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【IT・ロボット特集】ロボット  
 

米国におけるロボット技術の開発状況（その 2）1 
 
米国では幅広い分野を対象にロボット開発が行われており、国防総省国防高等研究

事業局（DARPA）などなどの防衛関係の組織が、大学などに多額の研究資金を投入し
ている。 
また米国の強力なソフトウェア産業は、サービス用、家庭用、レジャー用などのロ

ボット分野におけるソフトウェアのプラットフォーム開発を後押ししている。 
本稿では、985号に引き続き、米国におけるロボット技術の開発状況を紹介する。 

 
2. 防衛用ロボット（続き） 
(4) 医療用ロボット 
 

戦争が起きれば、人的被害が出るのは避けられない。そこで、負傷者を救助する

システムや、さらには手術を補助するシステムなどの開発が進められている。たと

えば、カーネギーメロン大学からスピンアウトして設立された Applied Perception
社（ペンシルバニア州ピッツバーグ）2では、負傷者を安全な場所へ移送する補助を

行うロボットが開発されている（図 6参照）。また、ロボットによる外科手術システ
ムが開発されれば、野戦病院で役立てることができる。「手術カプセル（Trauma 
Pod）」と呼ばれる戦地用ロボット外科手術ユニットの開発に対しても、国防総省国
防高等研究事業局（DARPA）は資金を提供している。     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
1 「その１」は 985号参照：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-14.pdf            

「その１」の目次：1.序論  2.防衛用ロボット （1）DARPAの事業（2）無人航空機（UAV）
（3） 無人地上車両（UGV）および移動ロボット  

 ※なお「その１」の冒頭では「3回に分けて掲載」と記述していますが、本号で完了となります。 
2 http://www.appliedperception.com/ 

図 6 負傷者移送用ロボット 

（http://www.appliedperception.com/より）

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.989,  2006.11.15 

2  

（2）人間能力付加 
 
“Exoskeleton”は長年 DARPAが開発してきた、人間の身体能力を補助し、増大さ

せるためのプログラムである。DARPA の Web サイト3 によれば、Exoskeleton 開
発の目標は「戦闘環境において兵士の速度、力、耐久力を向上させる機械を開発す

ること」である。ロボット工学・生物工学関連の技術を利用し、Exoskeleton のよ
うな装着型の機械から、思考制御によって走行する車両まで、明確な防衛用途を持

つ多くのシステムが開発されている。Sarcos 社（ユタ州ソルトレイクシティ）4や 
Yobotics社（オハイオ州シンシナティ）5などでは、すでに Exoskeletonを実用化し
ている（図 7参照）。さらに、高度なブレインマシンインターフェイスの開発も進め
られている。装着型ロボットの開発は近年急激に増加しており、ロボット工学の別

の分野を対象に開発された技術が、この分野に活用されるケースも多くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(6）自律走行車 
 

現行の無人航空機（UAV）や無人地上車両（UGV）の多くは、原則的に遠隔操作
によって走行している。しかし、軍事研究の分野では、さまざまなレベルの自律走

行車両の開発が進められている。DARPA Grand Challengeを見れば完全に自律走
行を行う車両も開発されていることがわかるが、この技術が最初に活用される分野

のひとつは、恐らく防衛分野となるだろう。2005年の同レースでは、フォルクスワ
ーゲン トゥアレグを改造した「スタンリー」（図 8 参照）によって、スタンフォー
ド大学が優勝を飾った。2007年の DARPA Grand Challengeは市街レースとして開
催される6。 

 
 

                                                  
3 http://www.darpa.mil/dso/thrust/matdev/ehpa.htm 
4 http://www.sarcos.com/ 
5 http://yobotics.com/ 
6 http://www.darpa.mil/grandchallenge/index.asp 

図 7 医療・福祉用途で実用化された
「Robowalker」 

 
（ http://yobotics.com/robowalker/
robowalker.html より） 
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(7）マイクロロボットと群ロボット 
 
マイクロロボットや群ロボットの応用範囲はかなり幅広い。マイクロロボットは

偵察や捜索救助に非常に役立つし、知性を持った群ロボット（ひとつずつは単純な

ロボットが複数で協力しあって複雑な作業を行う環境）にはさまざまな用途が考え

られる。ただし、これらは生まれたばかりの新しい分野であるため、実用化はまだ

先のことになりそうだ。DARPAは、この分野にも多額の資金を投入している。たと
えば、Centibotsプロジェクト（図 9参照）などはその一例である。 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．ロボット用ソフトウェアシステム 

