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【ロボット特集】 

 

欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)の活動状況 
―戦略研究計画(SRA)の概要― 

 

NEDO技術開発機構 情報・システム部 
本稿では、欧州での産業界主導の組織・取組である欧州テクノロジー・プラットフォー

ム(ETP)の一つ欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)の活動状況について、20戦略
研究計画(SRA：2006.3発表)を中心にその概要を紹介する。 
 

 
 
 

（出典：http://www.roboticsplatform.com/） 

図 1 EUROPの 3つの分野のロボット例（①産業用、②サービス、③宇宙・安全） 
 
 
1. 欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP1)および SRAの概要 
 

ETP は、特定の技術テーマについての研究開発を促進するため、欧州連合(EU)支援の
下で、産業界主導で設立・運営される組織・取組である。現在、個別の技術テーマ毎に、

30以上の ETPが設立されている。 
ETPの活動は通常以下の 3段階で行われる。 
・産業界主導でステイクホルダー（利害関係者）が一同に集まって会合を開き、対象とす

る技術に関する共通展望（コモンビジョン）の合意に至る（ビジョンレポート作成）。 
・ステイクホルダー達によって、対象技術に関する中長期的な戦略研究計画(SRA 2)を作
成する。 
・ステイクホルダー達がそれぞれ人材や資金を投入して SRAに取り組む。 

 
このように、ETPでは、中長期的な観点でそれぞれの技術テーマ毎の SRAの作成や研

                                                 
1 ETP: European Technology Platform 
2 SRA: Strategic Research Agenda 
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究開発の優先順位付けなどを行っている。また、それぞれの ETPの活動においては SRA
が重要な役割を果たしている。 

 
 

2. 欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP) 3 
 
欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)は 2005年 7月、ロボット関連の欧州企業

が中心になって、産官学共同のロボット研究開発体制のベースになるものとして設置が決

定された。その際に、他の ETPと同様にビジョンレポートが発表され、今後の約 20年間
でロボットの研究開発が可能にする社会や経済上のインパクトが明記された。 

 
その約 8ヵ月後の 2006年 3月に、ビジョン実現に必要な中長期の研究開発見通しをま
とめた、戦略研究計画(SRA)が発表された。この SRAには、欧州の研究開発の現実を考慮
して、必要な研究開発をどのように実施すべきかなどの戦略的な判断が加えられている。 
例えば、この SRA の冒頭では、欧州のロボット開発の状況を米国、日本、韓国と比較

し、欧州の現在の位置づけを整理・明確化している。ロボット研究の実施機関についてみ

ると(表 1 参照)、日本と韓国では産業および政府を含めた組織的なロボット研究が活発に
行われており、米国では大学での研究は強力であるが、防衛分野を除いて産業界では広く

行われていない。それと比較して、欧州では各機関でほぼ均等に取り組まれている。 
 
         表 1 世界のロボット開発の比較：実施機関別 
ロボット研究の実施機関  活動レベル   
 米国 日本 韓国 欧州 
基礎：大学ベースの研究 

 
**** ** ** ** 

応用：産業界ベースの研究（国立研究所との共同

研究） 
* **** *** *** 

国または多国間の研究イニシアティブまたはプ

ログラム 
* **** **** *** 

大学―産業―国のパートナーシップ：起業家精神
 

* **** **** *** 

****：卓越している、***：非常に良い、**：良い、*：まあまあ 

（出所：EUROPの SRAの記載内容を加工） 

 
また、ロボットの利用分野別では、産業用ロボットについては、欧州は日本と非常によ

く似た位置づけにあること、日本ではヒト型ロボットに特に力を入れていることなどを把

握・整理している（表 2参照）。 
このように、ロボット研究について、他国との相違点や類似点を検討し欧州の研究開発

の現状を考慮した上で SRAが作成されている。 
                                                 
3 http://www.roboticsplatform.com/ 
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表 2  世界のロボット開発の比較：製品分野別 
主なロボット製品  活動レベル   
 米国 日本 韓国 欧州 
ロボット車： 軍事および民生 *** * * * 
宇宙ロボット ** * - ** 
ヒト型ロボット * **** *** * 
産業用ロボット： 製造分野 * **** * *** 
サービスロボット： 非製造分野 ** ** *** ** 
パーソナルロボット： 家庭用 * **** *** * 
バイオ・医療ロボット *** * * *** 

