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一般財団法人 ⽇本⾃動⾞研究所 Japan Automobile Research Institute（JARI）
ロボット安全試験センター Robot Safety Center（RSC）

JARIは，1961（昭和36）年設⽴の財団法⼈⾃動⾞高速試験場を前⾝とし，1969（昭和44）年4月，同試
験場を⾃動⾞に関する総合的な研究機関として改組し発⾜いたしました．現在では，「環境・エネルギ」「安全」「⾃動
運転・IT・エレクトロニクス」の3つを柱とし，研究機能に加え様々な技術の試験・評価など，広く産業界の皆様にご活用
頂いております．

これまで培ってきた⾃動⾞の安全試験・評価を元により広い産業界の皆様のお役に⽴てるよう，2009年からつくばにあ
るロボット安全試験センターにおいてロボットの総合的な安全試験・評価に携わってまいりました．

この度，ロボット安全試験センターは従来のロボット関連の試験に加え、広く製品全般の試験にご利用いただけるように
なりました．また試験に加え，リスクアセスメントから試験方法のご提案，そして認証取得のサポートに至るまで、幅広くお
客様の開発にご活用頂ければ幸いです．

1961年（財）⾃動⾞高速試験場 1969年（財）⽇本⾃動⾞研究所に改組

空⼒特性

騒音

衝突安全

排出ガス

⾃動運転
⾃動運転

2009-13年（METI）
生活支援ロボットの安全

2013-（AMED）
ロボット介護機器の安全

2015-（METI）
機械との接触に関する安全

ロボット安全試験センター
2019年 製品全般の試験，コンサルティング，認証サポートサービスを開始



お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所

主なサービスと試験装置

• 製品開発に応じたリスクアセスメントサポート
• 機能安全(ISO 13849-1, IEC 62061, etc.)
• 幅広く対応国内／国際規格調査
• 規格に基づく安全試験の提案，計画支援
• 製品安全セミナー・トレーニング（新⼈教育etc.）

コンサルティング 製品安全のスタートライン，すべてはここから始まる

• 規格試験・ワンオフの試験
• 試験治具・試験装置の製作

機械試験 試験のお困りごとを⼀緒に解決

• JIS/IEC電気安全規格の試験，対策支援
• コンサルから認証サポートに至るワンストップ

電気安全試験 ワンストップで開発を効率化

• ISO/IEC17025認定試験所
• iNARTE EMCエンジニア，第⼀級陸上無線技術士が在籍
• ⺠生・⾃動⾞部品・医療・ロボットなど，あらゆるEMC試験に対応
• 電磁環境調査・高周波利用設備・電波法など，電磁波のお困り

ごと御相談下さい

EMC試験 EMC・機械・電気のトータルサポートで開発を効率化

• 豊富な認証試験の実績
• 海外認証もご相談ください

認証サポート 認証サポートならお任せあれ

被験者実験 研究所の実験ノウハウで開発をサポート
• 実験計画のサポート
• 被験者の募集
• 実験の実施
• 結果の分析／報告書作成

リモート試験
Webexなどの会議システムによって，試験品をお送りいただくだけで弊所のスタッフが
リモートで試験をいたします．リアルタイムでの映像配信や双方向のコミュニケーション
によりあたかも試験所に居るかのような出張不要のサービスです．
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ロボット開発サポート

１．企画・設計段階でのサポート経験が豊富

開発の初期段階において，基本機能や安全性の予備評価を
し，想定されるリスクを洗い出しておくことは，設計の後戻りなどに
よる無駄なコスト・時間，販売の機会損失を抑制するために非常
に重要です．2009年からのNEDO・国プロジェクトで研究・サ
ポートを⾏ってきたJARIの経験豊富な技術者は設計初期段階
で適切なアドバイスの提供が可能です．

２．試作段階での評価で抜群の対応能⼒

試作品を用いた性能評価や，製品を初めて市場に出す実証
試験などの前に最低限の安全性を確保したいニーズはございませ
んか．JARIでは⻑年にわたる国プロジェクトおよび一般受託の
経験を活かし，メカニカル試験，EMC試験，電気安全試験など
お客様のニーズ・⽴場に合わせた様々な試験の企画提案・実施
が可能です．

