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序 
 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして 社団法人日本ロボット工業会に「安全・安心のためのセキュリティロボット

システムに関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

 

平成１９年３月 

 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 



 

はじめに 
 

 
 

現在、我が国は、ロボットの生産・保有において世界一位であるのみならず、研究開発

などにおいても世界をリードしているとともに、これまでに、経済産業省が２００４年５

月に発表した新産業創造戦略においても、「ロボット」は新重点分野の一つになっているだ

けでなく、「２１世紀ロボットチャレンジプログラム」など、具体的な推進に向けての取

り組みが始まっている。 

一方、我が国は、地震、台風、津波といった災害が多く、その予防、災害発生時の早急

な対策に対するニーズが高く、また、近年は、放火、誘拐などの犯罪やテロなど、セキュ

リティに関する予防、対策の強化が叫ばれている。 

また、「安全・安心」を目標とした用途として、セキュリティ（防災：災害・事故予防、

災害・事故対策）、（防犯：犯罪予防、警備、保安、犯罪・テロ対策））、環境ケア（環

境汚染監視、人工物の劣化モニタリング・メンテナンスなど）のためのモニタリングＲＴ

等の技術開発に期待されている。 

このような背景を踏まえて、「安全・安心のためのセキュリティロボットシステムに関す

る調査研究」は、実用化の期待が高いセキュリティロボットシステムでは今まで困難であ

ったモニタリング機能等の実現や異常検出の質の向上を図るとともに今後、期待の大きい

この分野へのロボット技術の適用が広がり、ロボット市場の創出および普及することによ

りロボット産業の発展に大きく貢献することを期待して、社団法人日本機械工業連合会よ

り委託を受け実施したものである。 

本調査研究を遂行するにあたり、本調査研究のために設置された「セキュリティロボッ

トシステム調査研究専門委員会（委員長：淺間 一・東京大学教授）」の委員各位と専門分

野から貴重なご意見、ご指導を賜った関係各位のご尽力に対し心より感謝申し上げる次第

である。 
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会 長  井 村 健 輔 
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第１章 調査研究の概要 
 

１．１ 調査研究の目的 
 

 今日、我々の生活は、地震や台風による自然災害や放火、誘拐などの犯罪やテロの脅威が

増加してするなど様々な要因によって安全・安心な生活が脅かされていることから、災害の

予防や災害発生時の早急な対策、セキュリティに関する予防及び対策強化のニーズが急速に

高まっている。 

 また、橋梁やダムなどの社会資本設備やプラントなどの巨大人工物システムの機能維持、

事故防止等の監視等も重要となっている。 

 安全・安心な社会や生活環境を守っていくためには、我が国の得意とするロボット技術

を、これらのセキュリティに適用することにより安全・安心な社会や生活環境を維持する

ことが可能となる。 

 特に、インテリジェントかつ機能的・多様的な監視と情報収集や既存システムとの連携

による探査の簡易化・トータル化及び救助活動におけるレスキュー隊員の２次災害回避等

にロボットシステムの導入が期待されている。 

 さらに、セキュリティロボットシステムに関する調査研究は、先端技術であるロボット

技術をセキュリティに適用することにより、安全・安心な社会や生活環境を維持すること

が目的であるとともに、経済産業省の「２１世紀ロボットチャレンジプログラム」での生

活および社会支援分野においてロボットが活用される環境を整え、実用化を図り戦略産業

に成長させるとする政策の具現化を推進するものである。 

 本調査研究では、実用化の期待が高いセキュリティロボットシステムに関する国内外の

研究開発動向、技術課題等について調査・分析するとともにロボットシステムの概念およ

び普及等について検討を行い、これまでのセキュリティシステムでは困難であったモニタ

リング機能等の実現や異常検出の質の向上が図れるため、今後、期待の大きい生活・社会

支援分野へのロボット技術の適用が拡がり、ロボット市場の創出および生活・社会支援分

野へのロボットの普及によりロボット産業の発展に大きく貢献する。 

 



 

 

１．２ 調査研究の実施体制 
 

本調査研究の実施体制は、社団法人日本ロボット工業会内に学識経験者、メーカ、ユーザ

からなる専門委員会を設置し、これらの審議、指導により事業を実施する。 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキュリテ
（社）日本機械工業連合会 
       委託 
（社）日本ロボット工業会 
2 

ィロボットシステム調査研究専門委員会 

委員長：淺間 一（東京大学） 



3 

 

１．３ 調査研究成果の要約 
 

 我々の生活は、日々様々な脅威にさらされており、安全・安心な社会をいかに構築・維

持するかが大きな課題となっている。本調査研究では、その脅威として、災害、犯罪、テ

ロ、事故、環境汚染・環境破壊などを対象とした。 

 日本は、地震、台風、津波、水害、竜巻、雷、土砂崩れ、火山災害、雪害などの自然災

害が多く、大きな被害を被っている。自然災害以外にも、身近なものとして火事や病気な

どの災害も挙げられる。災害をいかに事前に予知するか、災害時にいかに迅速かつ的確に

状況を把握し、しかるべき措置を行い、普及作業を安全かつ効率よく実施するかなどが重

要な課題となっている。  

 また、犯罪に関しては、凶悪な犯罪が増える一方、幼い子供のつれさりやひったくりな

ども社会問題となっている。また、米国で９．１１テロが発生して以来、テロ対策の重要

性が非常に高まっている。犯罪やテロに関しては、いかにそれを防止するか、犯人をいか

に特定し、犯罪の状況を把握するか、犯罪やテロが発生した際に、いかに迅速かつ的確に

しかるべき対策を行うかなどが課題となっている。 

 さらに、事故に関しては、自動車や鉄道、航空機事故のほか、原子力プラントなどの大

型施設の事故は、その影響力の大きさから、それをいかに予測し、予防するか、事故が発

生した際に、いかに迅速かつ的確に状況を把握し、しかるべき措置を行い、普及作業を安

全かつ効率よく実施するかなどが重要な課題となっている。トンネル、橋梁、道路などの

社会資本に関しても、劣化・崩壊が大きな事故につながることから、同様なニーズがある。 

 環境汚染・環境破壊に関しても、ダイオキシンなどの有害物質のみならず、温度やＣＯ2

などの環境問題となる事象について、広域にわたる環境の変化を長期間にわたり正確に観

測し、環境破壊につながる要因を観測し、事態を予測することが重要となる。 

 安全・安心な社会を構築するには、以上述べたようなニーズに応えられる技術開発やシ

ステム開発が求められており、本調査研究では、そこでどのような機能が必要か、ロボッ

ト技術（ＲＴ：Ｒｏｂｏｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ)をいかに活用できるか、また、新たに

どのようなＲＴシステムを開発する必要があるかについて検討を行った。 

 調査研究の結果から、より詳細にニーズを見ると、事前の情報収集・モニタリングをす

る機能、異常が発生していないかを判定する機能、事後の情報収集（状況把握）をする機

能、事後の措置・対策を行う機能などが要求され、それぞれにおいてＲＴの活用が考えら

れる。すなわち、情報収集に関しては、単にあらかじめ設置したカメラやセンサなどによ

って情報を収集するたけでなく、移動しながらセンシングを行ったり、分解して観察する

など作業をしながらセンシングを行ったり、センサや通信中継器を運搬して設置するなど、

ＲＴを活用した情報収集が求められるであろう。また、措置・対策においても、ＲＴの活

用が期待される。環境によっては人がアクセスすることが困難な場所での作業や、二次災

害の危険がある場所での作業などでは、そのニーズが特に高いことが分かり、その特徴と

しては、計測対象や作業対象が多様である、広範囲にわたる、長時間におよぶ、などが挙

げられ、計測や作業を実施するＲＴには、それを実現するための知能化技術の開発が要求

されている。 

 本調査研究では、これらの成果を踏まえて、これまでのセキュリティシステムでは困難

であったモニタリング機能等の実現や異常検出の質の向上等を図るための、実用化の期待

が高いセキュリティロボットシステムの概念および普及等について取りまとめた。 

 

（１）関連するロボット技術の研究開発動向調査 

 

１）防災分野におけるロボット技術の研究開発 
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実際に発生した災害を通じ、貴重な体験やデータが得られたことにより、新たな対応に

向けた実用的な技術開発の試みも可能となってきた。例えばアメリカでは、これら開発さ

れた技術が９．１１テロのビル崩壊現場での被災者救出活動に利用され、更にはＲｏｂｏ

Ｃｕｐレスキューといった世界的な取り組みも始まっている。日本では、阪神淡路大震災

をきっかけに文部省（現文部科学省）大都市大震災軽減化特別プロジェクトが発足し、多

くのロボット研究者が震災における救助活動を解析し、必要となる活動を明らかにすると

ともに、それぞれの活動に必要となる技術を開発するための研究グループが活動を開始し

ている。総務省においても、地下鉄サリン事件以前からの火災現場での探査ロボットのほ

か、平成１６年以降密閉空間における化学剤散布等の事案に対応できるロボット開発を行

っている。建設分野においても、雲仙普賢岳災害復旧活動において開発された遠隔操縦技

術をベースに、遠隔操縦やナビゲーションなどの技術がロボット施工技術として発展して

いる。国土交通省では、平成１５年度より５ヵ年の総合技術開発プロジェクトの一部とし

て、既存の災害復旧現場等におけるロボット施工技術の汎用性の向上、施工現場での３次

元空間データの利用やロボットの遠隔操作による施工技術の研究開発を行っている。 

本節では、大震災や火災、テロを想定した救助活動についての研究の現状、更には自然

災害時に危険地域での復旧活動や救助活動のための情報収集技術やシステムの開発状況の

調査結果を取りまとめた。 

 

２）防犯分野におけるロボット技術の研究開発 

 

屋内外への不審者の侵入監視や不審物の放置監視を行なう目的のために、定められた領

域を定期的に巡回することは防犯上重要である。このような目的には、移動ロボットの導

入は有効な事例である。すでに警備ロボットとして、このような目的のために市販ないし

はリース販売として実績のあるものもあり、目下、実用化実証試験中というものも含めて、

いくつかの事例を紹介している。 

 

３）社会的インフラの機能維持分野におけるロボット技術の研究開発 

 

 今日の日常生活における電気の重要性は極めて大きく、各種インフラの中で電力供給の

維持の優先度も高い。そのような背景のもと、発電所の機能維持のため、発電施設および

機器の事故・故障の未然防止・拡大防止、また安定した電気供給を図るため電気事業法に

基づいた各種の定期検査が義務づけられている。 

 特に原子力発電所は事故が発生した場合、周辺に壊滅的な被害を及ぼす恐れがあるため

設備のメンテナンスはより重要であり、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統

設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納設備、補助ボイラおよび予備発

電装置、蒸気タービン設備については国による検査が実施されている。さらに事業者によ

る自主検査も実施されている。 

 検査の方法は人間の目での目視点検による簡易なものから探傷機器を用いる物まで様々

な段階があるが、ＲＴが導入されているおもな検査箇所とその頻度等について紹介してい

る。 

 

（２）セキュリティロボットシステムの研究内容調査 

  

１）セキュリティロボットシステムのニーズ  

 

 安全・安心な社会を構築するためのニーズに応えられる技術開発やシステム開発が求め

られており、どのような機能が必要か、ロボット技術（ＲＴ）をいかに活用できるか、ま
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た、新たにどのようなＲＴシステムを開発する必要があるかについての検討結果を踏まえ

て、事前の情報収集・モニタリングをする機能、異常が発生していないかを判定する機能、

事後の情報収集（状況把握）をする機能、事後の措置・対策を行う機能などが要求され、

それぞれにおいてＲＴの活用が考えられた。 

すなわち、情報収集に関しては、単にあらかじめ設置したカメラやセンサなどによって

情報を収集するたけでなく、移動しながらセンシングを行ったり、分解して観察するなど

作業をしながらセンシングを行ったり、センサや通信中継器を運搬して設置するなど、Ｒ

Ｔを活用した情報収集が求められる。 

また、措置・対策においても、ＲＴの活用が期待される。環境によっては人がアクセス

することが困難な場所での作業や、二次災害の危険がある場所での作業などでは、そのニ

ーズが特に高い。安全・安心な社会のためのＲＴの概念を示した。 

 

２）セキュリティロボットシステムの技術的課題、知能化の課題  

  

各調査過程において、今後解決すべき技術課題を明らかとし、これら想定される災害現

場毎に異なることから極めて多岐に渡るが、その課題の領域はほぼ共通しており、移動性

能の向上、遠隔操縦などオペレータによる操作性の技術、センシング、通信、そして情報

の統合技術に集約できた。 

今後は現場に依存せず共通に利用可能な技術と、現場固有の技術をうまく切り分けた研

究と開発のプロセスが必要になるものと思われる。 

大震災、テロや火災による有毒ガスの存在下での探査、自然災害現場といった個別の条

件下における情報収集技術の課題を取りまとめた。 

 

３）適用分野における技術的分類 

 

 安全･安心のためのセキュリティロボットシステムに関して防災、防犯、社会的インフラ

の機能維持の３分野を対象に検討を実施した。これらに共通する技術的分類について整理

する。３分野の検討から、セキュリティロボットシステムに求められる機能は、以下のよ

うなプロセスに区分した。 

 

・事前情報収集・モニタリング機能：異常な状態を検知するために平常時の状態を常にモ

ニタリングする機能 

・判断・判別機能：モニタリングした情報から、異常を見出すための判断あるいは情報判

別機能 

・事後情報収集機能：異常な事態が発生したあとの状況を把握するためのモニタリング機

能 

・措置機能：得られた状態に対応できる異常からの回復のための機能 

 

４）展開戦略 

 

 今後の安心・安全のための社会作りには、セキュリティロボットシステムの果たす役割

は大きいと考えられる。本調査において実施した技術的分類の中から、直近で実施すべき

内容として、以下のような理由から情報収集機能を持つロボットシステムが必要である。 

 

・防災分野、防犯分野、社会的インフラの機能維持の分野に共通して求められる機能であ

る。 

・空間的・時間的に広範囲な情報を入手することで、これまで難しかった各種の予測のた

めのデータベース構築が可能になる。この結果、モデル化技術が向上することになり、



6 

判断・判別機能の向上につながる。 

・平常時の情報収集が重要であるが、人間にとって変化のないもののモニタリングは非常

に難しい。このような作業にはロボット技術の適用が非常に有効で、トレーサビリティ

も確保できる。 

・有線･無線のネットワークが急速に充実していることから、大量のモニタリングデータ処

理も可能になる環境が整っている。特に、無線の技術の向上が目覚しいことから、定置

型、能動型の情報収集システムの融合をする技術的バックグラウンドが整ってきている。 

 

（３）今後の課題と展望  

 

１）ロボット技術を当該セキュリティに応用する際の技術的課題、知能化の課題 

 

 安心･安全な社会を構築・維持するためにロボット技術を適用することについて検討して

きた対象として、防災・防犯・社会的インフラの機能維持の３分野について、個々の分野

における技術課題を、セキュリティにロボット技術を適用し、実用的に運用する上での課

題を使われるプロセス毎にまとめた。 

 

２）規制緩和と開発の効率（技術的容易性、コスト） 

 

これまで検討してきたシステムの開発と実証にあたり、効率的な開発を進めて実用化へ

展開することを考慮すると、いくつかの制度的な課題を挙げた。 

 

・防犯に関しての法規制改革 

・電波法に関する改革 

・運搬時の構造物強度の緩和 

・安全上の規制 

・個人情報保護に関する規制 
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第２章 関連するロボット技術の研究開発動向調査 
 

安心･安全な社会を構築・維持するためのセキュリティロボットシステムについて、防災、

防犯、社会的インフラの機能維持の３分野から、各々に関連するロボット技術に関する現

状の研究開発動向等について調査を行った。 

 

２．１ 防災分野におけるロボット技術の研究開発 
 

 地震や火災、テロなどの発生に伴う災害時の救助・救援活動は、情報収集による状況の

把握と現場における救助活動からなる。そして時間が経ち状況把握が的確になればなるほ

ど救助活動に要するリソースの効率的な配分が可能となる。阪神淡路大震災のように災害

の規模が大きな場合には、現場での個別対応としての救援活動には限界があるため、情報

収集による状況把握に基づいたリソース配分の効果が増すことから、現状把握のための情

報収集技術の重要性が高まる。 

 阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、ＪＣＯによる放射能漏れ事故、ニューヨーク世界

貿易センタービルで発生した９．１１テロなど、近年身近な生活環境において大きな規模

での災害が相次いでおり、災害発生後にいかに早急な対応をとることができるかが社会の

大きな関心事となっている。 

一方、これら実際に発生した災害を通じ、貴重な体験やデータが得られたことにより、

新たな対応に向けた実用的な技術開発の試みも可能となってきた。例えばアメリカでは、

これら開発された技術が９．１１テロのビル崩壊現場での被災者救出活動に利用され、更

にはＲｏｂｏＣｕｐレスキューといった世界的な取り組みも始まっている。日本では、阪

神淡路大震災をきっかけに文部省（現文部科学省）大都市大震災軽減化特別プロジェクト

が発足し、多くのロボット研究者が震災における救助活動を解析し、必要となる活動を明

らかにするとともに、それぞれの活動に必要となる技術を開発するための研究グループが

活動を開始している。総務省においても、地下鉄サリン事件以前からの火災現場での探査

ロボットのほか、平成１６年以降密閉空間における化学剤散布等の事案に対応できるロボ

ット開発を行っている。建設分野においても、雲仙普賢岳災害復旧活動において開発され

た遠隔操縦技術をベースに、遠隔操縦やナビゲーションなどの技術がロボット施工技術と

して発展している。国土交通省では、平成１５年度より５ヵ年の総合技術開発プロジェク

トの一部として、既存の災害復旧現場等におけるロボット施工技術の汎用性の向上、施工

現場での３次元空間データの利用やロボットの遠隔操作による施工技術の研究開発を行っ

ている。 

本節では、大震災や火災、テロを想定した救助活動についての研究の現状、更には自然

災害時に危険地域での復旧活動や救助活動のための情報収集技術やシステムの開発状況の

調査結果を報告する。 

 

２．１．１ 大震災時の救助に関するロボット関連技術の研究開発 1) 
 

 文部省大都市大震災軽減化特別プロジェクト、レスキューロボット等次世代防災基盤技

術の開発（２００２～２００６年度、略称：大大特レスキューロボットプロジェクト）に

おいて、大都市直下大規模地震災害における人命救助等の災害情報収集を目的とするさま

ざまなロボット関連技術の研究開発が行われた。このプロジェクト全体は、上空からの広

域情報収集、広域情報収集のための社会インフラ、狭窄した瓦礫内における情報収集、地
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下街やビル内など空間が残された瓦礫上からの情報収集、の４つのグループにより、国際

レスキューシステム研究機構の主導の下に全国の大学・研究機関・企業の協力により研究

が遂行された。 

 それぞれの分野の主な成果は次のようであった。 

 

（１）上空からの広域情報収集 

 

 上空から広域における情報収集を行うことを目的として研究開発が行われた。 

 自律飛行が可能な災害時情報収集のためのロボットヘリコプターとそのための技術が開

発された。地震災害が発生した直後に自律的に飛び立ち、３０分以内に重要施設の情報を

収集してくることを想定し、ＧＩＳ上で指定された経路を自律的に飛行し、上空からの映

像情報や地形情報をリアルタイムあるいはデータ蓄積により収集・伝送し、視認あるいは

自動認識による災害情報のＧＩＳ上へのマッピングが可能である。ＧＰＳ－ＩＮＳ複合航

法と安価なＭＥＭＳジャイロの信号処理により、天候や地形等の影響によるＧＰＳ信号の

中断や位置情報の精度低下・ジャンプ、突風などの外乱要因に対して頑健な制御系を開発

した。また、ヒューマンインタフェースの研究により、短時間の説明でも遠隔操縦を可能

にした。地上のマーカー認識による自動離発着の研究、エンジン停止時のオートローテー

ションによる安全な不時着の研究、さらにロバストな制御系に関する研究を行った。これ

らの成果は、全国消防救助隊会、国連世界防災会議等でのデモ、旧山古志村での実証試験

などを通じて、その有効性を示した（図２．１．１－１参照）。 

 上空からの定点観測と途絶した通信路の接続を目的とした、ロボット気球システムとそ

のための技術が開発された。地震災害が発生した際に、地域の学校や集会所などから気球

を上げ、無線ネットワークで接続することによって、上空からのカメラ映像による監視が

可能であり、地上での防災活動の支援、上空からの映像情報配信などを行うことを想定し

ている。強風時の安定性の向上のために、揚力を増大させる気球形状の空力設計、安定性

を向上させるための係留方式の開発、複数の係留索の制御、などが研究開発された。旧山

古志村を初めとするいくつかの実証試験を通じて、その有効性を示した（図２．１．１－

２参照）。 

 上空からの画像情報の視認性を高め、災害情報を有効に収集できるようにすることを目

的として、雨滴や泥などによる映像情報の汚れの画像処理による除去処理、映像の揺れの

軽減化の技術が研究開発された（図２．１．１－３参照）。 

 

 
 

図２．１．１－１ エアロロボット（京都大学中西） 
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図２．１．１－２ InfoBalloon（北海道大学小野里） 

 

   
 (a) 原画像     (b) ノイズ領域評価     (c) 明瞭化画像 

 

図２．１．１－３ 画像処理による雨滴の除去（静岡大学山下） 

 

（２）瓦礫内における情報収集 

 

倒壊したビルや家屋の内部に残る狭窄した空間において、状況の情報収集、取り残され

た要救助者の探索等を目的として開発が進められた。瓦礫内では足場が悪いだけでなく、

上下、左右にも瓦礫が迫り、瓦礫上での情報収集に比べ対象とする空間が狭い。このよう

な空間におけるロボットや探査器機での情報活動で特に重要となるのは、ロボットや機材

を進入させるための空間の確保、狭窄した空間を縫うように内部へ進入させるための移動

機構である。また、瓦礫内部へ進入したロボットは、外部から目視できないため、瓦礫内

でのロボットの位置の特定も重要となる。さらに、ロボットの周囲の状況のみならず、ロ

ボット本体の状態を把握する機能も必要となる。 

左右上に十数ｃｍ程度の空隙があれば、ロボットを隙間から進入させ、より内部へ自走

させることで、人間が入り込めない瓦礫内でも情報収集が可能となる。蒼龍Ⅳは瓦礫内で

の移動に重点を置いて開発された連結クローラ型レスキューロボットである(図２．１．１

－４参照)。左右一対のクローラを持つ節を３節連結した構造をもち、連結部で節を上下、

左右に屈曲させることで、捻転動作や超提動作、超壕動作等を実現し、凹凸のある瓦礫内
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での安定した移動を可能としている。クローラは側板と密着した構造となっており、防水

性が高く、糸くずや細かい瓦礫の巻き込みも防止している。また、前節胴体部、およびク

ローラ部側面に、種々のセンサを組み込むための空間が設けられており、搭載するセンサ

の違いによって異なる機能を持たせることができる。標準の蒼龍は前節先端に環境撮像用

のＣＣＤカメラの他、熱で救助者を探索するためのサーモグラフィを備えている。 

 

 
 

図２．１．１－４ 蒼龍Ⅳ（東京工業大学広瀬） 

 

Ｈｙｐｅｒ蒼龍は蒼龍Ⅳをベースに、レスキューロボット用に開発された他のセンサを

搭載する統合機として開発された(図２．１．１－５参照)。全体に３２個のカメラを搭載

し、死角をなくすことで情報収集能力を高めている。また、ロボット本体の一部も視野内

に入れることにより、ロボットの状態把握と操作性を向上させている。ロボットの接続に

はＦＳＴ(Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｕｂｅ)を使用している。ＦＳＴは、角度セ

ンサを内蔵した小さなモジュールを多数連結することで構成したケーブルで、信号伝達の

他に、それ自体でケーブルの形状を計測する機能を備えている。これにより瓦礫内で移動

するロボットの位置を特定することが可能である。レーザレンジファインダ搭載型蒼龍は、

要救助者の探索と救助の効率化を計るための瓦礫内３次元マップの生成を目的として開発

された(図２．１．１－６参照)。前節に搭載された小型全周囲レーザレンジファインダに

より、上下左右全周の瓦礫までの距離計測と、全周囲の映像取得を同時に行うことができ

る。このレンジファインダとＳＬＡＭ手法との連携により、基礎的ではあるが、瓦礫内３

次元マップの生成に成功している(図２．１．１－７参照)。 

 

 
 

図２．１．１－５ Ｈｙｐｅｒ蒼龍（神戸大学大須賀、東京工業大学広瀬、東北大学田所） 
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図２．１．１－６ レーザレンジファインダ搭載型蒼龍Ⅳ 

（東京電機大学栗栖、京都大学横小路、東京工業大学広瀬） 

 

 
 

図２．１．１－７ 瓦礫内３次元マップの生成 

（京都大学横小路、東京電機大学栗栖、東京工業大学広瀬） 

 

倒壊した家屋等では、上記のようなロボットを進入させるための隙間がない場合もある。

このような場合に対応することを目的として、つみ重なる瓦礫を持ち上げ、ロボットや機

材を進入させる隙間を確保するためのアドバンストツールが開発された。ジャッキアップ

ロボットは搭載した７０ＭＰａの油圧シリンダにより、 大３３ｋＮのジャッキアップを

実現している。クローラによる移動機構を持ち、ストローク２２３ｍｍのジャッキアップ

が可能である(図２．１．１－８参照)。 

 

 
 

図２．１．１－８ ジャッキアップロボット（岡山大学鈴森） 
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鉄筋コンクリートのビルの倒壊現場等では、むき出しになった鋼材等がロボットや機材

