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（１） はじめに

　本白書ではロボットをどのようなものと設定して論じているのか、一応の統一的な定義、考

え方を述べておく必要があろう。ところがロボットについて完全に一般性をもった定義という

のは実は存在しない。その理由は後ほど説明するものとして、まずは有識者らによる代表的な

定義の例をいくつか紹介する。

　ロボットの学術的な定義として、日本ロボット学会が編纂したロボット工学ハンドブック

（1990、2005）には学会の代表者によるものが多数、紹介されている［1］。

　1967年に開催された第1回ロボットシンポジウムでは、森政弘・合田周平により「移動性、

個体性、知能性、汎用性、半機械半人間性、自動性、奴隷性の七つの特性をもつ柔らかい機械」

という定義が提唱された。なお、森は後ほど「自動性、知能性、個体性、半機械半人間性、作

業性、汎用性、情報性、柔軟性、有限性、移動性」の10項目であらわされるものと改訂して

いる。人間型ロボット研究開発の草分けであった故加藤一郎は「①脳と手と足の3要素をもつ

個体、②遠隔受容、接触受容器をもつ、③平衡覚、固有覚をもつ、これらの3条件を備える機械」

とし、自らもこれは人間もどきのイメージが強いとしている。

　海外の代表的研究者の定義も紹介されている。たとえばスタンフォード大学のB.Rothは「ロ

ボットとは人間や他の動物あるいは機械と連携して仕事をする機械であって、自動型と半自動

型がある。ロボットとは他の自動機械との区別はあまりはっきりしていなくて、かなり気まぐ

れ的で商業主義的なところがあり、また時間的にも意味は移り変わっている」と述べたとされ

ている。

　一方で実用的な「 産業用ロボット」については、日本工業規格（JIS）の「産業用マニピュ

レーティングロボット-用語」（JIS B 0134-1998）の用語の1100番に「自動制御による マニピ

ュレーション機能または移動機能をもち、各種の作業をプログラムによって実行できる、産業

に使用される機械」と規定されている。要するに、 ロボットの定義は時と場合によるというわ

けである。

　このように ロボットの定義が多種多様な理由は、そもそも定義というものが何らかの用途を

前提としたものだからである。学術的な定義は当然、適切な研究分野を設定し、そこでの相互

の意見交換のためのものとなるであろう。産業的な定義は、製品としてのロボットを作り、利

用していくために必要な情報の集まりである。このように、学術的議論のための定義と産業用

ロボットについて1
1.1.  ロボットの定義
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製品としての定義とでは当然異なったものとなっても不思議はないのである。

　流動的な理由としては、そもそも時代とともに科学技術はもとより、産業構造、社会制度、

文化なども変化し、ロボットの役割や受け取られ方も変遷してきていることがある。より具体

的な技術的観点から重要な背景と考えられるのが、ロボットの部材要素である計算機や電子機

器などの著しい発展とそれによる新規な技術製品の登場や工業の用途の広がりがある。つま

り、従来の ロボットの定義のままでは新しいロボットの研究開発やロボット技術を利用した応

用展開には不十分になってきたからである。これらのような科学技術全般の時空的な展開、ロ

ボットやロボットを利用した人間社会の未来展望等について、ロボット分野に関するアカデミ

ック・ロードマップにおいて網羅的に論じられているのが興味深い。

　本白書は主にロボット技術に基づく新産業創出、新市場創出などロボット化産業に関心のあ

る人々への情報提供を目指すものである。この目的からはロボットそのものよりむしろロボッ

ト化産業の活性化手段として大いなる可能性を秘めた「ロボット技術」とその活用例を説明し

ていくことに力点が置かれている。そのため、既存の定義だけでなく、将来展開を考えた ロボ

ットの定義の方も重要である。

　産業政策としてロボットを論じた代表的なものとして、平成13年に出された「21世紀にお

けるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」［2］では次のように述べられている。

　ロボット技術を、…産業用ロボットのように要素が統合された結果としてのシステム
技術としてはとらえず、それを構成する機能要素と、その構成要素をインテグレート
する技術としてとらえる新たな視点を導入し、また、この技術の枠組みの中で多様な
規模のビジネスを成立させるための一つの戦略として、「…オープン化」を提唱し、そ
の実現のために産学官で連携すべきことを提言する。
（中略）ロボットから形の拘束をはずし、（中略）「ロボット技術を活用した、実世界
に働きかける機能を持つ知能化システム」を広い意味でのロボットととらえ、その技
術の総称を「…RT-Robot…Technology」と呼ぶこととし、その視点から、RTと産業
の戦略を構築する。（以下略）

　将来のニーズへのRTの応用は、ユーザが抱えている問題を分析し、いくつかの既存技術を

組み合わせて、ユーザの要求に合わせたシステムを作りあげるというシステムインテグレーシ

ョンを主体とした手段で対応せざるを得ない。このような システムインテグレータが主体とな

る大小の「ソリューションビジネス」が活躍できるような産業として、将来のロボット産業を

創成する戦略を策定する必要がある。

　このように、同報告書では、外見的なロボットではなくロボット技術がもつ、システムイン

テグレーションやソリューションビジネスなどの新たなコンセプトを生みだす能力、いわゆる

イノベーション力に注目している。
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　これを受けた平成18年のロボット政策研究会報告書［3］でもロボットを次のように定義して

いる。

　本研究会においては、ロボットを市場の側から捉えることに主眼を置いているため、ロボッ
トを形状ではなく、「市場で必要とされる機能を発揮するために要素技術を統合したもの」と
いう視点から定義することが適当である。さらに、RT（ロボット技術）とITの関係も、明確
にすべきと考えた。このため、本研究会では、「ロボット」を、「…センサ、知能・制御系、駆動
系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」として、広く定義することとする。

　ここでのロボット技術の定義のポイントは、「市場で必要とされる機能を発揮するために」

さまざまな要素を統合したものとしているところであろう。

　ロボット産業政策的な定義の意味するところ、目指すところは言うなれば、科学技術を利用

して人類社会を進歩させていく努力の中で、ロボット技術はその役割をますます高めていくで

あろうという期待である。 ロボットの定義として過去のものは未来のものを考える参考にはな

るが、それに縛られる必要もないし、むしろ未来のための定義を創っていくことの方が社会に

とって有益なものになるであろう。本白書自体がそのような試みの一つに他ならない。そのよ

うなものとして、本章のこの時点におけるロボット及びロボット技術の定義をとりあえず下記

のようにまとめておくことにする。

　ロボット及びロボット技術の定義

　ある対象について、それをロボット政策研究会での定義に矛盾しない程度に「ロボット」あ

るいはロボット技術を取り入れたシステムとしてのロボットやロボット化された装置と捉える

ことで、当該「ロボット」に関心を持つもの同士の情報交換、連携活動が促進され、それによ

り当該対象がより発展し、その製品化、事業化、サービス産業等への展開、公共部門も含む  社

会実装等に結びつくことが期待される工学的製作物及び当該物の製作と、製造業分野はもとよ

りサービス業分野さらにはロボット化することで価値創造が可能となるあらゆる分野での利用

に関わる中心技術をロボット及びロボット技術と定義する。

　かなりご都合主義的、トートロジー的に見えるであろうが、ロボットの特徴であるシステム

性、課題解決型、進化的というようなものはこのような表現にならざるを得ないと思う。とり

あえずこれを本白書におけるロボット／ロボット技術の定義の出発点とする。より具体化され

た事例としては2章以降、この定義のような形でロボット／ロボット技術が様々な分野やニー

ズのコンテクストで示されてゆくであろう。
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（２） まとめ

