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　ロボットの利用を取りまく環境を、世界的視野、産業、展示会・イベント、ロボット関連所

管、地域、学会・講演会、規格・標準化など多様な観点から概説し、最後に研究課題をまとめ

る。とくに、ロボットは世界的に少子高齢社会対応、環境問題、災害対応への期待が高く、普

及の戦略も考えた取り組みが必要とされている。

2.1.1. 世界的視野で見た場合のロボット環境

　ロボットは工場など製造業用を中心に生産性向上、品質の安定化、また、人が容易に近づけ

ない場所での作業を中心に発展してきた。最近ではクリーナーロボットなど民生用にも100億

円以上の市場ができ、医療、福祉、農業などにも利用が広がってきている。手術用ロボットで

は世界で1,000台以上が導入され、国内でも厚生労働省の認可を取得しているものもある。と

くに、少子高齢社会に向けてロボット技術への期待は高く、実用化が徐々に推進されている。

2015年には4人に1人が65歳以上の高齢者となり（図2-1）、ロボットも介護保険の適用の対

象になるなど、ロボット技術が社会に広がる機会となる。中でも米国では、クリーナーロボッ

ト（Roomba）、 ロボット倉庫システム（KIVA systems）、手術支援ロボット（daVinci）、低

ロボット利用の意義・
必要性・取りまく環境2

2.1. 取りまく環境

図2-1　人口推移図（総務省平成24年版情報通信白書）［1］
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価格人共存型ロボット（ Baxter）、ロボットOSである ROSの展開などロボット技術の社会へ

の普及に関しては話題が豊富である。

（１） 各国の取り組み

　各国の取り組みについて以下に紹介する。米国では国防高等研究計画局（ DARPA）が2004

年に始めたロボットカーのGrand Challengeが有名で、2007年にはロボットカーが自律走行で

市街地のコースを完走した。その後、2012年には福島災害などに対応する技術を確立するた

めにRobotics Challengeとして 災害対応ロボットの技術開発が新たに設定された。2013年12

月には日本のチームが予選を1位で通過し技術力の高さを示した。また、2011年に製造業の復

興促進のために国家ロボティクスイニシアチブとして、国立科学財団（NSF）、国立衛生研究

所（NIH）、航空宇宙局（NASA）及び農務省（USDA）の4組織が、次世代ロボット開発の研

究費を提供する7,000万ドルの共同提案公募を発表した［2］。

　欧州では第6次研究開発枠組み計画（FP6）の中でロボット開発に関わる欧州の研究開発機

関を連携して、欧州レベルでの研究資源の効率化や戦略的な研究方向を探るためのネットワ

ーク・プロジェクトEURONにて研究ロードマップが作成された［3］。 FP7（2007年～2013年）

ではCognitive Systems and Roboticsを ICT分野のチャレンジ領域の1つに選定し、知能化技

術に関する研究プロジェクトへ年約2億ユーロの投資をした。2014年から2020年までは後継

のHorizon2020が始まり、総額800億ユーロが投資される計画である［4］。

　韓国ではユビキタスロボットコンパニオンプロジェクト（ URC）が終了し、その成果の実

用化が進められたが新規市場創出までには至らなかった。その後、知識経済部が中心となり、

2013年から10年間のロボット未来戦略を発表した。中国は成長率が鈍くなったとは言え、依然、

期待が高く国家中長期科学技術発展規画綱要（2006年～2020年）、先端技術8分野の中で知的

ロボットをあげている［5］。

　日本は、 産業用ロボットの生産額はいまだ世界一であるが、米国、ドイツ、韓国、中国との

差は年々小さくなっている。経済産業省が中心となって、2005年の愛・地球博以降、サービ

スロボットの実用化に継続的な施策を実施している。ロボット用ミドルウェア（RTミドルウ

ェア）はその普及戦略の1つとして、「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」（2006

年度～2010年度）、「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」（2007年度～2011年度）な

どを通して共通プラットフォーム化が進められ、社会への普及を目指した活動が継続している。

総合科学技術会議で計画された第4期科学技術基本計画（2011年度～2015年度）の中でもライ

フイノベーションとしてロボット手術や 生活支援ロボットがあげられている。第3期にあげた

「家庭や街で生活に役立つロボット中核技術」の継続的なテーマとなっている。

　ロボット技術の期待の高い応用先としては、災害対応と福祉・介護があげられる。2011年

の福島原発事故以降、試作で終わっていた日本のロボット研究・開発の課題が明白になり、実

運用までを確実に実施することや今後の開発方針などへの提言が学会や学術会議、産業競争力

懇談会（COCN）などから行われている。このような背景のもと国際 廃炉研究開発機構（IRID）
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が2013年8月に設立された。他にも海外の技術も結集し 廃炉に向けた取り組みが産官学にて実

施され、世界的に注目されている。ロボット技術の果たす役割は単なる市場創出だけではなく、

世界の環境保全への貢献としても大変大きなものである。一方、介護分野でも、ロボットアー

ムのコストベネフィット評価が行われたが、広く販売されているものは、オランダやカナダ製

のロボットアーム（iARM、JACO）などで、日本では先端技術の研究を実施しているものの

現実を見ると、実用化されているものが少ないのが現状である。さらに、 デンマークなど海外

から日本のロボットへの技術協力が盛んに行われ、実証や実用化では先を越されそうな状況で

ある。国の施策としては、これまで以上に連携と継続が期待される。  原子力分野では実際の環

境で利用されるものは少なかったが、宇宙開発では実際の環境で使用する。このため、打上げ、

システムの冗長化、コンティンジェンシーといった実用上の課題が、耐環境部品の開発からシ

スティマティックに実施されている。

　このように社会への普及の観点からみると、ロボットの発表はほとんどが米国からである。

また、EUでは堅実に FP7、Horizon2020で研究が実施されている。中国、韓国などのアジア

での追従も激しく、日本の方針・戦略をより明確にしなければならない。

（２） 開発環境と教育

　ロボット技術を社会貢献のために普及させていくには制度上の課題もあるが、実用化してい

く風土に課題もある。米国ではベンチャーキャピタルの巨額な投資があり、チャレンジする機

会が多く、失敗を恐れずに、次々と新しいものを開発している。サッカーロボットのコンテス

トであるRoboCupにおいて移動ロボットのチームプレーの研究から、 ロボット倉庫システム

が開発されたことはよく知られている。日本の高い技術はコア技術として、研究開発を進めさ

らに高めていくとともに、ビジネスモデルの構築や応用のチャンスも広げていく必要がある。

そのためにはロボットの開発環境として、共通のプラットフォームを利用し、早く、安く、実

用モデルを開発できる場が必要である。新しいアイデアを取り込んで、新しいロボット技術や

ビジネスモデルを構築することで、新たな市場を世界に広げていくことができる。ITの分野

ではハッカソンと行ったコンテストがあり、その場で新しいビジネスモデルやアプリを開発

し、予算を獲得し、実用化してしまうくらいに動きが早い。開発環境が整っているために実現

されるものであり、ロボットの分野でも今後は同様な効果が考えられる。2013年になってか

ら Googleや  Amazonと言った企業によるロボットベンチャー企業の買収が話題となっており、

IT、物流における新しいビジネスに期待が高まっている。

　一方で、社会へのロボット技術の普及を支える意味で教育は大変重要である。早くからもの

作りや技術に興味を持つようになり、教育を通して社会で役立つ製品作りに貢献できる。また、

ロボットは子供が目の色を変えるほど興味を持つ対象であり、あらゆる技術、もの作りに必要

な要素が含まれている。子供は興味を持つほど吸収力が早いので、単純なモデルで創造性を高

めながら要素の重要性を学び、最先端のモデルを使って新しい技術もどんどん教えていく必要

もある。ロボット教室などで小さい頃から親子でロボットに慣れ親しむことで、社会にロボッ
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トのイメージが根付いていくことになる。教材のロボットが同じになると、誰でも一定のロボ

ット技術の能力が身につく。教える技術もまた重要となり、一流の技術や製品開発の経験をも

つシニアを生かしたセミナーなどは、今後の日本の技術力向上に大きく貢献するものである。

　また、 ロボット教育は学校など教育機関に限ったものではなく、地域や企業においても重要

である。子供からお年寄りまでが、一緒にロボットセミナーなどに参加することでコミュニケ

ーションが円滑になり、地域の活性化に繋がる。企業においても技術教育にロボットが多く採

用されている。さらに、ロボット技術者は全体を見通せ、新しいシステムを開発することも多

いことから、各事業所においてもキーパーソンとして求められる。なぜなら企業ではニーズを

形にすることや、メカトロ技術を応用することが多く、これらはまさにロボット技術の得意と

するところだからである。就職においても企業でロボットを事業としているところは限られる

が、メカトロの企業であれば、どこでもロボットができると考えていくと、大きな市場がある。

2.1.2. 産業

　 産業用ロボットはユニメート（図2-2）が発表されて50年が過ぎたところであり、性能的に

は飛躍的に向上した。しかし、ハーモニックドライブ減速機やパラレルリンクマニピュレータ

と言った特徴的なロボット分野の特許が切れたが、これ以降は、機構的には大きな変化はなく、

革新的なものは出ていない。現在は低価格、高速化の一方で、人と共存するロボットを実現す

る方向にある。

　双腕型のロボット NEXTAGE（図2-3）は次世代 産業用ロボットとして開発され、 リスク

アセスメントにより、組立作業などにおいて人と協調作業を行える特徴がある。その先進性か

ら第5回 ロボット大賞「次世代産業特別賞」を受賞した。業務用清掃ロボットシステムによる

ビジネスも実現され、国内においてもロボットやロボット技術のビジネスが始まった。システ

ムとして捉える観点は重要で、病院まるごとロボット化など、ロボットばかりでなくシステム

としてのビジネスが特に大手企業には求められている。組立用ロボットや自動車への応用から

図2-2　…産業用ロボットの国産1号機

（出典：Kawasaki-Unimate2000［6］　
http://www.khi.co.jp/robot/news/detail/
20101020.html）

図2-3　次世代…産業用ロボット…NEXTAGE［7］

（画像提供：グローリー株式会社）
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始まったロボット産業であるが、食品分野などへロボットを応用する形式と、製品分野の中に

ロボット技術を応用する形式に分かれ、より広く応用分野が開拓されている。例えば、自動車

には、自動車の機能として 自動運転や自動駐車、障害物検知と停止動作など移動ロボットと同

様な技術が応用されている。技術の融合が進み出し ICT、ロボット、自動車が融合することで、

より広範囲に市場が拡大されていく。医療の分野も同様で、血管検査装置では検出器を複雑に

動かすようになり、多自由度化が進んで来たことから、多関節ロボットの制御技術や検査用の

ベッド自身をロボットアームで位置決めするようになってきた。安全性を重視している日本の

大手企業ではダビンチ、ガンマカメラ、ロボドックのような治療機器よりは、診断機器にロボ

ット技術を取り入れていく方が受け入れやすい。とくに、シーメンスのような電機大手が 産業

用ロボットメーカと組み、診断システムを開発したことは日本の大手企業に大変参考になって

いる。このようにロボットの応用が進むと、応用毎に規格や標準があり、その中で安全性をど

う確保するかが大きな課題となる。そのために、サービスロボットの安全確保のためのガイド

ラインの策定が平成20年度に検討された［8］。

2.1.3. 展示会・イベント

　大きなロボットの展示会としては 国際ロボット展iREX（東京）と AUTOMATICA（ミュ

ンヘン）が1年おきに開催されている。 国際ロボット展は4日間で約10万人が来場する世界最

大のロボットの展示会であり、2005年の愛・地球博以降、サービスロボットの分野が拡大し

ている傾向にある。 AUTOMATICAは世界最大の産業見本市ハノーバーメッセから2004年に

オートメーション・ロボットの分野が独立した見本市であり、約3万人規模（4日間）でミュ

ンヘンにて開催されており、対象は自動車、食品応用などがメインとなっている。EU市場、

とくにドイツでの市場拡大から、新しいロボットの発表の場を AUTOMATICAとする企業が

増えている。

　また、モーターショーや世界最大のエレクトロニクスショー（ CES）、アジア最大級の最先

端IT・エレクトロニクス総合展（ CEATEC）でも 自動運転技術を搭載したロボットカーが展

示された。この他にもロボット技術を利用した展示会は増えている。来場者10万人規模の国

際食品工業展（FOOMA）、3日間で2万人規模の病院・福祉設備機器の展示会（HOSPEX）、12

万人規模の国際福祉機器展（H.C.R.）、15万人規模の 医療機器開発・製造展（MEDIX）などで

のロボットの展示は、ロボット技術が他の製品分野にも広く展開されていることを示している。

　イベント・コンテストとしては、RoboCupや ロボットコンテスト、いわゆるロボコンがある。

NHKが主催しているロボコンは20年以上の歴史があり、高専ロボコン、大学ロボコン、ABU

アジア・太平洋 ロボットコンテスト（ABUロボコン）とあり、映画にもなるほどのブームに

なった。大学ロボコンはABUロボコンの選考会を兼ね、予選会を通して全国的に展開してお

り［9］、アイデアなど創造性ともの作りに大きく貢献している。この他にも各地で、 ロボット

コンテストやロボットセミナーが開催されている。こういった活動は日本の技術力の底上げに

寄与するところが大きい。
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　RoboCupは1992年にロボット工学と 人工知能の融合、発展のために 自律移動ロボットによ