の挿入を妨げる場合がある。このような場合に対処すべく、離れた場所から鋼材を切断す

るためのアドバンストツールが開発されている。アドバンストカッターは、クローラ駆動

による走行機能を持った、遠隔操作が可能な油圧カッターである(図２．１．１－９参照)。

搭載した７０ＭＰａの油圧シリンダにより 大５ｔｏｎの切断力を発揮する。カッター部

はリンク機構により上下１１０ｍｍの移動、左右４５ｄｅｇの傾斜を可能としている。 

 

 
 

図２．１．１－９ アドバンストカッター（岡山大学鈴森） 

 

 ロボットや機材を入れることができない狭い隙間に挿入し、内部の情報を収集するため

のレスキューツールとして、能動型スコープカメラが開発されている。能動型スコープカ

メラは、繊毛振動型移動機構を汎用スコープカメラに搭載したもので、平地移動速度１１

ｍｍ／ｓ、 大登坂角度１１．５°の能力を持つ(図２．１．１－１０参照)。能動型スコ

ープカメラを瓦礫の隙間を縫うように進入させることで、ロボットを進入させることがで

きない狭窄した空間に対しても情報を収集することが可能となった。  

上記のロボット、およびツールはＩＲＳ－Ｕ(Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｃｕｅ  

Ｓｙｓｔｅｍ Ｕｎｉｔ：ロボット技術を応用した機材やレスキューロボットの実践配備

を目的としたボランティアによるレスキューチーム )との合同実験により、その有効性が

検証された(図２．１．１－１１参照)。 

 

  
 

図２．１．１－１０ 能動型スコープカメラ[1] （東北大学田所） 
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図２．１．１－１１ レスキューロボット実証実験及び想定訓練(東京消防庁立川訓練所) 

（http://www．rm．is．tohoku．ac．jp/index．php?Cilia Vibrated Drive Mechan） 

 

（３）瓦礫上からの情報収集 

 

 地下街やビルなど、地震災害において比較的空間が残る場所を対象とした情報収集の研

究が行われた。地震災害のような場所に対して適用が可能なさまざまな移動ロボットのプ

ラットフォームが開発された。ＨＥＬＩＯＳ ＶⅢは、独立に傾く２つのクローラとアー

ムを持ち、不整地に適応走行できるほか、クローラによるはさみ型立位姿勢により車高を

上げたり、アームで支えながら段差を上ることができる。同じクローラを使用したＨＥＬ

ＩＯＳ Ｃａｒｒｉｅｒは、２つのクローラユニットをアームで接続することによって、

高い段差昇降能力を持ちながら狭い場所を通過できる能力を持つ（図２．１．１－１２参

照）。ジャンプロボットは、空気圧シリンダにより本体ボディの１ｍ高のジャンプ、センサ

ボールの投擲が可能であり、瓦礫の上を高速に移動することが可能である。小型大容量高

速供給が可能な空気圧源として、二酸化炭素の三重点を活用したドライアイスによるパワ

ーセルを開発した（図２．１．１－１３参照）。そのほか、ＡＣＲＯＳ、ＦＵＭＡ、ＫＯＨ

ＧＡ２、ＨＩＢＩＳＣＵＳ、Ａｌｉ－Ｂａｂａ、など、多様な移動ロボットが試作研究さ

れた。 

 

 
 

図２．１．１－１２  HELIOS Carrier（東京工業大学広瀬、電気通信大学松野） 

 

 
 

図２．１．１－１３ ジャンプロボット（東京工業大学塚越） 
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 災害空間内の移動や遠隔操縦をサポートし、収集した情報をマッピングすることを目的

とした、地図生成の研究が行われた。瓦礫空間の３次元計測、ＳＬＡＭによる２次元、３

次元計測データの連結によるマップ生成とロボットの位置同定の研究が行われた（図２．

１．１－１４参照）。 

 

Desk Robot
Arm

 
 

図２．１．１－１４ ３次元地図生成（東北大学田所） 

 

 遠隔操縦を円滑にすることを目的としヒューマンインタフェースの研究が行われた。操

縦性の観点からの俯瞰画像インタフェースの評価、仮想的に俯瞰映像を創り出すための過

去画像を用いた操縦インタフェース、バーチャルリアリティ酔いを防ぐための画像の静止

化、臨場感を高めるための力ディスプレイ、操縦を容易にするための半自律不整地適応制

御、などが研究開発された（図２．１．１－１５参照）。     

また、将来におけるヒューマンインタフェースの標準化を 終目的に置いたガイドライ

ンの検討が行われた。 

 

 
 

図２．１．１－１５ 過去画像を用いた遠隔操縦システム（電気通信大学松野） 

 

 要救助者の人体を検知するためのセンサ技術として、ＵＷＢレーダーによる瓦礫内探査

システム、赤外線カメラとＣＣＤカメラの映像の統合、などが研究された。地下街等の奥

深くまで安定した通信を確保し、映像伝送を可能にするために、アドホックネットワーク

とそのＱｏＳ制御が研究開発された。 

 これらの技術を統合したシステムとして、ＨＥＬＩＯＳ Ｃａｒｒｉｅｒが試作され、
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その有効性がデモなどで公開された。また、東京消防庁立川訓練所、川崎地下街アゼリア、

などにおける実証訓練において、その効果が試された（図２．１．１－１６参照）。 

 

   
 

図２．１．１－１６ 川崎アゼリア実証訓練 

 

４）広域情報収集のための社会インフラ 

 

 分散センサやＲＦＩＤタグを用いて家屋内の情報収集を行う方法と、収集した情報の統

合方式について研究が行われた。 

 地震災害発生後、あるいは、緊急地震警報システム作動により、要救助者の存在情報を

収集することを目的として、レスキューコミュニケータ（図２．１．１－１７参照）が開

発された。平時にはネットワークルータとして機能し、緊急時には子機と通信を行い、音

声による呼びかけ、返答の録音、インターネットと災害対応機関への通報、アドホックネ

ットワークによる相互通信とデータ収集ロボット（ヘリコプター、移動ロボットなど）の

機能を持ち、救助の第一段階である覚知と位置同定を支援する。火災報知器などの高度機

能として組み込まれることが想定されている。これらの機能は、川崎市住宅公園、旧山古

志村等での実証試験を通じて、その有効性が示された。 

 

 
 

図２．１．１－１７ レスキューコミュニケータ（理化学研究所川端、東京大学淺間） 

 

 ＲＦＩＤタグは、災害避難における避難者の動態把握、トリアージタグの高度電子化、

救助作業記録の建物への掲示、等のために適用する研究が行われ、多くの防災訓練、実証

試験、ＩＲＳ－Ｕによる実証訓練、デモ等により、その有効性が示された。 

 プロジェクトで開発されたさまざまなロボット等からの情報を一元的に統合し、データ

マイニングによって災害状況を効率的に把握でき、意思決定に活用できることを目的とし

て、ＸＭＬをベースとしたデータ伝送の共通プロトコルＭＩＳＰ(Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｈａｒｉｎｇ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ)、統合データベースＤａＲ

ｕＭａ(ＤＡｔａｂａｓｅ ｆｏｒ ＲｅｓｃＵｅ ＭＡｎａｇｅｍｅｎｔ)が開発された。
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これによって、収集データはすべて登録、参照、検索、追加データ処理が可能となり、 

Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈによるユーザインタフェースによって、データの有効活用が可

能になった。それにより、たとえば、旧山古志村の実証試験では、ヘリコプター、気球、

レスキューコミュニケータ等で収集されたデータが、国際レスキューシステム研究機構川

崎ラボに設置されたサーバである親ＤａＲｕＭａに登録され、その画像データに対して静

岡大学から汚れ除去画像処理が施され、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ上でデータ参照が可能

であることを示した。また、同神戸ラボ倒壊家屋実験施設における瓦礫内ミッションユニ

ット実証試験では、ＩＲＳ蒼竜などにより瓦礫内で収集された映像情報がリアルタイムに

ＤａＲｕＭａに登録され、参照を可能にした。（図２．１．１－１８参照） 

 

Internet
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図２．１．１－１８ 収集情報の統合（（独）産業総合技術研究所野田） 

 

２．１．２ 消防防災活動における情報収集ロボット 
 

（１）検知・探査型災害対策ロボット 

 

総務省消防庁参事官室では平成１５年度に消防防災ロボットのあり方検討会を設置し、

消防防災活動の中で、ロボットの利用が期待されている事案の絞り込みを行った。その結

果、密閉空間における化学剤散布等の事案に対応できるロボット開発が期待されていると

結論された。そこで、さらに、基本仕様の検討を行い、検知・探査型災害対策ロボットの

開発を進める事とした。 

平成１６年度には、機能検討のための一次試作を行い、実験的に問題点の洗い出しを行

っている。一次試作においては、市販されている移動ロボットに検知・探査に必要な機器

等を付加し、さらに、若干の改造を加えたものである。無線操縦型および有線操縦型の２

タイプの試作を行った。試作したロボットを用い、走行性能、操縦性などの基本性能を試

験するばかりでなく、実際の地下鉄駅などを利用し、機能の有効性を検討した。 

 この検討結果を基に平成１７年度は、二次試作となる試験配備型の仕様を決定し、開発

を行った。主な仕様は、 高速度３ｋｍ／ｈ以上、３０度以上の階段の昇降が可能で、有

線遠隔操縦とした。密閉空間内のロボットを、安全な領域から操縦するためには、有線に

よる通信が必要不可欠であった。また、地下鉄駅における災害も想定されているので、扉

が閉まっている状態の自動改札機を通過できる寸法とした。開発後においても、実際に配
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備可能かという観点から、性能検証試験を行い、小改良を進めて来た。試験配備型の概観

を図２．１．２－１に示す。このロボットは、配備する消防本部の意向も踏まえた細部の

変更を行い、平成１８年度末に配備を行った。なお、図２．１．２－２に示す平成１６年

度に試作した２タイプのロボットも、順次平成１７年度仕様に近づけるような改良を行い、

平成１９年度には消防本部に試験配備できるよう、現在計画している。 

 

（２）化学プラント災害対策 

 

消防研究センターでは、消防防災ロボットの配備のあり方の一提案として、図２．１．

２－３に示すように、２タイプを想定している。一つは、小型、単純、安価であり、簡易

的な情報収集を主な目的としたタイプ、そして、もう一つは、処理対応作業までも目的と

した高機能なタイプである。単純なタイプは各消防署に、高機能なタイプは各地区の大都

市に配備する案である。 

 消防研究センターでは、主に研究開発用としてロボットのクローラ移動機構、 

ＦＲＩＧＯシリーズを開発した。このシリーズでは、応用に利用することに重点を置いた

ＦＲＩＧＯ－Ｄも開発した。大きさは３７５（Ｌ）×３４０（Ｗ）×１２０（ｈ）[ｍｍ]、

質量は９．６[ｋｇ]である。ＦＲＩＧＯ－Ｄを図２．１．２－４(ａ)に示す。いくつかの

消防本部から実用化の可能性の打診を受けた。そこで、無線操縦で消防隊員が操縦し、既

に消防隊が所有している計測装置を積載し、データを伝達する機能を付加したものを提案

し、試験配備を進めている。図２．１．２－４(ｂ)にはその一例として、可燃性ガス、神

経・びらん剤、γ線検知器を搭載した例を示している。さらに、ＦＲＩＧＯ－Ｄは実戦配

備に向け、防塵、防水、防爆、耐衝撃性能を付加したものを、企業と共同で商品開発中で

ある。さらに、有線と無線の複数のロボットを組み合わせたシステムも提案している。 

 

   
(a) 本体                     (b)操縦装置 

 

図２．１．２－１ 試験配備型試作ロボット 

 

  
 

図２．１．２－２ 改良した性能評価型試作ロボット 
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(a) 各消防本部、各消防自動車へ配備     (b) 拠点的な都市へ配備 

 

図２．１．２－３ 消防防災ロボット配備の一提案 

 

  
(a) FRIGO-D 

 

  
(b) 検知器を搭載した FRIGO-D (FRIGO-DD) 

 

図２．１．２－４ 小型ロボット(FRIGO) 
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２．１．３ 危険地域における救助・復旧活動のためのロボット技術の研究 

開発 
  

危険地域における救助・復旧活動に関しては、既に火災現場や、雲仙普賢岳の噴火をは

じめとした自然災害の被災現場において、様々な技術が試されている。これらのほとんど

では建設機械を改造したロボットが利用されている。土木の分野においては、この技術は

地下空間、トンネル、急傾斜地、土壌汚染地における工事など、危険や苦渋を伴う作業に

対し、人に代わりロボットが作業を行うロボット施工の中核となっており、建設施工の作

業環境改善、作業の安全性向上のための新しい技術として位置づけられている。国土交通

省では、総合技術開発プロジェクトの一部として、既存の災害復旧現場等におけるロボッ

ト施工技術の汎用性の向上、施工現場での３次元空間データの利用やロボットの遠隔操作

による施工技術の研究開発を行っている。 

以下では、これらロボット施工の技術で、救援、復旧の際に重要となる情報収集活動に

利用が可能な研究開発事例の調査報告を行う。 

 

（１）ロボット施工技術の現状 

 

 ロボット施工技術の中でも、災害現場の救助・支援・復旧の際の情報収集に利用が必要

とされる技術として、各種建設機械の遠隔操縦システムがある。ロボット施工技術として

現在開発されているシステムは、基本的には建設機械に搭載されたカメラ情報を見ながら、

オペレータが建設機械の遠隔操縦を行う、というものである。建設機械に自律性を持たせ

る場合には、遠隔操縦にプラスして測位システムが重要となってきる。この技術は雲仙普

賢岳の災害復旧作業における利用以来、広く行われるようになった。ダンプトラックとバ

ックホーが主に用いられている。 

 遠隔操縦のためのインタフェースはシンプルで、運転席からバケットを映した映像と少

しはなれた場所からの映像など、２～３カットの画面と音を提示するだけで、作業者には

十分となっている（図２．１．３－１参照）。入力デバイスも指で操作可能な大きさのジョ

イスティックが主流となっており、バイラテラル制御のような力フィードバックは行われ

ていない（図２．１．３－２参照）。しかし、作業による仕上げ精度はオペレータが直接建

設機械を操縦する場合とほとんど変わらないまでになっている。これは、遠隔操縦でない

場合でも、オペレータがバックホーで掘削作業を行う際に、土砂からの反力を操作レバー

で感じるわけではなく、音や振動で感じているからであると考えられる。立体視のための

３Ｄ画像の提示なども試みられてはきたが、これもオペレータの疲労を増す場合もあり、

あまり普及していない。 

 

 
 

図２．１．３－１ 遠隔操縦のためのオペレータルーム 
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図２．１．３－２ 遠隔操縦用のジョイスティック 

 

遠隔操縦される建設機械は、既存のものを改造するもの、既存のものにロボットを搭載

するものに分類することができる。前者は油圧バルブを遠隔操縦により制御する形態、後

者は運転席のレバーを遠隔操縦で動かす形態が一般的である。前者の例には、無線で制御

可能な油圧バルブを建設機械に搭載するもの 2)（日立建機他）、遠隔操縦装置を簡単に着脱

できるようバルブを工夫したもの 3)（コマツ）などがある。レバーを動かすタイプは、ワイ

ヤにより駆動するタイプ 4)（清水建設）（図２．１．３－３参照）、運転席の部分にレバー操

作専用のロボットを固定するもの 5)（国土交通省・フジタ）がある（図２．１．３－４参照）。

このタイプは油圧ショベルからブルドーザ、クローラーダンプ用が開発されている。また、

オペレータが遠隔操縦により直接動作指令を与えるのではなく、ヒューマノイドに運転を

行わせるタイプ 6)（産業技術総合研究所、川崎重工、東急建設）などがある（図２．１．３

－５参照）7)。 

測位に関しては、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ：全

地球測位システム)、Ｄ－ＧＰＳ(Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ＧＰＳ)とローカルな現場で

の三角測量技術を組み合わせたものが一般的である。ＧＰＳ単独での測位にはＲＴＫ－Ｇ

ＰＳ(Ｒｅａｌ Ｔｉｍｅ Ｋｉｎｅｍａｔｉｃ ＧＰＳ)の利用が考えられる。またロー

カルな測位システムとしては光を利用した追尾システム（フジタ）などがある 8)、9)。 

これらの技術を背景として、災害現場で遠隔操縦により地盤強度をはじめとする地盤情

報を収集するためのシステム開発の取り組みが行われている。フジタは川崎地質、テムザ

ックと共同で開発した遠隔操縦用コーン貫入試験機を双腕の遠隔操縦ロボット援竜（図２．

１．３－６参照）に取り付け、コーン貫入試験を行っている 10)。 

これら建設機械メーカの取り組みの他に、港湾空港技術研究所では、港湾の防波堤建設

のための海底での石積み作業を、バックホーの遠隔操縦で行うシステムの開発を行ってい

る。このシステムの特徴は、クレーン船で海底に投下された堆石をバックホーで平らに均

す際、水中に堆積土が舞い上がり視界が利かなくなるため、カメラでの映像だけからでは

作業が十分に達成できない点である。このため、遠隔操縦にはバイラテラルのマスター装

置を用い、バケット先端と海底の接触力をオペレータに伝達することで、海底形状の測定

と均し作業を同時に行っている。また、海上の作業台船にＧＰＳを搭載し、３次元位置を

計測し、作業台船とバックホーの相対位置を超音波で測定することで、バックホーの位置

精度を確保している 11)（図２．１．３－７参照）。 

また、危険領域への人間の侵入を検出する方法として、人体の放射赤外線の測定や、超

音波、レーザを利用したものは一般的であるが、それぞれに一長一短がある。これに対し

て、画像認識・計測技術が産業安全研究所で開発されている。また、名古屋大学では、建

設機械ではないが、マニピュレータタイプのロボットの姿勢が共存する人間に対してどの

程度安全かを表す評価指標の提案を行っている 12)。 
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図２．１．３－３ 直動式遠隔操作システム ALD（清水建設（株）HP より） 

 

 
 

図２．１．３－４ バックホーを運転するロボ Q 
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図２．１．３－５ 建設機械を操縦するヒューマノイドロボット 

（（独）産業技術総合研究所 HP より） 

 

 
 

図２．１．３－６ 双腕ロボットと遠隔操縦用コーン貫入試験機 10) 
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図２．１．３－７ 次世代水中作業機械システム 

（（独）港湾空港技術研究所 HP より） 
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２．２ 防犯分野におけるロボット技術の研究開発 
 

２．２．１ セキュリティロボットの研究開発 
 

屋内外への不審者の侵入監視や不審物の放置監視を行う目的のために、定められた領域

を定期的に巡回することは防犯上重要である。このような目的には、移動ロボットの導入

は有効な事例である。すでに警備ロボットとして、このような目的のために市販ないしは

リース販売として実績のあるものもあり、目下、実用化実証試験中というものもある。 

以下、いくつかの事例を紹介する。 

 

（１）市販されている警備ロボット 

 

１)ＡＬＳＯＫ綜合警備保障株式会社「リボーグＱ」 

 

①警備目的 

 

屋内施設用警備 

 

②概要 

 

リボーグＱは警備ロボットと警備員が連携して、警備や案内のサービスを提供する警備 

システムである（図２．２．１－１参照）。ロボットはあらかじめ入力された経路に従って

巡回を行い、異常を検知すると監視装置に警報を送信する。警備員はロボットから送信さ

れる映像により、ロボットの周囲状況を確認し、必要があれば警備員を現地に急行させ、

警備員が対応を行う。通常、ロボットは自律的に移動するが、警備員がロボット本体やカ

メラを遠隔で移動させることで、より詳細な状況を確認できる。 

ロボットは案内機能も搭載されており、タッチパネル付きディスプレイによる情報提供 

や、ロボットの前にいる人が警備員とテレビ電話機能で直接会話をする事も可能となって

いる。 

 

 
 

図２．２．１－１ リボーグＱ 
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図２．２．１－２ システム構成図 

 

③システム構成 

 

システム構成図を図２．２．１－２に示す。監視装置は通常防災センターなどに設置さ 

れ、ロボット本体からの映像・警報・音声などのデータは無線ＬＡＮを通じて送信される。

これらの情報はインターネットなどを介して、外部に設置された遠隔監視装置でも監視が

可能となっている。 

ロボットは専用の自動充電装置と自律的に接続、充電することにより、２４時間の完全 

連続運用が可能となっている。ロボットはエレベータにより階層間の移動が可能となって

いる。監視装置とエレベータの制御装置が接続されており、ロボットがエレベータを使用

する際は、ロボットは監視装置を介してエレベータに制御信号を送信している。 

 

④機能 

 

（ア）自動巡回 

経路地図を持ち、自律的に走行を行う。デッドレコニングによる自己位置認識を行 

うとともに、画像認識やＲＦ－ＩＤタグを用いて位置修正を行う。 

 

（イ）異常検知 

人体検知、火災検知、漏水検知などのセンサにより異常を検知する。 

 

（ウ）映像録画、伝送 

ロボットには４台のカメラが搭載され、３６０度周囲の状況が確認可能である。常 

時ロボットでも記録を行うと共に、監視装置に伝送を行っている。 

 

（エ）案内機能 

ロボットにはタッチパネル付きディスプレイが表示され、情報の表示や検索が可能

となっている。 

 

（オ）テレビ電話によるコミュニケーション機能 

ロボットに搭載されているカメラとマイクで、ロボットの前に立つ人の顔や音声を 
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監視装置に伝送すると共に、監視装置に接続されているカメラとマイクで警備員の顔

や音声をロボットに出力可能となっている。 

 

（カ）消火機能（オプション） 

ロボットに消火器を搭載し、監視装置からの遠隔操作により初期消火が可能となっ

ている。 

 

⑤仕様 

 

表２．２．１－１ リボーグＱの仕様 

 

本体寸法 650mm(W)×700mm(D)×1300mm(H) 

重 量 90kg 

速 度 通常速度：30cm/秒、 大 100cm/秒 

登坂角度 ±5 度（車椅子用スロープと同様） 

動 力 DC24V 鉛蓄電池 

連続走行時間 2．5 時間以内 

充電時間 2．5 時間 

 

⑥価格 

 

月額 ３８０、０００円～ 

 

⑦導入事例 

 

（ア）キャナルシティ博多 

平成１８年８月より、２台のロボットが稼動中。 

昼間の案内業務および夜間の監視業務を実施している。 

 

（イ）アクアシティ台場 

平成１８年１２月より、１台のロボットが稼動中。 

昼間の案内業務および夜間の監視業務を実施している。 

 

２)テムザック「ロボリア」 

 

①警備目的 

 

家庭用監視 

 

②概要 

 

外出先から携帯電話（ＮＴＴ ドコモ－ＦＯＭＡ）で自宅の様子を確認したり、テレビ電

話として家族の方とコミュニケーションをとったり、留守番役として家の異常を持ち主の

携帯に知らせてくれるロボット。介護の必要な家族の様子や、ペットの様子を確認するこ

とができる。 
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図２．２．１－３ テムザック「ロボリア」 

 

 

③システム構成 

 

ロボット本体、携帯電話からなる。 

 

④機能 

 

（ア）遠隔操作機能 

携帯電話でロボットを操作し、移動させることが可能となっている。 

 

（イ）警備機能 

人感センサによる人体検知、音センサによる異常検知が可能となっている。 

 

（ウ）監視機能 

チルト機能を持つカメラを搭載し、携帯電話で確認することが可能となっている。 

 

（エ）テレビ電話機能 

テレビと接続しテレビ電話を行うことが可能となっている。 

 

（オ）イルミネーション機能 

インテリアとして使用するため、本体が様々な色に光る機能を持っている。 

 

⑤仕様 

 

表２．２．１－２ ロボリアの仕様 

 

外形寸法 全幅：27cm 全高：26cm 全長：26cm 

重量 約 3．25kg 

電源 AC アダプター/Ni-MH バッテリー 

駆動方式 車輪 

通信制御 カード型 FOMA 

映像入力 カメラ(チルト機能) 

出力端子 映像出力端子、音声出力端子 

その他 マイク、スピーカー、人感センサ、音センサ 
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⑥価格 

 

２９４、０００円 (税込) 

 

⑦導入例 

 

多数あり。百貨店、電気店などで販売中（全国２６店舗） 

 

３)セコム「セコムロボットＸ」 

 

①警備目的 

 

屋外施設用警備 

 

②概要 

 

あらかじめ施設されたガイドにそった自動走行を行ない、不審者の侵入時などには、必 

要に応じて遠隔操作走行や、リモートコントロール走行などが可能。施設の出入り口での

立哨業務も可能で、人物の顔や車両ナンバーなどを画像として記録できる。バッテリーが

消耗すると自動的に充電ステーションにドッキングして充電する。 

 

 
 

図２．２．１－４ セコム「セコムロボットＸ」 

 

③システム構成 

 

ロボット本体、自動充電ステーション、自動走行用ガイド、無線ＬＡＮからなる。 

 

④機能 

 

（ア）巡回監視 

小回りが利く車輪駆動により、人が小走りで走る程度（時速１０ｋｍ）の速度で敷 

地内を俊敏に走行する。 

固定カメラでは見にくく死角になる場所や、人が巡回するには危険な区域、騒音や 

臭気の激しい場所なども、「セコムロボットＸ」の２種類の監視カメラにより巡回監視

する。画像記録も可能。 
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（イ）犯罪抑止機能 

敷地内での違法行為の監視や、不審者管理、重要エリアの侵入監視が可能で必要に 

応じて音声メッセージや管制室からの音声威嚇、ライトの点滅、発煙装置（オプショ

ン）による威嚇を行う。 

 

（ウ）警備機能 

屋外の不審火を感知する炎感知センサや自動消火装置(オプション)も搭載可能で、 

万が一の火災にも対応可能。 

 

⑤仕様 

 

表２．２．１－３ セコムロボットＸの仕様 

 