　本章では、本白書を読み進めるにあたり、読者に「ロボット」や「ロボット技術」をどのよ

うに捉えてほしいかという観点から ロボットの定義を検討した。つまり、本白書の読者はロボ

ットの新規導入やロボットに関連した新産業創出に関心のある人々であるという想定で、その

ような人々にはロボットやロボット技術というものを既成概念にとらわれず、産業や社会の発

展に資する何かであると柔軟に捉えてもらいたいという意図から、やや難解な定義となってし

まった。この定義の詳細にこだわらず、ロボットやロボット技術を活用した社会の発展に参画

する気持ちで以降を読み進めていただければと思う。

参考文献
［1］ 梅谷陽二，“ロボットという言葉”，新版ロボット工学ハンドブック，日本ロボット学会編集，コロ

ナ社，2005, pp.3-6.
［2］ 21世紀におけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書， 日本ロボット工業会，2001年5

月.
［3］ ロボット政策研究会報告書, 2006年5月．

　ロボットの 歴史の起源は、自動機械の原点であるオートマタ（図1-1）あたりからスタート

するのが適切であろう。原理は、時計の機構を応用した一定クロックをもとに、カム・リンク

機構からなるからくりを駆動する。オルゴールもその一つである。

　日本でも、からくり人形として広く知られる、茶運び人形がある（図1-2）。その仕組みは機

巧図彙（図1-3）に記されている。すなわち、エネルギー蓄積にバネを用い、歯車で動力を伝達

変換、カムとリンク機構で運動を設計実行している。すなわち、形で機能と性能を実現してきた。

1.2. ロボットの歴史

図1-1　オートマタ

（出典：京都嵐山オルゴール博物館　http://www.orgel-hall.com/museum/003auto.html）
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　翻って、現在のロボットは、エネルギー源に電力、油圧など、動力伝達には電力や油圧モー

タ、ギヤを用いて、制御には電子回路、 コンピュータを用いて、いわゆる「メカトロニクス」（図
1-4）と呼ばれている。

　ロボットを構成する要素技術は多岐にわたるが、エポックメイキングな事例を以下にあげる。

・ 1778年　蒸気機関の回転数制御（J.ワット）

・ 1920年　C.チャペック　「RUR（ロボット）」

・ ロケットの慣性誘導（V2号）→制御技術者がアメリカ、ロシアへ

・ 船の舵取り制御、レーダーの方向制御、飛行機の自動操縦

図1-4　メカトロニクスのイメージ

図1-3　機巧図彙図1-2　茶運び人形

（出典：はらっく工房
http://hara-k.art.coocan.jp/zui-tyahakobi_306.
JPG）
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・ 工作機械の倣い制御→数値制御（NC）工作機械

・ 1948年　N.ウィーナー「サイバネティクス」

・ 1954年　G.デボル「プログラマブル搬送機」

・ 1958年　シャノン&ミンスキー「マニピュレータ」

・ 1961年　エルンスト「マニピュレータ」実用化

・ 1962年　 産業用ロボット「ユニメート」、産業用ロボット「バーサトラン」

・ 1967年　日本に上陸

・ 1971年　マイクロ コンピュータ

　 コンピュータの小型化、低価格化、

高性能化、高信頼性、メモリの大容量

化によるロボット制御機能の高度化、

高信頼化、低価格化が実現した。産業

現場において、自動車工場を代表とす

る少～中品種大量生産における労働力

代替と品質安定化を目的に、 導入が図

られた。

　2000年までは、ロボットを作るこ

と自体が目的化していたが、従来の産

業現場から、危険環境下での作業代行、

日常生活支援に向け広がりが期待され

ている（図1-5）。

（１） ロボット技術の展開

　これは、 コンピュータの歴史に酷似している。すなわち、機械式計算機が、「計算」を行う

機械であったのに対して、半導体技術、計算機技術の進展により、コントローラとしての適用

範囲の広がり、ネットワーク化されることにより、人の思考と記憶、コミュニケーションを代

替強化する脳機能の補完系として、 ICTと呼ばれるに至っている。

　ロボットも、人の労働力を代替する、 マニピュレーション技術、移動技術、ビジョンを含む

識別・  認識技術、これらを統合した ヒューマノイドと発展してきた。それに加えて、いわゆる

「積み木の世界」のモデルベースから、実世界を対象とする、「実世界コンピューティング」へ

の発展にともない、実環境へのサービスが期待されている。すなわち、 コンピュータが脳の外

化により人の思考・記憶能力を拡張したのに加え、人の身体能力を補完拡張するためにロボッ

ト技術（RT）を使用し、 超高齢社会における社会のバリアフリー化、個人の能動的活動を支

援することが期待されている（図1-6）。

図1-5　ロボットの役割
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（２） 実世界 コンピュータとしてのロボット

　これらの事例としては、 DARPAのGRAND　Challenge、 Urban Challenge、日本における

つくばチャレンジ（RWRC）など、近年では DARPAのRobotics Challengeがあげられる。

　これらロボット技術は、自動車の 自動運転技術などに展開され、アメリカではカリフォルニ

ア州で Googleにより実際に運用されている。

　また、個体のロボットに全ての機能を集積して高度なロボットを作る対極として、空間にロ

ボット機能（ センサ、 アクチュエータ、ロボット）を分散させ、ネットワーク技術、分散オブ

ジェクト技術で連携させ、人を囲む環境を知能化することにより、人の生活を支援する方向も

着実に進展している。（図1-7）、（図1-8）に2025年における 生活支援ロボットの利用シーン

の例を示す。

　このような分散システムを構成し、運用する際の課題は、様々な要件に対してカスタマイズ

するための、要素技術の構造化・部品化（ コンポーネント化）である（図1-9、図1-10）。 コ

ンピュータのマーケットはアプリケーションソフトとハードウェアの標準化で大きく拡大し

た。ロボットの世界も、スクラッチでシステムを開発するのではなく、ソフトウェアのフレー

ムワークとハードソフトのモジュール化は必須で、RTミドルウェアなどの標準化技術の活用

が要となる。

　すなわち、歴史的にみるとRTは、

・ ITよりもさらに大きいインパクトがある

・ 身近な様々なデバイス・装置に始まり、産業システム、大きな社会システムにまで深く埋め

こまれる（Embedded RT）

・ 知的支援システムとして分散し、ネットワークにより協調する（Ubiquitous RT）

・ きわめて広い範囲で、われわれの生活を豊かなものとしてくれる

・  オープン化→相互利用性、情報の再利用性

図1-6　新しい世代の…コンピュータ

新しい世代のコンピュータ
外界と相互作用をもつコンピュータ＝知能ロボット

感覚器

運動機構

知能ロボット

コンピュータ

ロボット
コンピュータ

論理的関係

論理記述可能な空間

Real World

Real Time

ロボットの扱う世界

不確実性を内包する
多様なパターン情報

パターンと記号による記述

人間

シンボリックな
思考空間

作業

ex.スキル
常識

シンボリックな

表現が困難な空間

対象

処理能力重視（第１世代）

ＵＩ重視（第２世代）

実世界との相互作用・働きかけ（新しい世代）

Computers & Dynamics

従来のコンピュータ

物理的関係
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・  コンピュータによる脳の外化＆身体性の外化

と言うことができる。

図1-7… 2025年における…生活支援ロボットの利用シーンの例
… ＜ニーズ＞ロボットがいる安全・安心な生活

図1-8… 2025年における…生活支援ロボットの利用シーンの例
… ＜技術＞ロボットがいる安全・安心な生活
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　ロボットは多くの要素技術から構成されている。ここでは、「 システム化技術」、「 環境知能

