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　前章まで、ロボット技術の要素的な構成と、各フィールドにおける現状などをフォアキャス

ト的にまとめてきた。本章では、高齢社会などの将来の社会的課題を俯瞰しながら、20－30

年後のあるべき社会像を描き、そのために解決しなければいけない課題、ロボットが使われる

社会のイメージについて述べたい。

　なぜならば、高齢社会などの社会的課題を解決するために、ロボットの必然性を直接的に説

明するのはかなり無理があり、社会的課題（デマンド）を掘り下げ、人の要求（デザイヤ）を
分析し、技術的にソリューション可能な課題（ニーズ）に落とし込むことが必要であると痛切

に感じているからである。

　ドラッカーは著書「マネジメント」で、「企業とは？」の問いに対して、「利益を得るのが目

的ではなく、顧客創造が目的である」と書いている。結果的には利益を生むためには顧客が生

まれるわけではあるが、理念として、利潤追求を先行させることは、顧客の満足度を下げるこ

とにつながり、結果的に利益は生まれない。顧客創造を最初の理念とすると、例え最初の利益

回収は出来なくても、長期的には顧客満足度はリピーターとなり持続的な利潤を生むというこ

とである。

　また経営学の野中郁二郎先生も「知識創造企業」の中で、イノベーションの本質について記

述するとともに、フロネティックリーダーとして求められる素養として「共通善」を志向しつ

つ判断・行動が求められることを記述している。

　本章では、フォアキャスト型の考え方を一旦止めて、バックキャストしていく中で、顧客（ユ

ーザや社会）の求めている物、満足度はどこなのかを探ることが重要という視点で書いていき

たい。

　まず6.1では、ものづくりの一環としてロボットをモノとして作り、その後でサービスを生

み出そうとしている現状の ロボット市場創造のあり方について議論し、普及期の次世代ロボッ

トをサービスとして利用者に提供する新市場創出のため、サービス主導のロボット設計と、ロ

ボットサービスを実現するプラットフォーム戦略の重要性について述べる。6.2では、人口統

計などを用いながら、20－30年後の社会構造を予測し、社会としてどのような状態であって

ほしいかの提言を行う。さらに、産業成長と競争力へ貢献するためのビジネスモデル変革の必

要性についても述べる。6.3では、前節で行った提言を実現するための課題として、制度設計

や社会システムの構造改革などについてバックキャストする。また6.4ではその中でも、ロボ

ットの安全性についてのISO 国際標準化活動を通じながら、 生活支援ロボット安全検証センタ

ーの取り組みなどを紹介するとともに、これからの市場での強い影響力を獲得するための デフ

ァクト標準のビジネス構造について述べる。

ロボットを 社会実装する
ために６
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6.1.1. サービス主導の重要性

　モノを作れば売れる時代から、作っても売れない時代に突入した。重要なのはサービスを設

計（デザイン）したうえで、必要となるモノの仕様を決め設計・実装するという、従来とは逆

の設計手法が必要であるということである。

　ここでは、従来の “死の谷” を乗り越えるための システムインテグレータの限界として、い

わゆる “ ダーウィンの海” を乗り越えて 社会実装する際には、 サービスインテグレータが重要

であることを述べ、時として、サービス設計を先に行い、システムの 社会実装に必要な必要事

項をトップダウンに洗い出すことが重要であることを述べたい（図6-1）。

（１）  システムインテグレータの限界

　従来、 産業用ロボットは人が行ってきた作業の代替手段として、その製造能力の高さから広

く広まったといえる。 産業用ロボットが広く使われるようになったのは、 産業用ロボットを製

造している会社は、ユーザ企業の要求を聞きながら、製造ラインとしてソリューションするこ

とで事業化されてきたため、かかわる企業としてはユーザ企業とソリューション企業の二者で

あった。

　2004年に故谷江和雄氏は、「 ロボット市場を立ち上げるために」の中で、 システムインテグ

レータの重要性を説いていた。このモデルは製造業者とユーザの間を取り持つ製品を媒体とし

たソリューションビジネスにおいて成り立つモデルであると考える。

　しかしながら、 生活支援ロボット等のサービスロボットを事業化するためには、ソリューシ

ョン企業とユーザだけでは、ユーザの本当の需要を聞きだし、ソリューションすることが難し

いと同時に、ユーザは本来、ロボットによるソリューション（サービス）を求めているのでは

なく、何らかの付加価値を有するサービスを求めている。この場合、多くの場合、ソリューシ

ョン企業とサービス事業体とは業種が大きく異なり、ユーザ、サービス事業体、ソリューショ

ン企業の持つそれぞれの要求を満た

すことが必要となってきている。

　さらに難しいのは、ユーザは欲求

（デマンド）はするものの、ソリュ

ーション企業がソリューションでき

る形での要求（ニーズ）にはなって

いない場合が多いと同時に、間を取

り持つべきサービス事業体は、多く

の場合、サービスの効率化は意識す

るものの、ユーザのデマンドを解析

6.1. サービス主導型のロボット設計の重要性

図6-1　…システムインテグレータの重要性
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し、ソリューション企業が実現できるニーズまでコンサルすることは求められていない。この

ような業態で、今必要とされているのは、ユーザのデマンドから、ソリューション企業が実現

できるニーズまで昇華させることが出来る、コンサルテーション企業であると考える。

　逆に言うと、今までのロボット開発のように、システムインテグレーション（ソリューショ

ン）企業が、市場が求めていると思っているニーズに対応するロボットを開発し、そのロボッ

トを実証しながら、使われるところを模索するという従来のプロセスでは、時間と経費が膨大

となり、ほとんどの企業は事業化までたどり着かないというジレンマに陥っているのではない

だろうか？

（２） 死の谷と ダーウィンの海

　一頃、基礎研究から製品化の間にはいわゆる「死の谷」（図6-2）が存在し、製品という一

つのものとして完成させるためには、様々な技術・製品開発が必要となるといわれてきた。事

実、一つのロボットを完成させるためには、ロボット要素をただブロックのように組み合わせ

ただけでは目的の動作はしないことが多く、多くの場合、摺合せが必要であった。実際、ロボ

ット産業は長年、この摺合せを経て、多くのノウハウを有する優秀な匠の技を有するエンジニ

アを輩出してきた。このノウハウを蓄積したエンジニア達が、今の日本の礎を作ってきたのは

疑いようもない事実ではある。

　しかしながら、実は製品化から事業化（製品が売れ、事業として成り立たせる）までには、

実はもう一つ「 ダーウィンの海」が存在していることを見落としがちである。多くのロボットは、

現在、日本にあふれている優秀な匠の技を有するエンジニアにより具現化されているが、事業

化するためこの「 ダーウィンの海」を

越えるには、今までのようなユーザ企

業のニーズに合ったシステムを実現す

るだけでなく、ユーザのデマンドをニ

ーズとしてコンサルするサービスイン

テグレータ、サービスを実際にユーザ

に供与するサービス事業体、さらには

ニーズを具現化するソリューション企

業との摺合せをコンサルテーションし

ながら「 ダーウィンの海」を乗り越え

る、新しいやり方で事業化を行うこと

が求められている。

（３）  サービスインテグレータの必要性

　昨今のシステムの 社会実装を考えると、モノはあくまでもサービスの媒体であり、サービス

そのものの設計・実装が大きな価値を生むのではないか、と考えられる。この場合、ユーザの

図6-2　死の谷と…ダーウィンの海
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デマンドを聞き、サービスソリューション化すると同時に、システムでソリューションできる

部分については、 システムインテグレータに振り分けるという、新しい サービスインテグレー

タの必要性（図6-3）が求められていると思われる。

　 サービスインテグレータに求められる素養としては、 システムインテグレータが解決できる

課題を理解していると同時に、社会受容を含めて、ユーザの求めるデマンドに対しサービスを

俯瞰しながら複数企業をコーディネートしつつ、システムとサービスに振り分ける能力を問わ

れる。

　また、ニーズの具現化にむけたプロセスと手法に関するスキルも必要となる。以下に一例を

示す。

　ユーザニーズを探索する段階では、現場に身を置き、ターゲットユーザの観察を通じて、ユ

ーザ自身が自覚していないニーズやウォンツを課題定義する「課題設定能力」が必要になる。「ビ

ジネス・エスノグラフィー」と言われるユーザへの直接のインタビューや観察の手法や、典型

的なエンドユーザ像をあたかも存在する人のようにそのプロファイルを定義するペルソナ手法

などが使われる。

　サービスのアイデアを発想する段階では、エスノグラフィーで拾い集めた事実や気づき、ユ

ーザとして定義したペルソナを念頭において、実現性はさておき、可能な限り大量のアイデア

を出す「アイデア発想力」が必要になる。「フューチャーセッション」は、多様なメンバーと

の対話を通じて発想を広げる手法であり、大量のアイデアを産み出す「ブレインストーミング」

との組合せが有効である。

　サービスをインテグレーションする段階では、アイデアの有効性や課題を、エンドユーザに

相当する相手にテストしてもらう「アイデア評価力」が必要になる。「プロトタイピング」は、

サービスアイデアを寸劇や、4コマ漫画、ショートムービーなども含めて、ユーザに説明して

意見や提案を貰う手法として有効である。

　サービスをプロトタイピングする過程で、サービスのどの部分をシステム化し、どの部分を

システム化しない方が良いのかも見えてくる。そのようなプロセスを経て、 サービスインテグ

レータは、 システムインテグレータに期待する部分とそうでない部分を見極め、そのサービス

を成立させるための人や組織の全体像をデザインすることが必要になる。

　このようにシステムなどのモノに

固執することなく、最終的にユーザ

が何を求めていて、それをどのよう

に提供するかに着目し、サービスデ

ザインができる人材の育成が急務で

あるといえる。

図6-3　…サービスインテグレータの重要性
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6.1.2. サービス主導の共通基盤

（１） ロボット共通基盤

　2004年頃から様々なロボット共通プラットフォームの研究開発が開始されてきた。国家プ

ロジェクトとして推進されたロボット共通プラットフォームとしては、「RTミドルウェアプ

ロジェクト」、RTミドルウェアに対応した画像や 音声認識、運動制御モジュール開発の「次

世代ロボット共通基盤開発プロジェクト」、知能化技術部品であるRT コンポーネント開発の「次

世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」、及び、関連プロジェクト等がある。多くはハー

ドウェアとしてのロボットやロボット部品間の連携を対象としている。

　また、企業が中心となって設立した団体に「 RSi（Robot Service initiative）」がある。 RSi

は、2004年に設立されたコンソーソアム標準の特徴をもつ業界団体であり、ロボットサービ

スとインターネットサービスとの融合のためのロボットソフトウェア基盤としてRSNP（Robot 

Service Network Protocol）を策定している。国内のロボットプラットフォームを、利用して

いる通信方式、及びサービス指向／ロボット指向の観点から分類したものが（図6-4）である。

多くの取り組みがロボット指向であり、ロボットそのものや、 センサなどのロボット部品のハ

ードウェアをネットワーク化することに重点が置かれている一方で、 RSiは、インターネット

を活用したロボットサービス提供に重点が置かれている。

　 RSiでは、ロボットサービスを、ネットワークを介してロボットが提供する情報サービス、

もしくは物理的サービスと定義している。（図6-5）にサービスモデルVersion3の概要を示す。

このモデルは、ユーザ、ロボットや小型ロボットを含めたモバイル端末、ロボットサービス、

サービスフロントなどから構成される。また、同期・非同期の通信による動作や動作パターン

の指示や結果の取り出し、ロボットからサービスへの問い合わせ・通知、サービスの提供、ユ

ーザを含む環境とのやり取りを行うことができる。また、 クラウド間連携や、データ蓄積、 ク
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ラウドに配備されるロボットサービス特有の仕組みについても考慮されている。ロボットをイ

ンターネットに接続する利点は、人と協調してサービスを行う「協調型」ロボットを実現でき

ること、インターネット上のコンテンツを再利用できることである。 RSiでは、このモデルに

従ってサービスのプロトコルを規定しており、異なるベンダで独立して開発したロボット／サ

ービスの間での相互運用が実現できる。

（２） 多様な環境への適合

　ロボットをサービスとして提供するためには、それぞれの分野（業種）ごとにおいて、多様

な環境への適合が必要となる。つまり、顧客ニーズを満たすための、柔軟なカスタマイズや、

複雑なシステムインテグレーションが求められる。例えば、従来は人にしかできなかった高度

な組立作業や多機能工の作業へ 産業用ロボットを適用する次世代生産方式として、ロボットセ

ル生産がある。これは、新 ロボット市場に現れつつある新たなロボット分野の一例である。こ

のような3次元視覚などの知能化技術の導入が始まりつつあり、システムインテグレーション

の高度化と、極めて多様なユーザ要求への対応が必要とされている。

　これまでのロボット企業のあり方は、単機能・特定市場向けのビジネスには適していた。一

方、新たなロボット分野では、ロボットの設置される特定の環境や顧客ニーズへの対応が多様

化する。この場合、ロボットの適用対象領域を拡大した汎用性のあるロボットと、特定市場向

けソフトウェアによるサービス開発を行うことが経済的となる。この時、ソフトウェアによっ

て創られる価値の比重が大幅に拡大することは重要なポイントである。

　ロボットシステムの構築に必要な基本機能は、我が国のRTミドルウェアや知能化プロジェ

クトなどの成果やオープンソース団体のライブラリにより、様々なソースや コンポーネントが

入手できるようになった。とくに、RTミドルウェアは コンポーネント指向であり、優れた部

品を揃えている。今後は、これを活用した大規模なアプリケーションを構築し、サービスを実

現していく必要がある。そのためには、部品化されているソフトウェアの抽象化層としてのサ

ービス基盤を準備していく必要がある。これは、新 ロボット市場での、新しい環境に簡単にサ

図6-4　ロボット共通基盤の位置づけ 図6-5　…RSiロボットサービスモデル
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ービスを適用するためのアプリケーション開発など、システムインテグレーションの視点に対

応するためである。また、顧客ニーズや経営の変化のスピードにタイムリーに対応するため、

迅速で柔軟な対応も求められるであろう。さらに、ロボット以外の技術者や開発者、一般の開

発者であっても、容易にロボット技術を利用できる仕組みを整備することで、開発ユーザを拡

大し、産業領域を拡大していく必要もある。

　今後のロボットビジネスでは上記を考慮し、将来的にわたって我が国の産業競争力を維持で

きるモデルを採用することが重要である。その場合、モジュールを呼び出すOS層、ネットワ

ーク層をあわせ、ロボットソフトウェアの実行環境を再編成し、サービス開発者のための統合

プラットフォームを提供することで、産業競争力の強化が期待できる。この基盤は、従来のソ

フトウェア部品を抽象化した上位層のサービス開発フレームワークとして提供される（注：名

称は必ずしも一致しておらず、SDK：Software Development Kitなどと言われる場合もある）。

　ロボット開発のための統合プラットフォームを（図6-6）に示す。このプラットフォームは、

膨大なソフトウェアで構築される付加価値サービスを提供するための、統合プラットフォーム

である。これは、ハードウェア層、OS層、ミドルウェア層、フレームワーク層、各業者向け

のライブラリ群など、極めて重層的なソフトウェアの層で構成され、従来開発されてきた知能

化層とは異なる上位層といえる。

とくに、サービス統合基盤は、製

品がマス・マーケットを目指して

サービスが多様化する普及期に、

新たに出現するサービス開発のた

めのフレームワークであり、ロボ

ットサービスの本格的な普及、多

様なアプリケーション開発の促

進、キラーアプリケーションの発

見のための基盤として、技術開発

への取組みが必須である。

（３）  クラウド適用の課題

　技術の普及と、次世代ロボット市場の特性を考えたとき、ネットワーク外部性にも着目する

必要がある。ネットワーク外部性とは、互換性のある財を購入する消費者の数が増えるにつれ

て、財を利用する消費者の便益が向上することである。最近のインターネット普及にともない、

相互接続、及び、 クラウド適用によるサービス提供の重要性は増している。例えば、戦略的な

普及活動を行っている米国のオープンソースである ROS（6.3.2項へ詳述）においても欧州 FP7

の  クラウドロボティクスのプロジェクトである RoboEarthとの連携が行われており、 クラウド

へのロボット技術適用が模索されている。また、2011年の Google/IOにおける ROS-javaを搭

載したAndroid-OSの携帯端末とロボットとの連携デモンステレーション、 Googleの認識エン

図6-6　サービス統合基盤

（出典：平成25年版 科学技術白書（文部科学省）　
コラム1-4　プラットフォーム戦略より一部改訂）
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ジンを ROSへ適用した「 クラウドベースのロボット把持」研究が発表されるなど、 Googleと

