4

生活とサービス領域の
ロボット化事業について

本章は生活とサービス領域のロボット化事業を取りあげる。
本章では、一般の人たちの普段の生活に密接にかかわる製品やサービスを取り上げ、その製
品やサービスを提供する事業の中に「ロボット化」が取り入れられている事業を対象としてい
る。ここでロボットとは、センサ、情報処理、駆動制御といった技術をインテグレーションし
た知能機械システムのことを指す。ロボット化は、これらのロボット技術を目的に応じて必要
なだけ対象となるシステムに組み込むことを指すが、これは本白書が特に重視しているロボッ
トの産業化に際しての視点となる。この視点を重視することは、ロボット産業を、ロボットを
作る産業にとどまらず、市場で求められる製品やサービスならびにそれらの事業化のプロセス
をロボット化することによって生まれる産業にまで拡張して捉えることを意味している。
ロボット化は、すべての製品やサービス、その事業化プロセスに組み込みうるが、そうする
ことによって顧客価値が高まったり、新たな顧客価値を生み出したり、事業者にとって生産性

のロボット化によって生み出される事業がこれまでにどのようなビジネスモデルや対象領域に
おいてうまくいきつつあるのか、それらを支える技術が現在どのようなレベルにあるのか、こ
れまでの事業化の試みにどのような課題があり、今後、どのような方向性がありうるのかにつ
いて注目すべき研究テーマとともに紹介する。また、新たな産業創出に際して問題となる主な
法制度や規格、国の支援策に加え、主要国の動向についても取りあげる。
4.1.項では生活とサービス領域のロボット化産業の事例、法規制や国の支援策、主要国の動向、
主な研究・技術について触れている。4.2. 項ではこれまでの事業化の試みを通して得られた課
題と方向性と注目すべき研究テーマについて取りあげる。

4.1. 主な事業分類と事例
本項では、生活とサービス領域においてロボット化事業を立ち上げ、発展させていくうえで
参考になると考えられる事例を紹介する。ロボット化事業の立ち上げを検討する際には特に重
要となる 2 つの視点から事例を分類する。その 2 つの視点とは、どのようなビジネスモデルを
とるかという視点とターゲットとなる中心的な顧客が誰で、どのようなベネフィットを提供す
るのかという視点である。前者については 4 つのタイプで分類している。後者についてはセグ
メンテーションの取り方によって非常に細かな分類になることを避けるため、ここでは厳密さ
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本章はロボット化事業を成功に導く道しるべとなることを目的としている。そのために、こ
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を高めることにつながる、すなわち事業性を高めることにつながらなければ意味を持たない。

を犠牲にして用途という観点から分類を行っており、また特殊な用途や小さな市場規模の用途
については取り上げていない。
両者は以下のとおりで、主な事業事例がある分類について、事例の紹介ならびにその事業分
類の現状について紹介する。

（１）ビジネスモデルによる分類
以下の 4 つのビジネスモデルあるいはビジネスアプローチが重要である。
①

既存製品をロボット化した製品の開発・販売事業。自動車、家電、介護・福祉機器などす
でに市場を形成している製品にロボット技術が組み込まれることにより、従来にない顧客
価値をもつハードウェア製品の開発、製造、販売事業。すでにその製品分類の概念は市場
で認知されており、対象顧客の想定や顧客の要望はある程度明確である。

②

サービスプロセスのロボット化によるサービスイノベーション事業。ロボット技術を組み
込むことによって、サービスプロセスをリエンジニアリングし、生産効率を劇的に高めた
り、新たな顧客価値を提供したりするサービス事業を創出する事業。顧客に提供されるプ
ロダクトはハードウェアではなくサービスとなる。

③

ロボット技術を活用したトータルソリューション事業。ロボット技術の活用により、個々
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の顧客の課題に対する最適なソリューションや顧客価値を最大化するプロダクトの組み合
わせを提供する事業で、提供するプロダクトはハードウェア、ソフトウェア、コンテンツ、
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サービスといったホールプロダクトの形態となる。
④

サービスロボット開発・販売事業。従来の技術では困難であった機能を持つ既存製品には
ないカテゴリのハードウェア製品の開発、製造、販売事業。

（２）用途による分類
以下の 9 つの用途あるいはターゲット市場に参考となる事例がある。①日常生活、②エンタ
ーテインメント／コミュニケーション、③生活福祉、④教育、⑤医療、⑥施設・オフィス（清掃、
警備、会議）
、⑦ホテル・外食、⑧移動（モビリティ）、⑨都市空間（広告、公共、流通、物流）。

4.1.1. 病院のロボット化
医療ロボットは大きくメディカルロボットとコメディカルロボットに分類される。
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（１）メディカルロボット
メディカルロボットは、米国で先導して実用化が始まっており、手術ロボットは米国インテ
ュイティヴ・サージカル社が開発したマスタースレイブ型内視鏡下手術用 da Vinci（ダ・ヴィ
ンチ）が有名であり、世界的な広がりを見せている。
手術ロボット以外のメディカルロボットとしては、医師の代理ロボットがある。代表例とし
ては掃除ロボットを開発した iRobot 社の RP-VITA があげられる。
RP-VITA は iPad などの携帯端末等を利用して遠隔コントロールされ、カメラや各種センサ
が実装されている。リアルタイムでの心電図や PACS（Picture Archiving and Communication
Systems）と呼ばれる画像保存通信システム等とも連携している。液晶ディスプレイに医師の
顔が映され、遠隔での患者との往診・診断が可能である。
iRobot 社以外ではジョージア州の Gecko Systems 社も同様のシステム開発を行っている。

（２）コメディカルロボット
コメディカル業務の生産性向上は医療費削減、外来患者の待ち時間の短縮等による QOL 向
上につながる。

のためには病院経営収支改善、患者の QOL 向上に関する KPI（Key Performance Indicator）
の設定と各々の KPI が全体に及ぼす影響と改善目標値、及び改善施策の設定が必要となる（バ
ランススコアカードの作成）
。
KPI として想定される指標は、人生産性、設備稼働率、在庫金額、薬品廃棄等の経営ロスコ
スト、外来患者の待ち時間等があげられる。
バランススコアカードを作成
するためには、病院内業務分析
が必要となり、病院内の人・モ

図 4-1… 病院の経営改善のためのバランススコアカード
の事例

ノ・情報の流れを計測・分析す
る事によってなされる。
参考までに、（図 4-1）に病
院の経営改善のためのバランス
スコアカードの事例を示す。
業務分析とバランススコアカ
ード作成により、見えてくる病
院コメディカル業務全体におい
てボトルネックになっているプ
ロセスや特に全体に影響を与え
4-3

4

章

の置き換えだけでは十分な効果が見込めない。経営コンサルティングの視点が必要である。そ
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病院におけるコメディカル業務は複雑であり、ロボットによる単なる人の作業のロボットへ

ているプロセスに関し、改善施策を設定する。
その改善施策としてロボットに従来作業から置き換える事により、全体的にどのような改善
効果があるかシミュレーションを行い、ROI（Return Of Investment）の視点からロボット導
入の是非を決定して行く。即ちロボット導入の前の経営コンサル・業務コンサルの実施が特に
コメディカル分野における病院まるごとロボット化の鍵になる。
参考までに、
（図 4-2）に薬剤部での業務分析結果の事例を示す。
図 4-2

薬剤部での業務分析の事例
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前述の通り、人・モノ・情報の流れの計測・分析が必要であるが、概略を言えば、
・モノの流れの改善
→

主にロボット技術の導入 ＋ IT 技術

・情報の流れの改善
→

主に IT 技術 ＋ ロボット技術

・人の流れの改善
→

モノの流れ＋情報の流れ改善の相乗効果

ロボット技術にもっとも関係するモノの流れに関して考察してみる。病院の中でもっとも重
要なモノの流れと言えば、まずは薬剤があげられる。
トヨタ自動車の “ カンバン方式 ” に代表されるように工程分析による工程改善は日本のお家
芸であり、製造業においてはその概念・活動は浸透している。
カンバン方式の根源にある思想は “ オンデマンド ” である。“ オンデマンド ” を実現するには
小ロット搬送とプロセスの流れに応じたレイアウト変更が必要となる。
製造工場においては、ある程度同じモデルの商品が大量に流れてくるが、病院においては
1,000 種類以上の薬品が少量だけ頻繁に定期・不定期に搬送されるため、病院における小ロッ
ト搬送の課題は工場での搬送よりもより切実である。
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小ロット搬送を全て人間が行うと大幅に工数が増えるので、人間に代わって小ロットオンデ
マンド搬送が可能な搬送ロボットが病院内のコメディカル業務において求められる。
搬送用ロボットとしてはライントレース式 AGV（Automatic Guided Vehicle：無人搬送機）
と呼ばれるロボットが従来から存在している。主に廊下に磁気センサを埋め込む方式、反射テ
ープを貼り付ける方式などが存在し、病院内搬送用 AGV としては海外では swisslog 社が有名
である。
一方、病院の場合、工場と異なり、搬送ポイントの組合せが無数にあり、レイアウト変更等
があった場合に、従来のライントレース式の AGV では対応が出来ないので、自律移動式の搬
送ロボットが必要となる。
病院内の自律移動式の搬送ロボットは海外では米国 Aethon 社や VECNA 社、国内ではパナ
ソニックが事業展開し、村田機械が実証研究を実施している。
搬送以外で病院内のコメディアカル業務のボトルネックになっている工程に注射薬混合があ
る。特に抗がん剤の混合工程は、抗がん剤自体が人体に影響を与える物質であるので、人手で
はなく、ロボットによる無人での混合作業が望ましい。また、注射薬は人体に直接投入される
ため無菌に近い状態での混合作業が求められ、極力人の手を介さないことが望ましく、その理
由からも人ではなく、ロボットによる注射薬混合が望ましい。

には、ロボットによる抗がん剤の混合・調剤が必要となる。
抗がん剤の混合ロボットの開発・導入は海外勢が先行しており、代表的なロボットとしては、
カナダの RIVA 社やイタリア・ヘルスロボティクス社のサイトケアがあげられる。
抗がん剤投与においては投入量を精密に計測する必要があるが、当該工程をロボット化すれ
ば、精密計測に関しても大きな進展が見込まれる。
このような病院内における薬剤
（調剤業務）が クラウドと連携し
たロボット化が進展すれば、病院
と連携した在宅医療へ発展する可

図 4-3

パナソニックが考える薬剤の流れを中心にし
た病院まるごとロボットを起点とした在宅医
療支援

能性を秘めている。
（図 4-3）にパナソニックが考
える薬剤の流れを中心にした病院
まるごとロボットを起点とした在
宅医療支援構想図を参考までに
示す。
次に（図 4-4）に中堅病院にお
けるコスト分析例の図を示す。病
院スタッフ構成は看護師がもっと

（出典：パナソニック
http://panasonic.co.jp/ism/robot/robot02.html）
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医療費抑制のために外来による抗がん剤による化学療法の推進が検討されているが、そのため
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現在、がんは日本人の死因の第一位になっており、がんによる医療費増大が予想されるため、

も多く、この病院では人件費構成の一位を

図 4-4

中堅病院におけるコスト分析例

占めている事がこの図から分かる。
大阪大学大学院

医学系研究科

保健学

専攻の大野ゆう子教授らのグループは看護
師のタイムスタディによる看護師業務の見
える化、効率化に取り組んでいる。
一方、看護師業務は専門職であるととも
に、看護師は人の命を預かっており、患者
に対するホスピタリティに最も影響力のあ
る職種であるために、単純な合理化は出来
ない。
看護師はもともと不足気味であり、医
学・看護学・工学連携によるロボット技術
活用による看護師の負担軽減と患者に対す
る QOL 向上の両立化が今後の課題である。
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〜人をつなぐロボット技術
−医療・介護福祉現場において−〜
最近、にわかに医療・福祉介護分野においてロボット技術が注目されるようになった。
日本は産業用ロボット大国としてまさに王者として世界に君臨してきた。しかしながら、
世の中も絶えず動いており、世界中でロボット技術が進歩するなか、新興諸国の台頭に
より産業用ロボット大国としての地位も転換期を迎えざるをえなくなったと言っても過
言ではない。そこで、日本は次世代の国家成長戦略として医療・福祉介護分野へのロボ
ット技術の応用を重視した方針を打ち出した。まさに、ロボット技術が人間と社会を支
える仕組みを目指したものであり、将来を見据えた素晴らしい方策である。しかし、高
齢者や障がい者の方々、さらには医療・介護福祉従事者に恩恵を与えるために、ロボッ
ト技術に何を求めればよいかについての議論はまだ発展途上と言ってもよい。まず何と
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言っても現場の役に立つロボットを作り出すことが必要である。ハード面でのロボット
技術だけが先行し、ロボット開発が必ずしも医療・福祉介護現場のニーズを反映してい
ないように思われる。ロボットがこの分野で真に必要な良きパートナーとして存在する
ためには、ロボット技術者と医療・福祉介護現場のスタッフが十分に協議を重ね、ニー
ズを明確にした上で開発に取りかかるといった段取りがなくてはならない。その結果、
役立つものが出来上がったとしても、それらを安全に現場で適用・活用していくための
基準作りと検証が必要となる。今ようやく、その目的を達成するための入り口に立った
というのが正しい認識であろうと思う。近い将来、間違いなく医療・福祉介護分野にお
いてロボット技術は我々人間や社会に不可欠なパートナー的存在となるだろう。これか
らがまさに正念場と言っても過言ではない。そのためには解決しなければならない課題
がいくつかある。例えばその一つとして、現場の役に立つものが開発されたとしても、
その商品化がビジネスを維持するには不可能であった場合どうするのか。高齢者や障が
い者の方々の機能障がいの病態は様々で、必ずしも役立つものの開発が量産化に結びつ
かない場合もあり、ビジネスとして成り立つわけではない。そのようなことにも意識を
向ける姿勢を我々一人ひとりが持つことが、ロボットが本当の意味で我々のパートナー

4

兵庫県立リハビリテーション中央病院）
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陳 隆明（社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
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として社会に普及するために必要ではないのだろうか。
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〜福祉用具メーカーから見るロボット〜
（株）カワムラサイクルは神戸に本社を持つ車いすメーカーである。もともとは自転
車メーカーであったが、阪神淡路大震災より神戸市の復興支援を受け、車いすメーカー
に生まれ変わった。車いすは高齢者や障害をお持ちの方の移動支援の道具として、体の
一部として使われており、常に安全安心をモットーに物づくりをしている。
車いすの中には電動カートや電動車いすのように手や体の一部を使い動かす物もあ
る。ただ、身体機能を維持発展するにはそぐわない面もある。ある家電メーカーとのコ
ラボでアシスト歩行器の開発を行っている中で、身体機能を維持しつつ、利用者がこの
機器を使う事でより外に出る気が起き、生活範囲が広がる事の大切さを痛感した。さら
に、センサを取り入れる事でより安全安心を提供できるものになると考えている。
また、日本の家電メーカーがこんなに多くの最先端技術を有しているのかを思い知ら
第

された。
これらの技術を世に普及できれば人々の生活をより豊かにできるであろう。我々
福祉用具メーカーもその一助になれれば幸いと思う。
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伊藤 正明（株式会社カワムラサイクル）

コ ラ ム
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〜【ロボット介護機器開発・導入促進事業
〈開発補助事業〉
（基準策定・評価事業）
】の概要〜
経済産業省ロボット介護機器開発・導入促進事業の平成25年度採択事業は47事業（移
乗支援装着型4、移乗支援非装着型7、移動支援9、排泄支援5、見守り支援22）である。
そのうち福祉用具関連事業者は11社、新たに福祉分野に参入した事業者は36社であり、
超高齢社会でのロボット産業開花に期待する産業界の想いが垣間見える。移動、見守り
分野での開発機器の一部は平成 26 年度中の福祉施設でのプロトタイプ等の持込実証も
予定されている。
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併行して、ロボット介護機器開発における安全基準策定・評価事業についても、研究
機関等関係機関がコンソーシアム体制にて、順次作業が進められている。
【開発事業参入企業の傾向】
開発補助事業において各分野に参入している企業に共通して見られる課題は、開発し
ようとする機器の開発コンセプトを如何に明確化するかに集約されている。不確かさの
多くは、事業者が福祉分野で使われている用語（例えば「自立する」、「移乗する」等）
の意味するところの認識・理解不足やずれからきているように思える。使われる場面を
想定する場合、その機器を使うことにより、どのような変化を及ぼすか。その変化の状
態を意味する用語などがこれにあたる。その変化が利用者または利用者の周辺の状況を
変容させることにより、生活の質の向上に寄与するものでなければならない。
生活支援機器の開発は、『「シーズ」ありきでなく、「ニーズ」ありきといわれる』所
以である視点を再度見直す必要もありかといえる。
図表… 平成 25 年度 経済産業省ロボット介護
機器開発・導入促進事業（開発補助事業）
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（出典：経済産業省）

図表… ロボット介護機器開発・導入促進事業
…
実施体制 （基準策定評価・開発）

（出典：経済産業省）

伊藤 健三（株式会社ニチイ学館）
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4.1.2. 家庭におけるロボット化
（１）掃除ロボット「ルンバ」
現在、家庭の中で普及しているロボットと言えば、掃除ロボットが思い浮かぶ。掃除ロボッ
ト「ルンバ」を開発した米 iRobot 社は、1990 年に MIT の人工知能の研究者（ロドニー・ブル
ックス、ヘレン・グレイナー、コリン・アングル）によって設立されたロボット専業メーカで
あり、NASA、DARPA 等の国家プロジェクトで探査ロボット（Genghis 1991 年）や多目的作
業ロボット（Urbie 1997 年）などを開発し、2002 年に家庭用自動掃除機「Roomba」を発売し
た。日本では、2004 年にセールス・オンデマンド社が発売を開始したが、直ぐには普及せず、
10年後の2012年ごろに本格的に市場が立ち上がった。米国では、このようにベンチャー企業が、
国家プロジェクトで開発した技術の民間展開を長期に渡って継続できる環境にあることが、日
本との大きな違いと思われる。
米 iRobot 社は世界 40 カ国以上で掃除ロボット「Roomba」（図 4-5）を展開している。日本
では、
「Roomba」が 2013 年にロボット掃除機としては初めて 100 万台を突破した。
米 iRobot 社は、「ロボット研究における、
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図 4-5

新しい創造の可能性を開拓すること」を目的

Roomba…780

にロボット開発応援プロジェクトを実施して
いる。このプロジェクトでは、「Roomba」を
プラットフォームとして使用し、参加した研
究者は本来の研究課題に集中できるように
している。ソフトウェアの開発環境は ROS
（Robot Operating System）を推奨しており、
有益な情報や意見交換のためのコミュニティ
サイトを使って、世界的に研究成果を共有す
ることができる体制を整えている。

（出典：米 iRobot 社

http://www.irobot-jp.com/product/index.html）

（２）スマートハウス
（図4-6）に示す通り、高度成長期である1950年代において、日本の家電市場はテレビ、冷蔵庫、
洗濯機は三種の神器と呼ばれ、庶民の憧れの的であった。
三種の神器は、生活を便利にするための必需品であったが、さらに 1960 年代になると人々
の生活に余裕が出来始めカラーTV、車、エアコンのいわゆる3Cが市場を賑わせることになり、
家電業界、自動車業界は急成長を遂げる。
この急成長の背景には高度成長期においては人口構成が綺麗なピラミッド状になっており、
特に若者の人口が急増し、都市化進展に伴う核家族化もともない、家電製品、自動車製品の需
要が急速に高まった事もあげられる。
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図 4-6

三種の神器から 3C そして新々三種の神器へ

やがて成熟期を迎え家電市場は一旦飽和したが、マイコン搭載による家電製品の付加価値向
上による製品単価 UP により、市場が再び嵩上げされた。
しかし、超高齢社会を迎えるにあたり日本市場そのものが成熟し、メガコンペティションの
進行により、海外家電市場においても日本勢は苦戦を強いられることになっている。
また、家電製品はコモディティ化が激しく、高付加価値ビジネスへの転地をめざし、各社が
B2C ビジネスから B2B ビジネスへの転換にトライし始めたという要因もある。
マートハウスの出現と言った現象が生じた。
ロボット技術を家電製品に実装し、家電製品の付加価値と単価を UP

②

ネットワークによる家電製品連携による顧客価値の向上（ネットワーク家電）

③

さらに建物と家電製品との連携による省エネ実現（スマートハウス）
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そこで新たな動きとして次のようにロボット技術の応用、ネットワーク家電の試み、及びス

①に関しては、日本にもお掃除ロボットエアコンのようにロボット技術を活用した家電製品
の顧客付加価値向上の発想はある事はあったが、安全に対する過剰な反応から、掃除ロボット
も R ＆ D ベースでは開発が進められてきたが、商品化はなかなか出来なかった。
そのような日本勢の動きの間隙を縫って登場してきたのが、iRobot 社によるお掃除ロボットル
ンバであった。
②に関しては、ネットワークによる家電製品連携に関する提案・構想は過去から、多くあっ
たが、なかなか実現されなかった。
その最大の理由は、家電製品をネットワークで連携するためには、ホームサーバーが必要と
されたことであると考える。
パーソナルコンピューターが一般家庭に普及し始めていたので、パーソナルコンピューター
をホームサーバーとして活用する案等もあったが、一般家庭にホームサーバーを普及させるた
めには、やはりユーザビリティが重要であり、パーソナルコンピューターはユーザビリティの
点で課題が大であった。
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ホームサーバーだけではなく、ネットワークに接続するためには、連携される家電製品側も
ネットワーク対応する必要があり（ネットレディ家電）その事が家電製品のコストアップ要因
となるので、ネットワーク家電普及の障害になってきた。
しかし最近になって環境変化があった。それはスマートフォンの普及である、家電製品がス
マートフォンを介して、クラウド上に繋がる事により、ホームサーバーは不要となるとともに、
クラウドで、センター処理を行う事により、家電連携によって提供可能な家電メーカのみなら
ず、第三者によるサービスの幅が大幅に広がるとともに、サービスコストの大幅な低下が期待
できる。
宣伝広告等のビジネスモデルと連携させれば、これらのサービスはフリー化を目指した動き
になるものと思われ、これらのサービスに対しユーザの支持が多く集まれば、ネットワーク家
電の普及は加速するものと思われる
③スマートハウスに関しては、参入企業が相次いだが、エネルギー節約だけでは高価なスマ
ートハウスはなかなか売れないために、スマートハウスにおいてエネルギーマネジメント以外
のロボット技術も活用した新たな付加価値の創出が求められる。
（図 4-7）にスマートハウスにおいてエネルギーマネジメント以外のロボット技術も活用し
た新たな付加価値の創出アイデア事例を示す。
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図 4-7… スマートハウスにおいてエネルギーマネジメント以外のロボット技術も活用した
新たな付加価値の創出アイデア事例

教育やセキュリティに加え、特にヘルスケアや介護見守り機能のスマートハウスへの機能追
加が注目されている。
ヘルスケア分野が注目されている理由にリーマンショックがある。リーマンショックにおい
ても医療、農業等の人の生存に関わるソーシャルビジネスはあまり影響を受けず、世界的な高
齢化の進展と人口増により、今後とも継続的な成長が見込まれる事も注目されている要因とし
てあげられる。
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また、スマートハウスがこれらの新たな機能を追加するためには、病院や介護施設、教育機
関、セキュリティ会社といった外部機関が、当該ビジネスに参入し、スマートハウス提供会社
と連携する事が必要となる。
新たな付加価値として特に期待されているのがヘルスケアであるが、ヘルスケア機能を実装
するには、バイタルセンシング技術が重要となる。
バイタルセンシングは生活支援ロボットに実装すれば、ユーザへの利便性は高まる。
（図 4-8）に生活支援ロボットへのバイタルセンシングの実装の事例を示す。医療費・介護
費の増大による財政危機も在宅医療・介護を後押ししている。

図 4-8

生活支援ロボットへの…バイタル…センシングの実装の事例
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このような生活支援ロボットにバイタルセンシングを実装することに加えて、高齢者の身体
能力障害に対する機能サポート、感覚障害に対する機能サポート、記憶・言語障害に対する機
能サポートが低コストで実現し、将来は生活支援ロボットを新々三種の神器として、将来の主
要産業化されることが期待される。

（3） ロボット参照モデルの提言
なお、生活支援ロボットに関しては、ロボット単独ではなくシステムの中で、他の機器やサ
ービスと連携しないと、ロボットによるユーザ価値が発揮出来ないことは認識されつつある事
象であるが、そのためには通信業界における OSI 参照モデルと同様に、ロボット技術の参照モ
デルを設定し、ロボット技術の参照モデルにより、各層別に、標準化を推進して行く必要があ
るものと思われる。
（図 4-9）にロボット参照モデルの提案事例を示す。
生活支援ロボットは生活や家庭に密着している製品・サービスであり、（図 4-9）に示すと
おり、環境センシング層や、ユーザインタフェース層には、既存のネットワーク化対応された
家電製品が組み込まれれば、経済性からも生活支援ロボットが普及するトリガーとなることで
あろう。
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図 4-9
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ロボット参照モデルの提案事例

4.1.3. オフィスのロボット化
オフィスの生産性を向上させるため、オフィスのロボット化が進められている。オフィス用
途の例として、テレプレゼンスロボットがある。テレプレゼンスロボットとは、離れた場所に
いる人が、インターネット経由でロボットを操作し、高品質な音声や高解像度の映像により、
遠隔地でもその場で対面やコミュニケーションをしているかのような臨場感を提供するシステ
ムで、「代理ロボ」や「PC on Wheels」とも言われている。例えば、ビジネスでは、遠隔地に
おける会議、現地視察、工場の監視等に利用することが考えられている。医療・福祉分野では、
医師が遠隔地にいても患者の様子を診断したり、病院内
を動きまわったりすることができる。また、高齢者など
コミュニケーションの不足による社会的孤立が課題とし
てあげられており、その対策として、テレプレゼンスロ
ボットによるコミュニケーションが試みられている。

（１）テレプレゼンスロボットの研究開発
米 iRobot 社では、医療向けにテレプレゼンスロボットを開発・販売する米南カリフォルニ
アのベンチャーIn Touch Health 社と提携し、医療現場を対象とした、移動型テレプレゼンス
ロボット「RP-VITA」を開発した。「RP-VITA」は、移動型 テレプレゼンスロボットとして
初めて米国食品医薬品局（FDA）の認証を取得（2013年1月）した。FDAのミッションは、
「①
医薬品・医療機器・化粧品等の安全性・有効性を確保することで米国民の健康福祉を保護する、
②医薬品・食品の有効性・安全性等を高めるイノベーションの促進の援助、並びに、健康増進
4-14

のために医薬品・食品を利用する際に米国民が科学的根拠に基づいた正確な情報を入手するこ
とを援助することによって米国民の健康福祉を増進させる」ことであり、医療機器を米国に輸
出するときは FDA の認証が必要である。FDA 認証製品となったことで、製品の安全性・適格
性が確保され、輸出入の際の課題を一つクリアしたといえる。さらに、米 iRobot 社では、企
業向けのテレプレゼンスロボット「Ava 500」を 2014 年から販売を始めた。

（２）テレプレゼンスロボットがもたらす未来社会
テレプレゼンスロボットとクラウドを融合することで、テレプレゼンスロボットを安く、賢
く、軽くすることができるとともに操作する人の判断や知見を組み合わせ、オフィス、家庭、
地域社会の見守り、病院・福祉施設・トレーニング施設等と連携し、健康管理、個人データ（健
康管理情報等）と連動したショッピング、旅行の疑似体験、人と物のスマートな移動を実現す
る交通や物流の自律的な ITS 化など、ネットワークコミュニケーションによる仮想空間（テレ
プレゼンスロボット）と実空間（人）が一体となった社会を形成する可能性がある。
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〜オフィスビル清掃システム事業について〜
ビル清掃システム（以下「本システム」）は大規模オフィスビルのエレベーターホ
ールや廊下等（以下「共用部分」）の清掃を自律走行ロボットにより自動化しており、
2001 年の実用化から 13 年を経過した現在まで、重大な事故や故障なく、安定運用さ
れている非常に信頼性の高いシステムである。この自律走行ロボット（以下「清掃ロボ
ット」）は走行制御系と塵芥吸引系のシステムから構成されており、これらのシステム
は赤外線通信、ジャイロ制御や紙パック方式の塵芥吸引等の汎用性と信頼性が高い既往
技術で構成されており、ロボットの長期安定稼働を実現している。
清掃ロボットの実用化に向けては、労働集約的な清掃業界に通用する事業性の確保が
必須であり、状況整理と課題抽出にはビルメンテナンス会社（サービスプロバイダー）
の助言が貢献した。事業性のポイントとして安全性、コスト及び操作性が抽出されたが、
清掃ロボットを夜間運転とすること、コストパフォーマンスに見合わない技術の採用を
見送ったこと、不足部分を人がバックアップすることで多くの課題を解決できた。
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現在、ビル清掃システム事業（以下「本事業」）は適用領域が大規模オフィスビルの
共用部分の夜間に限定されており、今後、本事業拡大には本システムの汎用性の向上が
重要である。具体的には技術革新を通じた安全性と操作性の向上によるロボットの運用
時間帯とオフィス専用部分を含めた場所の拡大、リース等の活用による利用課金型の料
金体系の開発が必要と認識している。特に、画像認識に関する技術革新は、1. ロボッ
トに走行経路を入力する専門作業員を不要にし、2. ロボットの自律走行に必要なビル
側の環境整備の負担軽減、3. 人や障害物への衝突回避性能の向上を可能にするものと
して期待が大きい。
今後、
事業化されるロボットシステムには事業支援型と価値創造型があると想定でき、
前者は既往事業の品質向上とコストセーブを目指し、後者はロボットシステムだけに実
現可能な新たな事業領域の開拓を目指すものである。ビル清掃システム事業は前者であ
り、労働集約型産業においてロボットシステムを事業化したケースである。事業に精通
したサービスプロバイダーとメーカの協力体制が不可欠であると同時に、労働集約型産
業の業界は一般に保守的な傾向もあり、安全基準の整備等を通じてロボット運用者に対
する責任範囲の明確化によりロボット化という新しいシステム導入に対する経営者の抵
第

