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ロボット分野

平成28年度開始

株式会社 IHI
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災害救援物資をピストン輸送できる無人航空機（UAV）を開発しています。

ロボット分野

ロボット分野

平成28年度開始

アルパイン株式会社
アルパインは、自動運転車（ロボットカー）向けシステム開発を行っています。自動運転時代には数多くのセンサー
からの沢山の情報が収集され、それらを効率よく制御するシステムが求められます。アルパインではセンサーとして
カメラを用いて、①警告システム、②後方駐車を可能にする車両制御システム、③車室内のドライバー状態を監視す

構を、自動化設備を得意とする協栄精機（南相馬市）と開発しています。

るシステム、④ E-mirror 等を研究し、同時にそれらの製品生産を可能にするシステムの構築をしています。

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市（有限会社協栄精機（共同開発先））

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

災害救援物資輸送ダクテッド・ファン UAV の実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

災害時には被災地に救援物資・備蓄物資が集

従来の UAV は、
「航続時間が短い」、
「ペイロード重量が小さい」、
「近

実用化計画開発実施場所：いわき市

自動運転車（ロボットカー）向けシステム開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

カメラセンサーの認識精度が課題です。輝度

自動運転時代に必要な情報処理技術、車両制御技術の研究開発を行っ

積されますが、道路の寸断や、人員不足等の影

接性が悪い」といった課題があります。これらの課題を解決するために、

分布により物体の認識を行いますが、タイヤや

ています。ADAS (Advanced Driver Assist System) と呼ばれる先進的

響により、孤立した場所にいる被災者に救援物

IHI では、
「エンジン駆動のダクテッド・ファン付き UAV」を開発して

雨粒など円状のものの識別には、距離・大きさ

開発領域です。

資が届けられないことがあります。これらを

います。ダクテッド・ファンとは、航空エンジンのように、ファンを

の推定が必要です。識別種類の数を増やすため

解決するために、IHI では、物資を輸送できる

ダクトの内側で回転させて効率的に推進力を得る装置のことです。こ

には DB を整備しメモリ処理の最適化を行う必

を向上させ、識別種類数を増やし、耐環境性を向上させることです。

UAV を開発しています。

れを取り付けた UAV に、「遠隔操作による物資保持機構」を搭載する

要があります。耐環境性を上げる必要があり、

コスト観点から複眼ではなく単眼カメラを選択しており、目標物まで

ことで、人手をかけずに孤立した場所にいる被災者に救援物資を届け

夜間ライト点灯時の対策を考慮しています。

の距離を正確に計測することで前述の開発のポイントを満たすことが

実用化開発ポイントは

ることが可能となります。
「UAV の絵」

課題です。
「運用イメージの絵」

北米では今年度から

研究（実用化）開発の目標

Rear カ メ ラ 搭 載 を 義 務

平成 29 年度は、UAV と物資保持機構の試作

自動運転時代になると車室内空間での時間当

と、これらを組合せてのシステム試験を行って

たりの創造価値が向上します。アルパインは創

おり、平成 30 年度には運用に向けた試験を行

造性をあげる、言い換えれば Driver の負担を減

う予定です。

らすための要素技術開発を目標にしています。

なお、将来的には重量 10㎏程度の物資を 5

ア ル パ イ ン の 事 業 計 画 vision2020 で は

㎞圏内の場所へピストン輸送することを目標と

2025 に新事業領域全体で 250 億円の売り上げ

しています。

を計画しています。

これまでに
得られた成果

実用化開発を通じて、協栄精機

平成 29 年度には、UAV の試作と組

をはじめとして地元の企業の方に

立てを行い、地上試験にて、構造の健全

は、実証試験を実施するための、機

性ならびに推力・制御力を確認したうえ

体・エンジン・機器等の組立と整備、

で、浮上試験を実施しています。

実験のデータ計測と解析の支援をい
また、事業化に向けた体制等を構
築のうえ、浜通り地域において機体

また、協栄精機が試作した「物資保持

りその映像を input にす
ることで ADAS 機能を実
現することを受注活動に
繋げています。
18CES 開発風景

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
自動車関連産業は国内就業人口

㈱ IHI
新事業推進部の
開発担当者

は徐々に普及してきてお

これまでに
得られた成果
自動駐車システム

の９％近くを占め、日本の基幹産業

カメラにより駐車位置を特定し、クロ

の一つです。今後自動運転という差

ソイド曲線を用いた軌道計算をリアルタ

別化機能がイントロされると、グ

イムで行います。随時軌道とのブレを検

ローバルで自動車産業の２極化がお

知しズレを補正した軌道で正しい位地に

機構」を UAV と組合せたうえで、段ボー

新たな飛行ロボットの実用化開発・

こり（自動運転システムに貢献でき

駐車します。

ル入りの救援物資を保持・リリースする

事業化を通じて、浜通り地域の産業復興

る企業とできない企業）、上位数社

後方カメラ使用の警告システム

作動確認を実施しています。

等に貢献していきたいと考えています。

アルパイン株式会社
主任技師

矢部 哲朗
アルパインは東日本大震災の後

が開発費の５割以上を動かすといわ

車線逸脱、ブラインド情報、後方横切

等の組立と整備、オペレータ教習な

れています。福島県浜通りに開発本

り等への警告システムを開発しました。

どを行うことを見込んでいます。

拠地をおくアルパインは、自動運転

車室内ドライバー監視システム
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開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

システム関連技術で自動車メーカー

車室内にカメラを設置しドライバーの

との取り引きを拡大でき、その結果

顔、目などをとらえ、視線の位置、眠気

として浜通りの就業人口を引き上げ

などを監視するシステムの研究をしてい

る効果があると予想されています。

ます。
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地

域でいち早く事業を再開しました。浜
通り地域と共に今年度 50 周年を迎えま
す。車載関連で今後も地域に貢献します。

医療機器等分野

ただきたいと考えております。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

化しました。車載カメラ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

カメラを主たるセンサーとしその認識精度

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

UAV は、エンジン駆動とすることで、長時間の航行、輸送能力の向上を実現、これに加えてダクテッド・ファンを
採用することで、近接性を確保するといったこれまでにない特徴を持っています。また、これに搭載する物資保持機
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ロボット分野

平成28年度開始

アルパイン株式会社
インフラ点検等の商用活動への適用を目的とした、マルチコプター UAV 自動航行システムの開発。

ロボット分野

ロボット分野

平成28年度開始

アルパイン株式会社

4

運転時における人の特徴・習慣等の分析を通じて、安全運転に役立てる取り組みをしています。手段としてスマー

構造物を含む 3 次元地図を利用した、自動フライトプラン生成や、被検査物の自動飛行・撮影、また無線で地上で

トフォン用ナビアプリケーションを開発し、運転時の挙動をスマートフォン搭載のセンサ情報を利用して検知して、

の飛行管理により、誰でも安全な点検を行える UAV システム ( 以下 UAS) を開発しています。

危険運転を判断します。判断した危険運転に応じて、注意喚起等の危険運転防止機能を開発し、さらに生体信号を取

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

マルチコプター型 UAV 自動航行システムの開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

送電インフラなどの点検ニーズに対し、従来
の UAS による点検においては、安全等への配

UAS の自動・自律航行の実現により、無視界、遠距離でも、安全な
点検を行うことができます。

作業行うためには、限られた熟練操縦者が必要
になることから、誰でも安全に点検を容易に行

構造物を地図上で管理を行い、被検査物を指定すれば、自動でフラ
イトプランを生成します。
②被検査物の自動飛行・撮影

最初の点検対象として、需要の多い送電インフ
ラ設備（電線）点検機器・サービス事業を実用化し、
2020 年までに、４億円程度の事業規模を目指し
ています。また並行して点検対象を風力発電など

いわき市が「いわき創生総合戦略」でデマン

が施策となっています。

高解像度で撮影を行うことができます。

機体との無線通信により、計器・工程の確認、飛行時間・距離の管理、
撮影画像の確認を行うと共に、フェールセーフのための緊急動作指示
などが可能です。

昨年度データロガー等を使って個人の運転の特徴を指標化する試み
を開始し、今年度はその技術を発展させています。

交通事故軽減のため、最新の ICT 技術を活用

安全運転を実現する運転の特徴データを安全運転モデルとして定義

して、高齢者や若者など、各個人の運転操作に

し。特定個人の運転の特徴データを特定個人運転モデルとして定義し

応じたキメの細かい安全運転支援が必要となっ

ます。
特定個人の運転状況から上記で定義した運転モデルを活用して、精
度の高い安全運転支援を実施します。

研究（実用化）開発の目標

ドライバの動作（アクセルを踏むタイミング、ブレーキを踏むタイ

市販ナビゲーションシステムの機能として
2019 年中の実用化・事業化。

③地上からの飛行管理

従来技術では、個人差の判定ができず、運転の特徴の検出方法が画
一的であったため、結果として精度の低い機能となっていました。

また、各種展示会において OEM 自動車メー
カーへの個別展示を実施、サービスの優位性を

ミング）が危険と判断された場合、注意喚起する。
さらに、ドライバに脳波計や心拍計などを装着し、生体信号を同時
に取得することで、ドライバの生体情報の異常を検知して、安全運転

農林水産業分野

機体に搭載したセンサー機器及びプログラムにより、被検査物を検

インフラ自動点検システムとして 2019 年中

研究（実用化）開発のポイント・先進性

ている。

出、距離・方向を認知し、機体位置、及びカメラ方向の制御を行うことで、

の実用化・事業化を予定しています。

現状・背景
ジェクトで地域内交通の新たな交通環境の導入

①構造物を含む 3 次元地図を利用した、自動フライトプラン生成

うことのできる UAS が望まれています。

研究（実用化）開発の目標

デマンド交通を実現するモビリティ技術開発

ド交通プロジェクトを推進しており、そのプロ

慮から、有視界による遠隔手動操作が基本で、
精密な飛行・作業には限界があり、また飛行・

実用化計画開発実施場所：いわき市

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

得して、解析精度の高いサービスを構築します。

支援の精度を高める。これらの試みを実施しています。

アピールし、部品として販売します。

に拡大することで、事業の横展開を目指します。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

本活動は、福島ロボット
テストフィールドの活用や、
福島県で推進する風力発電
における点検事業への展開
などが考えられ、福島県の目
指す、ロボット産業や、風力
発電関連産業の一端を担え
る可能性があります。
これらを目的としたインフ
ラ自動点検システム機器の
開発・製造、および販売を、
浜通り地区で実施すること
で、雇用創出を行うと共に、
浜通り地区の活性化に貢献
できると考えています。