化技術」、「 認識処理技術」、「 センシング」、「 コンピュータ」、「 人工知能」、「制御」、「 アクチュ

エータ」、「機構」という観点から、その技術を紹介する。

1.3.1.  システム化技術

　ロボットの特徴的な技術に システム化技術がある。多数の技術要素を統合して、目的に沿っ

たシステムを構築することが、ロボットの開発では求められる。このシステム化を迅速に進め

るための手法として、近年モジュール化とシミュレータを用いたオフライン開発が盛んである。

従来のロボットは、スクラップアンドビ

ルドにより開発されていたため、必ずし

も効率が良いとは言えなかった。それに

対して、RTミドルウェア［1］（図1-11）

を始めとする再利用性の高いミドルウェ

アの登場により、その様相が変わりつ

つある。RT コンポーネントのオブジェ

クトモデル仕様は、 OMG［2］の標準仕様

となっており、多くの コンポーネント

が開発されている。例えば、OpenRTC-

aist［3］として公開されているパッケー

ジには、作業知能モジュール、移動知能

モジュール、コミュニケーションモジュ

図1-9　…空間知・空間構造化の機能 図1-10　リアルワールド構造化の課題

1.3. ロボットの技術要素

図1-11　RTミドルウェア

（出典： OpenRTM-aist　
http://www.openrtm.org/openrtm/sites/
default/fi les/835/rtsystem_integration_ja.png）
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ールがあり、これらの コンポーネントを活用することで素早くシステムを開発することができ

る。これらの コンポーネントの多くはソースコードも公開しているため、機能を拡張するこ

とも可能である。なお、RT コンポーネントの他に、OSRF［4］が牽引する ROS［5］も普及しつ

つあり、多くのソフトウェアが ROS上

で開発されている。さらに、RTミドル

ウェアと ROSの相互接続も可能となり、

さらに利便性が高まっている［6］。また、

迅速な開発を助けるツールとして、シミ

ュレータ（図1-12）は欠かせないもの

であるが、現在では目的に応じて様々な

シミュレータが用意されている。例え

ば、 OpenHRP［7］、 Webot［8］、 Gazebo［9］、

 Choreonoid［10］などがあり、オフライン

でロボットの挙動の確認ができる環境が

整っている。

1.3.2.  環境知能化技術

　従来からロボット技術は、ロボットを高機能化することで、複雑な環境を認識して作業する

ことを目指していた。現在では、これに加えて、環境を知能化または構造化することで、環

境内にいる人を支援することや、ロボットが活動しやすい場を提供することが試みられてい

る［11］。例えば、ロボティックルーム［12］では、環境にロボットを分散して埋め込むことで、

環境全体で人を支援している。また、ロボットタウン［13］（図1-13）では、街や各施設に、 セ

ンサネットワークや情報を格納したマーカを配置することで、ロボットの作業を支援している。

このような環境整備は、自動車に例えると分かりやすいが、道路やガソリンスタンドが自動車

図1-12　シミュレータの例（…OpenHRP3）

（出典： OpenHRP3 Offi  cial Site　
http://www.openrtp.jp/openhrp3/jp/about.html）

図1-13　ロボットタウン

（出典：九州大学　諸岡研究室　http://fortune.ait.kyushu-u.ac.jp/r-city-j.html）
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を支えるインフラとしてあるように、ロボットのインフラも重要となる。

　環境に設置する センサとしては、カメラ、   圧力 センサ、 レーザ距離 センサ、 焦電センサなど

が使用されている。これらの センサで得た情報から、ロボットや人などの状態を推定して、各

ロボットに情報を伝達する。また、環境側にRFIDタグを取付けて、それをロボットが読み取

ることで、物体の位置や種類を認識することも行われている。このように環境を整備すること

で、ロボットに要求される機能を大幅に低減させることができる。さらに、従来は屋外のみが

対象であった GPSが、屋内に広がりつつある。無線LANを利用する方式［14］はすでに用いら

れているが、さらにIMES［15］のように、環境に GPS送信機を埋め込んで、従来の GPSをその

まま利用する方式なども模索されている。

1.3.3.  センシング

　ロボットは、感じて（sense）、

考えて（plan）、動く（act）シス

テムである。ここでは、まず「感

じて」の要素を取りあげる。人に

は五感があるが、ロボットでは、

「視覚」、「聴覚」、「触覚」に相当

する センサがよく使用される。ま

た、「 レーザ距離 センサ」［16］［17］、

「 GPSセンサ」など、ロボット独

自の センサも良く使用される。（図
1-14）にロボットに使用される センサの例を示す。特に、距離画像 センサに関しては近年の

ロボットの自律化の原動力となっており、これを用いた自律移動自動車も公道を走行し始めて

いる［18］。これらの センサはサイズの問題からロボットに搭載することは難しかったが、近年

の微細加工技術の進歩により小型のロボットにも搭載できるようになってきている。特に、加

速度 センサ、ジャイロ センサ・方位 センサなどの携帯電話にも用いられる センサは、小型かつ

安価なものが提供されるようになり、 無人ヘリコプタなど姿勢制御が必要なロボットで効果を

発揮している。さらに近年、人の活動をアシストするロボットの研究が盛んであるが、そこで

は表面筋電位［19］や脳波［20］などの生体情報 センシングがよく用いられている。

1.3.4.  コンピュータ

　 コンピュータの性能の向上は、従来実用化が難しいと思われていた計算コストの大きいアル

ゴリズムを、リアルタイムに処理することを可能にした。画像処理やA*探索アルゴリズム［21］

などが、ラップトップのコンピュータでもリアルタイム処理できるようになったことが、ロボ

ットの自律化を加速させている。また、計算能力だけではなく、携帯端末向けのプロセッサは、

サイズや消費電力を重視しており、これが自律ロボットの小型化を可能にしている。また、こ

図1-14　移動ロボットに使用される…センサの例
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れにともない、プロセッサを多数配置した 分散協調制御型のロボットの開発も盛んに行われて

いる。スーパー コンピュータのエネルギー消費効率を比較するGREEN500の結果を（図
1-15）に示す［22］。これはハイエンドに関してのデータであるが、ミドルクラスの コンピュー

タも同様に消費電力あたりの演算性能は上がり続けている。

　また、高機能なロボットでは、OSを搭載することが多いが、それに際して問題となるのは

リアルタイム性である。近年は Linuxなどの汎用OSでも、ある程度リアルタイム性はあるが、

厳密に周期的な制御を行う場合は、リアルタイムOSが必要となる。使用するCPUや機能に応

じて、ART- Linux［23］（図1-16）、 ITRON［24］、 VxWorks［25］などが用いられる。これらのOSでは、

近年のプロセッサのマルチコア化を反映して、リアルタイムに処理する同期的な処理と、GUI

や通信などの非同期の処理を、各コアに割り当てて処理できるようになっている。

1.3.5.  認識技術

　人は五感から得た感覚を処理して、環境及び自分の状態を検知する。同様に、ロボットも、

データを処理・統合することで、状態を認識する。これらの 認識技術は、徐々に生活の中にも

入ってきている。例えば、携帯電話では、 音声認識による文字入力が一般的になってきた。ま

た、自動車では衝突を予知してブレーキをかけるなど、事故を未然に防ぐ機能を搭載し始めて

いる［26］。これらの 認識技術は、モジュールとして提供されていることも多く、その場合比較

的手軽に利用できる。特に、RTミドルウェアや ROSにおいては、認識を行うモジュールが多

数提供されており、ユーザはその恩恵を受けることができる。以下に、研究用ロボットでよく

使用されるソフトウェアを示す。

・ 音声認識
　 音声認識エンジンとしてはJulius［27］が良く用いられている。ロボットのコミュニケーショ

図1-15　GREEN500の推移
（消費電力1Wあたりの演算性能の比較）

（出典：The GREEN 500 をもとに作成　
http://www.green500.org/）

図1-16　同期的・非同期的な処理の割り
当てART-…Linuxの例

（出典：産業技術総合研究所　
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_
release/pr2013/pr20130307/
pr20130307.html）
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ンモジュールであるOpenHRI［28］にも含まれており、 音声認識を手軽に利用できるようにな