るサッカーを題材として日本の研究者らによって提唱された。2050年「サッカーの世界チャ

ンピオンチームに勝てる、 自律型ロボットのチームを作る」という夢に向かって 人工知能やロ

ボット工学などの研究を推進し、様々な分野の基礎技術として波及させることを目的としたラ

ンドマーク・プロジェクトである。この成果は学会で公開されるために、さらなる技術の向上

に役立っている。現在では、サッカーだけでなく、大規模災害へのロボットの応用として ロボ

カップレスキュー、次世代の技術の担い手を育てる ロボカップジュニアなどが組織されている。

さらに、RoboCup@Homeではキッチンや、リビングルームといった日常生活の場所で、ロボ

ットがいかに役に立ち、人間とともに暮らしていけるのか、という可能性を探る競技も2008

年より始まっている［10］。2012年にはRoboCup@Workも新設された。これらはロボットを実

生活や社会で利用する段階に来ていることを示すものでもある。

　また、2002年に始まったROBO-ONEはロボットの楽しさをより多くの人に広めることを目

的とした2足歩行ロボットによる競技大会である。2足歩行が一般の人でも実現できるように

なり、全身を使ったアクロバティックな動作も実現できるようになった。これにともない、使

用されているラジコン用サーボなどの部品も性能が向上し、さらに高度な動作が実現されるよ

うになり、コミュニティが形成されるなど良い循環が生まれている。

　2007年から人とロボットが共生する社会を目指して、つくば市などが協力し、つくばチャ

レンジ（Real World Robot Challenge, 図2-4）が開始された。これはつくば市内の遊歩道や公

園をロボットの走行環境とした移動ロボット自律走行の公開チャレンジで、実世界で働く 自律

移動ロボットの技術の進歩を目的として

いる。2013年からは第2ステージとして

さらに高度な目標に向かって実施されて

いる。

　他にもコンテストは多数あるが、ロボ

ットはいろいろな年齢層やコミュニティ

に受け入れられていることから、日本に

はロボットの技術を皆が楽しめるような

風土があるといえるだろう。

2.1.4. ロボット関連所管

　産業応用では経済産業省が中心となってロボット施策を推進しており、科学技術研究・教育

では文部科学省、通信・インフラでは総務省など各府省庁で関連するロボット技術の研究や施

策が行われている。また、各省はそれぞれ研究部門、実証部門などがあり、経済産業省では産

業技術総合研究所（AIST）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、総務省では情

報通信研究機構（NICT）、文部科学省では科学技術振興機構（JST）、国土交通省では港湾空

港技術研究所、土木研究所、農林水産省では農業・食品産業技術総合研究機構、厚生労働省で

図2-4　つくばチャレンジ2013より［11］
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は国立長寿医療研究センター、国立障害者リハビリテーションセンターなどがある。とくに、

分野の明確な宇宙開発は宇宙航空研究開発機構（JAXA）、  原子力開発は日本  原子力研究開発

機構（JAEA）、海洋開発は海洋研究開発機構（JAMSTEC）が研究開発を担当し、文部科学

省の所管となっている。府省庁間の連携は2005年に内閣府に設置された科学技術連携施策群

の活動（2005年度～2009年度）もあり、経済産業省と総務省や厚生労働省など、技術開発機

関（シーズ側）と出口機関（ニーズ側）をもつ省庁間連携が、より行われるようになった。ま

た、ロボット共通技術の共有化の議論も次世代ロボット共通プラットフォーム技術として行わ

れた。また、福祉・医療系では学際的な活動が必要で、国立障害者リハビリテーションセンタ

ーが中心となり、2010年からユーザと開発者、福祉機器に関心のある人が集まり、福祉工学

カフェが開かれている。ここでは身近なニーズから福祉機器開発のあるべき姿まで、実用性の

高い福祉機器開発に向けて議論が行われている。学会間連携としては医工連携推進のための組

織、日本医工ものつくりコモンズが2009年に設立されて活発な活動が行われている。

　他に経産省事業を支援する外郭団体として 日本ロボット工業会（ JARA）と製造科学技術セ

ンター（MSTC）がある。 JARAはロボット及びそのシステム製品に関する研究開発の推進及

び利用技術の普及促進とロボット製造業の振興を図るとともに、広く産業の高度化及び社会福

祉の向上を目的とした業界団体である。1971年に 産業用ロボット懇談会として発足し、1972

年に日本 産業用ロボット工業会、1994年に 日本ロボット工業会へと発展改組された。

　また、平成18年にはロボットビジネスをさらに推進するために ロボットビジネス推進協議

会が JARA内に設置された。この協議会は、産業・研究分野の壁を越えて、事業者・研究者・

技術者・政策決定者の連携と相互理解を強め、実社会で活躍するRT（ロボットテクノロジー）

の開発と、これを活用したソリューションビジネスの開拓を促進することにより、RT開発の

成果を社会に還元し、以って、豊かな生活とよりよい社会を実現することを目的としている［12］。

この実現に向け、RTに関わる起業やビジネスチャンスを拡げるための共通基盤（ロボットが

活動する環境での安全、エレベータ、通信等の共通規格、ロボットに関わる保険、RTミドル

ウェア等）を産学官連携のもとで検討を行い、整備を進めている。また、ビジネスマッチング

の場を全国的に展開し、情報交流を行うことでRT産業の創成を促すとともに、効果的なRT

産業政策を関連機関に提言するものであり、安全・規格、ビジネス創出の部会で議論が進んで

いる。

　製造科学技術センター（MSTC）はロボット、ファクトリー・オートメーション（FA）及

びその他製造科学技術に関する基盤技術の研究開発並びに国際共同研究の推進等を図ることに

より、ロボット、FA及びその他製造科学技術の発展並びに国際的なロボット、FA技術及び

その他製造科学技術のフロンティアの拡大を目的に活動を行っている団体である。NEDOの

人間協調・共存型ロボットシステムや  原子力防災支援システムの事業も推進された。

　さらに情報誌としては、1998年にロボット総合情報誌としてロボコンマガジンが創刊され、

2009年から日刊工業新聞社のロボナブル［13］がweb上で公開されるなど、専門家でなくても情

報を容易にわかりやすく入手できるようになっている。
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2.1.5. 地域におけるロボット開発

　地域での産業振興を目指したロボット研究開発も盛んに行われている。福岡県では九州大

学が中心でロボットタウンなど、大阪府では大阪大学、NICT、国際電気通信基礎技術研究所

（ATR）が中心となりビジネス化を推進している。茨城県では産総研、筑波大が中心となって

ロボット特区、神奈川県ではさがみロボット産業特区にて 生活支援ロボットの実用化への取り

組みが行われるようになった。自治体と大学、企業が一体となり、地域の課題などを解決する

ものである。

　科学技術連携施策群の共通プラットフォームのプロジェクトでは福岡ロボットタウン、神奈

川ロボットパーク、大阪に環境プラットフォームが設置された。プロジェクト終了後、活動は

低減したが、ユニバーサル・シティウォーク大阪（UCW）で実証された関西環境プラットフ

ォームでは、 センサシステムが実用化されたことから、場所を変えながら実証研究が続いてい

る。これらのプラットフォームでは利用のためのソフトウェアも公開されている。また、これ

に協力する協議会やロボットフォーラム等の影響も大きく、地域での活動をより活性化してい

くことが重要である。以下に代表的な地域での協議会などをあげる。

　九州では先端成長産業創出のために産学官からなるロボット産業振興会議（福岡県、北九州

市、福岡市）を平成15年に設立し、活発に活動している［14］。

　神奈川県では、かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会が平成18年に設立され、平成25

年にはさがみロボット産業特区が認定された。さがみ縦貫道路の全線開通を機に県内経済の活

性化を図るため、この沿線地域等を対象として、 生活支援ロボットを中心に実証実験を行って

いく計画である［15］。

　茨城県では平成23年に、ロボット特区実証実験推進協議会、 モビリティロボット実験特区

に認定された［16］。

　 モビリティロボット実験特区や実環境におけるロボットの実証実験を推進し、生活支援分野

など人にやさしい次世代ロボット関連産業を育成するため、産学官の連携体制のもとに設立さ

れた。

　大阪府では、ロボットラボラトリー、次世代ロボット開発ネットワーク（ RooBO）、ネット

ワークロボットフォーラム（NRF）［17］が設立された。とくに、平成15年に設立されたNRF

では日本のフラッグシップ・テクノロジーである ユビキタスネットワークとロボットが融合す

る「ネットワークロボット」の実現により、新たなライフスタイルの創出、 高齢化・医療介護

問題等の様々な社会的問題への対応だけではなく、21世紀の日本発・新IT社会の構築にも貢

献することが期待されている。さらに、平成25年に大阪市は新事業創出の拠点としてイノベ

ーションハブを開設した。

　このところ特区など地域での活動が活性化しており、平成25年からは文部科学省が、課題

解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在としての大学の

機能強化を図ることを目的に、地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）を実施している。
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　この他、モノづくり日本会議は平成23年に、多摩ソーシャルロボットテクノロジー研究会

を開催した。東京・多摩地域で 生活支援ロボットを活用した新たな社会サービスの実現を目指

すものである。平成14年に特定非営利活動法人として内閣府より認証を受けた国際レスキュ

ーシステム研究機構は、産学官民の知識を結集し、大規模災害から人を救い出すレスキューシ

ステムを構築することをミッション［18］に活動を進めている。

　このようにいろいろな活動が行われているが、これらを体系化し、支え強化するような施策

やしくみが必要である。

2.1.6. 学会・講演会

　ロボット研究・開発の発表の場としては、日本ロボット学会（RSJ）、日本機械学会（JSME）

ロボティクス・メカトロニクス部門、計測自動制御学会（SICE）システムインテグレーショ

ン部門を中心に各学会学術講演会で毎年700件以上の講演が活発に行われている。この他にも

精密工学会、電気学会、電子情報通信学会などでも研究領域に基づくロボットの研究が行われ

ている。また、ロボティクスシンポジアはロボット学関連の研究に携わる研究者間の学会の垣

根を越えた研究・情報 の交流を促し、レベルの高い議論の場を形成することを目的に、1996

年から3学会合同で実施されてきた。経産省の技術マップ作成の際には日本ロボット学会、 人

工知能学会、日本人間工学会の3学会が協力してアカデミックロードマップを作成し、平成19

年度に報告書をまとめた。学会間の連携も進み、ロボットカーのテーマに関しては日本ロボッ

ト学会と自動車技術会（JSAE）が相互に学術講演会でWSを企画するなど広がりを見せている。

福島原発事故の際に立ち上った対災害ロボティクス・タスクフォース（ROBOTAD）も学会

などでのネットワークが中心となっている。

　学術講演会に企業からの参加は多くはないが、国家プロジェクトの発表やその企画が増えて

いることから参加している企業も発表の機会が増えている。国際的には電気・電子分野で世

界最大の学会である米国電気電子学会IEEE主催のInternational Conference on Robotics and 

Automation（ICRA）,と日本の研究者が立ち上げたInternational Conference on Intelligent 

Robots and Systems（IROS）が最大のロボティクスの会議であり、各々1,000件規模の研究発

表が行われるなど研究発表は大変活発である。特にアジアではIEEE冠のロボットの会議が急

増している。この他にも米国機械学会ASMEや機械工学分野系の国際学術組織IFToMMなど

の会議がある。学会に合わせたベンチャー企業展示も増えて来ているが、まだまだ研究から実

用化への線は細い。産業界主導では 国際ロボット連盟（IFR）主催のInternational Symposium 

on Robotics（ISR）が1970年から開催され、2013年は第44回のISRが韓国で開催された。最

近では産業界よりも学界の方の勢いが強く、産業界への働きかけも重要となってきている。

　日中産学官交流機構が主催するロボット研究会では毎年、日中韓にて産学官でのロボット研

究者を中心とした交流が2005年より継続している。また、2005年からは 日本ロボット工業会

と韓国ロボット産業協会（KAR）が中心となって、日韓サービスロボットワークショップも

継続している。
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　アジアロボット学会連合（ARSU）は、アジア地区内の各国のロボット関連学会がお互いに

情報や意見を交換し、アジア地区でのロボット研究の促進を図ることを目的に2006年に設立

された。現在、メンバー国として韓国、中国、 オーストラリア、タイ、シンガポール、ベトナ

ム、日本が加わっている。

　横断的で多様な技術者・研究者からなる学会活動は大変重要であり、学会間の連携も進んで

来ている。これらの知をどのように蓄え、活用すべきかを考える必要がある

2.1.7. 規格・標準化

　経済産業省のRTミドルウェアと総務省のネットワークロボットのプロジェクトの成果に

より 国際標準化を目指した活動を2004年より実施している。これまで、ソフトウェアの 国際

標準化団体 OMG（Object Management Group）において、RT（Robot Technology）を支え

るミドルウェアの コンポーネント仕様（RTC; RT Component）や、ロボットが扱う位置・

測位情報に関するサービス仕様（RLS; Robotic Localization Service）、ロボットが人とイン

タラクションを行うための人検出、個人同定、 音声認識など、様々なHRI（Human Robot 

Interaction）機能のサービス仕様（ RoIS; Robitic Interaction Service Framework）などが標

準として採択され公開されている。 OpenRTM-aistは産総研を中心に開発されているミドルウ

ェアであり2005年にVer.0.2が公開された。 OMGのRT コンポーネント仕様はこれをベース

の一つとして日米が共同で策定し2008年に公開した国際標準であり、産総研はこの標準に準

拠した最初の実装として2010年に OpenRTM-aist Ver.1.0.0をリリースした。なお、 OMG は

1989年に設立された世界最大のソフトウェア標準化団体であり、分散オブジェクトミドルウ

ェア CORBA（Common Object Request Broker Architecture）、ソフトウェアモデリング言

語UML（Unified Modeling Language）を始めとして、様々な分野のソフトウェア標準を策

定・管理している組織として知られており、上記のRT Component（RTC Ver.1.1）やRobotic 

Localization Service（RLS Ver.1.1）、Robotic Interaction Service（ RoIS）Framework（ RoIS 