これまでに送電インフラをター
ゲットとして、被検査物である電線
の自動撮影を行うための、機体シス
テムおよび以下ソフトウェアを開発
しました。
■被検査物の検出を行い撮影する装
置およびソフトウェア
■構造物を含む 3 次元地図上で、フ
ライトプランを生成する地図アプ
リケーションソフトウェア
■地上で自動飛行遠隔管理を行う地
上局ソフトウェア
今後は上記の実業務への適用、お
よび他検査物に対する適用を目指し
た高度化などを行う予定です。
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UAS の開発・運用は、幅広
い技術と環境を必要とします。
弊社では、主に浜通り地区で
青柳 茂夫 の UAS サービス実用化を目指
して技術開発を進めています
が、その為には、地域に根ざした地元企業の協力が不
可欠です。UAS のメカニズム開発、カメラを含む電子
回路の設計、それらを包括して制御するソフトウェアシ
ステムの研究開発、そして実際の現場で評価・改良を
繰り返すフィールド試験の環境構築と運用など、さまざ
まな分野のパートナーを求めています。福島は未曾有の
大災害で大きな痛手を受けましたが、それゆえ、他の
地域には無い特殊な環境と、それらを利用したロボティ
クス技術が集まってきていると我々は感じています。浜
通りの復興に向けて、是非、ご協力をお願い致します。
アルパイン株式会社
経営スタッフ

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
４つの経済波及効果を見込んでいます。

これまでに
得られた成果
車の運転の挙動を、スマートフォンの

①運転データから個人特性を導き出す人

センサを利用して解析、個人の運転の特徴

工知能技術を、各種生産現場の生産性

を、加速、減速、速度維持、右折、左折

向上へ応用。

で分類、分類した運転行動から安全運転、

②安全運転支援技術により住民の健康確
保への波及効果の期待。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
アルパイン株式会社
主任技師

大西 佳成

危険運転を判定する機能を開発しました。
安全運転アドバイス機能をもつスマー

アルパインは車載専業メー

③自動運転技術の次の課題として考えら

トフォン用ナビアプリケーションを開

カーです。今までの車載の技術

れる、ドライバにとって違和感のない

発、検証実験により、運転判定の妥当性

をいかしてデマンド交通開発を

自動運転の実現に向けた技術開発への

を検証しました。

行っています。この開発を通じ

波及効果期待。
④安全運転支援技術により、危険運転を

また、物流会社の実証実験で、脳波計
測しながらアロマを噴霧し、眠気防止効

防止し、ドライバ、同乗者だけでなく、

果のあるアロマを開発。今後、安全運転

交通弱者の安全に寄与することの期待。

支援ナビアプリケーションと連動して安
全運転支援の効果向上を図ります。
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て交通事故の減少など地域に貢
献します。

医療機器等分野

これまでに
得られた成果

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

ロボット分野

平成28年度開始

株式会社イノフィス

5

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

【平成 29 年度 開発項目】
①軽量化技術：機械的強度や安全性を維持した軽量プロト機の実用化開発
②腕保持：着脱容易性・作業性・装着感の良いプロト機開発
③腕＋腰補助：着脱容易性・作業性・装着感の良いプロト機開発
④スプリングモデル（前傾姿勢保持モデル）
：着脱容易性・作業性・装着感
の良いプロト機開発
⑤梱包小型化：スタンドアローンモデルの梱包箱小型化
⑥サイズ対応：ユーザー自身で着脱可能な新機構開発
⑦高機能専用カバー：防水、使い捨て、防塵の各カバー開発
⑧新機能エアー機器：簡易式空気圧計、携行型コンプレッサー、小型エアー
ポンプの開発

【平成 29 年度 目標】
①軽量化：既存機より 20％以上の軽量化
②腕保持：プロト機の実証評価完了
③腕＋腰補助：プロト機の実証評価完了
④スプリングモデル：プロト機の実証評価完了
⑤梱包小型化：3 辺合計 160㎝以内の梱包箱
⑥サイズ対応：着脱可能な腿フレーム機構
⑦高機能専用カバー：オプション販売できるカバー
⑧新機能エアー機器：オプション販売できる機器

多くの分野にマッスルスーツ

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

避難指示区域を中心に野生鳥獣の人里への
出没が増え、イノシシと車の接触事故や、家屋

①侵入したイノシシの調査や追払いが出来るドローンシステム
②住宅地に侵入したイノシシを道路等から監視や追い払いが出来る無

や庭への侵入・採餌による土壌の掘り返しなど
の生活環境被害が深刻化しています。

人地上車両
③モータの消費電力を省力化して、少しでも長時間のフライトを可能

効率 UP に際し材料のグレードとそのコスト

にします。

のバランスに苦慮しています。多くのパターン
を実験している現状です。

研究（実用化）開発の目標
■平成 31 〜 32 年度（2020）…農業の大規模
化や新たな農業スタイルの開発
（ロボット利用による省力化、無人化）
平成 33 〜 35 年度…360 百万円
■フライト時間アップと耐候性のモータ仕様の
市場投入

これまでに
得られた成果
が普

・ドローンおよび無人地上車両による害獣対策と物資輸送サポート技術の開発
・ドローン用の高効率モーターの開発

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

福島県浜通り地区で、ドローン

■害獣対策用ドローン（追い払うため

本事業に協力いただくパートナー企

成により、マッスルスーツを日本全国の

（UAV）と無人地上車両（UGV）の

のスピーカー・照明装置搭載・画像認

業は、国・福島県のバックアップによる

し、南相馬工場における製造ライン規模

バー・部品による高温多湿対応

企業・家庭に浸透させ、将来の海外展開

部品製造から組立までを実現するこ

証システム搭載）

浜通り地域の新たな「研究開発・生産拠

拡大、稼働率向上が見込まれます。これ

②極低温対応：0 〜 50℃⇒ -10℃

時には、南相馬工場がその一大生産拠点

とは、「福島イノベーション・コー

■害獣対策用無人車両（追い払うための

点」の成功例となるべく、ドローンと

となることを目指します。

スト構想」の重点分野「ロボット分

スピーカー・四輪独立走行可能車両）

無人地上車両の設計から製造・販売ま

野」をはじめ、それ以外の分野へ

■モータに関して、他の同一パワース

でを福島県内で完結・実現し、Made in

により大量・多品種生産に対応するため
工場周辺地域での雇用拡大が期待できま
す。
更に、製品の機能・性能に関する新規
要素開発・改善改良をし続けることが必
要となり、短納期での製品化のため、工
場内での設計開発が求められます。この
高付加価値業務のため技術者を中心とし
た雇用拡大にもつながって産業復興・地

対応の寒冷地オプション可能
③軽量化：4.93㎏⇒基本構造見直
しで 4.6㎏以下達成
④腰ベルト改善：インナー腰ベルト
で装着感向上
⑤腕保持・腕補助：プロト機完成・
動作確認評価完了

腰や腕に負担のかかるあらゆる作業
者にマッスルスーツ

を使っていただ

の波及効果でも産業復興に対する寄

き、腰や腕への負担を軽減して、作業効

与、経済への貢献があるものと考え

率化や人に優しい作業環境構築への支

ます。

ペックと比較して、小型軽量化

ていきます。

援、及び腰痛予防志向を浜通り地域から
発信します。

⑥稼働状況把握：無線ユニット完成・
データ収集実証完了

域活性化に寄与できます。

34

Fukushima Drone の全国展開を目指し
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この実用化開発の成功、事業化の達

①防水機能：撥水カバー⇒防水カ

及することで、その数量と品種数が拡大

【平成 28 年度成果】

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

実用化計画開発実施場所：南相馬市・浪江町

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

ドローンと無人地上車輌を用いた害獣対策と物資輸送技術の開発を行い、福島県浜通り地域で、開発した機器を製
造し、害獣対策と物資輸送サポート技術の実用化・事業化を目指します。
ドローン駆動用モーターについても、高効率を追求した研究開発を実施し、現在の各メーカーの既製品に対して省
エネ化を図ります。

環境・リサイクル分野

研究（実用化）開発のポイント・先進性

マッスルスーツ
が更に多くの分野で導入さ
れ、多くの人々に役立てられるためには、製品と
して人や場所を選ばない汎用性の高さと使い勝手
の良さが必須です。すなわち小型・軽量化、装着感・
操作性の向上、耐環境性の向上を追求し続けなけ
ればなりません。また、新たなニーズとして腕補
助などにも取り組む必要があります。

6

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

マッスルスーツの高機能化・高性能化のための実用化技術開発
～軽量化・防水性・腕補助・腕＋腰補助・梱包小型化など～
現状・背景

㍿エンルート Mʼs、有限会社ワインデング福島

エネルギー分野

「マッスルスーツ 」は、装着型身体アシストロボットとして、医療介護・リハビリ・工場・物流・農業など幅広
い分野で導入が進み、これまで累計 3,200 台が出荷されました。これにより多くの作業者の腰痛問題軽減・労働環境
改善・作業性向上に貢献してきました。
このように多くの分野で利活用が進むことにより、機能・性能に関する強いニーズ・新たなニーズが生まれており、
本事業では、これらの顧客要求にきめ細かく応えるための実用化技術開発を行っています。

平成28年度開始

ロボット分野

ロボット分野

7

ロボット分野

平成28年度開始

有限会社品川通信計装サービス、イオス株式会社

実施期間：平成 28 年度〜平成 29 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

アルミを素材にしたダイカスト鋳造は大量生産が可能となるのがメリットですが、不良率が高く、生産時に巣が入
り強度が弱いなど、いくつかの問題があります。
これを解決するのが半凝固鋳鍛成型法です。素材はアルミ合金を電磁攪拌により半凝固スラリーとし、それをプレ
スで成型したものです。この素材を使って自動車部品や各種の部品などを生産するシステムの開発と成型条件の探求
を進めています。