****：卓越している  ***：非常に良い  **：良い  *：まあまあ 
   （出所：EUROPの SRAの記載内容を加工） 

 
以下では、EUROPのSRAからエグゼクティブサマリ（一部省略）を紹介する。 

 
 
3  EUROPの SRAのエグゼクティブサマリ（一部省略） 
 
(1) 展望 

 
携帯電話やノート型パソコンが人々の生活に変化をもたらしたのと同じように、ロボッ

トもまた遅かれ早かれ我々の日常生活の一部となる。ロボットは人々の道具となり、召使

いとなり、助手となる。人を補助し、高齢者と共に暮らし介護する。医療現場で手術を行

い、有害な環境や極めて危険な場所で捜索・救助を行う。あるものは産業構造の整理や修

復に利用され、またあるものはどこか別の場所で新しい用途に利用される。 
ロボットシステムの将来の展望は、欧州市民を力づける構想だということができる。そ

のために必要なのは、人間から隔離された環境でではなく、人間と同じ場所で一緒に働く

ロボットである。つまり人々と交流し、お互いにやりとりし、作業の必要性や周囲の環境

に合わせて振る舞うことのできるロボットだ。 
ロボットシステムは今後数十年のうちに、人間の意思を自然かつ直感的に汲み取り、補

助するものとなるだろう。ロボットの活躍は主に次のような場面で期待されている。 
 
職場で一緒に働くロボット 

人間とロボットが共生する生産システムの中で、ロボットが人間の作業者を助け、彼

らがより効率的に作業できるように働く。人間を中心として自動化された製造工程でこ

のような助手ロボットが大きな役割を果たすことにより、工場などにおけるオートメー

ション化が大幅に促進される（現状比で 15%の増加が見込まれる）。製造業界の失業率
はより競争力の高い産業分野と同程度にまで減少するが、その一方で、人件費が効率的

に削減されるために欧州の生産力は維持される。 
専門的なサービス業におけるロボットによる補助 

 より質の高いサービスを、より迅速かつ安全に、より低価格で提供できるように人間
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を補助する。手術や理学療法、建築や取り壊し、高度道路交通システムによる人間の移

