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防災ロボットの機能構成と，災害条件下での技術課題

各種ロボットの持つ移動・静止性能の課題

・車輪・クローラロボ：踏破限界，段差，不整地，地盤
・多脚ロボ：速度，安定性，効率，車輪・クローラとの比較
・パワースーツ：安全，環境整合，装着，重機との比較
・超小型軽量飛行：安定性，狭所，ペイロード，飛行時間
・広域長時間飛行：耐環境性，安全性向上，配備
・潜水・水上：水流・狭所，位置決め，係留索，行方不明
・登壁ロボ：凹凸・障害物乗越，安定性，安全性
・狭所進入ロボ：運動性能，横転回避，旋回半径
・合体ロボ：性能の相互補完，複雑化

災害条件下での作業性能の課題

・センサ位置決め：汎用，速度，小型
・ドア・ハッチ開閉：汎用，自由度
・障害物除去：双腕作業，安全，力
・サンプリング：除染，格納，小型
・補強作業：汎用，実用化
・除染作業：除染ツール，範囲
・マニピュレーション：双腕，干渉，

自由度，可搬重量，把持力

災害条件での行動決定

・状況認識・解釈と予測
・移動・作業の戦略計画知能
・失敗時のリカバリ，修正

・機能と制約条件のトレードオフ
・他システムとの整合
・システムマインドによる問題解決

システム化の課題

・サイズ・重量
・運搬，設置時間
・必要付加機材
・稼働時間・エネルギー

補給・メンテナンス
・信頼性，耐久性，耐熱，

耐水，湿度，耐環境
・防爆，現場悪影響防止

災害環境条件の課題

・伝送遅延，伝送容量
・通信距離，安定性，障害復旧
・アドホックネットワーク（メッシュネット）
・無線制約を緩和するロボ知能
・有線通信ケーブル：切断，絡まり，

運動・作業影響，引きずり負荷
・ケーブルハンドリング，ルーティング
・ケーブル制約を緩和するロボ知能

災害条件での無線通信・有線通信
・画像（赤外，放射線，距離）：小型軽量，

精度，汎用認識，環境条件，価格
・音声認識・定位：雑音，反響，環境条件
・移動環境認識：地面形状，地盤安定性
・触力覚：状況判断，空間認識，小型軽量
・オドメトリ：すべり，ドリフト
・自己位置推定：環境条件，マップ，精度
・能動センシング，協調センシング
・データマイニング，ビッグデータ

災害条件でのセンシング・認識の課題

・直感的提示：マルチモーダル，3D，
没入感，空間把握，疲労，違和感

・人間の意図・意志の伝達・推定
・不足情報の能動的収集，確認
・自動・部分自動のための自律知能：
作業教示，学習，記憶，推定，計
画，分散協調，安定性，信頼性

・人間要素：操作人数，分担協力

災害条件での操作・指令・教示・
認識・判断（人間操作，自律知能）

技術熟成度レベル(Tech. Readiness Level)

【9】 実機を配備してよく使われる
【8】 実機を災害現場で実証
【7】 試験機を災害現場でデモ
【6】 試験機を模擬現場でデモ
【5】 要素部品を模擬現場で実証
【4】 要素部品を研究室で実証
【3】 機能性能を解析と実験
【2】 技術コンセプトと適用法発明
【1】 科学技術の発見

各
課
題
に
応
じ
た
研
究

重点化判断基準：A) ロボット適用可能性・適用範囲拡大，B) ブレイクスルーの可能性，C) 日本の強み，D) 費用対効果，E) 市場拡大
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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・自動化

（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

コンテスト形式
研究奨励

(F) ロボカップレス
キュー等，防災研
究目的のコンテス
トの運営・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
た新たなコンテスト，
あるいは，新たな
カテゴリの創設



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・自動化

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・自動化

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

性能評価法

国際標準化，規格化

・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・再利用性

・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

・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， 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と環境の整備

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
・研究開発のためのコンテストの運営・参加への支援

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



災害の様相変化と防災ロボットニーズ

緊急対応 （数日）
・避難
・人命救助
・緊急調査
・緊急修理
・緊急工事

復旧（数ヶ月）
・被害調査
・復旧工事
・復旧修理

復興 （数年）
・生活
・経済・仕事

災害予防 （長期間）
・耐震化・防潮堤
・老朽化インフラ・
産業設備の補修

・危険箇所補強

発災
被害の
沈静化

被害から
の回復

災害の
サイクル

平時に
戻る

被害の
小化



インフラ・産業設備耐震化の効果事例
事例 効果

東北大学青葉山キャン
パス
（宮城県仙台市）

電子情報システム・応物系１号館は昭和３０年代に建設され，６階までが耐震補強されて
いた．東日本大震災によって，補強されていなかった７階以上が全壊となり，エレベータが
落下し，倒壊の危険のため取り壊されることとなった．一方で，同時期に建設された機械
知能系１号館，２号館は上階まで耐震補強されていたため，構造被害はなかった．