 ROSの連携も活発化している。さらに、インターネットを介した ROSのリモートロボットパ

ッケージやロボット用Webアプリケーション開発への取組もある。すなわち、ロボット技術

をインターネット／ クラウド環境へ適用し、Webサービスとして提供する動きが活発に進行

している。このように、欧米のロボット技術をビジネスへ適用するための技術動向を捉えた場

合、インターネットを活用したロボットサービス提供や、リソースへのアクセスが顕著である。

よって、ネットワーク外部性の促進、相互接続性に不可欠な、インターネット環境への適用を

視野にいれたロボット技術開発への取組みは必須である。

　RTミドルウェアは、部品化、OS非依存性のために分散オブジェクトミドルウェアである

CORBAを用いて実装している。 コンポーネントモデルが明確な優れたモジュールであり、分

散したRT コンポーネント間の通信も容易に行うことができる。ただし、CORBAによるオブ

ジェクト呼出し手続きはLAN環境内の閉じたシステムを前提に行われる。すなわち、RTミド

ルウェアを、ネットワーク外部性、ならびに、相互接続を促進するために、インターネットや

 クラウドに適用しようとする際の大きな課題となる。

　他方、RSNP（Robot Service Network Protocol）では、 RSiの設立当初よりインターネッ

トによるロボットサービスを対象としており、ロボットソフトウェア基盤の通信層の一つに

HTTPをベースにしたWebサービス基盤を適用している。ロボットとサーバ、及び、ロボッ

ト間の、インターネット経由での双方向通信を可能とする通信モデル、Webサービス技術で

標準化された高信頼メッセージング等を用いており、インターネット環境と整合性の高いロボ

ットシステム構築を可能としている。RSNPのアーキテクチャを図6-7に示す。RSNPのアー

キテクチャは、ロボットサービス層、共通サービス層、下位の通信層の3つの階層から主に構

成される。ロボットサービス層では、ロボットの機能とロボットサービスの機能をモジュール

化して提供することで、機能の異なる多様なロボットや各種サービスへの適用を可能としてい

る。共通サービス層では、通信

機能や認証機能、ロボットサー

ビスをクラスとラングすること

のできるマイクロサービス機能

を提供し、通信モデルとして、

同期通信と非同期通信、Pull型

/Push型通信を提供する。また、

下位の通信層が独立して規定さ

れているため、HTTPのみなら

ず、CORBA、TCP/IPなどの

様々な通信層を適用することが

可能である。

図6-7　RSNP3.0アーキテクチャ
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（４） プラットフォーム戦略

　ここで、プラットフォーム戦略として「 クラウドベースのロボットソフトウェア統合基盤の

構築」を提案する。普及期においては、システム構造がビジネス化へ向けて再編成される。そ

のため、プラットフォーム戦略への取組みが、非常に重要な意味を持つ。これへの対応を急ぐ

必要がある。したがって、ロボットサービスの統合基盤の要件は以下である。

　（1）マルチ実装を許容する相互運用可能なソフトウェア統合基盤を実現する。相互運用性向

上への取組みは、今後の日本のロボット産業のシェア維持、及び、拡大に必要な多極化戦

略である。

　（2） クラウドベースのソフトウェア統合基盤は、インターネット上で、ロボット及びロボッ

ト周辺のソフトウェアモジュールを、コンテンツサービス化して提供する。インターネッ

ト上でのコンテンツサービス化には、RT コンポーネントや、知能化モジュール、 RSiサ

ービスを初めとする既存研究の成果をはじめとして、本報告書で概観した各種のオープン

ソースロボット機能モジュールもあわせて集約することで、リソース共有を可能とする。

　（3）上位／実用レベルの付加価値サービスアプリケーションへ発展する「核」を提供する。

 産業用ロボット分野から、汎用ロボット分野への適用が進行するに従い、アプリケーショ

ンプログラムやサービスの比重が大きくなり、大きな投資が必要な部分である。「核」は

近い将来プラットフォームの一部に組み入れられる部分である。これら（2）、（3）により、

上位／実用レベルの付加価値を検討する基盤として、迅速かつ容易に利用可能とする。

　上記により、ロボットのブレイクスルー技術を、研究開発者が迅速かつ容易に利用できるソ

フトウェア実行環境を整備し、これまでのロボット研究成果の実装支援を推進する。これは、

日本がこれまで蓄積してきた高度な技術力を集約し、効率的にビジネスを展開、市場を形成す

るためのプラットフォーム戦略である。
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　 RSi（Robot Service initiative：ロボットサービスイニシアティブ）は、ハードウ
ェア（ロボット本体）だけではなく、インターネット（ クラウド）やソフトウェア（ロ
ボットサービス）への取組みの重要性への認識から、三菱重工業、富士通、SONYが
中心となり、2004年に発足した日本のロボット団体である。
（1） RSiの目標
　インターネットを活用した魅力あるロボットサービスを簡単かつ便利に利用できる社
会を目指し、相互運用性のあるロボットサービスについて、関連団体と協力し連携し
ながら仕様策定と公開、実証実験、普
及促進を行うことを目的として、活動
を行っている（図参照）。ロボットサ
ービスの仕様の検討・作成・公開、開
発ライブラリを公開し、サービスのプ
ロトタイピングや評価を行い、普及促
進のためのインターネット上の クラウ
ド実行環境やサービスを継続的に運用
している。尚、運営は、各団体の持ち
寄りとボランティア活動で賄われてい
る。
（2）組織
　2013年10月現在、正会員として、三菱重工業、富士通、富士通研究所、セック、
日本気象協会、日本電気通信システム、安川電機、ライトウェア、産業技術大学院大学、
はこだて未来大学、また、協力会員として、奈良先端科学技術大学院、中京大学、名城
大学、金沢工業大学、名古屋工業大学、芝浦工業大学、首都大学東京、大阪市立大学、
産業技術総合研究所が登録している。
（3） RSiの活動
　 RSiでは、異なるベンダが独立して開発したロボットやサービスの間での相互運用を
実現するためのロボットサービスモデルに従って、ロボット基盤の仕様であるRSNP
（Robot Service Network Protocol）を策定している。RSNPの仕様検証としては、
7回の公開実証実験が行われている。通算で6団体、8台のロボットと4社の情報プロ
バイダーが参加し、相互接続性の実証、仕様の十分性やサービスの有効性の検証が行わ

6-1コ ラ ム

～ RSi（Robot Service initiative）の取組み～
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れた。
　仕様は、2006年にRSNP1.0を一般公開し、2011年6月には、RSNP2.3を公開
している。RSNP2.3では、マイクロサービスのためのロボット起点の汎用のPush通
信をもサポートした。同時に、サービスやロボット開発のためのJavaベースのRSNP
ライブラリ実装（FJLIB）が富士通研究所から提供されている。FJLIBは、Android
を含めて動作し、すでに研究目的のアプリケーションが開発されている。また、こ
れとは別に、Objective-C版のRSNPライブラリ（iRSNP）をiPhone上に実装し、
FJLIBとの相互接続性を検証した。
　ロボットを持たない多くの開発者のためのロボット研究を促すため、小型ロボットへ
の取組みも行われている。2011年の 国際ロボット展では、FJLIBを用いた LEGOロボ、
iRSNPを用いた RSiCameraRobotと、大型ロボットである富士通製のenonを使って、
小型ロボットから大型のサービスロボットまで、RSNPを用いて共通で利用できるサ
ービスを構築できることを示した。
　 クラウドサービスとしては、インターネット上に、日本気象協会提供による天気情報
サービス、遠隔地のロボットカメラを用いた見守りサービス、防災情報サービス、企業
向け開発実行環境のポータルサイトである「ロボットおでかけマップ」などがインター
ネット上に構築され常時運用を続けている。また、マイクロサービスを組み込み、学術
研究用の開発/実行環境「ロボットマップ」を運用している。また、知能化モジュール
など国内に蓄積されたRTM/RTCなどの豊富なリソースをインターネットサービスと
して展開することを目指した RSi/RTM gatewayの開発も行われている。
　最近では、2012年に第1回RSNPコンテストを開催、翌年以降も継続している。さ
らに、ロボット技術の普及促進のため、RSNPを用いて、既存のRTCをインターネッ
ト上に公開する技術の検討が重ねられている。また、RSNPを用いたリアルタイム音
声通信が実現されている。

成田 雅彦（産業技術大学院大学 産業技術研究科情報アーキテクチャ専攻）
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（５） サービス主導の事例

Ａ） 相乗的な価値形成によるモノづくり

①iTunesとiPod
　アップル社の携帯デジタルオーディオプレーヤーの戦略として知られているものに、iTunes

が有名である。ソニーのウォークマンに端を発して携帯オーディオプレーヤーは広く普及し、

CDの普及とともにデジタルオーディオプレーヤーへと移行した。音楽コンテツがデジタル化

し、配信方式、圧縮方式などがプレーヤーの機種依存となりつつあった中で、2001年にアッ

プルは、同社のMacintoshパソコン上で動作する音楽再生と楽曲管理ソフトウェア「iTunes」

を公開し、そのすぐ後でデジタルオーディオプレーヤー「iPod」の発売を開始した。さらに、

2003年に、iTunesを用いて、楽曲の購入とダウロードを行うためのインターネットサービス

として、「iTunes Music Store」が、iPodサービスの一部として発表された。同時に、アップ

ル社製品の普及拡大のため、iTunesは Windows上での動作へも対応した。

　iPodは、これまでの音楽コンテンツのストレージたるレコードやCDに替わり、フラッシュ

メモリという記録メディア、ストレージを内蔵する。これにより、音楽は、レコードやCDと

いうメディアの流通を中心とした市場から、デジタルファイルの流通を中心とした市場へと移

行した。そこでは、ネットワークによるコンテンツ提供が当然となった。iPodは、モノであ

るデジタルオーディオプレーヤーの開発にしのぎを削ってきた日本メーカを尻目に、ユーザが

真に求めている “音楽を聴くこと” に特化した、サービスを具現化したといえる。つまり、ア

ップルは、それまでソニーのような日本企業が先導していた機器単体の価値提供から、iPod

というモノと、iTunesという楽曲管理ソフトウェア、さらに、音楽コンテンツのインターネ

ットサービスを相乗的に組み合わせ、iPodが音楽を聴くための統合システムとして提供され

るビジネスモデルへ移行させたのである。これは、後にスマートフォン「iPhone」として拡大

展開されることになる。

②iPhone／Androidのアプリケーション群
　相乗的な価値形成によるモノづくり、すなわち、サービス主導による競争力強化には、ア

プリケーションの充実が不可欠となる。スマートフォン市場におけるiPhoneやAndroidでは、

このアプリケーション開発の基盤を提供することにより、サードパーティの外部知を取り込み、

アプリケーションを集積することに成功している。例えば、iPhoneのアプリケーション配信

サイトである「App Store」へ登録されたアプリケーション数は、2012年4月の決算発表で60

万本、同じく、Androidの「 Google Play」に登録されたAndroidアプリケーション数も、2012

年6月の Google I/Oの発表で60万本を数えている。この膨大なアプリケーション群が製品の

魅力の一躍を担っており、到底一企業で開発できるアプリケーションの数ではない。

　つまり、iPhoneでもAndroidでも、世界中の多様な分野の開発者が参加し、多様なアプリ
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ケーションを開発するためのサービス開発基盤と、開発したアプリケーションを、ユーザへ展

開、販売する仕組みを提供することにより、製品の付加価値、魅力を高めていくことに成功し

ている。ちなみに、 Google Playでアプリを配布するための Google play Developer Consoleへ

の登録費用は25米ドル、iOSの技術リソースを提供するiOS Developer Programへの年間参加

費は8,400円であり、この登録／参加料も開発基盤を提供する企業の収益となる。

Ｂ） モバイル統合プラットフォーム

　スマートフォンや タブレット端末をはじめとする、多様なモバイルデバイスの普及にともな

って、IT企業があがって、モバイル統合プラットフォームの展開を開始している。モバイル

統合プラットフォームとは、モバイルデバイスに対応したアプリケーションの開発・実行環境

の提供、 クラウドや新規／既存システムとのサービス連携、アプリケーションやモバイル端末

の管理、及び、モバイル端末特有のセキュリティの仕組みなどを、統合して提供するものである。

　2012年5月、IBM社はMobile Foundation V5.0を発表した。Mobile Foundation V5.0では、

開発実行環境としてのWorklight、管理とセキュリティのためのEnd Point Manager、 クラウ

ドや企業システムとの連携のための仕組みのCast Ironを提供し、企業におけるタブレットや

スマートフォン活用を促進する戦略である。SAP社からは、Sybase Mobileプラットフォーム

が発表されている。さらに、2013年8月には、富士通からFUJITSU Mobile Initiativeが発表

された（図6-8）。FUJITSU Mobile Initiativeでは、PaaS型 クラウドによるアプリケーショ

ン開発実行環境や、デバイス管理、認証やセキュア配信のためのセキュリティの基盤として

の「MobileSUITE」、サービスへのリモートアクセス基盤である「FENICSⅡ ユニバーサル

コネクト」等を統合し、モバイル統合プラットフォームを提供する。続いて、2013年9月に

図6-8　FUJITSU…Mobile…Initiativeの体系

（出典：富士通プレスリリース：2013年8月27日）
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は、Oracle社が、同社のこれまでの開発フレームワークや、ミドルウェア技術を適用したモ

バイル統合プラットフォーム構想を発表している。Microsoft社も、同社の組込みOSである

  Windows Embeddedを、小売業、医療、製造、自動車等の各分野へ適用するための展開を行

っている。

　IT業界の各社が、多様化するデバイス端末へサービスを適用するためのプラットフォーム

戦略を着実に推進している。放置すれば、ロボットも一つの端末として、世界的なIT企業が

展開するプラットフォーム戦略に呑みこまれることになる。ロボット業界においても、我が国

から主導的にロボット統合プラットフォームを展開していくことが必須である。

参考文献
［1］ ロボットサービスイニシアティブ（ RSi：Robot Service initiative）http://robotservices.org/
［2］ 成田雅彦ほか、“インターネットを活用したロボットサービスの実現と開発を支援する RSi（Robot 

Service）の取り組み” 日本ロボット学会 vol.28 No.7 pp829-840（2010）．

6.1.3. ロボット技術とITの融合によるサービス創出

　社会インフラは、情報処理技術、ネットワーク技術、 センサ技術の普及により、IT化の流

れが加速している。従来は企業内業務のIT化による業務の効率化・高度化が中心であったが、

現在ではインターネットを通じた顧客接点のIT化によるビジネス拡大やサービスレベルの向

上が実現されている。今後は、IoT（Internet of Things）や M2M（Machine to Machine）技

術の進展により、 スマートシティなどによる社会インフラのIT化が進み、環境変化を捕捉し

て社会インフラをリアルタイムに制御することで全体最適化することが可能になっていく。こ

のような変化は、医療・防災・交通・行政・エネルギー等、様々な社会インフラへと波及して

いる。また、本当に効果的な成果を上げるために、物理環境に能動的にアクションを行う事で、

生活行動や企業活動を支援する事ができる。つまり、IT化の流れにおいてもロボット技術と

融合することで、多様な社会課題にも自律的に対応できる世界を実現するようになるだろう。

（１） つながるデバイス

　従来からある身近なモノ、自動車、メータや家電であったり、環境モニタリングのためのデ
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バイスが、今後はネットワークにつながりながら、 センサシステムや遠隔デバイス管理システ