抗感を払底することが重要になる。
最後に、あるメーカ技術者の言葉を引用して締めくくりたい。「基礎技術と事業化の

4

章

間に広がる千尋の谷を越えることが容易でないのはロボットシステムに限ったことでは
なく、多くの挑戦から僅かな成功しか生まれない。」こうした挑戦または再挑戦を特に
経済的に支援する制度整備を国に望むところである。

櫻内 昌雄（住友商事株式会社
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ビル事業部）

4.1.4. 移動のロボット化
（１）セグウェイ
A）はじめに
米国の発明家ディーン・カーメン

図 4-10

セグウェイ

によって発明され、2001 年の発表
では「世紀の発明」とも言われたコ
ードネーム「ジンジャー」は、米国
の法人であるセグウェイ社の設立
とともに、「セグウェイ」（図 4-10）
と言う商品として市場に投入され
る。2013 年 12 月現在で全世界にお
よそ 10 万台が存在し、北米と欧州
を中心に利用シーンを増やしてい
第

る。
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B）海外の状況
欧米を中心にセグウェイの公道での走行を認める国が増えてきている。米国では、9 割以上
の州で歩道での走行を認めており、欧州では英国を除くほぼ主要な国で歩道及び自転車道での
走行を認めている。
米国の例では、州毎に EPAMD（Electric Personal Assistive Mobility Device）なる新たな
カテゴリを設けている。
主な使用用途は「警備」や「ガイドツアー」である。市街地のパトロールにセグウェイを利
用する評価実験以降、周囲からの視認性とコミュニケーション量が増加したことから来る犯罪
抑止力への評価と警察官のモチベーション維持に大きく貢献したと言われており、各地の警察
で導入が進んでいる。ツアー分野では、全世界で 800 カ所以上のツアー運営箇所が存在し、こ
の数年で成長の著しい分野である。

4-17

コ ラ ム

4-5

〜スマートモビリティと ITS〜
高齢社会に対応した便利な移動手段や、低炭素社会に不可欠な効率的な移動手段など
として、様々なモビリティ技術が開発されており、IT 等を活用した事故回避や緊急時
対応、バリアフリー化などの交通弱者への便利で快適な移動など、安全・安心でスマー
トな交通社会の実現が、現代社会において取組むべき重要な課題となっている 。この
ような状況下、個々の移動手段としてだけでなく、都市設計やまちづくり等においても、
様々なスマートモビリティ技術は、交通インフラの高度化を目指す ITS技術（Intelligent
Transport Systems：高度道路交通システム）とも相俟って、その期待が高まっている。
政府においても、
「科学技術イノベーション総合戦略」
（平成25年6月閣議決定）や、
「日
本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（平成 25 年 6 月閣議決定）に加えて、各種の検討会、
勉強会等が開催されており、政策的方向性を打ち出すとともに、各種の国家プロジェク
第

トが実施され、産業競争力懇談会等における提言や産業界でも様々な技術開発等が行わ
れている［1］。
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このような社会的背景を踏まえ、よりパーソナルなモビリティとして Segway や
Winglet に代表される一人乗りのモビリティロボットが注目されている。これらの移動
手段は、
歩行者と自動車やバイクなどの従来の移動体との間を補完する移動機器であり、
すでに Segway は各国で販売され、警備や観光地の移動ツールとして利用されている。
さらに小型自動運転 EV としてトヨタ Smart INSECT やシボレーEN-V 等も精力的に開
発されている。
一人乗りのモビリティロボットは、Segway の他に日本では自動車メーカを中心に
開発がなされており、代表的なものとしてトヨタ自動車の Winglet や i-REAL、ホンダ
の U3-X や UNI-CUB などがある。中国でもモビリティロボットが盛んに開発されてお
り、一部はすでに空港警備に導入されている 。
これらのパーソナル モビリティロボットの特徴として、倒立二輪型のように一段
高い場所から「周囲を見渡して走る」ことによる快適で素早い移動を提供するもの
（Segway、Winglet 等）
、ハンズフリーの（両手が空いている）状態で「腰掛けて走る」
もの、まるで身につけるかのように「着て走る」もの（i-REAL、i-SWING、i-UNIT 等）
がある。そしてこれらの共通的、かつ最大の特徴は、周囲の情報通信環境とも連携し、
日常的な移動から、観光やショッピング、安全管理や見守り、福祉利用等に至るまで様々
なサービスの提供手段にもなりうることである。いわば、これまでの自動車が「化石燃
料」で走り、電気自動車が「電気」で走るのと比較すると、モビリティロボットは「情
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報」で走ると言っても過言ではない。さらに、各地域でシェアリングシステムを構築す
ることによって、ショッピングや観光、見守りシステムなどと連携した地域内移動や都
市設計など、
「地域や社会のスマート化」を実現可能なことも大きな特徴である。
今後のスマートモビリティは、その製造・販売だけではなく、ITS の一翼を担うこと
によって、周囲の環境と連携した事故の予防・回避、緊急時対応などの安全・安心に貢
献したり、渋滞回避や隊列走行によって省エネに貢献したり、様々な情報やビッグデー
タを使ってスマートな移動や物流サービスを提供したりする「ものごとづくり」ビジネ
スが可能になると考えられる。また、世界的な都市化の動きとともにスマートな移動や
物流システムを組み込んだ総合的でグローバルな都市空間のプロデューサーが、交通・
物流、不動産、情報通信、エネルギー、医療、防災等の様々な業種を超えた総合サービ
スの提供業者となり、ビジネスの中心となることも考えられる。スマートモビリティ自
身もよりパーソナル化されれば、
「着るスマホ」「ウェアラブルな乗り物」に進化するか
もしれない。
特にロボット技術に代表される自動化技術は、究極の安全技術として、交通事故を大
幅に削減したり、交通弱者の社会活動への参加を促したり、都市集中と地域格差を解消
第

したりすることなどが期待さ
れ、交通社会、交通ビジネス、
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まちづくりや都市空間設計な
どを根底から変革する可能性
もある。スマートモビリティ
と ITS は、来るべき未来社会
において、事故の無い安全・
安心社会で知能化された社会
の構築に大きく貢献すると考
えられる。

参考文献
［1］ 例えば、国土交通省で「オートパイロットシステムに関する検討会」が開催されている。
NEDO では「エネルギーITS 推進プロジェクト」「IT 融合プロジェクト」等が実施され、
26 年度から経済産業省で「次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジェクト」
が開始されている。

真野 敦史（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）
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C）我が国の状況
2006 年頃から本格的な展開が行われ、法人のみを対象に警備やツアー、ゴルフ場での利用
が主要な市場となっている。保険の加入義務化、独自の講習制度を設ける等、安全に配慮した
日本独自のビジネスモデルをとっている。2010 年 1 月内閣府がつくば市の特区提案を認定、そ
の後 2011 年 3 月に「搭乗型移動支
援ロボット公道実証実験特区（ロ

図 4-11

セグウェイによるガイドツアー

ボット特区）」の実際の特区を認
定、初めての市街地での「通勤」
「パトロール」
「ツアー」等の実験
が行われている（図 4-11）
。
同実験を通して得られた情報を
他の自治体ともシェアすることを
目的として協議会を設置し、全国
への展開を推進している。
第
章
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〜サービスロボットの導入による
先進的な警備サービス事業について〜
セコムはわが国初の警備会社として半世紀以上警備サービスを展開してきた。セコム
が重要視するのは、お客様が心底安心して仕事や生活ができるサービスの提供であり、
その実現にはお客様を徹底的に理解・共感することと、お客様に常に最高の品質で応え
るプロであることが必要となる。そのためセコムは、お客様の仕事の特徴や犯罪者の手
口、サービス提供のプロセスを分解・分析して考え、サービス品質の向上に寄与する最
先端技術を研究・開発し、導入し続けてきた。
例えばセコムのオンラインセキュリティシステムは、従来の人手による警備サービス
を分析することで、異常監視や情報伝達・管理といったプロセスを機械に置き換え、判
断力や機動力、処置力といった人間でなければできないことに人間が注力できるよう開
発された。これによりサービス提供に関わる人間が 10 倍、100 倍の力を発揮できるよ
うになり、より多くのお客様にとって適切な価格での安全の提供を実現した。
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先般、民間防犯用として

図表 1

は世界初となる自律型の小

小型飛行監視ロボット

型飛行監視ロボット（図表
1）を報道発表し、社会の関
心を集めた。この小型飛行
監視ロボットは、警備のプ
ロセスで特に重要となる初
動を徹底解析し、自動化し
たサービスロボットである。
初動では犯人や車両等の情
報をどれだけ多く集められ
るかが鍵となる。そのため、
敷地内への不審な人や車の

図表 2

ロボットによる証拠性の高い画像の撮影

侵入時には、適切な位置・
方向からその特徴を含む証
第

拠性の高い画像を撮影し（図
表 2）、さらに追跡により逃
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走した方向も捉える機能を
備えている。実現にあたり、
セコムが遠隔での画像監視
や屋外の侵入監視などで培
ってきた画像処理技術や セ
ンシング技術、人物や車両の追跡技術などが応用されている。
工業の分野では、エンジニアが製造プロセスを詳細に観察し解析をすることで、工業
用ロボットの導入が進んできた。対して、サービスの分野についてはプロセスの分析が
未だ十分になされておらず、ロボット化などの先進的な技術導入が進んでいないのが現
状と考える。工業分野と同様に、サービスのプロセスについても日本のエンジニアが注
視すれば、より良いサービスロボットを作りあげるポテンシャルは十分に高い。日本全
体が知恵を出し合い、世界に受け入れられるサービスロボットを実現していくことが、
日本にとっても望ましい状態である。セコムもサービスを生業としお客様に接する会社
として、引き続きサービスロボットの導入を推進していく。
小松崎 常夫（セコム株式会社 IS 研究所）
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（２）自動車のロボット化
アメリカでは、グーグルが DARPA 主催のグランドチャレンジ（2004、2005 年）、アーバン
チャレンジ（2007 年）に参加したスタンフォード大学の研究者を集め研究を開始した。2012
年 3 月にネバダ州から公道で試運転できる免許の交付を受け、同年 8 月時点ですでに走行距
離が累計で 30 万マイル（約 48 万キロ）を突破したと発表している。2013 年 1 月には米運輸省
から法制度のプロを迎え、2017 年度の実現目標を発表している。本来自動車会社ではないグ
ーグルの参入によって、にわかに自動運転技術が社会的注目を集めるようになり、日本でも
2013 年 10 月 14 日から開催された ITS 世界会議の一つの目玉として自動運転技術のデモ公開が
行われた。自動車メーカ、及び自
動車技術会と日本ロボット学会の
合同で設立されたカーロボティク

図 4-12… ZMP の…自 動運転研究用車両「RoboCar®…
PHV」

ス調査研究委員会委員として金沢
大学、株式会社ゼットエムピーな
どがデモ走行を公開した。
自動運転の実用化に関して、日
第
章

4

米欧ほぼすべての主要自動車及び
関連メーカが様々な発表を行って
おり、今まさに競争が始まった、
といえる。

コ ラ ム
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〜カーロボティクス〜

ZMP は、2001 年の創業以来、二足歩行ロボット PINO、nuvo の開発、また家庭内
で自律移動をする音楽ロボット miuro を開発、販売をしており、その技術を用いて屋
内で自動運転の研究ができる実車の 1/10 スケールのカーロボティクスプラットフォー
ム RoboCar1/10 を 2007 年より開発をはじめ 2009 年から販売を始めている。その
後、人が乗れ実験ができる車両を開発するために市販されているトヨタ車体製の一人乗
り EV コムスをベース車両として、走る、曲がる、止まるを制御できる RoboCar MV
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を 2011 年に発売した。さらに、一
般の自動車で汎用的な実験ができる

図表… AUTONOMOS…LABS の…自 動運
転車両「Made…In…Germany」

ようにトヨタ製のプリウスをベース
車両に RoboCar HV を 2012 年に、
RoboCar PHV（図 4-12）を 2013
年から発売した。以上の RoboCar®
シリーズは、自動車及び部品メーカ、
大学等研究機関向けに研究用車両プ
ラットフォームとして販売している。
乗用車をロボット化し、汎用的なプ
ラットフォームにする際には、いくつかの課題がある。まず自動車技術の習得がカギと
なる。自動車を分解し、車載ネットワークの情報解析ツールを開発し、全体をシステム
で理解することを目指した。自動車をロボットに置き換えると、①カメラやレーダなど
のセンサで前方のクルマや二輪車、歩行者、白線や標識を認識する機能、②それらの情
報を元にコンピュータで判断する機能、③その判断に基づきエンジンやモータ、ステア
第

リング、ブレーキのアクチュエータを操作する機能がある。③については最近のクルマ
にはすでに備わっており、ZMP では①と②の研究にフォーカスしている。特に②に関
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しては、自己位置推定と地図生成を得意とした SLAM（Simultaneous Localization
and Mapping）技術を有するアメリカのバージニア工科大学及び SLAM を提唱したシ
ドニー工科大学と共同研究をしている。また、実車を使った一般道やアウトバーンで
の公道実験の実績を有するドイツのベルリン自由大学発ベンチャー企業 Autonomos
GmbH と協業している。
谷口 恒（株式会社ゼットエムピー）
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〜モノのネットワーク化とスマートシティ〜
近年、私たちの身の回りの製品（音楽プレーヤー、携帯電話、情報端末、家電、自動
車など）は、すでに「IT」や「デジタル情報」によって連携している。この IT 化の波は、
スマートフォンに代表されるように音楽プレーヤー、携帯電話、電子メールやデータ通
信、デジタルカメラやビデオデッキ、ブックリーダー、ナビゲーション、ゲーム機、辞
書、健康管理機器等の融合をもたらし、今や自動車も IT 化が進むことで、あたかも「走
る情報端末」のような存在になりつつある。さらに、身の回りの各種商品とそれを使っ
たサービスがIT化され、デジタル情報で連携していることを考えれば、生活空間や住宅、
社会インフラを含めた地域、ひいては、私達の社会全体に IT 化の波が訪れることも想
像に難くない。
この様に、多種多様なモノのネットワーク化（IOT：Internet of Things）がなされ
第

た世界で可能になることはなんであろうか。それは、「IT 化」によって、これまでは得
られにくかった「需要家（ユーザ）
」の実態を示す各種の「利用・消費過程のデータ」
（生
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活情報、位置・移動情報、健康医療情報、販売情報、エネルギー消費量等）であり、こ
れをいかに活用し、それらに価値を見出すかが問われることになる。そして、既存の製
品や産業にそのデータが活用されることにより、それらが賢く（スマート）になるだけ
なく、IT が「産業の糊」の役割を果たして産業融合を起こして、スマートなサービス
を提供する新産業を創出したり、ビジネス競争、社会課題の解決、安全・安心でレジリ
エントな国の制度設計やインフラの構築等に活かしたりと、膨大でより実際的なデータ
に基づき、将来を予測しながらよりスマートな社会（スマートシティ）を構築すること
ができるようにもなるとも考えられる。
この様な状況下、我が国では経済産業省から「IT 融合」という概念が打ち出さ
れた。また、海外においても、Cyber-physical Systems（米 National Science
Foundation）や Smarter Planet（IBM）、欧 州 の「ARTEMIS」（Advanced
Research & Technology for Embedded Intelligence Systems）といった取組も
進められている。
一方、「センサ等による様々な情報の入手、知能による判断・制御、人々へのアクチ
ュエート（サービス提供としての働きかけ）」の機能を有する統合機械システムを「ロ
ボット技術」と定義した場合、今後、様々な産業やそれを支える技術も、IT とロボッ
ト技術（RT）を使ってサービス提供を行う「ロボット化」によって「スマートサービス」
「知
能サービス」に進化し、社会・産業インフラや各種の施設、家電や情報端末、交通等は
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業種を超えてサービスで連携する時代が来るかもしれない。例えば、今後の自動車ビジ
ネスにおいては、自動車の製造、販売、点検・修理の単品ビジネスを超えて、運転を制
御するソフトウェア、移動や物流に役立つ様々な情報やサービス提供システム、そのた
めのビッグデータのマイニング等を使った統合的でスマートな移動や物流サービスを提
供するビジネスが可能となるであろう。さらにこのようなスマートなシステムを組み込
んだ「知能化社会」となった都市空間の設計・運営や住環境システム等の総合的なプロ
デューサーが業種を超えたグローバルなサービス提供業者となってビジネスの中心とな
ることも考えられる。しかし、我々人類に対して如何に有益な形で裨益させるかとの視
点がなければ意味が無く、人類が有効に活用するべき膨大なデータに人類が逆に支配さ
れ、データの海に溺れた社会にもなりかねないことにも留意が必要である。
モノのネットワーク化とロボット技術（RT）を駆使することによって、莫大な生活・
社会活動の情報から有用情報を取り出し、各種の社会・産業インフラから生活空間まで、
業界横断的な連携を図りつつスマートなサービスを提供する者が「ロボットが築くスマ
ートな社会」を構築するメインプレーヤーになり得ると考えられる。

第

真野 敦史（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）
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4.1.5. 教育におけるロボット化
（１）ロボット研究教材・教育教材
教育分野におけるロボット技術の応用という点において、近年でもっとも影響が大きかった
ものが、中学校の指導要領に平成23年から盛り込まれた「計測と制御」の単元であるといえる。
ヴイストン株式会社１では、赤外線センサを搭載し専用ソフトウェアによるプログラミングが
容易に実習できる「ビュート レーサー」や、高性能なマイコンボードを搭載し使いやすさと
拡張性とを高い次元で両立した「ビュート ローバー」など、低価格でありながら幅広い需要
に応える教材ロボット「ビュート」シリーズを開発している。
ロボット技術を応用した教材の実用途という観点において、「計測と制御」の授業にてこれ
らの教材が広く活用されている事実から、これまで多く見られた「高等教育におけるロボット
教材」とは異なる性質を見いだすことができる。すなわち、ロボットもしくはそれに付随する
技術そのものに関する教育を目的とするのではなく、ロボットという要素を学習の動機として
用い、技術課程一般や数学、論理思考力を鍛えるといった教育効果を目的とするという相違で
ある。ロボットと名の付く教材を用いることで、学習に対するモチベーションを維持できる。
第
章
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プログラムの変更が直ちに実物の動作に反映されるという性質を用いることで、変数の概念を
実体として認知することが容易となる。再現性の高い環境下において様々に条件を変えたアル
ゴリズムを試行することで、最適と思われるプログラムにたどり着くまでの忍耐力を養うこと
ができる。そういった、これまでのロボット技術教材では想定していなかった副次的な教育効
果が、多くの教育現場において得られ始めているという感触がある。
このことは、今後のロボット教材が向かうべき可能性の一つを示しているといえる。ロボッ
ト技術を適切に応用した教材を使うことで、技術や知識といった側面以外にも、感情や心理と
いった、より人間存在の本質に近づいた学習体験の促進が期待できるからである。心理面、感
情面での学習促進という点では、ヒトに近い存在感を持つヒューマノイドタイプのロボットを
応用することが想像されがちであるが、身近なものに感情を移入するという人間の心理特性を
考慮すると、共感性の高い外見と動作さえ実現していれば、必ずしもヒト型である必要はない
とも考えられる。
いずれにしても、このような性質のロボット教材を実現するためには、幅広い年齢層（心理
的効果が高くなるほど、対象者が幼少期から高齢者までの広範囲にわたると想定される）に対
1

ヴイストン株式会社は、全方位センサシステム、センサネットワーク、ホビー用・研究用の二足歩行
ロボットなどを専門に開発・製造・販売しているベンチャー企業である。独自技術を応用した二足歩行
ロボットの開発を得意としており、自律制御のサッカーロボット「VisiON（ヴィジオン）シリーズ」を
製作。同ロボットを用いた「Team OSAKA」の主要メンバーとして、「ロボカップ世界大会」にて世界
五連覇を達成した実績を持つ。ロボット技術を元にした研究・教育用教材も多く手掛けており、大学及
び大学院や高専での研究用途に向けた高性能・大型モデルから、高校や中学校、小学校高学年などに向
けた入門レベルのものまで、幅広いラインナップを誇っている。
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応できる安全性、それを実現する技術開発、また、今までにない教材であることから来る利用
者の心理的ハードルといった、様々な克服すべき問題点が想定される。しかしながらロボット
技術による生活革新は、単純な既存機器の代替にとどまらない、全く新しい価値と市場の創造
にこそその本質が見いだされるべきであり、困難であるからこそチャレンジしていくべきであ
ると考えられる。

（２）ロボット教材を使った教育プログラム
A）OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）による 15 歳生徒の学力
2000 年の調査結果では日本の生徒の学力は数学的リテラシーが 32 か国中 1 位、科学的リテ
ラシーは 2 位であった。それが 2003 年では科学的リテラシーは 2 位をキープしたが、数学的リ
テラシーは 6 位となってしまった。さらに 2006 年の調査結果では数学的リテラシーが 10 位、
科学的リテラシーは 5 位と順位を下げ、2009 年の調査でかろうじて数学的リテラシーで 9 位と
順位を上げるも（科学的リテラシーは前年同順位の 5 位）、2000 年の 1 位からは大きく下がっ
たままであった。
第

B）理数系学習の重要度が増す時代

ともタイミングが合わさり、「日本の子供たちの理数系離れの深刻化」がマスメディアを中心
に話題となった。
また、民間の教育サービス（塾などのアフタースクールなど）機関では、「理数系教科に特
化した講座の開発や目新しいカリキュラム作り」が流行となった。
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上記の PISA の結果だけがトリガーとなったわけではないが、2002 年のゆとり教育施行元年
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〜人を育てるロボットコンテスト（ロボコン）〜
歴史が古く参加台数が多いロボコンのひとつに「全日本ロボット相撲大会」がある。
2013 年には 1294 台が参加している。毎年 12 月に行われる全国大会は両国国技館で
開催されており、工業高校生の活躍が目立つ。ロボット相撲大会と並んで人気のある競
技会がライントレースロボットによる「ジャパンマイコンカーラリー」である。2013
年の延べ高校生参加台数は 3564 台、延べ参加校数は 514 校にものぼる。こうした大
会に参加することは、高校生自ら積極的に勉強することにつながり、教育効果が高いこ
とは広く知られている。
このように、高校生が多く参加するロボコンとは対照的に、社会人技術者が中心とな
って盛んになった大会もある。二足歩行ロボットによる格闘競技大会「ROBO-ONE」
である。
第

「ROBO-ONE」では親子で参加するチームも珍しくない。技術者である親がロボッ
トを製作し、ゲーム操作に慣れた反射神経の良い子供がロボットを操縦するパターンが
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一般的だ。ロボットの多くはゲームのコントローラで操縦するからである。
あるとき、試合前の控え室で子供が学校の試験勉強をしていた。それを見た父親が
「いま、そんなことしている場合
か？早くロボットの動作確認をし
ろ！」と叱りつけていた。いまど

図表… 第 23 回 ROBO-ONE の様子
…
（2013 年 9 月 15 日開催）

きの親には珍しい。時間と場所と
場合をわきまえた行動をとれとい
う社会教育なのだろう。このよう
に鍛えられてきた学生と、学業成
績至上主義で育てられた学生、あ
なたが会社の人事担当者だったら
どちらを採用するだろうか？ ち
なみにさきの例の子供は、その後
希望した工科系の大学院にきちん
と進学を果たしている。
先川原 正浩（千葉工業大学
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未来ロボット技術研究センター）

C）ロボット教材を使った教育プログラムの優位性
様々な教育機関が独自の視点で新しい理数系学習プログラムを開発しはじめ、多くは旧来の
テキストとノートと黒板とを使用した座学から離脱し、実際に生徒自身が体験できるハンズオ
ン教育のプログラムへと移行していった。
そんな中、最初にブレイクしたのが理科実験を主としたプログラムであった。生徒たちは実
験の結果を推測し、実際に実験をし、その結果を観察し科学的見地を深めていく学習手法であ
る。ゆとり教育の影響により理数系の多くの単元が先送りまたは削除されたことはこの理科実
験教室を大いに後押しをした。
理科実験教室のプログラムは比較的作成しやすく、公教育の現場ではもちろんのこと、民間
の教育サービス機関の多くがこの理科実験教室を開催し過当競争に陥った。一方で、カリキュ
ラムなどの教育プログラムが作成しにくく、専門的である教材を使用したハンズオン教育に着
手する団体もいくつか出てきた。その一つがロボット科学教育のようなロボットを教材とした
教育プログラム（図 4-13、図 4-14）である。
図 4-13