３．量産段階での規格適合・認証のサポートで実績あり

製品を国内・海外のマーケットへ送り出すには，その国の該当す
る 規制や要求事項をクリアしている必要があります．JARIでは
規格のプロフェッショナルが関係機関・提携の研究機関などのネッ
トワークを活用し，最適なプランで適合性の証明レポート作成，
認証取得のサポート⾏います．

ロボット開発の例

商品企画

先⾏試作

プロトタイプコンセプト

プロトタイプ開発

試験企画

性能試験 安全試験

現場での試⾏・評価

製品コンセプト

量産開発

試験企画

性能試験 安全試験

規格適合・認証

リスクアセスメント

先⾏試作品評価

リスクアセスメント

国のプロジェクトで実施した試験例
• 生活支援ロボット・実用化プロジェクト（2009-2013:NEDO）
• ロボット介護機器開発・導入促進事業（2013-2014︓METI，

2015-2017︓AMED※）
• ロボット介護機器開発・標準化事業（2018-2020︓AMED※）

※課題番号︓
JP15he1202002，JP16he1202002，JP17he1202002
JP18he2002003，JP19he2002003，JP20he2002003

生活支援ロボット・介護ロボット開発のパートナーにJARIを選ぶ3つの理由

お客様の開発フェーズ
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製品安全トレーニング／コンサルティングメニュー

トレーニング

ロボット安全のための開発サポート重点分野

生活支援ロボットの安全規格 ISO 13482

リスクアセスメント／リスクマネジメント

コース名称 内容 形式

これから取り組む
サービスロボットの安全セミナー

生活支援ロボット ISO 13482規格をベースに安全なサー
ビスロボット開発方法の解説

オフサイト／
オンサイトセミナー

サービスロボットの安全セミナー
（実践編）

ISO 13482規格解説および安全なサービスロボット開発
実践の為の解説と演習

オフサイト／
オンサイトセミナー

リスクアセスメント実践セミナー 各製品分野毎に合わせたリスクアセスメントのプロセス・解
析技法などの実践方法を解説

オフサイト／
オンサイトセミナー

サービスロボットの機能安全セミナー
（導入編）

サービスロボットの為の機能安全規格ISO 13849, IEC 
62061の開発要求の解説

オフサイト／
オンサイトセミナー

機能安全

これから製品安全に取り組む，またどのように進めるべきかご検討中のロボットメーカー様向けに，規格の概要は勿論，規格が求
める リスクアセスメント → リスク低減プロセス → 妥当性確認（技術証跡の検証／安全試験）のプロセスの流れを理解して頂き，
リスクをベースとした⼀貫した開発方法をワークショップを通じて習得して頂きます．この規格では，関連するISOやIEC規格などの関
連する公的規格も適宜引用する必要があり，それらを効果的に活用することに加え，最新のロボット研究成果を活用することが安
全なロボット開発への近道です．

ロボット以外にも，様々な電気製品でリスクアセスメントの考え方が採用され，製品安全を広くカバーしています．しかし，リスクア
セスメントは製造業者⾃らがリスクを分析し，対策を講じる責任があります．従って，「どこから⼿を付けて良いか分からない．」また
は，「やってはみたが安全な開発が出来たのか実感がわかない．」というケースが生じます．JARIのリスクアセスメントサポートではお
客様の適用規格（*1）に合わせたプロセス説明，具体的に電気安全，機械安全などの安全技術の説明をし，実際の開発で陥
りやすいポイントなどを解決することで，取組み効果を実感して頂きます．

*1: ⼀般安全(ISO/IEC Guide 51)，低電圧電気機器（IEC Guide 116），機械安全（ISO 12100），福祉機器（ISO 14971）

⼈と接して活動する生活支援ロボットは”柵で隔離する”ことは現実的には難しく，制御の⼯夫で安全を担保するケースが多くみら
れます．この場合，機能安全技術を導入し，制御機能の信頼性向上が求められるでしょう．JARIの機能安全サポートでは機能
安全規格の解説に加え，お客様のお困りごとに合わせたサポートを提供いたします．

コンサルティング

コース名称 内容 形式

サービスロボット安全開発支援
事例）．実際のロボット開発に沿ったリスクアセスメントのプ
ロセス導入・体制構築支援，ﾘｽｸ分析技法のトレーニング，
試験計画の⽴案などを実施．