外形寸法  約１２２５（長さ）×８４０（幅）×１１２０mm（高さ） 

質量  約２３０kg 

高速度  時速約１０km 

連続走行  約７km 

走行方法 自動走行（ガイド走行）／遠隔操作走行（センター操作走行）

／リモートコントロール（有線リモコン） 

監視カメラ  全方位監視カメラ／パンチルトズームカメラ 

遠隔通話  マイク、スピーカー 

威嚇機能  威嚇音声／威嚇ランプ／発煙装置（オプション） 

火災監視・消火

機能 

炎感知センサ／自動消火装置(オプション) 

電源 内蔵バッテリー（自律充電・充電時間 約１時間） 

 

⑥価格 

 

月額 ３００、０００円 

工事料金：４５０万円～ 

 

⑦導入事例 

 

販売中。 

導入実績はまだなし。 

 

４)富士通／ＰＦＵ「ＭＡＲＯＮ－１」 

 

①警備目的 

 

家庭用警備 

 

②概要 

 

ＭＡＲＯＭ－１はインターネット対応型ロボットで、携帯電話を使って留守宅のリモー

ト監視や家電の遠隔操作、ハンズフリーの電話として利用できる。また、搭載したカメラ

により、遠隔地の画像を撮影し、携帯電話で確認することも可能。 
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図２．２．１－５ 富士通／ＰＦＵ「ＭＡＲＯＮ－１」 

 

③システム構成 

 

ロボット本体、携帯電話 

 

④機能 

 

（ア）携帯電話による遠隔操作機能 

「ＭＡＲＯＮ－１」に搭載しているカメラ、赤外線センサなどを携帯電話で操作して、 

遠隔撮影や家電の操作、およびロボットの移動操作を行うことができる。 

 

・前進、後退、左右回転といった詳細な指示を与えて自在に動かすことが可能。 

・少差の段差を乗り越えることが可能。  

 

（イ）留守番機能 

留守宅への侵入者を検知する。侵入者を検知すると、警告音を出すとともに、あら

かじめ登録した電話に緊急通報する。  

 

（ウ）家電の遠隔操作 

赤外線リモコンインタフェースにより、赤外線リモコン対応のエアコン、テレビ、

ビデオなどのスイッチＯＮ／ＯＦＦなど、家電の遠隔操作を行うことができる。また、

指定した時間に登録した動作を実行することができるので、ビデオの予約録画なども

可能。  

 

（エ）ハンズフリー電話機能 

ハンズフリーの電話として利用できる。頻繁にかける電話番号を登録しておくと、

ワンプッシュで電話することができる。  

 

（オ）カメラによる撮影機能 

「ＭＡＲＯＮ－１」に搭載した回転機能付カメラにより画像を撮影し、携帯電話で確

認することができる。 

また、「ＭＡＲＯＮ－１」から送られてくる画像から、移動先の位置を指定すること

ができる。 
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⑤仕様 

表２．２．１－４ ＭＡＲＯＮ－１の仕様 

 

外形寸法 32(W) X 32(H) X 36(D)cm 

重量 5．5kg 

可動部 駆動輪×2（左右）、クローラー旋回×1、カメラ駆動×2（パンチルト）

搭載センサ カメラ(640×480 ピクセル)×2、赤外線受信/発信（家電リモコン）×1、

近距離センサ×1、バンパスイッチ×2 

ユーザインタ 

フェース 

タッチパッド×1、メニュースイッチ×5、 ファンクションスイッチ

×2、 4 インチ TFT モニタ×1、 マイク×1、 スピーカ×1 

OS WindowsCE 3．0(R) 

バッテリ ニッケル水素（本体内蔵） 

バッテリ稼動 

時間 
約 10 時間（省電力待機モード時） 

使用条件 動作温度： 0～40°C 動作湿度：30～80%RH 

 

⑥導入実績 

 

大分県のマンション 

現在は販売終了 

 

５)テムザック「Ｔ６３アルテミス」 

 

①警備目的 

 

屋内施設用警備 

 

 
 

図２．２．１－６ テムザック「Ｔ６３アルテミス」 

 

②概要 

 

ロボットは自律的に巡回を行ない、リアルタイム映像を監視装置や警備員に送信する。 

装備された炎センサや人感センサを利用することで、侵入者や火事などを警備センターへ

通報する機能を持つ。侵入者に対して、マーキングインク入りカラーボールを発射したり、

視界を遮断する霧を噴射する機能も搭載した。ロボットに搭載されたカメラを通じ、状況

を視認しながらＰＨＳ回線もしくは無線ＬＡＮ経由で遠隔制御も可能。２腕のマニュピレ
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ーターを持ち、エレベータ操作などを行うことで、階層間の移動が可能。 

 

③システム構成 

 

ロボット本体、監視装置、携帯電話からなる。 

 

④機能 

 

（ア）予めプログラムした経路図に従って自動巡回する。 

 

（イ）各階の移動を人と同じようにエレベータのボタンを押し乗降できる。 

 

（ウ）頭部にカメラを搭載し、巡回している場所のリアルタイムの映像を警備センターや 

巡回警備中の警備員が視認できる。 

 

（エ）炎センサや人感センサにより巡回中に異常があった場合、警備センターに通報し、 

自律機能から遠隔操作に切り替わり、警備員が安全な場所から操作ができる。（自律機 

能＋遠隔操作機能） 

 

（オ）リチウムイオンバッテリーを搭載し、 大約８時間の稼動が可能。 

 

（カ）侵入者に向けてマーキングインク（蛍光塗料）が入ったカラーボールを発射できる 

機能や、侵入者の視界を遮断する霧噴射装置を搭載。 

 

⑤仕様 

表２．２．１－５ Ｔ６３アルテミスの仕様 

 

寸 法： H157cm×W66cm×L82cm 

重 量： 約 100kg 

    走行機

能： 

車輪による．自律走行および遠隔操縦による走行（可変） 

左右独立 2輪駆動 前後自在車輪  

巡航速度： 約 3．5km/h まで設定（ 大速度７㎞/h） 

動作自由度： 頭部：2 腕部：6×2＝12 手部：1×2＝2   

センサ類： レーザー、超音波、光ジャイロセンサ、傾斜センサ、地磁気センサ、

光電スイッチ、炎センサ、人感センサ 

発声機能： 20 種類（自動発声） 

 対話機能： 携帯電話用スピーカーマイク内蔵 

遠隔制御： または PHS 回線または無線 LAN による 

使用計算機： PentiamⅢ850e Windows2000 

電源： DC24V リチウムイオンバッテリー 33Ah 

防御機能： マーキングインク（蛍光塗料）入りカラーボール発射装置 

（２連発） 
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（２）研究段階で発表されているロボット 

 

１)ＡＬＳＯＫ綜合警備保障株式会社「ガードロボｉ」 

 

①警備目的 

 

屋外施設警備 

 

②概要 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ)の平成１６年度「次世代

ロボット実用化プロジェクト」(実用システム化推進事業)の委託事業により開発。平成１

７年３月２５日から開催される愛知万博で、１８５日間フル稼働した。 

昼の案内と夜の警備を行う屋外警備案内用ロボット。屋外での自律走行のためＧＰＳを

はじめとした複数の位置認識手法を使用。警備機能では高性能なレーザーレンジセンサや

熱画像カメラなどを搭載。上半身が回転し昼間はタッチパネル側を正面に向けてお客様を

案内し、夜はカメラ側を正面に向け監視しながら巡回警備を行う。万博会場では計６台の

ガードロボが活躍し、複数台の警備ロボットの同時運用も行った。 

 

 
 

図２．２．１－７ ＡＬＳＯＫ綜合警備保障（株）「ガードロボｉ」 

 

③システム構成 

 

警備ロボット、監視装置、無線ＬＡＮ、施設の機械警備システムとも連携可能。 

 

④機能 

 

（ア）自動巡回 

経路地図を持ち、自律的に走行を行う。デッドレコニングによる自己位置認識を行 

うとともに、ＧＰＳや画像認識を用いて位置修正を行う。 

 

（イ）異常検知 

屋外での人体検知、火災検知が可能となっている。異常の方向も検出でき、カメラ 

などを自動的に異常のある方向に向けることが可能。 

 

（ウ）映像録画、伝送 
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９台のカメラが搭載され、映像の録画と監視装置への伝送がされる。サーモグラフ 

ィーや暗視カメラが搭載され、屋外での夜間監視時に警備員が状況を認識しやすくな

っている。 

 

（エ）案内機能 

ロボットにはタッチパネル付きディスプレイが表示され、情報の表示や検索が可能

となっている。 

 

⑤仕様 

 

表２．２．１－６ ガードロボｉの仕様 

 

想定作業 屋外・屋内の巡回監視、インフォメーション 

移動範囲・環境 

屋内：オフィス、展示場などでの走行 

屋外：舗装道路、ウッドデッキなどでの走行 

登坂角度±10 度、段差乗越 5cm 

動作範囲・ 高速度 
高速度 1．0m/s、通常速度 0．3m/s 

タッチパネル・センサ架台回転部（回転 1 軸） 

サイズ 幅 850mm×高さ 1、470mm×奥行き 995mm 

重量 190kg 

動力源 DC24V（リチウムイオン電池） 

連続稼働時間 4 時間 

 

３)テムザック「ムジロー・リグリオ」 

 

①警備目的 

 

屋外施設警備 

 

②概要 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ)の平成１６年度「次世代 

ロボット実用化プロジェクト」(実用システム化推進事業)の委託事業により開発。  

平成１７年３月２５日から開催される愛知万博で、１８５日間フル稼働した。Ｔ６３ア

ルテミスの開発技術をベースに、高精度のＧＰＳや物体を認識するレンジセンサ、画像認

識技術、壁をも透過する人感センサなどの 新技術を盛り込んだロボット。 大の特徴は、

不審物除去機能で、普段は安全性に配慮してボディ内に格納された７つの関節をもつ２本

の腕が、不審物を除去する際に登場する。 
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図２．２．１－８ テムザック「ムジロー・リグリオ」 

 

③システム構成 

 

ロボット本体、遠隔監視・操縦装置、無線ＬＡＮまたは携帯電話網を切り替えて通信。 

 

④機能 

 

（ア）双腕による不審物回収 

有事になった場合、すぐさま中央から左右のボディを開け、内蔵している腕を伸ば

して不審物を回収させる。 

 

（イ）ナビゲーション 

ナビゲーションには、Ｄ－ＧＰＳを使用。 

 

（ウ）警備機能 

マイクロ波を用いた特殊人感センサで、５０ｍ先の人体を探し出すことも可能。薄 

い壁なら、向こう側にいる人まで識別できる。 

 

⑤仕様 

表２．２．１－７ ムジロー・リグリオの仕様 

 

移動範囲 平面移動、屋内／屋外 

操作・制御 遠隔操縦（無線 LAN・PHS）、自律走行 

想定作業 
移動機能、双腕アーム本体内収納、自動巡回、巡回警備、不害物除去、

案内機能 

名称 ムジロー・リグリオ 

本体寸法 幅 1、000mm×高さ 1、500×奥行き 900mm 

本体重量 約 300kg 

可搬の能力 2kg 

連続稼働時間 240 分（目標値） 

遠隔制御 無線 LAN または、携帯電話公衆回線（PHS・FOMA 等）使用 
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２．２．２ 監視カメラに関連する技術の研究開発 
 

 防犯のために、その場所での監視を行なう場合、そこに監視カメラを設置すれば連続し

てその場所を監視することができる。監視が、そのカメラの視野範囲内に限られる半面、

警備員や警備ロボットにおける定時巡回に比べて、連続して監視できることがメリットと

なる。 

ただし、そのカメラ画像を２４時間人間が注視することは３交代勤務などの人的コスト

の増加につながるし、監視範囲の拡大のために多数のカメラを設置すれば、さらにそのコ

スト増に拍車をかけることになる。 

このため、多数カメラで自動監視し、いかに異常事態を検出して人に知らせるか、とい

う技術課題が存在する。 

一方、このような監視カメラは、その設置場所と監視能力自体が守秘義務で守られてい

る事例が多く、公開されている情報はあまり多くない。 

そのような中で、公開情報より調査した開発事例を以下に紹介する。 

 

（１）実用化状況 

 

画像による自動監視また自動認識は、１９９０年頃から開発が活発になり、防犯・防災

用やＩＴＳ、医療、福祉などを始め様々な分野で実用化されるようになっている。実用化

の例を以下に挙げる。 

 

１）ホームセキュリティシステム「アイテリア」（三菱電機（株）） 

 

動き検知機能により敷地内の不審者を検出、住宅侵入前に発見。 

http://www．mitsubishielectric．co．jp/eyeterior/ 

 

２）侵入者監視システム（（株）日立製作所） 

  

施設ならびにその近辺に侵入する人、自動車等を監視カメラにより 

自動で検知、画像解析を行い、アラーム通報、録画等を行う。 

http://www．hitachi．co．jp/products/security/dailylife/da004/index．html 

 

３）各種監視システム（中央電子（株）） 

   

・自動追尾 撮影装置 

・留守カメ 

・人数計測 

（http://www．cec．co．jp/CEC/products/sec/index．html） 

 

４）トンネル内防災監視システム(小糸工業（株）) 

   

・交通流計測(交通量・速度・占有率・車種) 

・異常走行検出(渋滞・停止車両・逃避走行・速度超過走行・低速走行) 

・火災検知・障害物検出・煤煙透過率計測・輝度計測 

（http://www．koito-ind．co．jp/information/index_01．html） 
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５）動体監視システム(日本ＦＡシステム（株）) 

   

・高速道路上の走行車輌や道路上の監視システム 

・店舗等での不特定多数人物からの不審者の監視 

（http://www．jfas．co．jp/product/index_dm．htm） 

 

（２）研究開発状況 

 

現在実用化されている画像監視システムは、画像の時間変化や動きベクトル（オプティ

カルフロー）を利用して「動くもの」「通常と異なるもの」の存在を検出するレベルである

が（文献１）、監視機能の高度化に向けた研究開発も活発に行われている。特に、人の挙動

を監視する技術が次の実用化のターゲットとされている（文献２、３）。 

一方、複数のビデオカメラを広域に多数配置する研究開発事例としてよく知られている

も の に 、米 国 カ ーネ ギ ー メロ ン 大 学で 行 な われ た 、 ＶＳ Ａ Ｍ ( Ｖｉ ｄ ｅ ｏ  

Ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ ａｎｄ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ)プロジェクトがある。 

同プロジェクトは、ＤＡＲＰＡ(米国防衛高等研究計画局)の元、１９９７年から２００

０年までの３年間、米国カーネギーメロン大学で行われたビデオ監視システムの研究プロ

ジェクトである（文献４）。  

複数のビデオカメラを広域に配置したセンサネットワークを使用した動画像理解技術に

よって物体の検知・識別・追跡を自動的に行い、情報をリアルタイムに監視員に提示する

ことで、広域監視業務での作業効率化を実現した。 

ＶＳＡＭのテストシステムは図２．２．２－２に示す通り、ＳＰＵ(Ｓｅｎｓｏｒ  

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔｓ)、 ＯＣＵ(Ｏｐｅｒａｔｏｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ  

Ｕｎｉｔｓ)、ＧＵＩ(ｍａｐ－ｂａｓｅｄ Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒ

ｆａｃｅ)、ＶＩＳ(Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ ｎｏｄｅｓ)で構成されている。 

ＳＰＵはカメラとＰＣで構成されたインテリジェントセンサであり、ビデオ画像内の物

体を識別した結果をＯＣＵに送信する。ＯＣＵは各ＳＰＵからの送信された処理結果をサ

イトモデルと統合して、監視対象の行動を記録したデータベースを作成する。ＧＵＩとＶ

ＩＳは監視員とのユーザインタフェースの役割を果たす。ＶＳＡＭのシステムのために下

記の動画像理解技術が開発されている。 

 

１）物体検知・追跡：レイヤー検出法による重なりのある複数の物体の検知・追跡 

２）物体識別：ニューラルネットと判別空間を利用した物体、種別、色の識別(図２．２．

２－２参照） 

３）行動解析：スター型スケルトンを使用した人の動き分析、マルコフモデルを利用した 

複数物体の行動分析 

４）シーンの表示：２次元平面地図を用いたマップ型ＧＵＩ（図２．２．２－３参照）、Ｗ 

ＥＢ化した監視対象の行動レポート、ＣＧによる任意の視点からの映像の自動生成（図 

２．２．２－４参照） 

５）物体の３次元位置推定：サイトモデル（３次元地形データ）を構築し、物体が地面に 

接するという条件を仮定することで、単眼のカメラでの物体の３次元位置を推定 

６）センサ間の協調動作：センサ間の物体追跡結果の受け渡し動作やマスタ（全体監視） 

スレーブ（ズーム監視）の協調動作  
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図２．２．２－１ システム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２．２－２ 物体認識結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２．２－３ マップ型ＧＵＩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２．２－４ 対象の３Ｄ視覚化 
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２．２．３ カードや端末を携帯・活用する安全・安心確保システム技術

の研究開発 
 

 事業所において、職員とそれ以外を区別するため、あるいは管理区域別の職員の入場制

限のため、職員にＩＤカードを携帯させることは古くから行なわれてきている。このよう

なＩＤカードには、磁気ストライプやバーコードを用いて個別情報を記録することが伝統

的な方法であった。これらはカードを専用の読取装置に通す必要があるので、そこを通過

する人に対して認証が必要な場所の数だけ、カード所有者がカードを取り出して読取装置

を通す必要があった。そのゆえあまり利便性が高いものとはいえなかった。 

 一方、近年になって、そのカードにＩＣチップを埋め込み、非接触でそのカードの情報

を読み取ったり、情報を書き込んだりすることが容易になってきた。さらに、読み書きで

きる情報量も飛躍的に増大した。このような背景から、例えば、その学校に通学する児童

生徒にこのようなＩＤタグを持たせ、児童生徒が意識的にこのカードを読取装置にかざす

ことなくとも登下校の際の入門・出門の記録と、その情報を保護者に送信するシステムを

構築することにより、防犯や保護者の安心度を高めようとする試みが見られるようになっ

てきた。以下にこのような開発事例を紹介する。 

 

（１）ＩＴ（ＩＣタグ）を活用した生徒の安全・安心確保システム構築事業 

（平成１７年１２月～平成１８年８月大阪府吹田市で実証実験） 

 

大阪府吹田市の市立古江台中で、生徒に携帯させたＩＣタグを利用して、登下校の情報

を保護者に送信する安全システムの実証実験をしていた。「大阪安全・安心まちづくり支

援ＩＣＴ活用協議会」（府など産官学の５１団体で構成）は「防犯効果あり」という評価

の一方、誤作動の問題などを指摘した。実験は昨年１２月から今年３月にかけ、希望者１

５６人が参加して行われた。保護者へのアンケートでは、５８％が防犯効果があると答え、

６０％がＩＣタグを継続して携帯させたいと希望。他方、校内に電波の遮断地帯があった

ため、生徒が在校中なのに「下校した」と誤送信する事例が相次いだほか、タグの電池の

寿命が約２か月と短く、交換に手間がかかるなどの課題も明らかになった。（２００６年

６月２日、読売新聞） 
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図２．２．３－１ ＩＴ（ＩＣタグ）を活用した生徒の安全・安心確保システム 

 

（２）アイセイフティ「子ども見守りサービス」 

(２００５年１２月～２００６年３月横浜市青葉区で実証実験) 

 

２．４ＧＨｚ無線ＬＡＮ対応ＩＣタグを子供に持たせると同時に、周辺住民の自動車に

もＩＣタグを装備、電柱などに設置した無線ＬＡＮ基地局でタグを検知し、子どもと自動

車が同じエリア内に入ると「近くに人がいます、注意して走行してください」と車載機に

警告する。また子ども用のＩＣタグは警報ボタン付きでボタンを押すと同じエリア内にい

る車載器に「緊急警報です」と知らせるほか、専用機器を設置している近所の住民宅や保

護者、東急セキュリティにも通報し、東急セキュリティから警備員が駆け付ける。子ども

が町なかの身守りスポット（ＩＣタグの電波を受信するレシーバ）のそばや校門を通過す

ると、保護者に通過した情報をメールする。これらの情報は、インターネットや携帯電話

のブラウザで、保護者が見守り子どものいるエリアを検索したり、当日の移動履歴を確認

することが可能である。 

 

 

 

図２．２．３－２ アイセイフティ「子ども見守りサービス」 
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（３）通学路安全管理システム 

（２００６年２月～大阪教育大学附属池田小学校で試験運用） 

 

児童が身につけたＩＣタグ（電波バッジ）を校門や通学路のカメラ付き管理ポイントで

検知する。子どもの登下校の経路と所要時間をあらかじめ登録しておき、子どもの実際の

登下校がそれと大幅に違うと、学校にアラームで知らせ映像も送る。保護者には、子ども

が校門を通る際にメールが自動送信される。 

 

 

図２．２．３－３ 通学路安全管理システム 

 

（４）通学路防犯カメラシステム（２００５年４月津市一志町で導入） 

 

通学路の要所にポールを立て、そのポールにネットワークカメラと非常通報ボタンが取

り付けられている。学校では、無線ＬＡＮを利用して、小中学校の職員室にあるＰＣに２

４時間リアルタイムで伝送する。非常通報ボタンが押された現地はサイレンが鳴動すると

共にフラッシュライトが点滅する。 

 

 
 

図２．２．３－４ 通学路防犯カメラシステム 
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（５）近隣セキュリティシステム（２００５年９月東京都品川区の小学校で導入） 

 

区内小学生を対象にＰＨＳを利用した防犯ブザー付専用端末（まもるっち）を配布し、

児童が危険を感じた場合に「まもるっち」の警報ピンを引っ張ると、ブザーが鳴り、区役

所のセンターシステムに緊急通報が送信する。また、発信地点付近の協力者を抽出し、固

定電話には音声で、携帯電話には地図情報付きメールを自動送信。また、保護者・小学校・

生活安全サポート隊および警察にもメール送信する。通報を受けた協力者は、直ちに付近

の状況や子どもの様子を確認できる。 

 

 
 

図２．２．３－５ 近隣セキュリティシステム 

 

（６）ｅ９１１システム（米国緊急通報時発信者位置情報通知システム） 

 

携帯電話利用者の９１１番(日本の１１０番と１１９番に相当)通報に素早く対応すると

いう名目で、携帯電話利用者の居場所を半 50m まで特定できる機能を搭載するように、Ｆ

ＣＣ(米国連邦通信委員会)が携帯電話サービス業者に求めている。日本においても「測位・

空間情報基本法案」が国会に提出されている。 

そのための技術としては、屋外ではＧＰＳ信号を用い、屋内ではＧＰＳに相当する信号

を発する機器を設置することで、同じ受信機で位置情報インフラが得られると言う利点が

ある。 
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L１
GPS

GPS
準天頂

屋内衛星

距離計算で測位

位置情報メッセージ

衛星軌道データの代わりに
現地の位置データを送る。

PN コード

衛星軌道

ＩＭＥＳ方式の利点

①ＧＰＳ信号と互換性 ⇒ 端末負担が少ない
②インフラコスト⇒ＴＸは、安価で生産可能
③ＧＰＳ タグ（メッセージ） ⇒ １衛星のみで測位可能
④都市部の精度劣化（ＧＰＳ）⇒ 影響しない
⑤ＱＺＳＳ枠でのＰＲＮ ⇒ＱＺＳＳ端末の普及

グローバルスタンダードになる。

ＩＭＥＳ：Indoor Messege system
試作開発中

L１L１
GPS

GPS
準天頂

屋内衛星

距離計算で測位

位置情報メッセージ

衛星軌道データの代わりに
現地の位置データを送る。

PN コード

衛星軌道

ＩＭＥＳ方式の利点

①ＧＰＳ信号と互換性 ⇒ 端末負担が少ない
②インフラコスト⇒ＴＸは、安価で生産可能
③ＧＰＳ タグ（メッセージ） ⇒ １衛星のみで測位可能
④都市部の精度劣化（ＧＰＳ）⇒ 影響しない
⑤ＱＺＳＳ枠でのＰＲＮ ⇒ＱＺＳＳ端末の普及

グローバルスタンダードになる。

ＩＭＥＳ：Indoor Messege system
試作開発中

 
 

図２．２．３－６ ｅ９１１システム 
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２．３ 社会的インフラの機能維持分野におけるロボット技術

の研究開発 
 

２．３．１ 発電所（原発・火力）関連の研究開発 
 

 今日の日常生活における電気の重要性は極めて大きく、各種インフラの中で電力供給の

維持の優先度も高い。そのような背景のもと、発電所の機能維持のため、発電施設および

機器の事故・故障の未然防止・拡大防止、また安定した電気供給を図るため電気事業法に

基づいた各種の定期検査が義務づけられている。 

 特に原子力発電所は事故が発生した場合、周辺に壊滅的な被害を及ぼす恐れがあるため

設備のメンテナンスはより重要であり、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統

設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納設備、補助ボイラおよび予備発

電装置、蒸気タービン設備については国による検査が実施されている。さらに事業者によ

る自主検査も実施されている。 

 検査の方法は人間の目での目視点検による簡易なものから探傷機器を用いる物まで様々

な段階があるが、ＲＴが導入されているおもな検査箇所とその頻度は次のとおりである。 

 

・原子炉容器の点検：１０年毎に１回 

・蒸気発生器の細管：1年毎に１回 

・主要配管の点検：重要度に応じて数年毎に１回  

 

 一方、原発の作業員の被爆は定期検査の際の被爆例が も多く、ＲＴ導入によって点検

作業の省人化無人化を図り、点検作業員の被爆機会を減少させることも期待されている。 

 はじめに原子力発電所のメンテナンスに関する研究開発事例を挙げる。 

 

（１）原子炉容器超音波探傷装置（三菱重工業(株)）[1] 

 