トヨタ東日本岩手工場
（岩手県金ヶ崎市）

2009年の岩手宮城内陸地震のために長期にわたって生産が停止した経験をふまえて，
生産設備に対して徹底的な地震対策を行っていた．東日本大震災では生産中の車両の
脱落などがみられたものの，生産設備の被害は小さく，数日後には，部品や電気などの
供給さえ整っていれば生産を再開できるレベルにまで復旧することができた．

ソニー仙台テクノロジー
センター
（宮城県多賀城市）

化学プロセスの配管などを震度６にも耐えられるように補修と耐震化を進めていた．その
ため，津波によって工場は大きな被害を受けたが，配管系の被害はそれほど大きくならな
かった．もしも配管の補修と耐震化を行っていなければ，全滅していたと考えられ，ソニー
は工場を撤退していただろうと考えられている．

ラピスセミコンダクター
（宮城県黒川郡大衡村）

かねてより，早期地震警戒システムを導入した緊急停止や，地震動によって生産設備が
動くことを防止する対策を行うなど，万全の地震対策を行っていた．そのため，東日本大
震災による被害は軽微であり，水などの供給の問題や従業員の安否の問題がなければ，
早期に生産を再開することができた．



災害対応手順とロボットニーズ

救助の場合 復旧作業の場合 キーワード 種別

1 災害発生の覚知 被害発生の覚知 覚知
情
報
収
集

2 災害の状況把握 被害の状況把握 状況把握

3 救助活動の計画手配 復旧作業の計画手配 計画手配

4 要救助者探索・情報収集 被害調査・情報収集 情報収集

5 要救助者応急確保作業 被害箇所応急修繕作業 応急作業
復
旧
作
業

6 緊急医療・応急処置

7 医療機関への搬送 被害構造物撤去 撤去搬送

8 治療 修繕・新構造物搬入設置 治療修繕

 情報収集：状況が不明．被曝・有毒ガスの危険性．高所・狭所など．
 人間による調査の代替と精度向上．適切な計画の立案

 復旧作業：作業の危険性．被曝の可能性．高所・狭所など．
 人間による作業の代替．総被曝量の低減



防災ロボットの役割と求められる状況

ロボットが求められる状況
1) 狭所，高所，水中等の，人間が入れない場所
2) 汚染や火災爆発の危険性がある場所，

安全が確認できない場所
3) 情報化により品質・精度が上がる場合

（位置情報と収集情報の統合，など）
4) 自動化・遠隔化によりコストが下がる場合

（長期や広域の定型作業の自動化，など）

ロボットに求められる役割
人間に代わって，遠隔的・自動的に

A) 状況を調査する （情報収集）
B) 作業を行う （復旧作業）



防災ロボットの機能構成



技術熟成度レベル（TRL)
 Technology Readiness Level (TRL)
 NASAの定義に基づくと

【9】 実機を配備してよく使われる

【8】 実機を災害現場で実証

【7】 試験機を災害現場でデモ

【6】 試験機を模擬現場でデモ

【5】 要素部品を模擬現場で実証

【4】 要素部品を研究室で実証

【3】 機能性能を解析と実験

【2】 技術コンセプトと適用法発明

【1】 科学技術の発見

現場実用レベル

試験開発レベル

基礎技術レベル

基礎科学レベル

レ
ベ
ル
に
応
じ
た
研
究
開
発
の
必
要
性

高度実用化研究

基盤技術研究



災害条件下での移動・静止，作業性能の課題
 移動・静止性能の課題

 車輪・クローラロボ： 踏破限界，段差，不整地，地盤

 多脚ロボ： 速度，安定性，効率，車輪・クローラとの比較

 パワースーツ： 安全，環境整合，装着，重機との比較

 超小型軽量飛行： 安定性，狭所，ペイロード，飛行時間

 広域長時間飛行： 耐環境性，安全性向上，配備

 潜水・水上： 水流・狭所，位置決め，係留索，行方不明

 登壁ロボ： 凹凸・障害物乗越，安定性，安全性

 狭所進入ロボ： 運動性能，横転回避，旋回半径

 合体ロボ： 性能の相互補完，複雑化

 作業性能の課題
 センサ位置決め： 汎用，速度，小型

 ドア・ハッチ開閉： 汎用，自由度

 障害物除去： 双腕作業，安全，力

 サンプリング： 除染，格納，小型

 補強作業： 汎用，実用化

 除染作業： 除染ツール，範囲

 マニピュレーション： 双腕，干渉，自由度，可搬重量，把持力

 災害環境条件の課題
 サイズ・重量

 運搬，設置時間

 必要付加機材

 稼働時間

 エネルギー補給

 メンテナンス

 信頼性，耐久性

 耐熱，湿度，

 耐水，耐環境

 防爆，現場悪影響防止



センシング・認識，無線通信，有線通信の課題
 災害条件下でのセンシング・認識の課題

 画像（赤外，放射線，距離３Ｄ）： 小型軽量，精度，汎用認識，環境条件，価格

 音声認識・定位： 雑音，反響，環境条件

 移動環境認識： 地面形状，地盤安定性

 触力覚： 状況判断，空間認識，小型軽量

 オドメトリ： すべり，ドリフト

 自己位置推定： 環境条件，マップ，精度

 能動センシング，協調センシング

 データマイニング，ビッグデータ

 災害条件下での無線通信の課題
 伝送遅延

 伝送容量

 通信距離

 安定性，障害復旧

 アドホックネットワーク（メッシュネット）

 無線制約を緩和するロボット知能

 災害条件下での有線通信の課題
 有線通信ケーブルの切断，絡まり

 ケーブルの運動・作業への影響

 ケーブルの引きずり負荷

 ケーブルハンドリング，ルーティング

 ケーブル制約を緩和するロボット知能



遠隔操作，認識・判断・行動決定，システム化

 災害条件での操作・司令・教示・認識・判断（人間操作・自律知能）
 直感的提示： マルチモーダル，3D，没入感，空間把握，疲労，違和感

 人間の意図・意志の伝達・推定

 不足情報の能動的収集，確認

 自動・部分自動のための自律知能：
作業教示，学習，記憶，推定，計画，分散協調，安定性，信頼性

 ヒューマンファクター： 操作人数，分担協力

 災害条件下での行動決定
 状況認識・解釈と予測

 移動・作業の戦略計画知能

 失敗時のリカバリ，修正

 システム化の課題
 機能と制約条件のトレードオフ

 他システムとの整合

 システムマインドによる問題解決



重点化の判断基準と施策

 判断基準

A) ロボットの適用可能性や適用範囲を拡大するか

B) ブレイクスルーの可能性が高いか

C) 日本の強みを活かせるか

D) 費用対効果が高いか

E) 市場拡大に寄与するか

 重点施策

(F) 基盤技術研究

(P) 高度実用化研究

(S) 規格・法令整備



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・自動化