オンサイトコンサル

技術分野別安全技術支援
事例）．既存の取組みをギャップ分析し，その結果により，
EMC（電磁両⽴性）対策支援やJIS/IEC電気安全規
格の解説を実施．

オンサイトコンサル

以下は事例になります．

※その他にも，一般製品安全講座，各種規格の調査，国内／海外認証取得支援など実績あり，先ずはご相談ください．

認証サポート
製品を国内・海外のマーケットへ送り出すには，その国の該当する 規制や要求事項をクリアしている必要があります．JARIでは規

格のプロフェッショナルが関係機関・提携の研究機関などのネットワークを活用し，最適なプランで適合性の証明レポート作成認証取
得のサポート⾏います．

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 3



電気安全試験
ロボットおよび関連電気製品の電気エネルギーによる
ハザード(感電・火災・やけどなど)に関して，
各種規格に準拠した電気安全試験を実施

●感電に対する試験︓ 絶縁耐⼒試験，漏洩電流試験など
●やけど・火災に対する試験︓ 温度上昇試験，異常動作模擬試験など
●安全構造に関するコンサルティング

テストフィンガー，IP試験，絶縁や防火構造のコンサルティングなど

Electrical Safety evaluation & testing
IEC電気安全試験設備の例

防滴試験設備（IPX3, IPX4が実施可能）

漏洩電流試験機

アース導通試験機

絶縁耐⼒試験機

各種アクセス性確認冶具
（IPX1〜 IPX4 ）

パワーメータメモリハイロガー

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 4



電気安全関連各種コンサルティング
こんなご要望があるときは，どうぞお問い合わせください．

技術ミーティング
• 設計・開発段階で，安全規格の最新動向，解釈などを調査したい場合
• 規格適合への具体的な対策を⾒出せない場合
• 技術ミーティングや試作試験を通じ安全規格に適合できる設計，

試験対策の⽴案を開発上流で⾏い設計の後戻りを防ぎたい場合

ロボット安全検証のワンストップコンサルティング
リスクアセスメント，EMC対策，メカニカル試験などと組み合わせで
効果的な対策および安全性検証計画を⽴案・推進したい場合．

認証取得・適合宣言サポート
PSE，Sマーク認証取得およびCEマーキング(低電圧指令)
適合宣言へのコンサルティングが必要な場合．

試験項目 仕様 対応規格

絶縁耐⼒試験
メーカー・型番 菊水電子・耐電圧試験器・TOS9201 IEC 60335, IEC 61010, 

IEC 60950-1, etc.電圧・最⼤負荷 AC 〜5kV/100mA, DC 〜5kV/10mA

絶縁抵抗試験
メーカー・型番 菊水電子・絶縁抵抗試験器・TOS9201

IEC 60204-1, etc.
電圧・最⼤負荷 DC 1000V/1mA  抵抗測定範囲0.01MΩ〜9.99GΩ

漏洩電流試験
メーカー・型番 ⽇置電機・漏れ電流試験器・ST5540 IEC 60335, IEC 61010, 

IEC 60950-1, etc.
被測定物用出⼒ AC 100〜240V, 50/60Hz, 〜15A(アウトレット)