…ロボット教材

図 4-14

科学を学ぶ教室「クレファス」
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2003 年ころ、次世代ロボット産業は将来 7 兆円産業に成長すると言われ、TV などのメディ
アには犬型ロボットや二足歩行をするヒューマノイドロボット、ダンスを踊るロボットなど、
視聴者の興味関心を大いに惹くロボットが毎日のように登場し、2005 年には愛・地球博が愛
知県で開催され、ロボットが出展されたブースは数時間待ちの行列ができるほどの人気ぶりだ
った。
まさに
「ロボット」
という単語は日本の明るい未来を象徴するようなキーワードとなった。
そんな夢のロボットを自分の手で組み上げられ、しかも理数系の学習にもなるという一石二
鳥の教育プログラムは、好奇心旺盛な子供たちを魅了した。子供たちは、自らが作るロボット
を理想通りに動かすために、様々な難問に立ち向かい自らの手と知恵と工夫で解決していく。
数学嫌いの学生の常套句で、
「こんな公式、社会に出たら一生使わないじゃないか。」という
のがあるが、同じ関数の公式を、「こんなに便利な公式があるんだったらもっと早く教えてく
れればいいのに」と言う子供がこの教育を受けた生徒の中には多く存在する。
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D）抱える課題
ロボットを教材とした教育ビジネスは一見成功しているかのように見えるが、アフタースク
ールマーケットの視点から見ると、まだまだその立場は確立されておらず、非常に小さなマー
ケット内でかろうじて一部の顧客層をターゲットに成り立っているに過ぎない。成功に至らな
い大きな原因はその教育の目玉であるロボットそのものにある。
「教育用」を謳うロボットキットは数多くあるが、指導要領で定める理数系の単元の多くを
網羅することのできるロボットキットは残念ながらまだ少ない。限定されたロボットキットを
教材に多種多様な理数系の学習単元を年間のカリキュラムに体系化させるというまさに職人芸
のような技に成功した教育機関は生き残っているが、それができなかった多くの団体は淘汰さ
れているという現実がある。また、ロボットキットの価格は非常に高額であり、入学を検討す
る家庭をかなりの割合で絞ってしまう傾向にもある。「ロボット」という魅力的な製品で新し
いマーケットを開拓したにも関わらず、その「ロボット」がマーケットを狭めているというジ
レンマがそこにはある。
今後、ロボットを教材とした塾がビジネスとして成功するためには、学習指導要領に則った
教育カリキュラムが付随する安価なロボットキットの開発が必須である。
第
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〜ロボカップとロボットビジネス〜
ロボカップ（RoboCup）とロボカップジュニア（RoboCupJunior）は、ロボット
と人工知能の新しい標準問題として「2050 年、人型ロボットでワールドカップ・チャ
ンピオンに勝つ」ことを設定し、その研究過程で生まれる科学技術を世界に還元するこ
とを目標としている国際的ロボット競技大会である。1990 年初頭に日本人の若手研究
者で構想され、1997 年名古屋で開催された人工知能国際会議と一緒に第一回大会がサ
ッカーシミュレーション、小型、中型の車輪移動ロボットのリーグで競われた。以降、
毎年開催され、現在では、ロボカップジュニアを含めて、全世界の 40 以上の国と地域
から、約 400 チーム、約 3,000 人の参加者が集う。ビジネスに関連した事例としては、
2001 年 3 月にバンダイ、タカラ、トミーの 3 社によってオープンアーキテクチャーに
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よる遠隔操作型ロボットが発表された。これはロボカップトイズと呼ばれ、ライバル会
社同士の協働と注目されたが、長くは続かず、現在活動を停止している。ヒューマノイ
ドリーグのキッドサイズ部門に 2004 年からチーム大阪として . 参戦したロボットベン
チャー企業のヴイストンは、ルイ・ヴィトン社が提供するベストヒューマノイド賞を 5
年連続で受賞し、その技術力で勝ち残っている数少ないロボットベンチャーである。米
国では、倉庫管理のネットワークロボット会社 Kiva Systems が 2003 年に設立され
た。多くの会社に納入実績があり、アマゾンに買収された。1999 年のストックホルム
大会の小型リーグで旋風を巻き起こしたコーネル大学の Raﬀaello D'Andrea 教授（現
在、スイスETH）が、設立者の一人であり、ロボカップからヒントを得たと伝えている。
内外でのビジネス化への差が出た例であろう。
浅田 稔（大阪大学 大学院工学研究科）
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4.1.6. エンターテインメント／コミュニケーションにおけるロボット化
ようやく「次世代ロボット産業」というものが誕生しようとしている。陰りの見えた IT 産
業の後を継ぐのは、それを現実世界に具現化させた存在としてのロボットではないかと世界の
市場が考え始めた。それは、今まであったようなドメスティックなイベントに起因する一過性
のブームとは大きく異なる。今後、世界を相手に戦うこととなり、その中で分野間での勝敗が
はっきりしてくるはずだ。これは大きなチャンスでもあり危機でもある。白黒つかないからこ
そダラダラ続けてきたような研究は一気に淘汰されることだろう。
本論に入る前に前置きしておくと、ここで論じるのはあくまでもアナリストや国家が描いて
きた規模の産業となりうる分野である。特殊用途のロボットや学術研究としてのロボットまで
も「事業化」を強制してはならないと考えられる。
さて、ではどのような分野が期待に添うポテンシャルを持っているのか。既存のニッチな製
品や作業を代替するロボットを生み出しても、例え全てが置換されたとしても同程度の市場に
しかならない可能性が高い。ご存じの通り、Twitter も Facebook も YouTube もそうして生ま
れてきたわけではない。
一つには、小型ヒューマノイドロボット情報端末に大きな可能性があると考えられる。その
背景として、ここ数年、薄型テレビを筆頭に、高機能・高性能な製品が凋落し、iPhone のよ
うな優れたインタフェースを持つ製品に人々の関心が移った。しかしながら、そのスマートフ
ォンにおいても、次世代インタフェースの本命と期待された音声認識機能がなかなか浸透しな
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いまま消耗戦に突入してしまった。実はこれは認識精度の問題ではない。それを証拠に我々は
金魚にだってクマのぬいぐるみにだって話しかけたりするではないか。本当の理由は、誰も四
角い箱に話しかけたいと思わないことである。そこで、ロボットが人のような形をし、人のよ
うな動きやコミュニケーションをする意味が出てくるのだ。それは「目玉親父」のような小型
ヒューマノイドロボットである。何か物理的な作業をしてくれるわけでもなく、非力で移動も
遅い。しかし、我々はそのロボットと日常的に会話をする。今や「会話」は「暇つぶし」や「癒
し」ではない。多くの IT サービスにとって喉から手が出るほど欲しい貴重なライフログなの
である。
そんなロボットの実現に一番重要な要素は何か。それは「最先端技術」でも「国家戦略」で
もない。iPhone やウォークマンのように、新しい存在を人々の生活の中に浸透させるコンセ
プトデザインなのだ。それは外観、大きさ、動作、台詞、使用シーンなどの細かいディテール
デザインの集合である。幸い、我々はアニメ・漫画などのコンテンツ産業の中ですでにそのノ
ウハウを持っている。
スマートフォンの次、それはメガネ型でも腕時計型でもない。日本発、小型ヒューマノイド
ロボット端末（図 4-15）である。10 年以内に、一人一台小型ロボットを携帯し、胸ポケット
から顔を出したそいつと話しながら歩く時代が来るだろう（図 4-16）
。
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図 4-15

小型…ヒューマノイドロボット端末

図 4-16

端末の携帯イメージ

4.1.7. 生活福祉のロボット化（アザラシ型ロボット「パロ」
）
人とのふれあいにより、楽しみや安らぎを提供することを目的とするメンタルコミットメン
トロボットについて、1993 年から独立行政法人産業技術総合研究所が研究開発を行ってきた。
主に 2 つの目的があり、一般家庭でのペット代替目的と、医療福祉施設でのアニマル・セラピ
ーの代替として、ロボット・セラピーの提供目的である。
心理実験やプロトタイプによる主観評価実験等の結果により、アザラシの赤ちゃんをモデル
とする「パロ」（図 4-17）を開発し、改良を重ね、国内外の小児から高齢者までの各種医療福
祉施設等での臨床評価実験により、評価データの蓄積を行った。第 8 世代目のパロを実用化し、
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国内では、2005 年にペット代替需要

図 4-17

セラピー用アザラシ型ロボット・パロ

をメインに販売を開始した。さらに、
国内外のユーザからのコメント等を参
考にして改良を行い、2013 年に新型
第 9 世代のパロを商品化した。
これまでに、世界では約 30 か国で
3,000 体が販売された。パロは外務省
の「文化啓発用品」の認定を受けて、
約 20 か所の在外公館にパロが配置され、「科学技術外交」の一環として、日本の文化と科学技
術の紹介にも活用されている。
我が国では 2,000 体以上のパロが販売され、約 60% が個人名義で、約 30% が医療福祉施設で
あった。国内は、アニマル・セラピーへの理解が浅いためパロのメリットを理解されにくいが、
「品質に対しては世界一厳しい」ことから、ペットとしてのパロの普及・啓蒙とともに、品質
に関する社会での実証実験のため、個人でも手が届きやすいようにパロは約 40 万円と低価格
で提供されている。近年は、ロボット・セラピーへの理解が深まってきているため後者の比率
が高まっており、国や地方自治体の取組みも活発になってきている。

へのセラピー効果や介護従事者の介護負担の軽減化等を示した。2013 年度は、富山県南砺市
による「地域包括医療ケアにおける在宅介護支援ロボット「パロ（セラピー用）」」を採択し、
パロによる認知症高齢者の在宅介護支援について、セラピー効果と家族の介護負担の軽減化、
在宅期間の維持等について評価した。その結果、「認知症行動障害尺度」では、認知症要介護
者の周辺症状が有意に減少し、また、「Zarit 介護負担尺度」では、介護者の介護負担が有意に
減少した。特に「夜間不眠、不安に伴う行動や訴えの軽減」、「不意な立ちあがりによる転倒リ
スクの軽減」「夜間の頻回な尿意の訴えや、排尿を理由とした離床の軽減」により、ケア遂行
における障害や困難が軽減され、介護負担の軽減になった。南砺市は、医療機関が連携し、パ
ロを用いて認知症高齢者の高度化予防、介護者の介護負担緩和に取り組むことが有意であると
し、2014 年度から、市単独事業でパロを在宅介護などに導入する事業に取り組むことを決定
した。
岡山市は「岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区」での「最先端介護機器の貸与モ
デル事業」において、現在、介護保険で借りられる車いす等 13 品目の「福祉用具」に、14 品
目目として「パロを介護保険に適用」し、利用者負担を 1 か月のレンタル料の 1 割、残りを国
が 4 割、県と市、介護保険が各 2 割の補助を決めた。平成 26 年度末まで、地域の医療福祉関係
者とも連携して、認知症高齢者の周辺症状（暴言、暴力、徘徊等）の緩和効果、家族の介護負
担の軽減効果等を検証する。
神奈川県は、2010年から介護ロボットの普及推進事業により、パロを評価した。2013年度は、
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2012 年度は同事業の「モニター調査・実証実験」でパロを高齢者向け施設で評価し、高齢者

第

厚生労働省は、テクノエイド協会に「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」を委託し、

介護従事者に対する「パロによるロボット・セラピーの研修」と、各施設での 3 週間の試用・
評価実験を開始した。また、その研修を受けた介護従事者が所属する施設に対して、パロの正
式導入時に神奈川県が「半額補助」し、導入から約 3 か月間の臨床評価を実施する予定である。
海外に関しては、2008 年までに欧州やアメリカでの「安全認証」（CE、RoHS、UL、MET
等）を各種取得し、医療福祉施設でのセラピーを主な目的として、福祉先進国であるデンマー
クを最初に、
「国家による倫理審査」を経た後、「研修制度」とともに、輸出を開始した。欧州
では、パロの価格は約 5,000 ユーロ（税抜き）であり、デンマークでは 25% の消費税は免税に
なっているが、他の国や地域では、消費税がかかるところがある。同国では、2006～08 年に
国家プロジェクトでパロのセラピー効果が臨床評価され、メリットが認められたため、主に認
知症高齢者のセラピーを目的に、70％以上の地方自治体に「公的導入」された。認知症高齢者
の徘徊などの周辺症状の抑制により、年間約 30 万円の薬物使用量が無くなり、介護負担も低
減化されたケース等が報告されている。さらにコペンハーゲン市は、認知症高齢者の在宅介護
において、1 軒に 1 体のパロを配置し、訪問セラピー等の際に、パロを活用し始めた。その他、
発達障害、精神障害、脳機能障害等向けにも活用されている。研修終了後のライセンス取得者
に、パロの活用と効果に関する記録を依頼し、ユーザ会議で発表してもらい、臨床データの蓄
積を重ねている。
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欧州では、他の国にも同様の仕組みで展開を図り、オランダ、ドイツ、スウェーデン、ノル
ウェー、フィンランド、スペイン、スイス、オーストリア、フランス等へ展開を行っている。
ドイツでは、最初にニーダーザクセン州 がパロを用いた認知症高齢者や発達障害者等の在宅
介護での訪問セラピーの費用を「保険適用」とし、その後、ドイツ全土で適用となり、各地で
パロを用いた訪問セラピー・サービスが始まった。ドイツでは、セラピー・ドッグの教育に 1
頭当たり約 25,000 ユーロがかかる。また、フランスでは、犬によるアニマル・セラピーのコス
トは、1時間当たり約70ユーロであり、いつでも安心して使えるパロは、非常に低価格である。
アメリカでは、2009 年 9 月までに、パロは FDA（食品医薬品局）から「安全性」と「効果」
の評価を受け、「神経学的セラピーのための医療機器（Class 2）」の承認を得て、その後、主
に医療福祉施設向けに導入され始めた。パロの価格は 6,000 ドル（税抜き・1 年保証）か、毎
月 200 ドルのリース（3 年間・保証・メンテナンス付）である。
パロは官民の医療福祉施設等に導入され、臨床データの蓄積が行われている。特に、退役軍
人省病院のVA Palo Alto Health Care Systemは、併設のスタンフォード大学医学部とともに、
カリフォルニア州 Palo Alto 市周辺の 4 つの認知症高齢者ケアユニットにおいてパロ活用の記
録と評価を行い、周辺症状（BPSD）や PTSD の緩和・抑制効果、抗精神病薬利用の低減化、
転倒等のリスクの低減化を示した。2013 年から全米のすべての退役軍人省病院に導入された
電子看護・介護記録システム向けに、「パロ活用電子記録・評価システム」を開発し、マサチ
ューセッツ工科大学高齢化研究所とともに、さらなる臨床データの蓄積を行っている。また、
民間の高齢者向け施設等においても、臨床データの蓄積を行い、パロによるセラピーについて、
メディケア等の保険制度への適用を目指している。
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その他、発達障害児のセラピーへの活用についても、パロの導入が進んでおり、臨床データ
の蓄積がなされている。イェール大学心理学部は RCT（Randomized Controlled Trial: ランダ
ム比較評価）の準備を開始した。また、UC アーバイン校医学部は、1 回あたり 3 時間から 5 時
間程かかる、がん患者の化学療法の際に、パロを用いることにより、痛み、不安、疲れを低減
化し、QOL を向上させられることを臨床実験で示し、学会発表している。
オーストラリアでは、グリフィス大学が RCT によりパロの認知症高齢者への非常に良
好 な セ ラ ピ ー 効 果 を 示 し た。こ の PL の Prof. Moyle は、WHO で ICD-11（International
Classification of Diseases: 国際疾病分類）の理事で BPSD（Behavioral and Psycho- social
Symptoms of Dementia: 認知症の周辺症状）の担当である。その評価結果を参照しつつ、2013
年 9 月に医学ジャーナル「Lancet Neurology」が、パロのセラピー効果、薬物使用量の低減
化効果、費用対効果について、大規模 RCT の必要性を訴えた。これらを踏まえて、National
Health and Medical Research Council（NHMRC）は、1.15Mオーストラリアドル（約1億円強）
をかけて、2014 年 4 月から、約 30 カ所の高齢者向け施設で、約 400 名の認知症高齢者を対象と
する大規模 RCT による治験の実施を決定した。
その他、
ニュージーランド、
香港、
シンガポール等でもパロの臨床評価や導入が始まっている。
第

4.1.8. ホテル・旅館におけるロボット化
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（１）加賀屋のロボット導入事例
和倉温泉加賀屋（1906 年 9 月創業）は、旅行新聞新社が主催する 2013 年第 38 回「プロが選
ぶ日本のホテル・旅館 100 選」で総合 1 位、サービス生産性協議会（http://www.service-js.
jp/）が選ぶ「ハイ・サービス日本 300 選」の第 1 回受賞企業に選ばれるなど、その「おもてな
し」には多くのお墨付きがある。加賀屋では、1989 年に雪月花（投資額 120 億円）を新築の際
に料理のロボット搬送システムを導入した。客室係が部屋に料理を運ぶ作業労力を軽減・効率
化し、ロボットが直接お客と接することは無いが、客室係りがお客と接する機会を増やし、サ
ービスの質の向上につなげるものである。また、ロボット搬送システムは、料理の運搬作業を
安全かつ正確に行うことができる。
サービス産業のロボット化として、ロボットが直接的に人にサービスするのではなく、人の
作業労力を軽減・効率化し、全体としてサービスの質を向上させることを目指した例である。

（２）ハウステンボスのスマートホテル構想
ハウステンボス株式会社は、2013 年 10 月にスマートホテルの基本構想を発表した。ハウス
テンボスが新たに取り組む「スマートホテル」は、自動化やロボット化による世界最高水準の
生産性と、積極的な再生エネルギーの活用によるランニングコストの低減の実現を目指してい
る。人、ロボット、自然に加え、新しいコミュニケーションを融合させ、これまでにない新し
い体験を提供する。
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多くのロボット技術を導入した人件費の大幅な削減と、ロボット技術による次世代のサービ
スやロボットならではの新しい体験の創出を両立し、快適で新しい「おもてなし」を実現する。
具体的には、①サービスロボット（掃除用ロボット、搬送用ロボット、食品加工ロボット、警
備ロボット、リネンロボット、受付・案内ロボット）による人件費の大幅削減、②コミュニケ
ーションロボット（コンシェルジュロボット、ソフトクリームロボット、すし職人ロボット、
バーテンダーロボット）によるコミュニケーション（笑顔）の創出、③空間知能化ロボット（セ
ンシング、見える化、ローカルクラウド）によるエネルギー・セキュリティ管理を行う。
また、太陽光、太陽熱、風力、井戸熱など地域に適した様々な自然エネルギーを活用し、長
期的にはインフラの届かない地域でも運営可能なホテルとして、世界展開のプロトタイプとな
ることを目標にしている。

4.1.9. 外食産業におけるロボット化
2013年12月4日「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録された。
「自
然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する「社会的習慣」が世界文化遺産として認
められた。これを契機に、日本の食文化がより世界に広まる可能性がある。
日本の食文化になくてはならない食材は “ お米 ” である。“ お米 ” に関係するロボットは、鈴
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茂器工株式会社が高い国内シェアを誇る。鈴茂器工株式会社は 1981 年に世界初となる寿司ロ
ボットを開発した。現在では、寿司・のり巻きロボット（図 4-18）、おむすび・盛り付けロボ
ット、炊飯システムなど、ご飯に関するロボットの開発販売を手がけており、米国や EU の基
準を満たした製品など、各国の地域に適した製品を展開している。
また、アサヒビールは、「2013 年国際ロボット展」に、生ビールのディスペンサーロボット
を公開した。センサでジョッキの有無を判定し、アーム先端のセンサでビールの液面の高さを
認識する。あらかじめサイズなどを設定し、最大 6 個の容器に注ぐことができる。最初は泡を
立てずにグラスの側面に沿って注ぎ、最後に泡を後づけしてうまいビールを提供する。このよ
うに、外食産業においてロボットの活用が進んできた。
日本の大手外食産業では、原材料の調達・卸
などの流通、セントラルキッチンによる調理、

図 4-18

小型シャリ玉ロボット

中間製品のロジスティクス、最終工程における
飲食物の調理、注文システムを進化させた回転
寿司チェーンなどの接客等、自動車などの製造
業と同じ大量生産型の産業と同様に、各プロセ
スでモジュール化やシステム化が進んでいる。

（出典：鈴茂器工株式会社 HP より）
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〜日本の産業別の
市場規模
（付加価値額）
労働生産性とロボット化〜
総務省統計局平成 24 年経済センサス ‐ 活動調査によると、2011 年 1 年間の各産業
の付加価値額（企業の生産活動によって新たに生み出された価値：付加価値額 = 売上
高−費用総額＋給与総額＋租税公課）をみると、「製造業」がもっとも規模が大きく 56
兆円、次いで「卸売業・小売業」45 兆円、「医療・福祉」が 24 兆円となる。マクロの
市場規模でみると、これらの産業のロボット化は日本経済に大きなインパクトを与える
ことになる。
また、2011 年 1 年間の「従業者一人当たりの付加価値額（労働生産性）」は、「情報
通信業」が 909 万円ともっとも高く、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」が
788 万円である。逆に、「宿泊業・飲食サービス業」がもっとも低く 177 万円である。
第

ただし、従業員の雇用形態（正社員・正職員、パート・アルバイト）や労働時間の違い
などは考慮していないため産業間
ある。しかし、労働生産性の低い
「宿泊業・飲食サービス業」は、他
の産業に比べロボット化により 労
働生産性を高める余地があると考
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で比較する場合には注意が必要で

付加価値額（百万円）
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えられる。
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公益財団法人日本生産性本部「日
本の生産性の動向 2013 年版」に
よると、2012 年の日本の 労働生
産性は 71,619 ドルで、OECD 加
盟 34 カ国中第 21 位である。主要
先進 7 カ国では 1994 年から 19 年
連続で最下位となっている。製造
業はもとより様々な産業のロボッ
ト化により、日本の産業全体の 労

（出典：総務省統計局
平成 24 年経済センサス ‐ 活動調査を基に作成）
従業員一人当たりの付加価値額（労働生産性）(百万円）
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働生産性の底上げが期待される。
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（出典：総務省統計局
平成 24 年経済センサス ‐ 活動調査を基に作成）
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4.2. 研究・技術
4.2.1. 基本技術領域
（１）ロコモーション
A）学会の動向
ロボット移動技術に関する学術研究の流れは、近年では新たな移動機構提案よりも、既存の
移動機構を用いた応用指向の研究開発にシフトして来ている。2013 年 9 月に開催された第 31
回日本ロボット学会学術講演会においても、アプリケーションが明確でない移動機構提案は減
っており、例えば「移動ロボット」のセッションでも自己位置推定や複数ロボットの協調制御
など、高度なセンサ情報処理によるロボット周囲の環境認識や、それをベースとした自律・半
自律移動などの発表が多い。一方では、応用のセッション（レスキューロボット、福祉、カー
ロボティクスなど）にロボット移動技術に関する研究発表が分散しており、ロボットの応用に
とって基盤的な技術であることから、継続的に研究開発が推進されている。
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B）移動機構の棲み分け
近年の実用化事例や研究開発動向を俯瞰してみると、大きく分けて屋内及び路面の整備がさ
れている市街地移動は車輪型、凹凸の激しい不整地はクローラ型（一部、大車輪型）、階段は
脚型やクローラ型（または、その融合型）に収束してきている。開発や製作にかかるコスト面
では、一般的に車輪型、クローラ型、脚型の順番にコストが上がることから、比較的平坦な場
所で移動するロボットの実用化が先行して進んでいる。

C）期待される応用分野
2009 年から開始された NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト」では、今後数年以
内に実用化が期待されるロボット分野を対象に研究開発が行われている。その中で行われてい
る研究開発のほとんどは、搬送、警備、清掃などの自律移動ロボット、人が搭乗する形で移動
を支援する立ち乗り型ロボットや電動車いす等のパーソナルモビリティロボット、人に装着し
て移動を支援するパワーアシストロボットなどであり、移動に深く関係した研究開発が行われ
ている。今後特にこういった分野の移動ロボットが徐々に市場に出ることが期待され、人混在
環境や人を直接的に支援するためには、移動技術の安全性や信頼性を高める技術開発を重点的
に進める必要がある。一方で、社会的な要請などから、原発事故対応ロボットなど、人が近づ
けない極限環境で移動するロボットも重要な応用分野であり、遠隔操縦型や自律移動型ロボッ
トに関する高信頼な技術開発が期待される。
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D）今後の方向性
今後は、移動ロボットの要素技術としては、小型軽量のバッテリ開発などに期待したいが、
移動機構についてはアプリケーションごとに最適化が図られるものと考えられる。一方で、研
究開発の主体は、移動技術とセンサ情報処理技術との融合への流れがますます加速すると思わ
れる。また、移動機能の検証については、実験室や研究施設内などで実施する段階から、早く
公共の場を含む現場での実証試験が可能なレベルにロボットの完成度を底上げし、現場からの
フィードバックを開発に取り込む流れを作ることが重要である。パーソナルモビリティロボッ
トについては、別の章で取り上げられているように、「つくばモビリティロボット実験特区」
において公道走行実証実験が開始されており、早期実用化が期待される。
なお、本節では紙面の関係で、別の節で紹介されるヒューマノイドの 2 足歩行技術や、飛行
ロボット、水中ロボットに関する移動技術は除いた。

（２）マニピュレーション
A）技術概要

この機構に、アクチュエータとセンサを組み込み、計算機制御することにより、マニピュレー
タが実現する。
このようなマニピュレータの源流は二つある。ひとつは産業用ロボットであり、もうひとつ
は人工知能の研究を実装するハンド・アイシステムである。この二つの分野が、黎明期よりロ
ボット工学の発展を牽引してきた。その結果、機構、力学、制御の面での体系化が完成してい
る ［1］。
近年は、航空機、車両など、移動体におけるロボット工学の発展が著しく、この分野の技術
との融合が期待されている。マニピュレーションのロボット工学を踏み台として、新しいロボ
ット工学の分野が開拓されつつある。

B）技術動向
マニピュレーション分野の技術動向として、
（1）適用分野の拡大、（2）新しいハードウェア
の開発、
（3）センサとの融合による新しい機能の獲得があげられる。以下、各項目について詳
しく見る。

C）適用分野の拡大
柔軟物ハンドリング
ロボットマニピュレータを適用することにより、溶接、塗装などのラインの自動化が進んで
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通常、マニピュレータにより行われる。マニピュレータは、機械の腕と手により構成される。
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ロボット工学において、マニピュレーションとは物体操作を指す。マニピュレーションは、

いるが、電気系統の配線など、柔軟物の組み立ては、相変わらず人手に頼ることが多い。これ
を改善するためには、柔軟物ハンドリングの技術開発が必要である。
ここで鍵となるのは、センサによる柔軟物の認識である。例えば、視覚センサと触覚センサ
の導入により、自動車組み立てラインにおけるワイヤハーネスの組み付け作業が実現されてい
る ［2］。
外科手術
マニピュレーション技術の新たなフロンティアのひとつに外科手術などの医療分野があげら
れる。ロボットによる安全かつ高度な手術を実現するためには、ロボットマニピュレータの遠
隔操作、バイオメカニクスのシミュレーション、生体組織のハンドリングなど、高度な技術の
集積と統合が求められる。近年、この分野の需要の拡大が見られる。
フィールド作業
ロボット開発の主たる動機は、ひとつには、危険作業のロボットによる代行がある。航空、
宇宙、原子炉など、フィールドにおけるマニピュレーション技術に対する需要は大きい。この
分野におけるマニピュレーションでは、外科手術の場合と同様、遠隔操作、シミュレーション
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が重要となる。

D）新しいハードウェアの開発
双腕マニピュレータ
単一マニピュレータにより実現できるマニピュレーションには自ずと限界がある。ロボット
によるマニピュレーションを人間に近づけるためには、双腕マニピュレータの適用が必要であ
る。このような認識のもと、双腕マニピュレータの研究、開発が行われている。
パラレルマニピュレータ
パラレルマニピュレータとは、マニピュレータの機構にパラレル機構を用いているマニピュ
レータである。パラレル機構とは、機構の先端部を複数の並列機構により支え、駆動する機構
である ［3］。この機構により、高速、高精度のマニピュレータが実現できる。産業用途に対し、
製品開発が進められている。

E）センサとの融合
マニピュレーションにおいて使われるセンサは従来、力覚センサであった。柔軟な組み付け
動作の実現に使われた。これに加え、近年、MEMS などの進歩により、慣性センサ、視覚セ
ンサの小型、軽量化、高機能化が急速に進んでいる。これにより移動体の知能化、実用化の流
れが加速しているが、マニピュレーションの分野においても、これらのセンサの取り込みと融
合が急展開するものと期待される。
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（３）通信・ネットワーク
ロボット元年と呼ばれた 1980 年代のロボットの研究開発は、ロボットと呼ばれる機器の性
能向上（可搬重量、動作速度、精度など）とそれによる自動化が主であった。1960 年代に人
工知能の一つの分野として研究が始まった知能ロボットの研究は、その後、無限定環境への適
応性を向上させるためのロボットの知能化・自律化へと展開した。しかし、ロボット単体の知
能化・自律化には技術的な限界があることから、1990 年頃から分散化・マルチエージェント
化の研究開発が活発化した［1-3］。この背景には、通信ネットワーク技術の進歩と、プラント制
散化の流れの影響を強く受けている。
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御におけるアーキテクチャの集中制御から階層制御、さらには自律分散制御への移行という分
分散型ロボットシステムは、複数の要素（サブシステム、個、ユニット、モジュール、エー
ジェント、細胞〔セル〕などと呼ばれる）から構成される。それが整合的、かつ合目的的に動
作するためには、複数の要素間での通信と協調が鍵となる。ロボットが複数の内部要素から
構成される場合、その要素間の通信系は、いわば Intra-network であり、CAN をはじめとする
バスや、体内 LAN などといった有線通信技術で構成される。ただし、自己組織型ロボットな
ど、複数のモジュールの合体によって構成されるロボットシステムでは、組み換え容易性の観
点から、モジュール間で赤外線通信が用いられることも多い。一方、複数のロボット間での通
信系は、いわば Inter-network であり、以前は無線モデムなどによる無線通信が用いられてい
たが、最近では無線 LAN などが使用されることが多い。また、大局的な無線システムは、ロ
ボット（モジュール）の台数の増加により、通信量の増加、ネットワークへの負荷の増大を招
き、輻輳などの問題を引き起こすことから、比較的通信距離が短い局所的な通信（Bluetooth、
Jigbee、UHF 帯 RFID など）も活用されるようになった。ロボットの外部に、いわばロボット
の脳としての情報処理系を設置し、通信によって接続することで高度な知的機能を実現しよう
とする、リモートブレインの研究［4］が行われた。近年では、ネットワークとクラウドコンピ
ューティングの普及により、このようなシステム構成の実現がより容易になった。
通信を用いたマルチエージェントロボットに関しては、群ロボット、自己組織化ロボット、
モジュール型ロボット、分散センシング、分散プラニング、分散制御、協調制御などの研究が
行われてきた。特に昆虫のように、多数のエージェントによる分散知能の研究は、Collective
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Intelligence や Swarm Intelligence と呼ばれている。本来、ロボットの機能はロボット自体の
物理的制約によって限定されているが、ロボット間通信は、そのロボットの制約を開放し、シ
ステムの自由度を拡大することを可能とする。このように、通信を用いたロボットの自己制約
や自由度を拡大するという考え方は拡自行動と呼ばれる［5］。
通信を用いた複数のロボットの協調技術は、RoboCup（自律型ロボットによるサッカー競技
会）［6］などに応用されていたが、実際のアプリケーションとしては、防衛・軍事において（分
散型情報収集、サーベイランスなど）用いられることが多かった。近年では、通信によって多
数の移動ロボット（AGV）を協調的に動作させることが可能な自動倉庫システムなどが開発
されている［7］。
ロボットシステムの分散化に関しては、単にロボット間通信を用いたマルチロボットシステ
ムだけでなく、空間（環境）自体をエージェント化・知能化・ロボット化したり（空間〔環
境〕知能化技術）、さらにこれとロボットを協調させたりすることで、効率的な動作や適応的
なサービス提供を可能にするようなシステムの開発も行われている。空間知能化技術としては、
動物や昆虫のマーキング行動をモデルとした、知的データキャリア（IDC: Intelligent Data
Carrier）というデバイス（電子フェロモン）が開発され［8］、これを環境に設置しながら、複
数のロボットが局所無線通信により、環境を介した情報共有、協調動作が可能なシステム開発
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が行われている［9］。災害時に被災者を音声で探索できる情報インフラとして、IDC をレスキ
ュー用に機能拡張したレスキュー・コミュニケータも開発されている［10］。また、ロボティッ
クルーム［11］、インテリジェントスペース［12］、空間知［13］などの空間知能化研究も行われてい
るが、これらのシステムはいずれも通信・ネットワーク技術に強く依存している。
一方、遠隔操作型ロボットシステムでも、通信・ネットワーク技術は不可欠な技術である。
災害対応では、災害現場に投入したロボットや機器と操作室を通信で結び、遠隔で操作しなが
ら様々な調査や作業を行う必要がある。このような通信インフラには、ロボットに搭載したカ
メラの映像を送るために、高速で大容量の帯域幅が要求される。また、災害現場では通信イン
フラを新たに構築しなければならないケースが多く、迅速に通信インフラを展開・構成可能で
あることも求められる。無人化施工システムでは、2.4GHz 帯や 5GHz 帯の無線通信が利用され
ているが、福島原発の事故後、それらの周波数帯域の輻輳や障害物環境に対応すべく、VHF
帯（180/200MHz）やホワイトスペースの活用も検討が進められている。なお、長距離の遠隔
操作に対しては、光ケーブルによる有線通信との併用が有効である。
以上、通信・ネットワークについて述べたが、ロボット技術（RT: Robot Technology）に
よる産業創出を考えた場合、ロボットと呼ばれる機器単体の開発のみならず、空間知能化も含
めた分散的なシステム技術こそ、大きな波及効果が期待される技術であり、そこで通信・ネッ
トワークが果たす役割は極めて大きい。安定な通信手段の確保と活用が、様々なロボットのニ
ーズに応え、市場を拡大する上で、極めて重要である。

4-42

参考文献
［1］ 淺間

一：” マルチエージェントから構成された自律分散型ロボットシステムとその協調的活動 ”、

精密工学会誌 , vol. 57, no. 12, pp. 2117-2122 ,1991.
［2］ 淺間

一：“ マルチエージェントロボットシステム研究の動向と展望 ”，日本ロボット学会誌 ,vol.