Ver.1.0）などは、 OMG内のロボティクス作業部会（Robotics-DTF）で議論されている［19］,［20］。

　標準化は進められて来たが、これだけでは実際の普及にはならない。参加する企業や製品が

増えなければ意味がなく、とくに国際標準規格ISOは影響力が大きい。今後はそれを活用する

取り組みが必要である。

　NEDOが実施する 生活支援ロボット実用化プロジェクトの成果を用いて、日本品質保証機構

（JQA）は、2013年にCYBERDYNE株式会社（以下、サイバーダイン社）の「ロボットスー

ツ HAL®福祉用」に対して、世界で初めて 生活支援ロボットの国際安全規格ISO/DIS 13482

に基づく認証を行い、サイバーダイン社に対して認証書を発行した［21］（図2-5、図2-6）。同

プロジェクトでは、2009年から、サービスロボットの安全技術及び安全検証手法の開発を進

めるとともに、その成果を国際標準につなげる提案活動及び認証手法の開発を行ってきた。こ

の成果を用いて認証が実現したものである。認証のための安全性試験は、同プロジェクトの研

究施設である「生活支援ロボット安全検証センター」で実施された。
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　ここで、ISO/DIS 13482はパーソナルケアロボットの安全性に関する国際規格原案であり、

2014年に国際規格として発行された。ISO／TC184では 産業用ロボットとサービスロボット

の安全に関する規格であり、TC184は産業オートメーションシステムとインテグレーション、

SC2はロボットのセクションである。

　一方、米国のベンチャー企業で開発されたロボット用基本ソフト ROS（Robot Operating 

System）は実装されたロボットシステム（PR2）とともに研究用に提供されている。プログ

ラム参加機関は研究成果をオープンロボットコミュニティ ROS.orgに公開し、相互利用により

パーソナルロボットのアプリケーション開発につなげる計画である。米国で推進されたグラン

ドチャレンジは実用を意識したコンテストであり、 ROSとPR2は基本OSとハードウェアをセ

ットにしたプラットフォームとして進んでいる。これらはロボットの普及戦略も考えた取り組

みであるといえる。日本のもの作りの技術は高いが、それだけでは スマートフォンのようにシ

ステムインテグレーションされて終わってしまう。実際、米国で開発されたサービスロボット

にも品質を求める部品には日本製品が使われている。今後は、品質の高い要素技術とともにシ

ステム化、ビジネス化も含めたモデルを日本から出していく戦略が必要である。

2.1.8. 研究課題

　ロボット技術で社会に貢献して行くために全般的にいえることは実証までを研究開発できる

プラットフォーム、そしてその運用や継続できる開発環境及び体制作りを確立することである。

 産業用ロボット分野では、教示技術、サービスロボット分野では安全性技術の他、実証まで早

くできるようなプラットフォーム、教育分野では、最新技術も取り込んだ教材作りとともに、

指導側の体制作りが必要である。以降の節でも紹介するが、ここでは目指すべき方向性を示す。

・  超高齢社会に向けて、人や社会の活力を向上するような、情報・アクチュエーションを実現

するプラットフォームを確立し、研究・開発から実証までの時間を短縮する。

図2-5… 世界初の認証を取得するロボット
スーツ

（出典：Prof. Sankai University of Tsukuba / 
CYBERDYNE Inc.）

図2-6… JQAより発行されるISO/
… DIS13482認証マーク
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・ サービスの多様化に対応できるように、1つのサービスロボットシステムが複数のサービス

に連鎖的提供（再利用・利活用）できるようなプラットフォームを実現する。

・ 日本の高い技術はグローバル化に際し差異化技術となるので、今後も維持・向上を継続でき

るようにする。

・ 教育はこれらを支えるものであり、基礎から最先端まで教材の充実と指導体系を強化すると

ともに、社会にロボットが受け入れられるイメージを浸透させる。

・ 規格・標準化活動を国は支援し、プラットフォームに反映し、日本からグローバルに広げて

行く。

・  産業用ロボットでは教示レス化やスキルの獲得ばかりでなく、将来的な 産業用ロボットのあ

り方や人との共存にイノベーションが必要となって来る。さらに、新たなグランドチャレン

ジも必要である。

・ 取りまく環境は多様化している。これらを横断的に体系化し、中長期のビジョンを作成し、

実証を継続して行く。

　最後に、これまで述べてきたロボットに関わる活動を俯瞰する（図2-7）と、広範囲に渡っ

ていることがよくわかる。各年齢層、各分野にロボット技術が広がり、これ程支持されている

技術はほかになく、まさに日本の基盤技術といえる。

参考文献
［1］ http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120.html
［2］ http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2_prev/id=643
［3］ http://www.nedo.go.jp/content/100106937.pdf
［4］ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

図2-7　日本のロボット俯瞰図
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［8］ http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/pdf/guideline.pdf
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［10］ http://www.robocup.or.jp/index.html
［11］ http://www.tsukubachallenge.jp/record-honsoko
［12］ http://www.roboness.jp/h/busikyo05a.html
［13］ http://www.robonable.jp/
［14］ http://www.f-robot.com/gaiyo/syuisyo.html
［15］ http://www.robot-net.jp/index.html
［16］ http://www.rt-tsukuba.jp/council/
［17］ http://www.scat.or.jp/nrf/
［18］ http://www.rescuesystem.org/IRSweb/home.html
［19］ http://www.irc.atr.jp/std/RoIS.html
［20］ http://www.openrtm.org/openrtm/ja/content/openrtm-aist-offi  cial-website
［21］ http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100179.html

2.2. 導入ポテンシャル
　 産業用ロボットの市場については、毎年、ロボット工業会にて発表されているが、サービス

分野向けのロボットに関しては、まだ市場が形成されていないために、調査や予想が困難であ

る。これまでも将来の ロボット市場に関する調査が行われたが、自動化されていない作業をロ

ボットが行った場合という想定や類似の製品の動向などからの推定であり、潜在的な市場とな

っている。調査内容としては携帯電話などと同様に、ロボット機器を含めたサービスという観

点から予測すると大変大きな市場も期待されている。ここでは最近の市場に関して概説する。

2.2.1. 2035年9.7兆円市場

　経済産業省とNEDOがロボ

ット産業の成長を可視化するた

めに2035年に向けた将来市場

（国内生産量）の推計を行った

（図2-8）。2010年に調査結果が

公 開 さ れ、2015 年 1.6 兆 円、

2020年2.9兆円、2025年5.3兆円、

2035 年 9.7 兆円と予測してい

る［1］。その報告における調査

内容、推定方法について、以下

に抜粋紹介する。

図2-8… 2035年までのロボット産業の将来市場予測［1］

（経済産業省ロボット産業の将来市場推計）
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　将来市場予測においては分野ごとに行い、調査対象とするロボットを大分類・中分類・小分

類の階層構造として体系化し、それぞれ将来市場（国内生産量）を推計した。その結果、ロボ

ット産業の将来市場は、2035年に9.7兆円まで成長すると予測された。各分野の内訳は以下の

通りであった。

－製造分野2.7兆円

－ロボテク（RT）製品分野1.5兆円

－農林水産分野0.5兆円

－サービス分野4.9兆円

　市場推計の方法としては 各分野のロボットについて、価格帯や利用形態の類似する過去の

工業製品の普及台数、世帯普及率、従来品からの置換、価格の推移をロジスティック曲線を用

いてモデル化し、将来市場を推計した。推計方法としては以下の5パターンを検討した。

（パターン1） 既存の推計結果を利用した推計：既存の市場推計における推計方法が利用可能な

ものについては、同様の推計方法に基づき推計した。

（パターン2） すでに市場が形成されているロボットについて、普及台数の実績に基づいた推

計：複数年の実績が取得できるものについては、その普及台数の実績にモデルカーブを当て

はめて推計した。

（パターン3） 上市直後/上市予定であるロボットについて、類似製品のモデルカーブを利用し

た推計：パターン2のようにモデルカーブを当てはめることが難しいため、現状あるいは近

いうちに予想される普及台数からモデルカーブの変数を下記のとおり設定し推計した。

　・ 最大導入率を仮定（例：清掃ロボット・・・国内エレベータ稼働台数の1/4）

　・ 類似製品のモデルカーブを当てはめ推計（例：清掃ロボット・・・ 産業用ロボット、移動

支援ロボット・・・二輪車）

（パターン4） 現在上市されていないロボットについて、ニーズ側からの推計：製品の価格や機

能についての具体的な設定が困難であるため、以下のいずれかの方法により推計した。

　・ 少子 高齢化にともない減少する労働力と、産業として維持すべき労働力のギャップを、ロ

ボットが補完するとし推計

　・ 類似製品の普及のモデルカーブを当てはめ推計

（パターン5） ロボテク（RT）製品について、類似製品のモデルカーブを利用した推計：既存

製品のロボテク（RT）製品への置換率と、ロボテク（RT）製品のうちロボテク（RT）部

分の製品価格から推計した。

2.2.2. 市場規模の推移

　ロボット工業会の報告によると、2006年度に生産額で最大の7,300億円、2009年の リーマン

ショックでは2,800億円まで下がり、2012年度で5,300億円まで回復している（図2-9）。内訳

は自動車と電機機械向けで約7割を占めている。まさに、生産設備の位置付けである。また、

輸出は6～7割、そのうちの約6割が北東アジアで電子部品、及び半導体実装、クリーンルーム
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等の電子・電気産業向けが主である。世界の生産工場として中国が急成長し、国別ではトップ

の約34％を占め、米国、韓国と続く。

2.2.3. ロボット総合市場調査

　2006年度に科学技術連携施策群次世代ロボット連携群にてロボット総合市場調査が実施さ

れた［2］。 日本ロボット工業会にて実施されている調査では登録されている企業で調査されて

おり、無人搬送機やロボット的な自動機、教育用ロボットなどが含まれていない。次世代ロボ

ットの普及を目指して、総合的に市場規模を把握することを目的に調査が実施された。調査に

あたっては、以下の3項目に留意して調査を行った。

（1） 現状のロボット関連市場データの整理、現状に関する調査：食品、エンタテイメント、農

業、建設・土木、各種サービスなど、特に、現在の 日本ロボット工業会の統計に含まれて

いないロボット応用分野の市場規模の推定。

（2） 特注ロボット（カスタムメイドロボット）の市場に関する調査：ロボットを特注した実績

のある企業・事業体の把握、特注ロボットの市場規模の集計。

（3） 内製ロボットの市場に関する調査：ロボットを内製する企業の特定（例えば自動車会社）、

内製ロボットの市場規模の推定。

　なお、調査は2005 年度に実際に販売されたものを対象としている（図2-10）。自動機との

区別がやや曖昧だが、 センサフィードバック機能と簡単な判断機能を有するものを、ここでは

ロボットとして抽出する。ロボット技術（RT）での調査はMSTCでも実施されていたので、

協力のもと進められた。その結果、ロボットを内製しているところはなく、ほとんど購入して

いることが明らかとなった。また、2005年度の市場規模は以下のような結果となった。

図2-9　日本のロボット産業の推移（…日本ロボット工業会）
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・ ロボット工業会報告：6,565億円（2005年）

・ 本調査結果：7,601億円

 無人搬送機、医療・健康機器、選果システム、 無人ヘリ、教育などが増加分

・ システム化試算：7,789億円～1 兆520億円

 システムインテグレーションやエンジニアリングまで含めた場合

　ロボットの市場を正確に把握するには、 ロボットの定義を明確にする必要があり、場合によ

っては、すでに他製品分野に含まれるものもある。しかし、ロボット産業の発展を定量的に評

価しようとするならば、 ロボットの定義を明確にし、総合的な市場調査を定期的に行うことは

大変重要である。

2.2.4. 市場予測2013年度版

　2010年4月に経産省とNEDOが公表したロボット産業の将来市場予測を受けて2013年7月

に公表されたロボット産業市場動向調査では先の市場予測のフォローアップが足元市場規模と

して実施された［3］。その結果は簡潔に集約されているので、以下に引用する。ここでわかる

ように、中国市場が急速に拡大し、日本を含めドイツ、韓国が市場獲得に動いている。

（1）  産業用ロボットの市場（図2-11、図2-12）
  産業用ロボットの世界市場は、金額ベースで直近5年間に約60％成長。2011年の市場規模

は8,497百万ドル（6,628億円）であり、うち日本企業のシェアは50.2％。なお、電子部品

図2-10　ロボット市場体系と市場規模（2005年度）［2］
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実装機を含む広義の世界市場は約13,369百万ドル（10,428億円）で、日本企業のシェアは

57.3％。日本市場は直近5年間に台数ベースで約25％縮小したものの、2011年時点では、

全体として世界最大市場の地位を維持。中国市場は直近5年間で約4倍に拡大し、台数ベ

ースで日本市場に迫る規模に成長。

図2-12　日本のロボット産業の足元市場規模推計［3］

図2-11　…産業用ロボットの世界市場規模予測［3］
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（2）  産業用ロボットの輸出入