アース導通試験
メーカー・型番 菊水電子・アース導通試験器・TOS6210 IEC 60335, IEC 61010, 

IEC 60950-1, etc.
最⼤負荷 AC50/60Hz，〜60A，定格出⼒ 220VA

温度上昇試験
メーカー・型番 ⽇置電機・メモリハイロガー・LR8410 IEC 60335, IEC 61010, 

IEC 60950-1, etc.
センサー仕様 K type 熱電対（Class 2），45ch

消費電⼒測定
メーカー・型番 横河メータ＆インスツルメンツ・パワーメーター・WT310EH IEC 60335, IEC 61010, 

IEC 60950-1, etc.
測定レンジ 15〜600V，1〜40A（クレストファクターによる）

IP試験
メーカー・型番 エクセル・スプレーノズル試験装置・P05.24，

接近度検査用プローブセット IEC 60529
対応IPコード 防滴試験︓第⼆特性数字の IPX3, IPX4

危険な箇所への接近︓第⼀特性数字の IP1X〜IP4X

その他，各種IECおよびJIS規格など公的規格に準拠した試験に加え，市場での使われ方を想定した
オリジナルの試験法にも対応しております．

電気安全試験の対応項目例

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所

経験豊富なエンジニアがお客様のご要望に合わせてサポートを致します．先ずはご相談ください．

5



EMC試験
ISO/IEC17025認定試験所
iNARTE EMCエンジニア，第一級陸上無線技術⼠が在籍

●エミッション試験
●イミュニティ試験
●⾞載用部品試験
●各種無線試験
●各種機器ノイズ対策，コンサルティング
●電磁環境調査，電磁環境ノイズ対策

EM
C Test

オモテ面

10m法電波暗室全景

2 m 1 m

放射イミュニティ試験
大型アンテナ 電波吸収体⾃動設置 イミュニティ試験機器

シールドルームも併設，⾞載⽤部品試験も対応

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 6
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試験項目 仕様 対応規格

EMI
エミッション

電界強度 150kHz - 26.5GHz(⺠生，⾞載用） ⺠生機器
エミッション

CISPR 11, 22
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

イミュニティ
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11

⾃動⾞部品
エミッション

CISPR 12, 25
ISO 7637-2

イミュニティ
ISO 10605
ISO 7637-2
ISO 7637-3
ISO 11452-2
ISO 11452-3
ISO 11452-4
ISO 11452-5
ISO 11452-8
ISO 11452-9

備考）
2020年6月現在 随時増設予定

雑音端子電圧 10kHz - 108MHz (⺠生，⾞載用）

低周波磁界暴露 1Hz-50GHz(⼈体曝露等）

EMS
イミュニティ

静電気 接触放電/気中放電 30.0kV (⺠生，⾞載用）

放射電磁界 電界強度 30V/m  26MHz - 6GHz

EFT/バースト 最⼤印加電圧 0.2kV - 4.8kV

雷サージ 最⼤印加電圧 15kV  1.2/50μs 8/20μs

伝導妨害波 最⼤印加電圧 10V  150kHz - 80MHz

電源周波数磁界 最⼤磁界強度 100A/m

電圧ディップ/変動/瞬停 単相1V - 300V  4kVA

⾞載用部品
試験

過度電圧試験 ISO7637-2,3 100A

無響室法（ALSE） 100V/m  80MHz-200MHz，200V/m  200MHz-4GHz

TEMセル/ストリップライン 200V/m  10kHz-400MHz

BCI 200mA  100kHz-2GHz

低周波磁界 DC-200kHz Test level 4

無線機携帯 26MHz-5.85GHz

試験項目 仕様 備考

施設寸法 W25.0m × D15.2m × H9.9m（室内壁面W21.4m × D11.6m ×
H7.1m）

・⼤型地下ホスト室
・接続ケーブル用貫通管/
コネクタパネル

搬入口寸法 3.0m×3.0m

ターンテーブル 直径 3m    耐荷重1t

供給電源 単相100V - 240V  12kVA

測定距離 3m - 10m  可変式

10m法電波暗室仕様

試験設備概要

EMC試験装置仕様

現地への出張測定，ノイズ対策，環境調査なども承ります．

試験の実施に加えて，お客様のご希望により，試験結果にもとづく対策のアドバ
イスもさせていただきます．

試験項目 仕様 備考

施設寸法 W5.6m × D5.0m × H3.0m
・接続ケーブル用貫通管/
コネクタパネル

搬入口寸法 1.8m×2.0m

シールドルーム仕様

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 7



衝突安全性試験

Low
 Speed Collision Test

Hybrid III -AM 50

衝突安全性試験装置（速度︓1〜20 km/h）

Hybrid III -AF05 Q6

衝突安全性試験の例 （移動作業型ロボットと壁による 6歳児の挟み込み）

人体ダミー

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 8



項目 スペック 対応規格

牽引装置 レール全⻑ 22.0 m，有効牽引⻑ 19.0 m ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
etc.

