
令和3年度レポート
さがみロボット産業特区協議会

公募型「ロボット実証実験支援事業」・重点プロジェクト等



はじめに

「さがみロボット産業特区」とは？

さらに進む高齢化や、いつ起きるかわからな
い地震・台風などの自然災害。今こそ、ロボッ
トのチカラで県民のみなさんの“いのち”を守り
たい。そうした想いから、次々とロボットを生み
出していけるよう、「さがみロボット産業特区」を
作りました。
この特区では、ロボットを開発するときのハー

ドルとなる、さまざまな法令の規制緩和や実証
実験のサポート、ロボットを実際に体験できる場
の設置など、「生活支援ロボット」の実用化を促
進する取組を行っています。
全国でもトップレベルでロボット関連産業が集

まり、ロボットの実証実験に適した場所も多いこ
の「さがみ」から、人のいのちを支えるロボット
を一緒に生み出していきましょう。

このレポートについて

本誌では、令和3年度に「さがみロボット産業
特区」で支援した、公募型「ロボット実証実験支
援事業」6件の成果や、「重点プロジェクト」20件
の開発・実用化状況を紹介します。
「さがみロボット産業特区」への参加、「生活支
援ロボット」の開発・活用について、考える機会
となることを願っています。

対象区域（12市町）：
相模原市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・
厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・
座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町

さがみロボット産業特区の
対象地域

JAXA

プレ実証フィールド

神奈川県総合
リハビリテーションセンター

神奈川R&D推進協議会

［構成］企業、大学、県など
［活動］「神奈川R&Dネットワーク構想」など、全県的
な県内企業の技術高度化の推進

神奈川県企業誘致促進協議会

［構成］市町・関係団体・県
［活動］全県的な企業誘致などの推進

さがみロボット産業特区協議会
［構成］企業・大学・商工会・商工会議所・市町・県など64団体
［活動］「さがみロボット産業特区」の推進に関する協議、特区で実施する事業の進行管理など

実証実験推進部会

［構成］�
東海大学／社会福祉法人神奈川県総合リハビリ
テーション事業団／JAXA／寒川町商工会／厚木
商工会議所／相模原市／藤沢市／神奈川県

［活動］
生活支援ロボットの実証実験のコーディネートなど
に関する協議

公募型実証実験実行委員会

重点プロジェクト支援委員会

倫理審査会

産業集積促進部会

［構成］
10市2町、県

［活動］
�企業が立地しやすい環境を整えるための規制緩和
及び効果的な企業誘致についての検討・実施

実証実験結果を
研究開発に反映

共同開発などの成
果を実証実験案件
として提供

企業誘致
について連携

県内の
研究開発人口が集中

キラリと光る
オンリーワン技術を
持つ中小企業

実証実験に
適した

公的機関・
施設など

全国
トップレベルで

ロボット関連産業が
集積

2015年3月
さがみ縦貫道路
（圏央道）
全面開通



目次

01� LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT」（聖マリアンナ医科大学/GROOVE�X�株式会社）
02� 法面点検ロボット（株式会社リコー）
03� ①自律型警備ロボット「cocobo」�②等身大バーチャルキャラクターによる警備・�受付を行う「バーチャル警備システム」（セコム株式会社）
04� 要支援者・要介護者の自宅での個別機能訓練を支援するICTシステム（日本電気株式会社）�
05� ヘルスケアMaaS対応を目指した自動運転車両（三菱商事株式会社／株式会社マクニカ／三菱電機株式会社／医療法人�徳洲会�湘南鎌倉総合病院／湘南ヘルスイノベーションパーク）
06� 顔識別機能付きモチベーション管理AIアシスタント「PLEN�Cube�モチベーション管理版」（リスク計測テクノロジーズ株式会社／PLEN�Robotics株式会社）

（ページ）

07� 手足のリハビリを支援するパワーアシストハンド・レッグ（株式会社エルエーピー）
08� 人の行きたい方向を察知し先導するガイダンスロボット（日本精工株式会社）
09� 見守り機能型服薬管理支援機器・システム開発（日立チャネルソリューションズ株式会社）
10� 介護施設における認知症患者を含む高齢者向けコミュニケーションロボット（富士ソフト株式会社）
11� 自動運転技術を装備した自動車（日産自動車株式会社）
12� 遠隔操作による超音波診断ロボット（早稲田大学）
13� 心の健康計測システム（ＰＳＴ株式会社/東京大学大学院工学系研究科　バイオエンジニアリング専攻　音声病態分析工学講座）
14� 体への負担を人工筋肉で軽減するマッスルスーツ（株式会社イノフィス）
15� 人工筋肉による遠隔建機操縦ロボット「アクティブロボSAM」（コーワテック株式会社）
16� 赤外光センサーを使用した高齢者見守りシステム（株式会社イデアクエストイノベーション）
17� 自動運転ロボット利活用サービス（株式会社ディー・エヌ・エー）
18� �多くの日常生活動作を可能にする上肢筋電義手（国立大学法人�横浜国立大学／東海大学医学部付属病院／�

特定非営利活動法人�電動義手の会）
19� ダム調査ロボットシステム（株式会社キュー・アイ）
20� 日常生活を支援するための人の手の動きを再現するロボットハンド（ダブル技研株式会社）
21� スマート高速化メンテナンスロボット・ソリューション（株式会社ハイボット）
22� 生活動作支援ロボティックウェアcurara®（AssistMotion株式会社）
23� トンネルスキャンロボット（株式会社リコー）
24� 精密農業用ドローンシステム（泉橋酒造株式会社/慶應義塾大学SFC研究所/地方独立行政法人�神奈川県立産業技術総合研究所）
25� 人と建物の健康をサポートするＩoＴスマートホーム（大和ハウス工業株式会社）
26� 小型低速ロボットによる住宅街向け配送サービス（パナソニックホールディングス株式会社）

（ページ）

27-29� 「さがみロボット産業特区」発！商品化ロボット一覧
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イメージキャラクター「鉄腕アトム」
「さがみロボット産業特区」
から、いのちを守るロボット
「鉄腕アトム」の“7つのチ
カラ”を目指したロボットを
生み出していきます。

10万馬力 サーチライト&カメラ 聴力1000倍 人工声帯 電子頭脳 人の心を感じる力 空飛ぶジェットエンジン

公募型「ロボット実証実験支援事業」 全国から募集し、採択した「生活支援ロボット」の実証実験企画について、
実施に必要な場所やモニターの調整支援、安全対策支援、倫理審査支援、経費支援などを行います。

重点プロジェクト 「生活支援ロボット」の開発案件のうち、「早期に県民の目に触れる形で実証実験可能なもの」「県民生活にインパクトを与えられるも
の」「知名度が高く、対外的な発信力にすぐれたもの」について、実証実験支援、アドバイザー支援、導入支援などを行います。　

特区発商品化ロボット一覧・事業紹介



1 公募型「ロボット実証実験支援事業」

LOVEをはぐくむ
家族型ロボット「LOVOT」
聖マリアンナ医科大学・GROOVE X株式会社

今後の取り組み

⃝LOVOTの長期使用による効果を検証する。
⃝研究課題として昇華させ、学会発表や論文作成を行う。
⃝ロボット介在療法に関する認知度を上げるため、
　セミナーなどを開催する。
⃝ロボット介在療法に最適なロボットとはどのようなものかを
　検討する。

本ロボット(名称:LOVOT(ラボット))は、 最先端のテクノロジー
が詰まった心を満たすロボット。10以上のCPUコア、20以上の
MCU、50以上のセンサーを搭載し、高性能な人工知能を活用し
て、人々と深いコミュニケーションを形成することが可能である。

1. 実証実験の目的

　医療・ヘルスケア領域における家族型ロボットの新たな可能性
を追求する。患者やその家族などがロボットとコミュニケーション
を取ることで得られる効果に加え、病院スタッフのチーム医療にお
けるコミュニケーション強化に関しても検討する。

2. 実証実験の概要

　リハビリテーションセンター、腫瘍関連病棟において、人とロボッ
トとのコミュニケーションの効果検証を行った。

　［日程］�令和3年11月1日（月）～令和4年1月31日（月）
　［場所］�聖マリアンナ医科大学病院

3. 検証結果

患者(13名)、医療従事者（19名）が実証実験に参加した。
参加した患者には外来の方も含まれ、長期に渡る定性的な傾向

を把握することは困難であった。しかし、アンケート結果では「癒さ
れた」、「治療中の気分転換になった」等、全ての患者から肯定的な
意見が得られ、治療への辛さの低減等の効果が実証された。
また、医療従事者のうち３分の２が、今後もLOVOTを使用した

いと回答した。「厳格な医師がラボットを可愛がっているのを見て、
声を掛けやすくなった」というコメントなど、医療従事者間のコミュ
ニケーションの活性化に役立ったという意見も多数見られた。一方
で、LOVOTへの対応により業務に支障を来す可能性や、LOVOT
を放置するとかわいそうだとストレスを感じる等の運用課題も挙げ
られ、医療従事者がロボット介在療法について理解を深めるための
教育の機会や、運用をマネージメントする専門スタッフ（ハンドラー）
の必要性も示唆された。

■まったくそう思わない　■そう思わない　■どちらとも言えない　
■そう思う　■とてもそう思う

■まったくそう思わない　■そう思わない　■どちらとも言えない　
■そう思う　■とてもそう思う

今後もLOVOTを使用したいと思いますか？（患者）

人を介さない入場チェックを体験された感想

治療が辛いですか？

■実証実験の様子



2公募型「ロボット実証実験支援事業」

法面点検ロボット
株式会社リコー

人力による測定と、走行撮影による測定の比較

断面図から擁壁の角度と高さを算出

3次元データから擁壁の幅を算出

本ロボットは、走行しながら法面の高精細カラー画像と3次元デー
タを取得し、AIによってひび割れ等の変状を自動抽出する。短時
間で、定量的な劣化状況の把握を通し、インフラ点検業務の省力
化を目指す。

1. 実証実験の目的

昨年度の実証実験で、LiDAR（Light�Detection�And�Ranging）
等のセンサー群によって法面の形状や角度を取得した。この実験
を通し、法面の変状（擁壁の倒壊など）を発見するにはセンサー群に
よる3D測定精度を数倍向上する必要があることがわかった。本年
度の実証実験では、高精度LiDARの採用と各種センサー情報処理
の改良により、3D測定精度が向上したことを確認した。

2. 実証実験の概要

事前に角度計、金尺、ウォーキングメジャーによって、角度・高
さ、延長測定を行った法面（擁壁とモルタル吹付法面）に対して、走行
撮影を同日内で複数回行い、以下を検証した。
①【角度の測定精度検証】走行撮影による法面角度の測定結果

　　と、角度計による測定結果の誤差が十分に小さいこと。
②【高さの測定精度検証】走行撮影による法面高さの測定結果と、

　　金尺による測定結果の誤差が十分に小さいこと。
③【延長の測定精度検証】走行撮影による法面延長の測定結果と、

　　ウォーキングメジャーによる測定結果の誤差が十分に小さいこと。
④【繰り返し測定精度検証】同一法面を複数回走行撮影し、取得

　　した複数の形状データを同一地点の断面図によって比較し、繰
　　り返し測定誤差が十分に小さいこと。

　［日程］� �令和3年10月11日（月）～令和4年1月31（月）
　［場所］	 �①市道新戸相武台道路②逗子市住宅地③厚木市道路

3. 検証結果

①【角度の測定精度検証】走行撮影による測定値と、角度計によ
　　る実測の誤差1%未満であることを確認した。
②【高さの測定精度検証】走行撮影による測定値と、金尺による