原子力発電所の原子炉容器は１０年に１度、超音波探傷による定期検査が義務づけられ

ている。この検査のための原子炉容器用自動超音波探傷装置が開発されている。原子炉容

器は周囲を水で満たされているため装置自体が水中航行で以下の機能を持つ。 

 

・水中自航方式：７軸マニピュレータを搭載した潜水艇タイプのロボットで、検査対象箇

所へ自由にアクセスが可能 

・遠隔位置標定：位置評定装置がマシンを自動的に追尾し、リアルタイムでロボットの位

置を計測する。 

・小型・軽量：大きさ：１．５ｍ四方（マニピュレータ収納時）、気中重量：３００ｋｇ、

水中重量：０ｋｇ 

・探触子板のワンタッチ交換、水中での中間感度較正：小型、軽量のためロボットの吊り

上げが容易。ワンタッチで探触子板を交換後、次の検査箇所へアクセス可能。また同一

箇所を探傷中、１０時間毎の中間感度較正はロボットの背中に搭載した簡易較正試験片

によりロボット自身が行う。 

・定検期間に占めるＲ／Ｖ－ＵＴ工事のクリティカル工程短縮：マシンの組立、解体が不

要、探触子板のワンタッチ交換、水中での中間感度較正、ノイズの少ないＵＴ信号の全

収録等の効果により定検期間に占めるＲ／Ｖ－ＵＴ工事のクリティカル工程が大幅に

短縮可能。 
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図２．３．１－１ Ａ－ＵＴマシン外観 

 

（２）遠隔点検ロボット（三菱重工業(株)）[1] 

 

１９９９年に東海村で発生したＪＣＯの事故後に開始された原子力災害に対応するロ

ボット開発の国プロの一環として開発された作業支援ロボットの簡易型として原子力に

おける通常点検や自然災害等にも適用可能なＭＡＲＳ－ｉを開発した。原子力発電所内の

点検、有毒ガス雰囲気内での調査、災害情報支援、危険物・危険箇所の調査を目的とする

ロボットであり、特徴は以下のとおりである。 

 

・作業機能：目視点検 

・無線通信：ＰＨＳ１回線による完全遠隔操作、アナログデータ２ｃｈを伝送可能 

・電源：ニッカドバッテリで約２時間の連続運転可能 

・４輪クローラ方式により４５度の階段の昇降や、奥行き９０ｃｍの踊り場での旋回 

・質量：約８０kg 

・寸法：幅４００ｍｍ×長さ１６００ｍｍ×高さ５５０ｍｍ 

・移動速度（ 大）：１．６ｋｍ／ｈ（平地） 

・バッテリー：ニッカド電池 

・無線通信：ＰＨＳ１回線 

 

（ａ） MARS-i 外観         （ｂ） 階段昇降 

    （ｃ） 旋回時               （ｄ） カメラ画像（カラー） 

 

図２．３．１－２ 遠隔点検ロボット 
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（３）原子力事故現場の情報収集用遠隔操作ロボット（日本原子力研究所）[2] 

 

 原子力施設事故時に、原子力施設の事故においては放射線量が高いため人が事故現場に

接近することが困難な場合が予想される。このため、人に代わって事故現場に接近し、事

故の原因究明やその収拾・復旧に必要な情報を収集して安全な場所に待機する人間に送信

するロボットの整備が必要となる。 

日本原子力研究所では事故現場に出動して情報収集や軽作業を行う「情報遠隔収集ロボッ

ト」（愛称：ＲＥＳＱ：Ｒｅｍｏｔｅ Ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ Ｓｑｕａｄ：レスキュ

ー）が開発された。このような事故時対応には、役割を分担する複数のロボットが必要で

あり、現状の技術レベルで実用可能な機能を集約した３種類のロボットが開発された。 

 

①初期情報収集ロボット（ＲＥＳＱ－Ａ：２台）：事故直後に現場の状況を迅速に把握する

ための小型軽量の遠隔自走式ロボット。現場の放射線量、映像・音声、機器類の温度を

収集。 

 

②詳細情報収集ロボット（ＲＥＳＱ－Ｂ：１台）：扉の開閉、階段の昇降等を行って事故発

生場所に接近し、より広範な情報（放射線量、映像・音声、機器類の温度、室内の雰囲

気、障害物等の位置）を収集する遠隔自走式ロボット。マニピュレータ１台を装備。 

 

③試料等情報収集ロボット（ＲＥＳＱ＝Ｃ：１台）：扉の開閉、階段の昇降等を行って事故

発生場所に接近し、汚染情報の収集や試料採取（気体・液体・固体・表面汚染試料の採

取等）を行う遠隔自走式ロボット。マニピュレータ２台を装備。 

 

 各ロボットの操作は操作盤を備えた専用のコンテナ（ロボットの搬送にも使用）内で行

われ、得られた情報はコンピュータに取込まれ集中管理される。なお、ＲＥＳＱ－Ａは機

動性を重視し小型軽量で、可搬型の操作盤を別途備えており、事故直後に小型乗用車等で

現場に急行することが可能である。 

  （ａ）初期情報収集用ロボット：RESQ-A （ｂ）詳細情報収集用ロボット：RESQ-B 

 （ｃ）資料採取用ロボット：RESQ-C     （ｄ）放射線耐性型ロボット：RaBOT 

 

図２．３．１－３ 情報収集用遠隔操作ロボット 
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 （財）製造科学技術センターでは、東海村の臨界事象後、原子力防災支援システムとし

て、作業監視支援ロボットシステム、作業ロボットシステムＡ（小型軽作業ロボット）、作

業ロボットシステムＢ（作業ロボット、重量物運搬用ロボット）、作業ロボットシステムＣ

（耐放射線対応ロボット）、電源装置・ケーブル収納箱、ロボット搬送用コンテナシステム

を開発した。つぎに、作業監視支援ロボットシステムと、作業ロボットシステムを紹介す

る。 

 

（４）作業監視支援ロボットシステム（（株）東芝）[3] 

 

①特徴 

 

・作業ロボットと協同し、視覚情報などのセンサ情報により作業を支援する。 

・映像や音声、放射線センサなどの情報により、作業状況を把握する。 

・ＳＭＥＲＴ－Ｍ（台車部）、ＳＭＥＲＴ－Ｋ、多軸アーム、昇降リフタ、センサユニット

モジュールなどにより構成され柔軟にシステムを構成できる。 

・システムの増設、拡張が容易な信号規格（イーサネット）を用いた無線または有線によ

る遠隔制御が可能。 

 

②ＳＭＥＲＴ－Ｍ 

 

・監視機器ユニットのモジュール化により多種類のセンサで監視が可能。また、ＳＭＥＲ

Ｔ－Ｋも搭載できる。 

・傾斜４０度の階段昇降、奥行１、０００ｍｍの踊り場の旋回が可能な特殊２連クローラ

を採用している。 

・４種類のセンサユニット、多軸アーム昇降リフタ、ＳＭＥＲＴ－Ｋを搭載できる。 

 

③ＳＭＥＲＴ－Ｋ 

 

・作業員またはＳＭＥＲＴ－Ｍにより現場に搬入される。 

・車輪により平地を迅速に走行する。 

・小型軽量で狭い場所でも移動が可能である。 

・カメラ、マイクロフォン、温度・湿度センサ、ガンマ線センサ、水素・酸素濃度計、ス

ピーカを搭載できる。 

 

   
(a)SMERT システム             (b)SMERT-M     (c)SMERT-K  

 

図２．３．１－４ 作業監視支援ロボットシステム 
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（５）原子力防災支援ロボット（三菱重工業(株)）[1] 

 

 事故後の情報収集と復旧を目的としたロボットが開発された。 

作業用ロボット（ＭＡＲＳ－Ａ）と運搬補助ロボット（ＭＡＲＳ－Ｔ）から構成される。

それぞれのロボットは原子力災害発生時に、以下のような役割を果たす。  

 

①操作卓とともにトレーラで運搬し、災害復旧に使用される。  

 

②作業用ロボットはＭＡＲＳ－Ａは７関節のマニピュレータを持ち、先端工具を取り替え 

ることで各種復旧作業に使用する。 

 

・対地適応型クローラ、自動重心制御機構により狭隘部での旋回（φ１ｍ）や 大４０度

の階段昇降が可能  

・放射線による影響を考慮し、電子機器はユニット化し、簡単に交換可能な構図としてい

る。  

・作業用に７関節のマニピュレータを搭載し、マスタースレーブでの遠隔操作が可能。  

・マニピュレータ先端には、力センサ、ツールチェンジャを搭載し、各種作業に対応可能

な構造を採用している。  

・ロボットとの通信は、有線／無線を切り替えて使用可能な機能を搭載している。 

 

③運搬補助ロボットは、上部に運搬台を持ち、放射線を遮る遮蔽体の運搬やＭＡＲＳ－Ａ

の先端工具の運搬等ＭＡＲＳ－Ａの補助作業用として使用する。 

 

・対地適応型クローラ、自動重心制御機構により狭隘部での旋回（φ１ｍ）や 大４０度

の階段昇降が可能  

・作業用に７関節のマニピュレータを搭載し、マスタースレーブでの遠隔操作が可能。  

・ロボットとの通信は、有線／無線を切り替えて使用可能な機能を搭載している。  

・上体に運搬台を持ち、 大５０ｋｇの荷物を運搬可能。 

 

（ａ） 外見       （ｂ）階段のぼり 

 

図２．３．１－５ 原子力防災支援ロボット 

 

つぎに、火力発電所もしくは原発と共通する分野のメンテナンスに関するＲＴ開発事例

を挙げる。 
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（６）核融合炉遠隔保守ロボット（日本原子力研究所）[4] 

 

国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）においては、高い放射線環境下に設置されている大重

量物、大型の炉内構造物であるブランケットの保守・交換作業を高い精度で行うため、炉

内に敷設した軌道上を走行するビークルに搭載型のマニピュレータが開発された。 

ビークル型マニピュレータによるブランケット（ 大４トン、４００個）の交換作業は、

炉内にビークルマニピュレータの走行軌道を敷設後、以下の手順で進められる。   

 

・ビークル型マニピュレータが軌道上を作業位置へ移動し、専用ツールを炉壁の対象ブラ

ンケットへアクセスしてボルトによる仮固定、溶接部切断を行う。 

・ビークル型マニピュレータは専用ツールをグリッパに持ちかえ、対象ブランケットの把

持、仮固定ボルトの取り外し、ブランケットの炉壁からの取り外しを行う。 

・ビークル型マニピュレータはブランケットを保守用ポート部の搬送装置パレット上へ移

送し。仮固定ボルトで固定後、グリッパを開いて離す。 

・取り外されたブランケットは、搬送装置により炉外へ搬送される。 

・以後は、ブランケット取り外し・搬出の逆手順により、新規ブランケットの搬入・所定

位置への取り付けが行われる。 

 

なお、この保守システムは本体の施設である融合炉の設計段階で保守システムが施設の

一部として組み込まれており、施設の機能維持にとって有効な保守機能を発揮することが

可能である。設計段階から保守を取り入れた例として注目すべき事例である。 

 

    
(a)ビークルマニピュレータ構成   (b)ブランケットモジュールハンドリング実験 

 

図２．３．１－６ ＩＴＥＲブランケットモジュール保守用ビークルマニピュレータ 

システム 

 

（７）復水器細管清掃・点検ロボット（ユニバーサル造船（株））[1] 

 

膨大な数の細管内の清掃・探傷を行う。すべてのインチ管で清掃、探傷検査するのに有

効である。主要仕様は以下のとおりである。 

 

・寸法・質量：直径４７０ｍｍ×高さ４６５ｍｍ、約８０ｋｇ  

・駆動方式：電動サーボ＋油圧サーボ  

・点検清掃機能：過流探傷解析・ブラシ自動補給機能付き 
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図２．３．１－７ 復水器細管清掃・点検ロボット 

 

（８）海水配管付着物清掃回収ロボット（ユニバーサル造船（株））[1] 

 

小さな曲がりのある配管、垂直配管、枝分かれ配管などに付着する海生物を自走式で清

掃、回収する。適用口径を調整可能であり、口径３５０ｍｍから１０００ｍｍの海水配管

（水平管、垂直管、Ｔ分岐管、曲管）に対応できる。 

 

 
 

図２．３．１－８ 海水配管付着物清掃回収ロボット 

 

（９）水路点検用ロボット（ユニバーサル造船（株））[1] 

 

長距離（１．３ｋｍ）水路内の点検をダイバーに代わり実施する。材質は耐食アルミニ

ウム、寸法は長さ１９２０ｍｍ・幅１０３０ｍｍ・高さ７１０ｍｍであり、空中質量と水

中質量はそれぞれ２６０ｋｇ／０ｋｇである。スラスター（推進器）６基により推進し、

可潜水深は１００ｍである。 

 

 
 

図２．３．１－９ 水路点検用ロボット 
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２．３．２ ライフライン・エネルギー関連の研究開発 
 

 送電システム、ガス、水道などライフラインの機能維持は人間の生命維持にとって不可

欠であり、また、快適な社会生活にとって欠くことのできないものである。 

 

（１）球形ガスタンクの溶接線点検（（株）日立製作所） 

 

都市ガスのガスホルダーは１０年ごとに溶接線の健全性を検査することが法令で定めら

れている。 

従来、タンク内のガスを抜き取り、人手により検査を実施するため、高所作業を強いら

れることになる。この方法だと、検査にかかる約６ヶ月間ガスホルダー使用不能となるた

め、予備的なガスホルダーの確保が必要になる。そこでガスホルダーの溶接線を点検する

ロボットが開発され、東京ガス等で一部実用化が進んでいる。ガスホルダーの溶接船検査

ロボットの一例を示すと、重量１４０ｋｇｆ、直径１．８ｍ、吸盤により吸着して、球体

表面を移動する。１６個の吸盤のうち、半数を交互に吸着させ移動する。 高移動速度は

約２．５ｍｍ／ｓ(１５０ｍｍ／ｍｉｎ)。操作は地上から有線で行い、データを地上で確

認することができる。これにより高所作業の危険がなくなり、検査費用も約２／３と報告

されている。さらには、都市ガスを中に入れたまま検査できるので、予備的にガスホルダ

ーを建設する必要がなくなる、その経済効果は大きい。 

 

（２）送電線健全性点検ロボット（四国電力（株）、ヒロボー(株)、千葉大学） 

 

高圧送電線が落雷被害などで損傷すると送電に影響がでるため、点検作業が必要となる。

以前は有人ヘリで行っていたが、費用がかかること、高圧送電線付近におけるヘリコプタ

ーの飛行に危険が伴うこと、特に山間部では天候が不安定になりがちであることなどの問

題があった。この問題に対応するために、無人ヘリコプターによる高圧送電線点検システ

ムの開発が進められている。画像処理により、電線を常にカメラ視野中に撮影できるよう、

飛行、カメラの向きの制御を行う。さらに、カメラでとらえた電線の輪郭を画像処理する

ことにより、損傷場所を自律的に特定できるシステムとなっている。今後は、天候に左右

されにくいシステムとする開発を進めるようである。 

 

（３）送電線用架空地線点検ロボット（（株）東芝）[5] 

 

送電線上での保全作業は、架線劣化の点検（雷・倒木のよる傷、経年変化による応力腐

食割れなど）、傷箇所への補強金具の取り付け、凧取り、架線揺れ抑制錘の取り付け、送電

線周辺の監視、再架設作業の引き綱付設などである。鉄塔間を走行する機能を備えている

ものは多いが、このロボットは鉄塔を迂回することもできる。地線用探傷器を搭載し弓形

のアームを携帯してそれを用いて鉄塔横を迂回することが出来る。 

 



52 

 
 

図２．３．２－１ 送電線用架空地線点検ロボット 

 

（４）半自動式活線作業ロボットシステム（（株）安川電機、九州電力（株））[1] 

  

高所作業車のブームの先端にロボット部（活線作業ロボットと呼ぶ）を配した特殊車両。

車両上の操作キャビン内で作業者が、ロボット部に配したカメラの映像をモニターテレビ

で見ながら、ジョイスティックで半自動操作を行い、プログラムに従ってロボットが電柱

上の碍子取り替えなどの保守作業を、停電せずに活線状態で行う地上操作型のロボットシ

ステム。ロボット部に双腕のマニピュレータを持っており、電柱上に施設している碍子や

変圧器など、構造化されていない作業環境において、しかも活線状態にある対象物に対し

て自在に作業を行うことができる。作業場所は車両によって自由に移動できる。 

 

 
 

図２．３．２－２ 半自動式活線作業ロボットシステム 

  

（５）石油タンク内点検ロボット（石油公団：現（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

 

石油タンク解放検査工事の合理化・省力化に関する調査が行われている。石油タンクの

解放検査は重労働であるためいくつかのロボットの開発が提案されており、一部は試作さ

れたものもある。石油の安定供給を図るために、国は３ヶ月分の需要量を目処に重油を備

蓄しているが、これらのタンクは非常に大型であり、東京ドームを遙かにしのぐ大きさと

なっている。この他にも民間企業の石油タンクも大型のものがあり、１０万キロリットル
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以上の容量の石油タンクは国内に５００基以上ある。これらの石油タンクは１０年に１度

油を抜き取ってタンク底板の肉厚や、溶接線の健全性の検査を行う必要がある。重油は不

純物を多く含んでおり、石油タンク底部に沈殿する。この沈殿物はスラッジと呼ばれるが、

石油タンク底板の検査を行うためにはこのスラッジを除去する必要があり、重作業となっ

ている。この作業を行うための行うためのロボットが開発されている。石油タンク外部か

ら有線で遠隔操作できる。ただし、石油タンク内は種々の構造物があるため、自律的な作

業を実現する事はできていない。この調査研究では他にいくつかのロボットが提案されて

いる。石油タンク底板には、表面が腐食することを防ぐためにコーティング剤が塗布され

ているが、点検を行うためにはコーティング剤を除去しなければできないことも多く、コ

ーティング剤を除去するロボットも提案されている。また、石油タンク内に油を備蓄した

まま、油中を移動し、スラッジを吹き飛ばし、コーティング剤をはがし底板の点検を行う

ロボットも提案されているが、実現はされていない。 

 

（６）沖合バースからの重油受け入れ配管点検ロボット 

 

原油等の大型船からの受け入れは、直接接岸せずに沖合のバースに係留して行われる。

この沖合バースとタンクヤードの間は管で結ばれており、この管を通して、タンクヤード

内に原油を送る。この配管は海水中にあるため、管の肉厚や、健全性の点検が必要になる。

そこで、現在、有線遠隔操作により、管内を点検するロボットが使用されている。この配

管は、常に油を送る必要はないので、油の内状況で使用されている。 

 

２．３．３ 道路・橋梁関連の研究開発 
 

（１）岩盤状態監視のためのロックネット登攀ロボット（釧路高等専門学校）[6] 

 

崩落の危険性のある崖調査は、通常双眼鏡などにより目視で行われ、さらに必要に応じ

てラジコンヘリや岩盤上に敷設されたロックネット（崩落防止ネット）を鳶職人が登攀し

てカメラで岩盤を撮影し、その画像により細部の調査を行っている。場所によっては数百

ｍにおよぶ崖上のネットを登攀、移動するため危険な作業であり、また時間と費用を要す

る。作業員に代わってこの作業を行うロボットシステムの基礎研究が行われている。シス

テムはロックネット上にワイヤを敷設するクライミングロボットと、ワイヤを巻き取るこ

とによりロックネット上を調査地点まで移動する調査用ロボットから構成されており、２

本のつめをネットに引っ掛けて本体を指示し移動を行うクライミングロボットの開発が行

われている。 

 

 
 

図２．３．３－１ ロックネット登攀ロボット 
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（２）岩盤状態監視のための広範囲振動監視システム（北海道大学）[7] 

 

岩盤崩落の前駆症状として小石の落下や振動が発生する。これを検知することによって

岩盤崩落を予知することが可能となる。通常のテレビ受像機に用いられているアンテナ用

同軸ケーブルは振動によって抵抗が変化するため、敏感でありかつ安価であり耐環境のあ

るセンサとして利用できる。この性質を利用し、岩盤崩落の前駆症状である微小振動を検

出し崩落の予知を行うシステムの開発が行われている。監視対象岩盤上に同軸ケーブルを

格子状に敷設し振動発生箇所の岩盤上の位置を同定し、さらに携帯電話回線を経由して遠

隔の監視センターへ状況を連絡することができる。 

 

 
 

図２．３．３－２ 広範囲振動監視システム 

 

（３）橋梁の塗膜劣化診断（日本道路公団・（株）防蝕エンジニアリング・石川島播磨重工

業（株）） 

 

橋梁の塗膜の劣化状況を現場の画像をもとに定量的に判断することを目的に開発。橋梁

の健全性維持のために塗膜の状況判断が重要で、劣化が進んでいるものから補修作業に着

手するが、従来は現場画像に基づき人間の判断だったため、判定に個人差が発生していた。

画像処理技術を取り入れることで、判断の定量化が計られる効果があった。判断内容：上

塗り塗装のさび、われ、はがれの発生と大きさを判定する。 

 

（４）トンネル壁面点検システム（国土交通省）[8] 

 

トンネル内コンクリート壁の点検は、従来、ハンマーによる打音検査によって行ってい

たが、回転式打音発生装置による打撃からの発生音の解析により剥離や内部空洞などの壁

面内の欠陥部分を発見する。従来の作業員による点検方法に比較して作業性は大幅に向上

し、欠陥部分の検出能力は同等である。 
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図２．３．３－３ トンネル壁面点検システム 
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第３章 セキュリティロボットシステムの研究内容

調査 
 

セキュリティシステムでは困難であったモニタリング機能等の実現や異常検出の質の 

向上を図ることを目的として、開発すべきロボットシステムの具体的な適用分野および技

術課題等について調査を行った結果を取りまとめた。 

 

３．１ セキュリティロボットシステムのニーズ 
 

 我々の生活は、日々様々な脅威にさらされており、安全・安心な社会をいかに構築・維

持するかが大きな課題となっている。本調査研究では、その脅威として、災害、犯罪、テ

ロ、事故、環境汚染・環境破壊などを対象とする。 

 日本は、地震、台風、津波、水害、竜巻、雷、土砂崩れ、火山災害、雪害などの自然災

害が多く、大きな被害を被っている。自然災害以外にも、身近なものとして火事や病気な

どの災害も挙げられる。災害をいかに事前に予知するか、災害時にいかに迅速かつ的確に

状況を把握し、しかるべき措置を行い、普及作業を安全かつ効率よく実施するかなどが重

要な課題となる。  

 また、犯罪に関しては、凶悪な犯罪が増える一方、幼い子供のつれさりやひったくりな

ども社会問題となっている。また、米国で９．１１テロが発生して以来、テロ対策の重要

性が非常に高まっている。犯罪やテロに関しては、いかにそれを防止するか、犯人をいか

に特定し、犯罪の状況を把握するか、犯罪やテロが発生した際に、いかに迅速かつ的確に

しかるべき対策を行うかなどが課題となっている。 

 さらに、事故に関しては、自動車や鉄道、航空機事故のほか、原子力プラントなどの大

型施設の事故は、その影響力の大きさから、それをいかに予測し、予防するか、事故が発

生した際に、いかに迅速かつ的確に状況を把握し、しかるべき措置を行い、普及作業を安

全かつ効率よく実施するかなどが重要な課題となっている。トンネル、橋梁、道路などの

社会資本に関しても、劣化・崩壊が大きな事故につながることから、同様なニーズがある。 

 環境汚染・環境破壊に関しても、ダイオキシンなどの有害物質のみならず、温度やＣＯ2

などの環境問題となる事象について、広域にわたる環境の変化を長期間にわたり正確に観

測し、環境破壊につながる要因を観測し、事態を予測することが重要となる。 

 安全・安心な社会を構築するには、以上述べたようなニーズに応えられる技術開発やシ

ステム開発が求められており、本調査研究では、そこでどのような機能が必要か、ロボッ

ト技術（ＲＴ：Ｒｏｂｏｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ)をいかに活用できるか、また、新たに

どのようなＲＴシステムを開発する必要があるかについて検討するものである。 

 上記のニーズをより詳細に見ると、事前の情報収集・モニタリングをする機能、異常が

発生していないかを判定する機能、事後の情報収集（状況把握）をする機能、事後の措置・

対策を行う機能などが要求され、それぞれにおいてＲＴの活用が考えられる。すなわち、

情報収集に関しては、単にあらかじめ設置したカメラやセンサなどによって情報を収集す

るたけでなく、移動しながらセンシングを行ったり、分解して観察するなど作業をしなが

らセンシングを行ったり、センサや通信中継器を運搬して設置するなど、ＲＴを活用した

情報収集が求められるであろう。また、措置・対策においても、ＲＴの活用が期待される。

環境によっては人がアクセスすることが困難な場所での作業や、二次災害の危険がある場

所での作業などでは、そのニーズが特に高い。安全・安心な社会のためのＲＴの概念を図

３．１－１に示す。 

 ここでの作業の特徴としては、計測対象や作業対象が多様である、広範囲にわたる、長
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時間におよぶ、などが挙げられ、計測や作業を実施するＲＴには、それを実現するための

知能化技術の開発が要求される。 

 以下の節において、その詳細について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１―１ 安全・安心な社会のためのＲＴの概念 
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行政機関行政機関
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定点監視定点監視
汚染物質・放射線等汚染物質・放射線等 →保健所→保健所

薬物・犯罪行動等薬物・犯罪行動等 →警察署→警察署
火事・水害・震災等火事・水害・震災等 →消防署→消防署

遠隔検査遠隔検査
持込サンプル等持込サンプル等 →保健所→保健所
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応急対応応急対応
保健所保健所 →→ 地域アナウンス地域アナウンス

救急用品等搬送など救急用品等搬送など
警察署警察署 →→ 監視強化など監視強化など

消防署消防署 →→ 初期消火など初期消火など

遠隔サービス遠隔サービス
保健所保健所 →→ 情報提供、遠隔相談情報提供、遠隔相談

警察署警察署 →→ 情報提供、遠隔支援情報提供、遠隔支援
消防書消防書 →→ 情報提供、遠隔支援情報提供、遠隔支援

遠隔サービス遠隔サービス
保健所保健所 →→ 情報提供、遠隔相談情報提供、遠隔相談

警察署警察署 →→ 情報提供、遠隔支援情報提供、遠隔支援
消防書消防書 →→ 情報提供、遠隔支援情報提供、遠隔支援

携帯監視携帯監視
情報提供情報提供 →→ 保健所保健所

情報提供情報提供 →→ 警察警察 他他

携帯監視携帯監視
情報提供情報提供 →→ 保健所保健所

情報提供情報提供 →→ 警察警察 他他

HURRY
!