備考）
衝突用バリア有および無しの
試験が可能．

駆動方式 ACサーボモータによるベルト駆動

牽引速度 1〜20 km/h （0.1 km/h ステップで設定可能）

牽引可能質量 150 kg 以内 （20 km/h），250 kg 以内 （10 km/h）

牽引可能寸法 幅 1,000 mm，⻑さ 2,000 mm，高さ 2,500 mm 以内

衝突用バリア 全体を 34 分割し，衝撃⼒の分布を測定

衝突安全性試験装置仕様

測定結果の例 ︓6歳児の頭部加速度

衝突安全性試験装置仕様

項目 スペック 備考

撮影コマ数/秒 100〜198,000 （通常100，500，1,000）

ピクセル数は，撮影コマ数に
依存．

ピクセル数 最⼤ 1,280×1,024

電子シャッタ 最短 1/1,000,000 秒

録画時間 最⼤ 約20秒

ハイスピードカメラ仕様
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NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト，安全検証⼿法の研究開発」より

Contact

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 9



無人航空機（ドローン）
衝突・落下試験Collision and drop tests of drone

無人航空機 水平衝突試験装置 （人体ダミー以外に衝突させることもできます）

無人航空機 垂直落下試験装置

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 10



試験項目 スペック 対応規格

水平衝突試験

最⼤衝突速度 最⼤12 m/s 規格策定中

最⼤機体重量 25 kg 未満

最⼤機体寸法 お問合せ下さい

無人航空機 水平衝突試験装置

無人航空機（ドローン） 衝突・落下試験装置 仕様

無人航空機 垂直落下試験装置

試験項目 スペック 対応規格

垂直落下試験

最⼤衝突速度 最⼤12 m/s 規格策定中

最⼤機体重量 25 kg 未満

最⼤機体寸法 お問合せ下さい

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 11



強度・耐久性試験

Strength and Durability
Tests

耐荷重試験装置

ドラム式⾛⾏耐久試験装置（6輪対応）

オートグラフ

疲労強度試験機

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 12



試験項目 スペック 対応規格

耐荷重試験

負荷方式 インバータモータによるパワージャッキ方式 （2軸独⽴） ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
JIS T 9265
CPSA0120
etc.

負荷荷重 最⼤ 10 kN （1軸につき）

負荷速度 0 〜 60 mm/min

荷重子可動範囲 上下︓0 〜 2,500 mm，左右︓±600 mm
回転︓垂直を 0°として±45°

定盤寸法 1,000 mm×2,000 mm （向きは任意に変更可能）

耐荷重試験装置仕様

強度・耐久性試験装置仕様

試験項目 スペック 対応規格

⾛⾏耐久試験

⾛⾏方式 スチールローラ(ローラ本数を2本から3本に変更可能) ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
JIS T 9265
CPSA0120
CPSA0075
etc.

⾛⾏速度 最高回転速度 15 km/h（周速）

被試験体重量 250 kg最⼤

被試験体寸法 1（W）×2（D）×2.5（H）m

ドラム式走行耐久試験装置仕様

オートグラフ

試験項目 スペック 対応規格

縁⽯落下試験

最⼤試験荷重 小型200N，⼤型1350N
ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS T 9265
CPSA0120
etc.

最⼤ストローク 小型70mm，100mm

試験周期 0〜60回/分

疲労強度試験機

試験装置仕様

寸法 幅 688mm x 奥⾏ 436mm x 高さ 1555㎜

最⼤荷重容量 2.5kN

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 13



耐衝撃・縁⽯落下試験

Im
pactand Drop Tests 耐衝撃試験装置 縁⽯落下試験装置

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 14



耐衝撃・縁石落下試験装置仕様

試験項目 スペック 対応規格

耐衝撃試験

加速方式 振子による⾃由落下（空圧チャックによる切り離し） ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
etc.

振り上げ角度 0 〜 90°

衝撃子 球状錘（25±0.5kg，芯⾦︓鉄，表⽪︓ポリウレタン）
板状錘（10±0.5kg︓鉄）

衝撃子可動範囲 振り子回転中心でFLより 1,200〜 3,990 mm，左右±500 mm

定盤寸法 1,000 mm×2,000 mm （向きは任意に変更可能）

耐衝撃試験装置仕様

試験項目 スペック 対応規格

縁⽯落下試験

落下方式 ⾃由落下（電磁⽯による切り離し）
ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
etc.

落下高さ 最⼤100mm

試験体寸法・重量 1（W）×1.2（D）×1.8（H）m，最⼤150kg

縁石落下試験装置

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 15



⾛⾏安定性・
静的安定性試験

Stability Tests ⾛⾏安定性試験（傾斜路）

試験路⾯の種類︓
Pタイル，フローリング，カーペット，
セーフティウオーク(アスファルト相当)

旋回時安定性

静的安定性試験装置⾛⾏安定性試験（平坦路）

直進安定性 制動 旋回性能

路⾯摩擦測定器

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 16



試験項目 スペック 対応規格

静的安定
性試験

装置寸法 W 2,670 mm × D 3,410 mm ×H 1,874 mm ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
etc.