　　実測の誤差1%未満であることを確認した。
③【延長の測定精度検証】走行撮影による測定値と、ウォーキン

　　グメジャーによる実測の誤差1%未満であることを確認した。
④【繰り返し測定精度検証】所望の精度を確認できた。一方で、

　　測定結果の比較方法に課題があることを発見した。

今後の取り組み

⃝�画像と3次元データの両面から変状を分析する機能開発
⃝�変状や法面形状の経時変化を分析する機能開発



3 公募型「ロボット実証実験支援事業」

①自律型警備ロボット「cocobo」
②等身大バーチャルキャラクターによる警備 ・ 受付を行う「バーチャル警備システム」
セコム株式会社

① 自律型警備ロボット
本機（名称：セキュリティロボット「cocobo（ココボ）」）は、AI･5G
などの最先端技術を活用して巡回警備、点検業務など、さまざま
な警備業務を提供するセキュリティロボット。
② 等身大バーチャルキャラクターによる警備・ 受付システム
本機（名称：「バーチャル警備システム」）は、現実空間を映しこむディ
スプレイ一体型ミラー上に、3Dモデルのバーチャルキャラクター

「バーチャル警備員」を表示し、AIを活用して警戒監視や受付業
務を提供するセキュリティシステム。

今後の取り組み

⃝�実証実験を通じて得た貴重なご意見を基に、今後もよりよい
サービスをご提供できるように努める。

⃝�今回のロボット等に対して「実際にどのようなことができるのか
分かりにくい」との意見をいただいたので、ロボットそのものの
効果を高めると共に、広く認知されるように努め、多くの方に実
際に活用いただけるように展開していく。

1. 実証実験の目的

不特定多数の人が集まる公共空間での警備需要が増加している。
また、労働人口の減少に伴う業務の効率化に加え、より高度な警
備システムが求められている。今回、「cocobo」と｢バーチャル警
備システム｣を活用し、警備効率化の検証及び改良に向けた課題
の抽出を行った。

2. 実証実験の概要

　cocoboを庁舎内外の様々な環境で自律走行させるとともに、
バーチャル警備システムを庁舎エントランスに設置し、警戒監視等
を実施した。また、両システムの同時稼働の効率性等について庁
舎警備担当者へヒアリングを行った。

　［日程］� �令和4年1月25日（火）～令和4年1月26日（水）
　［場所］� �藤沢市役所本庁舎

3. 検証結果

庁舎内を自律走行するcocoboに対し驚かれる方もおらず、ロ
ボットが公共空間と調和することが可能であることを確認できた。
バーチャル警備システムは、キャラクターに対して話しかけること
が恥ずかしいと感じる方もいたが、ディスプレイ上に地図を表示し
て案内できることについて肯定的な意見もあった。また、両システ
ムの同時稼働は可能であることが確認できた。

セキュリティロボット「cocobo」（左）とバーチャル警備システム（右）

cocobo実証実験時の様子

バーチャル警備システム�実証実験時の様子



4公募型「ロボット実証実験支援事業」

要支援者・要介護者の自宅での
個別機能訓練を支援するICTシステム
日本電気株式会社

通所介護施設に通う利用者の基本情報と歩行の様子を撮影した動
画を登録すると、理学療法士などの専門家が遠隔でその利用者に
合わせた評価レポートと運動プログラム動画を作成し、配信するシ
ステム。利用者は自宅にて、配信された運動プログラム動画を見
ながらその人に合わせた運動を実施してもらうことができる。

今後の取り組み

⃝今回の実証で得たフィードバックをもとに、課題点を改善し、要
　支援・要介護者個別に計画された運動のご自宅での実施を支
　援するサービスの商品化を目指す。

1. 実証実験の目的

要支援・要介護者の生活機能の維持改善に向けた機能訓練で
は、本人の希望や状況に合わせた運動の内容が重要であるととも
に、運動を実施する頻度も重要だと考えられる。しかし、近年のコ
ロナ禍等の影響による外出控えや通所介護への通所控えから、本
人にとっての十分な運動機会が確保できず、生活機能の低下や要
介護度の悪化に繋がるケースも起こりつつある。
本実証実験では要支援者・要介護者が自宅でICTシステムを利

用してモチベーション高く、安全な環境で機能訓練を実施・継続で
きるかを検証した。

2. 実証実験の概要

通所介護施設に通う要支援者・要介護者３名が本システムを利用
して、家族の協力のもと自宅にて運動を実施した。通所介護施設の機
能訓練指導員は日々の運動状況に応じて個別メッセージを登録した。
約3週間の運動実施後に、モチベーションや安全性に関する機能訓

練指導員へのインタビュー、利用者と家族へのアンケート等を実施した。

　［日程］�令和4年1月24日（月）～令和4年２月25日（金）
　［場所］�高齢者の居宅(藤沢市内)　【協力：リフシア鵠沼海岸デイサービス】

3. 検証結果

要介護者の自宅での運動継続の意義及びモチベーションを維持
しながら安全に運動提供が可能であることを利用者/機能訓練指
導員/家族の観点から確認できた。
①利用者
　３名とも開始当初より運動頻度が増加し、アンケート結果にお

　　いても運動継続意欲が高いことが示された。また、運動内容
　　に危険を感じると回答した方はいなかった。
②機能訓練指導員
　続ければ運動を習慣化させることが可能と評価された。また、　

　　自宅の慣れた環境で実施し、運動実施前に本人及び家族による
　　体調確認を行ったため、ケガのリスクは低いとの見解をいただいた。
③家族
　利用者と同様に、運動継続を希望した。また、付き添いも無理

　　なく行えるとの評価をいただいた。利用者の状況に応じて運
　　動のレベルを変えられるとなお良いとの意見があった。

タブレットを利用した運動（※タブレット端末等は商品に含まれません）

システム概要図

自宅での運動の様子 施設での訓練記録確認風景
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ヘルスケアMaaS対応を
目指した自動運転車両
三菱商事株式会社・株式会社マクニカ・三菱電機株式会社
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院・湘南ヘルスイノベーションパーク

本システムは、自動運転車両に、非接触によるバイタルサイン計測
や病院とのオンライン問診を組み込むことで、利用者（患者）の自宅
と病院間、施設内のシームレスな移動を実現することを目指すも
のである。

今後の取り組み

⃝Personal�Health�Record(PHR)プラットフォームの整備
� 地元住民の中からモニターを募り、健康状態データ（ライフログ）
を収集し、同データを活用した付加価値が高いヘルスケアサー
ビスの提供を見据えたPHRプラットフォームの整備に関する検
討を行う。

⃝次世代救急システムに係る取組
　患者の医療情報記録（EHR）プラットフォームを整備し、救急車と
病院との間で既往歴、患者情報の即時やり取りを可能にする取
組に係る検討を行う。これにより、救命救急士による適切な初
期措置や病院側の適切な受け入れ準備につなげる。

⃝オンデマンドバスとの連携によるヘルスケアMaaSの推進
　湘南鎌倉総合病院が運行する無料シャトルバスサービスにつき、
自宅から病院迄の効率の高いユーザーの送迎を目指すべく、オ
ンデマンド化することを目指し、検討を進める。

1. 実証実験の目的

医療サービスに伴うシームレスな移動システムを構築する為に、
従来の自動運転技術を活用したモビリティ要素に、ヘルスケア分野
の最新テクノロジーを組み合わせ、地域住民の利便性向上に資す
るサービスのニーズや課題点を検証することを目的として実証実
験を実施した。

2. 実証実験の概要

本実証実験では、NAVYA社の自動運転シャトルバスを使用した
自動運転車両の走行体験を行った。走行前には三菱電機による配
車予約と検温、発熱トリアージを行った上、測定結果に従い、アニ
メーションライティングによる自動運転車両までの誘導を実施。また、
参加者は乗車前または走行中の車両内にて、マクニカの非接触デ
バイスによるヘルスケアソリューションを利用し、バイタルデータを
測定した。さらに、走行中にオンライン問診のデモを実施した。結
果、参加者に“未来の家から病院迄の移動”の形（ヘルスケアMaaS
のひとつ）を実証実験として提供した。

　［日程］�令和3年12月4日（土）～令和3年12月26日（日）
　［場所］	 �湘南ヘルスイノベーションパーク

3. 検証結果

参加者は、自動運転乗車の体験につき試乗前の印象に比べ、実
際に乗車した後で自動運転に対する安心感が向上していた。具
体的には走行のスムーズさが長所と捉えられた一方、速度に関し
ては約33%の方が遅いと感じていることを把握した。ヘルスケア
MaaS構想についても95%を超える参加者から理解を得られ、事
前問診・受付・精算等の機能に係る高いニーズを確認した。また、
病院間や救急車・病院間で医療データを連携させる取組について
も高い利用意向を確認した。

今回の実証実験に用いたNavya�Arma

居住エリア



6公募型「ロボット実証実験支援事業」

顔識別機能付きモチベーション管理AIアシスタント
「PLEN Cube モチベーション管理版」
リスク計測テクノロジーズ株式会社・PLEN Robotics株式会社

本ロボット（名称：PLEN Cube モチベーション管理版）は、顔識別、検
温、モチベーションの可視化に係る機能を有し、施設の入退館管理
及び利用者のモチベーションチェックを行うことができる。

1. 実証実験の目的

コワーキング・スペース等における入退館チェック及びモチベー
ション（快適さ）のモニタリングを支援するAIアシスタントの実行可
能性調査を目的として、本実証実験を実施した。

2. 実証実験の概要

コワーキング・スペースの入口にAIアシスタントを設置し、以下
の手順で計測を行った。
1）入室時にAIアシスタントの前に立つことで、顔識別、検温が

　　実施される。
2）一連の流れで、モチベーション計測が実施される。
3）モチベーション計測の結果に応じて、AIアシスタントが回答する。
　モチベーション計測の結果は、別途、Webアプリケーション

　　「Motivel」を配布し、被験者自身のスマートフォン等で閲覧で
　　きるようにした。
実証実験①

���［日程］� �令和4年1月7日（金）～令和4年1月31日（月）
　［場所］� �おだわらイノベーションラボ
実証実験②

���［日程］��令和4年1月11日（火）～令和4年1月31日（月）
　［場所］��mass�×�mass�関内フューチャーセンター

3. 検証結果

　今回の実証実験は２拠点で行い、被験者15人を対象に実施し
た。計測実施回数は、２拠点合計で66回であった。
・逆光に気をつけることで、顔識別の成功率が向上した。
・空調吹き出し口を避けることで、実態に近しい検温ができた。
・コワーキング・スペースで流れる音楽に影響を受けることなく、AI
アシスタントの頭部設置のマイクで音声を拾えることが確認できた。

・施設Wi-Fi経由でAIアシスタントのコントロールパネルに接続
できない事象を確認できた。

・複数台のAIアシスタントを同時に運用する場合で、かつ、そ
れぞれの設置場所が物理的に離れる場合、効率的かつスピー
ディーな運用にはリモート管理機能が必要だと認識できた。