10, no. 4, pp. 428-432 1992.
［3］ 淺間

一：” 複数の移動ロボットによる協調行動と群知能 ”, 計測と制御 ,vol. 31, no. 11, pp. 1155-

1161,1992.
［4］ http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/research/rbr/robots-j.html
［5］ 川端邦明 , 淺間 一 , 田中雅之：“ マルチロボット環境下におけるロボットの拡自行動：ロボット間コ
ミュニケーションの創発による環境共創 ”、2002 年計測自動制御学会システム・情報部門学術講演
会 , 横浜 ,11 月（2002）.
［6］ http://www.robocup.or.jp/
［7］ KIVA System
http://www.kivasystems.com/
［8］ T. von Numers, H. Asama, T. Fujita, S. Kotosaka, S. Miyao, H. Kaetsu, I. Endo: An Intelligent
Data Carrier System for Local Communication Between Cooperative Multiple Mobile
Robots and Environment, Proc. 2nd IFAC Conf. on Intelligent Autonomous Vehicles, pp.
366-371,1995.
［9］ 藤井輝夫 , 淺間

一 , 倉林大輔 , 嘉悦早人 , 遠藤

勲：“ 知的データキャリアによる群ロボットの機能

［10］羽田 靖史 , 川端 邦明 , 淺間 一 , 野田 五十樹 , 滝澤 修 , 田所 諭 , 中込 宏 : “ 社会インフラ研究プラッ
［11］T. Sato, Y. Nishida, H. Mizoguchi: Robotic Room: Symbiosis with human through
behavior media，Robotics and Autonomous Systems, Nol.18, pp. 185-194, 1996.
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（４）人とロボットのコミュニケーション
ロボットが人とコミュニケーションする必然性はどこにあるのだろう。人間同士で話すこと
が一番自然であるが、人が話をしたり、ジェスチャでコミュニケーションしたりする代わりに
ロボットがコミュニケーションをした方が有益である場面や社会的ニーズが介護現場、病院、
商店街などで増えてきている。これらのニーズに対応できるロボットができれば、それを利用
する必然性が生まれてくる。
たとえば、来る人来る人にティッシュ配りやビラ配りを行う光景が公共施設や駅、商店街な
どでよく見かける。こうした単純作業をロボットに代行する意味は大いにある。介護現場で介
護士が同じ名前やモノの名称を高齢者や障害者に繰り返し語りかけることや、患者が何度もナ
ースコールで看護師を病室に呼び出し、話しをするなどのコミュニケーションシーンでは、介
護士や看護師の負担軽減が喫緊の課題になっている。実際、人型やぬいぐるみ型ロボット、ア
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創発 ”, 日本ロボット学会誌 , vol. 17,No. 6, pp. 848-854 1999.

ンドロイドなどで代行する社会実験がすでに行われ、効果があることが報告されている。一般
に、人間と同じコミュケーション機能をロボットに実現するとなると、人に迫る音声認識や画
像認識能力を要求しがちになるが、コミュニケーションロボットの利用シーンでは、むしろ音
声認識能力以上に、実際のサービスアプリを開発するには、人の表情の変化や周囲環境の状況
（被介護者の行動、患者が話したくなる頻度、社会・人間関係、商店街の混み具合や騒音の状況、
移動物体との衝突回避ができるか，等）を把握する能力の方が要求される。
これらの点を考慮すると、コミュニケーションロボットの場合、センシング機能として、画
像認識（見る）、音声認識・理解（聞く）、触・圧覚（触られている）、環境認識などがある。
アクチュエーション機能として、話す、移動する（点字ブロックを越えられるなど走破性に関
するもの）
、持ち運ぶ（人やモノを持ち上げる）、ジェスチャする（指さし、アイコンタクトな
どの視線制御）などがあげられる。次に、知的な制御機能として、ロボット、環境センサ、イ
ンターネット情報とネットワークを介して協調・連携することによって、ロボット単体では不
足する情報（ネットワークロボット）を制御する、遠隔操作者によって制御する、ビッグデー
タを検索する、等の機能が必要になる。
これまでの実証実験から、これらのロボットを人が使い続けると、愛着が湧いているものや
すぐに飽きてしまうものなど、様々にわかれる。その原因が上記の性能だけでなく、ロボット
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の見え（または見かけ）にあることも分かってきている。人型ロボットや人間とそっくりの顔
立ち、身体で動くアンドロイドなどと人がコミュニケーション
して、人間同士の対話との類似点や相違点を脳科学・脳計測な
どの手法で分析が進められている。こうした客観的な計測によ
って、コミュニケーションロボットが社会に受け容れられる基
本技術が確立していくと予想する。独居高齢者や高齢者夫婦な
どが約 65％も占める我が国において、人に代わって、話す機
会を与えてくれる、コミュニケーションロボットに対する需要
は今後、急速に伸びていくことが期待されている。

4.2.2. 注目技術
（１）安全工学
A）サービスロボットの安全
サービスロボットは次世代産業として期待されており、安全性はその産業化に欠かせない要
素である。国際的に安全性は ISO/IEC Guide 51［1］を頂点として規格として体系化されており、
日本国内でも国際安全規格を踏まえたサービスロボット安全に関係する国のプロジェクト［2-4］
が実施されている。
サービスロボット安全は次の理由から設計時に考慮すべき事象が増加する。
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・サービスロボットの使用者、使用環境は多様であり、またそれらと密接に相互作用するため、
使用状況が多様である。
・国際安全規格に基づく安全設計では、機械設計時の意図する使用だけでなく、使用者の合理
的予見可能な誤使用を設計者は考慮する必要がある。
よって、系統的に安全設計を進め、見落としや手戻りを減らすことがサービスロボットの効率
的な開発では重要である。また、合理的予見可能な誤使用に起因する事故の責任を機械設計者
に求めた日本の判例もあり［5］、安全設計を適切に実施することは、サービスロボットビジネ
スを持続的に発展させるためにも重要である。

B）サービスロボットの国際安全規格
サービスロボットに関する国際安全規格 ISO 13482［6］は、2014 年 2 月 1 日付けで正式に発行
された。同規格では次の 3 つのロボットを例に取り、サービスロボットの安全設計の考え方を
まとめている。
・mobile servant: 自律的に移動しタスクを実行するロボット
・personal mobility: 人を乗せ移動するロボット
第

・power assist: 人が装着し人の動きを支援するロボット
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同規格の構成は以下となっている。
1 章．適用範囲
2 章．参考規格
3 章．用語と定義
4 章．リスクアセスメント
5 章．安全要求事項と保護方策
6 章．安全に関する制御システムの要求事項
7 章．妥当性検証
8 章．使用上の情報
付属書 A．パーソナルケアロボットの重要な危険源
付属書 B．パーソナルケアロボットの稼働空間の例
付属書 C．安全防護空間の実装の例
付属書 D．パーソナルケアロボットの機能タスクの例
付属書 E．パーソナルケアロボットの警告表示の例
参考規格（2 章）の主要なものは以下である：ISO 12100:2010（JIS B 9700:2013）（リスク
アセスメントと安全設計原則）、IEC 60204-1（JIS B 9960-1）（電気安全）、ISO 13849（JIS B
9705）
（制御安全）
、IEC 62061（機能安全）
。
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リスクアセスメント（4 章）に詳細な記述は無いが、付属書 A の危険源リストはリスクアセ
スメントの「危険源の同定」に有益な情報である。また、付属書 B ではロボットの稼働空間を
保護停止空間、安全防護空間、監視空間、制限空間、最大稼働空間に区分して、リスクアセス
メントの「機械類の制限の決定」を見通し良く決めるための情報を提供している。各空間の関
係の具体例が付属書 C で示されている。
安全要求事項と保護方策（5 章）では、ロボットの動き、バッテリ、人の認識能力等に関す
る危険事象と 3 ステップメソッドによる保護方策が 16 節にわたり説明されている。
安全に関する制御システムの要求事項（6 章）では、制御安全・機能安全として実現される安
全機能（例：非常停止、速度制限）と要求事項が 11 節にわたり説明されている。いくつかの
安全に関する制御システムのパフォーマンスレベルが例示されている。
サービスロボットの具体的な設計に利用できる数値（例えば人とロボットの許容される接触
力）は ISO 13482 に示されておらず、今後の同規格の改定で関連情報が追加されることが期待
されている。現状では、同規格はサービスロボットの安全設計を進めるうえでの指針的に用い
るのが適していると考えられる。

C）災害対応ロボットの安全
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自然災害の多い我が国にとり、災害対応ロボットの必要性は論をまたない。また、近年の国
際情勢の不安定化により、テロ災害対応ロボットの必要性も国際社会で要求されるようになっ
てきている。現在未整備である災害対応ロボットの安全基準を策定し、災害対応ロボットの普
及を促進することは、ロボット技術を用いて安全安心社会の構築を目指す我が国にとって、早
急に取り組むべき課題といえる。
文献［7］［8］の委員会では、災害対応ロボットの安全基準を各分野の専門的立場から検討し、
安全基準の確立に必要な情報を明確化することを目的とした調査が行われた。以下にその調査
の概要を示す。
災害対応ロボットの多くは、レスキュー隊員などの訓練を受けた使用者が、人命救助等の公
共性の高い目的のためにロボットを使用すると考えられる。同じように公共性の高い鉄道分野
の安全規格では、鉄道RAMS規格［9］と呼ばれ、鉄道の信頼性（Reliability）、可用性（Availability、
使いたい時に使える程度）、保守性（Maintainability）、安全性（Safety）を総合的に規定して
いる規格である。鉄道 RAMS のリスク評価の特徴として、「サービスが提供できるかどうか」
という可用性を主とした要素も障害の酷さの評価で用いられている点がある（ISO/IEC Guide
51［1］に基づく機械安全でのリスク評価では、このような可用性の要素は明示的には考慮され
ていない）。これは、鉄道が高い公共性を持っており、鉄道輸送サービスの欠如が社会に対し
て大きなリスク（通勤の混乱による事故の増加等）を生じさせるためと考えられる。すなわち
鉄道 RAMS でのリスク評価は、人に対する安全性と輸送サービスの可用性のバランスを明示
的に考える構造を持っていると解釈できる。
消防関係者が使用する災害対応ロボットは NBC 災害対応などの公共性の高い目的を持って
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使用される。よって災害対応ロボットの安全性は、鉄道 RAMS での安全性と可用性とのバラ
ンスを考えたリスク評価の構造が適していると考えられる。すなわち、使用するレスキュー隊
員や要救助者への単純な安全性だけでなく、提供するサービス／ベネフィットの可用性とのバ
ランスを考えて、災害対応ロボットのリスク評価を実施すべきと考えられる。なお、この安全
性と可用性のバランスの判断には利用現場の特性の十分な理解が必要であり、バランスの最終
的な判断主体はロボットを使用する災害対応関係者になると考えられる。
レスキュー隊員の災害対応ロボットの操作者は、徹底した訓練の下でロボットを利用する。
よって災害対応ロボットの開発者が特に考慮すべき残留リスクは、レスキュー隊員が訓練によ
り低減することの困難な防爆、電磁ノイズ（EMC）、ユーザインタフェース（UI）における人
間工学的配慮、除染、保守・点検のリスクであると考えられる。
なお、同委員会は 3 年間の設置を予定していたが、事業仕分けにより 2 年目の調査段階で終
了し、具体的な安全基準策定には取り組めなかった。同委員会より公表された調査結果は、同
委員会関係者により米国での災害対応ロボットの標準化活動（ASTM E54 Homeland Security
Application）に引き継がれ、関連規格策定の一助を担っている。

D）ロボコンと安全

ト用部品の高性能化だけでなく、3D-CAD や NC 加工機の普及等によりロボット設計技術も向
上し、現在のロボコンロボットは競技課題によっては人間の能力を凌駕しているものもある。
このようなロボットの高性能化にともない、ロボコンロボットの開発、使用に伴う事故の増加
が懸念される。
一般に大学、高専等での教育現場での安全教育は「いかに安全に機械を使うか」という労働
安全的教育が中心である。一方、ロボコンで必要とされる「いかに安全なロボットを作るか」
という機械安全的教育は、現在の学校教育では個々の指導教員に任されている場合が多く、指
導教員毎の安全指導の差が懸念される。このため、ロボコンの運営側から積極的に安全に関す
る要求をロボコン参加チームに求める事が行われている。以下にその例を示す。
・使用するすべてのエネルギー源（充電器等を含む）のリストと取扱説明書を実行委員会に申
請する［11］。
・安全対策確認シート（ロボット作業用、作業環境用）により安全性を事前にチェックし、そ
の結果を実行委員会に提出する［12］。
・ルールブックの冒頭に安全に関する注意事項を入れ、実行委員会としての安全重視の姿勢を
明示している。ロボット作成における安全対策を3ステップメソッドを元に例示している［13］。
ロボコンへの参加学生は、ロボコンでの勝利に近視眼的に重きを置きすぎ、安全対策を怠る
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国内外で広く取り組まれている［10］。安価で高出力なバッテリ（LiPo バッテリ等）等のロボッ
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学生の手作りロボットで競技を行うロボットコンテスト（ロボコン）は、高い教育効果から

場合がある。このようなロボコン安全の特徴を踏まえ、参考文献［12］のロボコンでは「安全対
策は一見回り道に見えますが、危険がないように整理整頓すること、シンプルな構造にするこ
と、危険な部位を減らすこと等により、作業性の向上も見込めます。」と周知し、ロボコンで
の勝利と安全が両立しえる事を伝え、ロボコン安全の効果的普及に努めている。
ロボコンに参加している学生達は、次世代サービスロボット産業の担い手でもあると考えら
れる。ロボコン安全とサービスロボット安全の連携も、サービスロボット産業化加速の一助と
なるであろう。
参考文献
［1］ ISO/IEC Guide 51, Safety aspects- Guidelines for their inclusion in standard, 1999.
［2］ NEDO「 生 活 支 援 ロ ボ ッ ト 実 用 化 プ ロ ジ ェ ク ト（H21-H25）」http://www.nedo.go.jp/
activities/EP̲00270.html
［3］ 経済産業省「ロボット介護機器開発・導入促進事業（H25-）
」http://robotcare.jp/
［4］ 経済産業省「グローバル認証基盤整備事業 先端分野に係る機能安全に関する認証システム基盤
整備 生活支援ロボット（H24）」http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/
downloadﬁles/k130222002̲01.pdf
［5］ 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント
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クラブ、
『食品容器製造機』の PL 判決紹介 , No．56

［6］ ISO FID 13482, Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care
robots, 2013.
［7］ 日本機械工業連合会 , 日本ロボット工業会 , 平成 21 年度災害対応ロボットの安全基準策定に関する
調査研究報告書 ,H21.
［8］ 日本機械工業連合会、日本ロボット工業会、平成 22 年度災害対応ロボットの安全基準策定に関す
る調査研究報告書 ,H22.
［9］ IEC 62278 Railway Applications, The Specification and Demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability and Safety（RAMS）.
［10］日本ロボット学会ロボット教育論文特集号 , 第 31 巻第 2 号 , 2013.
［11］レスキューロボットコンテストホームページ http://www.rescue-robot-contest.org/
［12］NHK 高 専 ロ ボ コ ン 2013 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.official-robocon.com/jp/kosen/
kosen2013/index.html
［13］アジア太平洋放送連合（ABU）ロボコン 2014 ホームページ http://roboconindia.com/

（２）空間知能化
空間知能化は、空間を対象とした知能化のプロセスであり、①観測、②事象の抽出、③知能、
④働きかけ、の 4 つの部分に分けられ、その各々がさらに細分化された研究対象となっている。
空間全体がロボットの機能を持つという観点から、空間のロボット化といえる。
空間知能化では対象空間内に人間が存在することによって、対象となる空間自身及び人間と
空間との状況（サービス）に関する複雑性・多様性が著しく増大する。この観点が単なるイン
テグレーションと異なるが、一方、空間という物理的ドメインの設定によってセンサを用いた
観測が増大し、複雑性・多様性を減じることができる。
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具体的な研究及び技術に関しては、「ロボット情報学ハンドブック第 12 章空間知能化・環境
構造化、ナノオプトニクス・エナジー、近代科学社、2010 年 3 月」にまとめられている。ここ
では、エネルギー管理に関する新しい研究を紹介する。（図 4-19）に示すように空間内に分散
配置されたカメラから、空間内での使用者である人間及びモバイル機器（PC、スマートフォン、
パーソナルビークルなど）の各々の状態（位置、姿勢）が観測される。さらに、各モバイル機
器は保有エネルギー（電池残量）を計測するセンサを搭載しており、これらのセンサは無線通
信によってネットワーク化されている。空間は、モバイル機器の保有エネルギーを常に確保す
ることを目的として、人間及び各機器の観測に基づき以下の事項を行う。ここで、補充とは電
池などの取り換え或いは充電を意味する。
・エネルギー補充用機器の指定（電池交換用移動ロボットか充電用移動ロボットの指定）
・補充時刻の指定（各機器がいつエネルギーの補充を行うか）
・補充位置の指定（各機器がどこでエネルギーの補充を行うか）
空間は、使用者及び各モバイル機器の位置と保有エネルギーを観測し、その分布を得る。使
用可能な電池交換用移動ロボット及び充電用移動ロボットの状態（位置、電力容量、移動速度、
移動時電力消費、充電効率）を用いて、エネルギー補充後の各モバイル機器の位置及び保有エ
ネルギーを推測する。これらの情報に基
図 4-19

…空間知能化システム構成イメージ

な利用機器を選択し、エネルギーの補充
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を行う時刻と場所に関する戦略を作成す
る。この時、物理的に繋ぐという動作を
行わないワイヤレス電力伝送による柔軟
な充電は強力なツールとなる。
現状では、
確率モデルを用いた推定を行っており、
さらに人間の認知特性を取り込む方向で
の研究へと向かっている。
空間内の人間及び機器が常時観測され
ることと、ワイヤレス電力伝送によるエ
ネルギー補充の自由度の確保によって空
間と一体化した今までにないエネルギー
管理が実現される。

（３）サービス工学
A）サービスとは
サービスとは行為であり、プロセスである。一般に、無形で触れない（intangibility）、状
況や文脈によって品質の差が起きやすい異質性（heterogeneity）、実施するとともに消費され
4-49

（inseparability）、在庫ができない（perishability）という特徴を備えると言われている。2004
年には、Service Dominant Logic が提唱され、顧客の価値はすべてサービス（プロセス）を介
して顧客とともに創られる（共創される）ものであるとされた。ロボットのようなモノは、サ
ービスを提供するための媒体という位置付けになる。

B）サービス業の労働生産性
多くのサービス業は製造業に比べて労働生産性が低い。2005 年の中小企業庁の調査報告に
よれば、大企業製造業の労働生産性が 7,095 円 / 人時であるのに対し、大企業の飲食・宿泊業
は 2,216 円 / 人時、中小では 1,842 円 / 人時である。相対的に生産性が低い理由として、サービ
スは在庫ができず需要変動をバッファできないため待機や機会損失があること、価値の異質性
に対応するために従業員の観察と経験が不可欠であり自動化が難しいことなどがあげられてい
る。

C）サービス工学
サービス工学とは、サービス業の生産性を向上させるための科学的アプローチの体系と、そ
れを支える技術群である。需要予測や、異質性への対応を、経営者や従業員の勘と経験にのみ
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頼らずに、データに基づく科学的アプローチで解決することを指向する。このために、サー
ビスプロセスを観測し、分析した上で、仮説を立てて新たなサービスプロセスを設計し、そ
れを適用し検証するというサイクルを、サービス事業者自身が自主的に廻せるようにする（図
4-20）。
観測技術としては、顧客や従業員

図 4-20

…サービス工学

の潜在的な行動要因を引き出すため
のエスノグラフィーや行動観察手
法、顧客や従業員のサービス提供時
の行動を記録するためのセンシング
技術がある。センシング技術がサー
ビス現場に適用されれば、状況と環
境、従業員のサービス提供行動と顧
客の受容行動に関する大規模データ
が蓄積されることになる。この大規模データを分析し、状況や環境、行動、関連因子の関係性
を明らかにするためにデータマイニング技術が用いられる。顧客の受容行動に基づいて顧客を
類型化するカテゴリマイニング技術と、カテゴリ間の確率的関係をモデル化する技術などがあ
る。このような確率的モデルによれば、需要変動を状況や顧客カテゴリに応じて予測できる。
また、その需要予測に対してマルチエージェントシミュレーションによって従業員のサービス
提供プロセスを模擬的に実施し、状況変化に強靱なサービスプロセスや従業員シフトを設計す
る技術も開発されている。設計されたサービスプロセスを従業員が実施（適用）する際に支援
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をする技術も、ハンドヘルド端末などを活用して実現されている。端末は、サービス提供現場
での顧客満足度を観測することにも利用されている。

D）適用事例
飲食店（寿司チェーン店）に一連のサービス工学技術を適用した事例を紹介する。POS シ
ステムから得られる大規模データをマイニングした結果、顧客は昼定食型、夜飲み会型、昼懐
石型など 20 弱のカテゴリに分類された。天候や周辺のイベントなどから店舗毎、カテゴリ毎
の需要予測を行った。これを仕入れに反映させることで廃棄ロスを低減するとともに、近隣店
舗間での従業員シフトを効率化する設計を行った。これには、マルチエージェントシミュレー
ションを活用した。また、従業員の店舗内でのサービス提供行動を詳細にセンシングし、需要
の高い時間帯に顧客接点が増えるようサービスプロセスの改変も実施した。この結果として、
追加注文が増加した。

E）サービスのロボット化
サービスのロボット化は、サービスそのものを画一化して自動化することではない。サービ
スの価値には異質性があり、状況や環境、顧客の文脈に応じたプロセス提供が必要である。ロ

がこれに相当する。第二段階は、ロボットを介してサービスプロセスのデータを収集し、それ
をリアルタイムに処理して、
サービスの異質性に対応したプロセス提供を支援することである。
ロボットのデータ処理能力は、人間の勘と経験を十分に凌駕する。ロボット化によって画一的
なプロセスに自動化するのではなく、ロボットと従業員の協調により、効率的で、多様なサー
ビスプロセスを柔軟に、かつ、適切に提供できるようになるものと期待している。

（４）ヒューマノイド
1996 年にホンダが非常に完成度の高い自律型二足歩行ロボット P2 を発表したことをきっか
けとして、その後多くのヒューマノイドが SONY やトヨタといった企業や大学、研究機関等
で開発された。近年では欧米でもヒューマノイドの開発が盛んになっている。
ヒューマノイドはマニピュレーション機能や画像処理機能など、ロボット分野の様々な要素
機能をシステム化したロボットであるが、その特徴的な機能は二足歩行機能であろう。2000
年に最初のモデルが発表されたホンダ ASIMO の歩行速度は年々向上し、2011 年には 2.7km/h
と人と協調して働けるスピードに近づきつつある。
米 Boston Dynamics が開発した Atlas は外乱や歩行路面の凸凹度合いに対して非常に高い適
応能力を持つことが動画で示されている。P2 以降に開発された多くのヒューマノイドロボッ
トは電動モータとハーモニックドライブと呼ばれるバックラッシュの小さい減速機を用いて関
節を駆動していたのに対して、Atlas は油圧によって関節を駆動しており、従来とは駆動方式
4-51

4

章

である。老舗旅館が配膳ロボットを用いて部屋のすぐそばまで自動配送している事例（4.1.8）
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ボット化の第一段階は、顧客接点以外のサービスプロセス（バックヤード）を自動化すること

が大きく異なっている。油圧による駆動方式は、不整地等に適応する上で必要となる俊敏な動
作の実現に貢献しているものと考えられる。
本質的に不安定な二足歩行を移動手段として利用するヒューマノイドには、転倒時に人を含
む外部環境、自分自身への被害を最小限に抑え、転倒状態から回復して活動を継続できる機能
が不可欠である。この機能の実現に対する取組はいくつか見られるものの未だ十分とは言えな
い。
人に近い形態を持つヒューマノイドは、ロボットが家の中や街中を歩き回り、様々な日常作
業を代行してくれる未来の到来を期待させる。しかしその能力は未だ非常に限定的というのが
現実である。近未来での実応用を考えた場合には、求められる機能に最適な形態と最小限の機
能を備えたロボットを個別に開発するのが現実的ではあるものの、人に合わせて整備された環
境で人に代わって働くロボットの形態として人型であることが最適であることは間違いなく、
今後さらなる技術開発が望まれる。