最⼤積載荷重 400 kg

最⼤傾斜角度 30°

傾斜分解能 0.1°

試験項目 スペック 対応規格

動的安定性
試験（傾斜

路）

距離 幅7m×傾斜7m，幅3m×傾斜15mの2分割 ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
etc.

最⼤傾斜角度 15°

最⼤荷重 600 kg

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

傾斜路仕様

静的安定性試験装置

傾斜路・平坦路・性的安定性試験装置・路面摩擦測定器 仕様

走行試験関連エリアは，安定性試験のほかにも，さまざまな試験に利用可能です．

試験項目 スペック 対応規格

動的安定性
試験（平坦

路）

距離 旋回エリア13m×10m，直進エリア幅3m×傾斜20m
ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
ISO 7176シリーズ
JIS T 9203
JIS T 9208
etc.

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

平坦路仕様

試験項目 スペック 対応規格

路面摩擦
測定 装置寸法 プローブ W 200 mm × D 50 mm ×H 63 mm (5kg) ISO 7176-13

路面摩擦測定器

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 17



恒温恒湿・振動
複合環境試験

Environm
ental Vibration Test

超大型複合環境試験

大型複合環境試験

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 18



項目 仕様 対応規格

加振⼒

正弦波 29.4 kN
IEC 60068シリーズ等

備考）
最⼤加速度，最⼤速度，最⼤
変位，振動数範囲および搭載
質量は，組み合わせにより変化．

ランダム波 20.5 kHz rms

ショック波 58.8 kN peak

加速度・速度・変位
最⼤加速度 980 m/s2

最⼤速度 1.5 m/s
最⼤変位 51 mmP-P

振動周波数範囲 5〜2,500 Hz

最⼤搭載質量 500 kg （最⼤寸法︓奥⾏き約 1 m，幅約 1 m，高さ約 1 
m）

設定環境
温度 -40〜150℃ （-20〜80℃までは1℃/分のリニア制御可能）

温湿度サイクルを作成可能．
湿度 30〜95%

大型複合環境試験機

項目 仕様 対応規格

加振⼒

振動方向 垂直または水平から選択
IEC 60068シリーズ等

備考）
最⼤加速度 ，最⼤速度，
最⼤変位，振動数範囲およ
び搭載質量は，組み合わせに
より変化．

正弦波 54 kN

ランダム波 54 kN rms

ショック波 108 kN peak

加速度・速度・変位
最⼤加速度 82.3 m/s2（垂直），118 m/s2（水平）
最⼤速度 1.45 m/s（垂直）， 1.73 m/s（水平）
最⼤変位 38 mmP-P（垂直），40.6 mmP-P（水平）

振動周波数範囲 3〜200 Hz（垂直），3〜300 Hz（水平）

最⼤搭載質量
400 kg（垂直），600 kg（水平）
槽内寸法︓奥⾏き約 2 m，幅約 4 m，高さ約 2.5 m
加振テーブル︓1.5m四方(水平，垂直共)

設定環境
温度 -40〜120℃ （-20〜80℃までは1℃/分のリニア制御可能）

温湿度サイクルを作成可能．
湿度 30〜95%

超大型複合環境試験機
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温湿度・振動サイクルの例

恒温恒湿・振動︓複合環境試験装置仕様

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 19



障害物検知試験
（モーションキャプチャ，人工太陽装置）

Tests of O
bstacle Sensing System

s モーションキャプチャ

●ロボットのセンシングと動作を検証します
●移動する人間など，様々な障害物に対して試験します
●強い太陽光のもとでの光学センサーの性能を評価します
●モーションキャプチャを⽤いてロボットと障害物の３次元挙動を解析します

10m

計測エリア

計測エリア

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 20



試験 目項 広域用 限定域用 備考

光学センサ
干渉試験

ランプ HMI ランプ 18,000 W HMI ランプ 4,000 W ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
etc.