 
ナビゲーション、視覚、対話などの機能を制御するための、ロボット用ソフトウェ

ア開発プラットフォームが近年登場している。主要な製品として、Evolution Robotics
社の ERSP7などがある。Evolution Robotics社は現在この開発プラットフォームを積
極的に宣伝しており、同社の Webサイトによれば、この製品は「ロボット製品を一か
ら作り上げるための総合的な開発プラットフォーム」だという。ERSPでは、Windows 
                                                  
7 http://www.evolution.com/products/ersp/ 

図 8 自律走行車スタンリー 

 

（http://www-cs.stanford.edu
/group/roadrunner/より） 

図 9 Centibotsプロジェクトの 
ロボット群 

 
（http://www.ai.sri.com/centib
ots/より） 
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OSまたは Linux OSをロボットのハードウェアと一緒に使用することで、ユーザーが
アプリケーション開発に集中できる環境を実現する。Linux OS向けの製品が最初に発
売され、その後 Windows OS版が発売された。同社はまた、ユーザーに対する技術サ
ポートも提供している。ソニーやバンダイも既にこの製品のライセンスを取得してお

り、同社はロボット業界全体から高い評価を受けている。また最近では、マイクロソ

フト社のロボット工学グループも、ロボット用ソフトウェア開発プラットフォームと

して「Microsoft Robotics Studio8」の開発を発表した。マイクロソフト社によれば、

この製品は「これまであまり統一性のなかったロボット業界において共通の技術基盤

を確立する」システムになるという。 
 
4．家庭用ロボット 

 
2003～2004年の好調な売り上げを受けてアイロボット社（マサチューセッツ州バー

リントン）9が掃除機ロボット Roomba（図 10 参照）のラインナップを拡大したこと
で、さまざまタイプ、さまざまな仕様のルンバが入手できるようになった。同社は、

世界全体で 200 万ユニット以上の売り上げをあげている。アイロボット社はまた、床
の汚れを吸い込むロボットを製造するだけでは飽きたらず、床洗浄ロボット「スクー

バ」も発売した。スクーバは米タイム誌によって 2005年の「優れた発明品」のひとつ
に選ばれている。「模倣こそは最高の褒め言葉」とよく言われるが、同社はルンバの類

似商品に対して断固とした姿勢をとっている。インターネット販売を介して急速に流

通が広がっているこれらの類似商品の中には、ルンバに酷似していて、はるかに価格

の安いものもある。2005年、アイロボット社は、ルンバに類似した床掃除ロボットの
販売中止を求めて、Urus Industrial社（カナダ、オンタリオ州）の子会社 Koolatron
社に対して訴訟を起こした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  
8 http://msdn.microsoft.com/robotics/ 
9 http://www.irobot.com/ 

図 10 掃除機ロボット Roomba  
 
 
（http://www.irobot.com/より） 
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5．専門的なサービスを行うロボット 
 
米国のロボット業界では、専門的なサービスを行う移動ロボットの開発が進められ

ている。このようなロボットの興味深い例として、次のようなものが開発、実用化さ

れている。 
 
(1) 農業ロボット 
 

2004 年、トラクターメーカーの John Deere 社（イリノイ州モリーン）10とアイロ

ボット社が共同で輸送用途の軍事用大型戦闘ロボット車両を開発することが発表され、

John Deere社のロボット業界への参入が明らかになった。アイロボット社は既に軍事
ロボット PackBot の開発にも成功しており、このプロジェクトは John Deere社にと
って非常に有意義なものになるはずだ。今回の経験が今後新しい農業用ロボットの開

発へつながっていくことが期待されている。 
 
(2) 手術ロボット 

 
ロボット産業やロボット工学の研究現場では、現実あるいは仮想のロボットによる

インターネットを利用した遠隔手術環境の開発が続けられており、外科医が遠隔操作

で補助して行う手術は既に現実のものとなっている。米国に拠点をおく Intuitive 
Surgical社11は、この分野におけるリーダー的な存在だ。同社の手術システム「da Vinci
（図 11参照）」は世界各地でさまざまな手術に利用されている。 
また、カーネギーメロン大学（ペンシルヴァニア州ピッツバーグ）のロボット工学