動や自動輸送システムによる物の移送、また海中での検査・修理や環境調査など、サー

ビス業のあらゆる分野においてこのようなロボットが活躍するようになる。 
 
家庭におけるコンパニオンロボット 

 寝たきりの場合などを含めて高齢者を力づけ、彼らが自立した生活を送る手助けをす

る。日々の雑用のほか、高齢者の移動やリハビリ、マルチメディアサービスなどのさま

ざまな補助を行う。 
 
お手伝いロボットと遊び相手ロボット 

ロボットが家事を代行することで人々の余暇や選択肢が増える。これらのロボットは

また、家族と交流して楽しませ、教育にも利用される。 
 
安全保障・宇宙分野におけるロボット 

敵地や危険な場所で人間の行動を助け、力づける。未知の環境の調査において人間に

代わって業務を遂行する。 
 
 これが人間と交流し、共生する次世代型ロボットのイメージである。しかし技術的に実

現はまだかなり先の話だ。たとえば職場で一緒に働こうにも、現状のロボットでは、周囲

環境や自分の目的や能力などについて理解、判断したり、経験や教育によって学習するよ

うなレベルにはほど遠い。 
 情報社会の発展を特徴づけるのは、どこからでも情報通信にアクセスできるユビキタス

性の向上と、場所や背景、個人のニーズなどに対応したカスタマイズされたサービスの発

達である。これらを体現するもののひとつに、コンピュータや通信機能の搭載された製品

や、各種センサによって構成される「環境知能 4」と呼ばれるアドホック（その場その場

の）・ネットワークの開発がある。ロボットが日常生活で果たす役割は、このような来るべ

き情報通信技術(ICT)5環境に組み込まれることによってより一層大きな意味を持つように

なる。この分野の標準化が進めば、ロボットは分散型のナレッジベースにアクセスし、他

の ICT機器やシステムと連携して働くことができるようになる。彼らがネットワークの一
員として物理的に（単独で、あるいはグループで集合的に）活動することにより、ICTの
持つ新しい可能性や利用法、サービスなどが開拓され、人々の家庭や職場、あるいは公共

の環境などに活力を与える。 
これらのことが要因となり、欧州では次世代ロボット技術の構想や、その実現に向けた

取り組みに対して意欲が高まっている。このような活力ある知識集約型社会を実現するた

めには、欧州全体が一致団結した積極的な取り組みが必要不可欠となる。 

                                                 
4 （編集部注）ambient intelligence どこからでもアクセス可能な情報やネットワークに囲まれた生活環境。
日本語化した「ユビキタス社会」とほぼ同じ概念。 

5 （編集部注）Information and Communication Technology  
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(2) 課題 
 
韓国と日本がロボット分野に対して積極的に投資していることから、ロボットの開発・

生産・利用の各分野において欧州の地位が危うくなっている。この状況に対処するために

は、ロボット分野に関連するあらゆる団体（特に技術、システム、市場開発分野の団体）

が協調して一連の取り組みを進めていく必要がある。 
 
技術的課題 

 ロボットの機能や動作は極めて広範囲な技術に支えられているが、今日このような技術

や構成要素はひとつに集約され、工業、家事、専門サービス、安全保証と宇宙など、さま

ざまな分野を含むロボット産業全体で共有されている。 
ロボット技術は以下の 3つの領域に分けられており、それぞれの領域にいくつかの技術
軸が含まれている。 
 
①ロボットシステム 
②構成要素と小型化 
③複雑な行動 

 
各領域に含まれる技術軸には次のようなものがある。 
 
①ロボットシステム（図 2参照） 
・器用さと握力（アームとその先端部分） 
・感知と制御（環境や状況の理解、物や人の認識） 
・高度な分散型ネットワーク環境 
・リアルタイム制御と物理的駆動 
・ロボットのシステム工学（特定の機能に関する設計の問題からプラットフォーム設計の

標準化の問題、ネットワークへの統合、信頼性に関する問題など内容は多岐にわたる） 
 
②ロボットの構成要素と小型化（図 3参照） 
・アクチュエータ（作動装置） 
・センサ 
・処理能力と通信能力 
・ヒューマンマシン・インターフェイス 
・超小型ロボット（マイクロ／ナノレベルのロボット） 
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（出典：EUROPの SRA） 

図 2 技術課題のロードマップ（ロボットシステム） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：EUROPの SRA） 

図 3 技術課題のロードマップ（構成要素） 
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③複雑な行動（図 4参照） 
・自律性 
・認知能力 
・集団行動 
・高度な感覚運動機能 
・データの統合とアルゴリズム（情報やデータを瞬時に統合して情報処理に必要なアル

ゴリズムを即座に構築する能力） 
・直感的に操作できる柔軟なインターフェイス 
・直感的なヒューマンマシン・インタラクション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 （出典：EUROPの SRA） 

図 4 技術課題のロードマップ（複雑な行動） 
 
 
(3) EUROPのもたらす利益 
 

EUROPの戦略が成功すれば欧州社会に大きな利益をもたらすことになる。EUROP は
次世代ロボット産業の活力ある動的なサプライチェーンの創出を推し進めるが、このよう

なサプライチェーンが実現すれば、産業競争力の強化や知識ベースの雇用が進み、リスボ

ン戦略の主目標を達成する助けとなる。逆にロボット産業の発展がなければ、欧州の市民

および産業は国際競争において不利な立場となり、戦略的に不可欠な技術を外国からの輸

入に頼らなければならなくなる。 
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次世代ロボット産業の強固な供給ネットワークが実現すれば、この分野は強い経済部門に