ムを実現するようになる。

　大量の「もの」（ センサ・デバイス）が繋がり身の回りを覆い尽くす。さらに様々な領域の

データと連携し、 M2M市場の拡大が期待される（表6-1）。

　これらが活発になった要因として、CPUを含めた高性能化、小型化、汎用化があげられる。

スマートフォンに代表されるスマートデバイスは今や世界で普及率が8割を超える国も多く出

てきている。また、同時に無線でのブロードバンドネットワーク環境の充実も、これらの流れ

に拍車をかけており、これまで接続できていなかったデバイスが参加しやすい環境が整いつつ

ある。

　まだデバイスをネットワーク接続するための導入コストネックが存在する場合もあるが、そ

れも今後は改善される事が想定され、これま

で以上に身近なデバイスが、ネットワークに

参加していく事で様々な情報をやり取りする

コミュニケータの役割を担ってくるだろう。

　また、この流れはさらに加速する見込みで、

これらが高度化する延長上に、ロボット、あ

るいはロボット技術を搭載した機器が数多く

存在し活躍することが想定される。

　一方で、課題も顕在化しており、例えば人

の行動やその周辺情報、またその人の嗜好に

ついて収集が可能になる。そのため、情報デ

バイスが繋がる事によるプライバシーやセキ

ュリティに関する問題も同時に議論されてお

り、このような内容がロボットを活用したサ

ービスでも注意していく必要があるだろう。

（２） 情報通信システムの変化

　従来、情報通信システムは、各企業や自治体など、いわゆる事業単位ごとに開発を行う専用

システムでの開発が主であった。そのため、設備も事業者が所有する形態で開発が行われてい

た。しかし、その後ネットワーク網も整備される中で、個別にシステム開発をするよりも、共

通のサービスはネットワークを介して接続する、あるいは個別システムを最適化し、業務単位

ごとに作り直し、それらのサービスを繋ぐ技術、SOA（Service Oriented Architecture：サー

ビス指向アーキテクチャ）を採用することで、柔軟なサービス利用型の形態がとれるようにな

ってきた。

　さらには、 クラウドコンピューティングの台頭により、自らは、情報通信システムの設備投

資を行わない、いわゆる「所有から利用」と言われるサービス利用型の形態に移行してきてい

表6-1　…M2M市場の需要

（出典：想定されるM2Mサービスの需要母体
2011　総務省総合通信基盤局）

もの 推計数（万）
1 電子書籍端末 690
2 デジタルフォトフレーム 300
3 屋内外電子公告 200
4 自動車 7800
5 自転車 7900
6 IT・白物家電 60000
7 パソコン 5200
8 自動販売機 520
9 電気・ガス・水道メーター 24000

10 街路灯 4700
11 自然環境調査用センサー 3800
12 河川流量監視センサ― 100
13 農業用センサー 185100
14 その他 16690

計 317000
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る。この事により、初期導入の障壁をさげるとともに、保守運用面の負担軽減など、ランニン

グコストや比較的容易にシステム導入に踏み切る下地ができてきている。

　今後は、前述の通り、これら情報通信システムの流れに多様なデバイスが接続され、サービ

ス構築が広がることが予想される。つ

まり、 M2M（Machine to Machine）

と呼ばれるモノ（機械）とモノ（機械）

がネットワークを用いて、データを集

め、処理し、活用することにつながり

合う仕組みやその通信形態を考慮する

必要がある（図6-9）。

　また、これらデバイスが繋がる

 M2Mにおいても クラウドサービスに

より実現することが今後出てくると想

定される。この事のメリットは、導入

期間の短縮やシステム構築・運用の効

率化、様々なデータの集約化あるいは

連携など、 クラウドならではのメリッ

トが得られ、多様な分野の業務間連携

やデータ間連携による新サービス創出

の可能性が生まれる（図6-10）。これ

らの流れは、まさにロボットが一連の

サービスに参加し連携するためのプラ

ットフォームとして機能していくもの

と想定される。

（３）  M2Mとロボット技術の連携

　サイバーフィジカルシステムの技術により、実世界の多様な情報を センサから収集して把握

し、デバイスやロボット等を通じて実世界を直接制御することで、様々な社会課題が解決され

るようになることが期待されている。

　また、前述の M2Mによるデバイス管理と同様に、ロボット技術にも クラウドコンピューテ

ィングと組み合わせた、  クラウドロボティクス（図6-11）と呼ばれる動きがある。

　これは、名前の通り、 クラウドコンピューティングをロボット技術に活用することである。

ロボット技術のネットワークへの参加により、膨大な計算資源を使用し、知識の蓄積を行うこ

とで、知能化を加速するという考え方である。このコンセプトのメリットは、“ロボットを軽

く/安く/賢くできる” という点がある。

図6-9　…M2Mネットワークによる情報収集

図6-10　…クラウドサービスによる情報集約
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　ロボット技術が市場に出回る際、

機能分散を可能にすることで、外部

サービスとの連携や協調の恩恵を

受けることができる。つまり、従来

のロボットが一体型でサービスを

提供する概念ではなく、空間がロボ

ット化し人へサービス行動を行う。

あるいは空間や環境、あるいはイン

ターネットの情報を用いて、人の身

体能力の拡張を促す、という形でサ

ービスを実現する事が可能になる。

（４） ビッグデータとオープンデータ

　最近は電力 見える化や、 バイタルセンシング、環境モニタリングなどが、エネルギーマネジ

メント、少子 高齢化、公共インフラ保守など、社会の要請とともに増えている。また、パーソ

ナルデータにおいても、スマートデバイスの台頭により、位置情報にとどまらず、行動履歴

やそれに基づく趣味嗜好などの情報

も分かる環境が整ってきている（図
6-12）。それらの背景をもとに、 見え

る化、データ蓄積、制御・フィードバ

ックするサイクルが重要になってきて

いる。とりわけ、蓄積したデータから

どのような分析を行うかは重要な要素

であり、ビッグデータが加速している

（図6-13）。

　ビッグデータの定義は様々あるた

め、ここは多くは触れないが、基本的

には、ビッグデータは、単に量が多い

だけではなく、「様々な種類・形式の

データ」や「日々膨大に生成・記録さ

れる時系列性・リアルタイム性のある

データ」である。その中において、前

述の M2Mで扱われるデータは、ビッ

グデータを推進する要素のひとつとし

て重要な役割を担っている。

　さらに、これらデータ活用の推進に

図6-12　各分野で収集されるデータ例

図6-13　収集データの組み合わせ例

図6-11　…クラウドロボティクス
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おいては、国レベルで動きが活発となっている。現在、各国政府が主導的にオープンデータ

の流れが具体化してきており、2014年1月現在、世界40カ国以上でポータルサイトを開設し、

政府が保有する公共データを公開し、サービス創出に役立ており、今後も拡大する傾向にある。

　例えば、英ロンドンでは、保有するリアルタイム交通データを活用し、地下鉄の運行情報か

ら、電車が止まった際の代替ルートや所要時間を提供する、といったサービスが実際に起きて

いる。日本においても、政府主導の元、オープンデータの推進が行われている。自治体レベル

でもすでに先行して動いており、公共設備の所在案内や自転車シェアリング等のサービス構築

が可能なデータ公開を進めている（図6-14）。

　現時点では、まだ情報の提示のレベルにとどまっているが、これらの環境情報のデータ活用

とロボット技術とをネットワーク

を介して組み合わせることで、振

る舞いやコミュニケーションの際

の情報の積極的なレコメンド、生

活行動の積極的な支援など、幅広

い用途に活用できるサービスとな

る。今後は、ロボットがこれらの

ビッグデータへのインプット、分

析から得られるサービスの物理空

間におけるポータルの役割を担う

ことになるといえるだろう。つま

り、これらデータとの連携を前提

としたロボットシステムが今後は

重要になると想定され、それらを

前提としたシステム開発が求めら

れるだろう。

6.1.4. サービス主導型ものづくり事例

Ｃ） 老舗旅館　加賀屋

　老舗旅館加賀屋では、旅館のもっとも重要とすることは顧客満足度を上げることであるとし

て、顧客満足度に関係しない部分の自動化を行っている。

　例えば、お膳に載った料理を仲居さんが運ぶのを、客が見ても顧客満足にはつながらないと

して、料理の搬送にはエレベーターと搬送ロボット（図6-15）が使われ、ほぼ自動化されている。

　つまり仲居さんのサービスは顧客の満足度を上げることに集中することが出来るため、例え

ば、仲居が客室に張り付く機会が増えることにより、顧客の情報（たとえば今日が客の誕生日

図6-14　オープンデータの活用事例

（出典：データカタログサイト試行版）
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など）を仕入れることが可能となり、その

ことによる特別サービス（この場合、女将

の判断によるケーキなど）を可能とし、サ

ービスクオリティが上がることにより、顧

客満足度は上がり、リピーター率が上昇し

たという。

6.2.1. 社会的課題

（１） 世界的な人口の状況

　世界の人口の動向（表6-2）としては、2005年に世界の総人口は65億人、2050年には91億

人に達すると予測されている。

　世界的に65歳以上の人口比率は先進諸国を中心に高まりを見せており、2050年には全体で

16.2%、特に先進地域では26.2％にも達すると予想されている。その中でも日本の高齢者化率

の伸びは群を抜いており、世界に先駆けて、今まで世界が体験したこともないような 超高齢社

会が目の前に来ていることは避けられないようである。

　このように、未曽有な “高齢社会” に対応するために、 生活支援ロボットが期待されている

のも頷ける。日本では、国立社会保障・人口問題研究所（H25年3月推計）が、現在全国で65

歳以上の 高齢化率は23.0％であるが、2060年には高齢者化率39.9％にまで達すると予測されて

いる。

　特に特筆しなければいけないのは、就労人口といわれる15－64歳の人口比率が、2010年に

は63.8％であったものが、2060年には就労人口比率50.9％までに下がってしまうことである。

高齢者が増える中で就労人口が減り、少ない就労人口で高齢者を支えなければいけない社会が

来ることは明らかである。

図6-15… 加賀屋……雪月花の自動搬送システム

（出典：公益財団法人 日本生産性本部  加賀屋新棟
「雪月花」の「自動搬送システム」。左は調理場の
搬送システム入口。右は搬送中の料理ワゴン。）

6.2. あるべき社会像
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（２） 各地域が抱えている諸問題

　日本全国各地域でも、高齢社会の波は押し寄せている。特にもともと過疎の地域では、人口

統計的に高齢者化率が上がるのに加えて、若手が都会へ大学入学や就職を機に出てしまうと二

度と戻ってこないため、就労人口が減るだけではなく、若手の減少による出生率の減少が、高

齢者化率上昇に拍車をかけている。

　例えば、宮城県 気仙沼市の統計データを見てみると、市町村合併により一時的に人口が増

加しているものの、地元の高校を卒業すると、大学や就職で地元を後にすることで人口が減

少、同時に出生率も減少しているのが見て取れる。宮城県 気仙沼市は2040年には高齢者化率
47.5%、就労人口は45％まで下がることが予測されている。

　このような地域の状況は、決して地方特有のことではなく、東京周辺でも1960－1980年代

に作られた新興住宅地は、深刻な 高齢化が進み、多摩では2040年に高齢者率38％、就労人口

比率53％になる予想がされている。すでにニュータウンなどでは、 高齢化によりスーパーや

交通インフラなどが撤退し、高齢者だけが生活し活気のなくなった「限界集落」は都会周辺に

も多く見受けられる。

参考文献
［1］ UN, World Population Prospects : The 2008 Revision.
［2］  気仙沼市統計書（平成23年度版）．
［3］ 国立社会保障・人口問題研究所,（H25年3月推計）．

表6-2　世界の人口動向

1950年（昭和25年） 2005年（平成17年） 2050年（平成62年）
総人口 2,529,326千人 6,512,276千人 9,149,984千人
65歳以上人口 130,543千人 472,589千人 1,486,861千人
先進地域 63,927千人 186,347千人 334,153千人
開発途上地域 66,616千人 286,242千人 1,152,708千人
65歳以上人口比率 5.2% 7.3% 16.2%
先進地域…注2 7.9% 15.3% 26.2%
開発途上地域 3.9% 5.4% 14.6%
平均寿命（男性）…注1 45.2年 64.2年 73.3年
平均寿命（女性）…注1 48.0年 68.6年 77.9年
合計特殊出生率…注1 5.0 2.7 2.0

（出典：UN, World Population Prospects : The 2008 Revision）
（注1）平均寿命及び合計特殊出生率は、1950－1955年、2000－2005年、2045－2050年
（注2） 先進地域とは、ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、 オーストラリア及びニュージーランドからな

る地域をいう。開発途上地域とは、アフリカ、アジア（日本を除く）、中南米、メラネシア、ミク
ロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。（http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/
w-2010/zenbun/pdf/1s1s_5.pdf）
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［4］  高齢化の国際的動向，
 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2010/zenbun/pdf/1s1s_5.pdf

（３） 世界的な都市化の流れ

　人口の変化で、もう一つ注目する点は「都市部への 人口集中」である。図6-16は、国連が

出している都市部への 人口集中が今後どの程度進んでいくか、という予測である。2007年現在、

イギリス（都市人口割合88.9％）、米国（81.4％）、フランス（77.1％）、スペイン（77.1％）など、

先進国では都市部への集中度が高い。これは、産業構造が第1次産業（農兼や鉱業など）の割

合が減少し、第3次産業（商業、金融、運輸、サービス業など）へのシフトが進んでいること

と密接な関係がある。第3次産業のために必要なのは「人」であり、人が増えるほど第3次産

業を呼び寄せる。経済の成熟化に伴う産業構造の転換によって、都市集中が進むのは必然的な

流れである。

　また、これと併せて都市の運用にも目を向けていく必要がある。電気、ガス、水道等のユー

ティリティの設備、 スマートシティを目指した効率的なインフラの運用、過密化による防災へ

の準備などが必要となる。併せて、都市化にともない過疎化も進む。このことと 高齢化を照ら

し合わせてみると、都市部と過疎地に住む事への対応が求められる。都市への集中は、自然に

都市に人が集中するという流れに加えて、先進国が新興国から優秀な人材を引き抜く、自然災

害により住める土地が減る、人口を

集中させないとインフラクライシス

に対応できない、等の要因が関係し

ている。

　これらを解決するために、ロボッ

ト技術を活かした 自動運転や移動支

援、効果的な人流や物流の誘導、ま

た生活行動を円滑に行うためのコミ

ュニケーションを支援する事など、

街全体がロボット技術を浸透させた

形でのサービスが求められるだろ

う。

6.2.2. あるべき社会像

（１） 議論

　このような前人未到の高齢者率になった社会において、どのような社会であると幸せに暮ら

図6-16　世界の地域・主な国の都市人口割合

（出典：World Population Prospects : The 2008 
Revisionより作成）
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せるかについて、以下のようなところで議論が始められている。

・　COCN 産業競争力懇談会　「活力ある高齢社会に向けた研究会」

・　東京大学　「高齢社会総合研究機構」、2009.4－

・　産総研　「活力ある高齢社会づくり」FS、2011.6－

　ここではそれぞれの詳細については論ずることは避けるので、資料を参考にされたい。

（２） 健康の定義

　この時に重要と考えるのは、何をもって人それぞれが健康であるといえるか、に帰着する。

WHOの健康の3要素としては、「生体機能」「活動レベル」「社会参加」であり、その作用因子

としては「環境因子」と「個人因子」に分けられる。 生活支援ロボットはこの中で環境因子と

して位置づけられる。

　通常、 高齢化のプロセスとしては、腰痛などによる生体機能の低下は、外出などの活動レベ

ルを連動して下げることとなり、そのことにより、隣人などとの会話が少なくなるという負の

スパイラルを生み出す。

　特例としては、2011年の 東日本大震災において被災地で起こった現象は、仮設住宅などに

入れられることにより、社会参加が低下し、そのことにより活動レベルと生体機能低下という

逆の負のスパイラルが生じている。このことは生活不活発病（廃用症候群）などと呼ばれ、最

悪の場合、孤独死を招くことが危惧され、被災地などでは心のケアが呼びかけられている。

　ただここで見落としてはならないのは、それぞれの因子は因果関係を持つので、単に活動レ

ベルを上げればよいというものではないということ、さらには、活動支援技術を定常的に使う

ことで、個人因子である個人固有の筋力低下を招く可能性もあるということを注意したい。時

としては、支援ツールが個人の持つ活動能力を低下させる危惧がある場合は、支援ツールの使

用をさせないなど、やりっぱなし・渡しっぱなしの支援ではなく、寄り添いながら必要な時

と、敢えて活動支援をさせない判断をするケアマネージャーなどのサービスが重要となるであ

ろう。

　環境因子としての支援ツールである製品群を、間違った使い方をしないようにケアするサー

ビス事業体は、今後その必要性が高まるものと考えられる。ある意味で街ぐるみで社会保障サ

ービスを実現しなければいけないのかもしれない。

（３） 高齢社会のあるべき姿

　ここまでの内容から、高齢社会のあるべき姿を想像してみると、それは “ヒトのいない スマ

ートシティ” ではなく、 “例え利便性や経済性があまり高くなくとも、各世代の人々のつなが

りによって、心身とも健全な社会ではないか”、と思いたい。

　高齢社会のあるべき姿として、産総研のプロジェクト内の1グループは以下のような仮定を

置いた。
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　「様々な経験を有する異なる年齢、性別の人間が、お互いに持続的に信頼を持って係わり合
い（つながり）を構築することで、個としての心理的な安心が得られる社会」