っている。

・画像認識
　画像処理ライブラリとしては、OpenCV［29］が良く利用されている。基本的な画像処理だけ

でなく、人検出や学習など比較的新しい技術を取り込んで、汎用性の高い画像処理を提供する

ライブラリとなっている。また、簡便な画像処理環境として、Processing［30］なども用いられる。

・ 自己位置推定
　 自律移動ロボットにおいて、 自己位置推定は最重要の技術の一つである。近年、つくばチャ

レンジ［31］などを通じて実用的な 自己位置推定技術が研究・開発されており、その知見を含ん

だRT コンポーネントなども提供されている。多くはモンテカルロ位置推定［32］を利用しており、

動的に変化する環境でも安定して 自己位置を推定することが可能となっている。

・ ポーズ・ジェスチャ認識
　人とコミュニケーションを行うロ

ボットにおいて、人の ポーズ・ジェ

スチャ認識は重要となる。これに関

しては、近年めざましい進展があっ

た。距離画像 センサのデータを元に、

OpenNI［33］（図1-17）などを用い

て人のポーズ認識、さらにNITE［34］

を使用してジェスチャ認識などが可

能となっている。

1.3.6.  プランニング

　認識した状態に基づいて、行動を

選択するのが プランニングである。

いわゆる「考える」ことに相当する。

 プランニングは作業計画、経路計画

などに分かれる。作業計画の例とし

ては、graspPlugin for  Choreonoid［35］

があげられる。これはロボット用統

合GUIである Choreonoidのプラグ

インとして開発されたもので、把

持計画、軌道計画、物体操作計画

などの機能を提供する。（図1-18）

にシミュレーションの様子を示す。

また、ロボットの開発環境である

図1-17　OpenNIを使用したポーズ認識

（出典：OpenNI　
http://www.openni.org/wp-content/uploads/TEST.png）

図1-18　graspPlugin…for…Choreonoidを用いた
行動計画

（出典： OpenRTM-aist　http://www.openrtm.org/
openrtm/ja/nedo_irtpj/manipulation_RTCs）
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OpenRAVE［36］では、様々なロボットを対象として、動作の最適化を行うことができるよう

になっている。

　経路計画においては、 自律移動ロボットが障害物を回避しながら、ゴールに到達できるよう

な最適な経路を計画することが必要となる。これには、ダイクストラ法［37］がよく用いられて

おり、RT コンポーネントでも、OpenNavigation［38］で経路計画が提供されている。

1.3.7. 制御

　制御は、選択した行動に基づいて「動く」部分を担当する。ロボットの制御は、メカニズム

に依存するが、従来は制御が難しいとされてきた倒立振子型ロボット、歩行ロボット、 飛行ロ

ボットなどが安定して制御されるようになってきた。

・倒立振子型ロボット
　代表的なロボットにSegway［39］がある。 自律移動ロボットのプラットフォームとして、つ

くばチャレンジなどでも用いられている。一般的に、オブザーバ理論により姿勢を観測して、

それをフィードバックすることで転倒しないように制御している。

・歩行ロボット
　近年の歩行制御理論の進展はめざまし

いものがあり、 BigdogやPetman［40］など

は、外から衝撃力を加えても、安定して歩

行を継続している。このAtlasをプラット

フォーム（図1-19）としたロボティクス

チャレンジが現在アメリカで行われてお

り、実用化の期待が高まっている。また、

歩行理論に関しては、解説書［41］の充実や、

RoboCup［42］用 ヒューマノイドロボットの

ソースコードの公開［43］などもあり、その

裾野を広げつつある。

・ 飛行ロボット
　近年、クアッドロータ［44］の 飛行ロボッ

トが手軽に利用できる環境が整ってきた。

ジャイロ センサと加速度 センサの値から姿勢を推定して、ロータを制御することで、所定の軌

道を飛行したり、宙返りをしたりすることができる。 飛行ロボットを用いた群制御の研究［45］

もなされており、協調して簡易的な構造物を作る様子も見られる。大型の 飛行ロボットはすで

に薬剤散布などに応用［46］されているが、今後ますます応用されていく技術の一つであると考

えられる。

図1-19　…ヒューマノイドロボットAtlas

（出典： DARPA ROBOTICS CHALLENGE　
http://www.theroboticschallenge.org/）
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1.3.8.  アクチュエータ

　 アクチュエータは、一般的に電気式のモータが使用される。また、空気式や油圧式なども、

制御技術の進歩により、徐々に活躍の場を広げつつある。

・ 電気式 アクチュエータ（モータ）（図1-20）
　モータは単体で使用することもあるが、制御回路とセットになっているものが多い。その場

合、 コンピュータと通信して、角度や角速度などを制御できるようになっている。通信規格は

統一されていないが、多くは複数のユニットをデイジーチェーンで接続して、1台の コンピュ

ータで制御できるようになってい

る。高い応答性の求められる用途で

は、コアレスモータ［47］が使用され

ることが多く、 ヒューマノイドロボ

ットなどに多く採用されている。小

型のロボットでは、従来ラジコン用

の サーボモータが使用されてきた。

これらのモータはPWM信号により

角度目標を与えてきたが、産業用と

同様のRS485通信などを採用するよ

うになってきている［48］。アブソリ

ュートエンコーダ［49］やACモータ

を採用するものもあり、小型ロボッ

トが製作しやすい環境が整いつつあ

る。

・空気式 アクチュエータ
　空気圧 アクチュエータとしては、空気圧シリンダを利用するタイプと、ゴムの伸縮を利用し

て柔軟な動きをさせるタイプなどに分けられる。空気圧シリンダは電気式に比べて軽量・高出

力であるため、一般的な関節駆動以外にも、ジャンプをするロボット［50］などに応用されている。

また、ゴムの伸縮を利用して、人間との親和性の高いロボット［51］などが研究・開発されている。

・ 油圧 アクチュエータ
　 油圧 アクチュエータは、大出力を得たい場合に使用される。例えば、4足歩行ロボットの

Bigdogに採用されており、これにより107kgの本体でありながら、154kgのペイロードを有す

る［52］。

1.3.9. 機構

　ロボットの機構は、用途に応じて個別に設計されることが多い。これは、モジュール化によ

り開発が容易になったソフトウェアや制御回路の状況とは対照的である。ただし、機構におい

図1-20　…電気式…アクチュエータとコントローラ

（出典：マクソンジャパン株式会社　
http://www.maxonjapan.co.jp/maxon/view/
content/products）
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ても、例えば設計では、近年の3DCADなどの発達により徐々に容易になりつつある。先進的