実用化計画開発実施場所：南相馬市

ロボットを活用した半凝固鋳鍛成型の生産システム実用化開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

最大長さ 2,100㎜×幅 1,400㎜の段

従来のダイカスト鋳造では、顧客からの要求

ボールを最大 100m ／分で搬送しなが

である、強度・軽量化・低コストに応えること

常の鍛造では材料を加熱し、大きな加圧力のプレスで成型しますが、

ら印刷する、国内初のインクジェット

ができていません。

鋳鍛成型法では、材料が半凝固状態（やわらかい状態の材料）のため、

方式による段ボール用印刷装置です。

カットされた半凝固スラリーを金型に挿入する成型であるため、通

半凝固鋳鍛成型の技術的な可能性は確認され

UV インクを採用し、UV-LED 配置

小さな加圧力のプレスで成型出来る特徴があります。この省エネ効果

ていますが、実用化には至っていません。

は製品のコスト、設備コストに大きく影響し、市場の要求に応えるこ

の工夫により印刷の質感（テカリなど）

とができる成型法です。

環境・リサイクル分野

研究（実用化）開発のポイント・先進性

段ボール向け印刷装置は樹脂版での転写印刷
が主流で、印刷ごとに版の製作やインクの調色
が必要であり、小ロット対応やオンデマンドに
は不適でした。また、市場にあるインクジェッ
トタイプは 3 〜 5 億と高額でメンテナンスも難
しく、メンテナンス性が高く且つ廉価なインク
ジェット方式の印刷装置が望まれていました。

日本オートマチックマシン株式会社

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

IJH-CL ロボットを搭載したライン型フルカラー
デジタルオンデマンド印刷システムの実用化開発
現状・背景

8

平成28年度開始

エネルギー分野

段ボール用のフルカラーインクジェット印刷システムを実用化します。
1pass 型の印刷機で、
600×600dpi 時で 50m ／分、
600×300dpi 時で 100m ／分の高速且つ高精細な印刷を実現します。
従来の樹脂版印刷と比較し、小ロットやオンデマンド印刷に適した装置となります。
本装置は世界初のインクジェットヘッドのクリーニングロボット搭載を特徴としており、保守コストを大幅に低減させるこ
とが可能となります。

ロボット分野

ロボット分野

を最適化しています。今回実用化した
装置は、1 色あたり 3 ヘッド（幅 324

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
1 台あたり 0.6 〜 1 億
円の装置となります。

の 3 ヘッドを任意位置で印刷可能とし

鋳鍛成型システム・製品の浜通り地域におけ

です。

る事業化を達成した場合、新工場設立 2025 年、

本装置に搭載したクリーニングロ

投資額 5 億円、新規雇用者数 20 名、売上 10

ボットは世界初となります。

これまでに
得られた成果

億円等の波及効果を見込みます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

＜成果 1 ＞○○○○○○○○○○○○○○○○○

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

半凝固鋳鍛成型システムの実用

平成 28 年度に、材料加熱炉・搬送

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
下記により清掃の手間が大幅に軽減されました。

技術部長 兼 開発課長

化・事業化は、地元従業員の雇用の

ロボット・サーボプレスの導入と、金型

中村

維持・拡大を図るとともに、地元・

2 型を製作し、ラジコンエンジンのピス

地域パートナー企業への新たな仕事

トンを模した部品と、引張試験片のテス

量増大にも貢献します。

トピースの製作を行いました。また、展

＜成果 2 ＞○○○○○○○○○○○○○○○○○○

電気部品の購入、盤製作

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
下記により最大
100m ／分での高速フルカラー印刷

などが発生します。年間

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
が可能となりました。

1.5 億円以上を浜通り地

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■インクジェットヘッドを最大動作周波数で駆動可

孝一

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
日本オートマチックマシン株式会社
機械事業部 技術部

鈴木 清一

段ボール印刷装置は市場的に受注サ

また、新素材・新工法に関連する

示会でシステムのパネルと鋳鍛成型した

復興とは、以前の状態に戻すことで

イクルが一定ではありませんが、受注す

技術の更なる高度化は、多分野の有

部品を展示し、数社から関心を得ること

は無く、新たなものを築き上げていくこ

ると大量の部材が必要となります。浜通

力メーカーとの結び付きをもたら

ができました。

とが本来の復興だと考えています。そう

り地域からの調達を優先し復興へ寄与し

し、地元・地域の高校・大学機関等

今年度は、製品熱処理炉を導入し生産

言った意味でも、まだまだ復興の道半ば

たいと思います。

における優秀な人材の地元雇用への

システムを完成させ、展示会で要望が

ではありますが、私共も新たなこのシス

また、インクジェット技術は紙への印刷

道を拡大し、多様な企業の誘致の糸

あった部品の製作を行い、成型条件の確

テムの実用化・事業化を通じて、地元・

下記により意匠性の高いデザインが容易となりました。

以外に様々な応用が可能ですので、県内

口になる可能性も秘めており、地元・

立を進めています。

地域の新たな雇用創出と活性化へ寄与

■段ボール上のレイアウトをイメージ可能な編集ソ

企業と連携しながら応用製品の開発を行っ

地域経済へ波及効果もまた、様々な

し、復興への一助になれるよう、技術力

て共に成長していきたいと考えています。

形で生まれて行くと考えます。

で以てその実現を目指します。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
能な制御基板
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■最大 64 ヘッド同期可能な制御ファームウェアお
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
よび FPGA
＜成果 3 ＞○○○○○○○○○

フトウェア
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医療機器等分野

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■インクジェットヘッドの自動クリーニング機構

出を行います。

用化し、市場へ投入する計画です。

である為、更に大型の装置開発も可能

量産装置では実装基板

指し、5 名以上の雇用創

鋳鍛成型の生産システムを 2019 年までに実

ました。最大 64 ヘッドの制御が可能

製 作 や 機 械 部 品 の 加 工、

域から調達することを目

研究（実用化）開発の目標

印刷を可能としました。更に、単色用

環境回復・放射線分野

2017 年度に目標性能を達成した試作装置を
完成させ、2018 年度に改良を入れた量産装置
を開発し販売します。
当初 2018 年度受注を約 1 億円としていたが、
本研究で開発したインクジェットヘッド制御基
板の技術応用により段ボール印刷装置以外での
受注が既に約 5 千万円あり、他分野の引き合い
が増加しています。

㎜）を 4 色（CMYK）配置しフルカラー

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

ロボット分野

平成28年度開始

国立研究開発法人

9

日本原子力研究開発機構、㍿ウインディーネットワーク

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、相馬市、浪江町

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構、㍿千代田テクノル

10

見えない放射線を可視化する

質で汚染されているのかを知るためにも重要です。環境中に飛散した放射性物質の分布を迅速かつ簡便に測定するこ
とを目的として、私たちは放射線の

見える化

を図る新型放射線イメージャーを開発し、ドローン等の無人飛行体

に搭載して里山や住宅地の複雑な地形でも放射線分布を 3D 可視化できる技術開発を進めています。

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、大熊町、双葉町、富岡町、楢葉町

無人飛行体をプラットフォームとする
放射線分布の 3D 可視化技術の開発

海洋調査を目的とした無人観測船の開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

福島第一原子力発電所事故後、原子力機構が

無人観測船を開発することにより、今までよりも少ない人手で効率

従来、放射線量を測定するにはサーベイメー

放射線の飛来方向を検知可能な測定器としてガンマ線イメージャー

中心となり海底土の放射能濃度を測定するシス

よく海洋調査ができるようになります。また、人工知能を利用するこ

タが使用されていました。この測定器は放射線

があります。しかし、従来のガンマ線イメージャーは数 10kg と重いた

テムを搭載し、海底の放射能濃度分布を測定す

とにより、精度良く船体の自動制御を行なうことができるようになり、

がどこから飛んできたのかが分からず、正確な

め、本事業では小型・低消費電力かつ高感度な放射線センサーに加えて、

る基礎技術を蓄積してきました。本技術を実用

将来的には全自動での航行を目指します。マルチ処理が可能なファイ

放射性物質の分布を知ることが困難です。その

小型集積回路を採用することにより、ドローンに搭載可能な数 kg の測

化することは、福島浜通り地域において水産業

バー型検出器を開発することにより、今まで点データでしか取得する

ため、放射線が飛んできた方向を検知できる測

定器を製作します。さらに、ガンマ線イメージャーを用いた従来の測

等の再開のための基礎データを提供するだけで

ことができなかった海底土の放射能濃度を面的に効率的よく取得する

定器が必要となり、加えてドローンに搭載する

定手法では難しかった放射性物質を３次元的に可視化する技術を開発

なく将来の原子力防災への活用も期待できます。

ことができるようになると考えられます。また、同時に海底土の採取

ために測定器の小型・軽量化が課題となります。

します。この可視化

ができ、海底地形測量も無人で行なうことができるため、実際の海底

技術とドローンを組
み合わせることによ

研究（実用化）開発の目標

り、複雑な地形に沈

無人観測船を浜通り地域から販売することを

ドローンと小型・軽量ガンマ線イメージャー

目的としています。漁業を再開するにあたり食

を組み合わせた遠隔放射線可視化装置につい

の安全性を確保するために海底の放射性物質濃

て、本事業終了後に製品化することを目指して、

度を定期的に観測するために利用します。また、

研究開発を進めています。浜通りでの試験実施

原子力防災の海洋汚染調査ツールとして利用

（左）次世代無人観測船

し、平常時は、原発から放出される温排水の管

（右）既存の無人観測船

理等に利用することを目指します。

これまでに
得られた成果

浜通り地域には、無人観測船のよ

①無人観測船の開発（センサー類を昇降
できるように船を改造、ウインチの製作）
②センサー類の開発（海底の放射線を測

ノウハウを提供できます。また、無人

定することができるファイバー型検出

観測船の開発ノウハウや放射線検出

器、海底土を採取することができるサ

器の開発ノウハウ及び測定ノウハウに

ンプリング装置）

的には、国内の原子力発電所・自治体等に防災

分布を、詳細かつ迅
速に測定することが
可能となり、除染計
画の立案に役立てる
ことができます。

ツールとしての配備を見据えています。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
日本原子力研究開発機構