研究所12では、小さなチューブを使って人間の体内に挿入できる、尺取虫型の小型ロボ

ットの開発に成功した。このロボットは、心臓疾患治療での活躍が期待されている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
10 http://www.deere.com/en_US/deerecom/usa_canada.html 
11 http://www.intuitivesurgical.com/index.aspx 
12 http://www.ri.cmu.edu/ 

図 11 遠隔手術システム da Vinci 
 
（ http://www.intuitivesurgical.com/
products/davinci_surgicalsystem/in
dex.aspxより） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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(3) セキュリティーロボット／調査ロボット 
 

Northrop Grumman社の子会社、Remotec社（テネシー州オークリッジ）13は、セ

キュリティ用途のロボットを開発する米国企業のひとつである。同社の F6Aロボット
（図 12 参照）は空港での利用を目的としている。このロボットは高さが約 1.2m で、
飛行機内の通路を通れるように幅が狭く作られており、最高時速約 5.6kmで移動する
ことができる。さらにこのロボットは、座席上部の荷物入れに届く長いアームを持ち、

また階段を昇ることもできる。不審物の除去だけではなくパトロールなども含めて、

セキュリティ全般においてロボットの利用が今後増加していくと見られる。 
これまで河川や湖、貯水池などの水質を調査する際には、現地へ出向いて採集した

水のサンプルを研究室へ持ち帰って分析しており、手間のかかる作業が必要だった。

シラキュース大学（ニューヨーク州シラキュース）14の研究者たちはネットワーク化し

て利用する水中ロボット「Remote Underwater Sampling Station（RUSS）」の開発
を進めている。このロボットが完成すれば、全米中の水系をほぼリアルタイムで分析

することが可能になる。開発チームは現在、ニューヨークの人々が生活用水を得てい

るセネカ川と、そこにつながる水域に流れる水を調査している。開発者らは、この開

発が米国の水路をテロ攻撃から守るために役立つことを願っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ロボットパイロン  
 

2003 年、ネブラスカ・リンカーン大学15のシェーン・ファリトーらが交通規制のパ

イロンとして利用できるロボット（図 13参照）を開発したというニュースが世界中に
                                                  
13 http://www.es.northropgrumman.com/remotec/ 
14 http://www.syr.edu/ 
15 http://robots.unl.edu/ 

図 12 F6Aロボット 
 
（http://www.es.northropgrumman.c
om/remotec/f6a.htmより） 
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流れた。このシステムではまず、「シェパード（羊飼い）」と呼ばれるリーダー格のロ

ボット１台と、それよりも単純なパイロンロボット複数台で構成されるロボットのチ

ームを道路脇に置く。各ロボットには電源として 12V電池が搭載され、それぞれ 2つ
の電動モーターと 2つの車輪で移動する。シェパードロボットには GPS装置が搭載さ
れており、制御コンピュータとの通信は無線リンクを介して行われる。操縦者がコン

ピュータ画面上でパイロンの配置位置に印を付けると、シェパードロボットがその他

のパイロンロボットに対して無線リンクで移動先を指示する。シェパードロボットは

さらに、レーザ光線のレーダーによって各パイロンロボットの位置を確認する。ファ

リトーによれば、試作品のパイロン（恐らく単純な方）の製作には１台あたり約 700
ドルの費用がかかっているが、200 ドル程度で製作できるように費用の削減を目指し
ているという。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6．ロボット技術の研究開発 
 
米国で過去 3 年間に実施された最先端のロボット研究開発には、次のような興味深

いものがある。 
 

 2005年、マサチューセッツ工科大学16、コーネル大学17、デルフト工科大学（オラ

ンダ）、ミシガン大学18による研究チームが、バネやモーターのほかに「重力」を

利用する二足歩行ロボットを開発した。このロボットは、倒れかかるような動き

から、転ぶ前に足で体を支え、バランスを修正して前進するという、人間とよく

似た動作で歩行する。これまでの人型ロボットと比べるとエネルギー消費が少な

く、また神経回路をモデル化したソフトウェアを利用しているため、20 分間程度
                                                  
16 http://web.mit.edu/ 
17 http://web.mit.edu/ 
18 http://www.umich.edu/ 

図 13 ネブラスカ・リンカーン大
学で開発されたロボットパイロン 

 

（ http://robots.unl.edu/projects2/
Robotic%20Highway%20Safety%
20Markers.htmlより） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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で歩行を覚えることができる。 
 