なCADでは、形状だけでなく、重量や干渉の計算、さらに 有限要素解析や動力学シミュレー

ションと、設計者を助ける機能を多く提供している［53］。また、製作においても3Dプリンタの

登場により、複雑な形状をデスクトップ上でも製作できる環境が整いつつある［54］。これを使

用したロボットの製作も盛んに行われている。ロボット製作経験の無いホビイストの手によっ

て作成された例もある［55］。なお、3Dプリンタで製作したロボットの形状データの多くが公開

されるようになってきており、機構の再利用性という観点からも興味深い流れが起きつつある。

ただし、現在普及している3Dプリンタの材料は主に樹脂であるため、高い強度が求められる

用途には使用できない。これに対して、金属も扱える3Dプリンタ［56］も登場しており、今後

のものづくりの流れを変える可能性があると考えられる。

　ロボットの機構は、おおまかに分

類すると、作業と移動に分けられる。

作業に関しては、ハンド付きのロボ

ットアームが用いられることが多

い。また、移動に関しては、車輪ロ

ボットが用いられることが多い。車

輪ロボットは、全方向移動や不整地

対応など、目的や環境により様々な

種類がある。（図1-21）にRTミド

ルウェアリファレンスロボットであ

るOROCHI［57］を示す。作業部と移

動部を持ち、RT コンポーネントが

動作するようになっている。
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［34］ NITEウェブページ　http://www.openni.org/fi les/nite/
［35］  Choreonoidウェブページ　http://choreonoid.org/
［36］ OpenRAVEウェブページ　http://openrave.org/
［37］ Dijkstra, E.W. “A note on two problems in connexion with graphs”, In Numerische 

Mathematik 1, pp. 269-271, 1959.
［38］ OpenNavigationウェブページ　http://openrtc.org/Mobile/
［39］ Segwayウェブページ　http://www.segway-japan.net/
［40］ Boston Dynamicsウェブページ　http://www.bostondynamics.com/
［41］ 梶田秀司，“ ヒューマノイドロボット”，オーム社， 2005.
［42］ RoboCupのウェブページ　http://www.robocup.org/
［43］ DARwIn-OPダウンロードページ　http://sourceforge.net/projects/darwinop/
［44］ AR Droneウェブページ　http://ardrone2.parrot.com/
［45］ Alex Kushleyev, Daniel Mellinger, Caitlin Powers and Vijay Kumar, “Towards a swarm of 

agile micro quadrotors”, Autonomous Robots, Vol.35, Issue 4, pp.287-300, 2012.
［46］ ヤンマー防除ヘリウェブページ　 http://www.yanmar .co . jp/agr i/products/

unmannedHelicopter/



第
1
章

1-18

［47］ マクソンジャパンウェブページ　http://www.maxonjapan.co.jp/
［48］ 双葉電子工業，コマンド式サーボウェブページ　http://www.futaba.co.jp/robot/command_

type_servos/
［49］ アバゴ，磁気式エンコーダウェブページ　http://www.avagotech.co.jp/pages/en/motion_

control_encoder_products/magnetic_encoders/
［50］ 太田祐介，菊池文孝，広瀬茂男，米田完，“空気圧シリンダを利用した跳躍型4足ロボット

「AirHopper」の開発”，設計工学，Vol. 43, No.8, pp.447-456, 2008.
［51］ 佐々木大輔，則次俊郎，高岩昌弘，中西克文，丸田紘史，“空気圧ゴム人工筋を用いた上肢動作支

援ウェアラブルマスタスレーブ装置の開発”，日本ロボット学会誌，Vol. 28, No. 2, pp.208-214, 
2010.

［52］ Marc Raibert, Kevin Blankespoor, Gabriel Nelson, Rob Playter and the BigDog Team, 
BigDog, the Rough-Terrain Quadruped Robot, Proceedings of the 17th World Congress, 
pp.10822-10825, 2008.

［53］ Autodeskウェブページ　http://www.autodesk.co.jp/
［54］ Stratasysウェブページ　http://www.stratasys.com/
［55］ I nMoovウェブページ　http://inmoov.blogspot.be/
［56］ eosウェブページ　http://www.eos.info/
［57］ 前川製作所ウェブページ　http://www.mayekawa.co.jp/

　各分野における代表的かつ先端的なロボットの事例を紹介する。

1.4.1. ロボットスーツ HAL

分類：サービスロボット・介護福祉分野

（１） 概要

名称　ロボットスーツ  HAL 

 （Hybrid Assistive Limb）

開発　サイバーダイン株式会社

目的　体に装着することで、身体機能を補助・増幅・拡張する

用途　障がい者への自立動作支援、介護支援、重作業支援、レスキュー活動支援、エンターテ

インメントなど

機能　皮膚表面の生体電位信号などを読み取り、装着者の筋肉の動きと一体的に関節を動かす

寸法　高さ1.6m（人体装着型）

重量　約15kg（下半身型）、 約23kg（全身一体型）

1.4. ロボットの事例
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（２） 開発の経緯

1991年 基礎研究を開始

1995年 基礎実験装置の製作、表面電位信号の検出

1998年 プロトタイプ　HAL1号機完成

2004年 サイバーダイン（株）を設立。筑波大学初のベンチャー企業

2007年 欧州に「CYBERDYNE EU B.V.」を設立

2008年  HALの量産体制が整う。リース販売は大和ハウス工業（株）が担当

2012年 品質マネジメントシステムの規格ISO13485認証を取得

2013年 欧州で 医療機器の認証取得。ロボット治療機器として世界初

（３） 利用例

　筑波大学附属病院の中で、右半身に麻痺がある患者に実証実験が行われている。 HALを使

用することで、健常なころとほとんど変わらないペースで歩くことができることが確認され

た［1］（図1-22）。

（４） 外観と主な構成要素

　（図1-23）に  HALの外観と主な構成要素を示す［2］。生体電位信号から、装着者の意図を読

み取り動作する「 随意的制御システム」と、データベースから動作を先読みして動作する「  自

律的制御システム」を備えている。これを実現するために、生体電位 センサと床反力 センサな

どから得られる情報を基に、各関節のモータのトルクを制御する。腰にコントロールPCとバ

ッテリを搭載している。

図1-22　…HALの応用例

（出典：NEDO BOOKS. RTスピリッツ）

図1-23　…HALの外観と主な構成要素

（出典：Prof. Sankai University of Tsukuba /　
CYBERDYNE Inc.）
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（５） 安全対策