 世界的な 産業用ロボットの市場拡大により、日本からの 産業用ロボット輸出額は、直近5

年間で約80％増加。中国市場の台頭により、ドイツ、韓国は中国への輸出額を直近5年間

で10倍以上に増やし、同じく4倍以上に増やした日本を含め、中国市場での競争激化が見

込まれる。

 

（3） 世界の 産業用ロボット利用状況

 世界中で稼働している 産業用ロボットに占める日本国内で稼働しているものの割合は、直

近10年間で約48％から約27％に低下。台数ベースでも5.4万台（15.0％）の減少となっている。

一方、韓国は同5.5％（4.1万台）から同10.8％（12.4万台）に、中国は0.2％（0.2万台）か

ら6.4％（7.4万台）に、ドイツは13.1％（9.9万台）から13.6％（15.7万台）に増加。直近9

年間の製造業従業員1万人当たりの 産業用ロボットの利用台数は、我が国が340台程度で

横ばいに留まっている一方、韓国は126台から347台に、中国は1台から21台に、ドイツ

は172台から261台に増加。

（4） 世界の 産業用ロボットの需要先

  産業用ロボットの需要先は、自動車産業と電気・電子産業が過半を占め、これに金属・機

械産業と樹脂・化学工業が続く。

 2011年の主要国・地域別の需要先別販売台数を見ると、自動車産業向けで、中国が世界

第1位（18.8％）となる一方、日本は、ドイツ、アメリカに次ぐ第4位（12.2％）に留まる。

電気・電子産業向けでは、韓国が日本を抑えて第1位となり、日韓両国向けで世界シェア

の67.1％を占める。金属・機械産業向けでは、中国が第1位（17.8％）である。

（5）  産業用ロボットの中国市場動向（図2-13）
  産業用ロボットの中国市場は、2001 年以降、年平均 41％増で成長し、直近 10年間で 32 

倍に拡大。すでに、自動車産業向けで世界最大の 産業用 ロボット市場となっているが、電

気・電子産業向けについても、人件費の上昇を背景に 産業用ロボットの利用が進むことが

予想される。

 中国の 産業用ロボットの輸入先を見ると、日本が圧倒的な第1位（70.6％）となっており、

なお増加傾向にある。中国からの輸出はまだ少ないものの、2011 年の輸出台数は対前年

比 132％となっており、今後の動向に注視が必要である。

 日本の 産業用ロボット・電子部品実装メーカにとっての中国市場の位置づけは年々比重を

増し、日本の輸出額に占める中国向けの割合は直近 4 年間で8.5％から 20.5％へ上昇。



第
2
章

2-19

2.2.5. 他分野でのロボット技術応用

　すでに、2.1.2.で述べたように、ロボットやロボット技術の応用は家電、介護、 医療機器、

自動車、食品などに広がりを見せている。

　とくに、食品業界では、新興国の需要が増加し原材料の値上げや、海外生産での人件費の高

騰などより、省力化による人件費の削減や歩留まりの向上による採算の改善が求められている。

作業工程にロボットの導入を検討し、食品向けに売り上げを伸ばしている企業もある。また、

食品では、作業時間、省スペース、衛生・安全などの面でもロボット化のメリットは大きいと

考えられ、医薬品や化粧品の分野も同様に注目されている。

　自動車会社では2020年までに 自動運転車（ロボットカー）を発売すると発表したところも

あり、自動車業界ではロボットカーの話題が多く、実用化に向けて活気づいている。自動車に

本格的に応用されると、交通インフラなど周辺への波及効果も大きく、新たな市場創出に繋が

って行くことが期待されている。

参考文献
［1］ http://www.meti.go.jp/press/20100423003/20100423003-2.pdf
［2］ 総合科学技術会議科学技術連携施策群次世代ロボット連携群　ロボット総合市場調査―2005年度

実績―報告書、2007年3月.
［3］ 経済産業省産業機械課,2012年 ロボット産業の市場動向,平成25年7月.
 http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130718002/20130718002-3.pdf

図2-13　中国の…産業用ロボット…国内販売状況［3］
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　「日本人は欧米人に比べてロボット好きが多い」という説がある。肯定派もいれば、
否定派もおり、結局のところ結論は出ないが、何度も繰り返される話題といった感があ
る。このコラムで結論を出そうという意図は無いが、繰り返される話題の1つとして読
んでいただきたい。

ロボットは欧米生まれ
　そもそも 産業用ロボットは欧米で開発された機械であり、ロボットという言葉自体もチ
ェコの作家が作り出した言葉である。世界一の売上げ台数を誇るサービスロボットも米
国生まれの 掃除ロボットである。欧米人がロボットを毛嫌いする理由は思いつかない。し
かし「日本人はロボット好き」という言葉を聞くと、特に理由もなくそうかなと思ってし
まうのは、自分が日本人でロボットに関する仕事に携わっているからだからだろうか？

ロボットはアイドル？
　 エンターテイメント・ロボットの話ではなく、 産業用ロボットが日本で導入され始め
たころの話である。1982年に発刊された「日本のロボット」という調査報告書に「ス
ポット溶接用ロボットに当時の人気アイドル達の名前が付けられ、写真まで貼り付けら
れていた」という話が紹介されている。さらに「ロボットも仲間だ」とう考え方を示す
ものだという説明が加えられている。確かに欧米では無さそうな話であり、当時、欧米
ではロボットの導入に労働者が反対していたことを考えると日本人は昔からロボット好
きなのかなという気がしてくる。

ロボットが主人公の漫画やアニメが影響？
　日本人は小さいころからロボットを主人公にした漫画やアニメに親しんでいるので、
ロボットに愛着を感じる人が多いという説明もある。確かに筆者もそのように育ってき
たので、この説明は分かる気がする。しかし、二足歩行ロボットの一般公開デモに携わ
った際の話であるが、連日多くの観客にデモをご覧いただいた。とりわけ子供の人気は
高かったのだが、時おりデモが始まると泣き出す子供がいるのには驚いた。感激してい
るのではなく、怖がっていたのである。同じような話は別のタイプのロボットの展示会
でもあったそうである。少なくとも「アニメ好き」が必ずしも「ロボット好き」では無
いようなのである。

2-1コ ラ ム

～日本人は欧米人よりもロボット好きが多いか？～
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2.3. 産業界におけるロボットの意義・必要性
　我が国で 産業用ロボットが普及し始めて30年余り．この間 産業用ロボットは多くの製造現

場で利用されるようになってはきた． 産業用ロボットは多くの3K作業（危険、汚い、きつい）

から作業者を解放し、安定した品質の製品の提供、熟練労働者不足を補うなど世界の物作りに

大いに貢献してきた。また今後は少子 高齢化によるさらなる労働力不足や、熟練工の減少が予

測されており、 産業用ロボットに対する期待はさらに大きくなっている。

 本項では、これまでの 産業用ロボットの導入事例を紹介し、さらなる普及に向けて解決しな

ければならない課題をあげてみる。

2.3.1.  産業用ロボット導入のメリット

　 産業用ロボットは生産設備であるため、ロボットを導入するメリットはまず生産性の向上、

省人化による経費の節減、製品の品質の安定化と向上、多品種への対応や省資源・省エネルギー

である。次に労働環境の改善・安全確保（3K作業からの開放）があげられる。文献［1］ではロボ

ットを導入した際のメリットを用途及び事例ごとに詳しく紹介されているので参照願いたい。

不気味の谷
　東京工業大学名誉教授・森政弘先生は、ロボットの見かけが人とどれくらい似ている
かが、見る人の感情に影響を与えるという「不気味の谷」の概念を提唱された。ロボッ
トが人とまったく異なる見かけから、人にそっくりな見かけになるに従って、人はロボ
ットに好感を抱くようになるが、人にそっくりになる手前の段階（不完全な見かけ）で、
急激に嫌悪感が強くなる領域があり、森先生は、それを「不気味の谷」と名づけた。

　 産業用ロボットや家庭用 掃除ロボットは見た目が人と異なっているため、人に嫌悪感
を与えることはく、人に良く似た見かけの二足歩行ロボットは人に嫌悪感を与えるので、
泣く子もいると考えると「不気味の谷」の概念には説得力を感じる。

　「ロボット好きに人種は関係なく、ロボットの見かけしだい」というのが今回の結論
だが、どれくらいの方から賛同いただけるだろうか？

横山 和彦（株式会社安川電機 技術開発本部 開発研究所 つくば研究所）
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2.3.2.  産業用ロボットの用途と事例

　 産業用ロボットの主な用途は、溶接、

組立、マテハン（マテリアルハンドリン

グ：物品搬送）、樹脂成形、FPD/半導

体（搬送）、等である（図2-14）。本節

では、出荷台数の半数以上を占める溶接

作業と組立作業と今後普及が期待される

用途の事例を紹介する。

（１）  アーク溶接

　 アーク溶接は、アーク放電により発生した熱で溶接ワイヤと鋼板を溶かして接合する溶接法

である（図2-15）。

　アーク放電により紫外線や有害ガスが発生するため、3K作業の1つにあげられており、手

首に溶接トーチを装着した 産業用ロボット（図2-16）が早い時期から導入され、作業者を3K

作業から解放した（文献［2］）。

　現在では、様々な機能開発により熟練工の行う溶接法を代替できる  アーク溶接ロボットが出

荷されている。三台のロボットが協調しながら実施する アーク溶接システムを（図2-17）に

示す。この例では、中央のロボットが溶接を行い、両側のロボットが溶接対象のワークの姿勢

を変えることで、中央のロボットが溶接作業を容易に行えるようなシステムとなっている。

図2-14　用途別ロボット出荷台数

用途別出荷台数（国内＋輸出）

33,665 , 34%

24,994 , 24%

17,684 , 17%

7,358 , 7%

6,462 , 6%

4,330 , 4%

3,353 , 3%

1,691 , 2%

2,647 , 3%

溶接

組立

マテハン

樹脂成形

FPD/半導体

機械加工

入出荷

塗装

その他

（出典： 日本ロボット工業会統計より作成）

図2-15　…アーク溶接

鋼板

鋼板

溶接ワイヤ

溶接トーチ
溶接機

（出典：文献［2］より）

図2-16　……アーク溶接ロボット

（出典：（株）安川電機のHPより）
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（２） 組立

　組立用途の多くは基板に電子部品を実装

するロボットが占めるが、近年これまで人

手に頼っていた複雑な組立作業を行うこと

ができるロボットが実用化されている。（図
2-18）に示す双腕型 組立ロボットは、左

腕で組立中の小型ロボットのアームを持ち

ながら、右腕に持った電動ドライバでネジ

締め作業を行っている。人や単腕型ロボッ

トが同じような作業を行う場合に不可欠な

作業用の特殊な治具を必要としない 双腕型

ロボットシステムによる組立は今後の普及が期待される。

（３） マテリアルハンドリング

　 Rethink Robotics社（米国）の 双腕ロボッ

ト Baxter（図2-19）は、人との共存作業を

考慮してアームが柔軟材で覆われており、

ロボットのアームを人が握って動作を教示

するダイレクトティーチング方式が採用さ

れている。このためロボットの操作に不慣

れな作業者が簡単に教示できる。また販売

価格が200万円程度と同じ自由度を有する

 産業用ロボットより導入費用が安く、中小

規模のユーザへの普及が期待されている。

図2-18　…組立ロボット

（出典：（株）安川電機のHPより）

図2-19　…Baxter

（出典： Rethink Robotics社のHPより）

図2-17　……アーク溶接ロボットシステム

（出典：（株）安川電機のHPより）
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（４） 搬送

　工場内で物品を自動搬送するために AGV（Automatic Guided Vehicle: 無人搬送車）が利用

されているが、Kiva Systems社（米国）の搬送ロボットは、棚の下に潜り込み、ロボット上

部と棚を連結して棚ごと搬送する独自の方式を採用している。標準の機種では454kgの棚を搬

送することが可能である。30,000㎡の倉庫内で500台のシステムを制御する運用システムも運

用されている。ベルトコンベアで構築した場合、12～18ヶ月かかる搬送システムを数週間で構

築できるという。専用のリフターを利用することによりフロアー間の搬送も可能である。

（５）  バイオメディカル

　食品・薬品・化粧品の研究・開発・製造分野は、これからの 産業用ロボット導入が期待され

ている市場である。このうち薬品（ バイオメディカル）分野向けに開発された試薬・検体分析

前処理ロボットは、これまで人が行ってきたベンチワークでの試薬・検体分析前処理を 双腕型

ロボットで代替するロボットである（図2-20、図2-21）。ロボットを用いることにより、熟

練した検査員が行う場合に比べてデータのバラつきが少なく精度の高い実験データを得ること

が可能で、病原菌ウイルスを扱うような危険な作業環境から検査員を解放することができる。

また簡易教示システムを採用することによりロボットの操作に不慣れな検査員でも検査の手順

を変更することが可能となっている。

2.3.3.  産業用ロボットの課題

　現在実用化されている 産業用ロボットの多くがアームを有したロボット（多 関節型ロボット）

であり、テレビのリモコンのようにボタンが並んだティーチペンダントと呼ばれる操作装置（図
2-22）で実際にロボットを動かしながらロボットの手先に装着された工具の動作軌跡を教示

図2-20　分析前処理ロボットシステム

（出典：（株）安川電機のHPより）

図2-21　ピペットによる試薬分注作業

（出典：（株）安川電機のHPより）
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した後、教示した動作軌跡をたどるように