　言わずもがなではあるが、個人の生活に対しての姿勢、理念、ポリシーは、個人の自由を原

則としているので、社会全体を俯瞰した場合の、高齢社会として、すべての年齢構成者が、“物

理的な健康” と “心理的な健康” を得られることが、とりもなおさず、健全な社会につながる

ものと信じたい。

　高齢社会を不必要に危惧する必要はなく、最後まで心身ともに健康で、人にも迷惑をかけず

に、如何に天寿を全うするかを考えると、死ぬまでの心身共の健康度を如何に維持出来るかが、

鍵であるという考えが起こりつつある（ピンピンコロリ）。退職後に要支援・要介護にならずに、

自分の世話を自分でしながら、自立した生活を行う期間を増やせば増やすほど、要支援・要介

護の税金とマンパワーを必要としないだけではなく、本人も人として健全な生活を全うできる

のではなかろうか。

　ただし、上記の仮定に基づく理想の生活を送るためには、社会システムとして人のつながり

を維持すると同時に、万が一の場合を守ってもらえる社会保障制度などの拡充とともに、可能

な限りいざというときに看取れる体制、同居よりは近居を可能とする街づくりが必要とされて

いるのかもしれない。このような街づくりの事例については後述したい。

参考文献
［1］ 東京大学・COCN共同研究「活力ある高齢社会に向けた研究会　報告書、2011.
 http://www.cocn.jp/common/pdf/thema36.pdf
［2］ ICF国際生活機能分類
 http://www.geocities.jp/zizi_yama60/base/ICF.html
［3］ 大川弥生，「よくする介護」を実践するためのICFの理解と活用，中央法規出版，2009.
［4］ 活力ある高齢社会づくりフィージビリティ・スタディ活動報告書，2013.

（４） 高齢社会の尺度

　高齢社会のあるべき姿を判断する尺度として、以下のようなものが考えられるが、

１. 利便性（エネルギー・交通）

２. 経済性（ GDP：国内総生産, GNP：国民総生産）

３. 安全性

４. 安心度

５. 幸福度（GNH：国民総幸福量、1. 心理的幸福、2. 健康、3. 教育、4. 文化、5. 環境、6. コ

ミュニティ、7. 良い統治、8. 生活水準、9. 自分の時間の使い方の9つの構成要素）

６. 信頼度（ソーシャル・キャピタル）

1－3が物理的な満足度を示すのに対し、4－6は心理的な満足度を示すものであり、特に心理
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的な満足度の評価尺度の選択は難しいといえる。

　国民総幸福量は、1972年に ブータン王国の国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクの提唱で、 ブ

ータン王国で初めて調査され、以後、国の政策に活用されている。ブータンでは、国民一人当

たりの幸福を最大化することによって社会全体の幸福を最大化することを目指すべきだとする

考えから誕生したものである。現在、ブータン政府は国民総幸福量の増加を政策の中心として

いる。政府が具体的な政策を実施し、その成果を客観的に判断するための基準にするのが主な

用途で、1990年代からの急速な国際化に伴って、ブータンで当たり前であった価値観を改め

てシステム化する必要があったという。

　日本でも前安倍政権時代に、「ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）」の調査が行われ、平

成19年版　国民生活白書（参考資料：　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011w0l-

att/2r98520000011w95.pdf）に書き込まれ、ソーシャル・キャピタルが高いと出生率も高い、

という相関関係が例示されている。

　WHOは、肉体的な寿命に対し、「 健康寿命（日常的に介護を必要としないで、自立した生
活ができる生存期間のこと）」と定義し提唱している。長寿で元気でいる期間が長ければ長い

ほど、介護者を必要とせずに、心身とも健康でいられることからも厚労省では “スマート・ラ

イフ・プロジェクト” を推進し、生活習慣病を少なくするための運動、食事、禁煙を勧めている。

6.2.3. 産業競争力と付加価値

（１） ロボット技術の多様な展開に向けて

　我が国のロボット産業は、国内外の研究成果を踏まえ1980年代より急速に拡大し、 産業用

ロボットとして、自動車産業や電機機器産業をはじめとする生産工場の製造ラインのオートメ

ーション化の一役を担うために多く導入され、現在では6,000億円規模の産業に成長した。そ

こでのロボットは、単純繰返し作業を目的とした単機能の性能向上が追求され、日本のロボッ

ト企業は、位置決めの正確性や、繰り返し作業の高速性に優れたハイエンドモデルを提供して

きた。つまり、従来の 産業用ロボットのビジネス構造は、単機能、かつ、特定市場向けの導入

を対象とした仕組みであった。

　新市場創出にあたって、ロボット技術は、ロングテール市場を対象とするビジネス構造へ

の対応が必要とされている。2010年に経済産業省とNEDOにより公表されたロボット産業の

2035年市場予測をグラフ化し、（図6-17）に示す（市場予測数値の詳細については、2章を参

照のこと）。2035年に9.7兆円市場のニーズが予測されているが、適用分野のロングテール化

は一目瞭然である。逆にいえば、多様化する付加価値の中で収益をあげるためのビジネスモデ

ルを構築しなければ、9.7兆円市場へ到達することは不可能である。我が国のロボット産業は、

ロングテール市場を対象とした、新たな仕組みづくりが求められている。
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（２） ロボット産業のビジネスモデル変革の必要性

　限られた顧客層と特定の機能アプリケーションが支配する市場では、単機能のハイエンド型

の製品が支配的な地位につくことがある。例えば、 コンピュータ産業では、1970年から80年

代にかけてのメインフレームが例にあげられる。その頃、ハイエンドなメインフレーム・ コン

ピュータが、 コンピュータ市場を支配していた。また、メインフレームにとってのソフトウェ

アは、ハードウェアを中心とする各製品の一部にすぎなかった。

　しかし、80年代以降、 コンピュータ産業の構造は大きく変革する。 コンピュータの低価格

化と小型化にともない、パーソナル・ コンピュータ（以下、PC）用の大規模なソフトウェア

市場が現れる。PC時代の到来では、それまでに考えられないほどの多様な顧客と、幅広いア

プリケーションが必要となった。つまり、市場がロングテール化した。この時、多様性に適

合するための個々のアプリケーション開発の、基盤となるソフトウェアをPCへ適用するこ

とで、大成功をおさめたのが、PC用OS（オペレーティングシステム）の Windowsである。

 Windowsは、PCのハードウェアが低価格競争の最中にある今日においても、OSとして、PC

市場のプラットフォームリーダーの地位を獲得している。

　逆に、ビジネスモデルがアプリケーション開発に集中し、プラットフォーム戦略が希薄にな

ったことにより、国内のソフトウェア産業が、海外勢に席巻された例として、ワープロソフト

「一太郎」があげられる。 Windowsが普及する1995年より前では、PC用のワープロソフトでは、

図6-17　ロボット産業の2035年市場予測

（出典：NEDO公表データをもとに作成）
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「一太郎」が国内市場の大きなシェアを占めていた。しかし、 Windows95と同時に発売された

ワープロソフト「Word95」により、「一太郎」は大きくシェアを奪われる。その後、「一太郎」

は国内においても、互換性やスケールメリットが得られにくくなり、2002年にリリースされ

た WindowsXPでは、「一太郎」をプリインストールで販売するPCは無くなり、今日では「Word」

が、ワープロソフトの デファクト標準を保持している。これは、多様性への適合が必要となっ

た市場で、OS層の主導者が、業界全体の主導権を握った一例といえる。

　転じて、我が国のロボット産業の現状を観た場合、 オープン化によるPCの出現により、メ

インフレームの収益性が低下した状況や、 Windows OSのデファクト化により日本のPC産業

が弱体化した構造に、ビジネスモデルが酷似している点は、大きな産業課題である。

（３） 研究用 Baxterと ROS

　米国の ROSでは、 Rethink Robotics社製の Baxterにより、多様性への適合に相応しい ROS

を抽象化した上位層のフレームワークの提供がはじまっている。すなわち、 ROSベースのプ

ラットフォーム戦略が展開されつつある。

　 Baxterとは、2012年9月に、 Rethink Robotics社より発表されたロボットである。人のそば

で稼働しても安全な協働型ロボットとして、とくに中小企業を含めた製造分野への投入を目指

している。これは、米国製造業において中国などにオフショアリングしていた生産拠点を、米

国内での生産へ回帰する「リショアリング」の流れに連動したものといえる。 Baxterは、そ

の低価格性と、購入後に箱から出してすぐに使える製造業用アプリケーションとしての「教示

（Teaching）」の容易性で、大きな話題となり、2章にもすでにとりあげられている。本章では、

とくにソフトウェアとして ROSを実行環境としている点に着目したい。

　2013年4月には、研究用 Baxter（ baxter research robot）がリリースされた。研究用 Baxterでは、

製造業用のアプリケーションはインストールされておらず、ソフトウェア開発キット（SDK：

Software Development Kit）が用意されている。また、 ROSベースの実行環境を持ち、プロ

プリエタリな手法が施されたCore Software System層、オープンなSDK層によって構成され

ているため、ハードウェア筐体としての Baxterの上で、SDKを利用した多様なアプリケーシ

ョン開発を促進することができる（図6-18）。この研究用 Baxterは、現時点では、米国と欧

州圏にて販売されているが、22,000米ドルという低価格のため、入手可能な研究機関も増して

いくと考えられる。よって、

 ROSの膨大なロボットアプ

リケーション群の開発を牽引

したPR2ベータプログラム

（6.3.2章（1-C）へ後述）と同

様に、 ROS利用者の拡大の

効果が期待できる。 Baxter

は、製造分野を対象とした次

図6-18　研究用…Baxterのソフトウェア構造
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世代 産業用ロボットを提供すると同時に、研究者を対象としたソフトウェア・アプリケーショ

ン開発のためのプラットフォームを提供することにより、これまで育成された ROSユーザへ

適応する戦略を展開している。なわち、 Baxterは、 ROSを、SDK層とミドルウェア層が支配

的なロボット用ソフトウェアプラットフォームとして成長させる可能性を十分にもつ。

（４） 我が国の進むべき方向性

　ビジネスの観点から考察した場合、今、ロボット産業には、産業構造のパラダイムシフトが、

押し寄せようとしている。これが、我が国のロボット産業のコスト構造に、どのような影響を

及ぼすかを（図6-19）に示す。

　 ROSのプラットフォームの展開は、これまでのソフトウェアの大幅な低価格化をもたらす。

さらに、ロボットハードウェアの低価格化と、ベンチャー企業によるビジネス化の進行もとも

ない、ロボット産業の大きなコスト構造の変化が予想される。

　この場合の付加価値は、ロボットのサービスやアプリケーション、 クラウドサービス、 クラ

ウドアプリケーションとなる。一方、先の（2）項で コンピュータ産業の例に示したとおり、

上位サービスを統合するプラットフォーム、すなわち、OS層やミドルウェア層、サービス開

発フレームワーク層の主導者に、利益が集中することは容易に想像できる。我が国のロボット

産業が海外勢に伍していくためには、ロボットの基盤ソフトウェアにあわせて、付加価値層と

なるコンテンツ（サービス、アプリケーション）開発をも戦略に含めた、統合プラットフォー

ムへの取組みが不可欠である。プラットフォームの形成と、複数のロボットプラットフォーム

を維持するための戦略と取組みが必要である。

　技術開発の観点から考察した場合、 ROSの潮流に於いては、アプリケーション開発におい

て、共通に利用する一つのハードウェアが用意されている。そこに、ソフトウェア基盤として

のOS層や上位層（SDK層など）を合わせて提供し、多くの研究者や技術者の参加することに

より、アプリケーション開発を促進している。つまり、我が国では、価格競争力のあるアプリ

ケーション開発を行うための共通ハードウェアが必要であることがわかる。一つの共通ハード

ウェアを準備し、共通ハードウェアを広く流通させ、多様な開発ユーザへ展開することにより、

膨大なアプリケーション群が形成される仕掛けが必要である。

　この膨大なアプリケーション群が形成された後には、これらを別のハードウェアへ適用する

動きが活発化する。この時、一つの共通ハードウェアで見出された機能やシステム構造に、他

にハードウェアにも適用されるべき、システムの核となる互換性のある機能やシステム構造、

標準的なユーザ機能が見出される。これは、サービス分野ごとに確立されると考えられるが、

これを統合基盤として確立しようとする者が、プラットフォームリーダーとして市場でも主導

権を握る。つまり、我が国には、共通のソフトウェア上位層（サービス統合基盤）も必要とな

る。RTM/RTCにおいても、多数のソフトウェア部品群が用意されているが、様々なハード

ウェアに適用されるべき、システムの核となる互換性のある機能やシステム構造、標準的なユ

ーザ機能を集約し、これをソフトウェア統合基盤として提供する必要がある。
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　さらに、この時、インターネットを利用した統合プラットフォーム形成を考慮する必要があ

る。 ROSでは、 クラウド環境への適用をはじめ、インターネットを活用したロボットサービ

ス提供、リソースへのアクセスが顕著である。インターネットの視点では、Web of Things、

 クラウドベースのCyber-Physical systems（CPS）

などに注目も集まっている。これらは、普及期に

おいてロボット技術をビジネスへ適用するために

現れた動向の一つであり、この領域に対してロボ

ット技術を適用し、 クラウドを活用したロボット

サービスを構築することが必要となる。よって、

我が国において確立しようとするプラットフォー

ムの周辺で、業界全体を巻き込むようなイノベー

ションを起こすためには、民間企業の団体で進め

ている RSi（ロボットサービスイニシアチブ）の

活動と連携するなど、インターネットを利用した

統合プラットフォーム戦略の展開が必須である。

参考文献
［1］ 経済産業省：“2012年 ロボット産業の市場動向”，2013年7月.
［2］  rethink roboticsプレスリリース：2013年4月25日.
［3］ 成田雅彦ほか「ロボット技術のオープンイノベーション（その2）Robot-OS（ ROS）のグローバ

ル戦略と日本のロボットソフトウェア基盤開発の方向性」（2013年）、東京大学知的資産経営研究
講座ディスカッションペーパーNo.28.