HELP!
OK!HELP!

ユビキタスユビキタスRTRT

環境ケア（環境汚染監視，環境ケア（環境汚染監視，
人工物の劣化モニタリング・人工物の劣化モニタリング・
メンテナンスなど）メンテナンスなど）

防犯（犯罪予防，防犯（犯罪予防，
警備，保安，犯警備，保安，犯
罪・テロ対策）罪・テロ対策）

防災防災（災害情報収集、（災害情報収集、

災害・事故予防，災害・災害・事故予防，災害・
事故対策）事故対策）
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３．２ セキュリティロボットシステムの技術的課題、知能化の 

課題 
 

３．２．１ 防災分野における技術的課題、知能化の課題 
  

 ２．１で述べた各種プロジェクトの遂行過程において、今後解決すべき技術課題が明ら

かとなってきた。これらは想定される災害現場毎に異なることから極めて多岐に渡る。た

だし、その課題の領域はほぼ共通しており、移動性能の向上、遠隔操縦などオペレータに

よる操作性の技術、センシング、通信、そして情報の統合技術に集約できる。今後は現場

に依存せず共通に利用可能な技術と、現場固有の技術をうまく切り分けた研究と開発のプ

ロセスが必要になるものと思われる。 

以下では大震災、テロや火災による有毒ガスの存在下での探査、自然災害現場といった

個別の条件下における情報収集技術の課題を示す。 

 

（１）大震災時の情報収集技術課題 

 

 大震災時における情報収集技術に関しては、空からの情報収集、地上での情報収集、そ

して地中すなわち瓦礫の下での情報収集が全て求められることから、それぞれについての

技術課題が必要となる。以下では、上空からの情報収集、広域情報収集のためのインフラ、

瓦礫上及び瓦礫内での情報収集それぞれについて明らかとなった技術課題を列挙する。 

 

１）上空からの情報収集 

 

 上空からの情報収集に関しては、主に飛行・係留に関する技術、通信に関する技術、セ

ンシングに関する技術に集約できる。それぞれの具体的課題は下記の通りである。 

 

（ａ）飛行・係留に関する技術 

 

・ペイロードの向上と長時間滞空のための技術 

・突風、雨、鳥、電線などの影響を軽減する技術 

 

（ｂ）通信に関する技術 

 

・無線通信の長距離化、大容量化技術 

・情報を空中で中継するための技術 

 

（ｃ）センシングに関する技術 

 

・空中から災害状況を把握するための技術 

・空中から要救助者・要避難者を発見するセンシング技術 

・超多数のセンシングエージェントからの情報を収集して災害情報を解釈できるための知

能化技術 

・天候によらず高高度から詳細災害情報を収集できるセンシング技術 

 

２）広域情報収集のためのインフラ 

 

 広域情報収集のインフラでは、面としての情報収集が必要となることから、センサや通
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信のための大量のセンサノードが必要となる。これらをインフラとして常備するためには、

通信に関する技術の他に、情報を連携させる技術、エネルギー消費を抑える技術、センシ

ング技術、平常時と災害時両方に対応できるシステムとすること、が求められる。 

それぞれの具体的な技術課題を以下に示す。 

 

（ａ）通信に関する技術 

  

・無線通信を長距離化、高速化、大容量化するための技術 

・小型無線機器同士で無線中継する技術 

・予報・予測情報を一般に周知するための高速同報通信技術 

・多種の情報を連携、融合する通信プロトコル技術 

 

（ｂ）情報連携に関する技術 

 

・データベースによる情報の蓄積、閲覧技術 

・多種の情報を連携、融合する知能化技術 

・多数の被災情報の一覧性を向上させるヒューマンインタフェース技術 

・収集情報からの意味抽出のためのデータマイニング技術 

 

（ｃ）電源容量に関する技術 

 

・バッテリエネルギ密度の向上技術 

・二次電池を安全に利用するための充電、放電技術 

 

（ｄ）センシングに関する技術 

 

・超多数のセンシングエージェントからの情報を収集して災害情報を解釈できるための知

能化技術 

・カメラ等指向性を持つセンサの広角化技術 

・センシング結果から平常時と災害時を判断するための知能化技術 

・要救助者の人体の検出及び容態を判断するための知能化技術 

・音声認識による意味解釈を行う知能化技術 

・画像処理、ビデオ処理による意味解釈を行う知能化 

 

（ｅ）平常時の連携技術 

 

・小型デバイスの平常時と非常時の動作を切り替える知能化技術 

・情報家電、照明機器を情報収集インフラとする知能化技術 

・高機能な情報インフラ機器の小型化のための集積化技術 

・ロボット、上空飛行体、との情報連携技術 

 

３）瓦礫内での情報収集 

 

瓦礫内での情報収集を行うロボットのプラットフォームとして、多連結のクローラ型移

動体が有効であるとの見解より、これまで２章に示した蒼龍のような蛇型のロボットが重

点的に開発されてきた。また、実環境における実験によりその有効性が検証された。しか

しながら、これらのロボットが災害現場などで十分な実用性を持つためには、以下のよう

な課題が残される。 
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（ａ）瓦礫環境内での実用的なモビリティを実現するための知能化 

 

多連結型移動体は、移動本来の機構以外に、連結部で胴体を能動的に屈曲させるための

機構を持つ。この機構を利用し、環境に合わせて動的にロボットの姿勢や形態を変化させ

れば、蛇型ロボットは狭窄した空間において極めて高いモビリティを発揮する。反面、動

かさなければならない機構部が多く、それらすべてを操縦者が操作するのは、操縦者への

負担が大きい。したがって、蛇型ロボットが実用的なモビリティを実現するためには、環

境や状況に応じて、ロボット自らが移動形態を変化させるような知能化が必要である。 

 

（ｂ）状況を把握するための知能化 

 

瓦礫内に進入させたロボットは外部からは視認できない。そのためにも前節で述べたモ

ビリティに関する知能化は必要不可欠であるが、瓦礫内のような複雑な環境下においては、

ロボットの動作決定に、経験による人間の高度な判断が要求される。よって、ロボットに

搭載した加速度センサやジャイロ、視覚センサ等からの情報を統合し、瓦礫内の環境やロ

ボットの状況をより直感的に操縦者へ提示するための統合化された情報提示システムが必

要である。しかしながら、操縦者に直感的な情報提示を行うことができたとしても、提示

情報から状況をすべて把握し、ロボットの動作決定や要救助者の情報抽出を行うことは、

やはり操縦者にとって負担が非常に大きい。したがって、瓦礫内の大きな段差や窪み等、

より注意すべき情報や、人体から発せられる熱などの要救助者に関する情報等を状況に応

じて提示し、操縦者や探査者の作業を支援するような情報提示の知能化が必要である。 

 

（ｃ）瓦礫内での到達距離を伸ばすための知能化 

 

瓦礫内でロボットの到達距離を伸ばすことは、要救助者の探査にとって極めて重要な課

題である。そのための技術的な課題としては、ロボットのさらなる小型化、細径化、軽量

化である。また、走行距離が増えると、その分ロボットが引きずらなければならないケー

ブルの長さも増大し、ロボットにかかる負荷も増大する。したがって、高出力でありなが

ら小型で軽量なモータの開発が必要である。同時に、障害物と絡まりにくい、よりしなや

かで軽量、かつ信号伝達能力の高いケーブルの開発も必要である。しかしながら、ロボッ

トの性能が向上したとしても、単体のロボットで進入できる領域には限界があり、ジャッ

キアップロボットのような探査ロボットを支援するロボットとの連携作業が必要となる。

その際、支援ロボットも一人の操縦者で操作したのでは、やはり操縦者への負担が大きい。

また、ロボット各々を個別の操縦者が操作するのでは、作業や人員配置の効率が悪くなる。

したがって、ロボット自体が自律的に連携し、協調的に作業を遂行するような知能化が必

要である。 

 

（ｄ）分散協調行動を実現するための知能化 

 

要救助者の探査は、如何に効率よく短時間で作業を遂行するかが重要となる。そのため

に、探査領域が重複しないように作業を行わねばならないが、瓦礫内での探索は先に述べ

たとおり、外部から状況を視認できず、効率的な作業計画を立てることが難しい。これに

対し、まず技術的な課題としては、瓦礫内でロボットの位置を高精度に同定するための手

法、およびシステムの開発である。 

ＦＳＴ(Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｕｂｅ)や人工マーキングとＳＬＡＭ 

(Ｓｉｍｕｌａｔａｎｅｏｕｓ Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ Ａｎｄ Ｍａｐｐｉｎｇ) 

手法による位置推定システムが開発されているが、まだ実用レベルには達していない。ま
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た、複数の探査ロボットから得られる情報を階層的に管理し、すべてのロボットで情報を

効率よく共有するシステム、すなわち情報の構造化とそれらを活用するためのシステムの

開発が必要である。しかし、これらの課題がすべて達成できたとしても、得られた情報を

人間が統括的に管理し、状況に応じて効率的な作業を動的に計画するのは現実的ではない。

したがって、すべてのロボットが、システムから情報を抽出し、全体の作業効率を向上さ

せるように自身の作業を自律的に計画することが望ましい。すなわち、ロボットが分散協

調行動を実現するための知能化が必要である。 

 

（ｅ）センシングに関する技術課題 

 

要救助者の探査において、センシングに関する技術の向上は要となる。特に、センサを

小型化しながらしかもセンシング領域を広くすること、非常に雑音の多い環境で被災者の

発する情報を確実に認知することが強く求められる。このために更なる向上が要求される

技術課題を以下に列挙する。 

 

・視野を広げるための技術 

・照明を 適にするための技術 

・ＵＷＢ(Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ：超広帯域無線)レーダーの精度を上げるため

の技術 

・ＵＷＢレーダーの検知距離を上げるための技術 

・地中音響の必要なものだけを抽出し、距離や方向を推定するための技術 

・周囲ノイズに強くするための技術 

・レーザ、電波、電磁波等を使用するセンサの高出力化(安全性とのトレードオフ)  

・センサおよび情報処理部を小型化するための技術 

・探査映像等に対する画像処理技術 

 

４）瓦礫上からの情報収集 

  

瓦礫上から情報収集を行うための技術課題は、瓦礫上の移動ロボット本体性能に関する

技術、遠隔操縦技術、通信技術、センシング技術、その他に分類できる。 

 

（ａ）移動ロボット本体に関する技術 

 

移動速度を上げ、迅速に探査できるための知能化技術 

 

・耐久性向上、小型軽量化のための技術 

・急斜面や不整地（瓦礫等）で人間を超えるモビリティを確保するための技術 

・大勢の要避難者、要救助者が存在する状況での移動を可能とする技術 

・列車ホームやレールなど大きな段差がある箇所での移動技術 

・移動する障害物を高速で避ける知能化技術 

・障害物の排除、回避のための知能化技術 

・複数システムが分散協調行動を実現するための知能化技術 

 

（ｂ）遠隔操縦に関する技術 

 

・操縦者による周囲状況の認識を助け、状況判断を容易にするための知能化技術 

・アクシデントが起きたときに周辺状況を正確に把握でき、対応できるための知能化技術 

・人間との協働を行うための知能化技術 
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・リアルタイムに２次元・３次元マップを生成できるための知能化技術 

・半自律的に操縦者をサポートし、負担を軽減するための知能化技術 

・エコロジカルでトランスペアレントなオペレータインタフェースのための知能化技術 

・センサ情報からの見落としを防ぎ、さばける情報を増やすための知能化技術 

 

（ｃ）通信に関する技術 

 

・通信の安定化、伝送容量の増大、通信可能距離を伸ばすための技術 

・大量データのアドホック通信の技術 

 

（ｄ）センシングに関する技術 

 

・要救助者や災害情報のセンシング技術 

・屋内測位技術 

・３次元映像の精度、計測できる距離、環境条件の制約、リアルタイム性を改善するため

の技術 

・照明の均一化技術 

・レンズの汚れを除去する知能化技術 

・死角を無くす知能化技術 

・複数映像を情報統合するための知能化技術 

・センサの小型化と反応速度向上の技術 

・隊員の安全のための環境条件の計測に関する知能化技術 

・特定化学物質・細菌・放射性物質等の計測技術 

・不特定物質を検知する小型センサ技術 

・要救助者に呼びかけるための知能化技術 

・要救助者の状態をセンシング、簡易応急診断する知能化技術 

・複数センサからの情報を統合するための知能化技術 

・異常発生を検知するための知能化技術 

・迅速な物質サンプリング技術 

 

（２）消防防災活動における情報収集ロボットの技術課題 

 

 地下鉄の構内や地下街などの密閉空間における情報収集においては、建物が崩壊してい

なければ、移動機構としてはクローラタイプの一般的な移動機構の利用が可能である。課

題は、扉で遮られた密閉空間内のクローラをどのように遠隔操縦するか、といったことに

関するもので、下記の通りである。 

 

（ａ）クローラ本体に対する技術課題 

 

 無人の改札を通過して駅構内を探査するには、自動改札の扉の下をくぐる必要がある。

有毒ガスや火災下において利用可能となるための基本性能も不可欠である。下記が課題と

なる。 

 

・扉の閉まった自動改札を通り抜けることのできるサイズへの小型化 

・防塵・防水・防爆・耐衝撃性・耐熱性の確保 

・バッテリーの長時間化 

 



63 

（ｂ）操縦しやすい視界を確保する技術 

 

 ロボットは改札の扉をくぐるサイズでありながら、操縦者に対しては人間の目線での映

像を提示することが望まれる。これには、ロボカップレスキューでも用いられた小型カメ

ラをリンク機構で上方に持ち上げる方法などが考えられる。ただし、煙が充満した空間の

場合には、カメラ情報のみをオペレータに提示しても操縦できなくなるため、距離画像の

取得が可能な他の方式を開発することが必要である。また、ロボットの現在位置を地下街

の地図上で把握できるシステム開発も課題となる。課題は下記の通り。 

 

・小型ロボットでしかも広い視界を実現するための技術 

・様々な環境下における照明条件についての技術 

・煙の充満した空間での視界の確保に関する技術 

・ロボットの位置計測及びナビゲーション技術 

 

（ｃ）無線ネットワークの構築技術 

 

無線ネットワークの構築には、物理的に中継器を配置していく必要があり、できるだけ

少ない台数で広範囲をカバーでき、耐故障性のある配置の決定が重要となる。また、確実

な通信は探査ロボットの要ともなる。課題は下記の通りである。 

 

・中継器の 適配置技術 

・ネットワークの構築技術 

 

（ｄ）各種化学物質のセンサ 

 

 隊員が活動可能であるかどうかの情報は迅速な救助活動にとって非常に重要である。こ

のために、有毒ガスの有無を確認するための各種センサ技術の開発が望まれる。 

 

（３）危険地域における救助・復旧活動のための情報収集技術の課題 

 

災害現場の情報収集では、上空からの映像のみでは細部がわからないため、二次災害の

恐れのある危険な現場に直接出向いて調査を行う必要がある。これには遠隔操縦技術が不

可欠となる。建設機械の遠隔操縦は無人化施工のキーとなる技術として砂防ダムや鉱山の

採石場などで広く使われ始めており、掘削、運搬といった作業に関しては、通信環境や建

設機械の通る道を確保すれば、コスト面を除けば導入が可能であり、技術的にはかなり成

熟してきた感がある。 

一方、災害復旧現場の場合には、一般に環境が整備されておらず、情報の乏しい初めて

の現場での利用となる。ところがこのような災害現場の近くに遠隔操縦機能の付いた建設

機械が存在するという前提は考えにくく、現状では無線操縦専用の建設機械を時間とコス

トをかけて搬送している。このような問題を解決し実用的な遠隔操縦システムを実用化す

るには、小型軽量で持ち運びの簡単な、しかも現地でのセットアップが短時間で終了する

タイプのロボットが不可欠となる。更に、現地の地盤、建設機械本体の位置・姿勢計測な

どを、あとから搭載した機器で実施することも必要となる。これらを前提とすると、必要

とされる技術課題は以下のようにまとめることができる。 

 

（ａ）組み立て、建設機械への装着が簡単な小型ロボットの開発 

 

現在、国土交通省・フジタの開発したロボＱがこの要求を も満たすロボットである。
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ただし、建設機械メーカ毎の規格の違いにより、高さ調整をした３種類のフレームユニッ

ト（座席固定用ボルトと装置を固定）から選択する必要がある。また、ロボットの動作時

間をできるだけ長持ちさせるため、できるだけ電力消費の少ないことが必要である。 

 

・汎用性の高いポータブルな操縦ロボットの開発 

・バッテリーの大容量化技術 

 

（ｂ）建設機械操縦用センサシステムの開発 

 

 多種多様な建設機械に容易に着脱が可能で、しかも作業領域の部分と全体を見渡すこと

ができ、更には機械のメータ、音や振動をオペレータに伝えることのできる統合化された

センサシステムが必要となる。具体的には下記のセンサに関する技術が必要となる。 

 

・オペレータが操作しやすい作業用カメラの配置に関する技術 

 

オペレータが作業や災害現場の状況把握を行いやすいよう、カメラの台数、設置位置、

画像の鮮明度、視野角などを、様々な作業環境を想定してあらかじめ決定しておくことが

必要と考えられる。例えば掘削作業を遂行するためにオペレータが利用するのはこのカメ

ラ画像がほとんどとなるにもかかわらず、災害現場はオペレータにとっては初めてとなる

ことから、カメラ台数や配置の決定は も重要である。 

 

・本体情報モニタリングセンサの開発 

 

 本体の計器類のモニタリングが必要である。既存の建設機械に着脱することを考えると、

計器を撮影するカメラの利用が簡単である。この他、本体の振動、掘削音の情報も重要と

なる。これらを拾うための加速度計及びマイクが必要である。 

 

・建設機械に簡単に取り付け可能な測位センサの開発 

 

 ＧＰＳの利用が可能かどうかによって、必要となる技術が変わってくる。建設機械用カ

ーナビといったものがあると大変に都合が良い。ただし山間部、地下空間などでは、ロー

カルな測位が必要となる。レーザ追尾によるトラッキングなどが考えられるが、より簡便

で安価な方法が望まれる。 

 

・地盤及び地面形状センサに関する技術 

 

土砂崩れの現場などでは、安定した作業を実現するために、機械本体だけではなく環境

情報の取得も必要となる。例えば地盤が軟弱かどうかの判定、地面の傾斜情報なども、足

場や作業手順を考える上で不可欠である。地盤の判定にはコーン貫入試験を初めとしたア

クティブな情報の収集が、傾斜情報はレーザスキャナの利用が簡便な方法として考えられ

る。コーン貫入試験については試験機を既存のバックホーに簡単に取り付けることのでき

る装置の開発が、レーザスキャナについては耐環境性のあるセンサ情報処理がキーとなる。 

 

・作業領域内の人間を検出するためのセンサ技術 

 

 作業領域への人間の侵入を感知するセンサが必要である。人間との協働作業が必要とさ

れる場合には、建設機械に対しての人間の位置を知るセンサも必要となる。 
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（ｃ）無線技術 

 

 多くの画像データを含むセンサ情報をできるだけ速く伝送することが求められるので、

このために必用な無線帯域と無線機の確保が前提となる。また、無線の安定化、長距離化

のための技術が必要となる。 

 

・無線通信の長距離化・高速化・大容量化・安定化のための技術 

 

（ｄ）操作性の向上 

 

 オペレータにはかなり多数の画像情報の提示が必要となる。しかし、専用のモニタール

ームを現場で短期間に準備するのは簡単ではない。また、操縦に当っては、熟練オペレー

タの技能を操縦システムに予め組み込むことで、操作感の向上、作業効率の向上が期待で

きる。 

 

・ポータブルで視認性の高いモニタリングシステムに関する技術 

・ポータブルで操作性の高い操縦システムに関する技術 

・熟練オペレータの技能解析と操縦システムへの組み込みのための技術 

 

（ｅ）建設機械の種類の増加 

 

 バックホー以外にも、ダンプトラックも遠隔操縦、自律走行等が実用化されている。ブ

ルドーザ等の遠隔操縦も実現されてはいるが、オペレータが滞りなく作業を遂行するため

に必要となる情報が何であるかを解析した上で、モニタリングシステムを構築することが

必要である。 

 

・自動操縦可能な建設機械の機種を増やすための技術 

 

（ｆ）被災者救助 

 

 これは情報収集といった観点からは必要ないが、将来的に被災者救助を行おうとすれば、

人間のハンドリングが必要となる。人間の体重を可搬重量に持つには、かなり出力の大き

なロボットが必要となる。一方で、このような出力を持つロボットは、人間に危害を加え

る恐れがあることから、共存する人間にとって非常に危険でもある。遠隔操縦により人間

のハンドリングを行うには、人間の触感をオペレータが感じる必要がある。既存の建設機

械ではこれは不可能であり、危険地帯での救助には専用ロボットが必要となる。また、入

力デバイスもジョイスティックのようなものではなく、バイラテラルのマスタスレーブタ

イプの操縦システムが必要となる。 

 

３．２．２ 防犯分野における技術的課題、知能化の課題 
 

防犯、すなわち犯罪の発生を防がなければならない対象環境は多岐にわたる。また防犯対

策を施すべき対象空間は、公共空間からプライベートな空間まで広範でもある。例として

このような対象空間をあげれば、公共空間で特に不特定多数の人々が集まる場所として、 

 

・駅、空港、 

・科学館、美術館、博物館、図書館 

・公共サービス機関の窓口（市役所や県庁の受付窓口、観光案内所、銀行・郵便局窓口） 
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・交通機関の車内、機内 

・商業街区、住宅街区などの屋外街路 

・地下街などの屋内街路 

 

などがあり、商業空間としては、 

 

・ショッピングモールなどの大型商業施設、 

・銀行、郵便局等の金融機関 

・個人商店 

・百貨店 

 

などがある。公共の空間ではあるが、集まる人が特定される場所としては、 

  

・小学校、中学校、高等学校 

・大学、各種学校 

・幼稚園、保育園 

 

をあげることができる。また、その環境に所属する人が特定される場所としては、 

 

・オフィスビル、官庁舎 

・集合住宅 

・戸建住宅 

 

を考えることができる。 

しかし、防犯を考える上では、これらの環境によらず、 

 

（１）不審者や犯罪者を侵入させず、ゆえに窃盗、強盗、傷害、放火事件などを起こさせ

ないこと 

（２）危険物を持ち込ませないこと、またその危険物を当該環境に置かせないこと 

 

が必要であり重要である。 

 上記のような環境に対して、防犯分野においてセキュリティロボットを考慮する場合に 

は、まず次の観点をおさえておく必要があると考えられる。 

 

１）導入するシステムにより犯罪の抑止力になること 

 

防犯の場合には、まず犯罪が起きなければよい。したがって、犯罪を起こそうとする者

に対して心理的に犯罪を抑止させる効果が高いシステムであることがより望ましい。 

 

２）導入するシステムにより犯罪の発生が察知できること 

 

不幸にして犯罪の発生が抑止できなかった場合でも、その犯罪、ないしは異常事態が発 

生した際には、それが自動的あるいは半自動的に察知できる必要がある。 

  

３）導入するシステムにより、犯罪の発生時の現場そのものをおさえることができなくと 

も、犯人の特定につながる情報記録が残っていること犯罪発生前後の状況動画・写真や 

音声が残り、犯罪捜査に関する有力な情報が収集できていることが望ましく、必要であ 

る。そのような情報には例えば、 
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・犯人の顔や姿 

・物証として犯人の指紋がついたかも知れない位置 

・凶器等、犯罪に使われた物証を捨てた位置などに関する情報 

・犯罪に使った車の車種やナンバー 

・逃走経路 

 

などがある。 

 

４）導入するシステムにより犯人確保が容易になること、あるいは被害者への被害の増大

を抑えることができること 

   

犯人といえども、このシステムが犯人に危害を加えるものではあってならないが、危害 

を与えない範囲で犯人を確保しやすくできる装置や構造、あるいは追い払う機能があると

望ましい。例えば、 

 

・カラーボールを犯人に対して高確率で当てることができること 

・逃走経路になり得る通路のドアを自動的にロックすること 

・犯罪発生を自動的に察知し周囲に警報を発する、あるいは音声や光などで犯人を威嚇し

て追い払う 

 

などある。 

なお、上記項目のうち１）について、犯人の心理としてはその環境が常時監視されてい

ると、犯罪を起こすことをためらうことは明らかと思われるので、システムとしては「事

前情報収集のためのシステム」としてもとらえることができる。 

上記項目の２）は、「犯罪発生判断ができる認識系システム」の構築としてとらえること 

ができる。さらに上記項目の３）は、事件発生後に状況証拠を得ることになるので、「事後

情報収集のためのシステム」としてとらえることができる。 

後に４）は「事後処置を行なうシステム」としてとらえることもできる。 

 さて、防犯分野においてその環境を監視する場合、監視による情報収集の空間分解能と 

時間的分解能にトレードオフが存在する。 

 
 