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
年間 4 台（2,000 万円 / 台）で

これまでに
得られた成果
これまでに、小型・軽量なコンプト

今後、合計 8 台の販売を目標とし

ンカメラ（ガンマ線イメージャーの一種）

ております。また、本装置を使用し

を製作し、ドローンと組み合わせた遠隔

た放射線分布測定サービス業務の実

放射線可視化装置を試作しました。既に

施を検討しております。販売、測定

浜通り地域（帰還困難区域）において本

南相馬市で放射線の測定ツールとし

業務は 2021 年の開始を目指し、ド

装置の性能評価試験を進めており、地表

グループリーダ

眞田

幸尚

ついても技術移転や技術指導により浜

③無人観測船運用のための機能向上（電

て無人機の研究開発を始めて 3 年が経

ローン等資機材の購入や、浜通りで

面の複数個所に沈着した放射性物質を上

通り地域企業に提供し、無人観測船

波範囲向上のための受信アンテナの開

過しました。事故直後より状況は落ち着

の測定業務に必要な人材の雇用な

空から可視化することに成功していま

を製品化できれば、原子力発電所立

発（無線 LAN により 5㎞まで通信可能）
、

いてきているように感じますが、まだま

ど、浜通りの経済活性化に寄与して

す。加えて、放射性物質の位置・形状を

地地域において防災ツールとしての受

サイドスラスターによる定点維持精度の

だ復興までは至っていないと思います。

行きます。

３次元的に可視化するソフトウェアを開

注が期待できます。また、無人観測

向上、
AI による自動制御システムの開発）

今後とも、浜通りの温暖な気候や太平洋

発しました。これらの技術を融合するこ

船で海底の放射能濃度が測定される

④省庁・公共機関や漁業関係者等へのア

に接する環境、浜通り企業のポテンシャ

とにより、従来難しかった放射性物質の

と漁業再開の基礎データとなり、漁業

ンケートにより無人観測船のニーズ状

ルを生かしつつ、新たな産業の創出に貢

３次元的な位置特定を遠隔で実施可能と

産業の復興が期待できます。

況を把握

献していきたいと思います。

なります。
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開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
㈱千代田テクノル
原子力事業本部

小澤慎吾

菅原 洋

（国研）日本原子力研究開発機構
廃炉国際共同研究センター

佐藤優樹 寺阪祐太

本事業の開発成果を通じ、浜通り地
域から世界に誇れるロボット技術・セン
シング技術を発信するとともに、国内外
の秀でた関連技術を有する企業・研究機
関と連携して浜通りの復興に貢献できる
技術開発を継続していきたいと考えてい
ます。

医療機器等分野

作する企業は少なく、小型船の製作

を通して先端技術の発信を行うとともに、将来

着した放射線物質の

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
うな小型で FRP を素材とした船を製

次世代観測船イメージ

農林水産業分野

状況も把握することができるようになります。

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

現状・背景

̶これは、放射線から人を守ることはもちろん、その場所がどのくらい放射性物

エネルギー分野

島国である我が国において、人手を介さず、様々な海洋調査のプラットフォームとなる無人観測船を開発すること
を目的としています。特に、福島第一原子力発電所事故後の海底堆積物中のセシウムの沈着量の経時変化を評価する
ため、広範囲にわたり同じ観測点での測定を繰り返し迅速に行なうことのできる無人観測船の開発を目指しています。
また、人工知能による船体の自動制御方法についての研究開発も行なっています。

平成28年度開始

ロボット分野

ロボット分野

11

ロボット分野

平成28年度開始

株式会社東日本計算センター
ロボット活用社会の到来を鑑み、 ロボット活用サービス

ロボット分野

ロボット分野

平成28年度開始

フューチャーロボティックス株式会社

12

昨年度からの実用化開発事業（3 年間）では色々な災害現場における多様なニーズも考慮しつつ、特に廃炉現場に

の創出を実現する為、ドローン編隊飛行システム開発

おけるがれき処理用ロボット実用化を推進しています。現場では 1 トンクラスの細やかな作業可能なロボット建機へ

を通じ、農業分野・災害分野などでの活用需要を掘り起こし、3 ヶ年で事業化を目指します。

の期待があり、それにこたえ得るロボットを目指します。きめ細かなロボット手先機構、人にやさしい制御ソフトの

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

実施期間：平成 28 年度〜平成 30 年度

ドローン開発拠点の実現に向けた実証実験

多様な作業を可能にする 4 腕極限作業ロボットの実用化開発

ロボット制御ソフト開発に求められている課題
⇒開発の標準化 / 共通化
⇒異なるソフト基盤「RTM」と「ROS2」の
資産の有効活用
⇒今後の制御に必要とされるデータの高速処
理／大量処理
ドローンの飛行制御に関する課題
⇒高度な「編隊飛行」の実現
⇒安心安全を担保するセキュリティの確保

①ドローン編隊飛行システム開発
ゲームコントローラによる飛行制御とプランナーによる飛行制御に
より、2 つの動作を実現
⇒同一機種による同一動作
⇒異なる機種による異なる動作
②RTM-ROS2(ROS) 相互連携技術
RTM と ROS2(ROS) 間を通信モジュールにより繋ぎ相互連携を実現
③クラウド開発・実行環境の構築
クラウド上に構築され
た環境で実用に耐える
パフォーマンスの実現
④ドローン飛行に関する
セキュリティ研究開発、
実証実験
会津大学との共同研究
により、必要とされる
セキュリティの要件と
対策を研究

平成 31 年度を事業化 1 年目とし、売上：40
百 万 円 雇 用 者 数：6 人、5 年 後 に は、 売 上：
80 百万円 雇用者数：14 人を目指します。
具体的なビジネスとしては、広範囲地域の撮
影、計測サービス、精密農業の実現、高速・高
性能な検査サービスなどを検討中です。

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

初年度に確認された必要な要素技術をまと

一人の操作者が簡単でかつ効率的に

め、がれき処理を実現する最適な形状、制御シ

制御できるように自動化機能との協調

ステムを具備する最適型ロボットシステム「オ

システムの開発を行いました。二人操作

クトパス」を開発し、その事業性を確認します。

の場合の「人―人協調制御」を対象に①

従来の二人操作から一人操作を可能とする操作

適切な操作権限分配

インタフェースの開発を目指します。

通方法などを精査しました。それらの結

②適切な意思疎

果を活用して一人の操作者の操作を自
動化機能に置き替える「人―自動化機能

研究（実用化）開発の目標
現在の開発が順調に進むと見込んで 2 〜 3 年
後より実用化が始まるとして、
1 年目

3 台（1 億円） 2 年目

6 台（2 億円）

3 年目

12 台（4 億円） 4 年目

20 台（7 億円）

5 年目

40 台（10 億円）/ 損益目標 :10 %

協調性システム」構築を図りました。
そこでは次図に示す VR シミュレータ
システム ( 図 .1) やこれまで改良を加え
てきた操作インターフェース ( 図 .2) を
活用して実験を行いました。

ています。

①ドローン編隊飛行システム開発
ムコントローラ、プランナーによる飛行制御が可能

箇所を限定した農薬散布等が可能となり、

②RTM-ROS2(ROS) 相互連携技術

環境回復分野では、空間線量を定期的

中野 修三

RTM と ROS2(ROS) 間を繋ぐ DDS 通信モジュー
ルの機能・性能の検証を実施
③クラウド開発・実行環境の構築
通常の使用条件で問題なく開発・実行環境とし

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

浜通り地域にある南相馬市に実用化開

４碗ロボットの実用化開発の中で多

発を進める事業所を置いており、本事業の

様なニーズも考慮しつつ、各種エンドエ

実用化開発を同事業所で拠点として進めて

フェクタの創出、ソフト開発、インタ

行く計画で、この地域を中心に関連のロ

フェース開発につながる仮想現実（VR）

ボット技術の地元産業への還元を通じて被

の取り込みと応用研究開発成果は数多

セキュリティを確保した安

災地経済の産業復興に寄与することを目指

い。特に廃炉現場におけるがれき処理用

心安全なドローン飛行制御を

しています。今回の地域復興実用化開発プ

ロボット実用化を推進しています。現場

基 に し、 高 度 な「 編 隊 飛 行 」

ロジェクトを通じて早稲田大学などとの連

では 1 トンクラスの細やかな作業可能

に測定して、何時でも閲覧可能な住民の

て使用できることを確認

によりこれまでにないドロー

携実績を南相馬事業所で蓄積し、多くの有

なロボット建機への期待があり、それに

安心安全を見える化した空間線量マップの

④ドローン飛行に関するセキュリティ研究開発、

ン 活 用 サ ー ビ ス を 実 現 し て、

望な若者や研究・開発者を南相馬市に誘致

こたえ得るロボットを目指す。きめ細か

提供サービスが可能となります。除染土壌

実証実験

福島県浜通り地域の産業振興

することが被災地経済を活性化する最大の

なロボット手先機構、人にやさしい制御

等の仮置き場・中間貯蔵施設の安心安全

会津大学の他、ドローンに関係する有識者の知

の一翼を担いたいと思ってい

方策と考えています。

ソフトの開発、１人操作可能で人への負

の管理にも活用できます。

見も集め、ドローンにおけるセキュリティ全般を
見据えた報告書を作成

40

ます。

人員の増強は５年後に技術者 10 名（浜通
りより採用計画）を視野に入れています。

担が軽くなる知的なマンマシンシステム
の構築が本研究の目標です。
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図5

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
■双相、浜通りを活力と成長の
メッカにしよう！
■子供の夢、若者の希望は浜通
りの復興から！
■浜通りに叡智を結集しよう！

医療機器等分野

災害時には、大規模ながけ崩れの発生
現場等の状況確認が素早くできます。

株式会社東日本計算センター
執行役員 R&D センター長

ドローン 5 台による編隊飛行システムを開発、ゲー

発生状況をいち早く察知し、病害虫発生
精密農業が実現できます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

図4

環境回復・放射線分野

農業分野では、地域全体を対象にし
た空撮の画像解析処理により、病気等の

これまでに
得られた成果

図2

概略の売り上げ見通し及び損益目標を検討し
図3

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

図1

農林水産業分野

研究（実用化）開発のポイント・先進性

環境・リサイクル分野

現状・背景

研究（実用化）開発の目標

実用化計画開発実施場所：南相馬市

エネルギー分野

開発、１人操作可能で人への負担が軽くなる知的なマンマシンシステムの構築が本研究の目標です。

ロボット分野

平成29年度開始

エム・デー・ビー株式会社

13

14

ドローンを使用した山岳救助を安全かつ効率的に行なうためのシステム全体の研究開発

実用化計画開発実施場所：広野町

研究（実用化）開発のポイント・先進性

昨今の登山ブームにより軽登山者が増えてい

救助までの情報収集をいかに正確かつリアルタイムに行えるかとい

る現状に対し山岳遭難者、救助者ともに安全か

うポイントに着眼し、開発を行っています。また実用化に向け救助側・

つ、効率的なシステムを東日本大震災を契機に

要救助側のユーザビリティを最優先に考え、技術開発を行っています。

研究開発することを弊社で決定しました。

※詳細は研究開発段階につき、公開できません。

UAV を利用した災害時即時情報収集システムの技術開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

自然災害時には、2 次災害の危険性が高い為、
災害現場へ近づくことが難しく、災害状況の把
握が困難です。また、近年は、豪雨災害が増え
ていることから UAV を使用する際にも、防水
性能を有した機種でなければなりません。
初期対応を迅速化し、避難指示発令を早期に
行うことで、被害が軽減できるシステムを構築
したいです。