・セキュリティ上の懸念はないが、安定稼働のため、接続先の
Wi-Fiを固定する必要があると認識できた。

今後の取り組み

⃝�設置場所におけるライティング、空調を考慮したマニュアルを作
成する。

⃝�発話音声の録音ファイル（Wav）を作成する際に、無音部分を設
けることを検討する。

⃝�Wi-Fiルーターの自社設置を検討する。
⃝�リモートで管理する機能の実装を検討する。
⃝�運用フェーズに入る前に、不要なWi-Fiの接続履歴を削除する
運用を確立する。
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手指、足首のリハビリを補助するロボット。空気圧の調整は本体内
蔵のポンプにより、手や足の甲側に装着した本機のベローズ（空気
袋）に空気の供給・排出が行われる。ベローズが略円弧状に伸縮
することにより、関節の伸展・屈曲運動を支援する。

1. 開発の目的

脳血管疾患になると、多くの患者が手足の麻痺・拘縮する片麻
痺になってしまう。この片麻痺のリハビリ治療は病院内で行われて
いるが、人手不足や保険制度の制約もあり、医師・看護師・理学
療法士・作業療法士などによる治療・運動支援に十分な時間を確
保できていないことが多い。そこで、本ロボットは、現場で支援す
る人手の不足を解消するとともに、患者自身による退院後の自宅
でのリハビリ継続を補助することを目的としている。

2. 開発・実用化の状況

さがみロボット産業特区の商品化第1号である手指のリハビリ補
助ロボット「パワーアシストハンド」（平成26年6月販売開始）はレンタ
ルも含め約940台を出荷（令和4年２月現在）。
足首のリハビリ補助ロボット「パワーアシストレッグ」の開発にあ

たっては、平成27年度から神奈川県の商品開発支援「生活支援ロ
ボットデザイン支援事業」を活用し、平成28年10月12日には、「さ
がみロボット産業特区」発・9番目のロボットとして「relegs（リレッ
グス）」の商標で商品化を実現し、レンタル開始、約243台を出荷し
た（令和4年2月現在）。
MR式パワーアシストハンドは、令和元年6月に販売を開始した。

このMR式パワーアシストハンドは麻痺があって動かなくなった手
を麻痺していない手でスイッチ操作あるいはセンサー操作すること
で、動作・タイミング・回数を自分でコンロールしながら動かすこ
とができる装置である。これによって、麻痺した手を動かそうとす
る意識付けや意欲を引き出すことができ、意識や意欲の変化によっ
て、麻痺した手の機能の改善が期待できる。令和4年、課題であっ
た機能向上を実現し3台を出荷した。
また、withコロナの時代に対応するため、非接触でのリハビ

リ補助ロボットとして家庭用製品の制御ボックス「パワーアシスト
AIREHA�CIP-50」を開発し、令和３年4月に発売した。

今後の取り組み

⃝�パワーアシストハンドは、グローブの着脱の簡略化や構造改造
による手指の開く力のパワーアップ及びコストダウンへ取り組
む。

⃝�パワーアシストレッグは、脳血管疾患の後遺症対応のみならず、
「未病」をテーマとしてフレイル予防に貢献できる機器としての
取組を進める。

⃝�MR式パワーアシストハンドの機能改善及び医療機器としての
販売開始に向けて取り組む。現在は非医療機器として販売。

手足のリハビリを支援する
パワーアシストハンド·レッグ
株式会社エルエーピー

パワーアシストハンド・レッグ・制御ボックス

「エアレハ500」

パワーアシストレッグ パワーアシストAIREHA�CIP-50
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1. 開発の目的

視覚障がい者が利用する道具は白
は く

杖
じょう

が一般的だが、慣れない場
所での移動は難しく、介助者を必要とするケースも多い。また、広
い病院の屋内環境では、高齢者が移動するのは困難という課題が
ある。
これらの課題を解消するために、ガイダンス機能を搭載し、ユー

ザーを先導する本ロボット（名称：「LIGHBOT（ライボット）」）を開発し
た。

2. 開発・実用化の状況

平成25年度から神奈川県総合リハビリテーションセンター（神奈
川リハビリテーション病院）において、視覚障がい者向けガイダンス
ロボットの実証実験を行ってきた。七沢自立支援ホーム視覚障害
者支援員やリハビリテーションセンター研究部研究員などから知見
を集め、利用者が使いやすくなるような改良も行ってきた。
平成28年度は、商品化に向けた詰めの実証を行い、製品マニュ

アルだけで正しく使用できているか、トラブルが起きたときの原因
を識別できるかなど、利用者・管理者それぞれの立場から検証を
行った。また、施設にガイダンスロボットを導入する際の流れや、事
前の取り決め事項について検証を行い、施設への導入手順を確立
した。
平成29年3月13日に生活支援ロボットの安全認証ISO13482

を取得したことにより、利用者などに対する安全性や信頼性を客観
的に証明することができたため、開発を完了し、平成29年3月30
日に商品化。開発パートナーの神奈川県総合リハビリテーションセ
ンターに寄贈、導入した。
令和元年度に、ガイダンスロボットの開発で培った技術を活かし、

他の生活支援サービスロボットの組み合わせが可能な静音性に優
れた「ダイレクトドライブ車輪ユニット」を開発し、令和３年度は、令
和２年度に引き続き、医療機関等のユーザーからの意見を聴取した。

今後の取り組み

⃝��多様な企業と連携し、人と寄り添うことが可能なロボット技術の
開発を進める。

人の行きたい方向を察知し
先導するガイダンスロボット
日本精工株式会社

病院や公共施設などの屋内において、視覚障がい者や高齢者の移
動を支援するロボット。手をグリップの上に乗せ、進みたい方向に
軽く力を加えると、内蔵した力覚センサーがその力を検知し、指示
通りの方角に動き出す。目的地を設定すると経路を計算し、先導
する。通路上に障害物があった場合、自動で回避・停止すること
ができる。

■ロボット本体

■視覚障がい者用リモコン
呼び出し用、トイレへの立寄り設定等に利用

天井マーカセンサ

マーカを検出して
現在位置、フロアを認識

距離画像センサ

前方上方の
障害物を検知

レーザレンジセンサ

壁などの障害物検知

タッチパネル

複数の候補地から目的地
を容易に設定

グリップ
（内製力覚センサ）

押す力に応じて
方向、速度を決定

荷台

手荷物を置けます

段差検知センサ

段差を検知し回避、
停止します

駆動輪

左右独立駆動で
直進、旋回

生活支援ロボットの
安全認証ISO13482を取得

神奈川県総合リハビリテーション
センターに寄贈

ダイレクトドライブ車輪ユニット
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設定した時間になると音声案内と画面表示で服薬を告知し、ボタ
ンを押すと１回分のピルケースだけを取り出せるロボット。高齢者
や介護を必要とする人などの、薬の過剰摂取や飲み忘れ、飲み間
違いを防ぐ。

1. 開発の目的

飲み忘れによって多くなりがちな高齢者の残薬量を減らすこと、
特に一人暮らし高齢者の服薬の安全と安心を高めること、薬の過
剰摂取による体調変化を防ぐこと、家族・介護施設などの介護者
が被介護者に薬をきちんと飲ませる服薬介助・服薬管理の負担を
軽減することを目的として、本ロボット（名称：服薬支援装置）の開発
を行っている。

2. 開発・実用化の状況

本機は、平成27年3月から発売を開始している。
介護施設・在宅で使用されており、本人の服薬管理の自立を促

すだけでなく、介護者や家族の服薬に関する負担を軽減する目的
で開発した装置である。
令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響があり実証実験

を断念したが、今後、通信機能や家族、医療機関とスムーズな連携
ができるような次世代向け装置の開発を進めていく。

今後の取り組み

⃝�平成27年に商品化を達成していることから、今後は更なる製品
の普及・浸透を図っていく。

⃝�服薬を見守るサービスとしての使い勝手などを、利用が見込ま
れる在宅介護や施設などでの実証実験により確認する。

⃝�医療機関の慢性期病棟への入院時の本機の活用による服薬介
助の負担軽減と、退院後も引き続き本機を使う必要がある利用
者へは継続利用を促すといった、医療機関と保険薬局との連携
により、スムーズな自立支援が可能と考えられることから、その
ような導入事例を増やしていく中で効果を検証していく。

⃝�今後、通信機能を安価に実現するための方策を検討し、実用化
を目指していく。

見守り機能型
服薬管理支援機器・システム開発
日立チャネルソリューションズ株式会社

❶家族や介護者が、1回分の薬
をピルケースに入れ、飲む時間帯
(朝、昼、夜、寝る前)のカセットに
それぞれセットする。

❷薬を飲む時間になると音声と�
画面で通知。人の通りを感知して、
取り出すまで繰り返し知らせる。

❸取り出しボタンを押すとピル�
ケースが取り出し口から出てくる�
ので、ピルケースに入っている薬
を飲む。

❹薬を飲んだかどうかの履歴が
記録されるので、飲み忘れ状況を
伝えることができる。

■服薬支援装置の使用イメージ
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コミュニケーションを介して高齢者を元気にするAI搭載ヒューマノ
イドロボットPALRO。高齢者福祉施設向けモデル発売以降「レク
リエーションの司会進行役」、「日常会話の話し相手」、「健康体操
のインストラクター」として、全国の高齢者福祉施設で認知症予防
や自立支援に活用されている。

1. 開発の目的

本ロボット（名称：「PALRO（パルロ）」）は、施設利用者とともに体
操・ダンス・クイズ・ゲームを行うことで、利用者の身体機能の維
持・向上や脳の活性化を促すことを目的として開発している。開
発当初から、介護現場の様々なリクエストに日々応えながら、進化
を続けている。

2. 開発・実用化の状況

平成29年10月に経済産業省と厚生労働省が策定する「ロボット
技術の介護利用における重点分野」が改訂され、新たな開発支援
対象として「高齢者等とのコミュニケーションにロボット技術を用い
た生活支援機器」が追加された。
この改訂に伴い、平成30年度は、国の目指す自立支援等による

高齢者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減の実現に寄
与するべく、高齢者の生活機能に関する様々な情報を収集・分析
する機能及びPALROを活用した高齢者個々への最適な「促し」*1

の設定支援を行う機能の開発を行った。
また、医学専門家の指導の下、特区内外の介護老人保健施設から選

出した認知症患者を含む高齢者24名を対象に効果検証を実施。約2か
月、PALROと共に過ごし、定期的な「促し」を行うことによるQOLの維
持・向上及びADLの低下抑制効果について定量的評価を行った。*2

　令和2年度以降、新型コロナウィルス感染症の流行の影響を受け、
介護現場での実証実験が非常に困難な中、令和3年度には、「介護現
場の生産性向上」に向けた定量的評価を行うための準備調査を行った。
調査は、PALRO導入による被介護者と介護者に生じる具体的効果を、
因果関係を含めて明らかにするため、PALROを活用している施設の
介護スタッフを対象に、オンラインのインタビュー形式で実施した。*3

*1 �自発的行動等が減少している高齢者に、やろうという気持ちを起こ
させる働きかけのこと。

*2 �本取組は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の助
成を受け、実施した。

*3 本取組は、厚生労働省「介護ロボットの開発・実証・普及のプラッ　
　　トフォーム事業」にて設置されたリビングラボによる支援機能を活用
　　し、専門家のサポートを受けて、実施した。