手先の工具を動かすティーチングプレイバ

ックというプログラミング方式を採用して

いる。

　しかし多 関節型ロボットを意図するよう

に操作するまでにはある程度の訓練が必要

なうえ、関節の多いアームや複数のアーム

を協調させる最近のロボットシステムの場

合は、熟練した教示者でもかなりの時間を

要する作業となっている。今後、より複雑

になっていくことが予想されるロボットシ

ステムにとって教示作業の簡易化が最も大

きな課題である。また教示作業の簡易化は、これまで複雑な装置として導入を敬遠してきたユ

ーザにも 産業用ロボットの導入を促すことが期待できる。本節では、この教示の簡易化に向け

て取り組むべき技術課題をあげることにする。

（１）  動作軌跡教示

　すでに述べたように、現在はティーチペンダントによる教示が主流であるが、人がロボット

のアームを直接持って動作を教示するダイレクトティーチングという方式や コンピュータとコ

ンピュータ・グラフィックスを利用したオフライン教示が開発されている。

　ダイレクトティーチングは、塗装作業のように滑らかなスプレーガンの動きを教示するのに

適しているが、全ての動作を教示するには適していない。また、オフラインティーチングは、

ロボットを設置する前に教示作業を行うことができるのでロボットシステムの立上げ期間短縮

が図れる。また人が教示作業を行わないことが良い環境（クリーンルーム内、塗装ブース内等）

での教示には適している。しかしロボットを含む作業環境のモデル（三次元CADデータ）が

必要であり、モデルと実環境の間に存在する誤差のため、現場で教示したデータを修正する必

要が生じることがある。

　このように各教示方式には一長一短がある中で、ティーチペンダントを利用した教示が主流

となっている状態であるが、これら既存の教示方式の最適な組み合わせ方法や、これらを凌ぐ

方式の開発が必要である。

（２） エアカット 動作教示

　 産業用ロボットが、ある作業箇所から別の作業箇所へ工具を移動させる動作は、何も作業を

せずに空間で手先を動かすだけの動作なのでエアカットと呼ばれている。サイクルタイムの向

上にはエアカット時間の短縮が重要で熟練した教示者はワーク等とアームの干渉を避けながら

最適な軌跡教示を行っている。

図2-22…ティーチペンダント

（出典：（株）不二越のHPより）
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　複数のロボットを接近して設置しているシステムでは、動作している他のロボットとの干渉

を考慮しなければならないため、最適な軌跡を教示することが困難になりつつあり、動的な障

害物回避を含む軌道の自動生成機能の開発が望まれる。

（３）  スキル教示

　 アーク溶接の場合、接合する鋼板の継ぎ手形状や鋼板の厚さに応じた最適な条件（電圧・電流、

溶接トーチを動かす速度等）があり、熟練した作業者は長年の経験等からこれらの条件を設定

している。一般には職人の技（スキル）と言われるものである。 産業用ロボットが、人と同等

の作業を行うためには、何らかの形でスキルを数値化して教示しなければならない。現在、鋼

板の厚みや開先形状を入力するだけで溶接条件を自動的に設定する機能（一種のデータベース）

が開発されているが、他の作業でも同様な機能の開発が必要である。特に 産業用ロボットの導

入が増えている東南アジア等の新興国では、各種作業に熟練した技術者が十分に確保できない

という問題が生じており、これらの国々での市場確保には欠かせない機能となると思われる。

（４）   ビジョン・ センサ教示

　人は五感（視覚、触覚、聴覚、味覚と臭覚）で環境を把握して行動している。特に視覚から

の情報は重要と考えられ、 産業用ロボットでも比較的早い時期からビジョン・カメラを利用し

た画像処理技術を取り入れてきた。この技術により教示位置と実際のワークが多少ずれていて

も、ロボットが動作を修正して対応する機能や、バラ積みされた部品の山から必要な部品を取

り出す機能（ビンピッキング）が開発され、 産業用ロボットの応用範囲を広げてきた。また、

近年はビジョン・ センサの高速化や三次元計測技術の向上によりベルトコンベアを流れる部品

のピッキングや、様々な形状をした部品のハンドリングも可能となってきている。

　このようにビジョン・ センサはロボットの用途を広げるには有効なデバイスであるが、 セン

サが計測した情報から対象物を認識するためには、対処物の形状や特徴点といったデータを予

め教示しておく必要がある。この教示には画像処理の専門知識が必要なため、システム立上げ

時には専門家により教示済みとなっていることが多い。しかし、ワークの追加や変更等が生じ

た場合には、専門家に依頼しなければならない場合もありユーザからは敬遠されることもある。

このため 産業用ロボットの用途拡大のためには、画像処理の専門知識が無くともビジョンシス

テムの教示を行える機能の開発が望まれる。

2.3.4. 簡易教示から教示レスへ

　前節で教示の簡易化に関する課題をあげてきたが、ユーザの究極の要求は、教示をしないこ

と（教示レス）であろう。

　人は道具の使い方、作業の手順や図面の読み方を覚えると、類似の作業であれば多少の練習

をするだけで作業をこなすことができる。また位置や姿勢がずれていても支障なく作業を進め

ることができる。さらに状況に応じて段取りを変えて作業をしている。この点が現在のロボッ
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トに欠けている機能であり、多くの研究者がロボットを人と同じように作業ができるようにす

るために研究に取り組んでいる。これは「ロボットの知能化」と呼ばれる研究テーマであるが、

このテーマは大きく環境の計測・認識、作業計画、作業計画実行に分けられ、さらに作業計画

実行中に、環境の計測・認識と作業計画を行う必要があるなど、複雑で難易度が高く、多くの研

究成果を統合しなければ実現しない研究テーマであり、多くの研究機関の協力が不可欠である。

　米国では国防省が災害現場での復旧作業という大きな目標を掲げてロボットチャレンジを実

施しており、成果が報告され始めている。我が国でも、（図2-23）や（図2-24）に示すよう

なロボットシステムを目標に掲げて、 産業用ロボットの教示レス機能だけではなく、非製造業

向けロボットにも適用可能な様々な新しい技術の共同研究開発を推進していくことが、ロボッ

ト産業全体の拡大に繋がると期待する。

2.3.5. まとめ

　本項では、これまでの 産業用ロボットの導入事例を紹介し、今後の 産業用ロボットの市場拡

大に向けて取り組まなければならない技術課題を取り上げた。

　解決しなければならない技術課題は多く、またその難易度は非常に高い。しかし 産業用 ロボ

ット市場がある程度成長した段階から 産業用ロボットの研究・開発は各メーカに委ねられてい

る。我が国の物づくりを支える 産業用ロボットメーカに世界ダントツの技術力を与え、大幅な

市場拡大に必要な技術の研究・開発には、かつての大型プロジェクトのような国の支援が強く

望まれる。

参考文献
[1] 稲垣他, ロボットハンドブック,（社） 日本ロボット工業会, 2005.
[2] 中山眞,ロボットが日本を救う,東洋経済新報社, 2006.

図2-23　人とロボットが共存する組立てセル 図2-24　エンジンブロック組立て
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2.4.1. 社会におけるサービスロボット

　1.3章のロボット分野によれば、サービスロボットは、生活分野、介護福祉分野、医療分野、

移動分野に分けられる。ここでは、社会におけるサービスロボット及びロボットを利用したサ

ービス（ロボットサービスと呼ぶ）の意義・必要性について述べる。

2.4.2. サービスロボットの必要性

　 超高齢社会に突入した我が国では、独居高齢者や障害者などが自宅で自立生活や商業・公共

施設への外出・社会参加を促進するための社会インフラ、環境・法的整備が喫緊の課題になっ

ている。特に、高齢者・障害者の生活支援・社会参加を実現するためには、身体機能の補助や

商業施設などにおける案内支援・情報提供、家庭での生活支援、コミュニティ形成支援、介護

者の負担軽減のためにロボットやロボットを用いたサービスへの期待が高まっている。例えば、

ロボットは物理的なアクチュエーション（モノや人を運ぶなど）と情報的なアクチュエーショ

ン（人とコミュニケーションするなど）によって人々を支援することができる。さらに、高齢

者・障害者に、あたかも、子供や孫と話をしているような感覚も提供することができる。これ

らの機能が社会参加の促進に役立つことが実験から明らかになってきている。

　サービスロボットの開発によって、健康を長く維持して自立的に暮らす、生きがいをもって

働けるうちはいつまでも働き社会参加する、などが可能になり、その成果がそのまま、 超高齢

社会に対応した新産業創出とグローバル展開の原動力になることが期待されている。この方策

の基本的視点としては、次のような内容が検討されている（平成25年5月、総務省 ICT 超高

齢社会構想会議報告書より抜粋）。

・ ターゲットユーザーのニーズとして、高齢者や障害者を「供給者目線」でなく、「利用者目線」

に立って検討を進める必要がある。

・ 高齢者は必ずしも「支えられる」存在としてのみ捉えるのではなく、現役世代とともに社会

経済活動を「支えていく」存在としても捉える必要がある。

・ 開発するロボットサービスも、それらの生産性や効率性だけを追求するのではなく、運用コ

スト（特に、コストパフォーマンス）も含めた持続可能性を念頭におくものでなくてはなら

ない。

・ 将来的にグローバル市場でも競争力のある異業種連携（オープンイノベーション）を進める

ことが肝心である。

　これらの視点を踏まえた上で、健康を長く維持するためのロボットを介したヘルスケアサー

ビス、自立的に暮らすためのロボットを介した見守りロボットサービスが検討されている。生

きがいをもって働くことに関しては、高齢者によるコミュニケーションロボットの遠隔対話サ

ービスの実証実験が行われている。高齢者の社会参加促進に関わるサービスとしては、コミ

2.4. 社会におけるロボットの意義・必要性
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ュニケーション支援、コミュニティ形成支援、買物・回遊・店舗誘導支援などのロボットサ

ービス実験が行われている。これらのサービスは、ロボット対話（Human-Robot Interaction, 

HRI）技術の向上により、高齢者などのユーザに対して、子供や孫と話をしているような感覚

を提供し、ユーザの外出や社会参加への動機付けにつなげることができる。

　サービス産業へのロボットの利用はきわめて市場性が高く、2035年には約4.9兆円まで成長

すると予測されている（平成22年 経済産業省・NEDO ロボット産業将来市場調査より）。そ

れに加えて、ロボットサービスの質の向上につながるHRI技術によって、サービスの再利用

性が高まり、さらなる市場の拡大が見込めるとともに、高齢者や障害者がアクティブに社会参

加できるようになる。特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を成功裏に

収めるために、観光・レジャー・ショッピング・イベント支援などの分野で、これらのサービ

スロボットに対する期待が高まっていくと予想される。中でも、おもてなしに関する対話行動

に関する、エンターテインメント性、人との共生、安全性、社会へのインストールのしやすさ、

全天候性、バッテリ時間、コストパフォーマンスなどの大幅な性能向上を図る必要がある。

（５） ロボットにしかできないサービス

　コミュニケーションメディアとして社会に導入している成功例として携帯電話や スマートフ

ォンがあげられる。しかしながら、現在主流になりつつある スマートフォンは一見便利そうに

見えるが、東日本の震災支援などを通じて、文字入力や指のジェスチャ操作でいれる入力方式

自体、煩わしいと思う高齢者や障害者の意見が多いことも明らかになっている。これに対して、

コミュニケーションロボットは、メガネ（老眼鏡）をかけなくても、両手が塞がっていても、

あたかも人に話す感覚で話すことができる。高齢者や障害者にとっても、スクリーンメニュー

をタッチする必要がないという点で使いやすい入力方式である。それだけでなく、動きのある

ロボットと話していると、楽しくなり、何度か話しているとユーザ自身に愛着が湧いてくるイ

ンタフェースである。特に、子供たちは、コミュニケーションロボットに対する憧れや関心が

非常に強い。価格帯も10年前は小型 ヒューマノイドで数10万円であったものが現在は数千円

から数万円まで下がった。この対話行動のアクチュエーション機能は、振る舞いが人間に似て

くれば似てくるほど、人同士のコミュニケーションとは異なる部分が目立ってくることも事実

で、人とのコミュニケーション能力の性能が向上していくとともに、この市場を拡大していく

ことになる。

　次に、ロボットは、 スマートフォンや タブレット端末ではできない物理的なアクチュエーシ

ョン機能がある。対話行動の情報的アクチュエーションと物理的なアクチュエーション機能が

融合したサービスロボットの開発インフラが確立されれば、スマホ市場を超える、新たなサー

ビスロボット（アクチュエーション）市場が生まれる可能性が高い。

　エンターテインメント性という視点からは、ロボットの外形に関する研究開発が加速する可

能性がある。アンドロイド型や人型、ペット型などのロボットは、人や動物に触れるような存

在感のあるインタフェースであり、携帯電話やスマホに比べて計り知れないデザインの多様性
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を秘めている。アンドロイド型では、特定人物の酷似した見えや人間らしさをわずかに残した

