波断時、夜間⾶⾏等）
・補給整備性試験（予防整備性、故障整備性等）
・安全性能試験（緊急着陸、ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ降下、視認性等）

A 機体性能認証制度の一例

付録：参考資料.2-1

DID:人口集中地区

※クラスIIIの機体性能認証はロボットテストフィールドの活用を想定

（具体的数値，条件，資格等はイメージとして提示したものであり，具体的内容の決定には更なる議論が必要）

②公的制度による
操縦資格

民間制度による操縦
資格保有が条件



COCN

B 操縦者の操縦資格制度の一例
（具体的数値，条件，資格等はイメージとして提示したものであり，具体的内容の決定には更なる議論が必要）

付録：参考資料.2-2

ドローン機体性能認証･操縦資格制度整備
の提案（イメージ）

資格 ⾶⾏空域の条件 ⾶⾏⽅法の条件 技能検定機関 試験項⽬ 摘要 受験資格

ｸﾗｽD 所有地・管理地
に限る

⽬視内⾶⾏かつ
⽇中に限る ⺠間団体等 なし(⺠間主催の講習

を推奨) ホビー、試験⽤途 不要

ｸﾗｽC
※1 無⼈地帯に限る ⽬視内⾶⾏かつ

⽇中に限る JUAV等
JUAV準拠
・基本学科
・基本技能

⼀般事業、農薬散布等 不要

ｸﾗｽB
※2

限定解除

（当該資格保有が、
DID⾶⾏及び空港周辺
⾶⾏を許可する条件と
する）

限定解除

（当該資格保有が、夜間
⾶⾏・視程外⾶⾏・物件
との規定距離を確保しな
い⾶⾏等に関して承認す
る条件とする）

ロボットテストフィー
ルドなど、国の定める
試験⽅法に基づく試験
が可能な機関（指定試
験機関)において技能
評価
（国は指定試験機関の評価
に基づく申請に対し技能資
格を付与するものとする）

試験規格B
・学科
（航空法、航法、無⼈機の
機能、操作法、⾶⾏原則、
電波法、通信、運⾏⼿続
き、視程外⾶⾏・第三者
上空⾶⾏要領）

・実技
（視程外⾶⾏、電波ほか不
測対処、ビル⾵等対処､
少⾬⾶⾏､弱⾵⾶⾏(地上
⾵速5m/s)など）

⼀般事業⽤途
（指定公共機関、物流、プラ
ント、警備ほか）

クラスCを保有
して1年以上の
業務経験を有す
るとともに３0
時間以上の⾶⾏
実績を有するも
のとする

ｸﾗｽA
※2

限定解除

（当該資格保有が、
DID⾶⾏及び空港周辺
⾶⾏を許可する条件と
する)

限定解除

（当該資格保有が、夜間
⾶⾏・視程外⾶⾏・物件
との規定距離を確保しな
い⾶⾏等に関して承認す
る条件とする）

ロボットテストフィー
ルドなど、国の定める
試験⽅法に基づく試験
が可能な機関（指定試
験機関)において技能
評価
（国は指定試験機関の評価
に基づく申請に対し技能資
格を付与するものとする）

試験規格A
・学科
（災害時の運⽤原則・⾶⾏
⼿続き、降⾬強⾵環境
下での操作⽅法など）

・実技
（⻑距離視程外⾶⾏、電波
ほか不測対処、緊急着陸、
ビル強⾵等対処、降⾬・
強⾵⾶⾏、関係機関調整
など）

防災事業⽤途
（消防、防衛、警察、
海保、報道機関等）

当該資格の保有は、災害時
等における「許可を必要と
する空域、承認を要する⾶
⾏⽅法」規定の適⽤除外、
あるいは他の機関の同様の
許可承認の条件とするとと
もにインストラクターとし
ての技能を認める

クラスBを保有
して3年以上の
業務経験を有す
るとともに100
時間以上の⾶⾏
実績を有するも
のとする

※１ マニュアル飛行のみ、 ※２ 自律飛行・マニュアル飛行対象
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災害対応ロボット推進連絡会