図３．２．２－１ 監視における空間・時間分解能の模式図 
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すなわち、要求する時間的分解能が高い（監視対象を切れ間なく常時監視する必要があ

る）ときは、センサをその場に設置して対象を監視する必要がある（常設監視）。しかし要

求する時間分解能が低い（間欠的あるいは定時にその場所を監視すればよい）ときは移動

ロボットにより対象環境を巡回すれば済む（巡回監視）ことになり、セキュリティ監視へ

のロボット技術の適用可能性が増加することになる。なお、防犯分野では、その組織や空

間への出入り口において出入り管理を行なう場合が多い。この場合、その出入り口を通過

する人や車両の認証を行う必要がある（認証監視）。 

 以下これらの監視方法に密接に関連し必要となる重要技術課題を列挙する。 

 

１）監視手段をビデオカメラとする場合 

 

・高解像度、高圧縮率で動画を記録する技術 

・撮影中の動画から、事件・事故が発生したとき（必要事案が発生したとき）を自動的に 

検出して動画記録をする知能化技術 

・撮影中の動画から人間の振る舞いを監視し、物体を置き去りにする、ゴミ箱をあさるな 

どの不審なしぐさを抽出する知能化動画像処理技術 

・撮影中の動画から、あらかじめ与えてある物体や動きを検出したとき、これを自動的に 

ズームアップして追跡する知能化動画像処理技術 

・撮影中の動画から移動物体を抽出し追跡する知能化動画像処理技術 

・複数のカメラで撮影中の動画のそれぞれから、類似する物体または移動物体を発見・抽 

出し、追跡する知能化動画像処理技術 

・注目するべき物体や模様、文字を知識として与えたとき、単数または複数のカメラで撮 

影中の動画からその注目対象を抽出し追跡することのできる知能化動画像処理技術 

・撮影中の動画から、その中を通過した人物や車両が登録してある人物あるいは車両か否 

かを判別することができる知能化画像処理技術 

 

２）監視手段を音声とする場合 

  

・収録中の音声から、話者を分離特定し、さらにその会話内容を認識する（文字起こしが

できる）知能化音声処理技術 

・収録中の音声から、特定の叫び声や悲鳴、特有の衝撃音などを検出し、事件・事故の発 

生を自動認識し通報する知能化音声処理技術 

 

３）監視手段を走査型レーザ距離計や３次元画像センサとする場合 

  

これはほぼ、上記１）と共通する。 

 

４）監視手段を移動ロボットによる巡回とする場合 

   

移動ロボットに搭載するセンサによる監視については、上記１）～３）に共通する。 

 さらに、 

 

・ゴミ箱やロッカーなどのふたや扉を開けて、その内部を検査することができる知能化ロ

ボット技術 

・ロッカーや戸棚の上部など、人間の通常立位では死角になる部分を調査し、異常の有無 

や危険危惧対象物を発見できる知能化ロボット技術 

・巡回中に、環境の異常を自動的に発見し通報できる知能化ロボット技術 
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・巡回中に、犯罪を起こした人間を認識・発見し通報できる知能化ロボット技術 

・巡回中に、犯罪を起こした人間を認識しカラーボールなどを正確に当てることのできる 

知能化ロボット技術 

・巡回中に、犯罪を起こした人間を認識し、犯人の特徴を記録することができると同時に、 

犯人に対して音声や光により威嚇してこれ以上の犯罪を起こさせないようにできる知能 

化ロボット技術 

・与えられた環境中で正しく自己位置認識を行い、迷子とならない知能化ロボット技術 

・未知の物体の出現や移動する障害物・歩行者があっても、それらに衝突することなく、 

安全に走行できる知能化ロボット技術 

・人が早足で歩く速さ、あるいはそれ以上の速度で安全に環境を巡回できる移動ロボット 

技術 

 

５）持ち歩かれる、あるいは貼付されるセンサを活用する監視技術 

 

・人間が持ち歩いている携帯端末等、あるいは、機器物品に貼付された高機能ＩＣタグ等 

が自律的に測位をおこない、現在位置を正確に知ることができる知能化技術 

・人間が持ち歩いている携帯端末等、あるいは、機器物品に貼付された高機能ＩＣタグ等 

が基地局と高品質な無線交信ができる技術 

・人間が持ち歩いている携帯端末等、あるいは、機器物品に貼付された高機能ＩＣタグ等 

に生じているインシデント（事故・事件など）の発生を検出し、現在位置と現在時刻と 

ともに通報できる知能化技術 

  

なお、常設監視の場合には、その環境にセンサ類を設置することになる。このことは、

ＲＴを活用する環境構造化の枠組みの一つとしてとらえることもできるので、環境の構造

化に本節で述べたような防犯構造を埋め込む、という立場での連携と施策も重要であると

考えられる。 

 また、特に常設監視では、それが設置される場所に通常所在する人に対するプライバシ

ーの保護が重要である。ひとたび犯罪が起きてしまったときには、収集された情報を関係

機関に提出を求められる場合もあるが、その場合の提出条件などを明らかにしておく必要

があるとともに、関係法令を点検・整備すること必要であると考えられる。 

 

３．２．３ 社会的インフラの機能維持分野における技術的課題、知能化の 

課題 
 

（１）背景とＲＴ導入の必要性 

 

 わが国においては少子高齢化が進行しており、２０年後さらに５０年後を展望したとき

人口減少は避けられぬ状況である。その際、国民一人あたりのＧＮＰは増加したとしても

わが国全体の経済規模は縮小する可能性はきわめて高い。今日、すでに多くの社会的イン

フラ、すなわち、いわゆるライフラインと称される電気・水道・ガスの供給設備や道路鉄

道などが整備されているが、将来、それらの社会的インフラを新設・更新するための国民

の負担は相対的に増大するものと考えられ、さらには社会的インフラの新設・更新が困難

になることも予想される。このような背景の中で社会的インフラの機能維持を確保するた

め、現存するインフラの管理メンテナンスを充実し、事後保全から予防保全への転換によ

って供用可能な年数の延長を図ることが重要性を増すことは明らかである。 

 例えば道路橋梁関係では昭和４０年代の高度成長期に大量に建設されたため、これらの

施設は大規模な更新期を迎えつつある。橋梁の場合、コンクリート製橋梁は全国で約１４
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万箇所に設置されているが、これらのうち１０年後には２８％、２０年後には４８％の橋

が建設からの経過年数が５０年以上に達する。コンクリート橋の寿命は使用される環境に

よって変わるものの平均的な寿命は約６０年であるのでこれらの橋の機能維持のためには

何らかの営繕措置が必要となってくる。現在の管理維持方法を続けるならば、この時期に

集中的に大量の更新工事を行わなければならないが、巨額な財政赤字のもとで更新費用を

支出することは困難である。従来行われているのは進行した劣化を発見してから修繕を行

う事後保全であるが、よりこまめな点検と修繕により劣化の進行を抑制する予防保全によ

り寿命の延長や更新時期の平準化を図ることは緊急の課題である。 

 以上のような背景の中で社会的インフラの機能維持分野においてＲＴの導入により機能

維持の高度化を実現し、将来にわたって安全安心な社会を実現していくことの必要性は大

きい。 

 

（２） 社会的インフラの機能維持の方法と課題 

 

 社会生活の基盤を支える社会的インフラと称されるものは多岐にわたっており、それら

を網羅することは困難であるため、代表的な例として橋梁の管理を取り上げ、現在の維持

管理方法とその問題点およびＲＴの適用可能性について調査した。 

 橋梁では、建設費が主となる初期コストだけでなくＬＣＣ（Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ  

Ｃｏｓｔ）として経済性を評価する考え方が提案されてきている。ある橋のコストを試算

する場合、建設費のほかに供用年数の間に要するメンテナンス費用および部分的補修費用

を合計した額をこの橋のコストとするものである。表３．２．３－１は供用年数を１００

年としたコンクリート橋のモデルケースの LCC 試算結果に基づいたそれぞれの費用の比率

である。ＬＣＣには建設費、保全費および更新費が含まれ、合計額はこのモデルケースの

場合ではおよそ１５億円である。さらに表３．２．３－２に保全費の内訳の比率を示す。

保全費には点検、清掃、舗装の費用が含まれる。これらの表から明らかなように橋を１０

０年使用した場合、初期コストとしての建設費は４割にすぎず、残りの６割が機能維持に

費やされている。 

 

表３．２．３－１ ＬＣＣの内訳（コンクリート橋のモデルケースの場合） 

 

項  目 比率 ％ 

建設費 ４０．５ 

保全費 ２０．４ 

更新費（部材交換） ３９．１ 

合 計 １００．０ 

 

表３．２．３－２ 保全費の内訳（コンクリート橋のモデルケースの場合） 

 

項  目 比率 ％ 

点 検   ２年、１０年毎：詳細 ３１．９ 

清 掃   毎年 ４．３ 

舗 装   １０年毎 ６３．８ 

合 計 １００．０ 
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機能維持において重要な役割をはたす点検作業については国土交通省により定期点検の

方法と頻度が定められている。平成１６年３月に制定された「橋梁定期点検要領（案）」（国

土交通省道路局国道・防災課）[1]に記載されているほか、各種基準、示方書、参考資料等

により規定されている。これによる点検は以下の通りで、他に塩害等の特定事象に対応し

た特定点検、地震・台風などの災害の発生時や橋の異常の発見時などに実施される異常時

点検がある。 

 

・通常点検：道路パトロールカー内からの目視を主体とした点検 

・定期点検：近接目視が基本、必要に応じて点検機械・器具を用いた詳細な点検 

   供用後２年以内に初回を実施、２回目以降は５年以内に実施 

・中間点検：既設の点検設備、路上、路下から実施。定期点検の中間年に実施 

 

これらの点検における点検方法は、点検車や足場を利用し、比較的部材に接近して目視

検査を行うことが定められている。また、橋梁の状態は「損傷無し」から「緊急対応」「詳

細調査」に至る７区分に分類して判定され措置を決定する。 

 同様な設備である道路と鉄道に関しても日本道路公団では「維持管理要領」、またＪＲで

は「建造物保守管理標準」によって点検の頻度と方法を定めている。いずれも橋梁の点検

とほぼ同様であり、定期点検は１～２年に１度の頻度で行い、点検員が徒歩で巡回して目

視で点検し、その結果に基づいて状態を判定し措置を決定している。 

 以上のように橋梁・高速道路・鉄道において、ほぼ同様の点検作業が行われているが、

今後、事後保全から予防保全へと転換し機能維持の向上を図るためには点検作業を高度化

しさらに省力化を実現することが求められている。点検の高度化はおよそ次の３つに分類

できる。 

 

①点検の空間的、時間的密度の向上 

②点検の際に取得するデータの質の向上 

③点検データに基づく判断の質の向上 

  

点検の密度の向上とはいわゆる「こまめな点検」である。多数の箇所を頻繁に点検する

ことは望ましいことではあるがコストとの兼ね合いによってどの程度の密度にするかが決

定される。 

 目視による検査はそのほとんどが外観から判断できるものに限られる。外観から判断で

きない内部の欠陥は打音、超音波、放射線などを用いた検査によって検出される。目視検

査の場合は点検作業員が検査箇所に行って検査を行うので、準備としてはたとえば足場の

設置で十分であるが、検査用測定器を使用する場合は測定器の重量や大きさによっては支

持するための設備の設置などが必要となるケースもあり、現状では労力・時間・コストの

上昇要因である。 

 点検の密度およびデータの質の向上と同時に、得られたデータから現在の状況を的確に

判断し、適切な措置を決定することも重要である。予防保全を効果的なものにするために

は、現在の状況の変化から今後発生する可能性のある事態を予測察知し、未然に事故を防

止するための判断が求められる。 

 

（３）社会的インフラ機能維持の高度化・知能化へ向けての技術的課題 

 

 以上に述べた課題を解決する方法を具体化するために必要な技術について述べる。 

 前述の「点検の空間的、時間的密度の向上」を低コストで実現するためのひとつの方法

は自動的かつ連続的な点検システムである。また「点検の際に取得するデータの質の向上」

は各種のセンサを使用した点検を行うことによって実現する。そのような点検を行うシス
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テムとして以下のような機能別の階層構造を持つシステムが考えられる。 

 

・第Ⅰ階層 構造物にあらかじめセンサを設置しておきデータの収集を行う。 

・第Ⅱ階層 センサを装備したロボットが必要箇所の点検を行う。 

・第Ⅲ階層 詳細点検のためロボットが構造物の一部を分解して点検を行う。 

 

 第Ⅰ階層では常時連続的にまたは任意の時点でのデータ収集が可能であり、また、遠隔

地からのアクセスも可能である。データ収集の空間的密度を確保するためには設置するセ

ンサは数多いほうが効果的である。したがって比較的安価でかつ耐環境性に優れた頑健な

センサを選択する必要があり、その制約からセンサおよびデータの種類も制約を受ける。 

 第Ⅱ階層は第１階層でのデータの結果に基づき、不足しているデータの収集を行う階層

である。必要なデータを収集するためのセンサを装備したロボットが点検箇所まで移動し、

データ収集を行う。ロボットには点検箇所まで移動する移動機能が求められる。また、セ

ンサをハンドリングする必要があるがセンサの重量や容積に応じたマニピュレーション機

能も必須である。また、この作業においてはセンサを装備したロボットのほかにそれを支

援する複数のロボットが必要となるケースがある。例えばセンサーロボットの移動の際の

「足場」となるロボットや動力供給のためのケーブルハンドリングロボットなどである。

複数のロボットが協調して作業を行う際は相互に通信して作業状況を共有しながら作業を

おこなう自律分散システムとしての機能が必要である。さらに、点検作業を行う際にロボ

ットの作業指示を動作レベルで作成することなく、ロボット自体に作業計画、行動計画や

高度な動作制御の機能を含む自律性を持たせることにより大幅な労力の軽減となる。 

 第Ⅲ階層は、さらに進んで構造物の状態を把握するため構造物の一部を分解し、たとえ

ば部材の裏側や函構造の内部の検査を行う階層である。ある部材を取り外す場合、まず、

その部材にかかっている荷重を受ける仮の部材を組み付け、ついでボルトなどの締結を外

して部材を取り外し、部材を把持して検査を行う、または別の場所での検査のために移動

するという段階を経る。この階層において要求されるロボットの機能は第Ⅱ階層と同様に

移動機能、マニピュレーション機能であるが第Ⅱ階層での要求を大きく上回るレベルが求

められる。また、ボルト外しや穴あけなど構造物との相互作用を含む動作を行うので対象

物を認識する高度な「視覚機能」や「力制御」などの機能も必要である。 

 つぎに、「点検データに基づく判断の質の向上」すなわち、得られたデータから現在の状

況を判断し措置を決定する過程での技術的課題について述べる。 

 これまでの設計基準および修繕の基準は過去の事故などをもとに条件設定されてきてい

る。しかし、今後は現在の状況から不具合発生の危険性を察知し、未然に事故を防止する

方向への転換が求められている。そのためには、事故を未然に防止する視点からのデータ

の蓄積が必要である。すなわち、設備の使用状況と劣化の進行の関係をできるだけ細かい

メッシュで計測し、設計時に想定していなかった使用状況や劣化状況を把握することが必

要となる。しかし、データの解析と判断の多くは構造物の強度や挙動、材料の劣化などに

依存しておりＲＴ技術の枠を超える部分が多い。ＲＴ技術は適切な判断を行うためのデー

タの供給の面で寄与することが期待される。 

 なお、社会的インフラの機能維持分野に関する記述では橋梁を例として取り上げたが、

他の主要な社会的インフラである発電所、電力供給網、都市ガス、上下水道、道路・鉄道、

石油タンクヤード、化学プラントなどおいても機能維持のための課題は共通する部分も多

い。 
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（鹿島出版会、２００６年１２月） 
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３．３ 適用分野における技術的分類 
 

 安全･安心のためのセキュリティロボットシステムに関して防災、防犯、社会的インフラ

の機能維持の３分野を対象に検討を実施した。これらに共通する技術的分類について整理

する。３分野の検討から、セキュリティロボットシステムに求められる機能は、以下のよ

うなプロセスに区分することができる。 

 

①事前情報収集・モニタリング機能：異常な状態を検知するために平常時の状態を常にモ

ニタリングする機能 

 

社会的インフラや防災では、長期間のデータを収集することにより、形状変化から異常

の予知が可能となるデータの蓄積をすることになる。このようなデータは、設計基準・検

査基準や、災害予知に重要なものとなる。ただし、対象が、自然現象、物理現象であるが、

どのようなデータを蓄積すべきかの判断･判別のためのモデルが十分確立していないこと

が多いので、現状ではさまざまなデータを取り込む必要がある。 

 防犯では、情報収集していることにより、犯罪行為の抑止効果が期待できる機能である。

犯罪発生後の措置のための情報源として活用できるデータとして保管する必要がある。将

来的には、人間の行動からの意思予測などが可能になると、本質的な犯罪予防効果が期待

できる。 

 

②判断・判別機能：モニタリングした情報から、異常を見出すための判断あるいは情報判

別機能 

 

すでに確立されている判断基準により、異常を検出する機能であるが、実際には多くの

場合、判断すべき基準が確立されていないので、多くの情報の中から異常を検出するデー

タマイニングを行う機能である。 

また、情報を的確に人間に提示することにより人間が判断する協調的判断の機能の実現

も重要である。蓄積したデータと発生事象から、新しい判断基準を構築していくことも重

要である。 

 

③事後情報収集機能：異常な事態が発生したあとの状況を把握するためのモニタリング機

能 

 

異常な事態が発生した事後処理のための状況把握の情報収集が、非常に重要である。た

だし、事前の情報収集と異なり、情報収集する環境自体も異常な状態であることに対処す

る機能が必要である。 

 

④措置機能：得られた状態に対応できる異常からの回復のための機能 

 

状況に対処する個別の作業を中心とする機能である。基本的には、移動し作業するＲＴ

技術が活用される機能である。 

 

これらのうち、判断・判定機能は、データ処理が中心となる機能である。また、措置機

能は、対象とする事象によって個別的に作業を実現するものである。一方、事前・事後の

情報収集機能は、幅広く各分野に共通する機能であるといえる。以下に各機能についての

詳細な検討結果を示す。 
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（１）情報収集機能 

 

情報収集機能は、事前の情報収集・モニタリングと事後の情報収集とあるが、機能の実

現方法から以下のように分類できる。 

 

①定置型情報モニタリングシステム 

 

センサを空間的に固定してセンシングする。防犯分野であれば、防犯カメラのようなも

のである。設置は固定であるが、センサが可動式（カメラのパン・チルト機構など）のも

のを含む。定置型情報モニタリングシステムは、基本的に事前情報収集・モニタリングが

対象となる。インフラとして、設置する必要があることから、災害等発生後には、機能さ

せることが難しい。 

センシングシステムとして、以下のような分類ができる。 

 

・点での情報収集 

センサ設置位置での情報収集のみのシステムで、現在使われている防犯カメラシステム

はこれにあたる。 

・線での情報収集 

複数のセンサの情報をリアルタイムに連携させるシステムで、たとえば隣り合うカメラ

を連携し、移動する人の追跡を行うなどの機能がこれにあたる。 

・面での情報収集 

複数のセンサ情報を有機的にリアルタイムに連携させるシステムである。同一の対象を

複数のセンサが監視するなど密な情報を得るシステム。 

 

定置型の情報モニタリングでは、時間的密度の高い情報収集（常時監視）が可能となる。

一方、空間的密度を高めるためには、多数のセンサの配置が必要となり、個々のセンサの

低コスト化が課題となる。また、空間的・時間的に高密度なセンシングのためには、多数

のセンサを組み合わせるネットワーク化の要請が強くなり、広帯域の通信が求められるこ

とになる。 

 

②能動型情報モニタリングシステム 

 

能動的に移動するプラットフォームにセンサを搭載してモニタリングするシステムで、 

たとえば移動ロボットを使ったセンシング、無人ヘリコプターなどの飛行体を使用したセ

ンシングなどがこれにあたる。能動型センシングでは、移動するプラットフォームが巡回

しているときのみの間欠的なモニタリングとなる。 

一方、能動性があることから、必要に応じた場所でのセンシング、特定のものの追跡、

環境に対応したセンシング（ふたを開けるとか、物をよけるなど）が可能となる。 

 事前情報収集・モニタリングでは、定置型情報モニタリングシステムと組み合わせるこ

とで、情報収集の空間的・時間的密度の補完が可能となる。事後情報収集では、もっとも

有効なシステムである。 

 

③受動的移動型モニタリングシステム 

 

移動体にセンサを取り付けて、モニタリングするシステムで、たとえば、航空機にセン

サを取り付けて環境データをモニタリングするシステムなどがこれにあたる。 

 公共交通の移動体にセンサを取り付けることで、広域なデータのモニタリングが可能と

なる。移動が受動的であることからモニタリングの空間的・時間的密度はあまり高くする
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ことは期待できないが、長期的なデータのモニタリング（たとえば、環境データなど）に

は、適したものと思われる。 

 

④携帯型情報モニタリングシステム 

 

守られるべき人が、情報を確定できる装置を取り付けることでモニタリングするシステ

ムで、たとえば個人認証用のＩＤカードなどを使ったシステムがこれにあたる。情報を収

集できる定置のシステムにより、モニタリングの空間的、時間的密度が確定する。主に、

防犯分野で使われることが多い。 

 

（２）判断・判別機能 

 

 判断・判別機能は、以下のような種類に整理できる。 

 

①データマイニング 

 

大量のモニタリングデータから、必要となる情報を見つけ出すことが必要となるので、

このためのさまざまな手法がある。防犯分野では、犯罪発生時の情報をできるだけ早く見

つけ出すことが重要となる。社会的インフラの健全性や災害の予知では、平常時との差異

を見つけ出して、変化の情報提示が重要な機能となる。 

 

②統計的手法による判別 

 

過去の事例のモデルに対して、一番近い事象を選び出すことにより現象を理解ために統

計的手法が利用できる。人の行動のパターンから、対象としている人の特性（不審者であ

るかの見分け）を判別するなどに活用される。 

 

③人間と機械との協調的判断 

 

情報処理のみで確実な判断を自動的に生成することは、ほぼ不可能である。一方、大量

のモニタリングデータから人が情報を引き出すことも、情報量が増えるほど難しくなる。

したがって、データマイニングや統計的手法により、情報をある程度絞り込んで、人が判

断するのに都合のよい情報提示をするシステム作りが必要である。 

 

④予測・推定とモデル化手法 

 

さまざまな事象を予測・推定することが求められるが、これにはモデル化が不可欠であ

る。過去のデータからモデル化されているものもあるが、現状ではほとんどないといって

よい。モニタリングデータと発生事象の組み合わせで、新しいモデル化を進めることが重

要である。これらは、主に人為的でない災害予測や社会的インフラの健全性の予測に有効

である。 

 

（３）措置機能 

  

措置機能は、個々の事象に非常に依存するもので、実用レベルとなるものは遠隔での操

縦に基づくシステムとなるものに限られると思われる。ある程度の自律性は持つが、対局

的な操作に関しては人間介在型のシステムとなると思われる。 
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３．４ 展開戦略 
 

 今後の安心・安全のための社会作りには、セキュリティロボットシステムの果たす役割

は大きいと考えられる。本調査において実施した技術的分類の中から、直近で実施すべき

内容として、以下のような理由から情報収集機能を持つロボットシステムが必要である。 

 

①防災分野、防犯分野、社会的インフラの機能維持の分野に共通して求められる機能であ

る。 

 

②空間的・時間的に広範囲な情報を入手することで、これまで難しかった各種の予測のた

めのデータベース構築が可能になる。 

この結果、モデル化技術が向上することになり、判断・判別機能の向上につながる。 

 

③平常時の情報収集が重要であるが、人間にとって変化のないもののモニタリングは非常

に難しい。 

このような作業にはロボット技術の適用が非常に有効で、トレーサビリティも確保でき

る。 

 

④有線･無線のネットワークが急速に充実していることから、大量のモニタリングデータ処

理も可能になる環境が整っている。 

特に、無線の技術の向上が目覚しいことから、定置型、能動型の情報収集システムの融

合をする技術的バックグラウンドが整ってきている。 

 

空間的には疎な定置型情報収集システムと高度なセンサシステムを搭載する能動型情報

収集システムの組み合わせによる各分野でのモニタリングシステムを構築していくことが

有効である。 

特に、能動型情報収集システムでは、センシングするための移動機能や作業機能が求め

られる。また、これらのシステムは常に動いていることが求められることから、さまざま

な状況に対応できる以下のような知能化技術によるロバスト性が必要となる。 

 

①長期間稼動できるシステム維持のロバストネス 

 

②環境の変化（光源や気候など）に対応できる環境対応のロバストネス 

 

③多数のセンサのいくつかが不調になっても補完できる機能補完のロバストネス 

 

これまでも数多くの研究開発が実施され、さまざまな技術が開発されてきた。しかしな

がら、実用の段階になると、コスト的な問題だけでなく、上記のロバスト性のなさから、

運用段階に至っても開発者の手から離すことのできるシステムが少ない。したがって、開

発した機能の検証をフィールドでの実証試験を長期に実施することで、実用的なシステム

構築が可能となる。 

 安全･安心のためのセキュリティロボットシステムに関しては、投資に対する経済的効果

がすぐに見えにくいので、国策として、センシング・モニタリングのための知能化技術（移

動や作業を含む）の開発と長期間のロバスト性を検証する実証試験を実施する仕組みが必

要である。 
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第４章 今後の課題と展望 
 

４．１ ロボット技術を当該セキュリティに応用する際の技術的 

課題、知能化の課題 
 

 安心･安全な社会を構築・維持するためにロボット技術を適用することについてこれまで

検討してきた。対象として、防災・防犯・社会的インフラの機能維持の３分野についての

検討から、個々の分野における技術課題はすでに前章に示したとおりである。ここでは、

セキュリティにロボット技術を適用し、実用的に運用する上での課題を使われるプロセス

毎にまとめた。 

 