　［日程］�令和4年3月10日（木）及び11日（金）
　［場所］��特定医療法人社団清心会介護老人保健施設清流苑
　　　　�社会福祉法人平塚あさひ会特別養護老人ホーム
　　　　�れんげの郷

今後の取り組み

⃝�今年度の調査・分析結果を基に、令和4年度以降、介護現場に
おける実証実験を進める予定。また、コロナ禍において、独居
高齢者の多くが社会的孤立を強いられ、身体面・精神面への悪
影響が危惧されている中、人に寄り添い、日常的に会話や歌・
体操を行うコミュニケーションロボットのニーズが高まっている。
社会的孤立を解消し、他者との交流や会話を維持促進する手段
として、また、家族や介護従事者が安心して見守ることができる
手段として、見守りセンサとの連携やビッグデータの活用など、
適用範囲の拡大も検討に入れ、国の目指す自立支援等による高
齢者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減を目指す。

介護施設における認知症患者を含む
高齢者向けコミュニケーションロボット
富士ソフト株式会社

■PALROによる「促し」の実証実験の様子

■PALROによる非対面型サービスの実証実験の様子
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事故の主な原因とされる人為的ミスをカバーする自動運転技術を
搭載した自動車。レーダー、カメラ、ソナーなど、360°センシング
技術により周辺の道路状況を検知し、人工知能による状況判断で、
ハンドルやブレーキを自動的に制御する。

1. 開発の目的

自動運転は、交通事故を防止するだけでなく、高齢者や障がい者
の自立した移動を支援する技術であり、「生活支援ロボットの普及促
進」という「さがみロボット産業特区」の目的はもとより、「安全で安心
かつ持続可能なモビリティをすべての人に」という日産自動車の目標
にもつながる取組である。

2. 開発・実用化の状況

平成28年8月には、高速道路上の単一レーンでの先進運転支援技
術「プロパイロット」を実用化。渋滞走行と長時間の巡航走行の2つ
のシーンで、アクセル、ブレーキ、ステアリングのすべてを自動的に
制御し、ドライバーの負担を軽減する。
令和元年9月には、高速道路の複数車線をナビゲーションシステムと

連動して設定したルートで走行し、同一車線内でのハンズオフやルート走
行中の分岐や追い越し時の車線変更など、ドライバーの運転操作を幅広
く支援する「プロパイロット�2.0」を新型「スカイライン」に搭載した。
令和2年12月には、「プロパイロット」にナビゲーションシステムと

の連携機能を加えることで、制限速度の変化に伴う設定速度の切替
えや、カーブの大きさに応じた減速を支援するシステムを新型「ノー
ト」に搭載した。
今後は、より幅広いシーンでドライバーの負荷の軽減を目指し、自

動運転技術の検討を進めていく。
また、自動運転技術を活用した新しい交通サービス「Easy�Ride」*

の開発を株式会社ディー・エヌ・エーと着手。同サービスは、モバイ
ルアプリで目的地の設定から配車、支払いまでを簡単に行え、目的
や気分に合わせて行き先を自由に選択できることを目指す。第２期目
は、平成31年に一般モニター参加での実証実験を行い、第３期目は、
令和２年に行政・警察関係者等の試乗会をそれぞれ横浜市のみなと
みらい21地区・関内周辺で行った。
第４期目は、令和３年９月から10月に、新たにAI（人工知能）を活用

したオンデマンド交通システム「AI運行バス®」を組み合わせて行う、
オンデマンド配車サービスの実証実験を一般モニター参加で行った。
*自動運転SAEレベル2相当 今後の取り組み

⃝�今後も技術開発の促進、社会的な認知の促進を図り、一日も早
い自動運転技術の実用化を目指していく。

自動運転技術を
装備した自動車
日産自動車株式会社

■プロパイロット2.0 機能説明

システム作動時は、ドライバーが設定した車速（約30～100㎞/h）内で、先行車
両との車間距離を一定に保つよう制御することに加え、白線をモニターし、直
線道路・カーブにおいても車線中央を走行するようにステアリング操作を支援

■Easy Ride 実証実験用車両

※AＩ運行バスは、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。また、
　株式会社未来シェアが開発した SAVS(Smart�Access�Vehicle
���Service) を利用しています。

※ Easy�Ride は株式会社ディー・エヌ・エーと日産自動車株式会社
　の登録商標です。



12重点プロジェクト

妊婦健診向けの超音波検査を支援するロボット。遠隔操作または 
自律操作によって妊婦腹部を超音波走査することができる。産科
医不足地域や混雑した病院に導入することで、産科医ならびに妊
婦の負担軽減が可能となる。また、本ロボットの技術は、救急現場
での検査や他の内臓疾患における診断にも応用が期待できる。

1. 開発の目的

日本では産科医の減少・地域偏在が問題となっている。産科医
不足地域では、妊婦は長距離通院を余儀なくされ、産科医院では
妊婦が集中するため混雑する。結果、妊婦は健診に長い待ち時間
を要し、医療従事者は激務となるなど、妊婦・産科医両者への負
担が増加している。本ロボットはこうした妊婦健診における負担の
軽減を目的としている。救急現場に応用すると、搬送時に患者の
内出血の有無を診断できる。また、将来的には超音波で診断を行
う種々の病気にも応用が可能である。

2. 開発・実用化の状況

平成25年度は、妊婦健診への応用可能性を検証するため、神奈
川県立こども医療センターの協力を得て遠隔操作実証実験を実施。
ロボット（救急現場仕様）を装着した妊婦モデル*1のある施設と、産
婦人科医がいる病院をLTE回線で接続し、医師による遠隔操作を
行った。
平成26年度は、救急搬送現場での活用に向け、横須賀市消防

局、救急医の協力を得て、実証実験を実施。医師がいる施設と本
ロボットを設置した救急車をLTE回線で接続し、医師による遠隔操
作を行った。平成27年度には、この実証で明らかになった遠隔操
作における通信遅延問題を解消するため、大和市立病院と連携し
てオフライン健診*2�を検討・検証した。
平成28年度以降は、妊婦健診において鮮明な超音波画像を取

得するため、妊婦・胎児の安全性と任意の腹部形状への対応性を
両立するというコンセプトのもと、機構に工夫を加えた試作2号機
を開発し、平成29年度には大和市立病院にてデモを実施するなど、
医師からのフィードバックも含めて改良を進めている。また、平成
29年度以降は医師のロボット操作の負担低減に向け、人工知能を
用いた画像処理技術による胎児の位置推定技術の研究を行ってい
る。
令和元年度は、開発を促進するため、大学発ベンチャーである株

式会社INOWAを設立した。
*1　超音波に対して人体に似た特性をもつ素材を使用した訓練用モデル。
*2　�あらかじめロボットの自動走査によって得たデータを医師のもとに

伝送し、後日、医師が同データに対して通常の妊婦健診と同様に任
意の位置・角度から超音波画像を診ることを可能とするサービス。

今後の取り組み

⃝�本ロボットを用いて取得したデータから、人工知能を用いて胎
児の位置及び胎児腹部矢状軸推定の精度検証。

⃝�ロボットによる遠隔診断と実際の診断における検査精度の比較
検証。

早稲田大学

遠隔操作による
超音波診断ロボット

■遠隔超音波検査のイメージ

■遠隔医療の未来

遠隔検査ロボット 診断支援ソフトウェア

クラウド
ストレージ

助産師

妊婦
診断結果

ネットワーク

サポート

AI診断

産科医

©�Iwata�lab
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声から心の元気さを計測し、結果をメーターやグラフなどでわかり
やすく表示するヘルスケアエンジン。独自に収集した音声データ
を解析に使用することで、精度の高い分析が期待できる。
計測用アプリはブラウザで動くため、インストールは不要。また、ア
カウントやデータ管理のための機能も利用可能。さらに、システム
連携のためのAPIも豊富に用意されている。

1. 開発の目的

多くの先進国では、メンタルヘルスの不調が問題となっており、抑
うつ状態やストレスなどを手軽にチェックできるスクリーニング技
術が求められている。この課題に対処するために本システム（名称：
「Mind�Monitoring�System＝MIMOSYS®（ミモシス）」）を開発した。
MIMOSYS®は、声帯の変化（不随意反応）を解析して心の状態

を「見える化」する未病音声分析技術で、言葉、国籍、性別、年齢、
個人差の影響を受けることなく、日常の声から客観的かつ手軽に
心の健康度（気分・感情の浮き沈み）をチェックすることができる。
声によるストレスチェックは、従来の血液や唾液、自記式心理テ

ストによる手法と比較して手軽であるうえ、無意識かつ継続的に行
えるというメリットがある。また、本アプリケーションをコミュニケー
ションロボットに応用することで、ストレスや心の病の早期発見に
貢献することが期待される。

2. 開発・実用化の状況

「心の健康度測定アルゴリズム」の精度検証のため、平成25・
26年度に七沢リハビリテーション病院脳血管センターの協力を得
て、実証実験を行った。実験では、患者の音声データ収集を行うと
ともに、カウンセラーに被験者のメンタル面について評価を依頼。
この結果と音声解析結果を照合し、本アルゴリズムの有効性が

確認できた。なお、本アルゴリズムは、神奈川県未病産業研究会か
ら、未病産業関連のすぐれた商品やサービスのブランド「ME-BYO�
BRAND」第一号として認定を受けた。
平成29年6月に㈱日立システムズがMIMOSYS®を組み込んだ

クラウドサービス「音声こころ分析サービス」の販売を開始した。使
用者の心の健康状態を日常的に、簡便にチェックでき、産業医等の
管理者もモニタリングすることが可能となった。
また、平成30年5月発売の富士通コネクテッドテクノロジーズ㈱

製のスマートフォン「arrows�Be�F-04K」にMIMOSYS®が搭載さ
れた。同機種の「ララしあコネクト」で利用者の心の健康度を声で
計測し、生活習慣の改善をサポートする。
令和４年には、勤怠管理システム最大手の株式会社DONUTSの

「ジョブカン勤怠管理」との連携もはじまっている。今後、メンタル
ヘルス管理に取り組む企業において、MIMOSYS®を利用している
ことがスタンダードな状況になることが期待されている。

今後の取り組み

⃝�コミュニケーションロボットをはじめとして、スマートフォン以外
のデバイスへの搭載など、さらなる普及に向けた取組を進める。

⃝�将来的には、音声から脳疾患や精神疾患等の兆候を検知するこ
とや病気診断支援など、医療の現場で活用できるシステムの開
発に応用する。

心の健康計測システム
PST株式会社／東京大学大学院工学系研究科　バイオエンジニアリング専攻　音声病態分析工学講座

■アプリケーションの操作画面

■分析結果の確認画面
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本機（製品名：マッスルスーツ®）は装着型の動作補助装置。空気圧で
収縮する人工筋肉を動力として採用し、腿に固定したフレームに反
力を発生させ、腰付近にある回転軸を中心に上体を起こす力を発
生させる。腕上げ作業をサポートする「マッスルスーツGS-ARM」
が、令和3年5月に商品化された。

1. 開発の目的

介護の現場では、ベッドと車イス間の移乗や、中腰姿勢での排泄
介助など、介護従事者の腰部への負担がかかる作業が多く行われ
ている。介護の現場だけでなく、工場や倉庫、農作業等においても
同様に腰への負担が大きな作業は多く、現場環境の改善は課題の
一つとなっている。
そこで、腰への負担を軽減し、業務の効率化を実現することを目