（５）BMI
脳 - 計算機インタフェース（Brain computer interfaces, BCI ）または、脳 - 機械インタフェ
ース（Brain machine interfaces , BMI ）は、脳の活動を計測・処理し、システムの指令に変
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換する機器である。これが完全に実現されれば、BMI 技術は人間・機械インタフェース技術
（Human-Machine Interface, HMI）のブレークスルーとなりうる技術である。実際、現在の
HMI（キーボード、ジョイスティック、音声読み取り、Kinect など）は、脳からの遠心路の
結果生じる人間の意図を変換する機器である。これに対し、BMI はこの遠心路をスキップし
て人間の考えを機械の指令に変換する。BMI 技術は、ロボット車いす、ロボットハンド・ア
ーム、外骨格型アシスト機器やヒューマノイドによる複雑な作業まで、異なるロボットシステ
ムに指令を与えることが可能で、特に重度の障害を持つ人が計算機やロボットを使用するのに
大変有用であることが示されてきている。現在はその性能は限定的なものであるが、その技術
面・性能面での改善の余地は十分にあり、大きな潜在的市場が期待される。すでに、簡便な
BMI 機器はゲーム分野で製品化されている。ロボット工学分野においては、念じることでロ
ボットを操作できるようになれば、人間・ロボット間意思伝達をより簡単化することができ、
ロボットをより直観的かつ簡単に操作することができる。
BCI、BMI という用語は、一般雑誌等では心や考えを読み取る機器という意味で濫用される
こともしばしばであるが、実際は異なる。現在の BCI 技術は使用者の心を読んだり、人間の思
考を抽出したりするにはまだ程遠い段階で、どちらかと言えば「脳の刺激反応」の信号処理プ
ロセスというほうが正しい。BCI システムの主要な構成要素は、脳の活動計測装置である。そ
れらの多くは医学分野の神経学で使用されている脳の計測技術から派生したものであり、侵
襲・非侵襲の脳の活動計測技術がある。侵襲的な脳活動計測技術は、脳に直接電極を設置する
もので、特に重度の障害者に対する明確な医学的な目的を持っている。脳波（EEG）や機能
的医療画像装置などの非侵襲的技術は、より一般的な仕様への拡張が考えられる。しかしこれ
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らの技術は特殊な使用条件を要しており、より高精度、高信頼度の脳活動計測には、さらに研
究開発が必要である。
非侵襲的技術で計測された脳の計測信号は、使用者の深い意図を読み取るにはまだ粗く、大
まかすぎるのに加え、一般に信号・雑音比の性能が低い。したがって、BMIの使用においては、
（一定のトレーニング段階の後で）事象への反応あるいは定常状態誘発電位などの脳からの応
答信号の信号処理が主要な部分となる。これらの信号は、事象の認識や、刺激に対応する分類
を行う形で処理される。脳の電気的信号を計測する際に良く知られた電位信号は P300 という
もので、使用者が期待した事象が生じた際に生じるものである。また、定常状態誘発電位（SSEP）
は、脳の視覚・聴覚的刺激に対する脳の応答である。また、機能的核磁気共鳴画像（fMRI ）
による脳活動計測により、「運動イメージ」として、関心領域を分類することができる。まと
めると、基本的な考えとしては誘発電位や運動イメージを通して脳の応答が「どのように見え
るか」を取り出し、誘発された応答を、脳の活動パターンの違いとして検出することを目指す
ものである。
BMI を使用したロボット制御システム（図 4-21）では、刺激や事象を、作業に対応するセ
ンサの特徴的信号に関連付けることが一般に行われている。以下に二つの例を示す。一つは、
例えばロボットを移動させる場合、その移動方向を示す矢印を、ランダムに表示される視覚・

同様の選択が数回行われた後にこれを確定する。この後、所望の動作や作業の指令がロボット
に送られる。もう一つの方法は、対応する作業を物体に関連付けることである。物体について
あらかじめ学習しておけば、ロボットの視覚システムによりこれを認識し、ユーザに対し複数
の物体を異なる周波数で点滅させて提示することができる。ユーザが画面上で意図する物体（特
定の周波数で点滅）に意識を集中すると、SSEP の検出によりその物体に対応する作業が自動
的に選択され、作業指令がロボットに送られる。これらの方法をさらに高度化したり、異なる
形態で実現したりすることが
可能である。神経フィードバ

図 4-21

…BMI を使用したロボット制御システムイメージ

ックはロボットを制御する一
つの方法であるが、ユーザに
はさらに訓練が必要となり、
ロボットアームなど連続的な
動作にのみ適用可能である。
神経フィードバックは、ユー
ザの持続的な訓練の後、誤差
逆伝搬法によりロボット運動
の基本レパートリーを取得す
る際にも使用可能である。
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から P300 信号が誘発されるため、BCI 信号処理装置でこれを検出する。誤検出を避けるため、
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触覚の事象として定義する方法である。ユーザが意図する方向に対応する矢印に対して、脳

（６）高齢者クラウド
A）空間工学
バーチャルリアリティ（VR）という言葉が初めて使われるのが 1980 年代の末のことである。
コンピュータによってつくられた人工的な世界を、あたかもそれが現実であるかのごとく疑似
体験することができる、というのがこの技術のポイントである。この技術は本来、情報工学由
来のもので、ロボティクスとどんな関係があるかといぶかる人も少なくないのではないかと思
われる。
しかしながら、VR技術のポイントのひとつは情報を「身体的」
「空間的」に扱うことが出来る、
という意味において、ロボット技術の特徴である空間運動系に関連することは非常に多い。加
えて、触力覚のような機械的感覚の合成において必要とされるディスプレイは、まさにロボテ
ィクスにおけるマスタースレーブ機構そのものであり、これがテレプレゼンスのような遠隔臨
場制御のような中間領域を形成しはじめると、まさに VR とロボティクスの境界はあいまいな
ものとなる。
1990 年代に入ると、ミクスト・リアリティ（MR）と呼ばれる技術が生まれる。これはコン
第
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ピュータの内部に存在する VR の世界と、現実の物理世界を融合させようという技術であり、
現在のサイバーフィジカルに至る流れのひとつがここで形成され始める。
MR の分野において、わが国は世界的にも先進的役割を演じており、たとえば 1997 年に通産
省（当時）は、キヤノンとの合同プロジェクトとして MR システム研究所を設立して、MR 技
術の基礎的研究に着手した。ここでは現実世界に VR 技術を重畳させるための装置としてのシ
ースルー型 HMD の開発、裸眼立体ディスプレイの開発、実世界の 3D 情報から CG 世界を合成
する手法の開発などが研究された。これらの研究は、現在の google glass、google street view
などとは独立して研究開発されたものであり、今後花開くであろう MR の世界に、わが国は一
歩先んじたことは記録に止めるべきである。
MR をより拡大解釈すれば、実世界と仮想世界をシームレスにつなぐ技術ということになる
が、この分野は 20 世紀末から 21 世紀はじめにかけて急速に進歩した。たとえばユビキタス技
術は空間の中に超小型のセンサを分散配置することを可能とし、さらにモバイル技術はそこに
運動という動的側面をも加えることになった。
こうした実世界系技術は、本来の情報技術である巨大データベース由来のビッグデータ技術
と融合し、たとえば実世界ライフログ、先述のサイバーフィジカルシステムなどのようなより
大きなスケールを有する次世代 MR 技術へと進化を始めている。
本来ロボット技術は、現実世界のアクチュエーションを目的とする技術であり、ここで述べ
たような空間系技術の基盤となる技術のひとつであることは言うまでもない。
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B）高齢化応用
わが国は、超高齢社会を迎えようとしている。人口問題研究所の調査によれば、2055年には、
65 歳以上のいわゆる「高齢者」の人口比率が 40％を突破すると言われている。もはや高齢者
はマイノリティではなく、社会の主要構成員となるわけで、これまでのように福祉的観点のみ
から高齢化問題を語っていては社会全体が立ちいかなくなってしまうであろう。
つまり、高齢者を「守られるべき弱者」としてではなく、「社会を支える強者」として位置
づける、新しい社会システムの構築が求められているわけである。とはいうものの、高齢者が
若年層同様に就労しつづけるのは無理があることも事実であり、こうした観点からの技術支援
が必要とされている。
高齢者の就労支援のためにロボットや IT を活用しようという方法論はまだ十分社会に認知
されているわけではなく、ほとんどの応用事例が介護応用である。産学を巻き込んで、比較的
明示的に高齢者とロボットというキーワードで実施されたのが、JST の COE プログラム「少
子高齢社会と人を支える IRT 基盤の創出」（通称 IRT

2006～）である。これは、東京大学と

トヨタ自動車をはじめとする企業群により実施されたもので、高齢化によって生じる運動能
力・知的能力に関するハンデをロボット技術や情報処理技術によって補完しようというもので

隔操作ロボットを含むテレプレゼンス技術による体験支援などの可能性が試みられた。
IRT の基本理念である「高齢者の自立を機械力によって実現する」を、さらに先鋭化させた
プロジェクトが JST の戦略的イノベーション（S －イノベ）のテーマとして採択された「高齢
者の経験・知識・技能を社会の推進力とするための ICT 基盤」（2011 年～）である。これは現
在も東京大学と日本 IBM により実施されているもので、単なる高齢者支援というよりは、就
労支援という、より生産に特化した目的を有している。このプロジェクトでは、「モザイク」
という仮想労働力の概念が提案されているが、これは高齢者のスキルを形式知化し、それをデ
ジタルメディアの中で仮想化し、
需要に適合した労働力として再構成しようというものである。
ここでもっとも重要な概念はクラウドソーシングであり、高齢者をデジタルメディアで包み込
むことにより、社会のニーズに合致したバーチャルな労働者をアバタとして合成する。アバタ
は広義に解釈されており、もっとも現実世界に近いアバタがロボットであり、ロボット技術は
サイバーフィジカルの実現手段として期待される。

（７）認知発達ロボティクス
将来人間社会に導入されるロボット達は、日本に代表される高齢社会の中で、物理的な作業
支援に加え、コミュニケーション能力に付加されるべく情緒的な相互作用能力が望まれるが、
これは、人間自身の認知発達の過程を理解することなしには、実現が困難である。人間の認知
発達過程の理解を目指して、脳神経科学、認知科学、心理学、社会学など、多くの科学分野が
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ークルによる移動支援、ユビキタスセンサを大量に配置した見守りルームによる記憶支援、遠
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ある。このプロジェクトではパーソナルモビリティと呼ばれる自律移動能力を有する超小型ビ

挑戦しているが、一つの分野で完全な理解の達成は非常に困難と考えられる。そこで、逆にロ
ボットなどの人工物を駆使した構成的手法、すなわち認知発達ロボティクスと呼ばれるアプロ
ーチが注目を浴びている。
認知発達ロボティクスとは、理解の対象となる人間の発達モデルを人工物の中に埋め込み、
環境の中で作動させ、その挙動から、発達モデルの新たな理解を目指すものである。核となる
アイデアは、物理的埋め込み（身体性）と社会的相互作用で、それらは、他者を含め環境との
相互作用を通じて、情報を構造化する。発達の諸様相は、埋め込みの内部発達メカニズムと、
養育者が大きな要素となっている環境との相互作用の経緯ならびに結果と考えられ、当然のこ
とながら相互に密に関連する。ただし、それらがどのような関係なのかは明らかでない。単一
の機構による機能創発過程の様々な視点からの現象としてとらえるのか、複数の機構による相
互作用としてとらえるのか？これは、どのレベルに焦点を合わせるかといった見方の違いだけ
なのか？この問題に対して、人工的なシステムを構築し、作動過程を通じて検証したり、新た
な解釈を提供しようとしたりするのが、構成的手法であり、特にヒトの認知発達に焦点を当て
たのが「認知発達ロボティクス」である。
認知発達ロボティクスの焦点は、自律エージェントが環境との相互作用を通して、世界をど
のように表現し行動を獲得していくかといった、ロボットの認知発達過程にある。特に、環境
第
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因子として他のエージェントの行動が自分の行動をどのように規定していくかという過程の中
に、ロボットが「自我」を見出していく道筋が解釈できるのではないかという期待がある。知
的行動を人間のレベルで求めるので、人間以外の動物にも可能な連合学習から、人間特有のシ
ンボル生成／利用の記号学習、すなわち言語獲得に至る過程（言語創発）が、ロボットの内部
構造と外部環境の多様かつ制約的相互作用の中に見出されなければならない。このようなヒト
の認知に関する研究は、従来、認知科学、神経科学、心理学などの分野で扱われてきた。そこ
では、説明原理による理解を目指しており、認知発達ロボティクスが志向する設計原理に基づ
くものではない。しかしながら、人間理解という共通基盤をもとに、工学的アプローチからは、
「システム構成による仮説検証や新たな認知科学的仮説の生成」が、認知科学、神経科学、心
理学などの分野に提案され、逆に、これらの分野から、「システム構成への仮説」が工学的ア
プローチに提案され、相互フィードバックによる認知発達モデルの構成と検証が可能である。
それが認知発達ロボティクスのひとつの理想形である。
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コ ラ ム
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〜社会に課題を求め、社会での解決を探り、
必要なロボティクスを創り、育て、
社会に定着させる新しいロボティクスの創出〜
福島第一原子力発電所事故に際しては、日本のロボットは米国のそれに比して初動に
おいて遅れをとった。一方、iPod やスマートフォンに代表されるように、日本は、ウ
ォークマンや携帯電話という先駆的な試みをもちながら、その後の世界展開に禍根を残
す結果となっている。また、ロボット先進国といわれながら最近の欧米のロボットと比
較してみると、日本のロボットは、残念ながら存在感、迫力に欠ける。何が問題なので
あろうか？
社会に課題を求め、社会における解決を見出し、それを可能にする科学技術を創出し、
社会に定着させる一貫した、しかも、世界をみすえた、変化に対応して自らをタイムリ
ーに変えてゆくたゆまざる取組に欠けていたのではないだろうか？このコラムでは、こ
第

のような一貫した取組を特徴とする新しいロボティックス分野を『コミュニティ共創ロ
ボティクス』と総称して、その姿を明らかにしたい。
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コミュニティ共創ロボティクスは、ロボット研究者と社会を構成するコミュニティメ
ンバーとの共創により創成される点にその特徴がある。生活分野の社会共創ロボティク
スは、地域コミュニティを構成する NPO やサービス業者、市や県や国の関連機関、ロ
ボットメーカ、金融、マスコミとロボット研究者より構成される生活コミュニティによ
って共創される。その一方、災害対応コミュニティ、交通コミュニティ、生産コミュニ
ティにより、対応分野の社会共創ロボティクスが共創される。
コミュニティ共創ロボティクスは、広い意味でのセンシング、プラニング・アクチュ
エーションより構成される。コミュニティ共創ロボティクスで特徴的なセンシングに、
コミュニティのセンシングやコミュニティを構成する人の活動センシングがある。特に、
センシングが広域性をもつ社会センシングは、新しい領域である。このような社会セン
シングデータは、大量、広域性を特徴とするいわゆるビッグデータとなる。社会ビッグ
データの構築法やそのクラウド化が、センシング関連技術として確立されなければなら
ない。
コミュニティ共創ロボティクスにおけるプラニング・アクチュエーションでは、セン
シングデータに基づいたコミュニティやその構成員の分析と構造解明が科学として可能
であり、そのための情報処理技術としての社会データマイニングとともに、その結果に
基づいて、コミュニティをデザインしたり、人々の活動をデザインするセンシング・プ
ラニングの新しい研究領域が形成される。つまり、コミュニティが求めるサービスやロ
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ボットを、広域視点からデザインし実現する技術が求められる。社会サービスのデザイ
ン理論、アクチュエーション理論の構築などを確立することが最終的に求められる。一
方、アクチュエーションの効果を評価することも重要であり、社会効果を評価するため
の脳機能評価や社会学的評価技術や、脳機能評価の知見、生活機能評価の知見の集積が
求められる。
あえて、誤解を恐れずに表現するならば、これまでのロボティクスは、機械としての
ロボットを動かす学問領域であったのに対し、コミュニティ共創ロボティクスでは、社
会やコミュニティやそのメンバーを動かすロボティクスであるといえる。
コミュニティ共創ロボティクスにより、現状の社会やコミュニティの課題は、常時、
タイムリーに抽出され、その研究によりコミュニティが定量的に把握解明されることに
なる。社会コミュニティが必要とされる支援や機能が、全世界を視野に入れたロボット
によって実現されること、さらに、これらの活動が、情報時代の新しい家族やコミュニ
ティのありかたとして社会に定着することがコミュニティ共創ロボティクスの効果とし
て期待される。形と動きを有するロボットや人間が研究対象となっている点が、単に情
報処理のみを対象とする情報研究とは異なる。
第
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〜生活機能変化適合社会のための
生活デザイン・エコシステム〜
子ども、女性、高齢者、障害者といった多様な機能変化がある人々が、生活を適切に
デザインすることで、安全に生活でき、その能力が最大限引き出される「生活機能変化
適合社会」の創造が求められている。機械の設計（デザイン）の場合には要求機能に応
じて、様々な機構・モジュールを組み合わせることで設計されるが、これと同じように、
私たちの生活の場合にも対応すべき生活機能の変化に応じて、支援モジュールを統合す
ることで生活をデザインする新たな方法論が求められている。しかし、今のところ、誰
しもが経験し得る生活デザインの問題の解決を支援してくれる産業や科学技術は未整備
であり、個人の努力に委ねられているのが現状である。
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図表 1 は、本研究で目指す社会「生活機能変化適合社会」における生活デザインサイク
ルを書いたものである。図表1は、何らかの生活機能低下が生じた際に、それを検出し、
世界保健機関の提唱する生活機能モデル（ICF）に基づいて記述・蓄積された他の人の
生活のデータベースを活用することで、ありえる生活の提示、ありたい生活の選択支援、
生活支援ロボットモジュールの統合によるありたい生活の実施、その評価を通じた持続
的生活改善によって、社会参加の質が高まっていく循環プロセスを示している。
図表 1

生活機能変化適合社会のための総合的生活デザインサイクル
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生活機能モデル（ICF）とは、1）手足の動作や計算などの心身の機能、2）食事・排泄・
歩行など基本的活動を行う機能、3）それらが組み合わさって可能となるレジャー、家事、
仕事などの社会参加のための機能に関する分類を指し、この生活機能という切り口によ
って、生活で必要となる機能や、生活の中で実際に使われている機能を幅広く整理する
ことが可能となる。
生活デザインの科学的アプローチの中でも、強力になりえるものが、生活現象を扱う
数理体系そしてそれを計算機の上で扱うための計算理論の開発を通じたアプローチであ
る。生活現象という集合に何らかの位相（構造）を入れ幾何学化することができれば、
解析可能な体系を構築することが可能である。最近、ICF のコード体系を用いて、リハ
ビリテーション病院、老人ホーム、住宅改善事業者、消防庁などの持つ事故データ、保
健師などによる生活調査データなどの様々な生活データを表現し、グラフ構造として記
述することで数理的に取り扱える体系（生活幾何学）構築の試みも始まっている。
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図表 2

生活デザインのための生活幾何学的アプローチ

生活機能変化適合社会の実現には、新たな生産システムが必要となる。これまでの消
費者購買行動フィードバック型大量生産方式だけでなく、健康で安全な生活を実現する
第

生活者行動フィードバック型柔軟生産方法が求められる。生産技術の観点からは、文字
通り一品生産を含めた多様な量の生産を可能とする完全無人化工場（ロボティクス工場）
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や 3D プリンタなどの生産技術が利用可能になりつつある。一方、生活者理解技術の観
点からは、生活者の地域生活を大規模データから、生活幾何学的アプローチなど何らか
の情報技術を援用することで知識化し、生活者起点の生産に役立てる知識循環の仕組み
も可能になりつつある。
このような技術背景は、生活者、強力な情報処理技術・ロボット技術を援用可能にす
る技術や仕組みの導入、柔軟な生産システムがうまく連携することで、多様な生活機能
を持つ生活者に手早く、きめ細かく対応しつつも、産業として成立させることのできる
新たなエコシステムの実現可能性を示唆している。
西田 佳史（産業技術総合研究所 デジタルヒューマン工学研究センター）

4-60

4.3. 推進施策・関連法令
4.3.1. 国の主な推進施策（各府省庁等の取組と役割）
我が国では、国等が率先してロボットやロボット技術（Robot Technology、RT）またはそ
れらの要素技術の研究開発や実証、社会実装を推進することを通じて、我が国の国際的な貢献
をも視野に入れた技術水準の向上、ビジネス環境の整備、安全・安心でレジリエントな社会の
構築等を図ることを目指している。これらの取組として、世界のトップを目指した先端的な研
究の推進、今後の我が国の国富拡大や国際的な競争力とプレゼンスを担う新たな産業の創出・
育成、国際標準化への貢献等について、政府全体の政策的方針や計画、総合科学技術会議にお
ける議論等に基づき、各府省庁の政策的意図に応じた様々な取組が進められている。

（１）最先端研究開発支援プログラム
例えば、世界のトップを目指した先端的研究を推進することにより、産業、安全保障等の分
野における我が国の中長期的な国際的競争力、底力の強化を図るとともに、研究開発成果の国
民及び社会への確かな還元を図ることを目的とした、
「研究者最優先」の研究支援制度として「最
第

先端研究開発支援プログラム（FIRST プログラム）」が創設されている［1］。
であり、例えばロボット関係では、筑波大学大学院システム情報工学研究科の山海嘉之教授に
よって、ロボットスーツ等を人間の思い通りに動作できるよう高度化させ、リハビリや高齢者
の生活支援等に応用する研究が進められている。このプログラムは、ロボット関係以外でも、
例えばノーベル賞を受賞した田中耕一氏（株式会社島津製作所田中耕一記念質量分析研究所／
所長）や、山中伸弥氏（京都大学物質 - 細胞統合システム拠点 iPS 細胞研究所／所長）の研究
が進められており、我が国を代表する研究者を対象として、研究者が研究に集中できるサポー
ト体制や多年度で運営できる研究資金など、
「研究者最優先」を特徴とした研究支援制度である。
この制度は平成25年度をもって終了することから、平成26年度からの新たな制度設計に向けて、
総合科学技術会議の「最先端研究開発支援推進会議」において「革新的研究開発推進プログ
ラム（仮称）」に関する検討が、アメリカの DARPA（Defense Advanced Research Projects
Agency：国防高等研究計画局）のモデルを参考に進められている［2］。

（２）ロボット介護機器開発・導入促進事業
経済産業省の主な施策としては、平成25年度から5年間にわたり、
「ロボット介護機器開発・
導入促進事業」（図 4-22）が進められていることがあげられる。この事業では、（1）現場のニ
ーズを踏まえて経済産業省及び厚生労働省が重点分野を特定（ニーズ指向）、（2）ステージゲ
ート方式による研究開発によって使い易さ向上とコスト低減を加速（安価に）、（3）現場に導
入するための公的支援・制度面の手当て（大量に）をコンセプトとして、経済産業省と厚生労
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このプログラムは、総合科学技術会議における検討を通じて平成 21 年度に創設されたもの

働省が共同で策定・公表した「ロボッ
ト技術の介護利用における重点分野

図 4-22… 「ロボット介護機器開発・導入促進事
業」と重点分野

（平成 24 年 11 月、平成 26 年 2 月 3 日改
訂公表）［3］」のロボット介護機器の開
発・導入の支援を行うことにより、要
介護者の自立促進や介護従事者の負担
軽減を実現し、ロボット介護機器の新
たな市場の創出を目指した事業であ
る。

（出典：経済産業省）

（図 4-22）の「ロボット介護機器開発・導入促進事業」は、重点分野のロボット介護機器の
開発・実用化を促進するため、製品化の意思を持つ企業等への「開発補助」と、重点分野のロ
ボット介護機器の実用化に不可欠となる実証プロトコル確立のための研究や、機能や部品等の
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モジュール化や標準化の「委託研究」を実施している。さらに本事業と並行して、経済産業省、
厚生労働省、NEDO、（公財）テクノエイド協会が合同で「ロボット介護機器開発パートナー
シップ（事務局：NEDO）」を組織しており［4］、同パートナーシップを通じて、介護機器の利
用者・介護現場等のニーズの把握や機器メーカとのマッチングを図るとともに、行政からの開
発に資する情報提供や参加企業等の声を集めてロボット介護機器の開発・実用化のための施策
に反映することなどによって、課題解決先進国とも言われる我が国として、超高齢社会におけ
る介護者の自立促進や介護従事者の負担軽減、ロボット介護機器に係る新たな市場の創出や産
業競争力の強化等を目指している。

A）環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／生活支援システムの
国際研究開発・実証事業

また、経済産業省と NEDO では、高齢化や生活水準の向上に伴う健康志向の高まりは世界
的な趨勢でもあり、今後、医療、介護、健康、福祉等の生活支援関連産業の高い成長が期待さ
れるとの認識のもと、我が国企業が強みを有するロボット技術を中心とした研究開発・実証を、
海外の現場のニーズを反映しつつ主に相手国にて実施し、相手国から我が国技術の有効性等の
理解を得ることにより、我が国の当該分野における技術水準の向上に加え、海外展開や市場化
の促進等を図ることを目的として、
「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト」（平
成 24 年度～平成 27 年度、図 4-23）を実施している。

4-62

図 4-23… 環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／生活支援システムの国際研究
開発・実証事業

（出典：経済産業省）

この事業の一環として、経済産業省と NEDO は、CYBERDYNE（株）の「ロボットスーツ
HAL Ⓡ」を利用して、脊髄損傷や脳卒中など脳・神経・筋系の患者を対象とした研究開発と実

業」の実施検討も進めており、我が国が得意とするサービスロボットに係る技術とそれをベー
スとした木目細かいソリューションサービスをパッケージさせた海外における新たな用途展
開、利用効果の検証、国際的な市場開拓や貢献などが期待される。

（３）その他の事業
笹子トンネル天井板落下事故
（平成24年12月）等、近年の社会インフラの老朽化と保守管理、技
術者の高齢化と技能伝承などの社会問題や、東日本大震災と原子力発電所の事故等を通じて一
層高まった安全・安心でレジリエントな社会の構築を求める国民的な意識が強まる中で、
「科学
技術イノベーション総合戦略」
（平成25年6月閣議決定）や「日本再興戦略」
（平成25年6月閣議決
定）
などを踏まえて、
国土交通省と経済産業省が合同で「次世代社会インフラ用ロボット開発・導
入検討会」を設置し、NEDO、独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）、独立行政法人土木研究
所とともに、
「維持管理・災害対応
（調査）
・災害対応（施工）」の3つの重要な場面におけるロボット
について、その開発・導入分野を明確化するなど実用化に向けた方策の検討を進めるとともに、
経済産業省及び国土交通省が
「社会インフラ用ロボット開発・導入重点分野」を策定している［5］。
文部科学省の施策としては、科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補
助金）による競争的研究資金や、「大学間連携共同教育推進事業」などの施策を通じたロボッ
トの研究があり、総務省の情報通信関連の取組として、「ライフサポート型ロボット技術に関
する研究開発（平成 21 年度～平成 24 年度）」を進めてきたほか、「脳の仕組みを活かしたイノ
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マークにおける生活支援ロボットを活用した介護サービス提供に係る国際研究開発及び実証事
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証試験をドイツのノルトライン = ヴェストファーレン州と協力して進めている。また、「デン

ベーション創成型研究開発（平成 23 年度～平成 26 年度）」や「災害対応ロボット・機器向け通
信システムの技術的条件」
（諮問第 2034 号）等がある。

4.3.2. ロボット化産業とソリューションサービスビジネスのための社会的制度
ロボット技術、ひいてはロボットそのものが、製品、インフラ、サービス、生活シーンや環
境などに組み込まれ、私たちの社会に身近な存在になった場合、それらがなかった環境とは異
なる様々な課題が顕在化することが予想される。そして、これらの課題を克服し、社会を住み
やすく、人類にとってより良い環境に導くべく、私たちは社会的制度（法令・条約、専門資格、
標準・規格、保険、倫理審査、表彰制度等）を整備することで、技術が社会にもたらす負の影
響とのバランスを保っているといえる（図 4-24）
。
ロボットやロボット技術を用いてソリューションサービスビジネスを展開したり、生活や社
会そのもののロボット化、情報・知能サービス化したりする場合にも、同様に様々な社会的制
度の中でそれらを展開することが必要となる。また、ロボット技術が発展し、その社会実装が
進みはじめた今日、これまでは必要なかった新たな社会的制度が必要となることも考えられる
ことから、私たちは、遠くない将来の問題としてロボットやロボット技術と社会的制度の在り
方や将来像についても考え直す時期に来ているといえる。
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以下に、ロボットやロボット技術と関連する社会的制度について概説する。

（１）主な社会的制度
ロボットやロボット技術と関連する社会的制度を分類すると、以下のとおりとなる［6］。
①法令等関係
a. 個別技術に対応した法令等を整備することによって社会を維持する制度（例：自動車の自
動運転と道路交通法や道路運送車両法、
情報技術と不正アクセス禁止法や個人情報保護法、
医療技術と薬事法、高度な技術を扱う専門的な資格制度、認証など）
b. 消費者等を守る観点から法令等を整備することによって社会を維持する制度（例：製造物
責任法〔PL 法〕、電気用品安全法、消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、消費者
契約法等に加えて、製品の複雑化や無秩序化、不公正性等を回避し、消費者の利益を確保
するための標準やその認証など）
②安全保障の観点から必要とされる法令や条約等
（例：ワッセナー・アレンジメント、武器輸出三原則等、外国為替及び外国貿易法など）
③産業の健全な発展を促す規格や標準
（例：対人安全性、
各種の機能や試験方法、
技術の種類や分類、インタフェース等に関する規格）
④人間らしく技術と共存していく倫理や社会規範
（ロボットやロボット技術がもたらす事故、損害等に関する責任や影響、普及がもたらす雇
用の問題やモラルハザード、全自動化された社会が人間にもたらす影響、ロボットが限りな
く生物や器官等に近い機能を持つようになった場合のロボットとの向き合い方など）
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図 4-24