成長し、国際的にも高い収益をあげるようになるだろう。このような供給ネットワークの誕

生はサービス業や製造業の大幅な進歩にもつながる。これらの産業分野には生産性を向上す

るツールやシステムが導入され、世界市場における競争力の維持や長期的な雇用機会の確保

が可能となる。また欧州を拠点とした次世代ロボット産業の発展は、高い技能を必要としな

い単純労働から知的労働への雇用パターンの移行においても重要な役割を果たす。 
 
EUROPはまた、既存の産業に対しても大きな利益をもたらす。既存産業の製品にロボッ
ト工学や認知科学の技術や手法、構成要素などが組み込まれることにより、これらの産業も

ロボットとユビキタス・コンピューティングの時代に適応し、競争力を維持できるようにな

る。しかし EUROPの構想する強力な供給ネットワークが実現できなかった場合には、欧州
の企業は外国の競合相手のために開発された技術に頼らざるを得なくなる。 

 
強力で活力ある次世代ロボット産業の供給ネットワークが欧州で実現されれば、外国の優

先課題に合わせた技術や標準に頼らずにすむため、欧州にとって重要な社会的課題に照準を

合わせてより自由に政策策定を行うことが可能になる。欧州にとって重要な社会的課題には、

人口の高齢化に関連した諸問題、競争力のある知識ベースの製造業およびサービス業の必要

性、質の高い雇用の創出と維持、社会の機会均等性の向上（特に製造業における性別による

格差の改善）、EUの拡大に伴う加盟国間の経済力・競争力格差への取り組みなどがある。 
また、次世代ロボット産業の発展は、欧州にとって不可欠な安全保障のニーズを満たす

ためにも役立つ。この産業分野の発展により、市民の安全に関する問題に幅広く対応する

ための柔軟なメカニズムが確立され、市民の安心感も高まることになる。EUROPは、こ
の領域では、民生部門におけるデュアルユース・テクノロジー6 の効果的な利用を促進す

るほか、EUのセキュリティ研究プログラム（Preparatory Action in the field of Security 
Research: PASR）など、汎欧州的な安全保障イニシアティブに対して安全かつ効果的に貢
献することができる。 

 
欧州がこれまでに築いてきたロボット工学の多数の成果が、産業的および研究的見地か

ら EUROPの取り組みの中で活用される。さらにまた EU加盟諸国、欧州宇宙機関(ESA)、
および EUの研究開発フレームワーク計画の支援する国際的なレベルのロボット工学研究
の成果も活用される。EUROPはこれらの成果を利用して、民間で実施されている研究開
発活動の連携をより一層深めるとともに、民間の研究開発と防衛関係の研究開発の連携を

向上させることにより、民間・軍事両部門における技術の共用を促進する。 
 
 
 
 

                                                 
6 （編集部注）軍事・民生の両方に利用可能な高度先端技術。 
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4 SRI発表後のその後の動き 
 
 SRA発表の 1年後の 2007年 3月に発表された、ETPの第三次経過報告書 7 によると、
EUROPの今後の予定として以下が示されており、SRAにおいて定められた方法論、プロ
ジェクト、部門別取組などについての進捗状況の評価が行われることになっている。 
 
・ SRAに記載されている方法論の評価 
・ SRAで記載されているプロジェクトの中間評価 
・ 部門別 SRAレポートの評価 
・ 予備的な共通（コモン）SRAの評価  
 

翻訳・編集 NEDO情報・システム部 
出典・参考資料 
 ○EUROPの SRA 
  http://www.robotics-platform.eu.com/pdf/EUROP_SRA_May_2006.pdf 
 ○EUROP  http://www.robotics-platform.eu.com/ 
○欧州テクノロジー・プラットフォーム 

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html 

                                                 
7 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/etp3rdreport_en.pdf 