的として、東京理科大学�工学部�小林宏教授が開発し、平成26年
11月より株式会社イノフィスが販売をしている。

2. 開発・実用化の状況

平成30年度から継続して、農業や介護分野への普及に向け、県
教育委員会と連携し、授業での活用が行われている。
令和元年11月に発売開始した、「マッスルスーツEvery」は、モ

デル最軽量（3.8㎏）ながら、最大25.5kgfの強いアシスト力で腰を
補助する。
また、電気不要で、空気の力で動くので、稼働時間に制限なし。

そして、防水・防塵なので、屋外や水場での作業も気にせず行え
る仕様となっている。発売後、累計20,000台以上の導入実績が
ある（令和４年４月時点）。「マッスルスーツGS-ARM」については、令
和3年3月に農業において適した作業の確認、並びにオプション品
の開発に向けて、農業従事者への体験やヒアリングを農業技術セ
ンターと共に実施した。その結果、農業従事者の意見を踏まえ、同
年5月に商品化した。

■梨農家での実証
　［日程］�令和3年3月
　［場所］�神奈川県綾瀬市
■ブドウ農家での実証
　［日程］�令和3年3月
　［場所］� �神奈川県藤沢市

今後の取り組み

⃝「マッスルスーツEvery」及び「マッスルスーツGS-ARM」の普及
活動の他、従来のマッスルスーツではカバーしきれなかった業種に
向け、新たな商品の開発や検証を行う。

■デモンストレーションの様子

イチゴの収穫作業での活用

ブドウの収穫作業での活用

体への負担を人工筋肉で
軽減するマッスルスーツ
株式会社イノフィス
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人工筋肉による遠隔建機操縦ロボット
「アクティブロボSAM」
コーワテック株式会社

1. 開発の目的

本機（名称：アクティブロボＳAM）は、地震や台風、事故などの災害
発生時の応急復旧作業や、落石や崩落の危険性のある土木現場、
放射線や有毒ガスなどの危険性のある現場での建機作業を、安全
で迅速に行うことを目的に開発した。
既存の油圧ショベルのメーカーや型式などに拘わらず、短時間

で搭載でき、また、排土板やブレーカなどアタッチメントの遠隔操
作も可能。現在、自動操縦による自動化施工に向けた開発も進め
ている。

2. 開発・実用化の状況

　販売開始以降、多くの民間事業者向けの販促活動や、福島県
の廃炉関連事業へのデモの他、各種ロボット展への出展、さら
に、警察・消防や自衛隊に向けたデモなどを積極的に行ってきた。
平成２９年１０月、日米ガイドラインに基づく防災訓練で使用。当
日は本機を搭載した神奈川県第一機動隊所有の小型油圧ショベ
ルを使って、隊員による遠隔操縦で訓練を行った。
　民間用では福島県の廃炉事業における強い放射線量下での建
機作業や、製鉄工場内の作業環境の悪い現場でのトライアル、
有毒ガス発生のおそれがある電力会社の排水路清掃作業のデモ
などを実施。なお、平成３１年２月、特定廃棄物処理施設へ導入し、
本格的に稼働開始。同年１２月、第５４回機械振興賞で中小企業
庁長官賞を受賞した。
　令和元年度からは、活用分野の拡大を目指し、林業用特殊ア
タッチメントへの適用にむけた開発を進め、令和３年３月、高性
能林業機械ハーベスタの遠隔操縦について実証実験を行った。
また、令和３年２月には、普及促進のため、新技術情報提供シス
テム（NETIS*）に登録をした。
*New�Technology�Information�System：国土交通省が新技術の
活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備
したデータベースシステム

既存の油圧ショベルに後付けで簡単に搭載でき、無線遠隔操縦を
可能とするロボット。内蔵コンプレッサーによる圧縮空気で人工筋
肉を制御する方式で、振動や衝撃に強く、防水性や防塵性にも優
れ、危険な現場での建機作業をより安全にできる。災害時の応急
復旧作業や、放射線や有害ガス、落石、崩落の発生現場、爆発物
処理などの作業現場での一層の活用を目指す。

今後の取り組み

⃝�令和３年３月の実証結果を踏まえ、林業用特殊アタッチメント付
き建設機械に適用。林業事業者向けの普及を目指す。

⃝�国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の支援を受け、東北大学らと協働で、本機による大
型ダンプトラックの自動運転化を目指し開発中。

日米ガイドラインに基づく実動訓練
（平成２９年１０月１６日／神奈川県総合防災センター）

平成31年、特定廃棄物セメント固型化処理施設に4台導入し、
無線遠隔操縦で稼働中

高性能林業機械ハーベスタの遠隔操縦実験
（令和３年３月11日・12日／東京都西多摩郡檜原村内）
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赤外光センサーを使用した
高齢者見守りシステム
株式会社イデアクエストイノベーション

赤外光のみを使用する非接触・無拘束のセンサーと人工知能技術
を利用した見守りシステム。寝室・浴室・トイレなどのプライバ
シー保護が必要とされる場所で高齢者を見守り、ベッドからの転
倒・転落に至る危険な行為や離床などを検知し、専用アプリをダ
ウンロードしたスマートフォンに通報する。

1. 開発の目的

高齢者などの体調が突然悪化しても気づきにくい、寝室・浴室・
トイレなどの個室において、転倒などの異常を検知し、家族や施設
管理者に異常事態発生を知らせることを目的に本システムを開発
している。

2. 開発・実用化の状況

本システムは、赤外線半導体レーザーとレーザービーム分岐素子
（FG素子など）からなる輝点アレイ投影機を用いることで、非接触・
無拘束で身体の微小な動きを検出するものである。また、取得する
映像は輝点のみとなるため、映像のみでは見守りの対象者を特定
することはできず、プライバシーを確保したうえで常時見守ること
ができる。
センサーから得られた情報は、人工知能で処理して状態を判断

するため、仰向けに限らずさまざまな姿勢に対応することが可能で
ある。
特区内の2か所の介護施設において、一定期間使用してもらった

上で、利用者からの意見等を改良に反映させ、平成27年度に「非
接触・無拘束ベッド見守りシステム�OWLSIGHT（アウルサイト）福
祉用」を発売した。
平成30年度は、システムの普及を図るため、地域の販売代理店

と連携し、ケアマネジャー向け製品説明会やショッピングモール内
での展示を行った。

今後の取り組み

⃝�商品化したベッド見守りシステムの普及・浸透を図る。
⃝�居室見守りシステムの実用化。
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自動運転車両を活用したサービス提供を目指すプロジェクト。運
転手を必要とせず、あらかじめ決められたルートをGPSやセン
サーを使いながら走行する自動運転バス「ロボットシャトル（Robot 
Shuttle）」をはじめ、他社と連携して、新たなモビリティサービス
実現を目指す取組を行っている。

1. 開発の目的

公共交通や物流等の分野における人手不足に対応しつつ、高齢
者等の日常的な移動手段の確保、買物難民の方々への買物機会の
提供といった社会課題の解決を進めていくためには、自動運転の
実用化が有効な解決策となりうることから、自動運転車両を活用し
たさまざまなサービス提供に向けて取り組んでいる。

2. 開発・実用化の状況

「ロボットシャトル」は、平成29年度にプレ実証フィールドでの動作
や走行安定性の確認等の実証実験をはじめた。全国各地で実際に
乗客を乗せて実証実験を繰り返し行い、実績を積むとともに、サー
ビスとして提供する上での課題を改善している。令和3年度は、令
和2年度に引き続き、課題解決に向けた検討を行っている。

※ Robot�Shuttle は株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標です。

自動運転ロボット
利活用サービス
株式会社ディー・エヌ・エー

ロボットシャトル

DeNAが日産自動車と行っているEasy�Rideの第4
期目は、日産自動車が令和3年9月から10月に新たに
AI（人工知能）を活用したオンデマンド交通システム「AI
運行バス®」を組み合わせて行う、オンデマンド配車
サービスの実証実験を一般モニター参加で行った。

※Easy�Ride は日産自動車株式会社と株式会社ディー・エヌ・エー
　の商標登録です。

DeNA×日産自動車

Easy Ride

※AＩ運行バスは、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。また、
　株式会社未来シェアが開発した SAVS(Smart�Access�Vehicle
���Service) を利用しています。
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多くの日常生活動作を
可能にする上肢筋電義手
国立大学法人 横浜国立大学／東海大学医学部付属病院／特定非営利活動法人 電動義手の会

事故等で欠損した手や腕の代わりに装着して使用する電動義手で、
筋肉に伝わる神経活動を電気的に読み取り稼働するロボット。手
の開閉だけでなく、親指を独立に動かすことや、手と肘を同時に動
かすことなど、日常生活に必要な多くの上肢動作を可能にする。

1. 開発の目的

現在、日本で市販されている海外製の筋電義手は、高価であり、
機能も手の開閉に限られ、その普及率は上肢切断者の約2%に留
まる。そこで、医工連携の大学研究成果を集約し、多くの上肢切断
者が気軽に使える国産の筋電義手の実現を目指し、軽量に感じ可
動部が多く、かつ低コストとなる筋電義手の開発を行っている。

2. 開発・実用化の状況

平成30年度は、前腕筋電義手部品が厚生労働省による「義肢補
装具等完成用部品」に指定されたことから、4月より義肢装具メー
カー向けに販売をスタートした。また、神奈川リハビリテーション病
院内に設置した「かながわリハビリロボットクリニック」（KRRC）にお
いて、当筋電義手について、今後のリハビリに向けた取組を開始し
ている。
なお横浜国立大学にて開発した、手指・手首・肘が駆動する1kg

程度の上腕筋電義手については、東海大学で上腕切断者4名をモ
ニターとした臨床評価を実施した。その結果、1名に関して手指の
開閉、手首の回転、肘の屈伸の操作が可能になっている。
さらに、特定非営利活動法人電動義手の会が中心となり、市販

の装飾グローブが装着可能な前腕筋電義手ハンドについても「義
肢補装具等完成用部品」に採択された。
令和元年度には、株式会社タナック等との共同プロジェクトであ

る「触覚フィードバック付サイボーグ義手の開発」が国立研究開発
法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「課題解決
型福祉用具実用化開発支援事業」に採択され、令和元年度～令和
3年度の3年間研究開発を行い、多自由度義手並びに幼児用義手の
「義肢補装具等完成用部品」への申請を行った。

今後の取り組み

⃝�かながわリハビリロボットクリニック（KRRC）での実証実験を検
討する。

⃝�上腕筋電義手の商品化に向けた臨床評価とプロダクトデザイン
を検討する。

上腕部義手

前腕部義手

前腕部義手の部品
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高精細カメラを搭載し、ダムや海洋等の水中調査を行うロボットシ
ステム。水中映像をリアルタイムに表示し、各センサー情報と共に
手元の操作PCに記録する。また、ジャイロセンサーを搭載し、機
体をアクティブに制御することで、外乱のある水中でも安定した映
像取得が可能。なお、オプションの超音波距離センサーを搭載す
ることにより、水中壁面のスクリーニング調査撮影を全自動で行う
ことも可能である。