見えなどを無数に設計することができる。ヒューマンインタフェースという視点からみても、

遠隔操作者がアンドロイドのキャラクターに乗り移るという現象も疑似体験できる。アンドロ

イド型、人型、ペット型なども、実際の介護現場でも癒やし効果もあることがわかってきた。

しかしながら、人間のこうした特性が明らかになればなるほど、ユーザの商品に求める基準も

年々高まることが予想され、持続的に、デザイン性、材質、質感などを高める研究開発が必要

になる。

2.4.3. サービスロボット事例

　サービスロボットで代表的な例として、 掃除ロボットのように単機能でも生活者に広く受け

容れられ、爆発的に売れた商品もある。一方、我が国では2003年頃から、コミュニケーショ

ンロボットやエンターテインメントロボットが多数商品化され、販売されたがコストパフォー

マンスもからんで、販売数が伸びない商品も多かった。2013年2月に発売されたロビ（ロボッ

ト・ガレージ 高橋智隆氏）や、景品として選ばれたロボタイマー（ヴイストン）はコストパ

フォーマンスの問題をクリアした数少ない例といえる。

　しかしながら、これまで、ビジネスとして成功しているサービスロボットのほとんどは米

国発であるという点も見逃せない。具体的には、コミュニケーションロボットでは、1998年

に登場したペットロボット「ファービー」（Tiger Electronics社、現在はタカラトミー）、元

NASAの研究者が開発したエンターテインメントロボット「ロボサピエン」（現在は中国で

Roboacotorと言う名称で販売）、情報通信研究機構（NICT）開発であったが米国で製品化さ

れた「My Keepon」、 掃除ロボット「Roomba」、2003年の ロボカップ世界大会がヒントになっ

て開発された物流センター向け自律運搬ロボット 「Kiva Systems」（  Amazon社）、遠隔医療向

け テレプレゼンスロボット「RP-7i」（InTouch Health社）、遠隔医療向け自律医療用ロボット

「RP-VITA」（ iRobot社とInTouch Health社との共同開発）など多数の成功例がある。

（１） 日米との市場比較

　サービス ロボット市場について日本と米国を比較すると、これからのロボットの意義・必要

性をグローバルイノベーションという視点から明らかにすることができる。

　我が国では、 超高齢社会インフラを実現するために、この10年、挑戦的な科学技術開発の

テーマとして、生活分野、介護福祉分野、医療分野、移動分野の各分野でサービスロボットを

開発してきた。その中で、自宅だけでなく社会参加を促す商業施設での実証実験やその結果に

対するユーザや市民のフィードバック・受容性調査を繰り返し行い、 国際標準化の推進やユー

ザの欲しいサービスを明確にしてきた。一部、自治体と連携したサービス連携・統合実験、特

区を活用した法的整備の取り組みなどを検討してきた。これらの点は米国に比べて、かなり挑

戦的な研究開発を行ってきたといえる。

　一方、米国では、研究開発という視点からみると必ずしも挑戦的な課題に拘らず、ロボット
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を社会に浸透させる、特にグローバルに通用する製品・システム・デバイスを開発することに

重きをおいている。研究開発、製品開発、資金調達、マーケティングなどでユーザを巻き込ん

で、すぐに実行に移せる、いわゆる「エコシステム」がうまく回っている。「早く」「安く」「い

い製品・サービス」を実現できるエコシステムを回すようにするには、大学・研究機関、ベン

チャー企業のスタートアップ（製品・サービス開発）、ベンチャー企業のセカンドステージ（製

品・サービス販売、マーケット開発）の枠組みを創るだけでは不十分である。米国では、（図
2-25）に示すように、それらを支える、アントレプレナーコミュニティ、ユーザコミュニティ、

ベンチャー成功者によるメンターやエンジェル・キャピタリスト（資金提供者）などが要所要

所にいつでも集える環境が整備されている。我が国はサービスロボット分野でこのようなヒュ

ーマンネットインフラを強化する人材養成プログラムを推進する必要がある。

2.4.4. ロボットサービス事例

　ロボットサービスとは、 センシング（認識）、アクチュエーション（駆動）、コントロール（制御）

の3機能を持つロボット、デバイス、システムをいう。デバイス例として、ナノボット（体内

のがん細胞を見つけて、その周りに付着し、抗がん剤で死滅させる）、システム例として、高

齢者の社会参加を促進するための電動車いす型ロボットによる店舗間回遊支援（足の不自由な

客を店舗内の電動車いす型ロボットが見つけ、その人に近づき、商店街の中で行きたいお店や

欲しい商品の場所まで安全に連れて行く）サービス実験が行われてきた。

　しかしながら、ロボットサービスを実際の事業にするには技術的障壁があった。まず、ある

施設で動くロボットサービスを別の施設に持って行くと床の傾き，床面の状態，移動路の障害

物などが変化するために、改めてプログラムし直さなければならないという場所の問題があっ

た。点字ブロックを走破できないロボットではサービスを実行できないというロボット性能の

図2-25　ロボットを社会に浸透させるエコシステム
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問題もあった。若者、高齢者、足の不自由な方等のユーザの違いに対して対応できないという

利用者属性の問題もあった。環境 センサの人位置・行動認識能力差などの状況認識能力の差の

ために、ロボット同士が衝突することや、人混みの中をスムーズに人を避けて通り抜けるなど

の課題も残されていた。これらの課題を解決するために、環境（空間）、ロボット、ユーザの

違いを把握し、多くのロボットを管理してサービスを提供するためには、ロボットサービス提

供システム・アーキテクチャが必要であった。

　コストパフォーマンスの問題もあった。あるサービスロボットシステムが開発できたとして

も、提供されるサービスの価値がコストに見合うほどに高くなければ普及できない。例えば、

人型ロボット、アンドロイド、 スマートフォン上のキャラクタエージェントなどは、本来、汎

用的な利用を考慮して研究開発されてきたものであり、様々なサービスが提供できるはずであ

る。実際、癒やしを目的としたロボットは、高齢者・障害者の癒やしだけではなく、遠隔地の

家族との対話に利用することができ、アンドロイドは、劇場での演劇や百貨店の店員代わりな

どで活躍し始めている。このような複数のサービスを1つのサービスロボットシステムが提供

できるようになれば、新しいサービス提供事業の形態が生まれ、これまで価格が見合わなかっ

た事業もトータルとして見合う事業に変わっていくことが期待できる。そのために、IT事業

に深く関わっている開発者がサービスロボット分野に参入しやすいプラットフォーム作りが課

題となっていた。

（１）  ユビキタスネットワークロボット・プラットフォーム（ UNR-PF）

　ロボットに特有のこれらの問題を解決するために、場所、ロボット、ユーザ属性、状況管理、

地点間のメッセージ管理を可能にするロボットサービス連携システム・アーキテクチャ（図
2-26）が提案された［1］。

　場所、ロボット、ユーザ、遠隔オペレータが変わってもロボットサービスが動き、 スマート

フォンのように複数種類のロボットサービスを同時に動かせるロボットサービス連携システム

図2-26　ロボットサービス連携システム・アーキテクチャ（3層構造）
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のアーキテクチャで3層構造からなる。

　まず、サービスアプリケーション層はサービスプロバイダによって管理されUNRプラット

フォーム層（以後、 UNR-PF層と呼ぶ）が提供する共通インタフェース（の中に含まれる関数）

を用いて、サービスアプリを書く事ができる。すなわち、サービスプロバイダにとっては、ロ

ボットの細かい仕様を知らなくてもロボットサービスを共通インタフェース（表2-1の15種

類のHRI コンポーネント）でロボット対話（Human-Robot Interaction, HRI）のアプリを書く

ことができる。たとえば、「個人IDを取得する」という「個人同定」の関数を利用すれば、実

際の地点に設置してあるセンサが無線

タグの場合やカメラによる顔画像認識

の場合を気にしないで、アプリを書け

る。

　今までのロボットサービスは（図
2-27（a））に示すように、ロボット

1の個人同定法（顔認識）とロボット

2の方法（タグID）に依存してサービ

スアプリを変更しなくてはならなかっ

表2-1　基本HRI……コンポーネント

1 システム情報 9 …音声認識
2 人検出 10 ジェスチャ認識
3 人位置検出 11 音声合成
4 個人同定 12 応答動作
5 顔検出 13 ナビゲーション
6 顔位置検出 14 追従
7 音検出 15 移動
8 音源位置検出 （機能追加も可能）

図2-27　ロボット対話サービス…RoISの概念

（a）ロボットの実装方法に依存する従来の場合
（b）実装方法に依存しないHRI コンポーネントの場合

（a）

（b）
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た。一方、 RoISによって、個人同定関数で書けば、（図2-27（b））に示すように、同じサー

ビスアプリXでロボット1でもロボット2でも動作できるようになる。

　次に、ロボット コンポーネント層では無線タグやカメラによるアルゴリズム、ハードウェア

などを個別に開発・改良することができる。これらの基本条件を満たすために，  UNR-PF層は

表2-2に示すような機能を持つ、5種類のデータベース（4種類の台帳を含む）と3種類のマネ

ージャを多地点ないし各地点に配置する。

（２） ロボットサービスの連携

　複数のロボットサービスを、 スマートフォンを利用して連携させる実証実験が行われた。例

えば、ある日、商業施設でロボットを見かけた時に、そのロボットが自分にどんなサービスを

してくれるかが従来のロボット技術では不明であった。この問題を解決するために、ユーザに

応じて、その場所でどんなロボットサービス提供が可能かを UNR-PFを用いて、システムが自

動的に決定する方法を提案している。具体的には、2013年1月に実際の商業施設（京都府相楽

郡アピタ精華台店）でATRが開発した店舗間回遊支援（図2-28）、買い物支援と、東芝が開

発したヘルスケア（家庭と医療施設や介護者宅などで健康状態を共有し適切な情報提供を行う）

の3種類のロボットサービスを連携してサービス提供する実験がある。（図2-29）に示すよう

に、ロボットサービスアプリケーションのアイコンが スマートフォン上に浮き出てくるため、

ユーザーは初めて行った場所でもどのアプリが利用できるかを自動的に知ることができる。（図

表2-2　…UNR-PF層の台帳とマネージャ

台帳とマネージャ 主な機能
空間台帳 地点別の床情報，床の性質，各ロボットの稼働範囲・禁止区域などを記述

ユーザ台帳 各地点のロボットリソースを確保するために，高齢者，障害者などのユー
ザの利用特性を記述

ロボット台帳
各地点で各ロボットサービスに対応できるロボットの性能（走破性，移動
速度，ペイロード，顔認識機能など）や形状（人型や電動車いす型，カート
型など）の情報を記述

オペレータ台帳 オペレータが一度に操作可能なロボットの台数などのオペレータ操作能
力を記述

サービスキューDB 多地点サービスのIDとその初期条件をセット．次に，各地点が開始通知を
もらったら，そのサービスIDとその初期条件をセット

状態マネージャ 多地点と各地点でサービスキューに登録されている状態を通知し，サー
ビス開始の条件を満たせば，サービス開始をサービスアプリ側に通知

リソース・マネージャ サービス実行前にロボット台帳，ユーザ台帳，オペレータ台帳を参照し
て，ユーザに合うロボット，オペレータを決定する

メッセージ・マネージャ
地点間でサービスアプリと必要なロボット機能がどれであるかをメッセ
ージ交換．サービスアプリに適合するロボット機能があれば，その機能を
実行できるロボットがその地点にあるかをリソース・マネージャに聞き．
ロボットがあれば，状態マネージャやサービスアプリにその旨を通知
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2-29）の2つのサービスを、（図2-30）のように、回遊中に買い物支援のアプリに切り替える

（割り込み）など、シーケンシャル、割り込み、並列などの処理を選ぶことができる。

図2-28　車いす型ロボットによる店舗間回遊支援サービスの実証実験

図2-29　利用者が訪れた場所で利用できるロボットサービスアプリ

図2-30　多地点ロボットサービスに対応した…UNR-PF
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2.4.5. ロボットサービスを通じたユーザニーズの収集

　サービス業において、顧客満足度（CS）は極めて重要な指標となる。CSは、顧客（ユーザ）

から定量的、定性的に収集する必要があり、これをサービスの改善につなげなければ、事業が

なりたたない。例えば、アンケートなどを利用してユーザの意見を収集することができる。

　ロボットサービスを提供できるようになると、ロボットを通じて、ユーザニーズを的確につ

かみ、サービスを改善していくことが可能になる。例えば、高齢者・障害者などのユーザに対

して、サービスロボットがユーザの意見を聞き出すように対話をするとユーザが本当に欲して

いることを調べることも可能になる。 スマートフォンには、ユーザにアプリケーションの感想

を入力させる仕組みが導入されているが、ロボットならば、より深くユーザの気持ちを知るこ

とができる。

　ロボットのこの特長と事業化で知られている手法とを組み合わせて新たな価値を生み出すこ

とも十分に考えられる。これまで世の中になかった価値を生み出す事業を行うシード、アーリ

ーステージのベンチャー企業の間で、リーンスタートアップと呼ばれる手法が、成功確率をあ

げる手法として注目されている。これは、短期間にサービス提供するためのシステムプロトタ

イプを開発し、ターゲットユーザに試験的に提供し、その意見を収集して、プロトタイプの改

良に反映させる、というサイクルを数ヶ月でまわし、次々とサービスとニーズの両方を同時に

開発するものである。

　このような手法をうまく機能させ、ロボットサービス事業を成立させるためには、（図
2-25）に示したエコシステムの中で、矢印の上に位置する大学・研究機関、アントレプレナ