6.3.1. バックキャスト

　高齢社会のあるべき姿として、

　「様々な経験を有する異なる年齢、性別の人間が、お互いに持続的に信頼を持って係わり合
い（つながり）を構築することで、個としての心理的な安心が得られる社会」
の実現を想定し、そのプロセスに言及する。

　本来は、国や自治体の20－30年先の街づくりのため、高齢社会に対する国や地方自治体によ

る街づくりのグランドデザインであり、そこからのバックキャストによる施策が重要と考える。

　ここでは、海外 オーストラリアと、 デンマークのバックキャスト施策事例を紹介し、まだグ

図6-19… ロボット産業のコストの変
化と競争力

6.3. “あるべき姿”を実現するためのプロセス
 （制度設計と整備、バックキャスト）
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ランドデザインが出来てはいないがロボットの街としての茨城県つくば市の取組と、不動産会

社である山万が長期的なグランドデザインを描きながら構築したユーカリが丘、及び 気仙沼と

函館を事例として紹介したい。

Ａ）  オーストラリアのバックキャスト事例

　 オーストラリアでは、介護者が被介護者を抱えてはいけない、いわゆる “ ノーリフトポリシー”

が規定されている。この背景には、“ヒトはモノと同じように扱うべきではない” という理念

があるようである。その結果、介護者の腰痛離職率は劇的に低下し、リフター機器の普及率が

90％を超えているのが現状である。このように社会が何らかの介護者を抱える機器を求めてい

るところに、ロボットのような機器が利活用される可能性（必然性）が見いだされるのかもし

れない。

Ｂ）  デンマークのバックキャスト事例

　欧米 デンマークは、日本に次ぐ勢いで 高齢化が進んでいる。しかしながら日本のようにロボ

ット技術がないことを認めたうえで、日本のロボット技術の輸入が国家の命題として進められ

ている。 デンマークの 生活支援ロボットの活用に積極的な高福祉国家ということである。

　この デンマークのグランドデザインはLabor Saving Technology政策と呼ばれ、三原則（生

涯現役志向、自己決定権の尊重、残存能力の活用）から成り立っている。したがって、 デンマ

ーク国民の多くは、

　（1）たとえロボットの力を借りても現役時代を永続したい

　（2）介護に頼らない健康で自立した生活を送り続けたい

というものであり、待ったなしのロボットによる福祉・介護ソリューションとして、ロボット

研究者/企業誘致をするというバックキャストがなされている。

Ｃ）  つくばロボット特区の事例

　茨城県つくば市では、生活支援ロボット安全検証センターにおいてロボットの安全性の評価

を世界に先駆けて行い（後述）、同時にモビリティ特区として本来、 道路交通法で日本では公

道走行が違法とされる搭乗型ロボットの実証特区として、 セグウェイや、トヨタのWingletな

どの実証を重ねている。さらにこのモビリティ特区を入れ子にした状態で、茨城県・つくば市・

筑波大学が「つくば国際戦略総合特区」を立ち上げ、サイバーダイン社の HALなどの実証を

行いやすくしようという試みがなされている。

　ここで重要となるのは、

　（1）安全性評価：実証をするために最低限の安全性の評価

　（2）実証評価：事業化するための性能評価と倫理審査

　（3）街づくりのグランドデザイン：ロボットの事業化ではない
　主に（1）は「NEDO 生活支援ロボット実用化プロジェクト」でH21－25年の5年間プロジ
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ェクトで進められ、サイバーダイン「ロボットスーツ HAL福祉用」に対して、国際安全規格「ISO/

DIS 13482」に基づく認証が行われた。

　次に（1）と（2）については、「ロボット介護機器開発・導入促進実証事業」としてH25－

H29年の5年間で開始している。

　しかし残念ながら、現段階で茨城県もつくば市も、ロボット技術で20－30年後の街のグラ

ンドデザインは描かれていない。早急な議論が必要であろう。
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　 セグウェイや Google carなど、車両型の次世代ロボットが実用段階を迎えている。
アシモなど歩行型次世代ロボットが屋外を闊歩する日も近いかもしれない。では、日本
の法律に照らした場合、これらのロボットは、公道を通行できるだろうか。
　まず問題となるのは 道路運送車両法と 道路交通法だ。
　 道路運送車両法が定義する車両は、原動機を動力として陸上を移動する用具であれば
「自動車」または「原動機付自転車」に該当し、車輪によって移動する必要はないから、
歩行型ロボットであっても、車両に該当する。また、「自動車」と「原動機付自転車」
の区別は 道路運送車両法施行規則に規定されていて、定格出力1kW以下の セグウェイ
は「原動機付自転車」に該当する。排気量や出力がいくら小さくても、原動機付自転車
には該当するのが原則なので、制動装置や前照灯など、国土交通省令で定める基準を満
たさなければ、公道を走行できない。前照灯や方向指示器などは装備できるとしても、
体重移動による制動は、現行法上の「制動装置」とは認められないだろう。 セグウェイ
が日本の公道を走行できるためには、電動車椅子（いわゆるシニアカー）のように、例
外規定を設けるほかないと思われる。
　これに対して Google carは、市販の自動車に 自動運転装置を取り付けたもののよう
なので、 道路運送車両法の定める「自動車」に該当すると考えられる。しかし、 道路交
通法は人間を名宛人にしているので、人間が運転しない自動車が公道を走行することは
想定していない、と考えるほかはない。結局のところ、 google carは、 道路交通法を
改正しない限り、日本の公道を走行できないことになる。
　また、 道路交通法を改正するとしても、事故の場合の負傷者救護義務や緊急車両への
対応など、手当てすべき条項は多い。さらに、民事上の責任など、検討すべき法的論点
は極めて多い。

小林 正啓（花水木法律事務所 弁護士）

6-2コ ラ ム

～次世代ロボットは公道を走行できるか？～
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Ｄ）  山万ユーカリが丘の事例

　ここでは、前に示した街ぐるみのサービスとして、街というモノだけではなく、住まう人の

コトづくりサービスをグランドデザインとした、 山万ユーカリが丘の事例を紹介したい。

　山万株式会社は、1951年（昭和26年）2月、繊維卸売業として大阪で創業した。1964年（昭

和39年）9月に本社を東京に移転、昭和40年代から宅地開発事業に進出し、神奈川県横須賀

市で大規模住宅団地「湘南ハイランド」を1968年（昭和43年）1月から販売開始、そのノウ

ハウを引き継いで1971年（昭和46年）に千葉県佐倉市でユーカリが丘開発に着手。1979年（昭

和54年）のユーカリが丘分譲開始以降、1982年（昭和57年）には、新交通システム「 山万ユ

ーカリが丘線」の開業、1988年（昭和63年）、千葉県下初の超高層マンションの着工へと続き、

平成に入ってからもホテル、シネマコンプレックスや、それらの商業施設を結ぶペデストリア

ンデッキ等の駅前整備を進め、さらに福祉施設や認可保育園、セキュリティ事業を関連会社で

運営するなど、宅地開発・分譲のみならず街に関わる事業すべて携わり、「街づくり企業」と

して現在もユーカリが丘開発を続けている。近年では、電気バスの開発や HEMS（ホームエ

ネルギーマネジメントシステム）等の導入を行っている。

　ユーカリが丘の街づくりは、従来の街づくりの建売の仕方とは大きく異なり、年間販売戸数

を制限し、敢えて空地を作りながら家を造成していった。そのことにより、将来、家を一度出

た家族が、近くに家を建て “近居” を容易にしている。また、家族のライフスタイルで、子供

たちが家を出て、高齢者のみになった場合には、戸建てを買い取り、マンションなどへの移住

を容易にするシステムや、買い取った戸建てをリフォームし新しい若い世代に安価に販売して

いる。そうすることで、世代を超えた街の継続的な持続を可能とすることで、住みやすい街、
戻って来たい街となっている。

Ｅ）  気仙沼の事例

　産総研で進められている「  気仙沼～絆～プロジェクト」（図6-20）では、現場に入り込みな

がら、現場の問題を住民とともに

洗い出し、問題解決手法の検討を

進める中で、ロボット技術やIT

技術が使えるかどうかの現地型実

証実験が行われている。

　そこで得られた知見を活かしな

がら、将来の街づくりの方向性に

ついて、「 気仙沼市機能的住みよ

さ創造会議」に参加をしながら議

論を重ねている。その中で、 気仙

沼市という地域の特性から、考慮

図6-20　……気仙沼～絆～プロジェクト
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しなければいけないのは以下の二点であると考える。

　・高齢者化は避けられない

　・水産業が主

　このような状況の中で街づくりを考えた場合、30－40年先を考えた街づくりとしての復興

を考える必要があり、夕張市で直面しているように、数名の部落のため上下水道などのインフ

ラを維持することは、地方自治体の財政をひっ迫させることになりかねない。

　逆に考えるならば、高齢者が元気で（生涯現役）、働けるうちは働く（残存機能活用）を、

個人レベルで自覚しながら、少なくとも年間多少のお金を稼ぎ、社会参加を実現できる街づく

りを心掛けることが非常に重要である。

　同時に、水産業を含む一次産業全体にいえることは、ロボット化のための業務分析が十分さ

れているとは言いがたい。高齢者化に対応可能な一次産業のあり方を模索すると、ロボットの

活路が見いだせる領域もあるので

はないではないか。ここで注意す

ることは、労働力としてのロボッ

ト（人員カット）ではなく、逆に

働く人の年収を上げるための手段

としてのロボットの活用方法を考

えるべきであるということと、漁

獲が2倍になった時に単価が暴落

しないようにするための社会的な

仕組みづくりと同時に行わない

と、収量を増やすことに経費を費

やしてロボット化を行うモチベー

ションにはならない（図6-21）。

Ｆ） 凾館の事例　 オンデマンドバスの社会導入

　オンデマンド型公共交通の導入も、ロボットサービスの展開と同じく、社会導入の壁が存在

している。

　オンデマンド型公共交通システムは、地域活性化に結びつく地域の足として期待されつつも、

主要交通手段としての導入はなかなか進んでいない。人口減少・ 超高齢社会が到来している日

本では、地域の公共交通の再設計が喫緊の課題である。一旦、車社会に舵を切ってしまった日

本の地方都市では、車による移動が生活に必須のものとなり、運転の出来ないあるいはしたく

ない人にとっては非常に不便な社会になっている。 高齢化により、そのような交通弱者の割合

は今後増えていく。これを解消する方策の一つが、自家用車やタクシーのドアツードアの利便

性と、バスなど公共交通の経済性を兼ね備えたオンデマンド型公共交通である。

　オンデマンド型公共交通を実現するための技術的基盤はかなり整ってきている。スマートフ

図6-21　高齢者化に対応可能な一次産業のあり方
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ォンなど高機能携帯端末や GPSなどの地理情報システムの普及により、利用者の要求（デマ

ンド）をリアルタイムで集約したり、バスの運転者に指示を出したりする仕組みの構築には、

大きな技術的障害はない。スマートフォンが使いづらい人向けにも、今後、便利なデバイスが

いろいろと生み出されていくことも期待できる。

　さらに、オンデマンド型公共交通の大規模導入で、利用者にとっての利便性や運用者にとっ

ての採算性が向上することもわかっている［1］。（図6-22）は、オンデマンド型公共交通の利

便性が、従来型の固定路線バスに比べてどのようになるかをシミュレーションにより調べた結

果である。この図では、横軸が営業規模（運行バス台数）を、縦軸が利用者の平均旅行時間を

示している。つまり、グラフでは下になるほど利便性が高い（速く目的地到着できる）ことに

なる。示されているグラフの内、太い赤線が路線バスの利便性変化であり、何本かある細い曲

線がオンデマンド型のバスの利便性である（オンデマンド型では設定が複数あるため、複数本

グラフが描かれている）。このグラフからわかるように、いずれのバスでも、バス台数が増え

れば、きめ細やかなサービスが可能になるので利便性が向上するが、その向上の度合いが固定

路線とオンデマンド型では異なり、 オンデマンドバスの方がより大きく向上する。つまり、オ

ンデマンド型の公共交通は、大規模に導入すればするほど、利便性が向上する可能性がある。

　しかし、実際の導入となると、困難が待っている。導入にあたって、（図6-22）の右側半分

（オンデマンド型が有利）の規模で一気にサービスを展開できれば、利用者・運用者ともに満

足することができる。しかし、事業転換のリスクや利用者の慣れを考えると、どうしても小規

模な導入から徐々に展開していくという方策になりがちである。その場合、オンデマンド型の

システムの長所が出る前に、その欠点が現れてしまう。（図6-23）はその様子を示したもので

ある。この図は、バスの営業規模を固定して、利用者の数を増やしていった場合の平均旅行時

間の変化を示している。この場合、路線バスは利用者にかかわらず定時で運行するので利便性

に変化はないが、 オンデマンドバスでは他の利用者のための回り道が多くなり、旅行時間が伸

びてしまう。このため、利用者が少ない場合は路線バスより便利であるが、利用者が増えるに

従い、もとの路線バスより不便にな

る。この傾向は、バス台数が少ない

ほど顕著であり、試験的な小規模導

入では高評価を得にくい。

　また、利便性・採算性向上に必要

な導入規模などを評価するためのデ

ータが足りないことも、大規模導入

を妨げる原因となっている。前述の

グラフは、仮想的な街と利用者を仮

定し、理想的な状況で運行した場合

の計算機シミュレーションの結果で

あり、実際の状況とは異なる部分も

図6-22… …オンデマンドバスと固定路線バスの利便
性比較（採算性固定）
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あり得る上、オンデマンド型が固定

路線の利便性を上回る規模を求める

ためには、実データを元に再度シミ

ュレーションする必要がある。モバ

イル機器の普及などにより、このよ

うな街の状態を表したビッグデータ

の取得は徐々に可能になりつつも、

シミュレーションを精密に組み立て

るには現状ではまだ十分とは言えな

い。さらに、交通需要といったもの

は、既存の交通システムに依存して

決まるものであり、新たなシステム

の導入による変化はデータからはなかなか捉えることが出来ない。導入後の交通需要を知るた

めには、まず導入してみないとわからない、という鶏と卵の状態からいかに抜け出すかが、新

システムの導入の鍵となる。

　この鶏と卵を抜け出す試みも始まっている。はこだて未来大学・産総研・名工大は地元の業

者と協力して、函館の市街区においてオンデマンド型の交通システム（スマートアクセスビー

クル〈SAVS〉）の導入を進めつつある［2］。ここでは、事前に手に入るデータを活用して交通

需要の推定やシミュレーション評価をしつつ、その経時的な変化も含めて新システムの導入・

展開の方策を探る試みである。また、ここ以外においても、東京大学のオンデマンド交通プロ

ジェクト「コンビニクル」（http://www.nakl.t.u-tokyo.ac.jp/odt/）のように、導入のコストや

事前評価を簡易に行うサービスを展開する形で普及を促進する取り組みが進められている。

参考文献
［1］ 野田五十樹，篠田孝祐，太田正幸，中島秀之:
 “シミュレーションによるデマンドバス利便性の評価”，情報処理学会論文誌, Vol.49, No.1, 

pp.242-252, 2008年1月.
［2］ 小柴等，野田五十樹，山下倫央，中島秀之：“実環境を考慮したバスシミュレータSAVSQUIDによ

る実運用に向けたデマンドバスの評価”，JAWS 2013, 2013 9月.