（１）事前情報収集・モニタリング機能 

 

 事前（平常時）での情報の収集・モニタリングでは、非常に長時間にわたる情報収集が

必要となってくる。いっぽう、ほとんどの時間は異常ないことから、詳細な情報の不要な

部分が多いのが特徴である。しかし、細かな経年変化が、 終的に必要になってくること

もあるなど、難しい課題がある。特に、早期に求められる技術的課題、知能化の課題は以

下のようなものである。 

 

①長期安定なシステムを運転できるロバストネス 

  

故障なく長期間の運用が期待されるシステムであることから、安定して運転を維持でき

る技術が求められる。外部のネットワークやエネルギーなどさまざまな部分のロバスト性

が求められるので、これらについて自己診断などが可能な知能化技術が不可欠である。 

 

②環境の変化に対応できるロバストネス 

  

モニタリング対象は、屋内外に広がることから、光源環境など外部の環境にロバストな

センシングシステムが求められる。 

 

③センサ健全性の確認と不調時の補完機能 

  

非常に多数のセンサでシステムを構築することになることから、個々のセンサの健全性

を自己判断するのみならず、不良を発見した場合の補完機能が求められる。隣接するセン

サでの補完や、移動機能を持つ能動型センシングとの補完をはかる機能があると、実用的

に有効なものとなる。 

 

④収集すべき対象のモデル化とデータ量・密度（空間的・時間的）の確立 

  

自然災害などでは、どのデータを軸に計測ストックしておくべきかがわからないものが

多い。人工物でも、施工後ではどこをどう図るとよいのか手法がほとんど確立されていな

い。これらは、モニタリングして得られた数値から計算されたものなので、確実で容易な

モデル作成の上でも、適切な情報密度を設定する必要がある。 
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⑤情報の補完技術 

  

有効な情報が未確定の状態での情報の補完となるので、いかに情報を圧縮するかが大き

な課題である。また、長期にわたるデータの補助が可能な施設も重要となる。 

 

⑥システム構築技術 

  

どのようなシステムでも同様であるが、センサネットワークの構築、データストレージ

システムなどのシステム化技術を設計、構築する技術が不可欠である。これは、特に運用

の中で改良を加える必要があり、この結果初めて実用的なシステムが構築できる。 

 

（２）判断・判別機能 

 

 現状では、対象のモデル化が十分ではないので、自動的な判断機能の実現は事実上難し

いが、モニタリングによるデータの収集により以下のような技術を開発することが望まれ

る。 

 

①対象のモデル化技術 

  

対象の特徴を示すデータの計測方法、データ密度が考慮できるモデル化が重要な技術で

ある。これは、長期間にわたるデータ収集の結果により実証されるもので、ある仮説に基

づくモデル化とデータの蓄積で検証することが重要である。 

 

②人間との協調による判断機能技術 

  

実用化されるシステムでは、人間の判断を加える必要がある。一方、細かな部分の情報

処理を人間に担当させるのは非効率的であるので、人間とシステムの協調を考慮したシス

テ設計が重要である。 

 

（３）事後情報収集機能 

 

 事後の情報収集では、事前と異なり、あらかじめ必要なインフラを設備することが難し

い。したがって、情報インフラの構築から情報収集、情報提示までを構築できるシステム

が必要となってくる。特に以下のような技術が求められる。 

 

①情報収集のためのインフラ構築技術 

  

必要に応じてダイナミックに情報インフラを構築する技術が必要である。情報転送量に

見合ったインフラをダイナミックに構築する技術である。 

 

②収集データのマッピング技術 

  

収集した情報を実際の空間的・時間的な場所への関係付けをするマッピング技術が重要

となる。得られた多数の情報がいつ、どこのものであるかがわからないと、得られた情報

の価値がほとんどなくなってしまう。特に能動型情報モニタリングシステムでの情報収集

なので、空間的・時間的な位置の把握が重要となる。 
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③遠隔操作技術 

  

ほぼ、人間操作による動作が中心となることから、操作しやすい遠隔操作装置や状況を

表示する装置が求められる。 

 

（４）措置機能 

 

措置機能は、その対象によりさまざまな技術が求められてくる。基本的な機能としては

いかが挙げられる。 

 

①自律的移動機能 

  

所定の場所まで、移動可能な機能がいずれの場合も求められる。インフラの破壊されて

いない状態では、屋内ＧＰＳなどを活用した移動技術が重要となる。 
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４．２ 規制緩和と開発の効率（技術的容易性、コスト） 
 

（１）規制緩和 

 

 これまで検討してきたシステムの開発と実証にあたり、効率的な開発を進めて実用化へ

展開することを考慮すると、いくつかの制度的な課題が挙げられる。 

 

①防犯に関しての法規制改革 

  

現在、警備会社が警備員を派遣してその環境での警備を行う場合、警備員は警備業法に

したがって業務を遂行することとなっている。警備員は、一般人と同じ立場で警備に当た

っており、正当防衛の範囲を超えて犯罪者に危害を加えてはならない。したがって、現状

の警備ロボットにおいても、この範囲を超えることがないように関連業界で自主規制をし

ているところが現状である。しかし、この警備業法では，ロボットなどのように動作や移

動を伴う機械を積極的に用いた警備を行うことは想定していない．今後、この種の機械を

用いた警備も一般的になることが確実に期待されることから、これを想定したガイドライ

ンを明文化し、社会的コンセンサスを形成しておく必要があると考えられる。また場合に

よっては法改正等をともなう整備も必要となると考えられる。 

 

②電波法に関する改革 

 

 特に防災の場合に影響が大きいが、ダイナミックに情報インフラを構築する場合には、

無線を活用することが有効である。特に災害発生時に出力を強化できるなどの措置が取れ

るのであると、機器開発コストなどに大きな影響を与える。したがって、通常の訓練時で

のエリアと被災地に限定した電波帯域と出力に特別な措置があると有効である。 

 

③運搬時の構造物強度の緩和 

 

 災害復旧作業のための機材搬送などにおいて、現状の道路制約があると搬送コストがか

かり、システムによっては搬送ができない場合もある。緊急時の超法規的措置などの検討

が必要である。 

 

④安全上の規制 

 

 安全上の規制に関しては、得られる利益との比較によるリスクマネジメントが重要であ

る。特に、得られるベネフィットが大きい場合の保障の仕方についての仕組み作りが課題

である。被災者などの生存の確率、作業者の危険性などをロボット投入の可否で比較し評

価することが重要である。 

 

⑤個人情報保護に関する規制 

 

 常時監視をするようなモニタリングシステムは、一方で個人情報を取り込んでしまう可

能性が高い。したがって、情報管理の方法、個人情報の取り扱いに関する社会的コンセン

サスが必要となってくる。 
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（２）その他 

 

 規制緩和ではないが、社会的にコンセンサスを求めるなど技術・規制以外での課題を以

下に列挙する。 

 

①適用対象の特殊性とコスト 

 

個々の機能に特化したシステム開発を進めると開発コストが著しくかかることから、適

切な汎用化・共通化とコスト設定が必要である。 

 

・ロボットの出荷台数を増やし普及させるには適正なコストの設定とそれに向けた開発 

・知能化のためのコスト増加と効率の向上および機械の耐久性・信頼性の確保 

・ロボット化に対するニーズの向上 

・システムを構成する要素のモジュール化と共通化 

 

②ロボットシステム導入のインフラ整備 

 

自動車の普及においても、道路の整備、ガソリンスタンドの整備、修理工場、車検制度

などさまざまなインフラが整備されているように、ロボットの導入のための環境の整備が

重要である。たとえば、移動ロボットが自己位置を同定するための屋内ＧＰＳなど整備が

重要である。また、さまざまな場所での通信可能なハブの設置なども重要なインフラとな

る。 

 

③ユーザが通常訓練できる設備の整備 

  

防災などを代表として、通常時には、使用しない機器類を常に訓練できる設備が必要で

ある。この訓練を通して、機器の改良改善を図るとともに、操作方法を実際のユーザ（消

防）が触れることで操作方法に熟達し、緊急時に的確に使用できるような環境づくりが重

要である。 

 

④モニタリング情報の共有化の仕組みづくり 

  

事前情報モニタリングでは、非常に大量の情報を入手できるので、幅広い研究者への情

報開示をすることで異常の判別・判断するためのモデリング技術の開発などを期待できる。

データを体系的に管理する仕組みづくりが重要となる。 

 

 ここに挙げたような仕組みづくりにより、単なるロボットシステム開発ではなく、安全・

安心な社会構築のためのシステム作りができるものと期待している。 
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＜付属資料＞ 
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災害分野の環境構造化におけるＲＴシステムの構想 
 

１．大都市大震災での救助支援 

 

（１）ユーザの選定 

 

 ＲＴのユーザとして、消防・警察・自衛隊などの救助対応専門機関に加え、オフィスや

一般市民を主として想定する。そのほか、国内災害に対しては、災害対策本部、自治体、

日本政府、災害ボランティア団体、他、を想定することが考えられ、国外災害に対しては、

ＪＩＣＡ国際緊急援助隊、災害ボランティア団体、他、が想定可能である。 

 

（２）システム構成 

 

 文部科学省大都市大震災軽減化特別プロジェクト[1-3]で開発、基礎研究、あるいは、発

案された、上空からの情報収集システム、広域情報収集のためのインフラシステム、瓦礫

内での情報収集システム、地下街・瓦礫上での情報収集システム、をもとに、その成果を

さらに発展させることによってはじめて可能になる、図１－１のような未来の救助支援の

姿について述べる。 

 

 
 

図１－１ ＲＴを活用した大都市大震災における人命救助 [1] 

（(C) 国際レスキューシステム研究機構） 

 

 ２０ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日午前１０：４６、南海・東南海地震発生、地震の規模を示すマ

グニチュード８．５、我が国の産業中心地の一つが壊滅的な打撃を受ける。数十万人とも

知れぬ一般市民が倒壊家屋の中に閉じこめられ、救助を求める。 

 予測されていた大規模地震災害に備え、各オフィス・家庭には要救助者の位置情報等を

センシング統括するレスキューコミュニケータが配備されていた。これは、平常時にはネ

ットワークサーバとして使われているが、その一つの機能として緊急災害対応機能が組み



84 

込まれており、建物内のオフィス機器、家電品、火災報知器、生活支援ＲＴ、ＩＣタグ、

携帯電話などの分散センサからの人間の位置情報等を常時モニタリングしている。大規模

災害の発生確率が高いと考えられていたため、安全性がプライバシーよりも優先すると判

断した市民が、災害弱者である高齢者を中心に多数を占めており、政府自治体の半額補助

制度も功を奏し、この地区においてはオフィスのみならず多くの家庭がレスキューコミュ

ニケータを購入設置していた。地震波の伝達時間遅れを活用した緊急地震速報システムか

らの信号に基づき、それまで堅くセキュリティガードされていたレスキューコミュニケー

タ内の住民情報が、緊急災害対応機関である消防・警察・自衛隊にインターネット経由で、

一斉に送られ、これら機関では要救助者の位置や人数等という、救助活動開始の意思決定

に も重要な覚知のための情報が集められた。 

 発災後すぐに無人ヘリコプターであるエアロロボットが自動発進し、あらかじめ決めら

れたルートに従って、３０分以内に、重要施設を中心に倒壊状況を上空から情報収集した。

また、小学校の屋上からは情報収集中継気球ＩｎｆｏＢａｌｌｏｏｎが自動的にあげられ、

切断された緊急災害通信網を自動修復するとともに、あちらこちらで上がる煙や津波の押

し寄せる様子を自動認識しながら、災害被害の進展、災害軽減活動の効果の定点観測を開

始した。上空では風速１０ｍ／ｓ以上の風が吹いていたが、ロバストなＧＰＳ－ＩＮＳ制

御、 適化された空力特性、係留ロープの自動制御などにより、ヘリや気球の飛行は問題

なく行われた。ＲＴ安全性規格に基づいて設計製作がなされ、緊急災害に関する除外規定

が適用されるため、万が一墜落事故が起きたとしてもメーカが責任を問われることはない。

収集された情報は災害軽減化情報共有プロトコルＭＩＳＰにより、リアルタイムあるいは

通信可能位置に移動した際に伝送され、神戸空港にある国際レスキューシステム研究機構

の基地 [4] に設置されたメインデータベースサーバ「親ＤａＲｕＭａ」のみならず、全国

に分散配置された分散データベース「子ＤａＲｕＭａ」にも集約された。サーバ上の情報

に対しては、あらかじめ設定されていた自動プログラム（画像認識、データ可視化、被害

進展シミュレーションなど）はもとより全国の災害対応専門家によるデータへの意味づけ

が次々に行われており、生の収集データとは比較にならないリッチな情報が時間を追うに

つれて整理されてきており、災害対応意思決定の専門訓練を受けた担当者が災害の全貌と

詳細をわかりやすい形で把握することが可能になりつつある。 

 現地の災害対応機関や自治体では、隊員・職員自身や家族の被災にもかかわらず、懸命

の救助活動が開始されていた。現場隊長のＰＤＡには衛星電話を通じて、これらのシステ

ムによるものも含めて収集された救助関連情報が、統括本部からの指令と同時にリアルタ

イムに送られている。レスキューコミュニケータからの情報は、建物倒壊後も、アドホッ

クネットワークにより外部に継続して伝送されているため、現場での聞き取り情報ととも

に、救助隊の隊長判断に大きく役立った。市民による救助隊が災害対応機関隊員によるガ

イダンスに基づいて次々と結成され、人手で対応可能な救助活動が開始されていた。広域

消防隊を含め、近隣の災害対応機関では自治体間の協定に基づいてすでに応援部隊が出動

していた。 

 立川に急遽設置された政府の災害対策本部では、緊急対策会議が招集され、発災後３０

分後に到着できた関係者による会議が開始された。そこには、収集情報を反映した災害被

害進展・軽減活動の影響に関するシミュレーションに基づき、応援隊全体としてのロジス

ティクスを含めた戦略の 適化案が示されている。意思決定はリアルタイムに次々と行わ

れ、数々の指令がなされた。 

 狭い空間しか残されていない瓦礫内の要救助者の探索には、有線型のヘビ型ロボットや

能動ファイバースコープやセンサボールが投入された。これらの瓦礫内位置計測にはＦＳ

Ｔに加えてＵＷＢを使った外部からの位置ガイダンスシステムが活用され、瓦礫内の空間

と障害物特性と要救助者の３次元地図が作られる。自動認識と半自律制御を活用したエコ

ロジカルヒューマンインタフェースにより操縦者が周囲の環境を正確に把握しながら、遠

隔操縦と探索計画を効率化し、アクシデントからのリカバリを容易にしている。これによ
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って、安全で確実な移動を可能とするとともに、適切な移動方向と移動戦略を定めること

ができているのだ。ロボットケーブルは３次元地図情報に基づき絡まらないよう、もつれ

ないよう表面摩擦が制御されている。 

 地下街やビルの崩壊は壁や天井が落ちる程度でそれほど激しくないが、内部は真っ暗で、

家具や商品等が散乱し、都市ガスのにおいが立ちこめている。探索のために、アーム付連

結クローラ型、低床車輪型、フリッパー付きクローラ型、ジャンプ型など、現場状況にあ

ったモビリティとサイズを持つ多数のロボットが投入された。 

 要救助者は音声、ＵＷＢレーダー、インテリジェント適応照明付きマルチカメラ、赤外

線カメラ、ＣＯ２・尿素センサ、有害ガスセンサ、携帯電話電波受信探知機、瓦礫内で動

作しているレスキューコミュニケータ、一時的にばらまかれた分散センサボール、統合的

データマイニング等の技術によって発見される。何台ものロボットが同時に投入されてい

るため、異なる複数の場所からさまざまな状況データが送られてくるため、それらを総合

することによって要救助者の位置や状態等が推定されている。 

投入されたシステムが要救助者を傷つける可能性を 小限に抑えるための半自律機能が

搭載され、ＲＴ安全基準の緊急災害字の特例規程に準拠して作られており、操縦の詳細は

すべて記録されているため、万が一の事故においても操縦者やメーカの責任が一方的に問

われることはない。要救助者に対して、音声による呼びかけ、呼吸の確保の他、少量の血

液採取による緊急診断がなされ、クラッシュシンドロームの危険性と救出後の生存確率を

事前に評価しながらトリアージが行われ、その情報は無線ＩＣチップを内蔵したトリアー

ジタグに書き込まれ、要救助者に付けられた。これらの情報はすべてリアルタイムに災害

軽減化情報共有プロトコルＭＩＳＰにより分散データベースＤａＲｕＭａに格納され、自

動あるいは遠隔地の専門家によって意味等の２次情報が付加された。救助隊はデータベー

スを参照しながら、その後の救出プロセスを 適に計画し、無事に救助が行われた。 

 以上述べた「大都市大震災軽減化特別プロジェクト、レスキューロボット等次世代防災

基盤技術の開発」の研究開発成果を発展、実用化させたＲＴについて、現場での活用シナ

リオを時系列で整理すると、図１－２のようになる。 

 

リアルタイム被害推定

上
空
・
地
上
・
地
中

人間

人命救助

発
災

３
時
間
後

７
２
時
間
後

シミュレー
ション 事前

の
備え

出動 災害対策
本部設置 ロジスティクス広域救助隊

緊急輸送ルート２次災害防止

ライフライン復旧

上空（無人
インテリジェ
ントヘリ）

迅速な
緊急情
報収集

現場情報収集

上空（飛行船・バルーン）

瓦礫上ロボット

瓦礫内ロボット

インフラ（ユビキタス端末）

インフラ（マイクロサーバ・RFIDタグ）

上空からの長時間情報収集

街路・瓦礫上からの情報収集
地下街・高層ビルからの情報収集

瓦礫内からの情報収集
救助用アドバンストツール

広域の情報収集

ロ
ボ
ッ
ト
等

広域の情報収集

インフラ
（ホーム
ネット）

事前の
情報収集

意志決定

１
時
間

時間

 
 

図１－２ 大都市大震災の人命救助におけるＲＴシステム活用と環境構造化 [1] 
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（３）環境構造化を活用した知能化技術 

 

 以上のシナリオより抽出される環境構造化を活用した知能化技術は下記の通りである。 

 

・レスキューコミュニケータをサーバとし、オフィス機器、家電品、火災報知器、生活支

援ＲＴ、ＩＣタグ、携帯電話などをセンサとした、要救助者の位置情報を災害発生時に

出力する分散センサネットワーク。 

・必要なときに自動的に情報収集・配信を開始できるよう配備された、エアロロボット、

情報収集中軽気球。 

・収集した災害情報を管理する分散データベースＤａＲｕＭａと、災害情報収集プロトコ

ルＭＩＳＰ。 

  

ここで想定した地震災害においては、環境が激しく破壊されるため、静的に設置され

た環境構造化技術の活用は困難である。一方で、一時的に設置されることを前提とした、

たとえば、次のようなダイナミックな環境構造化が有効である。 

 

・ＵＷＢによる建物外からの位置ガイダンスシステム 
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２．地下街における化学剤漏洩災害対応 

 

（１）ユーザの選定 

 

 ＲＴのユーザとして、消防・警察・自衛隊などの災害対応専門機関を想定し、ＲＴを駆

使することによって迅速な情報収集を図り、隊員の二次災害の危険性を 小限に抑えるこ

とを目的とする。 

このケースの（１）との大きな違いは、環境破壊の程度が低いことであり、そのため環

境構造化の有効性が高い。 

 

（２）システム構成 

 

 ＮＥＤＯ戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト、特殊環境用ロボット分野、被

災建造物内移動ＲＴシステム、閉鎖空間内高速走行探査群ロボット、で開発を計画してい

る。高速で移動して人がいる災害空間で情報を収集する群ロボット、光ファイバーを敷設

して通信インフラを一時的に設置するロボット、ドア開閉のためのロボットを中心とする

システム（図２－１参照）により、それが化学剤漏洩による災害の被害軽減化に適用され

た際の活用イメージについて述べる。このシナリオの中で使用されるＲＴを表２－１に整

理する。 

 ２００Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日、東京都中心部の地下街において、化学剤の漏洩によると推定
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される災害が発生、部分的に爆発を伴い、停電し、さらに被害が拡大中。多数の要救助者

や要治療者が発生し、地下街の奥深くには依然として要救助者が残されている模様。発災

後推定１０分後に地下街の防災センターより、警察・消防に通報があり、救助隊が出動し

た。物質の種類および発生場所が特定されておらず、通常部隊の隊員が地下街の中に入っ 

て検索・救助活動を行うことは危険、と先着した現場隊長が判断、化学機動中隊の出動が

要請された。化学機動中隊には先端的なＲＴ高度資機材が配備されている。  

 

 
 

図２－１ 閉鎖空間内を高速移動計測マッピングする RT システムの構想 

(C) 国際レスキューシステム研究機構，東北大学 

 

 

 

表２－１ 地下街における化学剤漏洩災害対応シナリオで出動しているＲＴ 

 

 

 

 

 

 

RT の種類 機 能 

高速探査群ロボット 高速に移動し，要救助者等の情報を収集する． 

光ファイバー敷設ロボット 光ファイバーを敷設し，無線 LAN のアクセスポイントを設置

する． 

ドア開閉ロボット ドアを開閉するロボット． 

生活支援ヒューマノイド 平時に使われているヒューマノイドロボット． 

インテリジェントセンサマ

ーカーIC タグ 

センサ機能，ネットワーク機能，視認・無線兼用マーカー機

能を備えたばらまき用 IC タグ． 

重量物ハンドリングマニピ

ュレータ付きクローラ型ロ

ボット 

要救助者，瓦礫など，重量物を移動できるロボット． 
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 １０台の高速探査ロボット、２台の光ファイバー通信路敷設ロボット、１台のドア開け

ツールロボットを搭載した、ＲＴ救助工作車計１２台が、６カ所の地下街の入り口に分れ

て到着したのは発災後３０分後であった。地下街の入り口近くの道路では、ぐったりとし

て倒れて救急車の到着を待っている人、応急処置をしている人、携帯電話で連絡を取って

いる野次馬など、さまざまな人たちでごった返している。入り口の中から口を押さえなが

らようやくはい出てきた人がいる。地下街内部の詳細な状態は不明であるが、商店で働く

ヒューマノイドロボットからの映像が地上まで伝えられてきており、停電せず平時用無線

ＬＡＮが動いている箇所については、ある程度の状況を知ることができる。この時点では、

すでに指揮車が現場に到着し、地下街の中は危険管理区域（入ってはならない区域）に指

定され、総指揮への現場隊長からの詳細にわたる状況報告が終わっていた。 

 まず、２台の照明ロボットとともに、まず５台の高速探査ロボットが次々と投入され、

入り口から無線が届く範囲内での探索が開始された。隊長１名を含む１０名からなる救助

隊（救助工作車２台に対応）のうち１名の隊員が先頭の１台のロボットを操縦し、あとの

４台は自動的に先頭車両を追尾している。また、２名の隊員は映像とセンサ信号をモニタ

リングし、４名は後に続くロボットの準備、隊長は指令を行うとともに総指揮との連絡を

とっている。無線通信としては緊急災害用の専用周波数への変換用レスポンダを通した無

線ＬＡＮが使われ、制御・映像用のアンテナが入り口に設けられ、ロボットに搭載された

アドホックネットワーク機能によって地下街のさらに奥に対して自動的に中継されている。 

人間よりも高速に動き回る各探査ロボットからの映像が、遠隔操縦に必要かつ十分なクオ

リティで、人間の視認を援助する付加情報とともに、ほとんど遅れ無しに、ＲＴ救助工作

車内に送られてくる。これらのロボットはある程度の自律性を持っており、隊員が大まか

な指示を与えるだけで探索を行う機能を持っている。音声、赤外線カメラ、ＵＷＢレーダ

ー、インテリジェント適応照明付きマルチカメラ、二酸化炭素・尿素センサ、携帯電話電

波受信探知機、等の生体信号のためのセンサからの情報は、人間が認識容易なデータに加

工され、疑わしい場所については自動認識によりアラームが発せられ、複数台のデータを

監視している隊員でも見落とす心配が無い。これらのロボットはすべてＲＴ安全基準に準

拠して設計製作されており、緊急災害時の特例規程が適用され、かつ、操縦の履歴がすべ

て記録されているため、万が一危険回避自律機能が十分に働かず、人間との干渉などの事

故が起きた場合でも、操縦者やメーカの責任が一方的に問われることはない。 

なお、この地下街は開設時期が古く、緊急用の無線設備は設置されておらず、平時用の

ネットワーク設備は、停電のためか部分的にしか動作しなかった。 

 ロボットはセンサとネットワークと視認・無線兼用マーカー機能を備えた小型軽量のイ

ンテリジェントセンサマーカーＩＣタグを各所に配置していく。床のみならず、ゲルによ

り壁や天井に粘着するようになっている。これらは、刻一刻と変化する環境状況を人間の

救助隊に伝えるとともに、通路や階段に設置された盲人・生活支援ロボットガイダンス用

のＩＣタグや、消防用設備に設けられた避難経路や消防設備の配置情報を示すＩＣタグと

併用することにより、閉鎖空間内でのロボットの位置同定を容易かつ迅速に行うことを可

能にする。これらの「ダイナミック環境構造化」によって，知能センシングのみによる方

法よりもはるかに高速で効率的な情報収集が可能になり、階段や段差もものともせず高速

に動き回ることができるのだ。緊急時用にあらかじめ用意された地下街内部のマップと、

高速走行ロボットが収集した地形改変データが統合され、入り口近くの走行のための情報

が整った。また、ロボットによってガス拡散防止のための壁が設置された。 

 現地指揮本部脇の主進入口には、シャワーをもつ除染専用車が部所した。危険管理区域

から出てくる人、物、ロボットは全て、主進入口に誘導され、汚染状況に応じて除染作業

が行われている。 

 高速ロボットが倒れて動けない要救助者を発見、その位置がマップの中に書き込まれる。

声を掛けたところ返事が聞こえる。マニピュレータ付きクローラ型ロボットが体の下に摩

擦軽減のためのシートを挟み、アームにより衣服をつかんで、汚染が少ない風上の場所ま
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で緊急移動を行った。ロボットは少量の採取血液を採取、その場での検査の上、ネットワ