昨今、ドローンの技術が飛躍的に向上しているが、雨天時、安全運航する
ことができる機種の選定が必須です。また、そのような悪天候時に操縦する
ことができるスキルの向上が必要です。あわせて、
タイムリーに撮影した写真、
動画をアップロードし情報共有する為に、写真データから位置情報を自動取
得し、マップ上に表示させるシステムの開発が必要となります。
既存の防災監視カメラは、定点を映すには適しているが、撮影できる範
囲には限界があります。本システムは可動式で運用できる為、1 台で広い
範囲をカバーでき、より多くの場面で運用できるシステムとなっています。

研究（実用化）開発の目標

雇用創出を主としてる福島事業所であるた

本事業の成果は全国規模で活用できるが、浜
通り地域（特に双葉郡）においては、住民の帰
還が進まない、高齢者が多く帰還している等の
特殊事情があり、迅速に避難できない可能性が
あることから、早期に災害状況を把握し、避難
指示等に活用可能と考えます。
当面は、浜通り地域の全自治体に向けた事業
展開を目標とします。

め、浜通り地域内での本事業における雇用を創
出すべく事業化検討している段階です。

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

研究開発中につき公開できません。

ロボット捜索支援システムの製造、

プロジェクトマネージャー

販売として、当初 3 名の新規雇用を

小澤 隆司

予定しています。その後は販売成果
にもよるが、受注の増加に伴い雇用

東日本大震災において友人である双

は営業と出荷管理 10 人以上、メン

葉地方の消防団の方が救助中に殉職した

テナンスサービス 5 人以上を目標と

事により、御本人様やご家族に同じ悲し

しています。

みを失くすこと、また救助者への迅速な
対応で遭難者の不安を一つでも解消でき
るよう開発しております。
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近年、UAV が著しく普及し
ており、写真、動画を撮影する
ことは一般的になっているが、
タイムリーに情報を共有する手
段が無いことから、活用の場
が限定されています。本事業
の成果を使用することで、災
害対応のみならず、日常点検
業務や農作物の管理などで撮
影したデータのアップロード作
業の簡素化をすることが考えら
れ、より一層 UAV を活用でき
る場が増えると考えます。
また、弊社においては、本
事業と既存業務とを連携させ
ることで、新規雇用を見込ん
でいます。

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

① UAV 性能評価表…雨天時や強風時
にテスト飛行し、UAV の防水性、安
定性、操縦性を性能評価し、自然災
害時に UAV を運行する際の影響を検
証しました。また、UAV に搭載するカ
メラのズーム機能、赤外線機能を評
価し、災害現場での撮影方法を検証
しました。
② UAV カメラ運用マニュアル
③ UAV 運航マニュアル…上記①の結
果と操縦訓練から、自然災害時にお
いても安全に運行できるマニュアル
を整備しました。
④ Web アプリ仕様書（データアップ
ロード、Web ページ自動生成）…
次 年 度 の シ ス テ ム 開 発 に 向 け て、
Web アプリの仕様を策定しました。

東日本大震災、東京電
力福島第一原発事故で痛
切に感じたことは、情報
量が復興時間短縮に大きく寄与することでした。
今後も、データの利活用の研究と仕組み作りや、
UAV を利用した速やかな災害状況確認等の体制
を整え、地域と一体となった災害復旧支援の役割
を果たしたいです。
また、当町には中高一貫校が開設されること
から、最新情報の扱い方等の職場体験学習の場
を提供し、将来の企業資源として活躍できる人
材教育に寄与したいです。
あわせて、今後の自然災害、原子力復興、国
土資源の劣化（ストック事業）等様々なデータ
を集積、整備し、次の事態に備える必要がある
と考えます。弊社としてもこれら情報業務を事
業拡大し、雇用確保につなげる所存です。
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代表取締役

大和田 幹雄

医療機器等分野

数を増加する計画です。10 年後に

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

環境回復・放射線分野

事業の開始後に自律型ドローン

実用化計画開発実施場所：広野町

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

洪水、斜面崩壊、土石流、山火事などの自然災害時に、災害の状況を UAV で取得し、関係機関（市町村、警察、消防等）
への情報提供を迅速に行うことが可能なシステムを開発します。
具体的には、UAV の性能評価（防水性、防風性）、カメラ性能評価（ズーム、赤外線カメラ）、操縦訓練を行い、安
全に運行できるマニュアルを整備します。更に、写真、動画のアップロード、Web ページ自動生成アプリを開発し、
災害状況を迅速に公開できるシステムの構築を目指します。

環境・リサイクル分野

現状・背景

株式会社大和田測量設計

実施期間：平成 29 年度〜平成 30 年度

自律型ドローンロボットにより山岳救助を劇的に効率化する
「捜索支援システム」の開発実用化事業

平成29年度開始

エネルギー分野

実施期間：平成 29 年度〜平成 31 年度

ロボット分野

ロボット分野

15

ロボット分野

平成29年度開始

株式会社菊池製作所
現状のマルチコプターは海外製の部品等を使用していることが多く、実用化にはシステム全体の製品寿命や各部品

ロボット分野

ロボット分野

平成29年度開始

株式会社鈴木電機吾一商会

16

山林火災対応ロボット「がんばっぺ１号」の研究開発で得られた技術を応用して、市販の台車等に取り付けが容易で、

性能の信頼性など製品保証の課題があります。これを踏まえ、部品の消耗状態や故障を把握し自己診断機能を有する、

力と姿勢（運動）安定化の両面からインテリジェンスに安心・安全なアシスト動作を行う、汎用電動アシスト駆動ユニッ

量産を見据えた高信頼性マルチコプターの実用化開発を目指します。

トの実用化開発を行います。

実用化計画開発実施場所：南相馬市

実施期間：平成 29 年度〜平成 31 年度

量産を見据えた高信頼性マルチコプター実用化開発

研究開発における機体の多くは、海外製の部
品・製品を使用していることが多く、製品寿命
や性能の信頼性についてはユーザーの経験値に
て判断・交換として運用されていることが多い
です。構成部品の部分的な故障による異常検知
技術などは部品・システムともに開発中であり
信頼性が高いとはいえないのが現状です。

現在実用化にむけた研究開発の進むマルチコプターの多くは、国内
部品メーカーでの製品が少ないことに加え、海外製品が比較的安価で
あることから海外製のアクチュエータを用いた機体、もしくは海外製
の機体そのものを利用している場合が多いです。
しかしそれらの部品はホビーユースが多く、部品の寿命・性能保証
についてはユーザーによる運用管理によって担保される部分が多く、
人為的な要因である「メンテナンス不足」や「異常に気づかない」な
どの理由による墜落事故は常に起こりうる状況であり、産業用途とし
ては更なる安全性改善が必要です。またマルチコプターの操縦におい
ては今後更なる自動化が想定されており幅広い新規ユーザーによる運
用が想定される中、経験の浅いユーザーによるメンテナンス不足など
の人的要因は増加すると想定されます。
そこで本事業で当社が目指す「高信頼性マルチコプター」は従来の
機体に足りなかった各部品の性能劣化や消耗状況などの異常を機体側
で判定し、ユーザーに通知するシステムを開発・搭載することで、ユー
ザースキルに依存しない機体運用・整備を可能とすることを目的とし
ます。

研究（実用化）開発の目標
本事業で実用化を目指す高信頼性マルチコプ
ターは機体のプラットフォームとして多くの事業
分野への展開を考えており、将来的には従来から
付き合いのある測量・測定機器メーカー、空撮サー
ビス業者などドローンを用いたシステムを開発す
る企業への販売を想定し 2025 年には 10 億円規
模の事業とすることを目標としています。

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
当社は福島県飯舘村、南相

現状は基本仕様を基に機体
設計を行い、生産性を高めるた

コプターについて、事業

めの部品形状検討及び部品共通

終了後製品市場性を見つ

化などを図りながら機能モデル

つ生産台数を決定し、飯

の製作を行っています。また自

様々なロボット開発を行っています。地元企業としてイノベー

舘村・南相馬市の自社工

己診断機能を実現するための各

ション・コースト構想にも強い関心を持っており、開発ロボッ

場にて生産ラインを構築

要素部品について、仕様検討及

トの生産ラインを南相馬工場に構築・事業化して行くことで、

し量産製造を開始する計

び国内市場部品の調査を行い、

被災地の産業創出や地域雇用の創出を行い、浜通り地域を中

画である。量産製造の事

本システムに適用可能な部品の

心とした近隣地域の復興に寄与することを目指しています。

業化に伴い福島県浜通り

調達を開始しているところで

しかし、
実際のロボット開発における「特殊部品の調達」や「新

地区の雇用創出、経済の

す。今後は各要素部品の動作評

たなデバイスの開発」においては専門企業への発注になること

活性化に大きく寄与でき

価を行い、本システムに必要と

が多く、まだまだ近隣企業との連携が少ないのが現状です。

ると考えています。

なる要素を検証して行く予定で

株式会社菊池製作所
メカトロ研究所
研究所長

小笠原 伸浩

馬市にそれぞれ自社工場を有
しており、現在南相馬工場を
拠点として協力企業と連携し、

当社では近隣地域復興には地元企業との連携を強化するこ
とが重要と考えており、たとえ異業種分野であっても「浜通り

す。

地域における新たな産業創出」という大きな目標に向かって連

現在のパワーアシスト装置は、操作者の不適

従来の駆動装置は、モーターの電流を制御することで間接的に駆動

切な操作による誤動作がアシストモーターに伝

装置の出力軸のトルクを制御しようとするものでしたが、減速機の抵

達され、そのことで起きるシステムの安定性・

抗などのために出力軸のトルクを精密に制御、特に出力軸を人が軽く

安全性において取扱いに注意を要します。姿勢

回せるぐらいの低いトルク領域に設定することは困難でした。提案す

（運動）制御・協調制御・出力軸トルク制御の

る駆動装置は、バッテリーと制御装置を内蔵するユニット構造で、2

技術を合わせ、新規開発の防水サーボモーター

足歩行技術を応用した出力軸構造により力制御系の安定化を図るとと

で安心かつ安全なアシスト駆動ユニットの開発

も に、 軸 の ト ル ク

を目指します。

を直接的に計測し
て制御することで、

研究（実用化）開発の目標

低いトルク領域を

2020 年を目標に生産を開始

の精密な出力軸の

年間 100 台程度の販売
売価（100 〜 200 万円）
1 〜 2 億円の売り上げ
雇用創出

2 名程

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
販売台数が順調に伸びて生産能

含む幅広い範囲で
ト ル ク 制 御・ 速 度
制 御・ 位 置 制 御 な
どを加えた複合制
御が可能です。

これまでに
得られた成果
福島県災害対応ロボット産業集積支

力（年間 100 台）を超えた場合には、

援事業の補助を受けて研究開発した、山

浜通り地域の企業などに製造を委託

林火災対応ロボット「がんばっぺ１号」

して対応したいです。

の技術を応用して、駆動部・制御装置・

鈴木電機吾一商会
代表取締役

鈴木 清友

電源部が一体となったユニット構造のイ
ンテリジェントアシスト駆動ユニットの

平成 26・27 年度は、山林火災対応

プロトタイプを開発しました。本プロト

ロボットの開発に取り組みました。そこ

タイプは、駆動車輪に加わるトルク（力）

で培った技術を、身近で手軽に応用が可

を直接的に精密に計測できるとともに、

能な要素開発として、インテリジェント

同駆動車輪の、発生する力・角速度・

アシスト駆動ユニットの実用化を目指し

角度を複合的に精密に協調制御できる、

ます。この開発が、日本のこれからの社

バッテリー駆動の電動駆動装置で、人に

会構造（少子高齢化）に対応すべく労働

よる持ち運びが容易です。

環境改善の一助になればと考えます。

携できる地元企業を模索しています。
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開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