　（１） 街づくりのバックキャスト・プロセスと地域コーディネータの重要性

　ここまで述べてきたように、街づくりのグランドデザインを作り、街の中でコミュニティを

作り出す活動が、最近、見直され始めている。NHK「東北初☆未来塾」にも出演している山

崎亮は、様々な街づくりに関わりながら、自らをコミュニティデザイナーと称し、人のつなが

る仕組みづくりに実際に関わりながら、様々な地方からの依頼を受けて活動をしている。

図6-23… …オンデマンドバスと固定路線バスの利便
性比較（バス台数固定）
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　地域に入り込みながら、地域の問題点を地元の人と模索し、さらには解決策も考え出してい

く活動は、地方自治体や地元の人々だけでは困難で、外部の人が入り込むことで現地の問題を

洗い出す活性剤となると考えられる。

　現在、3. 11 東日本大震災の被災地の各都市では、街の復興がいろいろと模索されているが、

それぞれの街の持つ環境因子がそれぞれ異なることから、それぞれの背景をよく見極めながら、

街づくりの議論を行う必要があると思われる。被災地の多くは高齢社会の最前線であり、同時

に放っておけば若者は都会に出て戻らず、就労人口は減少、さらに出生数も減少し、高齢者化

に拍車がかかっているのが現状である。この現実に目を背けずに、

　１）  高齢者は可能な限り働き・社会参加し、前述の“ピンピンコロリ”を実現することで自

治体の負担を可能な限り下げると同時に、本人と家族が人間らしい生活を送る。

　２）  一度、都会に出た若者を、Uターンしやすいように、人的なネットワークを構築しながら、

戻りたくなるような雇用創出育成事業を立ち上げる必要がある。そのためには子供の育

てやすい環境であるとか、夫婦で戻りやすくするための情報提供などが重要と思われる。

　この様な “高齢者化の進む街づくりモデル” は、先に述べたように、街の特性に合わせる必

要があることから、すべての街に当てはまるテンプレートは難しいと思われるが、そのノウハ

ウは、高齢社会のフロントランナーである日本のノウハウとして、後述のプロセスの国際競争

力となりうると考える。

　このような中で、ロボット技術が、新しい街づくりにどの程度、生かされるかを考えないと、

将来の街の中で人とロボットが共生する街（ロボットが共生する必然性のある街）は出来ない

のではないか、と危惧する。

　同時に、社会的課題解決として “街づくり” を対象とすると、よく言われるのは、「研究論

文になりにくい」ということがささやかれる。先の 気仙沼の事例において、「一次産業、二次
産業、三次産業において、最近求め
られている技術的な需要は、一般解
としての技術ではなく、特殊解とし
て 社会実装する技術ではないか」、
と最近考えている。特に社会的課題

を対象とした場合、あまりにも問題

が大きいため、その一般解を技術的

に求めることは難しく、特定地域に

おける諸条件を当てはめることで、

特殊解を求めていく作業が非常に重

要なのではないか（図6-24）。

（２） 制度設計と整備の必要性

　上記の デンマークや、 山万ユーカリが丘の例を見てみると、国や地方自治体がどれだけ国民

図6-24　社会的課題解決の題材

社会的課題(一般論)

特定地域の諸条件

一般解はない（技術でソ
リューション不可）

特殊解は出る（技術でソ
リューション可能）

課題 技術でソリューション

社会的課題解決は地域を題材に議論しないと解決しない
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一人一人の幸せを考えグランドデザインを設定し、それを遂行するか、が大事で、敢えて社会

システムや法整備として整備しなければいけないものが現時点であるか、といわれると非常に

疑問である。

　特に、国や地方自治体が行いがちな、道路整備などのインフラ整備は、今後の高齢社会にな

る街を考えた場合、将来を担う高齢者に比べて少ない若者たちへの負の遺産となりかねないも

のではないか、と考える。

　モノ主導のまちづくりではなく、高齢者が少なからず働けるようにすること、大学や就職を

機に街を出た若者が、Uターンしたくなるような街のグランドデザインを描き、そのために必

要となる解決手段の一つに、ロボットが選ばれることを期待する。

Ａ） 次世代ロボットの 社会実装を直接阻害する法律の改正

　自律走行ロボット自動車は現行 道路交通法上、公道走行ができない。

　遠隔診断・医療ロボットは現行医師法に違反する。

　わが国では2003年（平成15年）、公道を走行した セグウェイが摘発され、輸入代理店経営者

が略式起訴され罰金を科せられた事例がある。

　このように、次世代ロボットはしばしば現行法の想定外となるため、次世代ロボットの社会

的有用性が認められ 社会実装されるときには、速やかな法改正が必要となる。これを怠るとわ

が国のロボット産業は発展しないし国際競争力を失うことになろう。

Ｂ） 次世代ロボットの物理安全に対する社会的信頼の獲得

　次世代ロボットが 社会実装されるためには、まず安全であること、安全に対する社会的信頼

が獲得されることが必要である。ここに「安全」とは絶対安全ではなく、リスクを上回るベネ

フィットがあること、換言すれば、リスクが社会的に許容されることを意味する。

　安全に対する社会的信頼を獲得する制度として、安全認証制度は一つの有力な選択肢と考え

られる。わが国として安全認証制度を発足させることは、基準の標準化を通じ、日本の次世代

ロボットの国際競争力を高めるためにも有用である。

　注意すべきことは、安全認証を受けたからといって、事故が起きた際、法的に免責されると

は限らないことである。安全に対する社会的信頼を制度的に確保する制度と、事故が起きたと

きの被害救済（損失の公平な分担）は別問題だからである。制度論としては、安全認証と保険

を連動させ、安全認証を受けた次世代ロボットによる事故の損害は保険によって補填される仕

組みが必要となろう。

Ｃ） 次世代ロボットの情報安全に対する社会的信頼の獲得

　次世代ロボットの多くは クラウドやユビキタス・ネットワークに接続して大量の個人情報や

プライバシー情報をやりとりするから、次世代ロボットが 社会実装されるには、情報安全に対

する社会的信頼の獲得が必要である。
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　Suicaカードのビッグデータ販売中止騒動は、日本人が、情報安全に対し漠然とした不安を

持っていることの象徴である。情報安全を守る仕組みを整備しなければ、同様の問題が将来も

発生し、次世代ロボットの 社会実装に対する阻害要因であり続けるだろう。

　わが国のプライバシー保護法制の整備状況は欧米に比べ20年以上遅れている。内閣は2013

年12月、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」を決定し、個人情報保護法の

改正に向けた方針を明らかにするとともに、欧州に倣った第三者機関（プライバシー・コミッ

ショナー）の設置に向け動き出した。高度情報化社会におけるプライバシー権の擁護と利活用

のバランスをどう図っていくのか、注目される。

Ｄ） 事前規制から事後救済へ

　わが国では、事前規制や法律によらない行政指導が経済活動の活性化を妨げている側面があ

り、ロボットのような新興産業分野においてはその悪影響が顕著である。最大の問題は、日本

人には事前規制社会が骨の髄まで染みこんでいて、規制がないと何もできない、という倒錯し

た精神構造を持つに至っていることである。

　たとえていえば、欧米人は、規制が存在しないことを「自由」と理解し、アイデアを形にす

る。そこで文句を言う人が出てくれば、裁判所で白黒をつける。紛争は多いが、自由でダイナ

ミックな社会である。

　これに対して日本人は、規制が存在しないことを「禁止」と理解する。新規産業分野には当

然規制がないが、日本人は「禁止」と理解しているから、何もしない。そのうちに欧米人が形

にしたアイデアが日本を席巻することになる（典型例は google street view）。そこで日本人は、

役所に行って「規制してくれ」と陳情する。規制ができて初めて、その規制の枠内で競争を始

める。国際競争においてどちらが勝つかは自明である。

Ｅ）  RoboLawプロジェクト

　EUでは、2012年3月、イタリアの聖アンナ大学のエリカ・パルメリーニ教授らを中心とす

る「  RoboLaw Project」を発足させた。これは、次世代ロボットが 社会実装される際、生起さ

れるであろう様々な法的・倫理的問題を、欧州を中心とする世界中のロボット工学者、法学者、

哲学者の意見を参照しながら、検討するプロジェクトである。たとえば、関節炎に悩む老人

が、優秀な義足に履き替えるため足を切断することは法的倫理的に許されるのか？重度障害者

が BMI（Brain-Machine Interface）を通じて表明した「意思」（例えば投票行動など）は、そ

の人の意思とみなして良いのか？高度な判断能力と自律性を備えたロボットがした「判断ミス」

について、誰がどのような責任を負うのか？といった問題である。

　わが国から、このプロジェクトに参加しているのは極めて少数である。また、わが国内にお

いて、同様の研究を行う試みはなく、まして、わが国を中心とした国際的取組を行う機運も全

く存在しない。

　次世代ロボットを国内で 社会実装する場合はもちろん、国際的に普及させるためにも、この
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種の事例研究を事前に重ねておくことはきわめて有益と考える。

参考文献
［1］ 民間企業（山万）が地域を経営する街～ユーカリが丘 調査報告書～，http://www.minnano-

yokohama.com/wp-content/uploads/2013/01/20121029ooiwareport.pdf
［2］ 山崎亮，「まちの幸福論」，NHK出版., 2012.
［3］ 山崎亮，「コミュニティデザイン」，学芸出版社., 2011.
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　 RoboLawは、イタリア聖アンナ大学のエリカ・パルメリーニ教授らを中心に、
2012年3月に設置されたプロジェクトであり、予算として約1900万ユーロが投じら
れ、次世代ロボット技術のもたらす法的・倫理的問題について検討を行っている。
　それは例えば、ロボット義手や義足は、法的に見て人間の身体の一部なのか、という
問題である。そうであるなら、他人の義手を破壊することは器物損壊罪ではなく、傷害
罪となるのだろうか。あるいは、両手に義手を装着したドライバーが事故を起こしたと
する。ドライバーは、義手に欠陥があったと主張して、法的責任を免れることができる
だろうか。
　老人や障がい者が、不自由な脚を切り落として義足に替えることは、法的倫理的に問
題となるのだろうか。兵士やロッククライマーが、健康な手足を切り落として電子義手
や義足を装着することはどうか。ロボット技術の発展は、義手や義足の定義を、補助具
から身体機能の増幅装置に変えるだろう。そうなったとき、これを規制する法制度は必
要ないのだろうか。
　同様のことは、Brain-Machine-Interface（以下 BMI）についてもいえる。もし、
全身麻痺患者の BMIによるコミュニケーションが、支障なく社会生活を営めるほど可
能になった場合には、後見は不要とみなして良いのだろうか。手足をロボットに置換す
ることが許されるなら、脳の機能を コンピュータに置換することも同様ではないだろう
か。だが、その機器が表示する「意思」は、本当に本人の意思であると、どうやったら
認定できるのだろうか。
　 RoboLawプロジェクトは、2014年の報告書公表を目的として、研究会などを重ね
ている。もとより、発展途上の技術がもたらす法的・倫理的問題を正確に予測すること
は不可能であろう。だが、重要なのは数十年後を見越して英知を結集することそれ自体
である。わが国も、ロボット先進国を目指すのであれば、このような取組に積極的に参
加するべきではないだろうか。

小林 正啓（花水木法律事務所 弁護士）

6-3コ ラ ム

～ RoboLawプロジェクトについて～
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6.3.2. ロボット技術の普及体制

　イノベーションプロセスにおいては、技術的な研究活動をビジネス活動へ結合し、技術と市

場の相互作用を誘発する体制と、普及を促進するための仕掛けづくりが必要となる。欧米では、

ロボットプラットフォームへの組織的な取組みが活発化している。

　我が国のRTミドルウェアでも、ビジネス展開を視野にいれて応用研究や事業化に取り組む

民間企業へのパス形成、ひいては、民間企業を含めた会員組織、仕様策定プロセスの確立、企（起）

業家やユーザが安心してRTミドルウェアを利用するためのサポートなど、オープンな組織設

計が、今後のビジネス展開のためには不可欠であるため、本章では、米国、欧州の動向をまじ

えながら、ロボット技術の普及体制について述べる。

（１） OSRFの組織体制

　ロボット技術の普及について、オープンソースロボティクス財団（Open Source Robotics 

Foundation：OSRF）を中心に、組織体制と普及の観点から、米国の動向を概観する。OSRFとは、 ROS

プロジェクトを主導する米国のオープンソースロボット団体である。 ROSは、ロボットオペレーティング

システム（Robot Operating System）の略であり、ロボット用のオペレーティングシステム（以下、OS）と

して、ライブラリやアプリケーション開発のためのツールをBSDライセンスのオープンソースのロボット

ソフトウェアとして提供する。あわせて、GAZEBOという ROS開発環境をサポートするシミュレータ

ーを提供する。 ROSは、2006年に、米国シリコンバレーに設立された Willow Garage社に率いられて

きたが、同社は2012年4月に ROSをスピンアウトし、非営利法人のロボット団体OSRFが設立された。

　スピンアウト後のOSRFは、産学官連携を促進し、米国の次世代ロボット開発体制を強化し

ている。OSRFの組織間の連携を（図6-24）に示す。OSRFのスポンサーは「BOSCH」「 DARPA」

「NASA」「 rethink robotics」「 ROS Industrial Consortium」「Sandia National Laboratories」

「 Willow Garage」「Yujin Robot」であり、将来的に生成される ROSの関与する米国家プロジ

ェクトの成果と、民間企業、及び一般ユーザをつなぐ、官と民の統合機関としての組織構造

をもつといえる。民間企業・組織との連携としては、 ROSコンサルティング企業ネットワー

クが形成されている。世界各地のベンチャー企業や ROSに参加する団体を、 ROSグローバル

コンサルティングネットワークとして組織化し、 ROSのサポート窓口として体系化している。

つまり、ベンチャー企業等が、 ROS普及とビジネス化を視野にいれた活動を担っている。さ

らに、「 ROS産業コンソーシアム」が発足するなど、OSRF以外にも、 ROSをサポートするバ

ックアップ団体やユーザ組織が存在し得る仕組みを形成しつつあることがうかがえる。

　 ROSでは、大学・研究機関の研究者を中心としたコミュニティによる活動と、民間企業を

巻き込んだビジネス領域を目指した活動があり、「産」と「学」の双方の開発ユーザを取り込

むための、様々な仕掛けが展開されている。さらには、米国の次世代ロボット施策の一環であ

るNational Robotics Initiative（NRI）からの支援を発表するなど、「官」との連携による研究

開発も推進されている。以下に ROSの各取組みについて「産」「学」「官」の視点から述べる。
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Ａ）  ROSの「官」との連携

　 ROSの「官」との連携活動としては、 DARPA（米国防高等研究計画局）プロジェクトとの

連携や、欧州の研究開発プログラム FP7との連携がある。さらに、 ROSでは、 クラウド環境

へのロボティクス適用を視野にいれた取り組みが行われている。

　まず、  DARPA Robotics Challengeプラグラム（以下、DRC）において、 クラウドシミュレータ

ー受託開発が行われている。DRC開催については、4章や5章にすでに記載されているため詳述

は省くが、ここでは、OSRFが受託開発した、 クラウド型シミュレーターに着目したい。このシミ

ュレーターは、 ROS開発環境をサポートするGAZEBOというオープンソース・シミュレータ

ーを、 クラウドコンピューティング環境へ適用することを要件として、政府調達（Government 

Furnished Equipment：GFE）シミュレーターとして採択された。これは、米国政府側からの

トップダウンの採択である。DRCプログラム用のGAZEBOは、 DARPAの要件に合わせてカ

スタマイズされており、DRCプログラム内のロボット検証用のテストベットに位置づけられ

る。このGAZEBOの クラウドコンピューティング環境への適用については、競技開始後、半

年程度で既に実現されている。GFEシミュレーターは、DRCプログラム内で、リリース更新

を続けるとされており、これは競技者の成果を適用した実証環境で、さらにブラッシュアップ

していくということであろう。また、別途、一般ユーザ向けCloudSimがAmazonWebService

（AWS）上へリリースされ、 クラウドシミュレーターのWebサービス提供を開始している。

　欧州連合の研究開発プログラム FP7においても、 FP7- ICTの枠組みでロボット研究を着実

に推進しており、Horizon2020へ引き継がれる。 FP7内で ROSを採用するプロジェクトがあり、

ロボット向けのWorld Wide Wed構築を目指す  クラウドロボティクスのプロジェクトである

「 RoboEarth」、ロボットハンド開発の「HANDLE」、双腕アームによる衣服や織物の知覚と操

作を行う「CLoPeMa」等があげられる。

図6-25　OSRFの組織体制
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Ｂ）  ROSの「産」との連携

　「産」への仕掛けとしては、既存のロボット企業の参加による ROS産業コンソーシアムを

とりあげる。 ROS産業コンソーシアムでは、民間企業を含む14の組織が参画し、複数企業の

共同での ROS応用研究体制が構築されている。 ROS産業コンソーシアムは、 産業用ロボット

へ ROSを適用する取組みであり、 ROS-Industrial open-source software（以下、 ROS-I）によ

る高度な産業技術を育成するためのオートメーション開発の国際ネットワーク組織とされる。

 ROS-Iは、 産業用ロボット開発を容易にし、開発コストの大幅な削減を目指している。そのた

めに、 産業用ロボットのもつ信頼性と、オープンコミュニティの柔軟性を組み合わせ、 ROS

によるロボットアプリケーション開発を行い、新規事業化や、次世代 ロボット市場への ROS

適用が模索されている。

　 ROS産業コンソーシアムは、2012年2月に発表された ROS産業プロジェクトから発展し、

2013年3月に正式に発足、キックオフミーティングが開催された。米国テキサス州の独立非

営利研究開発機関のSouthwest Research Institute®（サウスウェスト研究所：SwRI）が中

心となって推進し、カナダ国立研究所、欧州からはドイツのFraunhofer研究所生産技術・

オートメーション部門（IPA）が参加する。民間企業としては、「Boeing」「Edison Welding 

Institute」「HDT Robotics」「Intuitive Research and Technology」「Kawasaki Robotics」

「Rockwell Automation」「Spirit AeroSystems」「UT Austin Nuclear Robotics Group」「 Willow 

