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イノベーション・コースト構想
●福島浜通りにおいて、2020年を目標に、新たな研究・産業拠点を整備する構想。

雪言亘撥窪奉遷浅瀬憲
●全国の原子力関係の研究室か集結。
●廃炉言雪染水対策、環境修復「蔑
称水産、医学等、現地ならではの
教育研究を推進。

●唐芋連携体制を整備し日章芳年企
業の創出促進

●海外原子力技術者の覇修も実施。
●原子力災害の教訓・知見を継承、
世界に発信するための情報発信拠
点（アーカイブ当処点）

勘焼止詣遊芸研究開発の加速
デ勇）38億円
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貴報樟親癌’デ窮鼠擁為塞主葦聖
講究沸売寓礁冨離陸

繭輩　捜詳言翳の贈前野哉

訪蕪駿潅漑婆鷲離繊隷濡憲
●被災地の膨大な廃棄物のリサイ勅や
希少金属を抽出する拠点を整備。
地元雇用を創出。

（Z）エ初手“一関連産業の集積
●高効率石炭火力、
LNG墓地言羊上風力等　　　　　〈　襲荊策蔀紫37借問彊鍵億円）

．産鰯を核とした研究開発、避難堅驚謡嵩簿翻関
に関連した産業の集積。

指禾区域での電卓の大量導入　　部滋捕エネ研究開発拠点麟能詳化事業11億円（千千6億円‡
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ロボットテストフィールドで実証試験される「フィールドロボット」

●陸の分野では「クローラーロボット」、海の分野では「水中探査ロボット」、空の分野では「無人
航空機（ドローン）」が代表的なもの。
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国際産学宮共同利用施設の整備イメージ
●国内外の研究者が集い、ロボットの基礎的・基盤的な研究を行う施設。
●①試作・基礎性能試験言割前こ必要な設備、②製品の改良に必要な設備、③研究室・研
修室なと詑備え、ロボットテストフィールドとの一体的な活用が可能。
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イノベーション・コースト構想の具体化
●イノベーション・コースト構想の具体化に向けて、拠点の整備が進んでいるところ。

珊こ事業化が進んでいるものの例

原子炉結納諒諮下郡駁蒲えい繭を謂憲・裾
線する襲ポット書の塊簿・経歴の開発・輿流露
強等の某経を想霜。
本年10月19配に鵬藤覿尤臆臆　翻発育増
倒よ策動。架年4月おに言動瞭嬢を毒め
たを繕連用開始薄謝⊃

紙業目しシネル及びダム・河川き供館山請書を
利用したロボット罪証匪蛾。
12月22日韓点で、的鯛槻軸濃観梅1㊥
露正課誌を薄謝2倍のコ義亜輔縄謝1、
その他については、市町村蛮砂テンゲ申。

中巻　†

（緒戴点検）　　　（火山災奮鶏盃）

平成28年度の繹産省の主な取組の方向性
28年度－51．0鰻円

縞鳥浜通り地域患駅前∴縞馬照
の重点産業であき肥巌卜分野維地

㍉讃議灘覿雲嬰
闊襲麓駆善を整備する。　　　　イメ‾多国

、l℡○

能率庭；21．7鰐閂

縞馬照濃遜り地域においてロ
ボット鯛箸の発進飼な墓園
利用麗蜜の整備、設備等の
海人等を行う。

28年度：粥－7億円

ロポッ購寅編等イノベーションコースト撮娘の邁憲分
捌こつし堰、地元企業との連撲議詰る地域振興
に資する実用化開発等の虞用を補助する。

28年度：1．0億円

今後：油ジェクトの異例臨進めて行くに当た鞍必悪
な調登等を実施する。

ロボットテストフィールドの整備イメージ

●物流、インフラ点検、災害対応などの分野で使用される陸・海・空の「フィールドロボット」が主
対象。

●限りなく実際と近い環境での実証試験を蓄積し、製品化前後の開発に反映させる。

（イメージ囲う※想定面積は、全施設で約50ha。

意を農
膏⑦照某隷戴mlPは王事
・観葉鎗整魅の櫨義勝質種
結鏡脇

●望）観葉組閣亘Iplqh

短観XS観葉01mの重職書もi
・水捧書に叡†古賀青嶋重合犠
接し。水上／水中口鱒ット章の憾
鐘縛筆書lこ襖綱

青書筆書
・同日湿真部義飢舶瞭実水
tI重び鯨靖翰璃郁雄水
裏i
・ダム、禦潮重機簾」誌上
／水やロボ：帝京の能豊嶋義
軍Iこ震粛‡ゲイパ着の鱒基と
しても薫き着後）

葦縄跳検置◆
絶）細事、裏書後細．持〇着
青書後置置くこ後ろ登営農義
持）後置重●後置
・縛ホットを後置するための軍機後詰職工後、工具書
く●）車種義教後置
・義軍離職越後魚種重義主購重職職級農調重義主事、スモー
ク費生裏書き着後葉上重義簾○○の重糾重義）、霊〇着重義
書
く郎幡後篇篇鱒事後後
・着筆義カメラ、重ね着筆書、すレ章一－クー、重寄c能義ttt．
重義葉書物事
（●）鴨場1曲調後置ip）
・冒重きガス職責義教重書
く7）〇着後事システム〃章
・ロボット喜び着後重複裏書喜シスナム．重義後場重り重責富
農置鱒シ具すム

トンネル
穂か高車蘭簾は慕重義物，後裏革を
徽質したデス腔一束を食む‡
・薫薫・銅裏毛轍鮒∴叢上ロボで肩書
の接義持筆書鱈線薫
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ロボットテストフィールド・国際産学官共同利用施設の予定地
●南相馬市原町区董浜地区復興工業団地内。
●現在、第一期造成工事中。今年度中に滑走路な鏑無人航空機（ドローン）向け施設から
着工予定。
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ロボットテストフィールド・国際産学官共同利用施設の予定地
●　2本の無人航空機用滑走路のうち、1本は浪江町北棚塩地区に配置し、10km以上の飛
行テストを行うことができる。
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福島浜通りロボット実証区域
●浜通り地域のエリア・施設を実証区域に指定し、さらに進んだ実証舌端験の実施環境を整備。
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