45

医療機器等分野

当社では本事業により
開発した高信頼性マルチ

研究（実用化）開発のポイント・先進性

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

現状・背景

農林水産業分野

研究（実用化）開発のポイント・先進性

インテリジェントアシスト駆動ユニットの実用化開発

環境・リサイクル分野

現状・背景

実用化計画開発実施場所：いわき市

エネルギー分野

実施期間：平成 29 年度〜平成 30 年度

17

ロボット分野

平成29年度開始

株式会社タカワ精密、株式会社東日本計算センター
福島第一原子力発電所内のベネトレーション（格納容器貫通孔）から格納容器（PCV）内に侵入し、格納容器（PCV）

18

平成29年度開始

学校法人慶應義塾

株式会社糺の森、 慶應義塾大学SFC研究所

ロボット分野

ロボット分野

農業用ロボットとしての、ドローンポート・自律航行ドローン・マルチセンサ付ドローンの統合技術開発をグリー
ンパーク都路にて実証実験を行います。これによりアグリセンシング技術を構築し精密農業の礎とします。

内部調査やデブリサンプリングを補助可能な、超小型半自律の耐放射線性の水中ロボットシステムを開発します。

実用化計画開発実施場所：南相馬市、いわき市、楢葉町

実施期間：平成 29 年度〜平成 30 年度

超小型・半自律・耐放射線性の水中ロボットシステムの開発

実用化計画開発実施場所：田村市

ドローンによるアグリセンシングの研究開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性

現状・背景

福島第一原子力発電所の廃炉作業に伴い、最大の課題
は、高放射線環境下である格納容器（PCV）内部の現状
把握です。原子炉建屋内は、水棺されており陸上ロボッ
トでは侵入不可能な為、高耐放射線性の水中ロボットに
よる調査・作業が必要となります。
尚、ベネトレーション（格納容器貫通孔）が小径の為、小
型で軽量な筐体とし、操作性向上の為の俯瞰カメラで半自律
制御機能を有する事が現場で実用的に使用可能と考えます。

本開発における最大の課題、また本システムの最大の特徴となる点は、
電子機器類の半導体を水中ロボット筐体から排除し、
高耐放射線性（10,000

日本の農業総産出額は減少傾向にあり、その背景には、

農林水産省では、先端技術を基に革新的技術体系を確立す

農業従事者の減少、農家の高齢化、耕作放棄地の増加、

るための実証研究を推進しており、今回の実用開発は、行政

安価な輸入野菜の増加、消費者の嗜好の変化といった国

の取り組み・施策にマッチした「センサードローン活用によ

内の農業を取り巻く様々な要因があります。

る農業革命の実現」となります。ドローンは小回りが利くた

廃炉作業への投入を国際廃炉研究開発機構（IRID）や
東京電力へ提案し採用されることを目標とします。また、
災害対応ロボットとしても検討の余地がある。災害対応
ロボットの市場規模は 2010 年度で 1,000 億円未満であ
るが、2020 年度には 1 兆円規模にまで増加する事が期
待されており、福島県企業産の水中ロボットシステムと
して、警察消防、国土交通省地方整備局、海上保安庁な
どでの装備も期待でき、最大で年間 8 千万円規模の売上
を期待しています。

ケーブル長を 30m として格納容器（PCV）内のペデスタル（原子炉
本体を支える基礎）裏側にも到達可能とします。
操作は、低線量で比較的安全な建屋外からのコントロールを可能とします。
線量率計、温度計、水サンプラ（捕集器）、デブリ破砕装置等のオプショ
ンツールは、必要に応じて付加可能な構造とします。
小型の水中ロボットは、世界各地で開発されているが、高耐放射線性
（10,000Sv）の機能を有したシステムは現時点では存在しないと考えます。

本事業で関わる企業・団体の多

以下の技術を保持した水中ロボットシ

くが福島県浜通り地域の企業・団体

ステムを開発する事ができた。（更なる
改良の余地があります）

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
株式会社タカワ精密
取締役

渡邉 光貴

【超小型】本体は、必要最小限の部品で

アを福島県浜通りの企業で設計製作

構成することにより、福島第一原子力発

を検討しており、福島県浜通り地域

電所内のベネトレーション（格納容器貫

の受注に寄与できます。

通孔）を通過可能なサイズとなりました。

り、南相馬市に平成 30 年より順次開所

また、本システムが最大で年間 8

【半自律】本体操作が大変難しい水中で、

する福島ロボットテストフィールドは、

千万円規模の売上を実現できれば、

開発した半自律制御により、操作が容易に

世界各地よりロボットの技術者が集ま

新たなビジネスモデルを確立でき、

なりオペレータの負担が軽減されました。

り、世界のロボット産業の中心となりえ

10 人程度のベンチャー企業を設立

【耐放射線性】本システムは、高耐放射

る場所だと考えています。そんな場所に

線（10,000 Sv）環境下でも、正常動作

ある地元企業として、大きなチャンスと

可能です。

捉え、ロボット産業へ積極的に参加して

可能と考えられます。

（電気・電子部品単位での確認結果）
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イノベーション・コースト構想によ

作業負担を軽減することができるだけでなく、農作物のより

平成 29 年度はドローンポート等の試作・ソフトウエ

安定した品質、より安定した収穫量を確保することが可能に

ア開発・実証環境の構築と、基礎技術の実証実験となり、

なると想定しています。

平成 30 年度は前年の実証結果を反映させた、圃場での
精密農業の実証となります。

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

ドローンによるアグリ

農業用ドローンポートの試作

浜通り地域や他地域も含め農業の衰退は目に見えるほどで

センシングの研究開発に

機が完成し、ドローンが格納さ

あり、その衰退を防ぐための技術や知識は集約され、効果的か

より、新たな精密農業に

れた状態から人の手を使わず離

つ効率良く活用されるべきであると考えます。本開発における

よる事業創出が期待でき

発着、格納が可能となりました。

ます。合わせてドローン

また赤外線、近赤外線、紫外線、

活用による労働生産性向

などのマルチスペクトルカメラ

上により、農業人材の不

を搭載した各種ドローンが完成

足をカバーできます。更

し、圃場の状態の把握をドロー

に、6 次 産 業 モ デ ル を 前

ンにて行うことが可能となりま

提としたサプライチェー

した。さらにアグリセンサーで

ドローンの知識だけでなく操縦の基礎技能や実際の業務に必要

ンの構築を実現し、1 次・

得られた情報とドローンセンシ

な特殊運転技術の習得など幅広い指導を行った成果が出てき

2 次・3 次産業の課題解決

ングで得られた情報などを一元

ております。これからもドローンを使用した革新的サービスは

が 実 現 で き、 最 終 的 に 6

管理するシステムも完成し、す

他地域でも増えてくるのは間違いないので、そういった現場へ

次産業モデルとしてのバ

べての情報をクラウド管理する

の若者の登用が増えてくることは未来へ繋がる成果だと考えて

リューチェーン構築もで

ことができ、今後目指すセンシ

き、農林水産業領域での

ング農業の基盤となる試作モデ

波及が期待できます。

ルが完成しました。

成果をいかに他技術と併用して、コスト面や作業負担面からも
現場で活かせるものにするかを今後も継続して研究して行きた
いと考えます。まず本開発に向けた前段階として、ドローンの
技術革新が進めば進むほど、実用化が進めば進むほどドローン
を操縦する人材が必要になるということを想定し、その人材の
不足により技術の普及が停滞するという事態を避けるために、
1 年前から田村市の学生へドローンの指導を行ってきました。

おります。また浜通り地域が率先して新技術を活用した産業を
創り上げていくことが復興への足掛かりとなるのではと考えて
おります。私たちは新たな農業形態を創り上げるために、他分
野との技術連携は常に希望するところであります。

行きたいと考えています。
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除き、多くの部品や加工、ソフトウェ

ローンの自動航行技術の活用により、農業従事者の現場での

環境回復・放射線分野

これまでに
得られた成果

ことができます。また農業用ドローンポートの開発及びド

研究（実用化）開発の目標

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

であり、ケーブル等の細かな部品を

め、狭小農地でも使え、事前に空撮して生育状況を観察する

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

Sv）の機能を実装する部分となります。電子機器類は、格納容器（PCV）
外へ配置する為、姿勢制御等は、俯瞰カメラを用い実装します。
制御システムは、水中ロボット後方に配置した耐放射線性俯瞰カメラ
（10,000 Sv）を用い、画像処理による半自律制御を可能とします。

研究（実用化）開発のポイント・先進性

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

実施期間：平成 29 年度

ロボット分野

平成29年度開始

Terra Drone 株式会社

19

SLAM 技術を活用した非 GPS 環境での制御・衝突回避機能を保有した UAV を開発します。福島県におけるインフラ・

ロボット分野

ロボット分野

平成29年度開始

日本郵便株式会社

20

無人航空機による郵便物（荷物）の輸配送実現のため、運行管理に係る機能の開発、飛行準備要領、輸送形態及び

施設の点検に活用可能性があるのと同時に、ニーズは世界各国であると想定され、機体製造を浜通りで行うことで地

郵便物（荷物）の授受方法、長距離飛行、様々な気象条件下での運用の検証を行い、平成 30 年度の実用化運用を目

元経済にも貢献を図ります。

指します。

実用化計画開発実施場所：南相馬市

実施期間：平成 29 年度

①JUTM
（日本無人機運行管理コンソーシアム）
運行管理システムと無人機の連接実証
②飛行準備要領
③輸送形態及び郵便物（荷物）の授受方法
④長距離飛行
⑤様々な気象条件下での運用