Garage」「Yasukawa Motoman Robotics」が参加、また、「OSRF」も、2013年2月に、コン

ソーシアムへの正式参加を表明した。

　 ROS産業コンソーシアムでは、欧州 FP7との連携活動も行われている。事例として、

CLoPeMaプロジェクトがある。CLoPeMaとは、Clothes Perception and Manipulationの略

であり、プロジェクト期間は2012年2月～2015年1月である。アームによる衣服や織物の知

覚と マニピュレーション操作によるロボットサービスの汎用化を目指している。アームは

YASUKAWA MOTOMAN製のMA1400を双腕に組み合わせ、これを操作するために ROS-I

を利用、 ROSをベースとしたC++とPythonによる開発を行っている。成果はオープンソース

でリリース予定である。

　さらに、 ROS産業コンソーシアムには、FTP（Focused Technical Projects）とよばれる制

度が設けられている。これは、コンソーシアムへの参加企業により特定の研究テーマに対し研

究グループを形成し、このグループで、新規研究開発における機器や人件費を分担して負担す

る。そして、負担したメンバーで研究成果を共有するものである。FTPで推進された研究成

果は、必ずしも公開されるものではなく、FTPグループの参加メンバーの審議によりリリー

ス時期や公開の有無が決定される。

Ｃ）  ROSの「学」との連携

　「学」への仕掛けとしては、研究者を中心としたコミュニティの活性化による普及活動がある。
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2010年に、PR2ベータプログラムと呼ばれるプログラムが開催された。これは、米国 Willow 

Garage社によって主催された2年間におよぶコンテスト型チャレンジプログラムである。同

社は、2010年1月に、同社が開発・販売を行うPR2というロボットを利用したアプリケーショ

ン開発に興味のある研究機関の募集を行い、とくに優れた提案のあった研究機関へ無償でロボ

ットを提供した。これには、米国、欧州、日本を中心とした11の大学機関が参加し、 ROSで

再利用可能な コンポーネントツールやアプリケーション開発を行った。プログラム実施中には、

数にして2000以上のパッケージがリリースされている。また、オープンソースコミュニティ

を形成し、開発ユーザを活性化した。

 ROSは、ロボットハードウェアと

してのPR2を大規模に提供するこ

とにより、 ROS研究と他のロボッ

ト研究とのコラボレーションを促進

し、 ROSの知名度を飛躍的に高め

たといえる。 ROS利用機関の分布

を（図6-26）に示す。

　また、 Willow Garage社は、イン

ターンシップ制度を活用している。

とくに、インターンシップ期間中に

開発したサービスを、期間終了後は、

学生が所属大学で研究や運用を継続

しており、利用者の拡大と運用の継

続のための工夫がある。

（２） ユーザの拡大と育成

　近年の米国の動向として、技術者や研究開発者と、シーズ技術の実用化のための指導や助言

を行う者（メンター）のマッチング制度ある。例えば、米国SRIインターナショナルが提供す

る5DOIプログラムは、シーズ技術を持つ研究者に対し、ビジネスプランの作成支援を行う仕

組みをもち、イノベーションの量産の取組がおこなわれている。

　また、ソフトウェア開発やサービス開発に伴うモデルとしては、開発者とメンターのマッチ

ング環境を整備し、そこに、広範囲の少額投資を行う企業を組み合わせることで、ユーザの拡

大や技術普及、開発者や技術者のコミュニティを活性化するモデルがよく機能している。

　ユーザの拡大と育成、さらには、国内外の中小企業やベンチャー企業を巻き込むまでには時

間がかかる。RTミドルウェアのみならず RSiを含めても、米国のオープンソースコミュニテ

ィの活性化の取組を概観した場合、日本発のオープンソースロボティクスを担うベンチャー企

業群や組織体系への取組みは大きな課題であるといえる。以下に、米国におけるソフトウェア

やサービス開発に伴う、ユーザの拡大と育成の仕掛けをとりあげる。

図6-26　ROSの利用機関の分布

（出典：ROS Users of the World ‒Google Map- 
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa
=0&msid=209668390659853657363.00049c60
8b78bc7779683）
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Ａ）  Google Summer of Code

　2005年より開催されている、オープンソース団体と若い開発者の共創活動を促進する仕組

みとして、「 Google Summer of Code（以下、GSoC）」プログラムがある。GSoCは、 コンピュ

ータサイエンスの学生向けの、オープンソース団体とチャレンジ学生のマッチングの仕組みで

ある。学生には、奨学金が Googleより提供される。

　このプログラムでは、オープンソース団体より、プロジェクト提案が Googleに対して行わ

れる。各団体のプロジェクト提案は公開され、この情報をもとに、学生は、オープンソース団

体の指導員（メンター）と話合いながら開発の具体的なアイデアを用意し、GSoCへ応募する。

選考において、両者の内容を考慮してオープンソース団体とマッチングが行われ、採用プロジ

ェクトが決定する。プロジェクトが達成された場合、奨学金5,000米ドルを学生に提供、あわ

せて指導組織に学生1人につき500米ドルを提供する。GSoCプログラムは、毎年の夏の3か月

間が開発期間となるが、GSoCプログラムの終了後も、団体側で継続されるプロジェクトもあ

る。2013年では、173の組織が参加、1,000人以上の学生と、同じく1,000人以上のメンター指

導員が活動した。GSoCのモデル

を（図6-27）に示す。

　2013年には、オープンソースロ

ボティクス財団（OSRF）も参加

しており、これまでに、OpenCV

やPCLなどのロボット要素技術

のオープンソース団体も参加して

きた。

Ｂ） Yコンビネーター

　2005年に設立された米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル「Yコンビネーター」は少

額の出資でシーズ技術の事業化支援やベンチャー支援を行い、起業家を支援するプログラムを

提供する。このプログラムの選考対象は、IT技術を中心とした2～3名程度のスタートアップ

企業である。投資が決定した企業へは、1社あたり2万米ドルまでの出資を行い、7%の株式を

保有する。1回のプログラム期間は3ヶ月、50社程度を採用し、期間中に各社のアプリケーシ

ョンやサービス開発及び拡張、ビジネスプランやアイデアの作成への助言やコーチングを行う。

3ヶ月のプログラム終了時には、デモDayが用意され、投資家や企業に対するプレゼンテーシ

ョンが行われる。なお、1社あたりへの投資額については、近年は、エンジェル投資家からの

15万米ドルの追加投資の選択が、プログラム開始時点に組み込まれている。Yコンビネーター

のモデルを（図6-28）に示す。

　Yコンビネーターの、これまでの投資先としては、 クラウドを活用した写真や文書の保存・

共有のWebサービスを提供する「ドロップボックス」、プログラミング言語Rubyを使ったソ

図6-27　…Google…Summer…of…Codeのモデル
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フトウェア開発支援ツールを提供

する「ヘロク」、インターネット

を利用した旅行者向け貸室仲介サ

ービスを行う「Airbnb」などが

ある。

　このようなスタートアップ起業

の少額支援モデルは、オープンソ

ースの普及、利用技術のサポート

やコミュニティの充実、Web開

発環境が整備されて比較的容易で短期間な開発が可能になった等により、サービス開発のコス

トが低下し実現されている可能性が高い。

参考文献
［1］ Robotics VO, “A Roadmap for U.S. Robotics - From Internet to Robotics 2013 Edition”, 

2013.
［2］ オープンソースロボティクス財団（OSRF：Open Source Robotics Foundation）．
 http://osrfoundation.org/
［3］ DARPA-BAA-12-39 Amendment 1 （DARPA Robotics Challenge）2012年.
［4］  ROS産業コンソーシアム（ ROS-I： ROS-Industrial）http://rosindustrial.org/
［5］ WillowGarage, “IROS 2011: The PR2
 Workshop:Results, Challenges and Lessons Learned in Advancing Robots with a 

Common Platform”, 2011.
 http://www.willowgarage.com/workshop/2011/iros_pr2_workshop
［6］ Google Summer of Code.
 https://code.google.com/p/google-summer-of-code/
［7］ Randall Stross（2012），The Launch Pad inside Y Comninator, Silicon Valley’s Most 

Exclusive school for Startups, Portfolio（滑川海彦、他訳（2013）『Yコンビネーター』日経BP社）.

図6-28　Yコンビネーターのモデル
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6.4.1.  国際標準化活動

　ここまで、ものづくりとしてのロボットを街の中でサービス展開するために、街づくりのグ

ランドデザイン、その中でロボットが活躍するべきサービスデザイン、そして最後にそこで利

用されるロボットデザインが必要であるということを、バックキャスト的に述べてきた。

　 国際標準化戦略は、国際競争力に負けないようにする方策と、打って出る戦略とに分けられ

るが、国際標準の背景には、新しい技術の安全をどのように考え、国際的に認証を行うことで、

技術流出の歯止めとなると同時に、危ない技術流入の阻止という位置づけがあるが、残念なが

ら、現段階で日本では、ロボットの認証についての国際的な相互認証の動きは起きていない。

そのことの原因は、残念ながら認証文化の根付いているドイツなど欧州の強大な認証機関に比

べて、日本の認証機関は細かく細分化されており、海外の認証機関と対等に付き合うことが難

しいこともある。

　ここでは、これらのバックキャスト型のモデルが実際に成功するための方策の一つである、

ロボットの 国際標準化活動について、現状動いている標準化活動を紹介したい。

6.4.2.  生活支援ロボット安全検証センターの取り組み

　 生活支援ロボットが、「 ダーウィンの海」を乗り越える一つの方策が、 生活支援ロボットの

安全性を検証する「 生活支援ロボット安全検証センター」（図6-29）の取り組みであると考え

るので、ここで紹介したい。

　ここでは、 生活支援ロボットの安全性をワンストップで検証し認証することを可能とするた

め、平成21年度から25年度の5年間 “NEDO 生活支援ロボット実用化プロジェクト” を行って

いる。本プロジェクトは基本的に安全性を検証・認証するための試験方法などの開発を行う

コンソーシアムと、安全技術を実装したロボットを作る企業コンソーシアムとからなる（図
6-30）。

　 生活支援ロボットの安全性を評価する手法としては、世界的にその評価基準や試験方法など

が決められているものはなく、本プロジェクトに置いて、 国際標準化ISO TC184SC2へ提案を

しながら、ロボット企業と一体になりつつ、安全技術を実装したロボットの開発とその試験方

法などを同時に議論しながら研究開発を進めている。

　通常の規格・認証と、生活支援ロボットなどの新しい技術の規格・認証との大きく異なると

ころは、新しいロボット（技術）ができるたびに、その安全性をどうやって試験・評価し、認

証としてユーザとロボット企業の間の安全についての合意を形成するか、というところである。

　間違っていただきたくないのは、“すべてにおいて完全安全はなく”、残留リスクに対してどの

ような処置を行うか（行ったか）という リスクアセスメントをベースに考えていることである。

6.4. プロセスの国際競争力（ 国際標準化と推進、及
び安全技術と認証体制）
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　日本は、 生活支援ロボットを実用化しようとし、開発している企業はあるものの、安全につ

いての理念や合意形成については、欧州に10年程度、遅れているといわざるを得ない。3. 11

の福島原発の事故などで、完全安全はないということは痛いほどわかったつもりになっている

ものの、日本において完全でない安全について、たとえそのベネフィットはあるものの、リス

クがゼロではないものを、ユーザとロボット企業が合意形成して使うということについては、

図6-29　…生活支援ロボット安全検証センター

図6-30　実証から実装へ
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非常に保守的で、このままでは日本が優位に立つ 生活支援ロボットの技術も、高度医療などと

同様に、海外で実証され、逆輸入される可能性があることを危惧する。

（１） 安全なロボットを開発するために

　システムを高信頼かつ安全に開発

するための手法としては、V字プロ

セス（図6-31）が求められる。そ

の中で、特にロボットを作る際に重

要なのは、設計段階におけるコンセ

プトの明確化であると考える。

Ａ） 企画・設計段階：「コンセプトの明確化」

　この場合のコンセプトとは、ロボットの運用を想定しながら、要求事項を明確化することで

あるが、運用を想定するにはその市場規模などの見積もりが必要であり、安全性を明確化する

には人を含む想定環境を設定し、考えられるリスクの洗い出しを行うことが必要とされる。運

用を想定することの必要性としては、どの程度の人が使うのか、例えば何の事前知識もない人

が使うのと、事前講習などを受けた人とでは、後述の リスクアセスメント内容が大きく異なる

し、介護者が使うのか、被介護者が使うのかによっても、 リスクアセスメント内容はまるっき

り異なる。

　この際、同時に必要となるのは、関連する規格・法律・認証スキームなどについての調査で

ある。

　特に企画・設計段階でのコンセプトの明確化は、機能を後付けできるようなロボットにおい

ても、想定機能を事前に明確にしてく必要があり、想定以外の機能が追加される場合には、再

設計を余儀なくされることがあることから、注意が必要である。

本質安全/機能安全
　システムの安全性を考える際、本質安全と機能安全という二つの概念があるが、基本的には、

可能な限り本質安全設計を行い、どうしても本質安全設計では設計できない部分（安全関連系）

だけを機能安全設計に基づいて設計するということである。

　本質安全設計の例としては、人を隔離する方法や、パワーや速度を人に危害を加えない程度

図6-31　プロセス図
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に落とすなどが考えられる。人とロボットを隔離することが難しい 生活支援ロボットの場合に

は、多くの場合、パワーや速度を落とすことなどで本質安全が確保できるが、先に述べた機器

のビジネスモデルとの兼ね合いで、どうしても本質安全が確保できない場合には、機能安全設

計に準じたシステムの設計が求められる。

　機能安全設計とは、システムがその機能的に安全性を保てるかどうかの立証が必要となるが、

そのレベルによってSILが規定され、設計方法がそれぞれ異なる。

 リスクアセスメント
　前述のように、基本設計を行いながら、以下のような リスクアセスメントを行う。

　 ︲ 想定利用環境

　 ︲ 想定危険源（重篤度・確率）

　 ︲ 危険源への対処法

　 ︲ 残留リスクへの対応

　よく企業などから質問を受けるのは、どこまでリスクを考慮してアセスメントすればよいの

か、という程度問題に帰着するが、どこまでやればよい、やらなければいけない、という基準

は、その時々の社会的な常識などから判断されるものであるので、一般的な基準はないと言わ

ざるを得ない。

　いずれにしても、万が一、事故が起きて裁判になった際には、企業は製造者責任を問われる

こととなるので、事故原因が想定されていたリスクか否か、そのリスクに対して何らかの対処

がされていたか否か、さらには、リスクの想定が妥当であったか、などが問われることとなる。

Ｂ） システム実装段階：「効率的実装」

　設計段階から実装段階においては、特に認証を取ることを想定した場合には、すべてのエビ

デンスを残しながら、設計・実装・評価を行う必要がある。多くの場合、認証を取る際の障壁

となるのはこの部分で、開発をしてしまってからすべてのドキュメントを用意するのはほぼ不

可能であると同時に、エビデンスを逐一残しながらの開発プロセスを手作業で行うのも、非常

に作業が煩雑となる。一般的には、効率的実装を可能とする開発ツールを使うことが求められ

る。

Ｃ） 検証段階：「試験/認証」

　最後に検証段階になるが、ここでは設計段階に想定した仕様を満たしているかどうかの妥当

性検証が行われる。つくばに建てられた 生活支援ロボット安全検証センターは、基本的にはこ

の部分を行うための機関である。

　一般的に、A）－C）を通して時間を要するのはA）のプロセスであり、ここには多くのノ

ウハウが必要であることからコンサルなどの知見が必要とされる。
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Ｄ） 実証段階：「評価」