ーク越しに医師によって緊急診断がくだされ、直ちに解毒剤が注射された。指揮車からは、

防護服を身につけた隊員への出動命令と、点滴用薬剤の収集運搬指令が下った。このよう

にして、次々と要救助者が運び出された。レストランで働くヒューマノイドロボットが、

気を失った幼児を乗せた乳母車を押し、地下街から出てきたときには、あたりから拍手が

わき起こった。 

 要救助者にはＩＣタグを用いたトリアージタグが付けられた。そこには救助された場所、

写真、緊急診断結果などの情報がデータとして書き込まれている。次々と運び出された要

救助者は、ＩＣタグを用いたロジスティクスの管理によって、きわめて効率的に医療機関

に配送された。このＩＣタグは全世界の医療機関で共通仕様化され、平時から診察券とし

ても使われている。隊員や搬送ロボットがＩＣタグのデータを読み取ることにより迅速に

判断を下せる上、医療機関でも患者データベースや家庭内での健康チェック結果などと照

合することによって既往症などを考慮した診断が可能であるため、従来と比べると飛躍的

に生存率が高まった。 

 地下街のこれ以上奥深くはさらに危険で、無線が届かないため、光ファイバーとアクセ

スポイントを敷設するロボットが投入された。また、会議室の中に残された人を調べるた

めにドア開けロボットが投入され、生活支援ロボット用に整えられたドア位置・仕様を示

すためのＩＣタグの情報を活用して、室内の検索が行われた。無線が届きにくい入り組ん

だ場所については、ロボットにより漏洩同軸ケーブルアンテナが敷設された。これら重量

ロボットはギャップに落ちたり狭所にはまりこんだ際のリカバリが困難なため、高速走行

ロボット上のカメラを使ってモニタリングしながら、慎重に遠隔操縦がなされた。無線環

境が整えられ次第、後続の高速走行ロボットがさらに奥へ向かい、面的に探索範囲を広げ

ていく。もうすでに６カ所の入り口から合計１００台以上の高速ロボットが投入され、稼

働を始めている。それにより、要救助者の発見と状態の確認はもちろんのこと、マップと

インテリジェントセンサマーカーによる環境構造化が進み、さらに奥へと検索が進んでい

く。 

 ロボットに搭載されたガスセンサや放射線センサは反応しない。地下街内数百カ所でサ

ンプリングした空気をロボットが持ち帰ってきたので、危険管理区域内に緊急設置された

質量分析ロボットに掛けたのだが、汚染化学剤はガス物質ではないらしく、その素性は依

然として不明である。しかしながら、医療現場からの連絡として、要救助者の状態の検査

に基づき、汚染物質はある程度の範囲に絞られてきていた。 

 この時点では、順次、各進入口に除染テントが設置されてきており、除染用の水利、廃

液貯蔵タンクなども設置された。直近の出入り口から避難できるようになったため、より

円滑に避難が進行するようになった。 

 高速ロボットに搭載された小型軽量アームにより疑わしい液体や白い粉の採取が進めら

れ、質量分析ロボットにより次々と自動検査が行われているが、これら大量のロボットを

しても地下街全体をくまなく調べるにはまだ時間がかかりそうだ。しかしながら、このプ

ロセスを精査してみると、仮にロボットでなく人間が作業を行った場合には、防護服の着

用によって作業効率の低下が避けられず、数週間の時間がかかると予測される。その場合

には、作業にあたる隊員の負担は莫大なものとなっていたであろう。仮に放射線を含む災

害だった場合には、被爆のおそれもあり、二次被害が発生した可能性もある。 

 また、ロボットによって救助隊の負担が減少したため、同じ数の隊員でこなせる作業の

スピードと量が大幅に向上した。さらには、ロボットに単純作業を任せた結果、隊員はよ

り高度な判断が必要な除染作業に専念できるようになったことも特筆すべきである。 

 以上のように、この事件においてＲＴが果たした役割は明らかに大きい。 
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（３）環境構造化を活用した知能化技術 

 

 以上のようなシナリオにおける、環境構造化を活用した知能化技術は下記の通りである。 

 

・平時用ネットワーク設備 

・平時用に通路・階段・ドアなどに設けられた盲人および生活支援ロボット用のＩＣタグ 

・消防用設備、そこに設けられたＩＣタグ 

・ＧＩＳによるデータによる環境構造化 

・平時用のデータ標準化（このケースでは診察券） 

 

 一方で、災害分野の問題の特性から、あらかじめ社会インフラとして埋め込む通常の環

境構造化のみならず、ニーズが生じてから短時間にインフラを設置する次のような「ダイ

ナミック環境構造化」も重要である。 

 

・通信路を確保するための光ファイバー通信路敷設ロボット、漏洩同軸ケーブル 

・一時的に設置するインテリジェントセンサマーカーＩＣタグ 

 

 環境を構造化する方法（スタティックかダイナミックか）の選択は、少なくとも次のよ

うな項目の評価に基づき、あらかじめ 適に計画準備されていなければならない。 

 

・緊急事態が起きる頻度、想定される被害の大きさ、緊急ニーズの重要性 

・平時においてインフラが必要とされる頻度 

・緊急性の程度、使えるようになるまでに許容される時間 

・ダイナミックな設置に必要な所要時間 

  

ダイナミック環境構造化は、イベント会場、工事現場などのように、一時的に仮設イン

フラが必要となるケースや、動的に必要なインフラの性質が変化するケースに対して有効

であり、災害分野のみに限定されたものではない。 

 

３．化学プラント事故対策 

 

（１）想定されるユーザ 

 

化学プラント管理者、自営消防隊、公設消防隊 

 

（２）シナリオ 

 

 大都市港湾地域に立地する化学プラント、フッ素化学品の一種を製造する反応棟におい

て小規模な爆発事故が発生し、ガスが漏洩、同時に黒煙が発生している。無人化が進んだ

プラントの中央管理室では事故の警報が点滅し、反応棟上層階で事故が発生している状態

を監視カメラがとらえている。中央管理室では、事故の発生を消防へ通報し、現場に残っ

ている作業員に対し、事故状況に応じた、安全な避難経路を指示した。作業員が身につけ

ているＩＣタグと、各作業領域に設置されたＩＣタグの情報交換によって、各作業領域か

らの避難状況が刻々と把握されている。また、周辺の化学プラントへ災害が拡大しないよ

う防御態勢を引くように、状況を配信した。 

このような化学プラントには、劇物、毒物、危険物など多様な化学物質が存在している。

そのため、化学プラント管理者や消防隊員が事故現場で災害対策を行うためには十分な装

備を装着する必要がある。各種装備を装着するためには時間を要するが、この事業所にお
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いては、いち早く災害対策用ロボットが導入されているため、事故に対する初動を早く起

こすことができた。中央管理室で事故発生場所と事故概要を入力することにより、状況を

把握するため、複数の情報収集ロボットや一次応急対応ロボットが自律的に移動を開始す

る。移動経路は、作業員の避難経路、気温、風向き、周辺の化学薬品貯蔵状況を勘案し、

自動的に設定される。屋外を移動する際は、ＧＰＳを使用することも可能であるが、プラ

ント内は高さのある施設設備、建家などがあり、十分な精度を得られないこともある。ま

た、屋内の迷路的な通路を通過する必要もある。そこで、より確実な手段として移動経路

上に埋め込まれているＩＣタグを認識し、指定された経路を高速に移動することが可能と

なっている。高精度ＧＰＳと比べ安価で高精度な位置情報を得られるため、企業では容易

に導入することができている。 

一方、化学プラントの事業所敷地内では、労務上の安全管理を十分認識している専従作

業員しか利用しない。したがって、蹴上げ面が無く、踏み面がグレーチングや縞鋼板など

で作成された急な螺旋階段が存在する。情報収集ロボットは比較的小型、軽量であるので、

このような経路を移動することは不可能ではない。しかしながら、重心移動や変形クロー

ラ機能などを、階段の状況に適応させる必要がある。階段入り口に埋め込まれたＩＣタグ

から階段の、蹴上げ、踏み面、斜度、材質情報などを入手すし、気象条件等も考慮し総合

的に判断し、自律的に螺旋階段を上るために適した形態へ迅速に変形を行うことができる。

さらに、平地移動から階段移動へシームレスな移動が可能となる。この機能により、事故

発生現場への平均移動速度を劇的に向上することが可能になっている。重心移動やクロー

ラの変形などは、遠隔操作で行う際には、停止して行う必要がある場合が多いからである。

また、ロボットがこの螺旋階段を上るに当たって、作業員がこの区域から既に避難が完了

し、避難活動と干渉しないことがＩＣタグ情報によって確認されている。一次応急対策用

ロボットは、螺旋階段の昇降が難しいため、エレベータを利用して移動する経路を指定さ

れている。一時応急対策ロボットは、遠回りになるが、反応棟の隣の建家に設置されてい

るエレベータ利用し、上層階へ移動し、反応棟へ移動する経路をとっている。エレベータ

乗り口のＩＣタグを利用し、ボタンを押さなくてもエレベータが自動的に呼ばれ、乗り込

み後の行き先階の指定も、環境が整備され、自律的にエレベータによって移動を可能とし

ている。エレベータ内にロボットが乗っている状態においてもエレベータ内に設置された

中継器により通信が可能となっている。反応棟への原料物質の供給は、事故発生時の自動

停止機能が組み込まれているが現場に到着した情報収集ロボットにより、災害状況が拡大

していることがわかった。この情報により一部の原料供給が停止していないことが予想さ

れた。平時では遠隔操作でも、手動でも閉鎖できるが、事故の影響か、遠隔操作が効かな

い。そこで、一次応急対策ロボットは、閉鎖すべきバルブに内蔵されたＩＣタグ情報を利

用し、位置を自律的に認識しバルブハンドを容易に把持し、ＩＣタグから読み出した閉鎖

方法に従って、自律的にバルブを閉じ、事故が発生した反応棟への原料の供給を、完全に

停止することに成功した。情報収集ロボットは、事故現場の情報ばかりでなく、事故現場

周辺に貯蔵されている化学剤貯蔵状況も中央管理室へ送信している。貯蔵施設ごとに取り

付けられたＩＣタグを読むことによって、貯蔵物質の種類、量などを知ることができる。

ここで、中央管理室で把握している量と大きく異なる貯蔵量の危険物タンクが認知された。

これは、爆発で飛散した破片によって、貯蔵タンクに何らかの損傷があり、二次災害とし

て、内容物質が漏洩していることを示唆している。また、この時点においても、反応棟内

に残存している物質によって、黒煙が発生し、その内部では火炎が発生していることが、

現場直近に進入した情報収集ロボットによって確認された。現場周辺に部署している情報

収集ロボットは、熱により危険性が急激に増大する物質の貯蔵設備があり、 大貯蔵量に

近い量の物質が貯蔵されていることを認識した。対策活動の初動が早かったため、爆発事

故発生より１０分後で、事故の全体概要が把握された。 

化学プラントには、劇物、毒物、危険物など多様な化学物質が存在している。事故現場

周辺に存在する薬品等によって、貯蔵、あるいは使用されている各種化学薬品をロボット
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が認識できるようなＩＣタグを設置することにより、消防戦術上、使用すべき薬剤、使用

してはならない薬剤、活動上の注意などが容易に認識できるようになる中央管理室の担当

者の簡単な判断、指示により、複数の二次応急対策ロボットが自律的移動を開始した。二

次応急対策ロボットは、情報収集ロボットの情報を基に、まず、爆発事故を起こした反応

棟の閉鎖作業に必要な資機材を選択装備し、現場へ自律的に移動した。各種活動に必要な

資機材にもＩＣタグが設置されており、ロボットが自律的に装備することが可能となって

いる。次に、爆発の影響で破損した貯蔵施設からの漏洩物質の吸着剤、中和剤が選択され、

漏洩物質の処理作業を行う二次応急対策ロボットが自律的に移動を開始した。さらに加熱

危険物質の冷却作業を行うロボットも移動を開始した。この間、中央管理室では、反応棟

の監視やロボットの動作状況を管理することが主な作業となっている。二次応急対策ロボ

ットが活動現場に到着し、活動を開始する時点で発災後２０分が経過していた。このころ、

公設消防隊が到着し、本格的な対策を行うべく、消防ロボットが活動を開始した。この消

防ロボットも、プラント内に設置された、ＩＣタグやインフラとの通信を利用し、半自律

的に動作が可能となっている。ロボットが応急対策を完遂し、危険度が下がった状態で、

消防隊員が進入し、 終的な事故対応、処理を行った。 

ここで利用されているＩＣタグは、消防用設備に設置されるなど、比較的事故に対して

耐性のある設備に取り付けられているため、そのほとんどが利用可能であった。一部利用

不可ＩＣタグもあったが、２重化するなどによって、システム全体としての機能に問題は

なかった。 

ＩＣタグやロボットがプラント内のインフラを容易に利用できる環境を構築することに

より、ロボットが自律的に機能し、早期の初動対応をとることができた。若干、大気中へ

有害物質が飛散したものの、事故災害の拡大を抑制することができ、周辺のプラント、住

宅への影響は全くなかった。 

 

（３）システム構成 

 

・移動ロボット  

 情報収集ロボット：ＩＣタグ情報を利用し、高速な移動が可能で、検知機などを積載し、

事故情報を収集する移動ロボット。 

 一次応急対策ロボット：移動体に簡単なマニピュレータが装備され、ＩＣタグ情報を利

用し、軽作業を行うことができる移動型ロボット。 

 二次応急対策ロボット：ＩＣタグ情報により自律的に危険物質に対する中和剤の搬送、

散布を行う。また、状況に応じ、事故対策用設備の起動、監視を行う。 

 事故対策ロボット：消防本部が所有し、各種事故の本格的対応処理を行う移動ロボット。 

・環境構造化 

 プラント内地域認識ＩＣタグ：ロボットの自律的な移動を可能にする。 

 経路特徴情報ＩＣタグ：階段などの特性情報を持ち、ロボットに経路に適応する情報を

提供する。階段、狭隘な迷路などの経路的障害があっても、平地を移動すると同様、シ

ーレスな移動を可能にする。 

 劇物、危険物等貯蔵情報ＩＣタグ：貯蔵している劇物等の内容物、貯蔵量情報を持ち、

事故の拡大の抑制のための情報を得ることができる。 

 エレベータ等インフラの操作：人が操作する装置を介さず、ロボットとインフラ設備間

の通信により操作を可能にする。 

 スイッチ、バルブ等作業用ＩＣタグ 
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（４）環境構造化を利用した知能化技術 

 

・情報収集活動に活用 

貯蔵、あるいは使用されている各種化学薬品、現在の貯蔵量をロボットが認識できるよ

うに、各施設ＩＣタグを設置することにより、消防戦術上、使用すべき薬剤、使用して

はならない薬剤、活動上の注意などが容易に認識できるようになる。 

・高速移動に活用 

化学薬品の漏洩時などにおいては、消防隊員の二次災害を防ぐためにも、ロボットによ

って対応することが適している。そこで、プラント内の各所へ移動するための、階段な

どの経路上の難所の事前認識等、移動経路の特性データを持ったタグが設置されている

と、ロボットによる自律的な対応も可能になる。例えば、漏洩事故発生場所への移動は、

短距離の経路ではロボットの性能では踏破できない階段や扉がある場合、事前に回避

して、自律的に災害現場に進入し、情報収集を行い、災害対策に情報を迅速に役立てる

ことが可能になる。 

・既設の移動手段の活用 

エレベータなどは、人が利用することが前提とされているため、操作は、ボタンによっ

て行われるが、ロボットとエレベータの通信のみによって、利用できる環境を提供する

ことにより、容易にロボットも利用できる。事故対策に重点をおいて開発された、ヒュ

ーマノイド的な機能を持たないロボットでも容易に利用することができる。 

・複雑な作業に活用 

 バルブやスイッチの開閉等作業の作業を行うため、ロボット自身が自律的に場所を同定

する必要があり、高度な技術が必要となる。一方、遠隔操作では、かなりの時間を要す

る。そこで、バルブに内蔵されたＩＣタグにより誘導され、ロボットハンドが容易かつ

自律的にバルブを把持することが可能になる。また、バルブの開閉操作方法も、ＩＣタ

グから情報を得ることにより、迅速かつ、自律的に作業を進めることができる。 

 

４．交通機関における事故対策 

 

（１）ユーザの選定 

 

 交通機関利用者、消防隊 

 

（２）シナリオ 

 

大都市において鉄道事故が発生し、車両は転覆、大きく変形し、原型をとどめていない

状況である。新型車両では、アルミ材、複合剤、ＦＲＰ等が多用されている。この状態で

は、被災者が何人いて、どのような状態になっているのか簡単には分からない。しかしな

がら、この車両にはＩＣタグが多数取り付けられており、到着した消防隊のロボットは、

各ＩＣタグのスキャニングに取りかかった。平行して３次元プロファイラも使用されてい

る。ＩＣタグは車両の特徴的な位置に取り付けられているため、位置をスキャニングする

ことにより、車両の変形状況が迅速に確認された。３次元プロファイラのデータと合わせ

ることにより精密な変形状況も確認された。特に車体中央部はねじれるように変形し、車

内空間が確保できていない状態が推定された。また車両のＩＣタグは各ドア入り口にも設

置されており、ドアを通過する時点で、乗客の持っているＩＣタグ定期券やチケットと通

信することにより、乗客数の把握はもちろん、乗客の配置もおよそ把握することができて

いる。したがって、被災者数を瞬時に、正確に把握することができる。自力で事故現場か

ら脱出した人数から、３０数名が車両内に取り残されていることが推定された。 

消防隊は、空間が も狭まっている車両中央付近の救助活動を重点的に進めることとし
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た。ここで、定期券やチケットに内蔵されたＩＣタグを探索するロボットが投入された。

このロボットは、ＩＣタグに対応した信号波を発信し、その反応に応じてＩＣタグの位置

を推定し、探索を行う。さらに、車両ＩＣタグを灯台的に利用し、３次元プロファイルデ

ータを参照しながら、奥への効率的な進入を可能にしている。従来の人体を探索する装置

と比較して、単純であるので、小さくすることが可能である。当然ながら狭い領域へも容

易に進入が可能である。従来の作業と比較して、約１／３以下の時間で要救助者に到達す

ることができた。 

迅速な救助活動を実施することができ、負傷者を早期に全員救出することができた。 

 

（３）システム構成 

 

・移動ロボット 

 ＩＣタグスキャニングロボット：構造物にあらかじめ埋め込まれているＩＣタグの位置

をスキャンし、変形状況を推定する。 

 ＩＣタグ探索ロボット：小型の移動ロボットであり、ＩＣタグ定期券やＩＣタグチケッ

トに対応した信号波を発信し、ＩＣタグの反応に応じて自律的に探索し、位置を特定す

る。 

・環境知能化 

 ＩＣタグ車両：各入り口や、構造物中にＩＣタグを埋設設置している車両。ＩＣタグチ

ケットやＩＣタグ定期券を持った乗客が乗り降りすることにより、その車両の乗客者数

やおよその配置が分かる。また、事故が発生し、車両が大きく変形した場合、このＩＣ

タグの場所を特定することにより、変形状況も知ることができる。平時には、利用者の

動態管理にも使用できる。 

 ＩＣタグ定期券：緊急時にはＩＣタグ追跡ロボットからの信号を受け、電波を発し、要

救助者の居場所を容易に突き止めることを可能にする。さらに、要救助者の個人情報か

ら、有効な治療活動を可能にする。 

 ＩＣタグチケット：緊急時にはＩＣタグ追跡ロボットからの信号を受け、電波を発し、

要救助者の居場所を容易に突き止めることを可能にする。 

 

（４）環境構造化を活用した知能化技術 

 

・事故の状況把握に利用 

 各入り口や、構造物中にＩＣタグを埋設設置している車両。ＩＣタグチケットやＩＣタ

グ定期券を持った乗客が乗り降りすることにより、その車両の乗客者数やおよその配置

が分かる。また、事故が発生し、車両が大きく変形した場合、このＩＣタグの場所を特

定することにより、変形状況も知ることができる。 

・要救助者の位置特定に利用 

 定期券やチケットをＩＣタグ化することにより、ＩＣタグを探索することにより、容易

に要救助者の探索を行うことが可能になる。さらに、定期券には個人情報を記憶させる

ことも可能であり、救助後の救急医療に重要な情報を提供することも可能になる。 

 

５．環境構造化を活用した知能化技術 

 

 環境構造化を活用した知能化技術としては、幾つかに分けられる。 

 

（１）位置知識の知能化 

 

 作業現場において環境構造化に求める期待としては、位置情報をシームレスかつ高精度
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に提供するインフラ技術が求められている。屋外においては、ＧＰＳ信号、Ｄ－ＧＰＳ、

ＲＴＫ－ＧＰＳなどを用いて数ｃｍでの位置情報の獲得が可能となってきているものの、

ビルの谷間や地下街などの衛星信号が獲得できない場所も多い。特に建築分野においては

屋外と屋内の両方での位置情報が必要とされることから、屋内外のシームレスな位置情報

取得が重要となる。また、移動ロボットとしての位置制御に関しては数１０ｃｍ程度で十

分であるが、建機等のマニピュレーションに近い作業を行う要求もあることから、手先で

１ｃｍ以下の位置精度を実現できるならば、その応用範囲は広がると考えられる。そのた

め、精度の要求に応じて、ＧＰＳからビジョンまでのシームレスな位置情報取得技術が望

まれる。また、建築現場、土木現場等は工事中のみ一時的にインフラ設備が必要となる場

合が多く、簡易な機器設置、もしくは、工事後にもそれらの機器を定常的サービスに利用

可能な社会的仕組みが望まれる。さらに、災害分野においては、まずは位置精度よりも、

早急な機器設置（インフラ復旧）が要求されることから、早急な設置のために機器のコン

パクト化、およびシステムの位置情報の高精度化へのフレキシビリティが重要であると考

えられる。 

  

（２）物体知識の知能化 

 

 建築などの作業においては、部材の種類、必要時期などの施工管理が重要であるし、農

業分野などにおいては、トレーサビリティが重要となってきている。これらの時代的な要

請を満たすための枠組みとして、物の知識をデータベース化する技術と、そのデータベー

スと物とを繋げる技術（ＩＣタグなど）が重要となっている。建築、土木分野においては、

近年の耐震偽装問題や手抜き工事といった施工後の目に見えない部分での欠陥をチェック

できない問題が業界全体の信頼を低下させており、品質の正当な評価がされていない。ま

た、施工時での変更が定常的に発生することから、設計時と施工後の実物が同じにならず、

情報と実物との整合を取ることが必要となっている。すなわちＩＣタグ等の技術により、

施工管理を厳密にすることで、情報と実物との整合を常に取れる技術が重要である。また、

農業分野においては、食の安全に関して消費者の意識が高く、低コスト化に縛られない日

本独自の高品質、高付加価値のある作物を安定に供給するためには、その作物に対する品

質保証を証明できるＩＣタグ等のトレーサビリティの仕組みが重要である。さらに情報と

実物の整合が可能であるならば、実物の形状情報や重さ情報等のマニピュレーションに必

要な情報が手軽に取得でき、上記の位置情報取得技術と組み合わせることで、より高度な

マニピュレーションをより簡易なシステムで実現できる可能性が期待できる。 

 

（３）センサ知識の知能化 

 

現在のセンサ技術は、ローカルに情報を取得することを目的としているが、センサネッ

トワークなどの発達により、遠隔モニタリング、日常モニタリングが可能となり、現在、

熟練工が行っている監視などの技術を肩代わりすることが可能となりつつある。近年のネ

ットワークインフラの高度化から、無線ＬＡＮ、携帯電話等のネットワーク環境は充実し

つつあるといえる。しかし、局所的な環境での多数の機器をネットワーク上に参加する上

では未だチャンネル数の制限や無線帯域の問題など、安定なネットワーク環境を実現でき

ているとは言い難い。各分野で共通的に求められる環境の認識は、ロボットの内界センサ

のみで可能なレベルではなく、外部の分散されたセンサ情報からネットワークを介して収

集することが求められ、そのセンサの数も要求に応じて多数で多様なセンサが求められる。

これらのセンサネットワーク環境を安定にかつ安価に提供する技術開発およびその普及が

急務であると考えられる。さらに災害分野において、場所に応じた環境情報の精度が求め

られることから、センサネットワーク構築におけるフレキシビリティは他の分野以上に重

要な仕様である。 
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６．環境構造化を推進するために開発すべき技術 

 

 災害分野において特に環境構造に求められる技術課題として開発すべき技術としては、

以下のものが上げられる。 

 

（１）測位技術：屋内ＧＰＳなどを用いて１ｃｍ精度での測位情報インフラの早期整備が

求められる。 

 

（２）通信技術：作業のため、無線ＬＡＮなどではチャンネル数の奪い合い、混信などの

問題が乗じており、信頼性の高い通信技術の確立が求められる。 

 

（３）認識技術：ＩＣタグを貼り付けた物体が金属や水分を含んでいても、信頼性高く物

体を認識するための技術の確立。 

 

（４）インテグレーション技術：移動・マニピュレーション技術など、作業に必要な物体

搬送や物体把持など上記３種類の技術を統合的に利用したロボット技術の確立。 
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