ーコミュニティ、ベンチャー企業と、矢印の下側に書かれているユーザコミュニティとをつな

ぐ仕組みが重要になる。自らの問題を解決してくれるサービスを求めている人（人々）、ある

いは、新しいサービスを試して、これまでになかったニーズを見いだせる人（人々）に、出会

える社会的環境作りが必要である。最近行われている取り組みとしては、例えば、（公財）大

阪市都市型産業振興センターが中小企業の商品・サービス開発に対してユーザの意見を収集す

る仕組みとして「サンソウカン de モニター会」を行っている。具体的な製品やサービスに対

して、センターに登録されているモニター会員が直接意見する場を提供しており、モニターイ

ベント、グループインタビュー、お試しモニター、などが行われている。これらの取り組みで

は、モニター会を組織するところから始まっているが、既存の様々なユーザコミュニティと企

業や大学・研究機関をつなぐ仕組みがあれば、ロボットサービスを普段から日常生活の中で試

してもらうことも可能になり、よりリアルな意見が収集できて、本当に欲しいサービスにして

いくことができるようになる。

（１） 市民講座による社会的適応性・受容性調査

　研究開発成果を社会に普及させるためには、将来の ICTの進展を考慮した実証実験の推進策、

社会的適応性・受容性の向上を図る課題の検討が不可欠である。先に紹介した ユビキタスネッ
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トワークロボットの実験についても市民講座を2012年1月及び2013年1月の2回京都府けいは

んなプラザで開催し、ユーザだけでなく市民の立場からの受容性を調査した（図2-31）。市民

講座では研究成果をわかりやすく概説する講演と開発中のロボットサービス実証実験を市民の

方に体験してもらい市民の立場、ユーザの立場、将来のユーザの立場から意見を収集した。毎

回40名程度が参加し、第1回では、買い物支援ロボットサービスの利用希望は参加者の71%が、

65歳以上の人20名の75％が便利と感じていただいた。不便と感じた方は若い人にはロボット

の応答が遅いという意見があった。第2回は手動車いす、電動車いす、開発した電動車いす型

ロボットの3種類すべてを参加者全員に体験してもらい、電動車いす型ロボットに対して最も

安心・安全であるという意見が多く、かつ電動車いす型ロボットは遠隔操作者との対話機能が

あるため、できることならば、ロボットと会話をしたいという希望が多くあった。

2.4.6. まとめ

　本節において議論してきた社会におけるサービスロボットの意義・必要性を次の3点にまと

める。

1.  超高齢社会において人（人々）のアクティブな生活支援・社会参加を促進するために、物理的・

情報的なアクチュエーションサービスを提供する開発環境インフラ作りを急ぐ必要がある。

2. ロボットの普及促進とコストパフォーマンスの改善するために、サービス業にロボットを利

用することで、1つのサービスロボットシステムが複数のサービスに連鎖的に提供（再利用・

利活用）できるようになる開発環境インフラ作りを急ぐ必要がある。

3. 高齢者・障害者などのターゲットユーザや税負担を伴う市民の意見を簡単に集められ、サー

ビス改善・改良を早く・安く実現できる開発環境インフラ作りを急ぐ必要がある。

　ロボット、及びロボットサービスによって、高齢者・障害者を含む多くの人々の自立的な生

活が支援され、アクティブな社会が形成されることは想像に難くない。ロボットサービス事業

において、最も難しいとされているコストパフォーマンスについても、ロボットそのものの価

図2-31　2013年1月に開催されたロボットサービスに関する市民講座の様子

（a）市民向け技術解説 （b）電動車いす型ロボット体験
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格は、10年前と比べると低価格化が進んでおり、例えば2003年には小型 ヒューマノイドロボッ

トが数十万円の価格帯であったが、現在は約10分の1以下の価格帯になっていることも考える

と、普及は間近に迫っている。すでに示したようにサービスロボットを複数のサービスで利用

できるようにして、ロボットの価値と効率を高くする工夫によって、コストパフォーマンスの

問題は解決できると考える。課題はそれらの開発が、「早く」「安く」「グローバルに通用する

良いサービス」を開発できる国家的な仕組みをいち早く構築することでありこの分野の市場創

出の鍵になる。

　サービスロボットの安全基準が決まりつつある動向を考えると、これからは、これらのロボ

ットを使ったサービスをできるだけ多く提供できるかが、サービスロボット普及の鍵となる。

すなわち、ロボットサービス開発者、Webサービス開発者、 スマートフォンアプリ開発者など、

多くのサービス開発者を巻き込んで、 スマートフォンアプリのように数十万～数百万種類のロ

ボットサービスアプリがあり、 クラウド環境で自分の周りのサービスロボットを自由に使える

社会になれば、人々の暮らしと社会にイノベーションが起こるだろう。

参考文献
[1] 萩田 紀博, “ネットワークロボット，その人と街とのかかわり：〔社会とのかかわり〕2. ネットワー

クロボットの広がり-あなたはどのロボットサービスを選びますか？-,”　情報処理,Vol.54, No.7, 
pp.690-693 (2013-06-15).

2.5.1.  ロボット教育を取りまく状況

　日本の科学技術の将来を担う子供たちの「理科離れ」あるいは、「理工系離れ」が指摘され

るようになって久しい。様々な分析（科学技術白書、文部科学省科学技術指標）から、日本だ

けではなく、他の先進国でも深刻な状況になっていることが明らかになっている。その対策と

して、米国ではNSF（米国科学財団）が主導して、STEM（理工数学系）教育プログラムの充

実が図られている。日本国内でも文部科学省が中心となって、理科離れ対策が数多く実施され

てきた。また、第4期科学技術基本計画でも、次代を担う人材の育成として、科学技術教育の

推進が述べられている。一方、日本は、現在、少子 高齢化が急速に進んでおり、日本の国際競

争力を支えてきた高度科学技術人材、ものづくり人材が急速に減少しつつある。また、科学技

術白書によれば、日本人の科学技術への関心、理解度が大幅に低くなってきているという現状

がある。こういった状況の中で、理科離れ対策、ものづくり人材育成の手段として、 ロボット

教材の活用やロボット工作教室（図2-32：小中学生向けロボット工作教室の例）の開催といっ

た ロボット教育が注目を集めてきた。また、国内各地では、 ロボットコンテスト活動やロボッ

2.5. 教育におけるロボットの意義・必要性
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トホビー専門誌が発行される等、一般社会

におけるロボットの人気も高い。

　本節では、 ロボット教育の現状を述べつ

つ、その教育的意義と現状の問題点、今後

の方向性について述べる。なお、 ロボット

教育の定義は、ロボット自身の定義がロボ

ット研究者間でも定まっていないことか

ら、様々な意見があると考えられる。ここ

では、具体的な定義にこだわらずに、教育

を実施している教育者や学習者がロボット

であると捉えている教材を活用している教育活動や人材育成活動を ロボット教育であると考え

る。また、 ロボット教育と言えば、ロボットを活用した教育活動とロボット学の教育の二つの

方向性があるが、本節では両者を取り上げていく。

2.5.2.  ロボット教育の意義と必要性

　ロボットを用いた教育は、人間の持つ動きや形に対する認知のメカニズムに強く働きかける

ことから、学習者に強い印象を与えることができる。結果として、出力されるロボットの動作も、

理解しやすいという特長を持つ。また、ロボットは、思った通りではなく作った通りに動作す

ることから、学習成果のリアルな評価を容易に実現できる。さらに、ロボット技術は、 コンピ

ュータからモータ制御、 センシング技術、機械要素といった横断的、総合的な技術の結晶である。

そのため、課題発見能力、自己解決能力を涵養するPBL（問題解決型学習）法等により、複数

の要素技術を統合し、統合したシステム全体を最適化する能力を身につけさせる構成論的な教

育に適しているといった特長がある。そのため、小中学生を対象とした理科教育から企業の技

術者の教育まで、幅広く活用可能な教育教材、教育手法を実現できる。さらに、 ロボットコン

テスト活動の多くは、グループで行う製作活動を中心としており、協調作業のスキル獲得やリ

ーダ人材教育にも適用可能である。その教育目標も、前述の理科離れ対策や科学技術を身近に

感じてもらうための科学技術啓蒙活動に始まり、運動やエネルギーといった物理現象、機械の

仕組みの理解、さらに進んだ工学教育へと設定が可能である。科学技術教育の充実が検討され

ている中、ますます ロボット教育の重要性が増していくと思われる。

　社会に目を向けてみると、今後、サービスロボット等の人間と活動環境、作業環境を共有す

るロボットが普及段階に入った際には、これまで工学教育を受けた専門技術者のみを対象とし

て行われてきたロボットの操作、運用技術を学ぶ ロボット教育が広く必要とされてくることが

予想される。例えば、福祉ロボットを利用する介護福祉士やロボットを活用したい町工場の作

業員を対象とした ロボット教育が必要となるであろう。また、町中をロボットが走り回るよう

になった場合には、一般人もロボットが日常にあるという暮らし方、ロボットリテラシーとい

ったものを身につけてもらう必要がある。現在の自動車等と同様に、ロボットの前に飛び出さ

図2-32　ロボット工作教室の例
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ないという認識を社会全体に行き渡らせるようにするための社会普及のための ロボット教育の

方法論が必要になってくるはずである。

　さらに、産業界における ロボット教育について考えてみると、ロボット技術は、電機、自動車、

産業機器、IT関連機器等の基幹技術の一つであると同時に、自動車部品から食品製造等の様々

な生産、製造設備を支える技術でもあることがわかる。これらの機器は、様々な周辺機器と統

合されて活用されることが多く、これらの機器を開発する人材には、工学技術の理解だけでは

なく、様々な技術を統合できる能力と幅広い技術的知識も要求される。今後、ロボットは、福

祉介護等のサービス分野への適用も期待されている。これらを合わせて考えると、これから産

業界では、産業機器の要求仕様や福祉、介護等のサービスを構成する個々のニーズを吸い上げ、

それを工学的問題に翻訳し、利用可能な技術を統合することによって解決できるロボットイン

テグレータ、あるいはRTSP（ロボットテクノロジー・システムプロデューサー）といった人

材が必要になってくるはずである。これらの人材育成、学習にはロボットによる教育、ロボッ

ト学の教育を欠かすことができないはずである。なぜなら、ロボット自身が、様々な技術が高

度に統合され、最適化された機器であり、その開発及び運用を体験することがロボット技術の

インテグレーションを学ぶことにつながるからである。

2.5.3.  ロボット教育市場の現状

　現在の所、 ロボット教育市場として認識されているのは、主に学校教育現場やロボット工作

教室等のロボット関連イベントであろう。低価格の初学者向けの移動 ロボット教材から、 セン

サやプログラミング能力を備えた高度な工学教育用教材に至るまで、様々な ロボット教材が開

発され、販売されてきている。もちろん、実物の 産業用ロボットも ロボット教育に盛んに活用

されている。また、全面実施されるようになった新学習指導要領でも、理数系教育の充実が謳

われており、運動とエネルギー、電流とその利用、プログラムによる計測・制御といった項目

の学習に適した ロボット教材の販売も行われている。また、教育のIT化の流れも、これに拍車

をかけている。

　しかしながら、小中学校から大学までの学校教育の現場で、競って ロボット教材が購入され、

活用されているわけではない。 ロボット教材を扱える制御分野の教員が少ないこと、学校予算

が潤沢ではなく、低価格の教材しか購入できないといった懐事情が原因である。そのため、決

して現状の ロボット教育市場は、大きいものではない。さらに、高度な技術を必要としない ロ

ボット教材は、いわゆるロボット先進国以外でも容易に開発が可能で、低価格な製品が続々と

現れてきているという現状がある。

　一方、社会における ロボット教育の関心の高まりを表す例として、ロボット関連の代表的な

国際会議のひとつであるIROS2010において、 ロボット教育に関するシンポジウムが併催行事

として開催されていることがあげられる。ロボット研究者の多くが、大学等の教育機関に所属

しており、研究者としてロボットに対峙すると同時に、様々な工学教育に携わっていることか

ら ロボット教育に興味を持たれていると同時に、ロボット技術応用の可能性の一つとして認識
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され始めていることを示していると思われる。このシンポジウムでは、 LEGO社のMindstorm

を使った教育分野への世界戦略、National Instruments社のLabViewとの連携による、より高

度な技術者教育への展開が説明された。初心者から、高度技術者の技術教育に至るまでの階梯

を用意することにより、継続的かつ大規模に教育プログラムとして採用されやすくなると考え

てのことだと思われる。また、近年では、IROS2013の併催行事のひとつとして日本ロボット学

会主催のIRH(International Robot High-School)2013の開催もあげられる。こちらは、主に海外

を含む高校生を対象とした高度ロボット技術を学ぶ短期間の講習会である。海外3カ国を含む

100名を超える高校生の参加があった。

　先程、述べたように日本でも多くの企業が、教育用の ロボット教材の販売を行っている。そ

の中で、注目すべきなのは、教育カリキュラムや教本とセットで ロボット教材の販売を行って

いる一部のベンチャー企業である。単にハードウェアのみの販売ではなく、対象とする学習者

や学習内容を明確にした教材として販売されている。とりあえずモータや センサがついた“ロ

ボットっぽい”教材では、何に使えるのか、どうしてこのような設計になっているのかが考え

られていない教材とは一線を画している。また、工作教室や ロボットコンテストといったロボ

ットイベントの運営ごと販売している企業もある。これは、企業にとってはユーザからの製品

のフィードバックを得やすいというメリットがあるからである。これらは、学校カリキュラム

やロボットイベントの需要がどこにあるのかを明確に意識して開発された製品が市場に求めら

れているのと同時に、教育者、イベント実施者の方も全員が全員、ロボット技術に明るいわけ

ではないことを示している。もちろん、 ロボット教育市場として見逃してはならないのは、学

習塾等の動きである。学習者の勉学意欲向上のための手段として ロボット教材を用いる所が現

れている。

2.5.4.  ロボット教育活動の概観

　近年、全国各地で ロボットコンテストやロボット工作教室が継続的に開催されるようになっ

てきている。小中学生を対象とした大会から、大学生、企業の若手技術者を対象としたコンテ

ストまである。例えば、小中学生を対象としたWorld Robot Olympiadがある。この大会の特

長の一つは、参加者の年齢や戦歴が上がるにつれ、より上位の大会に参加できるような一連の

ステップアップの仕組みが用意されていることがある。この大会は、 LEGO社が協力し、バッ

クアップを行っており、地方予選、国内大会、世界大会といった階層的な競技体系を作り上げ

ている。これにより、マンネリ化を防ぎ、新規ユーザが参入しやすい環境を作り上げている。

また、ABUアジア・太平洋 ロボットコンテスト、IDC ロボットコンテスト大学国際交流大会、

アイデア対決・全国高等専門学校 ロボットコンテスト（高専ロボコン）等の大規模に行われて

いる ロボットコンテストがあり、それぞれ強力なスポンサーシップの元、継続的に開催されて

おり、これからの経済成長を担うグローバル人材の育成に効果があると期待されている。

　また、工学系の学会や企業の主導で行われている ロボットコンテストとしては、日本機械学

会が主催するロボットグランプリ、日本ロボット学会が主催する知能 ロボットコンテストや、
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 レスキュー ロボットコンテスト等がある。ETロボコンのように企業の技術者が参加する大会