産業技術の普及と…社会的制度等

（出典：NEDO 作成）

第

（２）主な関係法令

に出てくる侵略者、細かい作業を黙々と高速でこなす産業用ロボット、人が近づけない事故や
災害の現場、深海、宇宙空間などで働く作業機械など、人によって大きく異なることだろう。
サービスロボットに関わる法律を考える場合、その特徴として、いわゆる「ロボット」に対す
る概念的理解が統一されておらず、ロボットは極めて社会的に幅広い意味を有することがあげ
られ、一般市民としての老若男女、研究者や技術者、国によっても「ロボット」に対するイメ
ージは異なっている。このことが、いわゆるロボットと呼ばれるもの全体に対する包括的な法
的定義を厳密に規定することを困難にしている原因といえる。そして当然、ロボットやロボッ
ト技術を社会に導入、実装しようとする場合、まずは他の技術と同様にそのロボット等が関連
するであろうあらゆる既存の法令等に適合することが要求される。さらにその法令等が、本来
は自由であるはずの自由経済主義の国家において、技術水準の進歩や現実的な社会経済情勢、
善良な国民の生活、既存の法律等に照らしてそぐわない、またはそぐわなくなるであろう、ひ
いては国益等にもそぐわない、との解釈が認識しうる場合に、法律の改正や特区の認定、新た
な法律の制定などが求められることになる。
ここでは、近年普及が求められているいくつかのロボット技術に関連する法令等を例示的に
あげつつ、その関連性についての一般論を述べていくが、厳密な法律解釈や判例等は、専門の
弁護士や監督官庁、最終的には当然ながら司法にその判断を委ねることが必要である。
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「ロボット」と聞いて、読者の方々は何を思い浮かべるだろうか。アニメのヒーロー、映画

A）法令関係
a）個別技術に対応した法令等を整備することによって社会を維持する制度
イ）自動車の自動運転と道路交通法や道路運送車両法等との関係について
道路交通法（昭和 35 年公布）では、「自動車」の定義として、「原動機を用い、かつ、レー
ルまたは架線によらないで運転する車であつて」と規定（第 2 条第九号）されており、「運転」
の定義として、
「道路において、車両（略）をその本来の用い方に従つて用いること」と規定（第
2 条第十七号）されている。また、よく郊外の公道でも歩行補助車（電動車いす）を見かける
が、これは、道交法施行規則第 1 条により 6km/h を超えないものとなっている。道路運送車両
法（昭和 26 年公布）によると、「自動車」の定義として、「原動機により陸上を移動させるこ
とを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの（略）であつて、（略）原動
機付自転車以外のもの」と規定（第 2 条第 2 項）されている。これらのことから、一般的には、
いわゆるレールなどによって走行の位置や方向等が決められておらず、移動のための車輪を有
するものと想像されるが、ここで、この話をロボットに置き換えた場合、陸上用のホバークラ
フト型のロボットや低地飛行するロボットについて、これらの法律上はどの様に解釈されるの
かという問題が生じる。また、
「運転」については、道路交通法では、
「道路において、車両（略）
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をその本来の用い方に従つて用いること」と規定（第 2 条第十七号）され、「車両等の運転者
は、
（略）ハンドル、ブレーキ（略）を確実に操作し、（略）運転しなければならない」と規定
（第 70 条、安全運転の義務）されていることから、運転者が乗車しない状態の遠隔操作、近く
の車両や道路施設等からの制御、車両等自身による自律的な自動運転等はどの様に考えるべき
かという疑問が生じることになる。
ロ）飛行ロボットと航空法等
航空法（昭和 27 年 7 月公布）によると、「航空機」とは、「人が乗つて（略）航空の用に供
することができる機器」と規定（第 2 条）されていることから、同法はそもそも、「人が乗る」
ことを前提とした法規定になっている。つまり、現行の航空法において航空機は有人飛行を想
定したものであり（逆に言えば、無人操縦であっても人が乗れるものは航空機になる）、無人
の飛行体に係る規定はなく、無人飛行ロボットのビジネス運用には、後述するような各種関係
法令に従うことが求められる状況である。さらに航空法には、操縦者の見張り義務（第 71 条
の 2）によって、「（略）航空機の操縦を行なつている者は、航空機の航行中は、（略）他の航
空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない」とされているほか、航空
機製造事業法（昭和 27 年公布）上の「航空機」の定義（第 2 条第 1 項）に係る同法施行令第 1
条には、「（略）航空の用に供することができる機械器具は、（略）" 構造上人が乗ることができ
ないもの "（注：無人機のこと）のうち、総重量が 150kg 以上のものとする」という「150kg
規定」も存在している（平成 26 年 3 月に航空機製造事業法施行令の対象が 100kg 以上から
150kg 以上に改正されたことにより、農業（農薬散布、播種）での利用拡大や観測機等の無人
機開発の促進が期待されている。
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また、無線で飛行することを想定すれば、当然、「電波法」との関係にも注意が必要となる。
電波法では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。た
だし、（略）発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの（略）についてはこ
の限りでない」（第 4 条、無線局の開設）と規定しつつ、電波法施行規則で「免許を要しない
無線局」により「電波が著しく微弱な無線局」として電界強度（電波の強さ）が「当該無線局
の無線設備から（略）メートルの距離において、
（略）以下であるもの」と制限している（第6条、
免許を要しない無線局）
。
電波法に関連する関係法令（表 4-1）、規定は広範かつ重層的であり、法条文のみから具体
的な事例や規制内容を理解することは初心者には困難な面もあるが、規制内容や根拠規定、条
文構成等について身近な具体例を交えて分かりやすく解説している資料が総務省ウェブサイト
や（一社）電波産業会等から多々公表されているので必要のある方は参照されたい。
なお、本項に関連する疑問として、警備や監視、農薬散布、物資輸送、架線工事、撮影・観

表 4-1

電波に関する主な法令

…電波法

政令

無線従事者操作範囲令、…電波法関係手数料令

省令

… 波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線従事者規則、無線局運
電
用規則、無線局（基幹放送局を除く。
）の開設の根本的基準など
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測、各種施設の点検や災害対応等に用いることができる産業用の無人飛行ロボット（UAV：
Unmanned Aerial Vehicle）についての法的な取扱いはどの様に考えるべきであろうか、とい
う点に触れておきたい。当然、飛行場の周辺等では飛行可能な区域がおのずと限られ、さらに
電波法への対応も求められることはいうまでもない。衝突や落下に伴う安全性の問題やプライ
バシー、騒音等の問題を考えれば、公道上（上空）を無制限に飛行させてよいとは考えられな
いだろう（各自治体にはこれらの行為に係る迷惑防止条例がある場合もある）。
「輸送の安全の確保」や「利用者の利便の増進」、「航空の発達」（第 1 条）を図るための航空
法がある一方で、我が国には、研究面では例えば、セコム（株）の自律型小型飛行監視ロボッ
トや JAXA の自動操縦型無人飛行ロボット、千葉大学野波健蔵教授らによるマルチローター
ヘリコプターなど、ロボット技術としての機能安全技術、自動制御技術、認識技術等の多くの
技術を有している（参考情報であるが、例えば、北海道大樹町のウェブサイトでは、同町の取
組や同町が受け入れている各種の航空宇宙関連技術の屋外実験が紹介されており、この北海道
の一自治体のウェブサイトから大学等の研究や国家レベルでの最新の取組の一端が垣間見える
ので、大変興味深い。
）
。統合したシステムとしての無人飛行機関連ビジネスの発展には、さら
なる関係省庁、業界等による検討が必要であり、実際の運用に際しても、使用目的や用途、使
用場所によって無人飛行機の種類やサイズ、近隣への影響等が異なり、安全に使えて便利にな
るための信頼性も必要となることから、今までにない法規制、安全性等に係る課題の検証が必
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要となるであろう。日本産業用無人航空機協会（JUAV）では、正会員に対する機体性能確認
等の安全基準に記載されている各種検査を行っている［7］。
b）消費者等を守る観点から法令等を整備することによって社会を維持する制度
イ）製造物責任法（PL 法）
PL 法は、「（略）被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展
に寄与すること」（第 1 条）を目的とした法律であり、製造物に「欠陥」があるときに，製造
者に損害賠償義務を負わせる法律である。メーカにとって、この「欠陥」には、「設計上」「製
造上」「指示警告上」の欠陥が考えられるが、これらの概念はロボット等を社会に実装しよう
とする場合にも当然考慮されるべきこととなる。グローバルな経済と競争環境が浸透し、世界
各国での調達・製造・販売や、産業エコシステムとも言われる、関係する企業等との国境を越
えた最適かつ柔軟な連携が求められる中で、ますます重要になる法律であろう。メーカ側の立
場からすると、上記の「欠陥」に係る 3 つの概念に対応すべく、設計・製造の両段階において
製品全体の安全を図り、それを正しく使用する場合や、想定される誤った使用方法に対する注
意を促し、欠陥が無いことの証明が求められることになる。
なお、我が国では比較的注目され、浸透している PL 法だが、その訴訟件数は米国等と比較
して決して多くないとのデータがある［8］（「ロボペディア」というウェブサイトにおいて専門
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家が解説している資料〔講演スライド〕が掲載されている）。技術や品質管理面での対応が整
っていたとしても、過度に PL 法を恐れるあまり市場投入に躊躇すれば、ビジネスチャンスを
失うことにもなりかねない。

B）安全保障の観点から必要とされる法令や条約等
交通・物流や情報通信のネットワークが世界中で発達し、情報やデータ、物品が素早く世界
中を移動する一方で、国際的な紛争やテロが頻発する国際社会において、兵器等の拡散、安全
を脅かす物品の流通を国際的に規定している枠組みが存在する。外国為替及び外国貿易法によ
る輸出規制、ワッセナー・アレンジメント（Wassenaar Arrangement：WA）、原子力供給国
グループ（NSG）
、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）、武器輸出三原則等が該当する。特に、
外国為替及び外国貿易法による輸出規制については、国境を越えて研究開発やビジネスを展開
する研究者や技術者、時には一般市民にも関係するため、経済産業省はウェブサイト等を通じ
て詳しい資料を提供している［9］。また、外為法や関税法等に基づく輸入規制、外為法以外に
も、日本国内に持ち込まれるものであれば各種の国内法に適合する必要がある。さらに輸出元
（海外）から輸出する際にはその国の法律等に従うことはもちろんのこと、米国の「再輸出規
制（EAR）
」を考慮する必要が出てくる場合もあるので注意が必要である。
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C）安全安心と産業の健全な発展を促す規格や標準（例：対人安全性に関する
規格）

ロボットの使用者や管理者に一定の技能や知識、経験が見込まれ、使用する場所や方法、管
理等に関する規制やルール、ヒヤリハット情報の収集等について、組織的な対応が期待できる
産業用ロボットと異なり、一般の家庭での使用が想定されるサービスロボットは、様々な使用
者、使用環境、ヒヤリハットの状況等が考えられ、そもそも人と日常的に近接して稼働するこ
とが想定されることから、使用者等に対する安全技術に関する水準の向上や知見の蓄積、安全
に関わる情報の共有化や標準化が、国内外の使用者を対象とした安全・安心と産業の健全な発
展、または我が国の産業競争力の強化にとって特に重要となる。これまでに無い新たな、かつ、
高度な知見の蓄積とその知見を活用した規格化・標準化、さらにはそれらの知見の積極的な国
際的な標準化を図ることによる国境を越えた安全・安心の実現やグローバルビジネスの活性化
等への貢献が求められている。高い水準で安全性を求める我が国の国民性が、逆に我が国で蓄
積された安全性に関する技術的な知見等をベースとした世界的な安全・安心社会の実現や、単
なるロボットサービスビジネスではなく、
安全性を担保する制度と組み合わせた市場展開など、
グローバルなビジネス展開の活性化等にも役立つ可能性もある。
我が国では、ロボット技術の急速な発達により、近い将来に人間とロボットが共存・協調す

ではあまり存在していなかった点で先駆的な例といえる）。このロボット安全技術を高めてい
く動きは、経済産業省を主体とした「ロボット産業政策研究会」の報告書（平成 21 年 3 月）に
受け継がれており、さらには NEDO の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（平成 21 年度
～平成 25 年度）や平成 22 年度の「生活支援ロボット安全検証センター」の設立、最近では「科
学技術イノベーション総合戦略」における「生活支援ロボットの安全に関する認証制度整備と
国際標準化（2015 年）
」
、
「ロボット介護機器開発・導入促進事業」などにも受け継がれている。
さらに「サービスロボット」に係る安全性に関する規格として、「Personal care robot」の
国際安全規格「ISO 13482：Robots and robotic devices - Safety requirements - Non-medical
personal care robot」が発行（平成 26 年 2 月）されている。これらの動きのベースには、上記
の「次世代ロボットの安全性確保ガイドライン」においてまとめられた様々な提言等に加え
て、NEDO の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」を活動母体として産学官から結集し
た我が国最先端の専門家チームによる ISO/TC184/SC2/WG7 への積極的かつ継続的な提案と
議論への参加が行われた（日本がドイツとともに先導役を果たした）ことが貢献している。さ
らに正式な国際標準（IS）化の動きを先取りする認証に係る取組の例として、NEDO「生活支
援ロボット実用化プロジェクト」の成果を用いて CYBERDYNE（株）が、（一財）日本品質
Ⓡ
保証機構（JQA）から「ロボットスーツ HAL 福祉用」に対する国際安全規格 ISO/DIS13482

（DISとは国際標準ISのドラフトの意味）に基づく世界初の認証と認証書の発行（平成25年2月）
や［10］、欧州域内で医療機器として流通・販売できる「CE マーキング」の取得を、第三者認証
4-69

4

章

が制定された（ロボット法やロボット保険などのロボットに係る包括的な社会的制度がここま
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る状況を見据えて、
「次世代ロボットの安全性確保ガイドライン」
（平成19年7月、経済産業省）

機関テュフ ラインランド（TÜV Rheinland LGA Products GmbH：ドイツケルン市、日本支
社：横浜市）からいち早く受け［11］、さらに ISO13482 の正式な発行（2014 年 2 月 1 日）以降も、
NEDO 生活支援ロボット実用化プロジェクトの成果を用いて、パナソニック（株）のフルリ
クライニング車いす付きベッド「リショーネ ®」と、（株）ダイフクの配送センター内高速ビ
ークル（無人搬送車）の安全技術「エリア管理システム」が、ISO13482 の認証を世界で初め
て取得［12］するという一連の成果につながっている。人と寄り添って機能するサービスロボッ
トの普及を見据え、その安全技術にいち早く着目し、開発と普及のための産学官の叡知の結集
による長期的で一体感のある政策的な取組が具体的に目に見える成果として結実、奏効した例
と言えよう。

コ ラ ム
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〜CE（欧州適合）マーキングについて〜
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CE マーキングとは、欧州連合（EU）地域の市場に流通される指定製品（医療機器
など）に貼付を義務付けられる基準適合マークのことで、「EU 指令」の必須安全要求
事項（ESRs：Essential Safety Requirements）に適合したことを示す。
テクノロジーが世界中で流通するには、国際規格を満たす必要がある。我々は、
2009 年に NEDO の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」で、中核メンバーとし
てこのプロジェクトを推進してきた。また、国際標準化機構（ISO）のメディカルロボ
ットとパーソナルケアロボットの全ての規格策定会議には CYBERDYNE 社に加え筑
波大学のメンバーも参加し、重要な役割を担ってきた。パーソナルケアロボットでは、
ISO/DIS 13482 の最終バージョンが出来上がり、「HAL 福祉用」は世界で初めてパー
ソナルケアロボットの国際認証（ISO/DIS13482）を取得した（2013 年 2 月）。メデ
ィカルロボットでは、まず、医療機器として認証されるためには、医療機器をつくるこ
とができる医療機器品質マネジメントの認証が必要である。2013 年 1 月 18 日、革新
的ロボット医療機器「HAL」に対して UL（TÜV Rheinland と双璧をなす世界最大級
の認証機関）から、医療機器の国際品質マネジメントシステム規格「ISO 13485」を
CYBERDYNE 社が取得した。
さらに、医療機器を製造し、ヨーロッパの EU 域内へ輸出するには、EU 全体の法規
制である「EU 指令」の要求事項に適合させ、製品に CE マーキングを表示することが
必須である。CE マーキングは、第三者機関による認証と、自己適合宣言で良い場合の
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2 種類があり、単純な製品は自己適合宣言で良いが、「HAL 医療用」のようにより高度
な医療機器の場合は第三者による認証が必要となる。また、「EU 指令」は分野毎に 22
種類の指令があり、「HAL 医療用」の場合は 医療機器指令（MDD：Medical Device
Directive）の他、複数の指令に適合される必要があった。CE マーキングの取得には、
製品開発、非臨床試験、臨床試験の精緻なデータがセットで必要である。このようなデ
ータを基に 2013 年 8 月 5 日に世界最大級の認証機関

独 TÜV Rheinland（テュフ ラ

インランド）社から第三者認証を得ると同時に、CE マーキングの取得宣言を行った。
CE マーキングの 4 ケタの数字（「HAL 医療用」は CE0197）は、「HAL 医療用」が医
療機器であることを示している。これを示すことで、ヨーロッパ全域で、
「HAL 医療用」
の販売流通が可能となった。欧州で医療機器を市場に流通させるには、医療機器の CE
マーキングの取得が不可欠であるが、パーソナルケアロボットに関しては、現在、医療
機器の CE マーキングの取得は義務付けられていない。通常の製品と同様の CE マーキ
ングで対応することになる。今後については、様々な意見があり、2013 年現在では最
終確定に至ってはいない。
（2014 年の早い段階で最終確定されるだろう。）
システム情報工学研究科

サイバニクス研究センター／
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D）人間らしく技術と共存していく倫理や社会規範
サービスロボットに関わる倫理問題や私たちの生活に不可欠な社会規範とロボットとの整合
の在り方については、これまで様々な形態、機能等を有するサービスロボットが登場し、私た
ちの生活や社会に密接に関わりを持つことが想定される度に議論されてきた「古くて新しい」
課題である。ここでは、それらの詳細な解説や学術的研究については省くこととし、サービス
ロボットの普及に際して、特に産業界（研究者、技術者、企業等）が直面すると想定される課
題に関して、簡単な事例とともに概説する。
サービスロボットが私たちの日常生活に組み込まれ、それが普及した場合、様々な課題が発
生することが予想される。例えば、
・ロボットがもたらす事故や損害等に関する責任所在の問題
・ロボットの普及がもたらす雇用の問題やモラルハザード（雇用喪失につながる問題、教育や
介護等をロボットに任せたままにしておく問題等）
・自動化が進んだ社会が人間にもたらす影響の問題（賃金を得る機会を生まない自動社会の問
題、人間自身ができることが少ない社会における生きがいや幸福感の問題、機械が人間をコ
ントロールする問題、自動車や食事補助、兵器などがロボット化された場合に自律化される
べき範囲の考え等）
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・ロボットが人間、他の生物や器官等に非常に近い機能を持つようになった場合の人間とロボ
ットとの向き合い方の問題（生物とロボットの境界線の問題等）
などが考えられる。
1950年に登場したロボット工学の三原則（図4-25）［13］を聞いたことがある方も多いと思う。
この原則は、ロボットは人間にとって常に安全な存在であって、かつ、人間がロボットよりも
常に優位に立つべきであること（人間の優位性）を示している。ところが、上述したようなサ
ービスロボットの普及時に考えられる様々な問題を考慮した場合、これらはロボットがもたら
す人間としての「社会規範」や「幸福」
、
「人間らしさ」等の問題と直結しており、
「安全性」や「人
間の優位性」という「人間と機械の主従関係」の概念を超えて、最早、技術の進歩と普及にと
もない顕在化するであろう、「人間社会における人間らしい幸福な生活や人生とロボットとの
適切な共存の問題」
、即ち「人間 “ 性 ” の優位性」も考慮すべきであることに気づくだろう。

図 4-25

…ロボット工学の三原則とその意味
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（出典：NEDO 作成）

ロボットが人工知能や自律機能等を使って人に何らかの「はたらきかけ」を行う場合も、機
械を「人の代替」
「人に寄り添うパートナー」
「人の能力を拡大、強化、創造するシステム」
「安
心・安全、快適・便利で愉快な社会や暮らしに変えていくシステム」として使う意思の本来的
な持ち主は人間であるはずであり、機械は「ツール」であることに変わりは無い。
「機械を使う」
のが人間である以上、少なくとも人間らしい社会においては、法律や社会的道理、人間（や自
然）に対する愛情や尊厳・敬意、理性、自らのアイデンティティに関連する民族・宗教的慣習
等を守って「機械を使う（コントロールする）」ことが求められるであろう（極めて当たり前
のことではある）
。仮に、新しい技術の出現に対して、既存の適切な社会的制度が無い場合は、
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この「主従関係」に則った、人と機械が「主従関係」を間違わないよう、新たな制度作りや環
境整備が必要となるはずである。
サービスロボットのビジネスや産業の活性化を目指し、その国際競争が激化する今日、改め
て「ロボット倫理」を語る時期にあると述べておきたい。というのも、科学技術立国・ロボッ
ト大国を標榜する我が国は、技術面だけでなく、サービスロボットのビジネス展開においても、
「社会的制度の整備」
「人間性、徳、倫理観」でも世界を先導すべきであり、そして、技術が発
展していくにともない、それが社会で正しく使われるよう、研究者、技術者、企業、ユーザ等
が具備すべき「高い意識」の涵養とのバランスを取っていくことが求められる。ビジネス展開
においても、日本の社会的な制度設計、環境整備の取組の経験やノウハウを使って「ロボット
技術と社会的制度の構築（ものごとづくり）
」を「パッケージ」で海外展開できるはずである。
人間性の領域に機械の機能が近づき、人間と機械・情報の主従関係が仮に逆転してしまった社
会によって、科学技術や生活水準のみが向上しても、一方で豊かな人間らしさや人間どうしの
つながりが社会から失われれば、人々の心は乱れ、ひいては国が廃れることにならないか。
「人
が人らしく豊かに暮らせるために技術がある」という高い意識の涵養を伴わずに、技術が発展
した姿からは、その様な荒廃した社会を容易に連想させられるため、ここで付記しておきたい。
第

（３）保険

女から専門の技術者）
、
サービス提供者、
製造者など様々である。したがって、そのリスクの工程、
発生状況等も多種多様であろう。さらにこの様な状況であればなおさら、当事者からは「どの
様な内容の保険を手当すべきか分からない」という疑問が当然生じるだろう。
例えば、現状ではロボット全体を包括的に規制する「ロボット法」がなく、既存の各種関係
法令に適合させることが必要となるのと同様に、「ロボット保険」のようなリスク全般を包括
した保険は基本的に存在しない。しかし、各種のリスクを補償する既存の保険商品（動産総合
保険、施設賠償責任保険等）の組み合わせによってリスクに対応することが可能となっている
（原則として個別の商品設計となる）
。ただし、ロボットの特徴・管理方法・使用方法等により
当然リスクも異なることから、保険引受の可否や保険条件、保険料等が大きく異なるのが通常
である。ロボットに携わる当事者は、加入される保険の内容をよく理解した上で、想定される
事故やリスクを踏まえて、適切な保険を手配することが必要と考えられる。
サービスロボットに関わる保険商品については、「ロボペディア」というウェブサイトにお
いて専門家が解説している資料（講演スライド）が掲載されているので［14］、関心のある方は
参照されたい。
また、「NPO 法人ロボティックス普及促進センター」（2011 年 1 月設立）は、東京海上日動
の損保代理店「ロボット保険サービス」として登録されており、同センターがこれまで蓄積し
てきた知見を用いて、ロボットのビジネス、試験、イベント等に関わる各種の損害保険などの
提案を平成 25 年 4 月から行っている。ロボットビジネス推進協議会でも「アプリケーション別
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サービスロボットには様々な種類や用途、機能があり、その関係者も使用者（一般の老若男

既存保険商品の適用ガイドライン（平成21年）
」、
「広義のロボットに関わる保険商品の概要（平
成 19 年）
」
、
「ロボットに関わる保険商品（メニュー）指針（平成 19 年）」などを公開している。

（４）規格化・標準化
A）サービスロボットに係る規格化・標準化
日本工業標準調査会（JISC）のウェブサイトによれば、標準化とは、「自由に放置すれば、
多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化すること」とし、経済・社会活
動の利便性の確保（互換性の確保等）
、生産の効率化（品種削減を通じての量産化等）、公正性
の確保（消費者の利益の確保、取引の単純化等）、技術進歩の促進（新しい知識の創造や新技
術の開発・普及の支援等）
、安全や健康の保持、環境の保全等の観点から「規格」として「統一」
または「単純化」が行われている［15］。
特に研究開発の場合は、各社が研究開発を自社の方針とリスク負担に応じて独自に実施する
ことは法令等に反しない限り自由であるが、各社が同様の研究をバラバラに実施していたので
は、我が国全体の視点からすると、我が国の限られた開発資源を有効に活用しつつ、早期に技
術水準を向上させる点では非効率となる場合がある。その様な場合にこそ「規格化・標準化」
第
章

4

手段が有効となる。
サービスロボットについては、まず JIS（日本工業規格）において、JIS B0187（サービスロ
ボット－用語）として用語の分類とその定義が行われていることについて触れておきたい。具
体例として幾つかをピックアップし
て（表4-2）のとおり掲載しておく。

表 4-2

さらに、サービスロボットの安全

《形態》

性や安全基準に関する取組について

番号

JIS…B0187（サービスロボット－用語）
用語

定義

はすでに触れているため、
ここでは、

2110

人間形ロボット

我が国の研究開発プロジェクトとし

人間に似た外観形状と
機能とをもつロボット

2120

2 足歩行ロボット

2本の足で移動するロ
ボット

2130

顔ロボット

目、耳、口などを備え、人間
の顔の表情に 似た変化を表
現できるロボット

ての規格化・標準化の取組に係る政
策的な考え方や例を下記のとおり紹
介したい。

その他に、2140動物形ロボット、2150昆虫形ロボット、2160マイクロロ
ボット、2170群ロボット、2180 ユビキタスロボットがある。

《用途》
番号

用語

定義

2210

ホームロボット

一般家庭で使用するロボット

2220

福祉ロボット

福祉分野で使用するロボット

2230

医療ロボット

様々な医療行為を支援するロボット

2240

アミューズメントロ
ボット（エンタテイメ
ントロボット）

人間を楽しませるロボット

その他に、2250メンテナンスロボット、2260災害対応ロボットがある。
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B）研究開発段階からの標準化の取組
NEDO 等が推進する様々な研究開発国家プロジェクト等の実施内容の中には、標準化を推
進するための取組がすでに組み込まれており、研究開発と標準化の取組が一体的に推進されて
いるような制度設計になっている。これを「研究開発プロジェクトへの標準化のビルトイン」
と呼んでおり、国家プロジェクトを通じて得られた様々な知見、成果を速やかに市場へ導入
し、我が国産業の競争力強化を図る観点から行われているものである。研究開発が終了し、そ
の成果が明らかになった段階で標準化を検討するのではなく、研究開発段階から標準化とその
国際貢献の可能性を常に念頭に置きながら開発を進めることで、技術立国たる我が国の優位性
を活かしつつ、諸外国に先んじて標準化に取り組むことを目指した政策である。経済産業省と
NEDO が策定している研究開発に関するロードマップ（「技術戦略マップ」）の中には、国際
標準化に関する戦略についても記載することによって、技術の発展を見通し、その将来像や技
術普及シナリオの在り方を描く段階から、標準化の取組を想定しておくとともに、個別の研究
開発プロジェクトの実施の際にもプロジェクト基本計画の中に標準化への取組に係る計画等に
ついて明記しておき、さらに、プロジェクトの中間評価・事後評価の段階でも標準化の取組状
況について評価を実施することで、着実な成果が得られるように制度設計が行われている。こ

省のウェブサイトにも掲載されているので、同省の基準認証政策全体の取組を含めて参照して
みては如何だろうか［16］。
なお、我が国において、サービスロボットの安全性に関する試験方法、安全基準、安全認証
等の制度設計に関する研究、介護ロボット（ロボット介護機器）に関する機能や部品等のモジ
ュール化、標準化等に関する研究が行われているが、これらの各種試験、試験データに基づく
基準作成等の中心的な役割を果たしているのが、「生活支援ロボット安全検証センター」（つく
ば市、図 4-26）である［17］。ここで同センターを紹介しておきたい。
このセンターは、2010 年に設立されており、サービスロボットの安全性等に関して、（1）走
行試験関連エリア、（2）対人試験関連エリア、（3）強度試験関連エリア、（4）EMC（ElectroMagnetic Compatibility）試験関連エリアにおいて、機械、電気、機能安全に関する試験等を
行っている。同センターの特筆すべき点は、試験機関として国家プロジェクトの活動場所であ
るとともに、日本のサービスロボットの認証のしくみの中心的拠点となる役割も果たしている
点である。また、試験機関として国プロジェクトを通じた安全性データや技術の蓄積、標準化
に必要なデータの取得や検討に加えて、プロフェッショナルの育成、安全なロボットの普及、
「ロボットの街つくば」への貢献、安全性に関する社会的な認知度の向上、国際標準化の展開
や国際貢献や国際交流・連携の拠点等、我が国ロボット産業の発展と国際的な貢献に向けて重
要、かつ、様々な役割を担っており、サービスロボットの安全性や機能等に関する「Center
of Excellence」ともいえる重要な存在となっている。
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例として経済産業省が発行するパンフレットで詳細に紹介されている。このパンフレットは同