1．開発の目的

従来、潜水士が行ってきた危険が伴う水中目視点検作業を代替
するダム施設の堤体水中部の点検・調査を行うロボットの開発を
目的としている。また、操縦者の技量に依存せず、誰でも高品質な
映像取得を可能にする、ダム堤体面スクリーニング撮影機能の開
発を目指している。

2．開発・実用化の状況

　これまで、水中撮影を行う自航可能な水中ロボットと、それを水面
から吊り下げ支援する自航可能な水上ロボットを組み合わせた２機
編成型（従来機）の開発に取り組んできた。この従来機は機体水中
位置の把握や水中の直線航行に長所があったが、反面、機体の大
きさや重量、導入コストに短所があった。そこで、従来機の技術を移
転し、小型・軽量、そしてダム専用機体から種々の調査に汎用的に
使える機体を目指し、新型機（水中ドローン型）の開発を行った。*
　令和3年度は、新型機を用いて次のとおり実証実験を行った。
①水平継目及び垂直継目に沿ったマニュアル操作撮影及び自動
　撮影
②ダム堤体面の調査範囲（離隔距離、調査幅、開始深度、終了深
　度）を設定したうえでの全自動の堤体面スクリーニング撮影
　その結果、いずれも高品質な映像の撮影が確認できた。また、従
来機に比べて半分程度の時間で検証できたとともに、ロボットの湖
面への搬入、着水から調査開始までの時間が大幅に削減されたこ
とから、より手軽で省力な調査が可能になることが確認できた。
　こうした実証の成果を踏まえ、令和４年２月には「水中ドローン
型ダム調査ロボットシステム（SDQ-101D）」の販売を開始した。
※水中ドローン型の開発にあたっては、2019年度横浜市中小企業新技　　
術・新製品開発促進事業（ＳＢＩＲ）を活用した。

　［日程］�令和３年12月14日（火）
　［場所］��城山ダム

今後の取り組み

⃝�各地でダム点検及び水中調査のデモンストレーションを実施。
⃝自社ビジネスに適用し、出荷を開始。
⃝更なる機能向上等も検討。

ダム調査ロボットシステム
株式会社キュー・アイ

新型機（水中ドローン型）

従来機（２機編成型）

自動スクリーニング撮影の様子

撮影した堤体面（健全な水平継目）
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日常生活を支援するための人の
手の動きを再現するロボットハンド
ダブル技研株式会社

本機は、人の手と同じ形、同程度のサイズの５指型ロボットハンド
（以下、「ヒューマノイドロボットハンド」）。手指に障がいがある方の手
の代わりや、手話通訳、握手のできるコミュニケーションロボットな
ど、人の手の動きの再現が求められる場面での活用を目指して開
発している。また、物流倉庫などでの手作業の自動化や、With/
Afterコロナ時代において需要が見込まれるアバターロボットへ
の組込みなど、主に手作業の代替、遠隔操作用として活用される
ことを想定している。

1．開発の目的

産業用ロボットを中心に、ロボットアームについては実用化が進
んでいるが、日常生活における多様な動作を実現するロボットハン
ドについては、課題が多い状況にある。そこで、産業用ロボットハ
ンドの開発で培った技術を生かし、多様な場面で活躍が期待でき
る人の手の動きを再現するロボットハンドを開発した。

2．開発・実用化の状況

平成28年度からの国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO)より受託した「次世代人工知能・ロボット
中核技術開発/人の手に近い高性能で堅牢性を併せ持つロボット
ハンドの開発」事業により開発を開始。
令和元年度に同事業にて、単一アクチュエーターによる複数指

の一斉曲げ伸ばしが可能な５指タイプロボットハンドを開発し、公
的機関（研究所、大学、高専）に貸し出しを行い、製品化に向けた知
見を収集した。
その後、独自の開発を継続し、前述の事業にて開発された、多様

な把持対象物の形状に指が倣う動作を、センサレスにて複雑な制
御を用いずにメカニカルな機構によって成し得る技術を踏襲しつつ、
より複雑な人間の手の動作の再現を可能とするロボットハンドを開
発、令和３年２月より販売を開始した（D-Hand�5PT/D-Hand�5ST）。
また、ロボットハンドの導入を検討している方に向けたポータルサ
イト「Robot�Hand�Lab（ロボットハンドラボ）」を開設し、ハンドのカ
スタマイズや相談にワンストップで対応するサービスを提供してい
く。

今後の取り組み

⃝�より人の手に近い機能と見た目を追求し続け、アップデートをさ
せながら改良機の開発と発売を目指す。

⃝�ポータルサイト「Robot�Hand�Lab」によって顧客ニーズ等を蓄
積し、ハンドの活用の場の裾野を広げる。

ヒューマノイドロボットハンド�D-Hand�5PT（左）D-Hand�5ST（右）

コンセントプラグのピックアップ・
抜き差し操作

ペンによる描画操作

スクリューキャップ開閉操作

道具の操作
(スプレートリガー操作の例)
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スマート高速化
メンテナンスロボット・ソリューション
株式会社ハイボット

危険な場所や人が行けない場所での検査のために、AI・IoTを活
用した故障予知と原因特定を行い、デジタルデータによる交換部
品の設計・製造などロボットによる作業でMRO*のSmart化と高
速化（rapid）を実現する。
* Maintenance,Repair&Overhaul（＝整備・修理・重整備（分解点検））の
略称。

1．開発の目的

社会インフラ等の点検を効率化するため、配管や航空機の燃料
タンク、橋梁床下などの危険な場所や人が行けない場所での点検
作業をロボットに代替させる信頼性の高いシステムを開発し、現場
の点検従事者にも操縦可能なロボット・システムとして実用化を目
指す。特に橋梁点検と化学プラントのパイプ・タンクの点検での実
用化に注力しており、従来では難しかったインフラ点検現場での足
場作業の軽減などに期待ができる。

2．開発・実用化の状況

　Float�arm（蛇型ロボットアーム）について、導入を予定している
ベルギーのプラント施設において、試作機を用いて実際のロボット
稼働を想定した実証実験を行い、その結果を基に、UTセンサーが
取り付けられている先端アームの構造を改良した。その後、（地独）
神奈川県立産業技術総合研究所の協力の下、同施設内のパイプ
ラック施設及び圧力タンクを対象に実証実験を実施。実証実験で
は、ロボットの駆動、ソフトウェアパラメータの調整や、ロボット先
端部のカメラやセンサーから点検データを取得するなど、製品と
しての実運用を想定した検証を行った。
　橋梁点検システムについては、平成28年度～30年度における
公募型「実証実験支援事業」で実施した実証実験の結果を踏まえ
平成30年度に完成し、現段階では実用化に向けてパートナー企業
を募集している。
　蛇型マニピュレータロボットは化学・石油プラントや航空機の燃
料タンク内など狭隘な空間での点検作業でのニーズが見込まれ、
今後は①リンク4本まで連結しての動作確認と、②動きの制御と
パス・プラニングのソフトウェアの開発を行うとともに、小型化と
軽量化を目指す。
Float�armの実証実験

［日程］　令和４年１月11日（火）～13日（木）、２月16日（水）～22日（火）　���
［場所］� �（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

今後の取り組み

⃝�導入予定先のユーザーに向けた実証実験を行い、実現場での稼
働データを取得し、製品化を実現する。

⃝�国外への普及を見据え、CEマーク認証を取得予定。

Float�arm（フロート�アーム）

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所での実証実験の様子

�橋梁点検システム 蛇型マニピュレータロボット



22重点プロジェクト

生活動作支援ロボティックウェア
curara®
AssistMotion株式会社

本機（名称：生活動作支援ロボティックウェアcurara®）は、リハビリ訓
練や高齢者の生活動作支援を目的とした身に纏うスタイル（ウェア
ラブル）の生活支援ロボット。
装着の拘束感や重量によるストレスを軽減するために樹脂製のウェ
ア構造から構成されている。

今後の取り組み

⃝�今回の検証実験等より得たユーザーからの意見を参考に、観光
地での実用化に向けたニーズを検証し、ロボットの装着性を向
上させる。

⃝実用化に向けて、事業性の検討を行う。
⃝更なる小型軽量化を実施する。

1. 開発の目的

リハビリ訓練の効果の向上や高齢者のQOL（quality�of�life）向
上を目的としている。
ロボットが人の動きに同調してアシストする同調制御法を採用し、

自然な動きで支援動作を実現する。また、観光地のバリアフリー化
技術導入を想定した取組も進めている。

2. 開発・実用化の状況

［観光地のバリアフリー化技術導入を想定した取組］
実施主体：�AssistMotion株式会社、伊勢原市経済環境部商工

観光課
技術協力：信州大学繊維学部橋本研究室

　平成29年度～30年度では、観光地におけるバリアフリー化技
術導入を念頭に、高齢者を対象とした階段昇降動作における本機
アシストの運動負荷の軽減効果を検証。
　令和元年度は実用化（サービス化）に向けて、伊勢原市と共同で、
大山登山に訪れた観光客等に対して、本機の歩行体験をしてもら
うことで、観光地等におけるロボット導入の可能性や課題の検証
を行った。実験では大山登山に訪れた観光客等に本機を装着して
もらい、大山こま参道（上り（362段の階段と登り坂の約650mの
参道））の歩行体験を実施し、観光地等におけるロボットの実用化
に向けた検証を行った。
　3日間で合計23名の観光客（10代～70代）に装着してもらい、
実用化への期待や価格設定の感覚等へのアンケートのほか、主観
的運動強度（「きつい」と感じる度合いを15段階の数値で示す評価
手法：Borg�scale）を評価した。体験者の約8割から、実用化され
た場合に利用したいとのアンケート結果が得られた。また、補助機
能の効果を実感するとともに、外出を控えるようになった高齢者
や障がい者等の観光機会の創出に繋がるといった好意的な意見
も多かった。一方で、装着にかかる時間や重量、身体へのフィット
感に不満を感じる意見があり、更なる改良に向けた知見を得るこ
とができた。
　令和3年度はこれまでの知見を基に歩行訓練用のロボットを開
発し、製品化に成功。今後、観光地でも利用できるように引き続き
検証を進める。

■実証実験の様子

こま参道階段を上っている様子

アンケート結果より

貸出サービスが実用化された場合に
使用してみたいですか

はい

いいえ



重点プロジェクト23

トンネルスキャンロボット
株式会社リコー

本ロボットは、被写界深度拡大カメラ*と照明装置を搭載したもの
で、普通自動車に取り付けてトンネル内を走行することによって、ト
ンネル全壁面を高精細に撮影することが可能である。撮影した展
開画像を利用して、現場での点検作業やオフィスでの点検調書作
成の業務効率を大きく向上させる。
* 通常のレンズに比べてピントの合う範囲を3～5倍広げるリコー独自のカメラ。

1. 開発の目的

笹子トンネルの事故をきっかけに、トンネル点検が法制化された
が、点検は人手による作業が中心となっており、点検費用が大きく
かかっている。今後、トンネルの老朽化がさらに進み、維持管理に
ますます費用がかかることが予想され、点検事業者の高齢化に伴う
人手不足の問題も顕在化してきている。そこで、ロボットの力で人
手中心の業務フローを自動化することにより、上記問題を解決する
ことを目的としている。