備考）⾊温度調整フィ
ルター使用

レンズ径 630 mm 300 mm

照射角度 11°〜 75° 7°〜 65°

照度（距離10 m） 60,000 lx 以上 18,000 lx 以上

照射方向 俯仰角± 90° 俯仰角± 90°

⾊温度 約 6,000 K 約 6,000 K

人工太陽装置仕様

障害物検知関連試験装置仕様

モーションキャプチャ計測例

人工太陽装置

試験 試験エリア 目項 スペック 対応規格

ロボットの
障害物検知験等

試験エリア
(最⼤)

試験エリア寸法 10（W）×15（D）×2（H）m ISO13482
ISO23482-1
JIS B 8445
JIS B 8446-1
JIS B 8446-3
etc.
備考）
システム:MAC3D system
カメラ︓Kestrel, Raptor-E

位置分解能 最高1mm程度

モーションキャプチャ仕様

歩⾏解析 障害物回避
NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト，安全検証⼿法の研究開発」より

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 21



圧⼒分布測定

Pressure M
apping M

easurem
ent

⾯圧測定器（Tek Scan）

⾯圧測定例

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 22



試験項目 スペック 対応規格

圧⼒分布・⼒
計測

最⼤測定面積 W 424.7 mm × H 424.7 mm ISO/TS 15066 etc.

圧⼒測定範囲 0 〜 207 MPa 

最⼤荷重 600 kg

最⼤サンプリング 100 Hz

分解能 8 bit

応答時間 < 5 μsec

圧⼒分布・⼒計測仕様

圧⼒分布測定 仕様

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 23



⼒・加速度・騒音測定M
easurem

ent of Force, Acceleration & Noise 

ロボットや小型モビリティ等の押付荷重データの取得が可能です．

ロボットや小型モビリティ等の動作中における加速度データの取得が可能です．

直線路における加減速時の測定例

ロボットや小型モビリティ等，それらの周辺機器等の騒音データの取得が可能です．

⼒測定

加速度測定

騒音測定

⾛⾏騒音の測定例 静⽌時動作音の測定例

加速時最大値

減速時最大値

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 24

進⾏方向の加速度波形例
(左図の製品とは異なります)



試験装置仕様

最⼤測定値 10kN

試験例 ロボットの指定箇所での押付荷重の測定 等

⼒測定

⼒・加速度・騒音測定 試験装置仕様

試験装置仕様

最⼤測定値 20G

試験例 小型モビリティの加減速・旋回・段差踏破時に生じる加速度の測定 等

加速度測定

試験装置仕様

測定レベル範囲
A特性︓25dB 〜 130dB
C特性︓33dB 〜 130dB
Z特性︓38dB 〜 130dB

測定周波数範囲 20Hz 〜 20kHz

周波数重み付け特性 A特性，C特性，Z特性

騒音測定

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 25



速度抑制機能・
⽚流れ抑制機能 試験

Speed reduction and Straightness Tests

速度抑制機能 試験装置 （供試品のブレーキ能⼒を計測できます）

ロードセル

供試品の
速度抑制ブレーキ

レール

速度センサ
ガイドフレーム

トルクセンサ
ガイドフレーム

ガイドレール
速度センサ

供試品の⽚流れ

⽚流れ抑制機能 試験装置 （供試品の⽚流れの⼒を計測できます）

様々な製品分野の試験を⾏っておりますのでご相談下さい 26



試験項目 スペック 対応規格

速度抑制機能
試験

距離 最⼤15m 規格策定中

最⼤傾斜角度 15°

最⼤荷重 600 kg

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

計測 供試品ハンドル押し付け⼒，⾛⾏速度

速度抑制機能試験装置

速度抑制機能試験装置，⽚流れ抑制機能試験装置 仕様

試験項目 スペック 対応規格

速度抑制機能
試験

距離 最⼤15m 規格策定中

最⼤傾斜角度 15°

最⼤荷重 600 kg

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

計測 供試品ハンドル操作トルク，⾛⾏速度

⽚流れ抑制機能試験装置

お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所 27

速度抑制機能 計測例（この計測結果は表⾴の製品とは異なります）

⽚流れ抑制機能 計測例（この計測結果は表⾴の製品とは異なります）



お問合せ 企画・管理部 研究推進グループ
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124

E-mail: kenkyu@jari.or.jp⼀般財団法⼈⽇本⾃動⾞研究所