　以下の認証を取得している。

・ ISO13485（品質マネジメントシステム）

・ CEマーク　など

　主な安全機能としては、角度リミッタ設定機能、制御リミッタ機能、渦電流防止機能、出力

抑制機能、故障検知機能などがある。また、外部の コンピュータでリアルタイムにモニタリン

グできる機能があり、内部状態や異常発生情報等を表示できる。

（６） 社会への普及

　国内では、「ロボットスーツ HAL福祉用」が約170の病院や福祉施設で導入され、約400台

が稼働中である。また2013年にドイツで労災保険の適用対象となり、1回あたりの機能改善治

療の診療報酬500ユーロの全額が労災保険でカバーされることになった。
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　人は、生まれて成長し、やがて身体機能が低下していく。人が壮年期から老年期に入
る段階で疾患を抱えるとき、テクノロジーが人の身体機能をどのように補助・改善でき
るかということが重要な課題と考えていた。人の脳神経系、生理系、筋骨格系に着目し、
人・機械・情報系が融合複合した新しい技術分野の開拓によって、課題解決に向けての
挑戦が始まった。 HALの研究開発の黎明期である。
　人とテクノロジーによる「テクノ・ピアサポート」というビジョンを描き、未来開拓
に向けた挑戦が始まる。 Cybernics（サイバニクス:サイバネティクス、メカトロニクス、
情報科学を中核として、ロボット工学、脳・神経科学、IT技術、感性・人間工学、生理学、
社会科学、倫理学など、人・機械・情報系が融合複合した新領域）という新しい学術
領域を創成し、基礎研究が始まった。1991年、「人とロボットの一体化技術」に関す
る原理を創りあげるところから HALの研究開発は始まる。動作意思を反映した生体電
位信号によって動作補助を行うロボットスーツ HALを用いると、 HALの介在により、
 HALと人の脳・神経系と筋骨格系の間で人体内外を経てインタラクティブバイオフィ
ードバックが促され、 高齢化にともない増加してくる脳・神経・筋系の疾患患者の機能
改善・機能獲得・機能再生が促進されるというiBF（Interactive Bio－Feedback）
仮説を立てた。当初は、小動物を使いながら原理検証を始め、1994年頃にかけて原理
をまとめた。続いて、仮説証明のための、原理検証用のロボットの開発を始めた。微弱
なイオン電流による生体電位信号を検出しながらロボットを動作させると、ロボットを
動かすモータや コンピュータがノイズ源となったりするなど、解決すべき課題は山積し
ていた。これらを一つ一つ解決することで、独自技術が構築されていった。また、ロボ
ットの形態についても試行錯誤を繰り返し、当初は コンピュータとロボットを太いケー
ブルで繋いでいたが、1997年以降の3号機の開発では、駆動系と制御系と電源が集約
でき、背中に背負って完全に独立した形態で屋外を歩いたり階段を上ったり、実際のフ
ィールドで様々な検証を重ねたりと急速な進化へと繋がっていく。その後、4号機、5
号機を経て、モジュール化された分散処理機構を実装したモデルへと更なる進化を遂げ
た。
　2004年の6月にCYBERDYNE株式会社を立ち上げ、同じ頃NEDOからの依頼
を受けて、2005年の愛知万博（愛･地球博）に全身型のロボットスーツを出展する
ことになった。そのため、CYBERDYNEの資金調達、人材確保などの本格的な活動
は、2006年2月から始まることになった。CYBERDYNEの立ち上げに際し、理念

1-1コ ラ ム

～ロボットスーツ HAL
（Hybrid Assistive Limb）の開発について～
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を追求するため、日本で初めて無議決権株式によって3.75億円の第三者割当を実現し
た。また、設立時から世界企業として活躍することを前提に、社名をアルファベットで
CYBERDYNE株式会社とし、2008年につくば市研究学園に本社を立ち上げた。日本
では、2010年になって、「 HAL福祉用」の直レンタルを開始し、2013年現在では、
約170の病院・施設で400台を超える「 HAL福祉用」が稼働中である。
　日本とは異なり、ヨーロッパでは、医療・福祉・介護機器は、基本的に 医療機器水準
であることが求められ、それらはその要求水準によって、クラス分けされることになる。
ヨーロッパ向けに研究開発をしていた「 HAL医療用」によってドイツやスウェーデン
で臨床データを取得し、臨床評価・非臨床評価を経て、2013年8月5日、世界最大級
の認証機関独TUV Rheinland（テュフ ラインランド）社から、「 HAL医療用」は世界
初のロボット治療機器として 医療機器認証を取得した。これにより、 医療機器CEマー
キング（CE0197）が貼付され、ヨーロッパ全域で、機能改善治療に用いる「 HAL医
療用」の販売流通が可能となった。さらに、ドイツでは、「 HAL医療用」による治療が
公的労災保険の適用対象となり、週5回、3ヶ月の合計60回の治療パッケージ（1回
あたり約7万円）に対して、総額420万円がこの公的労災保険から支払われる。日本
で誕生した革新的ロボット 医療機器が、ヨーロッパ全域で 医療機器となり、そして、ド
イツ全域の病院で公的労災保険によって治療費用が100％カバーされることは快挙で
あり、新技術による 社会実装のモデルケースとして捉えることができる。サイバーダイ
ンのドイツ子会社の一つとして、この公的労災保険を直接受けることのできるサイバー
ダイン・ケア・ロボティクス社を設立し、ドイツ国内の病院連携を超えた新しい仕組み
づくりを開始している。
　2004年に大学発ベンチャーを立ち上げたときに、多くの人から、経営のプロを入れ
た方が良いとのアドバイスに従ったが、残念ながら、生まれたばかりのベンチャー企業
は、一瞬にして大企業病に感染した。そのため、再度、組織改革を行い、フットワーク
の軽い躍動感と一体感のある組織へと進化させた。技術の広がりや将来ビジョンを動
的にイメージできる者でなければ新産業創出は難しい。Apple、Microsoft、 Google、
Facebookなど、成長産業分野での会社経営は、経営の専門家ではないチャレンジャ
ーがリードしてきた。今の若い人たちには、やがて訪れる未来の開拓者であるという自
負を持って、未来開拓にチャレンジしてほしい。もし、やりたいことが思いつかなけれ
ば、夢を持っている人と夢を共有し、一緒に歩むのも一つの方法だろう。

山海 嘉之（ 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 サイバニクス研究センター／
CYBERDYNE株式会社）



第
1
章

1-23

1.4.2. 掃除用ロボット ロボハイター

分類：サービスロボット・生活分野

（１） 概要

名称　掃除用ロボット　ロボハイター

開発　富士重工業株式会社

目的　ビルを含む屋内外の清掃

機能　屋内外を自動的に清掃する。人がいる環境でも作業可能であり、ビルではエレベータに

よる昇降も行う。清掃能力は最大3,600㎡/hである。

寸法　長さ1.60m × 幅1.08m × 高さ1.22m

重量　430kg（3時間駆動用バッテリ搭載時）

（２） 開発の経緯

1989年 直進制御、経路計画の研究を開始

1991年 洗浄式ロボット試作機を発表

1992年 JR東日本との共同開発により実用化

1995年 吸引式ロボット開発及び実用化

1997年 ビルの清掃システムを開発

 エレベータ自動昇降システムの開発

2001年 晴海トリトンスクエアにシステムを導入

 その後、六本木ヒルズ森タワーなどで導入

2005年 愛・地球博での成果展示

（３） 利用例

　愛・地球博においては、半年間

屋外で毎日清掃活動を行った［4］（図
1-24）。この間、問題は発生しなかっ

た。

図1-24　…愛・地球博での清掃活動の様子（雨天
時での清掃活動の例）

（出典：NEDO　http://www.nedo.go.jp/
content/100092861.pdf）
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（４） 外観と主な構成要素

　（図1-25）に愛・地球博で半年間運用

されたロボハイターRS1を示す。ブラシ

でホッパーにゴミをかき集めることで掃

除を行う。自律移動では自己位置の推定

が重要となるが、そのために、車輪の回

転角度 センサ、 GPS、 三角測量 センサ、

ジャイロ、距離 センサなど、複数の セン

サが使用されている。短時間であれば車

輪の回転角度とジャイロから位置を推定

できるが、長時間では滑りなどの影響が

無視できなくなる。それを補正するのが、

絶対位置を検出できる GPSや 三角測量

 センサなどであり、適宜これにより補正

することで、長時間精度の高い 自己位置

推定が行えるようになっている。この位

置に対して、予め与えられた軌道に追従

するように、ロボットの動きを制御する

ことで、自動制御を実現している。また、

障害物 センサにより障害物を検知して、回避する機能も有している。搭載したバッテリにより

3時間以上の稼動が可能で、約15度の登坂能力を有する。

　さらに、ビル清掃用のロボハイターには、エレベータを操作する機能も搭載されている。ロ

ボットとエレベータ設備に設置された光伝送装置の通信により、人がエレベータを操作するよ

うに、エレベータを呼び出し、所定の階に移動することが可能となっている。

（５） 安全対策

　障害物 センサや衝撃 センサで、衝突した際に瞬時に停止するようになっている。設計段階か

ら、人と共存する場合の リスクアセスメントを行い、さらに安全設計に関しては、「次世代ロ

ボット安全性確保ガイドライン」に従っている。3歳児ダミー人形との衝突試験を行い、機能

安全性の実証確認を行っている。さらに、サービスロボットとしてのISO9001を取得している。

（６） 社会への普及

　JR東日本、晴海トリトンスクエア、六本木ヒルズ森タワーなどに導入されている。

図1-25　ロボハイターの主な構成要素

（出典：NEDO　
http://www.nedo.go.jp/content/100092861.pdf）
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1.4.3.  セラピーロボット パロ