SLAM 制御による橋梁 / トンネル内・地下 /
プラント・施設内点検のドローンの開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

橋梁付近では風が強く、通常の機体よりも安

橋梁付近では風が強く、通常の機体よりも安定した機体制御が必要

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

①少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少

① JUTM 運行管理システム（仮）との連接
JUTM が推進しているドローンの運行管理システムと連接する機

定したドローンの機体制御が必要となります。

になるため、同軸二重反転・可変ピッチプロペラにより強風の元でも

②人手不足の深刻化

さらに施設内では GPS 機能が使えないため制

ドローン飛行の安定性と推進力を両立させることができ、施設内では

③労働市場逼迫による人件費単価の上昇

御コントロールできないといった課題がありま

GPS 機能が使えないが、SLAM（自己位置推定・自動地図作成）技術

これらを解決すべく、IOT やロボティクスの

す。

を使うことで非 GPS 環境下でもドローンを活用利用できるようにしま

活用が省人化・業務効率の向上に寄与できるも

す。

のと考える。

能を開発し、安全な飛行に必要な情報（飛行計画、利用周波数、飛
行中の位置情報など）を授受します。
②ドローンの飛行準備要領の検証
社員がドローンを運用するために必要な機体の点検などの飛行準
備要領を検討し、実フライトで検証します。

従来の橋梁の点検方法では、下から足場を組むか、上からロープを

③輸送形態及び郵便物（荷物）の授受方法の検証

使って近づくといった労力をかけざるを得ず、危険をともなっていま

研究（実用化）開発の目標

検コストの削減だけでなく、人が危険な環境で作業する事故リスクも

点検の市場規模が拡大傾向にあり、特に高速

軽減することができます。

輸送形態として、⑴吊降し方式⑵着陸方式の 2 つを実フライトで

研究（実用化）開発の目標

検証します。また、ドローンへの郵便物（荷物）取付け／取外しな
どの要領を検討し、実フライトで検証します。

無人航空機による輸配送業務の平成 30 年度

道路と橋梁の規模が大きく、トンネルと橋梁は

④長距離飛行の検証

実用化

目視外となる長距離の飛行に必要な機材（安全性の高い機体、バッ
テリー、通信機など）を検討し、実フライトで検証します。

5 年に一度の点検が義務付けられたことで、今

⑤様々な気象条件下でのドローンの運用の検証

後、定期点検の需要が増加するとみられます。
2018 年度中に研究開発を完了させ、2019 年

実フィールドにおいて、ドローンの 5 日間連続運用を 4 回以上実

度売上 5,000 万円、2020 年度売上 2 億 4,000

施することで、様々な気象条件下でのドローンの運用方法や飛行可
否判断基準を検証します。

万円を目標とします。

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

ドローンによる輸配送業務が実

■運行管理システムとの連接（飛

日本郵便は、地域に寄り添う企業として事業を行っ
ております。震災後、福島県は産業復興・雇用回復
に取り組まれており、日本郵便としても少しでもお力
になれるようにご協力させていただいております。
今回、無人機による配送高度化の検証を浜通り地
区で実施いたしました。実施に際し、福島県浜通り
地区、特に南相馬市にお住いの方には、ドローンや配
送ロボットの実証実験で大変お世話になりました。お
かげさまで、有益な成果を出すことが出来ました。
近い将来、ドローンや配送ロボットが配送する社会
が来ると思います。その安心・安全なモデルをこの浜
通り地区で構築し、全国へ広げていきたいと考えてお
ります。
浜通り地区のみなさまにご理解いただけるように努
力いたしますので、引き続きご支援よろしくお願いい
たします。

福島県の試験研究センターとし

エネルギーを高効率化する同軸二重

て 2019 年 ま で に は 人 材 も 駐 在 さ

反転機構、姿勢の安定化のために可変

せ、毎年事業規模の拡大とともに 5

ピッチ機構を両立させるドローンの１次

機体を購入したり、保守業務等を委

■無人航空機の運用詳細化検討

名ほどの雇用を検討しています。ま

試作機を完成させ、非 GPS 下において

この実用化開発の成功、事業化によ

託することが考えられ、浜通り地域

■輸送形態及び郵便物（荷物）の

た、現場オペレーションの人員につ

ドローンが衝突せずに、安定性と推進性

り、福島県内に雇用を生み出し、産業復

での新たな雇用の創出、地元企業の

いても 2、3 名ほどの雇用を検討し

を持って周辺の環境を認識しながら目標

興に貢献するとともに、浜通り地域から

売上拡大が見込まれます。

ています。また 2020 年までには試

地まで移動する SLAM 技術をドローン

世界展開して行き「ロボット開発先進地

また、ドローンの操縦訓練や研修

験研究センターとして 30 名規模の

に融合させました。

域」を世界へ発信することによって地域

を行う場所が全国的に少ない状況の

の復興に貢献します。

ため、ロボットテストフィールド（南

■無人陸上車両運用検討書

相馬市）を中心とした浜通り地域で

■中間報告書

研修を開催することによる波及効果

■最終報告書

研究開発の体制構築を予定していま
す。

Terra Drone 株式会社
事業戦略本部長

金子

洋介

現した場合、地元企業よりドローン

行位置情報の取得）

授受方法の検証
■長距離飛行の検証
■様々な気象条件下でのドローン
の運用の検証

が見込まれます。
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浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

農林水産業分野

した。ドローンの活用によって上記点検ニーズを代替することで、点

環境・リサイクル分野

現状・背景

実用化計画開発実施場所：南相馬市

エネルギー分野

実施期間：平成 29 年度

21

ロボット分野

平成29年度開始

Haloworld 株式会社、株式会社会津ラボ
自動運転車輌が利用可能な情報基盤の構築を行い、情報の相互利用性を高めることで将来的な自動運転に係るコスト低

ロボット分野

ロボット分野

平成29年度開始

株式会社ふたば

22

ドローンに、①レーザ計測システム、②スペクトルカメラ／赤外線カメラ、③放射線量測定器をそれぞれ搭載し、

減を目指します。車輌を自動運航するにあたって車輌に搭載された様々なセンサが複合的にデータを収集し、リアルタイ

①地形データと、②植生データから、山林・田畑・市街地の詳細な土地形状と植生状況を把握し、③放射線量測定器

ムに分析を行っています。現状はほぼ全てのデータが車輌内に設置されたコンピューターにより分析されています。

では、地上 50m の空間線量分布から地表面の線量に換算する手法を開発します。これらのデータの相関関係を分析し、

実施期間：平成 29 年度〜平成 31 年度

実用化計画開発実施場所：浪江町

地形や植生／土地利用に応じた空間放射線量を解析するシステムを開発します。

実施期間：平成 29 年度〜平成 30 年度

自動運転に係る情報基盤の構築及び
まちなか巡回車輌の実用化に向けた実証試験
研究（実用化）開発のポイント・先進性

ドローンによる地形・画像計測と放射線量測定による
広域空間線量の取得手法の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