2. 開発・実用化の状況

令和2年度～3年度にかけて、実用化のために、以下3点を主に
取り組んだ。
1.防水・防塵対策
令和元年度は布製のカバーをかけて走行していたが、隙間から
雨が吹き込んでカメラや照明が濡れてしまうことがあった。令和
2年度は、カメラや照明を覆う金属製の黒いカバーを開発し、雨
天でも濡れることなく移動が可能となった（画像1）。
2.一方通行対策
令和元年度は左側のみしか撮影できなかったため、一方通行の
トンネルは適用外であった。令和2年度は、撮影装置を車両の
ルーフ上で180度回転して右側も撮影できるように改造し、一
方通行のトンネルでも撮影可能であることを確認した。(画像2)。
3.ボックスカルバートや小径トンネルでの画像確認
展開画像作成技術のロバスト性の確認として、令和3年度には、
ボックスカルバート(矩形のトンネル)や小径トンネル(1車線のト
ンネル)の展開画像を作成し、白飛びや歪みなど発生せずに正確
な展開画像を作成可能であることを確認した。（画像3）

［日程］令和3年4月6日(火)～令和4年3月14日(月)�計6回
［場所］吹風トンネル(県道70号）、新沢・竜神・南郷トンネル（県道
217号）、滝の坂トンネル(県道27号）

今後の取り組み

⃝�撮影作業の効率化となる機能を開発する(オペレーションソフト
のGUIの改善、操作者によるバラツキの低減機能など）

⃝調書作成支援の機能を開発する(AIによる変状自動抽出など）
⃝次のアプリケーションの探索を行う(例：鉄道トンネルなど）

（画像3）ボックスカルバートの写真(左)とその展開画像（右）

（画像2）撮影時のセッティングの様子

（画像1）トンネルスキャンロボットの写真
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精密農業用ドローンシステム
泉橋酒造株式会社/慶應義塾大学SFC研究所/
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

本システムでは、マルチスペクトルカメラを搭載したドローンによ
り広範囲に渡る酒米の稲の生育状況を短時間で効率よくデータと
して収集し、そのデータを圃場（水田）に合わせて表示、解析して稲
の栽培や日本酒の製造に活用する。

今後の取り組み

⃝玄米タンパク質含有量の推定方法を確立するための実証実験を
行い、玄米タンパク質含有量データを活用した日本酒の製造に取
り組む。ドローンとマルチスペクトルカメラを使い、タンパク含有
率の推定を試みた酒米の試験販売を実施する。

1. 開発の目的

農業においてもデジタル化やデータの活用による効率化、高度
化が進められている。自社栽培による酒米を用いた日本酒の醸造
過程において、各種分析技術を用いて成分等のデータを蓄積する
とともに、原料となる酒米の栽培についても、稲の草丈、葉色等の
生育状況を示すデータを効率よく収集し、活用するためのシステム
を開発することを目的としている。本システムにより、良質な酒米
の栽培と収穫した酒米の特性を活かした高品質な日本酒を作るこ
とを目指している。

2. 開発・実用化の状況

これまで、日本酒の原料として栽培している酒米について、育成
の各段階で稲の草丈、葉色等の生育状況を示すデータを測定しな
がら、収穫した酒米について日本酒の味に影響する指標の一つと
して知られているタンパク質の含有量等を分析して調べてきた。一
般に酒米のタンパク質含有量が多いと雑味が増し、日本酒の色・
香味の劣化が早くなる。この生育状況の測定については、手作業
で人手がかかるため、水田単位程度でしか測定することができず、
きめ細かい生育状況の把握が困難であるという課題があった。
　今回の実証実験では、NDVI 値の測定結果の信頼性評価とし
て、以前からの使用実績があるDJI 社マビックプロに搭載した
パロット社セコイアカメラと、飛行性能とスペクトルバンド数に優
れたDJI 社 P4マルチスペクトラル（マルチスペクトルカメラ標準
装備のドローン）を使用して結果の比較を行った。なお、数値デー
タ処理は、オープンソースソフトウェアであるOpenDroneMap
のプログラムコードを改良して用いた。
　図に、上記２機種のカメラで、ほぼ同時期に画像撮影を行い、
NDVI 値マップを求めた結果を示す。プログラムコードを改良し
た結果、どちらのカメラを用いても、ほぼ同じ絶対値のNDVI
値が得られる事が実証できた。
*NDVI（正規化植生指数）：植物は光合成色素の働きで可視域の光を
強く吸収し、近赤外域の光は散乱・反射する特性を持っている。
　［日程］�令和 3年 8月～令和 4年 1月
　　　　�（データの収集から解析まで順次実施）
　［場所］�神奈川県海老名市下今泉地区の水田

２機種のカメラで測定したNDVI値マップの再現性
上：Parrot社セコイアカメラ、下：DJI社P4Mカメラ
共に、左は出穂期（2022年9月前半）、右は収穫期（2022年10月前半）

DJI社マビックプロ
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人と建物の健康をサポートする
ＩｏＴスマートホーム

大和ハウス工業株式会社

本システムは、多様なＩｏＴ機器や住宅設備機器を一元的に管理で
きるクラウドサーバーと設備用コントローラーによる、「人の健康、
建物の健康、人のつながり」をコンセプトとする多様な生活サービ
スを提供する新たなＩｏＴスマートホームの実用化を目指す。

1. 開発の目的

少子高齢化が進行する中、ＩoＴを活用した健康管理や家事効率
化への期待が高まっているが、活用には相応の通信知識が求めら
れること、提供できるサービスが家電コントロール程度にとどまっ
ていることから、一般的な住宅には普及していない。
解決に向けては、機器単体ではなく住空間全体での生活提案と

しての商品展開が必要であり、ＩoＴ機器と住宅設備機器を統合的
にコントロールする装置や遠隔から設定・管理できる仕組みの構
築、それらを組み合わせた具体的なサービス開発を進めている。

2. 開発・実用化の状況

令和元年度の神奈川県の最先端ロボットプロジェクト推進事業
において、複数の個人宅にＩoＴ機器や通信機器を設置し、クラウド
サーバーと設備用コントローラーを用いた遠隔による設定、稼働状
況の確認、保守といった技術面に関する検証を行った。
併せて、実用化に向けて搭載するＩoＴ機器の選定、課題等の抽

出、ＩoＴ機器の組合せにより提供できるサービスを検討するため、
社内外のモニターや有識者による評価会を行った。
こうした取組を踏まえ、令和２年度に重点プロジェクトに指定さ

れ、複数の個人宅でのクラウドサーバーと設備用コントローラーに
よる住宅設備機器及び家電の遠隔地からの設定・管理に関する技
術検証の実施、生活情報端末（15インチのタッチパネル型端末）*を活
用した、各種サービスの体験と評価を実施した。
令和3年度は、これまでの内容に加え、新たにIoT機器に追加し

た通信機能付きの健康器具で計測したデータを活用した健康相談
デモのサービスの体験と評価を実施した。
*家電・設備のコントロール、時刻表・気象情報、手書き可能なカ
レンダー・伝言メモ等の機能を搭載

今後の取り組み

⃝�実用化に向けて、引き続き、IoT機器と住宅設備機器等を組み
合わせた各種サービスの実証実験を進めていく。

システムの概要

生活情報端末

ユーザーによるサービス評価
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小型低速ロボットによる
住宅街向け配送サービス
パナソニックホールディングス株式会社

本ロボットは、人に代わって荷物を運ぶロボット。障害物を検出す
るセンサーや位置情報認識を行うＧＰＳシステム等を具備すること
で、ロボットが自律移動を行うとともに、人による遠隔監視及び操
縦するシステムを実装している。

今後の取り組み

⃝�新たな配送サービスの早期実現に向けて、利用者である住民と対
話しながら、技術面、サービス面での検証を継続して進めていく。

1. 開発の目的

拡大を続けるＥコマースやフードデリバリーなど新たな宅配サー
ビスの出現により人々のくらしが便利になる一方、それを支える現
場では宅配員不足の深刻化に加え、非対面・非接触など新たな生
活様式への対応も急務である。
そうした課題解決のため、小型低速の自動配送ロボットを開発し、

住宅街での安全かつ効率的な、新たな配送サービスを実現するこ
とを目的とする。

2. 開発・実用化の状況

電動車いすをベースに改造し、モノを運ぶためのロッカー、公道
を走行するために必要とされる前照灯、方向指示器等を備えた小
型自動配送ロボット。
障害物を回避しながら自律走行し、自動回避が困難な状況では、

公衆インターネット網で接続した管制センターで監視しているオペ
レーターによる遠隔操作で走行する。本ロボットの開発には、空港
や駅といった屋内施設での実証実験や、自社構内でのライドシェア
サービスで培った技術やノウハウを生かしている。
令和２年11月から継続して、Fujisawaサスティナブル・スマー

トタウンの公道を走行し、公道走行時に必要となる技術や課題の
検証を行い、延べ1,000kmを超える走行実績にまで至る。令和３
年7月には、やきたてパンを住宅に配送する実証実験を行った。ま
た、1人のオペレーターによる遠隔監視下での4台同時の公道自動
走行を、国内で初めて実現した。
なお、本取組は、国の成長戦略実行計画（令和２年７月）における低

速・小型の無人自動走行ロボットの社会実装に向けて遠隔監視・
操作型の公道走行実証を実施するとの方針を踏まえて実施するも
のであり、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）の「自動走行ロボットを活用した新たな配送サービス実
現に向けた技術開発事業」の補助を受けて実施している。

実証実験
　［日程］�令和２年11月から継続して実施。
　　　　�（令和4年3月11日現在、累計109日）
　［場所］� �Fujisawaサスティナブル・スマートタウン

実証実験の様子（やきたてパンの配送）

実証実験の様子（１人のオペレーターによる遠隔監視下で4台同時に公道を自動
走行）
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令和4年3月31日現在
アトムの7つのチカラを目指したロボットが、特区の様々な取り組みから生まれています。

［重点プロジェクト］

心の健康計測システム
「MIMOSYS®（ミモシス）」

ＰＳＴ㈱

P13

介護予防のための認知機能等向上
に寄与する運動プログラムを
搭載した新型「PALRO（パルロ）」

富士ソフト㈱

P10
服薬支援装置

「服薬支援ロボ®」

日立チャネルソリューションズ㈱

P9

足首関節の曲げ伸ばしを
サポートする
パワーアシストレッグ「relegs」

５指それぞれの曲げ伸ばしをサポートする
モーションリフレクト式パワーアシストハンド

「エアレハ500」

パワーアシストシリーズの
制御ボックス

「AIREHA CIP-50」

手指の曲げ伸ばしを
サポートする
パワーアシストハンド

「rehands」

㈱エルエーピー

P7

人が行きたい方向に先導する
「ガイダンスロボット
LIGHBOT（ライボット）」

日本精工㈱

P8

人工筋肉による
遠隔建機操縦ロボット

「アクティブロボSAM」

コーワテック㈱

P15
体への負担を軽減する

「マッスルスーツ　Every」（左）
「マッスルスーツ　GS-ARM」（右）

㈱イノフィス

P14
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多くの日常生活動作を可能にする
「前腕筋電義手」