分類：サービスロボット・介護福祉分野

（１） 概要

名称　 セラピーロボット　パロ

開発　産業技術総合研究所

目的　人を楽しませ、安らぎを与える

用途　福祉施設や医療施設でのセラピー、ペットを飼えない場合の代替

機能　人の五感を刺激する感情表現や動物らしい行動により、人を和ませ、心を癒す

体長　57cm

体重　2.5kg

（２） 開発の経緯

1993年 パロの研究・開発を開始

1997年 パロの原型となるロボットが完成

2000年 第5世代のパロを開発

 筑波大学附属病院などで検証実験

 心理的、生理的、社会的効果を確認

 被験者は国内外7カ国、2,000名以上

2002年 第6世代のパロを開発

 静穏型知的 アクチュエータを開発

 ギネス世界記録に認定

 「世界でもっともセラピー効果があるロボット」

2004年 第8世代のパロを開発

 長期使用に耐えられるように改良

 産総研発ベンチャー「知能システム」を設立［5］、リース販売を開始

2005年 愛・地球博で展示、販売開始

2009年 米国FDAで 医療機器として承認

2012年 ドイツニーダーザクセン州において、パロを用いた訪問介護サービスが保険適用

2013年 第9世代のパロを開発
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（３） 利用例

　介護老人保健施設「豊浦」（茨

城県つくば市）において、2003

年からパロによるロボット・セラ

ピーを行っている（図1-26）。心

理的効果、生理的効果、社会的効

果があることが確認された。

（４） 外観と主な構成要素

　愛らしい動きを実現するため

に、 静穏型アクチュエータを用い

て、まぶた2つ、上体の上下・左右、

前足2つ、後ろ足1つの7関節を

動かす。 センサとしては、新たに

開発された、やわらかさをもつユ

ビキタス面触覚センサを始め、ひ

げ センサ、ステレオ光 センサ、マ

イクロフォン（ 音声認識、3D音

源方位同定）、温度 センサ（体温

制御）、姿勢 センサが搭載されて

いる。また、おしゃぶり型の充電

器により充電し、バッテリで5時

間動作する（図1-27）。

　様々な刺激に対する反応、朝・昼・夜のリズム、気分にあたる内部状態の3つの要素から、

生き物らしい行動を生成する。なでられると気持ちが良いという価値観から、なでられた行動

が出やすくなるように学習し、飼い主の好みに近づいていく。名前で呼びかけると学習して反

応し始める。

　なお、パロの工房では、一体ずつ組立から人工羽毛のトリミングまで職人の手で製作されて

いる［6］。

図1-26　介護老人保健施設での利用の様子

（出典：産業技術総合研究所　
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/
pr20040917_2/pr20040917_2.html）

図1-27　…セラピーロボット…パロ

（出典：産業技術総合研究所　
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/
pr20040917_2/pr20040917_2.html）
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（５） 安全対策

　主な対策として、ペースメーカの使用者にも安全なように電磁シールドを施している。2万

ボルトの耐電圧試験、落下試験、10万回を超える撫で実験を行った。

　米国FDAで 医療機器として承認されている。

（６） 社会への普及

　2014年の時点で、国内約3,000 体が販売された。約60％が個人名義、約30％が医療福祉施設

名義で利用されている。海外には約800体のパロが販売され利用されている。 デンマークでは、

国家プロジェクトでパロを評価して、高齢者向けの施設等への導入を行っている［7］。すでに

70％を超える自治体で導入された。さらに、欧州全域へ展開するために、パロを利用するため

の人材育成プログラム、ライセンス、施設でのパロの導入の流れ、を一連のパッケージとして

提供することを始めている。

1.4.4.  災害対応ロボット Quince

分類： フィールドロボット・災害対応分野

（１） 概要

名称　 災害対応ロボット　Quince［8］

開発　千葉工業大学、東北大学、NEDO等

目的　災害時に消防隊員などに代わって現状調査する

用途　被災した有害物質を取り扱う工場の状況調査、化学プラントの化学物質漏洩、爆発事故

調査、テロの調査など

機能　踏破性の高い移動機構にカメラなどの センサを搭載して、遠隔操作により状況を確認する

寸法　全長665mm × 全幅480mm × 高さ225mm

重量　26.4kg

（２） 開発の経緯

2006年　NEDO「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」（被災建造物内移動RTシ

ステム）による開発を開始

2010年　Quinceを開発

 千葉市消防局で消防資機材として試験運用［10］

2011年　福島第一原発にQuince 1号機を投入［9］

2012年　Quince 2、3号機を投入

2012年　NEDO「災害対応無人化システム研究開発プロジェクト」による開発開始

2013年　Sakura, Tsubakiを開発
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（３） 利用例

　福島第一原発の調査（図1-28）のために利用されている。

■Quinceの活動記録

2012/02/27 2号機5階 西側フロア調査,ダストサンプリング

2012/03/21 2号機1階 中性子モニター室（TIP室）調査, ダストサンプリング

2012/05/24 3号機1階 TIP室調査

2012/06/13 2号機3,4,5階 PCV上部線量調査等

2012/07/04 1号機1階 TIP室調査, 南エリア調査

2012/11/27 3号機1階 PCV

 ガス管理システム調査

2013/04/16 2号機1階 MSIV室調査

（４） 外観と主な構成要素

　Quince（図1-29）は様々な災害に対応するために、踏破性の高い台車に災害に応じた機器

を搭載できるようになっている。主な構成要素は以下の通り。

■標準装備

　モータ　6個（フリッパ4個、走行左右2個）

　 センサ　3chカメラ（前後、俯瞰）、マイクロフォン・スピーカ、PSD センサ

■オプション

　パン・チルト・ズームカメラ、6DOFマニピュレータ、赤外線サーモグラフィ、CO2 センサ、

3Dレーザレンジファインダ

図1-28　福島第一原発調査の様子

（出典：東京電力より）
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　さらに、原発対応として、Quince 2

号機にはダストサンプラを取り付けて

いる。有線でも通信できるようになっ

ており、安定した無線通信が困難な 原

子炉建屋内でも、自動巻き取りのケー

ブルリールにより最長5,400mの距離

からロボットを操作できる。障害物踏

破にはフリッパアームを使用するが、

半自律で段差に合わせて動くようにな

っている。

（５） 社会への普及

　 東日本大震災が発生する前年から、

Quinceの実用化に向けて、千葉市消防局で消防資機材として半年間試験運用されている。こ

の中で、問題を改善してきたことが、原発の対応において、スムーズに運用できたことにつな

がっている。ただし、長期運用してきた消防隊員と原発作業員では、遠隔操作のスキルが異な

るため、インターフェイスとマニュアルは原発対応用に作り直している。現在はQuinceの次

のモデルである櫻壱號及び櫻弐號を開発している。より長時間運用でき、重量物の運搬や作業

用アームの搭載などが可能となっている。なお、櫻弐號は千葉工業大学からライセンシングを

受けて三菱重工が生産・販売する計画となっている。

1.4.5. ロボットカー  Google Car

分類：サービスロボット・移動分野

（１） 概要

名称　 Google Car

開発　 Google、スタンフォード大学

目的　交通事故を防止して人々の自由時間を増やす

用途　自動車の  自動運転、配送の無人化

機能　カメラとレーザレンジ センサで周囲を認識して、自動的に目的地まで走行する

寸法、重量　搭載する自動車に従う

（２） 開発の経緯

2007年 スタンフォード大と共同で開発開始

2010年  自動運転自動車を発表

　　　 この時点で22万キロを超える実験走行

図1-29　Quinceの主な構成要素

（出典：千葉工業大学　http://www.furo.org/ja/
robot/quince/120130.html）
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2012年