過疎地域や公共交通機関が十分に機能してい

本実用化事業では、自動運転向けのオープンな情報基盤の構築と当

福島県浜通りでは居住制限区域等の解除が行われつ

ない地域において、新たな交通手段の確保が急

該基盤を用いた自動運転車輌の運航管理システムを構築します。オー

つあります。しかし、様々な理由で帰町は進んでいま

地形データ（3 次元点群）の精度を確保するためには、機器の構

UAV（ドローン）＋レーザ計測システムは新しい技術であり、

がれています。自動運転車の導入は解決手段の

プンな情報基盤は、各車輌から相互に情報の提供を受け、当該データ

せん。本事業では、除染が行われていない森林や山地

成、センサの精度、分解能、レーザ記録方式などについて、実

一つですが、現在のシステムは初期導入と運用

を利活用することで自動運転に係る初期費用、運用費用の低減が実現

を含めた全ての地区で放射線の残留状況の把握が可能

証試験を繰り返しながら検証する必要があります。次に、レー

コストが高すぎて現実的ではありません。本プ

されます。今年度は公道における自動運転実証の前段階として、必要

であり、継続的に調査することにより、山地部を含め

ザ計測システムとスペクトルカメラ／赤外線カメラで得た地形

ロジェクトでは独自の共通情報基盤を構築する

な試験を行い、検討地域の想定道路における自動運転が可能であるか

た放射線分布の変化を把握することを目的とします。

情報と植生／土地利用状況に対し、放射線量測定器で取得した

ことで自動運転に係るコスト低減を目指します。

どうかの検証を行いました。Haloworld は主に環境センサ、サーモグ

データを正確に重ねる作業が課題となり、それぞれのデータ形

ラフィーセンサから取得したデータを融合させるシステムの構築を、

式を整理・変換したうえで、正確な位置情報を与えることが鍵

平成 30 年度：情報基盤の運用開始、公共交通

術／製品は一部民間事業中心に開発が進んでいます、用途が限
定されたり実用化に向けての精度検証中です。さらに、それぞ

発を行いました。平成 30 年度は、地形・植生に対応し

平成 31 年度：コスト低減及び自動運転パッケー

れの機器で計測したデータ（三次元点群、スペクトル画像、線

た空間放射線分布解析を主に行う予定です。平成 31 年

ジの展開（情報基盤を含む）

量分布）を統合して解析する技術は確立されていないため、本

度以降は、本技術を用いて国、福島県または浜通り地

平成 32 年度：他地域への展開による事業拡大

Velodyne 及び Autoware による現地試験

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
当社では、福島第一原発におけ

①自動運転向け情報基盤
ブロックチェーンと呼ばれる新しい技

実施が可能であることが実証されま

術を活用した、信頼性ある情報基盤の構

した。次年度以降、実際にコンピュー

築を行い、各種データの登録、参照がで

タから制御可能な自動運転車輌を購

きるようになりました。

入すれば、即時自動運転の実証試験

②自動運転システムの構築

ボットや IoT システムを開発してい

司馬 天風

が開始できます。本成果の実用化に

全方位レーザーイメージユニットを用

より、過疎地域や公共交通が十分で

いた３次元データ、環境センサやサーモ

ない地域において、巡回交通のサー

グラフィーセンサなど、複数のセンサか

ビスが提供でき、当該地域において

らのデータ取得を実施しました。MMS

の住民の移動促進、経済的貢献も期

から事前に取得したデータとマッチング

株式会社会津ラボ
代表取締役

待されると考えています。

が正常に行えることが確認され、当該地

久田 雅之

域における自動運転が可能であることを
確認しました。

50

事業を計画しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

本事業の成果により、広範囲な

①山林・田畑・市街地の詳細な土地

放射線量の実態と特徴を視覚的に説

形状を把握するレーザ計測システムの試

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
株式会社ふたば
代表取締役 社長

得力のある情報として提供できれ

験計測、②植生や土地利用を把握するス

でも役に立てる技術を確立させて

ば、地域住民の安心・安全な生活支

ペクトルカメラ／赤外線カメラの計測・

いきたいと考えております。

援が可能になるとともに、土地の利

解析プログラム開発及び③地上 50m の

活用も進み、レジャー施設の入込客

空間線量分布を把握し、放射線特性、グ

測量・設計・環境調査・コンサルティ

の増大、企業誘致へ繋がると考えま

ラウンドツルスデータから地表面の線量

ング業務で培った「測る技術」にドロー

す。また、開発のプロセスにおける

に換算する計測・解析プログラム開発を

ン技術を組み合わせることで、地形・植生・

大学との連携、開発成果の学会発表

行いました。

空間放射線量データを集積 ･ 分析する最

ます。今後も浜通りの復興に少し
Haloworld 株式会社
代表取締役

形・画像計測と放射線量測定による広域空間線量計測

当社では自動運転に係るコス
ト低減を実現し、より多くの地域
で自動運転システム及び自動運転
車輌を活用した公共交通、物流な
ど各種サービスの実現を目指しま
す。これらシステムの社会実装は
様々な業種、業態で横連携し進め
ていくことになります。地域交通
の利便性向上、経済活性化に向け
た活動として更なる連携、協力を
お願いいたします。

遠藤 秀文

により、会社の知名度を上げ新たな

新の手法を確立し、地域再生のグランド

市場、人材確保を行い、これらの結

デザインに反映させることを目指して技

果、浜通りの地域産業振興、経済へ

術革新に取り組んでいます。

寄与できるようにしたいと考えてい

その先に、未来につづく「元気なふる

ます。

さと」があると信じています。
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ある福島県浪江町において自動運転

る具体的なニーズに対応できるロ

補助事業で確立させる意義があります。

域の行政機関等をターゲットとしたドローンによる地

環境回復・放射線分野

（グレースケールの点群データは事前取得された
データ、カラーの点群データは車輌に搭載した
レーザースキャナからのデータ）

今年度の事業から、想定地域で

スペクトルカメラ、及び放射線量測定器を搭載して測定する技

平成 29 年度は、試験計測、計測・解析プログラム開

サービスとしての運航開始

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

となります。これら、UAV（ドローン）にレーザ計測システム、

研究（実用化）開発の目標

農林水産業分野

会津ラボは主に情報基盤の開発、構築を実施しました。

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

現状・背景

実用化計画開発実施場所：富岡町、郡山市

エネルギー分野

本プロジェクトではセンサ等の取得データをクラウドに集約し、活用するシステムを開発しています。
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ロボット分野

平成29年度開始

株式会社星山工業
本事業では、地球環境測定や災害救助、物流を主な使途とする最大離陸重量 25㎏未満と 150㎏未満の 2 つの重量カテ

平成29年度開始

有限会社ヨシダ電子、フジ・インバック株式会社

24

IR（赤外線）カメラ、可視光カメラを搭載した固定翼無人飛行機（UAV）によってイノシシ等の野生動物の生息状

ゴリーに属する無人航空機（ドローン）を開発します。研究期間を 3 年とし、飛行時間を開発の重点要素とします。安全性

況を観測することが可能なシステムを開発します。

を確保しつつ長時間飛行するために機体構造材料の軽量かつ強度化と駆動機構の小型化に主眼をおきます。29 年度は、最

実用化計画開発実施場所：南相馬市、浪江町

実施期間：平成 29 年度〜平成 30 年度

ドローン用超軽量機材と小型燃料電池システムの開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

改正航空法では最大離陸重量 25㎏未満がひと
つの重量カテゴリーであり、最近は 10㎏程度の積
載量をもつ産業用ドローンの開発が進んでいます。
しかし、
最大の難点は飛行時間が10 分程度と短く、
実用化するためには飛行時間の延長が求められて
います。本事業では、超軽量機材と駆動方法の最
適化をはかり飛行時間の延長を目指します。

本事業の目標は、平成 31 年度までに最大離陸
重量 25㎏未満の小型機と 150㎏未満の大型機を
試作することです。そのために機体専用の超軽量
炭素繊維複合材料を創り特性評価をし、さらには
小型燃料電池やハイブリッド電源等長時間飛行の
ための電源供給システムを開発します。平成 31
年度中に飛行時間 30 分の小型機の実機販売を計
画しています。

本事業で開発を目指すドローン
（小型機：積載量 10㎏、飛行時間
30 分程度、大型機：積載量 100㎏、
飛行時間１時間程度）は、既製品に
は存在しないため、環境ビジネス分
及び災害救助現場に対処する自治体
関係者などから待望されています。
これらのドローンを浜通り地域で製
品化できれば、当該地域の様々な業
種の連携や雇用拡大に繋げる事がで
き、浜通り地域における産業復興の
加速化を一気に進め、多くの経済的
波及効果をもたらすことができます。

イノシシは、狩猟資源として利用されてきた一方、

観測方法としては、マルチコプター（所謂ドローン）を活用する方

農業にとっては、最大の加害獣の一つであり、その被

法も考えられるが、ﾄドローンタイプの機体の場合、センサーを搭載

害は増大してきました。また、福島県内においては、

した状態での飛行可能時間が数分程度に限られる為、一度の飛行で

平成 23 年 3 月に発生した福島第一原発事故の影響で

観測可能な範囲が限られるという課題があります。飛行可能時間及

生息域の拡大と生息数が増大しています。その捕獲に

び航行距離（4.5 時間、500㎞、飛行条件による）が長い UAV への

は、正確な生息域等の把握の為、広域的な生息状況の

センサーの搭載により広範囲での観測を可能とします。これを基に海

調査が有効と考えられます。

上、山岳、森林地帯における行方不明者の捜索、森林火災の早期発
見、不審者捜索等の警備活動、高速道路、鉄道、送電線及びパイプ
ライン等のインフラ点検等の応用が考えられます。

研究（実用化）開発の目標
■ UAV を使用したイノシシ等の生息状況観測技術の開発
■イノシシ等の生息状況観測専用の UAV の開発（低速飛
行化、静穏化等）
■地上からのカメラ操作及び IR 画像のモニタリングが可能
な UAV 制御コンピューターと統合したシステムの開発
■夜間飛行可能な機体システムの開発（不審者の監視等
他の用途にも利用可能）

これまでに
得られた成果
今年度の実証研究期間は実質3ヶ月であっ
たため、開発の意図を理解していただいた多
くの企業の方々の迅速な協力により有益な研
究成果を得ることができました。
①高強度、高弾性率を有する炭素繊維複合材
料の開発：最大離陸重量 25㎏未満のカテ
ゴリー機において積載量を 10㎏程度とする
ために航空機の１次構造材に使用されてい
る炭素繊維を用いて材料設計し、高強度・
高弾性率を有するドローン専用機材を開発
しました。
②小型燃料電池電源システムの開発：英国
Intelligent Energy 社の小型燃料電池を連
結した電動機構と水素供給システムを開発
しました。
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開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
株式会社星山工業
代表取締役

星山 天
このたび弊社は一般社団法人環境ロ

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

イノベーション・コースト構想

UAV に IR カ メ ラ、 可

のロボットテストフィールドの活用

視光カメラを搭載し、その

有限会社ヨシダ電子

により、最終的に UAV の開発、生産、

観測技術の基礎技術の確立

運用サービスについて、浜通り地域

（飛行試験で空中撮影する

矢野 洋夫

における一貫した体制の構築を計画

際の撮影条件等の設定、空

中です。

中撮影の天候条件の設定、
撮影した画像の解析）。

弊社の無人機は津波により損壊した福島原子力発

ボティクス協会から技術的支援を受けつ

生産については、FRP 成形、金属

つドローンの新規製造に参入いたしま

加工及び機体組立等に浜通り地域内

UAV のネックであった

す。浜通り地域の活性化と若い方々への

の企業を活用し、最終的には、機体

短距離での離着陸が可能な

雇用の場を提供することが目的です。地

価格ベースで生産の 30％程度を地

機体の開発。

元に製造工場を新設し、福島ロボットテ

域内企業で実施することを目指しま

ストフィールドを活用して実機生産を目

す。これによって、部品手配、UAV

指します。浜通り地域の企業の皆さまと

運用等が地元業者に発注され、地元

地域の機械加工及びＦＲＰ製造のできる中小企業と提

の協力を希望します。

経済への貢献が期待できます。

携し、機体製造の拠点とすることを目標としています。

電所の上空を飛行し、初めて被害状況の空撮に成功
し､ 被害状況の把握に貢献致しました。
この時点より弊社の無人機が注目され、認知され
るようになったことから、浜通り地域の発展に協力

夜間飛行可能な機体シス
テムの開発。

して行きたい強い思いがあります。
ロボットテストフィールドを活用することにより周辺
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野や物流ビジネス分野の市場関係者

研究（実用化）開発のポイント・先進性

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

現状・背景

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

【開発のポイント】ドローンの飛行時間
の延長には機体の軽量化と供給電源の
小型化・大容量化が必要です。本事業で
は、炭素繊維複合材料で創る超軽量素材
と、小型燃料電池等を用いた供給電源シ
ステムで構成される新たな機体を開発
することにより、大気環境計測や近距離
物流に実用できるドローンを製作しま
す。
【先進性】将来のドローンの大型化を見
据え、ドローン専用機体構造材料の強度
設計に力点をおきます。国産の航空機用
炭素繊維を用いた複合材料を創ります。
非破壊検査や化学機器分析を組み合わ
せた新たな材料評価法を開発し、機体構
造材料の信頼性を高めます。材料の面か
らドローンの安全性を追求します。

UAV を使用したイノシシ等の生息状況観測技術の開発

環境・リサイクル分野

現状・背景

実用化計画開発実施場所：浪江町

エネルギー分野

大離陸重量 25㎏未満ドローン用の超軽量炭素繊維複合材料と、小型燃料電池からなる電源供給システムの開発を行います。

実施期間：平成 29 年度〜平成 31 年度

ロボット分野

ロボット分野