第

の様な取組はすでに様々な成果も生み出しており、我が国の基準認証政策について、奏効した

同センターのウェブサイトでは、質問、取材申し込み、各種試験等に関するお問い合わせの
窓口も設けられているので、ご関心のある方はアクセスしてみては如何だろうか。

図 4-26

生活支援ロボット安全検証センターの外観

（出典：NEDO ウェブサイトから）

C）ロボット用ミドルウェア RTM とは
RTM とは、ロボット機能要素（RT 機能要素）のソフトウェアモジュールを複数組み合わ
第
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せてロボットシステム（RT システム）を構築するソフトウェアプラットフォーム（ミドルウ
ェア）であり、我が国（特に AIST、NEDO 等）がロボット関連の技術開発とともに開発と
公開を進めてきた［18］。また、RT コンポーネント（RTC）とは、RT 機能要素をモジュール
化したものであり、他の RTC とデータをやり取りしたり、通信したりする為のインタフェー
スがある。RTM と RTC の関係を（図 4-27）に示す。RTM は、CORBA や UML の規格化を
行うコンピュータ業界の非営利の標準化コンソーシアムである国際標準化団体 OMG（Object
Management Group）にて、「ロボット用ソフトウェアのモジュール化に関する標準仕様」と
しても採択されている。

図 4-27
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RT ミドルウェアと RT…コンポーネントの関係イメージ

一般的に商品開発サイクルの短い、電化製品（ロボットを含む）や情報端末では、決定まで
何年も掛かる標準規格よりも、その時点で一般的な規格であるデファクトスタンダードの重み
が大きいと言われている。この様な観点からは、RTM の国際標準規格は必要であるが、ロボ
ットの普及に伴うデファクトスタンダード化と両輪で進めていく必要がある。特に RTM の国
際標準化により、次のような効果が期待される。
・規格が統一化され，Windows や Linux といった OS や C#、C++、Java、Python などのプロ
グラミング言語に対する依存度が低くなる。これにより、様々なプラットフォームでの利用
が容易となり、開発コストや期間の削減に繋がる。
・分散処理により、ロバスト性及び信頼性の向上が期待される。
・ロボットの機能要素がモジュール化され、他のロボットへの再利用が容易となる。

（５）特区の事例と法規制の適用
A）コミュニティベースのサービスロボットシステムの共創
近年、ロボットサービスビジネスの実用化に向けて、地方自治体が、それぞれの地元に特有
の資源（工業技術、人材、医療機関、特区、観光資源、伝統文化等）を活用して、コミュニテ
第

ィベースでサービスロボットシステムを共創する動きが盛んになってきた。
とするロボットブームの際に活発化したが、日本経済が長期低迷してきた中で、東京の様な一
部の都市だけでなく地方も併せて活性化し、日本全体を元気にするために、日本の優れたロボ
ット技術を活用し、地域の特色に特区制度を組み合わせて地元産業の振興を図ったり、地域の
課題や住民サービスに係るニーズを組み合わせて安全・安心な住民サービスを提供したりと、
地域に根ざした地道な取組として継続する動きも見られる。各地で住民の高齢化や産業の空洞
化・衰退が深刻化していることや、東日本大震災を契機とした安全・安心社会の実現を目指す
国民的な機運が高まったことも影響していると思われる。
各地域における取組［19］の中でも、「研究学園都市」、「ロボットの街」としても有名であり、
ロボットの公道走行にも比較的早くから取り組んできた「つくば市」が象徴的な役割を担い、
地域の様々な資源を活用しながら、地道な活動を意欲的、継続的に続けてきた。同市の他自治
体や海外に与える貢献や影響は極めて大きく、同市を手本として特区を活用したロボット産業
の活性化、町おこし的な取組を進める自治体が増えているなど、今後の動向が注目される。こ
れらの「地域共創」の動きが、地域の特色を最大限に活かしながら各コミュニティベースで拡
がり、全国の各地域から日本を元気にするロボットサービスビジネスとして定着することを期
待したい。
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地方自治体等が地元産業の振興等を期して推進するこれらの取組は、愛知万博前後をピーク

コ ラ ム

4-15

〜ロボットビジネス推進協議会の
活動状況について〜
2005 年愛知万博においてサービスロボットの実用化に向けた実証実験が行われた
が、国民のロボットやロボット技術（以下 RT と称す）に対する期待は大きなものであ
った。また、少子高齢化、労働人口低減や国際競争力激化などが進展し、これらによっ
て顕在化する様々な課題解消についても RT に期待する状況になっている。このような
中、産業、研究分野の壁を越えて、全てのロボット業界ステークホルダーが連携と相互
理解を深め、実社会で役に立つ RT を実現することを目的として 2008 年 12 月に設立
されたのが「ロボットビジネス推進協議会（以下ビジ協と略す）」である。ビジ協は民
間団体であり、いわゆるサービスロボット（人間と協調・共存し人間作業、生活をサポ
ートするロボット〔次世代ロボットと称することもある〕＝製造用途以外のロボットを
指す）の普及促進、新事業化推進に資する幅広い支援活動を行っている。
第
図表

…ロボットビジネス推進協議会の活動内容
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出典：ロボットビジネス推進協議会成果報告会 ppt 資料（2013.11.9）

ビジ協は 4 会員で構成されている。まず、普通会員であるが、これは設立趣旨に賛同
した営利法人であり、総会での議決権を有する。会費は 10 万円／年である。準会員は、
総会での議決権はない営利法人で、会費は 5 万円／年としている。また、会費無料で参
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加できるのが学術会員と特別会員である。学術会員は大学、公的研究機関の有識者、ま
た、特別会員は、自治体や特殊法人などの団体に所属されている方々である。これらの
会員数は現在、普通会員 54 社、準会員 13 社、学術会員 83 機関、特別会員 56 機関で
あり総数 206 社・機関となっている。
ビジ協体制は、総会の下の幹事会、その下の 3 部会で構成されているが、具体的な活
動は各部会に設けられた WG（ワーキンググループ＝ミッションを絞りそれにフォーカ
スして活動する）のメンバーを中心としている。また、学識経験者によるアドバイザグ
ループのサポートが必要に応じて受けられる。（事務局は（一社）日本ロボット工業会）
「安全・規格検討部会」は、安全基準や安全検証手法の策定に向けた活動と安全性の
認知主体とした社会意識の醸成活動を行っている。また、サービスロボット普及の障害
となる規格、規制等の課題について検討を行い、所管関係者も交えて課題情報の共有化
とその解決に向けた協議などを行っている。この部会は 4 つの WG で構成されている。
生活支援プロジェクト対応 WG、エレベータ WG、通信 WG、保険構築 WG である。生
活支援プロジェクト対応 WG は NEDO 開発プロジェクト「生活支援ロボット実用化プ
ロジェクト」と連携しながら、例えば、プロジェクト参加者以外のメーカ要望や意見の
サブ WG として「安全普及 SWG」を設けている。この SWG は主に「生活支援ロボッ
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聴取、反映やプロジェクト情報の共有や成果の普及などの支援活動を行っている。また、
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ト実用化プロジェクト」で開発されている安全技術の社会への啓蒙や普及などを行うこ
とを目的に全国各地（福岡・神戸・大阪・名古屋・東京）で安全セミナーを開催してい
る。エレベータ WG はビル高層階へロボットの行動範囲を広げるために人間とロボット
がエレベータを共用できるように、ルールつくりを目指して活動している。人とロボッ
トがエレベータかご内で共存するためのガイドラインなどを整備し、現在は実証実験を
行うため特区活用も視野に入れて検討を進めている。通信 WG はロボットの無線通信環
境を整備することを目標に活動を進めている。総務省の UHF ホワイトバンド活用検討
WG に参加し、特に防災ロボット関連の無線帯域確保に向けて取組を進めている。保険
構築 WG は、ロボット保険の商品化を目指して他 WG とも交流をしながら仮想事例検討
などを進めており、団体保険制度構築を目指している。
「ビジネス創出検討部会」はロボットビジネスの創出に向け、RT の普及、実装に向
けた社会インフラ整備に係る活動を行っている。医療福祉 WG、移動型ロボット WG に
ついては課題洗い出しと解決に向けた方策検討などを行っている。特に移動型ロボット
WG については、軽車両専用通行帯設置の機運やパーソナルモビリティのガイドライン
作成などの動きのある中で特区活用による実証実験が各地で行われており、その動向
を注視している。復興支援と RT 活用 WG は東北大震災の避難地域などで、復興のため
に RT を活用して被災された方々を助ける活動を進めており、地元に密着した支援を行
っている。RT ミドルウェア WG は講習会、サマーキャンプやコンテストなどを開催し
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RT ミドルウェア技術の普及に努めている。
「広報・事業企画検討部会」は広報事業企画 WG を通じてマッチングイベントや展示
会などへの出展を中心にサービスロボット技術の訴求、アピール活動を進めている。
次世代ロボットの普及に向け、ビジ協は 2011 年 4 月「声明」として以下 3 つを柱に、
産学官関係者に呼びかけを行った。
提言①は「次世代ロボットの対人安全技術確立と基準・検証手法整備の確実な推進」
である。
これについて活動実績としては、サービスロボットの安全基準確立と検証手法策定を
目的とした NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト」と連携し、プロジェクト
情報の共有、成果の普及、安全技術の周知等を前述のとおり、生活支援プロジェクト対
応 WG と安全普及 SWG の 2 つ WG 活動を通じて行っている。
また、国際安全規格 ISO13482（Personal care robot）の設立に関してもサポー
トを行っている。
（2013 年 2 月に正式発行）
提言②は「現場実証機会の拡大とロボット導入に向けた社会制度の見直しの推進」で
第

ある。
これは、次世代ロボットの実証機会確保の必要性、重要性を踏まえ、その実現性を様々
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な場で訴え、
国や多くの自治体でロボット関連の実証プロジェクト等が実現されている。
以下にその一例を示す。
＊経済産業省・厚生労働省「ロボット介護機器開発・導入促進事業」
＊厚生労働省「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」
＊経済産業省・厚生労働省「福島県における医療福祉機器・創薬産業拠点整備事業」
＊神奈川県「介護ロボット普及推進事業」
＊愛知県「次世代ロボット実証支援事業」
＊新潟県「最先端介護関連ロボット実証事業」
＊大阪市「ライフイノベーション推進実証実験事業」
提言③は 「ユーザ支援を通じた、製品普及促進に向けた環境整備」である。
これについて、国の戦略として、ロボットや RT の活用が重要な施策の一つとして取
り上げられており、着実な推進が求められている。例えば政府・国家戦略会議：「日本
再生戦略」の中の「ライフイノベーション」でロボット活用を位置付けている。また、
内閣府「科学技術重要施策アクションプラン」で少子高齢化社会における生活の質の向
上として、高齢者や障害者などの機能代償・自立支援技術開発の重点取組の中で、ロボ
ット技術の開発と実用化をとりあげている。
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このように、サービスロボット（次世代ロボット）への国民の期待は益々大きくなっ
ており、ロボットビジネス推進協議会としてサービスロボットの実用化、ビジネス化取
組を加速推進させユーザ支援と製品普及へ歩みを続けていくのが責務であると考える。
濱田 彰一（一般社団法人 日本ロボット工業会）
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〜次世代ロボット開発ネットワーク RooBO〜
第

● RooBO の概要と具体的な取組事例
次世代ロボット開発ネットワーク RooBO（ローボ。＊以下、
「RooBO」という）は、
当初から、公益財団法人大阪市都市型産業振興センターに事務局を置く。設立時は 28
社の会員数であったが、現在、法人会員 235 社、個人会員 254 名（＊平成 25 年 9 月
末現在）が参画している。
RooBO の設立目的は、中小企業が新たなロボットビジネス参入の機会を提供するこ
とで、大阪圏から新たな製品やサービスの創出を目指すことである。
当時はロボットビジネス黎明期ということで、情報も少なく、部品も高額であるなど
参入するには非常にハードルが高かった。ましてや中小企業となると様々な要素技術か
ら構成されるロボットを単独で製作することは非常に困難であった。そこで、複数の企
業が協同し、開発をおこなう目的として設立した。会員同士が交流会や勉強会などで相
互の取組を知ることで案件に応じて柔軟にプロジェクトを組成している。こうした 9 年
間の取組の中から、下記のとおり製品やサービスが創出されている。
■ RooBO 取組事例
・移乗介護機器「ROBOHELPER
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大阪圏の中小企業が中心となり、平成 16 年に設立した企業ネットワークである。設立

SASUKE」、自動排泄（はいせつ）処理装置「LOVE」

（マッスル株式会社）
・みまもりロボット（株式会社ハイコム／有限会社パーソナル・テクノロジー）
● RooBO のこれから
これまで 9 年の取組により、参加する企業も増え、いくつものプロジェクトが創出さ
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れている。しかし、こうした取組は順風満帆な訳ではなく、様々な課題を抱えながら、
その解決策を会員企業と協議し、試行錯誤しながら対応してきた。例えば、会員数の増
加にともない会員間の関係が希薄になるという課題がある。これは現在も抱える課題で
あるが、こうした課題の解決法として、会員自ら交流会や勉強会の企画をおこなうなど
している。こうした取組から古参の参加企業と新規の企
業が交流し、新たなプロジェクトの組成につながってい
る。しかし、プロジェクト組成後、ビジネス化に至るま
ではサポート機能を有していないなど解決しなければな
らない点は多々ある。こうした機能の開発をおこない、
また企業が率先して取組をおこなえるよう事務局と企業
と連携した企業ネットワークへと成長させていきたい。
前場 大輔（公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター 新産業創造推進室 ）
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〜神奈川県のロボット実証実験〜
神奈川県では平成 23 年度より、ロボットの実証実験支援事業を行っている。この事
業は、実証実験実行委員会（構成：神奈川県、川崎市産業振興財団、かわさき・神奈川
ロボットビジネス協議会）が実施主体となり、実証実験の企画を募集、選考を行い、応
募者（被採択者＝実施者）とともに実証実験を運営する。
一般的に実証実験とは、新開発の製品・技術などを実際に使用し、実用化に向けての
問題点を検証することを指す。ロボット開発における実証実験では、ユーザの反応等を
見ることでその後の改良・商品開発に役立てたり、事業化の可能性を検証したりする狙
いがある。対象とするロボットは二足歩行ロボットや搭乗型ロボットなどに代表される
ような、いわゆる ” ロボット ” だけでなく、ロボット関連技術を使った製品やシステム、
例えば、橋梁メンテナンス診断や高齢者の見守りシステムのようなものも含まれる。
平成 23 年度、24 年度の実証実験では、採択された実施計画に基づき、実行委員会
が全体費用の 1/2 以内を負担し、実行委員会が委嘱したコーディネータが実施者に代
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わって、実験会場の手配や関係機関との交渉など、実証実験実施に必要な調整・サポー
トを行い、実施者とともに実証実験を運営した。ロボットの実用化、普及に欠かせない
安全対策には特に力をいれており、ロボットの本質安全、機能安全を確認するための各
種書類の提出、実験現場での安全性の確保、万が一事故が生じた場合の保険の加入など、
想定されるリスクを回避するための検討と検証を行った。
これまで病院、船舶、橋梁、プラント、遊休地など幅広い施設の協力を得て、川崎、
横浜地域を中心に計 14 件の実証実験を行なった。
実証実験は、ビジネス化後では許されない多くの経験を得られるため、ロボットを実
用化する上で大変重要である。特に、独自の実験施設を持てない中小やベンチャー企業
図表
実施回数
実施場所

ロボット実証実験実施回数、実施場所

平成 23 年度

平成 24 年度

6

8

5（民間施設 1）
病院、船舶、県・市施
設

平成 25 年度（予定）
32

8（民間施設 3）
30（民間施設 23）高
橋梁、プラント工場、 齢者福祉施設、病院、
県施設・遊休地
県施設・遊休地、公道
など
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にとって、ロボットが使用される環境に近い場所での実験実施は、ユーザニーズや導入
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の際のポイントの把握、準備・実施・撤収の段取りと時間配分の理解、安全面の検証な
ど、様々な経験が得られる貴重な機会となる。平成 24 年度に実施した実験では、赤外
線カメラで壁面診断をしている業者とのデータ比較を行い、ユーザにロボットを活用し
てもらう客観的なデータを示すことで、ビジネスにつなげる試みもなされた。
また、実施者に代わって、実行委員会やコーディネータが実験実施に必要な調整・サ
ポートを行うため、民間メーカのロボットの実験が公益性のある実証実験として信用力
が高められ、施設の選定や許認可申請手続きなどを容易に行うこともできる。
損害保険の重要さについては実施者も認識してきており、また、施設を提供する側の
安心、安全にもつながっている。
神奈川県では、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た地域活性化総合特区「さがみロボット産業特区」を国に申請
し、平成 25 年 2 月に指定を受けた。ロボット実証実験は平成 25 年度から「さがみロ
ボット産業特区」の事業として、「介護・医療、高齢者支援、災害対応」を中心とした
生活支援ロボットの普及に向けたニーズの掘り起こしや技術の改良を図り、ロボットの
事業化を促進していくことになっている。平成25年度は県央地域において32件（予定）
の実証実験を実施する予定である。
小林 賢一（かわさき神奈川ロボットビジネス協議会）
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〜ロボット関連企業ネットワーク〜
神戸市では「ロボット開発によるものづくり技術の高度化と市内産業の振興」等を目
指し「神戸 RT（ロボットテクノロジー）構想」を推進しており、開発を促進する企業
間のネットワークとして「ロボット開発研究会」と「神戸 RT 研究会」の 2 つの研究会
がある。
「ロボット開発研究会」は、神戸市内の中小製造業約 280 社からなる（一社）神戸市
機械金属工業会において、会員企業によるロボットの共同開発を推進する組織として設
置された。勉強会やセミナーなどによる情報収集・情報交換を行いながら、会員企業の
技術の高度化を図るとともに、会員企業の持つ要素技術を組み合わせて共同開発をすす
めている。
「神戸 RT 研究会」は、神戸 RT 構想の中核機関である（公財）新産業創造研究機構神
第

戸ロボット研究所において発足した、市内外の中小企業のほか大学・研究機関等も参画
する産学官で構成される研究会である（平成 25 年 6 月現在：131 社・団体）。ロボッ
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ト関連のセミナーや勉強会の開催、調査研究活動を通じて、介護や農業を支援するロボ
ットの研究開発・事業化を目指している。現在は、社会的ニーズの高い農業支援の分野
における取組として、平成 22 年度にスタートした 5 年間のプロジェクト（農水省委託
プロジェクト）の畦畔除草ロボットの開発に取り組んでおり、平成 27 年度の実用化に
向けて開発をすすめている。
こうした企業ネットワークは中小企業にとって、会員企業の技術向上・製品開発のた
めにも重要であるが、現状では会員企業間の情報交換・情報共有という点では一定の成
果はあるものの、
開発製品の事業化という具体的な成果にはなかなかつながっていない。
また、設立から年数がたつにつれ、会員企業間で活動への関与の度合いに差が生じてい
る。
企業ネットワークとしての活動を活性化させ、より機能させていくためには、会員企
業間で目的と課題を改めて共有化し、
会員企業間のネットワークを充実させるとともに、
現状のネットワークでは対応できない課題に対応するためにも、他の企業ネットワーク
と連携していくことも今後必要になってくるのではないか。
高原 昇（神戸市産業振興局経済部工業課）
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B）法規制と特区（つくばモビリティロボット実験特区の実例）
a）つくばモビリティロボット実験特区の取組の概要
つくば市において実施されている「つくばモビリティロボット実験特区」の活動は、我が国
におけるパーソナルモビリティロボットの公道（歩道）走行の実現を通じて、スマートなまち
づくりや生活支援ロボットの産業化を目指す産学民官が一体となった取組として、平成 23 年
6 月に開始され、平成 24 年度末時点の累計公道実験日数 284 日、累計走行距離数 6,934km、累
計搭乗者数（開発者等除く）862 人を数えるなど、実施内容の充実化が図られるとともに、他
の自治体、マスコミ等の関心も高い点に特徴がある。
公道実験に使用されている モビリティロボットは、セグウェイ（セグウェイジャパン
製）、マイクロモビリティ及び自律走行車いす Marcus（AIST 製）、搭乗型移動支援ロボット
ROPITS（日立製作所製）の 4 種類であり、それぞれ運輸局緩和認定を受け、巡回実験、ツア
ー実験、様々な路面での自律走行実証実験、自動送迎等に向けたタブレット予約システムの実
験、歩道における自律走行時の搭乗者の心理調査、広範囲での高信頼自己位置推定精度の調査
等の実験を行っている。
b）同特区における規制緩和の概要

モビリティロボット専用のナンバープレート（課税標識）を作成し、公道実験を開始している。
これらは、
現行法制度がロボットの公道走行を想定していないための措置であり、
「道路交通法」
及び「道路運送車両法」に係る特例措置は以上のとおりである。また、つくば市では、公道実
験の結果、各緩和事項によっては特区ロボットの運行における安全性の低下や環境負荷の増大
などの不具合は認めていないとしている。
平成 24 年度からは、これまでの公道実験では認められていなかった、モビリティロボット
に搭乗したままでの「横断歩道」の走行が可能となり、平成 25 年 2 月、横断歩道の走行を含
んだ公道実験ができるようになっている。また横断歩道の走行に併せて、公道実験を行う際の
実施場所の境界を示すためのカラーコーンの設置義務なども不要となっている。
c）同特区における社会親和的な効果
そして最後に、規制緩和と同様に重要な、「ロボットが社会にもたらす社会親和的効果」に
ついて述べておきたい。日本人の特徴として、「ロボット」と言われるものに親しみを抱いて
いる方も多いだろう。幼い頃からテレビアニメで親しんできた正義の味方やヒーロー、困った
時に頼りになる未来の国から来た友達がロボットだったり、「ロボット」と銘打つ（学術的に
ロボットか否かは別にして）人形等のアトラクションを売りにしているレストランが、大勢の
大人で繁盛していたりする。
「つくばモビリティロボット実験特区」では、実際に地域社会でロボットを実装（実走）し
てみて得られているロボットらしい効果として、ロボットの利用を通じて自然に生み出される
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行い、関東運輸局長の認可を得ている。さらに、つくば中央警察署長への道路使用許可を得て、
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規制緩和に関してつくば市では、公道実験で用いるロボットに関する保安基準の緩和申請を

挨拶や交流、他者への配慮など、地域社会に「フレンドリーさ」を醸成している点があげられる。
この点を、地域共創にも役に立つ「ロボットの効果」としてあげておきたい。この効果を生む
要因として、もちろん好奇心をくすぐる「物珍しさ」もあるだろうが、複数年にわたって同じ
地域で継続して実施している中で、「研究学園都市」らしく、かつ、日本を代表する先進的で
誇らしい取組である点に加えて、市民自身によるロボットの利用、市民の見守り、地域の清掃
や道案内、コンテスト等の多彩な行事も取り入れることで、市民の理解や共感が得られやすく
なり、そもそも親しみやすいロボットが「鎹・仲介役」となって地域社会の構成員どうしの親
近感や一体感を生み出し、親和性を高めているからではないだろうか。市民からの理解、共感、
尊敬等を得つつ、地元の特色を活かした、誇らしいロボットの社会実装システムを地域社会が
一体となって共創することで、ロボットが仲介役となって市民が市民の役に立ち、他の地域や
マスコミからも注目され、市民どうし、市民と企業や公的機関、教育機関等のコミュニケーシ
ョン、地域連携なども促進され、住みやすい街づくりや付加価値のある住環境生活が広がって
いくのではないか、というロボットがもたらす新しい効果が分かった点でも、貴重な知見が得
られている実験であると考えられる。
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〜つくばモビリティロボット実験特区の
目指すところ〜
つくば市では、日本で初めて「モビリティロボット実験特区」の認定を受け、2011
年 6 月から、立ち乗り電動 2 輪型のパーソナルモビリティを中心としたモビリティロボ
ットの公道実験を行っている。当初は、セグウェイジャパン、日立製作所、産業技術総
合研究所の 3 機関と実験を開始したが、2013 年からは新たにトヨタ自動車とアイシン
精機が実験に加わった。現在、5 機関がつくばの街中をフィールドに様々な実証を行っ
ている。
これまでの延べ走行距離は 8,000km を超えた。事故や特段のヒヤリハットはなく、
例えばセグウェイ等を公道で走らせるにあたり安全面では特段の問題はないと考えてい
る。
パーソナルモビリティロボットの最大の特徴は何か。我々はこれまでの実験において
次のようなことに気づいた。パーソナルモビリティロボットは、電気で動く超小型の乗
り物で、CO2 を排出しないため、環境に優しいエコなモビリティである。しかし、こ
のモビリティの最大の価値はエコであることではない。自動車、バイク、鉄道、自転車
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などのこれまでの輸送手段とは根本的に違う部分がある。
自動車、鉄道などのこれまでのモビリティは通常、A 地点から B 地点まで効率的に速
く人を運ぶことを目的として作られている。「速く、効率的に、生産的に、便利に」と
いったことが「移動」という行為におけるこれまでの最大の価値基準であるが、それに
対しパーソナルモビリティロボットの最大の特徴は、「スローモビリティ」という言葉
で表現される。自転車等よりもゆっくりと低速域で安定して移動ができることで、移動
に「ゆとり」と「余裕」が生まれ、人混みでも歩行者と親和性を保ちながら移動するこ
とができる。時速 0km から 10km までのレンジでこれほどゆとりをもって移動が出来
る乗り物はこれ以外には見あたらない。
速く、効率的に、便利に、遠くまで楽に移動できることだけが「移動」ではない。移
動とはもっと生産的で、クリエ
イティブな行為であると考えて
いる。ぶらぶらする、誰かと出

図表… たくさんのコミュニケーションが街中
に生まれるセグウェイツアーの様子

会 う、話 す、何 か を 発 見 す る、
街や景色を楽しむ、アイデアが
第

生まれる等、そうしたことすべ
てが移動という行為の中に含ま
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れ、移動の中で生まれるもので
あると考えている。パーソナル
モビリティロボットはそうした
移動の可能性を広げるものであ
ると考えている。
大久保 剛史（つくば市 つくば市国際戦略総合特区推進部 科学技術振興課）
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11 月）と公道実験（平成 16 年 2 月〜、北九州市・福岡市）や、京都府精華町での「ネットワーク
ロボット実証実験（公道走行等、平成 17 年 11 月）」、岐阜県の構造改革特区における VR テクノセ
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ンターでの小型ロボット公道走行実験（平成17年4月）
、豊田市での搭乗型移動ロボット実証実験（平
成 22 年 10 月）などが以前から多々行われていることがあげられ、つくば市の「モビリティロボッ
ト実験特区」の構造改革特区認定は平成 23 年 3 月である。
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〜「ロボット大賞」が果たす役割〜
経済産業省と（一社）日本機械工業連合会が主催する「ロボット大賞（旧称「今年の
ロボット大賞」
）
」は、わが国の優れたロボットや部品等を表彰する制度として 2006 年
より開始された表彰制度である。社会情勢を踏まえて、応募されるロボットも変化して
おり、前回の「第 5 回ロボット大賞」では、介護ロボットや災害対応ロボットの応募件
数が増えた。
一方、ロボット大賞の表彰制度及び評価制度も、その時代の社会的課題等を踏まえて
変更を加えており、前回からは「社会実装」を意識した制度へと改めている。具体的には、
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事業目的に “ ロボット／RT を公知し、その社会実装による新社会システムの実現と産
業創出に結びつける ” という一文を加えるとともに「ロボットビジネス／社会実装部門」
を新設した。
同部門では、新たなビジネスモデルや社会モデルの提示により、サービスシステムか
ら社会システムまでロボット／RT の実装につなげた例を評価したのに加え、ロボット
市場創出のキーパーソンとなる「RT システムプロデューサー」の輩出を期し、彼らの
主導によるロボットの導入例も評価対象に加えた。「第 5 回ロボット大賞」を受賞した
パナソニックの提案は、院内作業への実装に加え、RT システムプロデューサーの役割
を “ 組織的に ” 果たした点でも評価している。
当初、同部門への応募は少数にとどまる
と思われたが、計 16 件（全体で 83 件）の
応募があり、企業から自治体までロボット

図表

…ロボット大賞のロゴマーク

の 社会実装に関心が高く、これにより社会
変革を遂げられることへの期待の高さが伺
えた。次回は、さらに多くのロボットやシ
第

ステムが同部門に応募されることを期待し、
ロボット大賞を通じて、広く優れたロボッ
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トを紹介していきたい。
林 英雄（ロボット大賞 運営事務局 株式会社 日刊工業新聞社 業務局イベント事業部）