もある。これらの活動は、様々な企業や独立行政法人科学技術振興機構の科学技術コミュニケ

ーション推進事業等からの援助により支えられているが、継続的な財源確保が常に問題となっ

ており、毎年綱渡りで実施されている所も多い。参加チームを指導する指導者や大会の運営を

担う人材の育成と確保も大きな問題となっている。また、これらの ロボットコンテストに参加

するロボットは、いわゆるノウハウの塊のようなところがあり、ノウハウを引き継いでいる“常

連”グループの参加のみに偏っていく傾向がある。初心者用の大会やステップアップのための

階梯を設けることにより、新しい参加者を呼び込み、継続的な活動を維持するための努力が続

けられている。

　工学系の学会活動として、 ロボット教育関連の活動も行われている。日本機械学会ではメカ

トロニクス教育研究会、日本ロボット学会では ロボット教育研究専門委員会等がある。 ロボッ

ト教育の体系化の試み、工学系雑誌における ロボット教育論文特集号の実現、 ロボット教育シ

ンポジウムの開催、学術講演会における ロボット教育セッションの企画、上記の ロボットコン

テストの運営等の活動を行っている。近年では、学術団体としての社会貢献の一環として、学

会主催以外の ロボット教育活動への協力活動も行われている。自治体や小中高校等といった、

直接的にロボット関連の学術団体とのコネクションを持たない所へのアプローチも始めてお

り、 ロボット教育の拡大に貢献している。

2.5.5.  ロボット教育のあり方

　これまで、 ロボット教育の意義や ロボット教育活動の盛り上がりについて触れてきた。しか

しながら、教育という側面から見ると ロボット教育にどのような教育効果があるかわからな

い、単に体験して終わりになっていないかとの批判を受けてきている。確かに、遊びの延長線

上にあるような ロボットコンテストもあると思われるし、体験そのものの学習効果も判別し難

い。特に、学習者が子供の場合、成長期でもあり、 ロボット教育の効果が判別しにくいという

事情もある。さらに、 ロボット教育を効果的に使える学習手法であるPBL等の問題解決型教育

手法を用いた場合、技術的な問題に対して付け焼き刃的、場当たり的な解決手段をとる習慣が

ついてしまうという意見がある。抜本的、理論的な解決を探索しようとしない、探索するため

のスキルも身に付かないという指摘である。これでは、企業における技術開発を担う人材とし

ては問題がある。これらの原因は、 ロボット教育が様々な学習者の教育レベル、前提知識、動

機に対応可能であり、多様な学習目標が設定可能であることに起因すると思われる。万能であ

るが故に、対象者を厳密に限定することなく様々な教育レベルにある学習者に対して適用可能

で、かつ様々な教育効果があるため、統一的な教育効果の判定も困難である。その結果、 ロボ

ット教育は、どのような学習者に対してどのような教育手法が効果的なのかが深く検討されな

い、どのような教育効果が上がっているかを評価されないという状況を作り出してしまってい

る。そのため、教育手法としての体系化がなされておらず、常に ロボット教育を実施する個々

の教育者の独自の工夫や経験の蓄積に頼って行われているのが現状である。
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　しかしながら、2.5.1節で述べたように、我が国でもSTEM教育の充実が急務である。さらに、

2.5.2節で述べたように様々な産業現場や広く社会にロボットが普及していくときには、様々な

学習段階にある学習者に、組織的な ロボット教育を行う必要がある。そのため、 ロボット教育

の体系化と学習科学の側面から教育手法としての評価と、そして教育手法としてブラッシュア

ップしていくための仕組みを取り入れていく必要がある。多くの場合は、「独自の工夫」には、

 ロボット教育全体で共通する部分（手法、効果、解決できる問題点等）があると同時に、学習

目標や教育対象に合わせて構成すべき項目があると思われる。これらを明確にすることが ロボ

ット教育の体系化につながるであろう。また、工学系雑誌における ロボット教育論文の掲載や

 ロボット教育手法の収集と公開を行うWebサイト等による ロボット教育情報の収集と公開によ

って、ブラッシュアップのためのPDCAサイクルを回すことも効果的であると思われる。

　また、教育手法の開発や教育効果の評価といった話題は、日本教育工学会、日本工学教育協

会、日本産業技術教育学会等の教育関連学会で議論が行われている。また、教育手法や教育効

果の評価のより具体的、学術的な側面は、日本認知心理学会や、海外ではThe journal of the 

learning sciences, Cognition and instruction等の雑誌で発表されている。前者の学会は、主に小

中高校や大学の教育学部の教員が参加している。後者は、学習科学や認知心理学的な立場から

ヒトの学習理論に関する研究を行っている研究者が参加している。これらの人々の中には、 ロ

ボット教育を実施している教育者もおり、教育学や教育手法の専門家でもある。しかしながら、

ロボット技術者、研究者ではないため、ロボットの技術的側面の理解度は低い。一方、ロボッ

ト技術を学んだ工学系の教員は、確かにその技術的側面を理解しているが、上述の教育関係の

学会に参加することは、ほとんどないと思われるし、また教育学や学習科学の成果を参照する

ことも稀であると思われる。相互の交流が必要であろう。

2.5.6. これからの ロボット教育

　前節で述べてきたように、 ロボット教育

の問題点の解決手段に加えて、今後は、次

の三つの方向性が ロボット教育にとって重

要となってくると思われる。一つ目は、異

分野のコミュニティを活用することによる

人材育成の試みである。代表的な例として

あげられるのが、地域コミュニティによる

若年層を対象とした ロボット教育活動であ

る（図2-33）。近年失われてしまったと指

摘される地域でのコミュニティ活動を若年

層への教育を中心に再構成するのである。

現在の町内会組織のような、そこに住む人だけで閉じた組織ではなく、地元の企業や放送局等

を巻き込み、地域全体の交流活動として位置づけることが効果的である。従来から行われてき

図2-33… 地域コミュニティを活用した…
… ロボットコンテスト活動
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たロボット工作教室等の ロボット教育活動を強化する形で行うことが可能であろう。ロボット

という技術を主題に据えることにより、従来、参加が少なかった父親の参加が促されるという

効果が期待できる。また、教育効果として、単に技術者の卵を育てる、技術を体験するにとど

まらず、科学技術を受け入れる心、姿勢といったものを広く参加者に教えることが期待できる。

これは、科学技術に対する信頼を醸成すると同時に、科学技術の持つ危険な側面を直視し、評

価できる姿勢を育てることが期待できる。単発のロボット工作教室では、主として体験して終

わりということになりがちな点を改善し、活動に関わる人間の範囲を広げ、内容を深化させる

ことにより、学習者の視野を広げ、多様な社会のあり方を学ばせることができるようになるは

ずである。また、活動そのものの継続性を高めると同時に、地域のものづくり、ことづくりに

つながる触媒にもなる可能性がある。

　異分野のコミュニティを活用する教育活動としては、経済産業省の「産学連携製造中核人材

育成事業」や文部科学省の「産学連携による実践型人材育成事業」も注目すべき取り組みである。

企業のみを対象とした人材育成事業ではなく、大学等の教育機関を取り込み、人材育成の活動

を行っている。企業の人材の必要性と大学等教育機関の人材育成とのミスマッチが指摘される

ことも多いが、それを解消する一手段でもある。企業と教育機関での人材育成の好循環を形成

していくことが期待できる。これらのプロジェクトは、現在の所、 ロボット教育を積極的に取

り入れているわけではないが、例えば学術団体等を巻き込み、 ロボット教育を有機的に結合す

ることによりRTSP人材育成やものづくり、ことづくりを強力に押し進めることのできる人材

育成へと進化することを期待することができる。

　二点目は、 社会実装という視点の ロボット教育への導入である。第4期科学技術基本計画に

係わる様々な資料に「技術の 社会実装」という視点が指摘されている。これは、技術開発の最

終目標は、開発が終了することではなく具体的な社会的課題が解決されているかを評価しよう

とする考え方である。これを工学教育に取り入れることにより、学生の学習意欲の向上及び学

習成果の評価を、よりリアルにすることができる。その結果として、学生の社会背景への考慮

や実世界応用を意識したものづくりへと誘導することができる。これまで、ロボット工作教室

や課題解決型の ロボット教育では、教育者が設定した課題を解決することが目標となっており、

評価も教育者により行われていた。これを社会が抱える問題解決が課題となり、課題解決その

ものが評価結果に直結するシビアな評価とすることができる。すでに、文部科学省「大学間連

携共同教育推進事業」の一つとして、7高専が共同で 社会実装を意識した教育プロジェクトが

2012年度にスタートしている。また、一部の大学でも 社会実装を意識した演習授業や卒業研究

の試みが始まっている。

　最後の三点目は、シニア人材活用である。文部科学省の平成18年度科学技術白書において、

将来、日本の少子 高齢化が技術者・技能者の人材不足を招くことがすでに指摘されており、年

齢にかかわらず活用できる人材の確保と働ける環境の整備が求められている。これは、学校教

育の現場はもとより、企業における人材育成の現場で非常に深刻な問題である。現状の日本の

状況では、この問題に対してはシニア人材活用しか解決策はあり得ない。シニア人材の持つ、
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人間力、知識、経験を次世代の技術者に伝承していく道筋を確立する必要がある。 ロボット教

育には、多方面の技術に明るい技術者が有用であることから、多くの経験を持つシニア人材の

有効活用が効果的である。先の地域でのコミュニティ活動の例でも、地元中小企業のシニア年

代の技術者の協力が欠かせないものになっている。現在、日本機械学会を中心に、シニア年代

の会員と中小企業、教育現場とのマッチング事業が開始されている。また、日本ロボット学会

でも、 ロボット教育へのシニア人材活用のプロジェクトが始まっている。しかしながら、双方

とも今ひとつ伸び悩んでいるところがある。このような取り組みは、広く知られることによっ

て相乗的に効果が増していくため、学術団体の枠を超えた大きな取り組みが必要であろう。

　最後に、教育を必要とする若年層は、常に生まれてくる。そのため、単発の教育プロジェク

トではなく、継続的な人材育成の仕組みを作ることが重要である。教材のような「もの」だけ

あれば教育が出来るのではなく、教育の仕組みを創ることが重要であることを指摘しておく。

　第2章ではロボット利用の意義、必要性、取りまく環境について、多方面の視点からまとめた。

搬送や清掃の分野では新しいサービスロボットの市場ができつつあり、国や地域で連携したロ

ボットの取り組みも常態化してきた。イベントにおいても使うシーンを想定したロボットの展

示が増えている。ロボットの応用は広がりつつあり、家電、自動車や 医療機器などにもロボッ

ト技術を取り入れたものが多くみられるようになり、新しい産業になりそうな勢いである。こ

れらはロボットの開発環境がまさに整備されて来たことにより、新たにロボットに参入しよう

とする動きを表している。高品質のものづくり、医療、福祉、災害などに向けた新しいサービ

ス用ロボットの市場が作られつつある。一方で、 産業用ロボットでは、いまだ世界トップであ

るが、諸外国に追いつかれつつある。実用化に関しては、話題は米国からのものが多いなどの

現状があり、我が国として見通しを持った骨太な方針が求められている。

　 産業用ロボットにおいては、高い技術力や製品信頼性を向上させるとともに、教示レス化や

新しい分野への応用、ロボットによる新しい生産方式が期待されている。

　サービスロボットは人の生活を支援し活力ある社会を築くために、ネットワーク技術とうま

く融合したモデルの形成が重要である。たくさんのアプリケーションができ、ユーザのニーズ

に応じたサービスを早く、安く提供することができるようになれば、その効果は計り知れない。

まさにそのようなプラットフォームの完成を急ぐべきである。

　また、教育は人材育成の観点から、あらゆる分野において産業や社会を支えるものである。

ロボットを題材とした教育、教育体制は、課題解決能力の向上ばかりでなく、異分野交流、ロ

ボット技術の社会への普及、シニア人材による技術伝承も含め、欠かすことのできないもので

ある。

2.6. まとめ
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