Copyright (c) Hajime Asama, Univ. of Tokyo. All rights reserved 2014 77

平成28年度及び29年度の2ヵ年にわたる整備を想定（福島県南相⾺市、浪江町 約76億円）

ロボットテストフィールド整備(経産省）
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航空法の改正など環境整備(国交省)
許可・承認は ①機体の安全性 ②操縦者の技量 ③運行管理体制 から総合的に判断
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小型無人機の環境整備（内閣官房）
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無⼈移動体画像伝送ｼｽﾃﾑ

ロボット用電波利用システム(総務省)
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性能評価手法の研究開発（ＮＥＤＯ）
ロボットテストフィールドにおける性能評価手法等の開発の進め方（案）
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被災地の
経済・産業創出

東電東電

廃 炉 国土強靭化

復旧・復興

産業界

学 界

資エネ庁資エネ庁
研究開発投資

国国
経産省経産省 文科省文科省

研究開発投資

国交省国交省 防衛省防衛省

消防庁消防庁

技術活用

復興庁復興庁

自治体自治体

災害対応ロボット
研究・実証試験拠点

国の安全・安心

地場企業

廃炉ロボット

社会インフラロボット

SIP

ImPACT

CBRN

消火ロボット

福島イノベーション
コースト構想

災害対応ロボット

モックアップ施設

東日本大震災後の活動総括
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安倍首相

政府

産業競争力懇談会(COCN)
産

国のロボット関連プロジェクトの流れ

総合科学技術会議

内閣府

第4次科学技術基本計画

SIP ImPACT

国

JSTNEDO

赤羽元経産副大臣
高木経産副大臣

政府

NEDO

ロボット革命実現会議

ロボットイニシアティブ協議会

国交省

ロボットテストフィールド

経産省 経産省 経産省

次世代インフラ インフラ維持管理

ロボット新戦略

国

内閣府・復興庁・経産省
イノベーションコースト構想研究会

イノベーションコースト推進会議

産業集積環境整備検討会

国

資源エネルギー庁

モックアップ施設 原子力人材育成

文部科学省

廃炉のための研究開発

JAEA

文部科学省

JST

国

IRID



COCN災害対応ﾛﾎﾞｯﾄｾﾝﾀｰによるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ

大学、企業

波及効果、派生事業波及効果、派生事業
● ﾛﾎﾞｯﾄ基盤技術研究

(アクセス、空間認知、
通信、自律化、知能化、
点検・診断・メンテ等）

● 高度実用化研究
● 情報収集・分析技術研究
● 除染技術研究 等

■戦略・ロードマップ策定
■配備計画
■災害時の運用統制・指示
● 社会実証（フィールド）
● 認証等
● オペレータ訓練
● ロボット技術管理
● 研究開発支援
● ソリューション導出競技会

● 原子力災害⇒原子力災害対応ロボット
● 土砂災害等⇒重作業人命救助ロボット
● 水難・山岳事故⇒救難・捜索ロボット
● 津波、山林火災⇒災害警戒・監視ロボット
● コンビナート事故⇒消火・救助ロボット
● 避難区域保全⇒巡回監視ロボット
● インフラ維持⇒プラント点検ロボット

国土強靭化国土強靭化

● 資源開発⇒海底資源探査・開発ロボット
● 林業省力化⇒斜面移動ロボット
● 建設機械省力化⇒半自律作業ロボット

高度情報化施工ロボット
● 資源・インフラ受注⇒地雷処理ロボット
● 輸出産業、国際貢献⇒災害対応ロボット

成長戦略

復興庁、経産省、文科省、国交省、総務省、環境省、防衛省・・企業復興庁、経産省、文科省、国交省、総務省、環境省、防衛省・・企業

復興の加速

災害対応ロボットｾﾝﾀｰ
■災害対応ﾛﾎﾞｯﾄ利用推進本部
●災害対応ﾛﾎﾞｯﾄ技術ｾﾝﾀｰ

◆福島浜通り復興の加速でイノベーションを創出し国土強靭化・成長戦略へ展開
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