3月　 ネバダ州の公道で走行できる法律を施行

　　　 この時点で32万キロを超える実験走行

5月　 ナンバープレートを交付（通常とは異なる色）

9月　 カリフォルニア州でも法律を施行

 この時点で48万キロを超える実験走行

 5年以内に一般の人が利用できるようになるとの見通しを発表［15］

（３） 利用例

　 Google Car（図1-30）の最初の利

用者として、スティーブ・マハン氏が

あげられる。マハン氏は、視覚障害が

あるため、普通のクルマを運転するこ

とはできない。 Googleが公開してい

る動画では、ファストフードで買い物

をしたり、クリーニング店に行ったり

する様子が見られる［11］。 自動運転自

動車により、生活の範囲を大幅に広げ

ることができることを示している。

（４） 構成要素

　一般的な自動車に、 センサと コンピ

ュータを搭載することで、 自動運転を

実現している。センサとしてはレーザ

レンジ センサとテレビカメラ、衝突を

防止する センサが使用されている。デ

ータは毎秒750MBにもなるが、これ

を処理することで（図1-31）のよう

に周囲環境を認識する［17］。 自動運転

の重要な要素に自己位置の推定がある

が、これに関しては、所有する「ス

トリートビュー」で蓄積したデータと照らし合わせており、ここで Googleの強みが発揮され

る。さらに、 自動運転するための軌道を生成して、それを追従するようにハンドルとアクセ

ル・ブレーキを制御している。赤信号で停止したり、障害物があれば、それを避けたりできる。

これらのシステムの中で、 Googleが提供するのは核となるソフトウェアの部分であり、自動

車の製造は考えていない。これは、現在のAndroid スマートフォンと同じ構図である。なお、

図1-30　Googleカーの運転の様子

（出典：Google社　HPより）

図1-31　…センサによる周囲の認識の様子

（出典：Google社　HPより）
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 Googleは2011年にロボット用のOSである ROSの開発を手がける Willow Garageと提携して

おり、さらなる展開を模索していると思われる。

（５） 関連する法律と安全性

　ネバダ州とカルフォルニア州で、 自動運転自動車が公道を走ることを認める法律を施行して

いる［13］。ただし、ネバダ州の法律では、2人以上が車に乗り込むことを条件に免許を交付し

ている。また、カルフォルニア州では、州当局が2015年までに安全などに関する規制を定め

ることを計画している。また、2013年9月現在、自動走行における事故は発生していない。

（６） 社会への普及と現状

　 自動運転自動車の流れは着々と進みつつあり、日産は2020年までに、地図情報に頼らず、

 センサだけで走行できる完全自律型の自動車を目指すと発表した［16］。また、トヨタも実験車

両をミシガン州の公道で走行させている。ただし、 自動運転自動車は車らしさの喪失となり［12］、

車離れに拍車をかけるおそれがあるとの指摘もあり、難しい問題をはらんでいる［14］。

　日本でも、有識者や自動車メーカの担当者で構成する「オートパイロットシステムに関する

検討会」が設置され、 自動運転に関しての本格的な検討が始まっている。

1.4.6.  病院まるごとロボット化

　サービスロボット・医療分野

（１） 概要

名称　注射薬払出ロボット、ロボティックベッド、HOSPIなどによる「 病院まるごとロボット化」

開発　パナソニック株式会社

目的　病院内の作業負荷の軽減及び危険作業からの開放

特徴　ロボット単体の販売ではなく、院内の業務分析やコンサルティング、システムソリュー

ションの提案、ロボット及びインフラの導入を行う

（２） 開発の経緯

2008年 松下記念病院と調剤業務のカイゼン活動

2009年 注射薬払出ロボットの発表と実証実験

 ロボティックベッドの発表

 オープンラボによる「 見える化」開始

2010年 薬剤搬送の自動化にむけHOSPIを導入

2012年 オープンラボに650名以上の来訪

 30病院以上をコンサルティング

 ヘルスケア社にロボット事業部を設立
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（３） 利用例

　「第5回 ロボット大賞」を受賞

したパナソニックと松下記念病院

による「 生活支援ロボットソリュ

ーション事業」（図1-32）。ロボ

ットを使ったソリューションの提

案と、コンサルティングというビ

ジネスモデルが評価された。例え

ば、薬剤部の業務においては、調

剤の時間を減らし、服薬指導の時

間を増やすことができれば、収入

増を見込める。コンサルティング

ではこのような観点も含めて改善

案を提示して、具体策を実施して

いく。松下記念病院では、注射薬払出ロボットシステム1台、病院内自律搬送ロボット「HOSPI」

4台、 自己位置推定などのためのLED可視光通信システムを導入している。これにより、年間

約3,000万円の経費軽減、10%以上の工数削減を達成している。

（４） 構成要素

　「 病院まるごとロボット化」（図
1-33）は、ユーザ主導型イノベ

ーションによるロボット事業であ

り、これによりコンサル手法の確

立や現場診断ツールの構築を含む

トータルソリューションの体系化

を図っている［19］。コンサルティ

ングにおける課題分析には、FA

分野で培ってきた現場診断ツール

「NEXTセル」を用いている。こ

れにより課題や無駄を「 見える化」

している。まるごと病院を支えるロボットとしては、薬剤関連ロボット群、自律搬送ロボッ

ト［20］、ヘッドケアロボット、ロボティックベッドがある。例えば、注射薬払出ロボットでは［18］、

中規模病院を対象としたスリムシリーズで、最大210種類の薬品を高速に払い出すことができ

る。また、FAで培った技術を応用して、薬品破損率5万分の1以下で払い出せるようにして

いる［21］。

図1-32　松下記念病院での運用例

（出典：パナソニック　
http://panasonic.co.jp/ism/robot/robot02.html）

図1-33　…病院まるごとロボット化

（出典：パナソニック　
http://panasonic.co.jp/ism/robot/robot02.html）
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（５） 関連する法律と安全性

　NEDO「 生活支援ロボット実用化プロジェクト」を通じて、 生活支援ロボットの国内安全

基準の策定活動を行っている。また、 現在策定中のパーソナルケア・ロボットの国際安全規格

（ISO13482）への提案活動を積極的に進めている。

（６） 社会への普及

　パナソニック・後藤らは、 生活支援ロボットは成長する市場として期待されているが、現時

点で市場に受け入れられている商品は多くないと述べている。その原因として、以下をあげて

いる。

１） 商品として成り立つアプリケーションを見出すのが困難

２） 安全、機能面に関する技術力の不足

　これを解決するため、コンサルティングを含むトータルソリューションを提供することを目

指している［22］。

　現在、リードカスタマである松下記念病院を皮切りに、30以上の病院をコンサルティング

している。必ずしもロボット化が解決策にならないようであるが、これにより潜在ニーズを顕

在化することができている。このステップを踏むことで、埼玉医科大学、淀川キリスト教病院

などにシステムを導入している。
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