　前述までのプロセスは、最低限の安全性を確保するためのものであるが、実際に製品化する

ためには、その製品を部分的に市場に投入し、その評価を行うことが求められる。

　もしこれが 医療機器であれば、薬事審査のプロセスにのっとった評価を行う必要があるが、

基本的に薬事審査は患者への「効果・効能」を評価するものであり、 医療機器ではないものに

ついては、企業における個別の性能評価が必要とされる。

　実際の市場に投入し、その性能を評価するためには、実証評価機関が行う “倫理審査” を通

すことはもちろん、万が一のための保険などへの加入も必要である。

　昨今、地方での特区において実証実験を誘致されているが、倫理審査と保険制度などの体制

が確立した実証特区の確立が求められている。

Ｅ）  社会実装段階：「ネットワーク」

　最終的に最低限の安全を担保し、実証評価を経て、製品化するには、当然のことながら、販

路、サービス体制、アフターケア体制の確立が大きな問題となる。

　 生活支援ロボットは、ここしばらくは、単品の “つるし売り”（B2C）ではなく、サービス

の一環としての機器提供（B2B）であると考えられている。製造業とサービス業では事業形態

が大きく異なることから、単一製造企業だけではこの体制を作りきれないことが多いと考えら

れる。

　そういうことからも、ロボットビジネスを成功させるためには、サービス事業体を巻き込ん

だコーディネーション能力を求められることから、前述のサービスコーディネータ/コンサル

タント機能を有する役回りの重要性が認識されている。

参考文献
［1］ ロボット技術の 国際標準化活動（ OMG）の紹介.
 （http://staff .aist.go.jp/t.kotoku/omg/omg.html）
［2］ ロボット技術 国際標準化会議の報告.
 （http://www.nedo.go.jp/content/100105101.pdf）
［3］ 知的財産推進計画2012.
 （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/120529/siryou01-2.pdf）
［4］  生活支援ロボット安全検証センター.
 （http://robotsafety.jp/wordpress/）
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　一般財団法人製造科学技術センターは、平成21年度より開始されたNEDO事業「 生
活支援ロボット実用化プロジェクト　 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」
を受託し、 生活支援ロボットを実用化するために考慮すべき法制度を、国内外の公開情
報を基に調査した。当該分野の有識者で構成される調査研究委員会を設置して年数回の
定例会議を開催した。また、プロジェクト・コンソーシアムのメンバーをオブザーバに
加えて、コンソーシアムと一体化した委員会運営を行った。
　調査研究の方法と範囲を図に示す。国内外から収集した情報を調査研究委員会で分析
して詳細を付属書に整理した。付属書は下記の4分冊から構成される。

　プロジェクト終了後、この成果を公開データベース（https://www.rtsic.jp/）から
情報発信する。

各年度の主な調査内容
　H21年度は、法制度に関する需用調査を行った（付属書Ⅰ）。
　H22年度は、需用調査結果を参考にして、 生活支援ロボットと関係が深い日本の法律、
社会制度、安全規格を調査して、 生活支援ロボット関係法令集をまとめた（付属書Ⅱ）。
H23年度は、日本と米国や欧州の法制度の比較調査を行った（付属書Ⅲ）。H24年度は、
アジアにおける 生活支援ロボットの潜在市場を分析した上で、世界各国の安全認証制度
のポテンシャルを総合的に比較検討した（付属書Ⅳの第1部）。H25年度は、PLリス
クに縛られず、果敢にチャレンジする欧米人のメンタリティに着目し、法制度の観点か
ら、この問題を解決する方策について検討した（付属書Ⅳの第2、3部）。

今後の課題
　我が国において、安全認証を取り巻く環境が整備され、適切な教育が行われ、欧米型
のState of the artの信念が育まれるまでは、粘り強く安全認証の意義を伝え続けな

6-4コ ラ ム

～ 生活支援ロボットの安全に関する
法律と制度の調査～

付属書Ⅰ …生活支援ロボットのための法律制度に関する需用調査
付属書Ⅱ …生活支援ロボットのための日本の法律制度の調査
付属書Ⅲ …生活支援ロボットのための海外の法律制度の調査
付属書Ⅳ …生活支援ロボットのための安全認証に要求される要件の調査
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ければならない。欧米人と日本人の考え方の違いを説明し、世界は、簡潔で低コストな
認証制度の構築に向けて一歩ずつ前進し、認証スキームが目標とする“Tested Once, 
Accepted Everywhere”に向けて動いているという現実を伝え続ける必要がある。

　加藤 雅弘（一般財団法人製造科学技術センター ロボット技術推進室）
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6.4.3.  デファクト標準

　 デファクト標準とは、標準化機関の承認の有無とは関係なく、市場の大勢を占める「事実上

の標準」のことである。製品がマス・マーケットを目指してサービスが多様化する普及期にお

いては、 デファクト標準の形成にも注視する必要がある。

　次世代 ロボット市場では、多様な環境への適合のため、システムインテグレーションの視点

からの、サービス統合が必要とされている。この時、ある特定のロボットシステムが普及すれ

ばするほど、世界中のネットワークへのアクセスや、サービス資源の利用が容易となり、その

シェアが大幅に拡大する。逆に、それと互換性のないシステムが市場から消えていくという経

済効果が生まれる。この経済効果とは、同じインフラを共有して互いにつながり合うユーザの

数が多くなればなるほど、ユーザ一人ひとりのメリットが急増する「ネットワーク外部性」と

呼ばれる経済理論のことである。このようなネットワーク外部性をもつ製品では、 デファクト

標準が形成されやすい。つまり、次世代 ロボット市場は、 デファクト標準を形成しやすい市場

へと向かっている。これに対応するためには、複数の異なるモノやシステム、及び、ロボット

を相互接続するためのプラットフォームの確保が必須となる。

（１） オープン領域とクローズ領域

　 デファクト標準に備えたビジネス戦略の一つとして、サービス統合基盤への取組みは重要な

意味を持つ。ここで、2000年代で、OS/ミドルウェア層のサービス統合基盤への取組みが製

品のアーキテクチャを決定し、デファクト化による市場シェアの優位を築いた事例として、ス

マートフォンをとりあげたい。

　「iOS」は、Appleの提供するiPhoneの統合ソフトウェアプラットフォームである。「iOS」

では、UNIX系のPOSIXに準拠したDarwinカーネル（XNU）の上位層として、CoreOSレイヤ、

Core Serviceレイヤ、Mediaレイヤ、CocoaベースのアプリケーションレイヤであるCocoa 

Touchレイヤを構成し、これらを統合し、サービス開発フレームワークとして提供されている。

一方、 Googleの提供する「Android」では、 Linuxカーネルの上位層として、ネイティブコー

ドで動作する実行環境と、その上で動作するミドルウェアやユーザ機能をパッケージ化して提

供されている。このパッケージには、カーネル、ミドルウェア、OSに加え、ユーザインタフ

ェース、電話帳、Webブラウザ、 Google Mapなど、今や携帯端末に標準的となった基本ソフ

トウェア群までが含まれる。このように、スマートフォンにおけるサービス統合基盤は、極め

て重層的なソフトウェアの層で構成される。

　一般の開発ユーザは、Appleや Googleが、サービス統合基盤を提供しているため、下位レイ

ヤのUNIXや Linuxを意識せずとも、抽象化された上位レイヤで開発を行うことができる。つ

まり、iOS、Androidとも、公開されたアプリケーション・プログラミング・インタフェース

（API：Application Programming Interface）を利用することにより、誰もがWebサービス開

発を行うことができる。このサービス統合基盤とAPIの提供には、両社とも膨大な資金やリ
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ソースを投入してきた。一方、APIはオープンであるが、自社の強みとなるコアテクノロジー

と密に連携する機能やアプリケーションは、プロプライエタリな手法で提供されている。すな

わち、一般ユーザがアプリケーション開発を行うオープン領域と、自社のテクノロジーの核と

なるクローズ領域を、ビジネス戦略として明確に定義し、市場への展開が行われている。

（２）  デファクト標準の競争戦略

　RTM（RTミドルウェア）や ROS（Robot Operating System）、及びそれらと連携可能なロ

ボット要素技術を含め、多くのオープン団体の設立や オープン化の推進により、ロボットのオ

ープンイノベーションが進展してきたことは、本章を含め、本書の随所に述べられている。た

だし、一方で、ハードウェアプラットフォームの提供や、 クラウドベースのロボットサービス

の登場により、これまでのロボット要素技術を集約し、統合プラットフォーム化する動きが非

常に活発化している点は、見落としてはならない。

　これは、ロボットビジネスが、 オープン化のフェーズからビジネス化へ向けたシステム構造

の確立、自社や自国の競争優位に貢献するための仕組みを確立するフェーズへ移行したことを

示している。このフェーズにおいては、システム構造がビジネス化へ向けて再編成される可能

性が非常に高い。我が国のロボット産業も、 オープン化と統合、及びクローズ領域を見据えた

新たな取り組みへと転換させないと、ビジネスの仕組み作りで裂蹄に追い込まれる。

　デファクトをとることが、ただちに収益化に結びつくとはかぎらない。さらに、ロボットを

相互接続するためには一つのデファクトスタンダードが確立されることは必須ではない。情報

処理産業では、相互接続の仕様を規定することで複数のベンダの実装を許容する仕組みが成立

している。例えば、TCP/IP、HTTP、CORBA、Webサービス等の通信層のレイヤや、事務

文書の規定など、多くあげられる。これは、各種の標準団体や業界団体の活動の結果といえる。

この相互接続戦略は、一つのデファクトに市場シェアを席巻されることなく、複数の事業者が

ビジネスをすすめることのできる数少ない戦略の一つである。ロボットへの適用の試みとして

は RSiがある。

　 ROSを発端とするロボットの要素技術の オープン化と統合の潮流、及び、 Baxter等の取組

みは、ソフトウェア基盤のイノベーション競争である。海外のソフトウェアに、プラットフォ

ームを奪われることなく、日本の競争力を維持するためには、製品がマス・マーケットを目指

してサービスが多様化する普及期に、新たに出現するサービス統合基盤の開発への取組みを強

化する必要がある。また、ソフトウェアプラットフォームには、ハードウェアと同様の機能的

な要件の他に、他社との競合関係や囲い込み（ロックイン）、マーケット戦略、価格戦略など、

物理的な実態のあるハードウェアとは異なる、ソフトウェアならではの側面がある。また、対

抗の戦略としてもオープン戦略だけでなく、標準化、相互運用、インタフェース設計、知財な

ど、多くの考慮すべきビジネス戦略がある。ロボット分野においてのこのような議論は、まだ

はじまったばかりである。IT産業やソフトウェア産業の国内外の動向、成功のみならず失敗

の事例をも教訓とし、我が国の企業が有利になるプラットフォーム戦略立案へ臨む必要がある。



第
6
章

6-56

参考文献
［1］ 小川鉱一（2014年）「オープン＆クローズ戦略」翔泳社.
［2］ 成田雅彦ほか「ロボット技術のオープンイノベーション Robot-OS（ ROS）の戦略と我が国ロボ
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　私は、社会心理学の立場から危機やリスクに対する人間の対処について研究をしてい
る。AppleⅡが売り出された1975年頃から、心理学の世界でも認知科学として「こころ」
を機械に実装することを目指す研究が盛んになってきた。日本では、亡くなられた戸田
正直先生が大きな足跡を残されている。最近では、ロボット研究者が心理学関係の学会
で、心理学研究者との共同研究成果などを発表することも珍しくはなくなってきた。
　機械に「こころ」を実装するとは何を意味するだろうか。ここで「こころ（心）」を
定義するようなある意味無謀とも思える大胆な試みをするつもりはない。しかし、社会
心理学の知見から、「こころ」が持ついくつかの特徴を指摘することはできるのではな
いかと思う。その一つは、自分と他者を別の存在であると区別する認識を持っているこ
とである。自我があるのが「こころ」だといってもよい。その上で、私たちの「こころ」
は、自分には存在する価値があることを確認しようと動機づけられている。つまり自尊
心である。私たちは自尊心を保つために、自己正当化して現実認識をする。客観的事実
を歪めてでも、自分は常に絶対正しいと認識したいのである。（具体的には例えば、リ
スク心理では、客観的に判断すれば危険な行為であっても、自分には危険ではないと信
じる非現実的楽観主義とよぶ認識メカニズムがある。）この自己正当化による現実認識
の歪みがいかに強固なものであるかは、半世紀以上にわたって数多くの多様な社会心理
学研究が証明してきた。臨床心理学的観点からも、自尊心を保ち自己正当化しようとし
ない精神状態は、カウンセリングなど支援の介入を必要とすると判断される。もちろん、
機械には自己正当化の機能は不要であるとすることはできる。しかし、自己正当化の機
能をもたない情報処理機が「こころ」を実装しているとは、人々は評価しないだろうと
私は思う。それは、人間の「こころ」と同じではないからである。機械が人間の「こころ」
を理解するようになることは、つまり、人間の「こころ」を理解して適切に対応する機
械を開発することは、私たち人間にとって大変に有益なことであろう（ただし、悪用さ
れない限りは）。その開発・研究は否定されるべきではない。けれども、人間と同じ「こ
ころ」を実装した機械を作ることははたして必要であろうか。機械が「こころ」を理解
することと、機械に「こころ」を実装することとは全く意味が違う。人間と同じ「ここ
ろ」を実装した機械を作ることは、新たな人間を作ることと同じである。だから、人間
と同じ「こころ」を実装した機械には人権も認めなければならない。人間と同じ「ここ
ろ」を持った存在に人権を認めないことがいかに正義に反することかは議論するまでも
ないであろう。だが、私たちに人権を有する機械が必要であろうか。そもそも、人間に

6-5コ ラ ム

～「こころ」を持ったロボットは必要か？～
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とって機械とは道具であり、人間に奉仕してくれるものである。それは人権とは相容れ
ないものである。現在のロボット開発の成果では、実装できる機能は人間と同じ「ここ
ろ」とはほど遠い水準であるかもしれない。しかし、「こころ」を機械に実装する道筋
が見えはじめてきているのではないだろうか。少年の頃読んだ漫画『鉄腕アトム』で描
かれていた世界を、現実のものとして議論しなければならないときにきているように思
われる。

土田 昭司（関西大学 社会安全学部 安全マネジメント学科）
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　本章は、現在ある技術からフォアキャスト型の議論ではなく、将来のあるべき未来像を描い

たうえで、それに必要な技術をバックキャスト的に描く議論の手法を取った。また、そのうえ

であるべき姿を現実にするための方策としては、“モノづくり主導”ではダメで、“コトづくり

主導” サービス主導型ロボット設計の重要性について取り上げた。

　本白書の副題にもなっている、“社会を変えようとするとき、そこにロボット技術がある！”

は、分解するならば、以下のように咀嚼できると考える。

１） 社会を変えようとするモチベーション：社会の将来のグランドデザインが重要：「社会シ

ステムデザイン」

２） 社会の中でサービス設計が必要：「サービスシステムデザイン」

３） サービスを実現するために必要となるロボット設計が必要：「システムデザイン」と「ソ

フトウェアプラットフォーム」

　本章ではこれらを実践した例として、いくつかの地域での活動した例として、産総研の「  気

仙沼～絆～プロジェクト」などの事例を紹介した。

　今後、 高齢化社会などの社会的な課題を解決するための方策として、社会的課題そのものを

“一般解” として解決することは非常に困難であり、ある特定の地域やサービスなどの境界条

件を決めたうえで、いわゆる “特殊解” を探す、地域に密着しながら社会システムを構築して

いきながら、サービスシステムやロボットシステム、ソフトウェアプラットフォームを汎用的

にデザインする経験を有する人材の育成が重要であると考える。

　そのためには、従来の研究者が “死の谷” を乗り越えるまでの社会実証までの研究は、いわ

ゆる「技術の足し合わせ技術」であり、ここで重要となるのは、“ ダーウィンの海” を超えよ

うとする 社会実装までの研究は「技術を引き算する技術」であるということを理解することが

重要である。したがって、今までの研究室での足し合わせ技術ではなく、実学として社会の中

で試しながら、可能な限りそぎ落としたモノやシステムをどうやって作っていくか、という芸

術にも近い技術なのではなかろうか。

　このような技術は、従来型の研究の領域を超越しているが、日本では古来、「工芸」として、

技術と芸術の融合領域が伝承されてきた経験を、今こそ活かす時なのかも知れない。さらに、

システム化、ソフトウェア技術は、大量生産の製品を前提とした技術である。ワールドワイド

の製品提供は、日本が優位性を経験した分野の一つである。これらの経験を生かすことができ

ると考えている。

6.5. まとめ
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