国立大学法人�横浜国立大学／東海大学
医学部付属病院／特定非営利活動法人�
電動義手の会

P18
非接触・
無拘束ベッド見守りシステム

「OWLSIGHT（アウルサイト）
福祉用」

㈱イデアクエストイノベーション

P16

居室設置型移動式
水洗トイレ

「ベッドサイド水洗トイレ」

TOTO㈱

生活動作支援
ロボティックウェア

「curara®」

AssistMotion（株）

P22

ダムや海洋等の水中調査を行う
「水中ドローン型ダム調査ロボット
システム」

（株）キューアイ

P19

［公募型 『ロボット実証実験支援事業』］

除菌清掃ロボット「Whiz」「Whiz i」
ソフトバンクロボティクス㈱

ⒸSoftBank Robotics ⒸSoftBank Robotics

レーダーセンサーモジュール
「miRadar８（マイレーダーエイト）」

サクラテック㈱
要支援者・要介護者の自宅での個別機能訓練を支援
するICTシステム「リモート機能訓練支援サービス」

日本電気（株）
感染症対策支援AIロボット

「AYUDA-MíraMe(アユダミラーミ）」

㈱CIJ

日常生活を支援するための人の手の動きを再現する
ロボットハンド「D-Hand 5PT」（左）、

「D-Hand 5ST」（右）

ダブル技研㈱

P20

脊髄損傷者用
歩行アシスト装置

「ReWalk（リウォーク）」

㈱安川電機

トンネルのモニタリングシステム
「トンネルスキャンロボット」

㈱リコー

P23
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［神奈川版オープンイノベーション］

生活支援ロボット等を最短期間で商品化するため、専門家のコーディネート等により、企業や大学等の各機関がもつ資源
を最適に組み合わせて研究開発を促進します。

［ロボット実用化促進補助金］

［ロボット共生社会推進事業～辻堂プロジェクト］

高いニーズを持つロボット
の開発プロジェクトを公募し、
その開発費の一部を補助
することにより、ロボットの
早期実用化を図るとともに、
企業のロボット関連産業へ
の参入支援を行いました。

ロボットが社会に溶け込み、いのちや生活を支えるパートナーとして活躍する「ロボットと共生する社会」
の実現に向けた取組の一つとして、「かながわロボタウン」（※）（ＪＲ辻堂駅周辺（藤沢市））※において実
証実験を行ったロボットが商品化しました。
（※）ロボットが活躍している様子を見たり、体験したりすることができる場

情報収集活動ドローン
㈱日本サーキット（現：㈱JDRONE）

火山活動対応地すべり
警報システム

㈱菊池製作所
人の立ち入りが困難な災害現場での
情報収集ロボット「アルバトロス」

㈱移動ロボット研究所

災害救助対応ドローン
㈱日本サーキット（現：㈱JDRONE）

ロボットこんしぇるじゅ
㈱エナ・ストーン

殺菌灯搭載ロボットSR－UVC（Model A、B、C）
（株）スマートロボティクス

パワーアシストリスト
「rewrist（リリスト）」

㈱デンサン
ケアピっと～AIに基づく運動指導～
㈱ラッキーソフト（現：㈱PRIDIST）

S－RFV1
㈱渋谷潜水工業

床面ひび割れ検知ロボット（手動式）
「Floor Doctor」

㈱イクシス

aams.介護
㈱バイオシルバー

産業用水中ドローン
「Dive Unit 300」

㈱FullDepth
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■最先端ロボットプロジェクト推進事業
県民生活の課題解決に資する生活支援ロボットを実用化するため、県民生活への影響、発展性、
注目度などに優れた最先端のプロジェクトの商品化を支援した。

■最先端ロボットプロジェクト推進事業（ハンズオン型）
県内中小企業による、高い成長性が期待される生活支援ロボットの開発プロジェクトに対し、支援
機関と連携して事業化に向けた総合的な支援を実施した。

【事業の概要】

【事業の概要】

耐風・耐降雨性に優れた無人航空機（ドローン）と空撮映像解析技術を活用し、河川残留者の検出や避難呼びかけ、
災害に起因する河床変状の測量が可能となるシステムの実用化を目指す。
令和3年11月及び令和4年3月に、相模川の河川敷において実証実験を行った。

アルケリス株式会社
支援機関：（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
「長時間の立ち仕事をサポートする外骨格型下肢支持
�ロボットの開発」

ハンドルがない自動運転バスについて、さがみ湖リゾート�プレジャーフォレストでの実証実験を通じ、同地内で実
用化するとともに、県内公道での早期実用化を目指す。
令和4年3月に、さがみ湖リゾート�プレジャーフォレスト内の相模湖温泉うるり、入園ゲート、キャンプ場の片道約
1.8kmにおいて実証実験を行った。

綜合警備保障株式会社（ALSOK）
「無人航空機を用いた河川維持管理
�ソリューション：
�河川残留者の検出～避難呼びかけ、
�および河床測量プロジェクト」

相模湖リゾート株式会社・
富士急行株式会社
「Low-Speed�Automated�Driving
（低速自動走行バス）による無人移動サービス
�実用化に向けた自動走行実証」

非ロボットである現行商品をベースに、最先端ロボット技術を取り入
れ、またビックデータの活用を図ることで、製造業など長時間の立ち
仕事と移動が混在する業務において、足腰の負担なく長時間の立ち
仕事をサポートできるアシストスーツを開発するプロジェクト。
支援機関と共に、工場等で作業中の使用感や安全性、センサー機

能等の検証を行った。また、技術開発のみならず、デザイン支援や商品化に向けた資金調達支援、知財管理のアド
バイス、市場特性調査・展示会等への出展など、総合的な支援を行った。
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■新型コロナウイルス感染症対策ロボット実装事業
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に有用なロボットの実装に意欲的な施設に対し、ロボットの
選定や導入に必要となる施設環境の調整など、総合的な支援を行う。併せて得られたノウハウを
ロボット導入の手順書として作成し、手順書を活用したセミナー等により同種施設への実装を推進
する。

【実証施設】

【実証プロジェクト】

医療法人徳洲会　湘南鎌倉総合病院

ＴＨＫ㈱
「フロア案内ロボット」
サイネージと遠隔コミュニケーショ
ン機能によって、来院者に地図と
口頭による院内の案内を行う。サ
イネージ部分は背丈に応じた高さ
に変更可能。令和３年11月29日～
12月20日に実証を実施。

㈱ＮＴＴドコモ「院内誘導ロボット」
タッチパネルで行き先を指定すると、目的地まで先
導する。複数台のロボットを使い案内を引き継ぐこ
とで、階をまたぐ案内も実施可能。令和３年11月８
日～12月31日に実証を実施。

カンタム・ウシカタ㈱
「搬送（重量物）ロボット」
薬剤カートや台車などの重量物をけん引しながら、自動
的に搬送。職員がタブレット操作することで、階層をまた
いだエレベーター搬送を行う。令和３年12月８日～令和
４年１月７日に実証を実施。

㈱大塚商会「入退院説明ロボット」
動画等のコンテンツを表示し、入院説明や検査説明を
自動化。また退院患者へのアンケート取得を自動化。動
画再生後には、ビデオ通話機能により、遠隔スタッフに
よる有人対応も実施可能。令和３年11月29日～12月
31日に実証を実施。

本格検証（実証後、施設への導入を目指すプロジェクト）５件と簡易検証（将来の施設への導入可能
性等を確認するプロジェクト）４件を実施。
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【ロボット導入の手順書】

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱「清掃ロボット」
各種センサーで周囲の情報を取得し、人工知能が建物内部の形状と清掃経路
を高精度に認識・記憶。作業終了時には清掃レポート（清掃時間やエリア毎の
汚れの可視化）を発行し清掃結果の評価を行うことが可能。令和３年11月１日
～12月17日に実証を実施。

凸版印刷㈱「看護業務支援ロボット」
異種複数ロボットの自律移動を一システムで管理し患者を病室や検査室まで案
内するとともに、異種複数ロボットを用いて遠隔の看護師間のビデオ通話をオ
ペレーターが繋ぐことで患者への入院説明・検査説明を遠隔で実施。令和４年１
月25日に実証を実施。

リスク計測テクノロジーズ㈱
「職員の検温、勤怠、ストレスチェック
管理を支援するAIアシスタント」
搭載したカメラや検温センサー等により、職員の検
温、勤怠管理、ストレスチェックを行い、一元的な管理
を行う。令和３年12月１日～28月に実証を実施。

日本精工㈱
「搬送アシストロボット」
院内の重量物（ストレッチャー等）を軽く運べるよ
うロボットが力をアシストする。実証では看護師
が模擬コースを搬送することで、ロボットのアシ
スト力に関するヒアリング、計測を行う。令和３年
10月～令和４年１月の各月１日間、実証を実施。

㈱Ｐiｅｚo�Ｓoniｃ「移動支援ロボット」
自律移動ロボットにより、屋外駐車場から病院本棟入口までの誘導・案内
を行う。令和３年11月～12月のうち５日間、実証を実施。

医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院が実施したロボット導入の手順を、共通プロセス
（ロボットの種類に関係なく共通して実施した実施体制の構築や課題の設定、ロボッ
トの選定など）と、ケーススタディ（ロボットの種類によって個別に実施した運用方法
の決定や準備、効果検証など）の２章に分けて記載し、県ホームページで公開。

※写真はプロトタイプ



問合せ先

神奈川県 産業労働局 産業部 産業振興課　
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

さがみロボット産業特区グループ　TEL：045-210-5652
さがみロボット産業特区推進センター（プレ実証フィールド）　TEL：046-236-1577
神奈川県 産業労働局 産業部 企業誘致・国際ビジネス課（セレクト神奈川NEXT）　TEL：045-210-5574

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 事業化支援部 支援企画課 （神奈川版オープンイノベーション）　TEL：046-236-1500

“さがみ”だから
できること

ロボットを開発しているが
規制が…

◉規制緩和
ロボットの開発・実証の促進につながるよう、必要な場合は国
に規制緩和を提案し、協議を進めます。

CASE
1 特区に立地したいが…

◉セレクト神奈川NEXT
補助金、不動産取得税の軽減、低利融資などの優遇措置を
講じます。さらに、立地企業が特区の制度を活用して事業展
開を図る場合等には、土地・建物・設備への投資額に対し
て、最大10億円の補助金を交付します。

◉規制緩和
企業が立地しやすい環境にするため、土地利用などについて
県が権限を持つ各種規制を緩和します。

CASE
3

自社の技術をロボットに
活用したいが…

◉神奈川版オープンイノベーション
それぞれの技術をロボットに活用できるよう、共同研究開発を支
援します。

◉重点プロジェクト
実用化に向けて、アドバイザー支援や実証実験支援、広報支援
を行います。

◉ロボット技術マッチングサイト
ロボットへの活用が可能な「優れた技術」を公開し、発信（見え
る化）する「ロボット技術マッチングサイト」を開設しています。

CASE
2 開発中のロボットの

実証実験をしたいが…
◉公募型「ロボット実証実験支援事業」／重点プロジェクト
それぞれのロボットに最適な実証実験が行えるよう、規制緩和
を生かし、実証場所やモニターなどをコーディネートします。

◉プレ実証フィールド
相模原市内にある元県立高校の校舎や体育館、グラウンドの
ほか、仮設プール、模擬道路、ドローン実験用ネット等を利用し
て、実際にロボットが使用される環境での実証に備えた「プレ
実験」を行うことができます。

CASE
4

「さがみロボット産業特区」に関する詳しい情報は公式サイトをチェック ！

「さがみロボット産業特区」
への参加をお待ちしています！