（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

コンテスト形式
研究奨励

(F) ロボカップレス
キュー等，防災研
究目的のコンテス
トの運営・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
た新たなコンテスト，
あるいは，新たな
カテゴリの創設



目的，および，満たすべき災害環境条件

 目的：
 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・

復旧作業

 長期・広域モニタリングの自動化，調査精度向上・情報化

 満たすべき災害環境条件

 緊急性，危険性，極限環境

【地震災害の場合】

 瓦礫，不整地，壁，ギャップ，段差

 狭所，高所

 爆発，火災

【津波，風水害の場合】

 水中，水陸境界

 孤立家屋，瓦礫

 広域漂流，水没

【CBRNE・テロの場合】

 閉鎖空間

 危険物質汚染

 階段，車両内

【原発事故の場合】

 人間が入れない



遠隔現場へのアクセシビリティの向上
 超小型軽量飛行体による状況調査

 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

 登壁ロボによる状況調査と軽作業
 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

 狭所探査ロボによる状況調査
 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



無線通信・有線通信，遠隔状況認識・知能化・自動化

 無線通信
 適用範囲の拡大，日本で特に重要

(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

 有線通信
 適用範囲の拡大，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

 遠隔状況認識・知能化・自動化
 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



現場悪影響の防止，コンテスト形式研究奨励，

 現場悪影響の防止
 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

 コンテスト形式研究奨励
(F) ロボカップレスキュー等，防災研究目的のコンテストの運営・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コンテスト，あるいは，
新たなカテゴリの創設



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・自動化

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・自動化

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

性能評価法

国際標準化，規格化

・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・再利用性

・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

・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， 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と環境の整備

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
・研究開発のためのコンテストの運営・参加への支援

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



研究開発拠点，防災ロボットセンター，制度・環境整備

 全国に複数の研究開発拠点，防災ロボットセンターの設置
 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

 研究開発のためのコンテストの運営・参加への支援

 ロボット適用に必要な制度と環境の整備
 防災ロボット配備と適用のバリア低下

 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， 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



国際標準化，規格化

 性能評価法
 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

 部品の可換・再利用性
 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
 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



技術以外の中長期課題と産業施策との関連
組織
制度

ベンダー
育成

市場化
促進

人材活
用育成

国際
協力

規制・
法制度

情報流通・
国民理解

(1) ユーザ・発注者・予算決定者がロボット能
力を知る

◎ ○ ○

(2) 開発者・販売者・レンタル業者がユーザ
ニーズを知る

○ ◎ ○

(3) 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

◎ ○ ○ ○

(4) メーカー・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

○ ◎

(5) ロボットが現場で継続的に使用・試験・訓
練される

○ ◎ ○ ○

(6) 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

◎ ○ ○ ○ ○ ○

(7) 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

◎ ○ ○ ○ ○ ○

(8) ユーザ間の協力 ○ ◎ ○

(9) 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

○ ○ ○ ○ ◎

(10) 現在あるニーズによってロボットを育てる ◎ ○

(11) 法と制度の整備 ○ ○ ○ ◎
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