 ヴァンダービルト大学（テネシー州ナッシュビル）19では、心理学者らがロボット

工学の研究者らと協力してマンマシン・インターフェースの改善に取り組んでい

る。研究チームが目指すのは、人の感情を感じ取り、相手の状態に合わせて反応

するロボットの開発だ。たとえば心拍数などをセンサーで測定し、その値を目安

に相手の不安感の程度を判断する。同チームによってプログラムされた小さなロ

ボットは、人を見つけるとストレスレベルを測定し、その人の状態にあわせて応

答する。人の感じているストレスを緩和するためにロボットのデザインや機能を

改善していくことが、彼らにとっての次の課題である。 
 

 2003年、シカゴリハビリテーション研究所（イリノイ州シカゴ）20の Sensory Motor 
Performance Programに参加する研究チ－ムが、脳に損傷を受けた患者に対する
運動機能の回復トレーニングを補助できる可能性のあるロボットを開発中である

と発表した。このロボットはシミュレーションソフトウェアと一緒に使用して、

外力に対して人がどのように反応するかの予測に利用される。 
 

 2003 年、イリノイ大学（イリノイ州アーバナ・シャンペーン）21の研究チームが

ロボット用人工皮膚の分野で、特殊な表面成型によって金属線とセンサーを埋め

込んだ人工の高分子皮膚を作る技術を開発した。ファイナンシャルタイムズ紙に

よれば、「この素材を使ったロボットは、何かをそっと握ったり、触れた物の形を

判断したり、滑りを検知したりできるようになる」という。これらのセンサーは

丈夫に作られており、日常的な利用に十分耐え得ると研究者らは言っている。 
 

 2003年、西オーストラリア大学（オーストラリア，パース）とジョージア工科大
学（ジョージア州アトランタ）22による研究チームが「Semi-Living Artist（半生
命体のアーティスト）」と名付けたロボットを製作した。これは、ジョージア工科

大学の研究者らによってシャーレの中で培養されている約 50,000個のラットの神
経細胞をコンピュータに接続し、これらの細胞が脳となってロボットアームを制

御して、単純な絵を描くというものである。 
 

 2003 年、デューク大学（ノースカロライナ州ダラム）23の研究チームが思考制御

ロボットの分野で大きな成果をあげた。サルの脳信号を解読するためのニューロ

ンモデルを開発し、サルの思考によって直接ロボットアームを動かすことに成功

                                                  
19 http://www.vanderbilt.edu/ 
20 http://www.ric.org/ 
21 http://www.uiuc.edu/ 
22 http://www.gatech.edu 
23 http://www.duke.edu/ 
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した。研究者らはまず、サルがコンピュータの画面上でカーソルを動かすときの

脳の信号を記録して分析し、ニューロンモデルを開発した。次に、開発したニュ

ーロンモデルを使ってサルの思考を増幅し、サルが「考える」だけでロボットア

ームを制御できるようにした。最近では、人間の患者による検証も開始されてい

る。 
 
 
7．ロボットの標準化 
 
米国では、ロボットの標準化が積極的に進められている。主な対象は軍事用ロボッ

ト、専門サービス用ロボット、および無人走行車両である。たとえば自律走行車両向

けの標準には JAUS/AS-424などがある。JAUS の目的はライフサイクルコストを削減
し、積分時間を短縮し、技術挿入の枠組みを確立することであったが、現在では、産

業・軍事関連の標準として SAE AS-4 への統合が進められている。JAUS/SAE AS-4
の通信規格にはコンポーネントベースのメッセージ受け渡しアーキテクチャが含まれ

ており、このアーキテクチャによって、無人ロボットシステムの通信で利用するデー

タ形式とプロトコルが指定されている。さらに JAUS/SAE AS-4では、コンピュータ
のハードウェア、操縦方法、あるいは車両のプラットフォームといった各ロボット固

有の条件に依存しない、メッセージとサービスの「振る舞い」についても定義されて

いる。 
米国立標準技術研究所（NIST）では現在、都市部における捜索救助ロボット向けの

標準の開発も進めている25。また、限られた範囲ではあるが、非営利国際標準化団体

OMG（Object Management Group）の作業部会のひとつ、ロボットの標準化を目指
すロボット技術部会26の活動にも米国は関与しており、たとえばリアルタイム・イノベ

ーションズ社（RTI）や SRI インターナショナルなどは、ロボット技術標準化に関す
る OMGの調査に協力している。 

 
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

 翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

                                                  
24 http://www.jauswg.org 
25 http://www.isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards/ 
26 http://robotics.omg.org/ 
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