4.4. 海外の主要国の状況
ここでは、海外主要国（米国、欧州、韓国、中国、オーストラリア）における生活とサービ
ス領域のロボット化産業の現状について述べる。

（１）米国
米国では、オバマ大統領が 2011 年 6 月に国内の製造業の再活性化を目指して、次世代ロボ
ットの研究開発に取組む方針を発表した。この方針の発表を受けて、国立科学財団（NSF）、
航空宇宙局（NASA）、国立衛生研究所（NIH）、農務省（USDA）の 4 機関から National
Robotics Initiative:（NRI）が発表された。これは 4 機関が研究開発費（総額 7,000 万ドル）を
出資する省庁横断型の研究開発イニシアチブであり共同で公募を実施する仕組みとなってい
る。また、米国におけるロボット開発は、DARPA 主導の防衛・軍事利用目的とした研究開発
で注目されるようになった。DARPA の代表的なロボット開発プログラムには、「Autonomous
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Robotic Manipulation（ARM）プログラム（簡単な指令で複雑な作業を自律的にこなす研究開
発）」「Maximum Mobility and Manipulation（M3）プログラム（ロボットの機能を最大限に引
出す研究開発）」「Legged Squad Support System（LS3）プログラム（軍用 4 足歩行ロボット）」
「Urban Challenge（完全自動制御の無人ロボットレース）
「DARPA Robotics Challenge（DRC）
（災害対応ロボットの競技）
」などがある。
米国では DARPA を中心とした、軍事関連のロボットの開発が盛んであり、民生用に転用さ
れるケースが多い。例えば、掃除ロボット「ルンバ」を開発した米国 iRobot 社は、1990 年に
MIT の人工知能の研究者（ロドニー・ブルックス、ヘレン・グレイナー、コリン・アングル）
によって設立されたロボット専業メーカであり、NASA、DARPA 等の国家プロジェクトで探
査ロボット（Genghis 1991 年）や多目的作業ロボット（Urbie 1997 年）などを開発し、2002
年に家庭用自動掃除機「ルンバ」を発売した。日本では、2004 年にセールス・オンデマンド
社が発売を開始したが、直ぐには普及せず、10 年後の 2012 年ごろに本格的に市場 が立ち上が
った。米国では、このようにベンチャー企業が、国家プロジェクトで開発した技術の民間展開
を長期に渡って継続できる環境にあることが、日本との大きな違いと思われる。

A）DARPA チャレンジと無人走行自動車の公道走行
第
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米国では IT 企業である Google 社による無人走行自動車の開発が進んでいる（図 4-28）。ネ
バダ州で自動走行車の公道走行を認める法律が施行（2012 年 3 月、世界初、5 月に Google 車に
初ナンバーを交付）され、CA州知事が自動運転車の公道走行許可法案に署名（2012年9月）した。
Google 社は、同社の中核事業である「Google

Maps」など地図の広告サービスとの融合や拡

充に加えて、自動運転車の OS 開発も手掛けようとしている。自動運転は外部の地図情報や道
路情報などを取り込むことにより様々なサービスを行うことができる可能性を秘めており、ス
マートフォン用OSのAndroidで培ったビジネスモデル（地図に広告サービスを融合した「Google
Maps」など）を、自動運転に持ち込みロボットカーの OS を開発することが Google の狙いと
いえる。欧州と日本では自動車メーカが中心となってロボットカーを開発している。ソフトウ
ェアが得意な Google がハードウェアも手掛けロボットカーを開発するのとは逆向きで、ハー
ドウェアを手掛けてきた自動車メーカがソフトウェアを開発している。完全に自動化された自
動車は基本機能（走る、曲がる、止まる）がソフトウェアに左右される比率が高まる。この
ソフトウェアを IT 企業と自動車メーカが競い開発しているという状況である。例えば、米国
DARPAの2007年11月に行われたUrban

Challengeは、ロボットカーによるレースであり高校、

大学、企業などからの多くの参加があった。カーネギー・メロン大学のロボット車「Boss（ボ
ス）
」が優勝し、賞金の 200 万ドルを獲得した。
また、完全に自動運転が実現し、自動車の基本機能に占めるソフトウェアの比率が高くなる
と、ロボット産業にとっては技術を適用する領域が広がり市場を拡大させるチャンスである。
一方、自動車メーカにとっては今まで開発してきた車（ハードウェア）の技術的な割合が相対
的に下がり、これまで以上に、ソフトウェアによって車の性能が大きく左右されてしまう可能
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性がある。したがって、パソコンの世界の Microsoft や Google のように、自動車のビジネスモ
デルがソフト中心に代わる可能性もあり、自動車メーカにとってはどのようなビジネスモデル
でロボットカーを開発するかが大きな課題である。
現在、自動運転技術は日本やドイツの大手自動車メーカも開発を進めているが、自動運転の
実現にはセンシングや情報処理の技術が必要である。これらの技術を取り込むために外部の大
学や企業と協力して研究を進めている。例えばトヨタ自動車では自動運転技術の研究に関して
スタンフォード大学に研究資金を提供［1］したり、Microsoft 社や salesforce.com 社などと事業
提携をしたりし自動車の情報サービスなどの強化を進めている。
今後は、自動車やその構成部品の製造販売だけではなく、それらを制御するソフトウェア、
自動車の運転や利用時に役立つ様々な情報や IT システム、そのためのビッグデータの分析技
術を使って統合的でスマートな移動や物流サービスを提供するビジネスが可能となる。このよ
うなスマートな移動や物流システム
を組み込んだ都市空間の設計・運営

図 4-28

…Google 社のロボットカー

や住環境づくり等の総合的でグロー
バルなプロデューサーが、交通・物
流、不動産、情報通信、エネルギー、
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医療、防災等の様々な業種を超えた
総合サービスの提供業者となりビジ
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ネス推進の中心となることが考えら
れる。

（２）欧州

（出典：Google 社ウェブサイトから）

ここでは、欧州で行われている、ロボット技術とクラウドの融合による新しいソリューショ
ンを探索する研究開発やロボットが人間に近づくことに対する倫理的な課題に対する最近の取
組を紹介する。

A）ロボットのためのネットワーク・プロジェクト
ロボット技術とクラウドコンピューティングとの融合により、医療・福祉ロボット等で実用化
に向けて研究が進展している。クラウドコンピューティングとは、ネットワークをベースとし
たコンピュータの利用形態で、ユーザはコンピュータ処理をネットワーク経由で、サービスと
して利用する。クラウドによるサービスについては、企業向けサービスから、実世界から収集
されるデータを対象にする消費者向けサービスへ発展してきている。クラウドロボティクスの
社会イメージを（図 4-29）に示す。例えば、搭載したセンサにより外部情報を取得し、より
効率的に安全に移動できるインテリジェントなモビリティロボットや、センサネットワークで
取得した情報やデータベースに蓄積された情報（ビッグデータ）から高付加価値の情報をロボ
ットを通して現実世界にフィードバックするようなことが可能になってきた。
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図 4-29

…クラウドロボティクスの社会イメージ
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（出典：Japan Robot Week 2012 NEDO が描くロボットの未来像と今後の展開）
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このように、クラウドによるサービスは、PC、スマートフォン、タブレット端末などの情
報端末だけでなく、今後は各種センサ、家電、EV などのモビリティ、ロボットなどへ展開し
ていくことが予想される。特にロボットとクラウドコンピューティングの融合をクラウドロボ
ティクスという。クラウドロボティクスの概観イメージを（図 4-30）に示す。
クラウドロボティクスによって、個々のロボットが持つ処理能力は重要ではなくなるので、
軽量、小型、省エネで、携帯性の高いロボットを作成でき、併せて製造コストが下がるという
メリットも生まれる。ロボットの開発と製造において、クラウドは開発時間と導入コストの両
面でロボット普及のハードルを大きく下げると期待されている。したがって、クラウドがロボ
ット普及のキーテクノロジーとなる可能性があり、さらに、個々のロボットが学習した知識や
情報を知識データベースに蓄積することで、さらに賢いロボットが実現可能となる。
欧州における クラウドロボティクスの研究開発として、第 7 次フレームワークプログラム
の資金（Cognitive Systems and Robotics FP7/2007-2013.）でロボットのためのネットワー
ク・プロジェクト「RoboEarth」［2］の開発があげられる。「RoboEarth」は、「ロボット向けの
www 構築」を目指し、オランダのアイントホーフェン工科大学、ドイツのシュトゥットガル
ト大学、ミュンヘン工科大学、スイスのチューリッヒ工科大学、スペインのサラゴサ大学の
研究者らが立ち上げた。「RoboEarth」は、ロボットがタスクを習得する時までにデータをア
ップロードして、新しいことを行う際に助けを求めることが出来る場所である。（図 4-31）に
「RoboEarth」の構成を示す。「RoboEarth」は ROS に互換性のあるコンポーネントを提供し、
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知識データベースには、ソフトウェアコンポーネント（Object Databases）、ナビゲーション
用の地図（Environment Databases）
、タスク知識（Action Databases）などが蓄積される。

図 4-30

…クラウドロボティクスの概観イメージ

各種ロボット

ロボット取得情報
（画像、音声、位置、速度、加速度、におい、・・・）

各種ソリューションサービス

活用

画像・音声インターフェース、物理量センサ、化学センサ、
アクチュエータ、・・・

ロボット制御

健康情報取得センサ、非破壊検査、見守りセンサ、
ユーザインターフェース、・・・

付加価値情報

サービス取得情報
（健康、管理・保守、見守り、買い物、・・・）

ロボット要素技術
画像・音声処理、ロボット制御、ユーザインターフェースの管理、・・・

ロボット取得情報
サービス取得情報

データ分析結果

センサネットワーク
気象センサ、電力モニタリング、
交通モニタリング、・・・

クラウド
ビッグデータ活用、デー
タ分析、データ蓄積

センサネット
ロボット
ワーク
取得情報
取得情報
地図

センサネットワーク取得情報
（気象、電力、交通、流通、・・・）

設計
製造

サービス
取得情報

・・・
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（出典：http://www.ntt.co.jp/journal/1209/ﬁles/jn201209060.pdf などを参考に作成）
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図 4-31 「RoboEarth」の構成

（出典：http://www.roboearth.org/what-is-roboearth）

4-93

B）ロボット技術と倫理
ロボットがより人間に近づくに従い、倫理問題を解決する必要性が増してきた。従来ロボッ
トは、人間のもっている作業機能を機械に置き換えたものだとも考えられてきた。具体的には、
ロボットは人間が持っている「運動する機能」、「感覚（触覚、視覚、聴覚などの五感）」、「考
えること（知能）
」と、それを連携させる機能を機械に持たせたもので、“ 人間の機能の代替や
機能の拡張を実現したもの”である。これらの技術は、いまのところ人間の代わりに作業したり、
障害を克服するために用いられたりするものと考えられている。しかし、将来的に健常者の能
力を増進される為に肉体に埋め込まれたりすることになると、倫理的な問題が生じるであろう。
このようなロボット技術と倫理に関する問題について、欧州では 2012 年 3 月から RoboLaw プ
ロジェクト［3］（Regulating Emerging RoboticTechnologies in Europe: Robotics Facing Law
and Ethics：FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011- 1）で検討が進められている。RoboLaw プロジ
ェクトのもっとも重要なアウトプットは、“ ロボティクス規制白書 ” である。これは、欧州委
員会に対するガイドラインでもあり、欧州における “ ロボット法 ” のフレームワークとなる。
参考文献
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［1］ 米スタンフォード大学、次世代自動車の研究拠点「CARS」を設立
http://robot.watch.impress.co.jp/docs/news/20091117̲329506.html
［2］ RoboEarth
http://www.roboearth.org/cloud̲robotics
［3］ RoboLaw Project 開始日：2012 年 3 月 1 日

期間：24ヶ月、予算：1,900 万ユーロ、コーディ

ネータ：Erica Palmerini教授（聖アンナ大学Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy）
、概要：
「ロ
ボット技術、バイオ技術の進展にともない、法的枠組みのどこをどのように変更しなければならな
いか、という問題に取り組む。技術・法律・規制・哲学、そして人間科学の専門家で構成される。」
http://www.robolaw.eu/
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〜トリプルへリックスとデザイン・ドリブン・
イノベーションが導くロボットの社会実装〜
デンマークでサービスロボットの導入が検討されている主な要因として、日本と同様
に高齢社会に伴う労働人口の減少があげられる。社会保障制度が進んでいるデンマーク
では、教育、医療、福祉が税金で賄われ、公務員による公共サービスとして提供されて
いる。そして高齢化にともない今後 10 年以内に 20 万人近くの公務員が退職し、その
結果公共セクターの労働者が不足すると懸念されていることが背景だ。そして 2008 年
以降、政府が主体となりロボットを含めた労働省力化技術の開発支援を推進している。
最近では、欧米に加えて日本や韓国などのロボット技術に対する期待が高まっている。
日本の企業では、セラピー、リハビリテーション、歩行支援、移動介助、自動排泄処理、
コミュニケーションなど多岐に渡るロボットの実証実験が行われている。
では、何故ロボット産業が発展していない北欧のデンマークでこの様な実証が進んで
第

いるのであろうか？日本との違いは何処にあるのか？そもそもデンマーク社会が新しい
技術の導入に積極的なことが前提としてあるが、社会実装という観点では、トリプルへ
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リックスという社会システムが浸透していること、デザイン・ドリブン・イノベーショ
ンなど新しい技術を社会に実装する為の方法論が確立されていることに関係していると
考えられる。トリプルへリックスとは、簡単には政府、大学、産業間の連携のことであ
るが、知識社会において三者間の相互作用を通じて社会全体でイノベーションを起こす
ことが重要となり、デンマークでは他国に比べて産官学が重層的に関係しながらイノベ
ーション創出を誘発している。
医療や福祉領域においてロボットの様な新しいシステムを開発し導入するには、研究
機関の基礎研究から始まり、民間企業による技術開発に加えて、実証実験や現場での導
入など、行政の参画と支援が必須であることを考えると有効なシステムであることが分
かるであろう。特に日本の様にロボット企業が試作機を作ってから、病院や施設で行う
実証実験の条件を行政や各機関
と交渉するのとは異なり、トリ

図表 1

…デンマークのトリプルヘリックス

プルへリックスでは、ロボット
開発の初期段階から、行政（含
む病院や福祉施設）
、民間企業、
研究機関が共同して新しいシス
テムを開発、実証、導入する為
の枠組みを準備し、様々な利害
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関係者の調整を行うことが当たり前となっている。その結果新しい技術の開発から実証、
そして社会への導入をより効率的に行うことが出来る（図表 1）
。
次にデザイン・ドリブン・イ
ノベーションであるが、デンマ

図表 2

ユーザー・ドリブン・イノベーション

ークではユーザ・ドリブン・イ

ユーザー・ドリブン・イノベーションは新しい製品やサービス、概念を開発する為に、ユーザー
の経験や知識を啓発し活用するプロセスである。ユーザー・ドリブン・イノベーションのプロセ
スは真のユーザーニーズと体系づけられたユーザー関与の理解に基づいている

ノベーションが有名であり、新
しいソリューションを開発する

ユーザーに戦略的に注力する：技術プッシュ型ではなく、ユーザーの要求に応える製品を開
発する。プロセスは問題解決よりニーズの発見を目的とする。
収入を向上させることを重視する：ユーザーニーズを満たすソリューション開発によるコスト
削減を目指さない。
 革新プロセスで複合的な技能と評価を活用する：技術、ビジネススキルに加えて、民俗学、
人類学、デザインなどが含まれる。
 ユーザーの直接的な参画：観察プロセス、ユーザーパネルを通じたイノベーションプロセス
でユーザーを直接巻き込む。
 オープンで協力的なビジネス環境の要件：柔軟な企業構造がオープンソースや複数の専門
的な方法論の活用を可能にする。



際にユーザを巻き込みながら技
術プッシュではなく、問題解決
によりニーズを発見する方法が
採られていた（図表 2）
。
しかし、社会が複雑化しクラ

ユーザ・ドリブン・イノベーション

図表 3

デザイン・ドリブン・イノベーション

ウドやビッグデータなどの新し
い技術が開発される中、現在で
はデザイン・ドリブン・イノベ
第

ーションの重要性が問われてい
る。
ここでは問題解決ではなく、
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新しい技術に「意味づけ」をす
ることでイノベーションを創出
することが求められている（図表 3）。ロボットなどまだユーザが利用方法を明確に定
義付けることが難しい技術の場合、いくらユーザの声を分析しても革新的な製品を開発
することは難しい。例えば、携帯電話が普及していなかった 80 年代初頭に、今のスマ
ートフォンを想像出来ないのと同じことだ。デザイン・ドリブン・イノベーションは、
まだ方法論として普及している訳ではなく、また一部の企業は意識せずに同様のアプロ
ーチを取り入れている。しかし、重要な点はスマートシティ、IT 融合、ビッグデータ
などで社会システムがプラットフォーム上に収斂していく過程では、これまでの様に製
品単体での開発ではなく、社会システムとの連携やホリスティックな設計が求められる
ことになる。例えば、スタンドアローンのサービスロボットは、将来医療、福祉、年金
システム間での連携が前提になるであろうし、且つユーザ視点を取り入れたインタフェ
ースを開発する為には、ロボットの位置づけや意味づけを再定義しながらデザインする
ことは有効な方法であると考えられる。
こうした点はテクノロジー・イノベーションに傾きがちな日本には、社会実装を実現
する上で非常に参考になるアプローチであると思われる。
中島 健祐（デンマーク大使館）
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（３）韓国
韓国では、国策による重点投資により、ロボット分野に対する手厚い産業化支援が行われて
きた。同時にサムスン電子（ヒューマノイドロボット「Roboray」、軍艦火災消火ロボット「ASH」
など）やLG電子（掃除ロボット「HOM-BOT2.0」）を始めとする民間企業も研究開発を推進し、
技術開発にとどまらずビジネスに向けて、産官学が一体となって取り組んでいる。

A）韓国の研究開発の取組
2008 年 3 月に韓国は「知能型ロボット開発及び普及促進法」を制定し、「次世代の成長産業
である知能型ロボットの開発及び普及に関する基本計画と年度別実行計画を策定し、知能型ロ
ボット産業振興のための政策の策定及び開発等に当る韓国ロボット産業振興院を設立する」こ
とを定めた。「知能型ロボット開発及び普及促進法」に基づき、2009 年に「第 1 次知能型ロボ
ット基本計画」が策定された。その計画では市場拡大に伴うフェーズごとに主力製品群を定め、
国が集中的に支援を行うとしている。
サービスロボットの新市場創出型の主力製品群には教育、
清掃、監視偵察分野が、技術先導型では医療（手術）、交通 / 輸送、シルバー分野があげられ、
国として支援を行っている。

ボットファンド）の創設や、「ロボットランド」などを具体的に定めており、ロボット産業の
育成に向けた国の取組を明確に示す内容となっている。

B）ロボットランド
「ロボットランド」とは、日本における「ロボット特区」に類する施策の名称であり、様々な
知能型ロボットを活用した施設等の立地地域を指す。
「ロボットランド」では「第1次知能型ロボ
ット基本計画」で新市場創出型の主力製品群として指定された、教育、清掃、監視偵察分野など
の知能型ロボット技術の実証実験から実際のビジネスにつなげる仕組みづくりを行う。開業は
2014年以降になるため、全容は明らかではないが、総事業費6,843億ウォン（約684億円）は、国費、
市費、民間投資、外資が出資する。戦略的投資者として韓国LGグループ、POSCON社などの名
前があがっている。さらに、同地域に、ロボット技術を持つソウル大、韓国科学技術院（KAIST）
等を誘致し、技術インフラを集積したロボット産業振興地域とすることを目指している。
また、「ロボットランド」は、ロボット文化の発祥の地として、ロボット産業と技術、エン
ターテイメントが調和する都市として計画され、テーマパークには 11 のライド、7 つのアトラ
クション、8 つのショーが用意され、ウォーターパークも計画されている。その他に、ホテル、
商業施設、映画館、オフィスビル、ロボット関係の最先端研究所、大学なども計画されている。
現在、仁川経済自由区域の青蘿地区と慶尚南道・馬山において造成が進められており、2014
年に世界初のロボットを主題としたテーマパークが開業する予定である。
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や保険制度の制定、ベンチャー等のロボット開発企業に投資する知能型ロボット投資会社（ロ

第

また、「知能型ロボット開発及び普及促進法」では、知能型ロボットの品質保証機関の設置

C）知財戦略
ここでは、LG 電子が掃除ロボットを日本で直接販売 するなど、ロボット技術開発分野でも
日本への追い上げが著しい、韓国のロボット特許に関する動向を述べる。韓国のロボット技術
動向やロボット特許動向は、日本のロボット技術開発の方向性を決める指標の一つになる可能
性がある。
2009 年 11 月に韓国特許庁と韓国ロボット産業協会は、「知能型ロボット」分野における協力
によって特許競争力を高めるため、業務協力（MOU）協定を締結した。 MOU 締結に従い、
韓国特許庁は、韓国国内の主要なロボット関連企業 150 社余りが会員となっている韓国ロボッ
ト産業協会と、未来の成長分野で付加価置の高い知能型ロボット分野の特許ポートフォリオを
作成するために協力し、会員企業の優れた研究開発結果物に対する事業化を支援していく。韓
国特許庁が、会員企業らに知能型ロボット分野のコア・基本特許取得のための戦略樹立方法や
特許分析のノウハウを伝授し、今後、韓国国内のロボット分野市場が徐々に成長するにしたが
って生じるであろうロボット分野における知的財産権紛争に予め対応できるよう協力するとい
う点で、協定締結は非常に大きな意味を持っている。なお、この業務協定には、韓国特許庁が
協会の会員企業に知的財産権取得のための実務知識を提供し、審査官と企業の研究員を連結し
第
章
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て知的財産権に関する問題が発生した場合、企業が速やかに問題を解決できるようヘルプする
ホットラインを設置する計画も含まれている。
韓国特許庁は、知能ロボット分野の知的財産権の創出に向け、ロボット専門企業を対象に「知
財権中心の技術獲得戦略事業」、「先端部品素材 IP-R&D 戦略支援事業」を推進し、特許ポート
フォリオ を提供することにより、知財権創出戦略を提示する計画を出している。
韓国特許庁は、「知財権中心の技術獲得戦略事業」を民間に展開するために、R&D 特許セン
ターに「IP-R&D 拡大支援本部」を設け、産・官・学の CEO や教授などで構成された「IP-R&D
リーダーズクラブ」を発足させた。「知財権中心の技術獲得戦略事業」は、研究開発の企画段
階から特許情報を積極的に取り入れコア・基幹特許を創出し、従来の研究開発の成果としての
特許ではなく、特許攻勢に積極的に対応する方策として、戦略を提示することを目的にしてい
る。

（４）中国の技術開発動向
中国では科学技術部が発表している 2012 年 5ヶ年国家計画において、ロボット分野に対して
以下の方針を定めている。
①国家公安へのサービスロボット適用の促進
セキュリティサービス及び災害救助サービス分野（救助ロボットやテロ対策ロボット等）、
エネルギープラントメンテナンス分野（原子力発電所の監視等）、マルチユース可能な技術サ
ービス分野（可変構造型モバイルロボット等）
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②経済発展に伴う生活レベル向上に適応したサービスロボットの促進
人工臓器分野（人工眼球、インテリジェントな義足等）、医学的リハビリテーション分野（手
術ロボット、精密血管介入ロボット等）
、住宅サービス分野（高齢者、障害者の移動やケア等）
③主な科学技術プラットフォーム・研究の促進
高度なバイオニクス分野（ヒューマノイドロボット等）、マイクロ・ナノシステム分野（マ
イクロまたはナノロボット等）、標準モジュールプラットフォーム分野（標準化されたモジュ
ール、オープンソースのロボット制御ソフトウェアシステム等）
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〜ロボット技術によって変わる看護・
介護の働く環境とケアの質〜
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オーストラリアでは、1998 年から看護・介護の腰痛予防対策としてノーリフティン
グポリシーを制定し、人力による持ち上げを禁止し、看護・介護職に福祉用具や機器の
積極的使用を勧めている［1］。その背景には、人力移乗による怪我 1 件あたりの（腰痛
を含む）病院の経済的損失額を、約 4 万豪ドル（約 370 万円）と算定し、ビクトリア
州健康産業全体での労働災害給付金は、年間約 5,400 万豪ドル（約 50 億円）である。
直接的費用としては医療費や損失時間分の給与があり、間接費用としては人員補充費、
超過勤務手当、スタッフの早い入れ替わりとモラルの低下による新人教育研修費用、事
務／法的費用などがあげられていた。健康産業全体での年間労災保険料は 4,800 万豪
ドルで（約 45 億円）、なんと過半数が看護師の腰痛によるものであったと報告されて
いる［2］。アデレードでも、2002 年ノーリフトの導入後の機器の活用によって看護・
介護職の腰痛訴え率は減少し、それにともない政府が負担しなければいけない費用も
たった 2 年で 66％削減することができたと報告している［3］。現在では、腰痛予防対策
必要な機器だけでなく、いかに介護や看護職がプロとして必要な仕事に集中できるよう
に働く環境を IT や RT を活用して整えるかがオーストラリアの介護施設や病院では当た
り前となっている。アデレードにある老人介護施設では、ケアされる側の自立促進の視
点からも、介護者が手をだすのではなく、いかに機器を使用して、サポートが必要な人
も自立した生活ができるようにするか。看護や介護の教育を見直し、在宅ケアに移行し
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た際には、まず自立の助けとなる福祉用具を検討し、社会参加を促し、それでも人的
支援が必要な場合のみ人（看護や介護）が介入できるように学校教育や施設環境も整え
ている。これは、介護を受ける人の自立を促進するだけでなく、医療や介護に関わる人
たちの考え＝「自分たちがいないといけない。」という考え方を変えることが必要であ
るためと、報告されている。また、福祉用具を活用することは、介護や看護職を導入す
るよりも在宅ケアにおいての人件費の削減や介護予防にもつながってくるといわれてい
る［4］。
日本でも2013年6月、19年ぶりに厚生労働省が腰痛予防対策指針を改訂し、介護・
看護現場での人力による持ち上げを原則禁止した［5］。この背景には、看護・介護職の
腰痛による労災申請数が増加したことがある。日本ノーリフト協会の昨年の調査でも
この仕事についてから仕事による腰痛を経験したものは、81％（n ＝ 6,006）であり、
20〜30 代に腰痛訴え率が多いことも介護や看護職の特徴だ［6］。彼らの仕事で、身体
負担が多い介助として、人力のみで介助しているベッドから車いすへの移乗や入浴・排
泄・おむつ交換などがあげられている。そして、この分野は、現在経産省も開発を進め
ている非装着型もしくは装着型のロボット（RT）技術が期待される。
第
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の看護や介護の働く環境に RT 技術

図表 1

ヒルロム社の介護ベッド［7］

を導入することは、リハビリテーシ
ョン機器を作るよりも大きなマーケ
ットであり、決して非装着型・装着
型だけのマーケットではないことが
よくわかる。例えば、ベッド低床に
もなり高さもしっかり上がる。もし
くは座位をとることができるベッド
が導入される［7］（図表 1）。リフト
も家具調で一見するとわからない
（図表 2）。ベッドを押す機器ガザン
ダ（図表 3）
。
あるいは、日本では介護や看護職
が汚物室で一生懸命洗っているベッ
ド上便器（図表 4）や尿器も、機械
ができるところは機械に任せて、介
護や看護しかできないことに時間が
使えるように・・・と導入が進んで
いた洗浄機器（図表 5）。ベッド上
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図表 2… リフトも家具調で一見するとわか
らない

便器（図表 4）を使用後そのまま洗浄
機器（図表5）に捨てれば、水で攪拌し、

図表 3

ベッドを押す機器ガザンダ

トイレットペーパーのように下水に流
すことができる。
日本の看護や介護が提供している移
乗介助方法は、人力による持ち上げを
行っているため、その人の技術や体力
に頼るため人（プロ）によって方法は
まったく違う。これは、ケアされる側
や管理者から見ると介助者によって変
わる介助ほど恐ろしいものはない。閉
ざされた居室やトイレでの移乗介助
において、動かす人の技術や知識だけ
に頼ることをやめなければいけない。
RT 技術が日本の看護や介護に導入さ
第

れることで、ハートを持ったプロがハ
ードを使いこなし、機器を活
のいるところに時間を使うこ
とができるようになる。RT 技

図表 4… 簡易便器（ベッド
上使用再生紙を
使用した便器）

図表 5

4
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用することで、本当に人の手

洗浄機器

術の活用は、もう 1 度看護 や
介護の立ち位置を見直すきっ
かけになると感じている。た
だ し・・・日 本 で RT 技 術 を
開発・改良する際には、看護
や介護現場を選んで意見交換
しなければ、現場のその場限
りの思いつきの要求通りに RT を作っても、現場は何かしら条件を出し、結局いつまで
たっても現場でRTは活用されないということに陥る。オーストラリア看護連盟（2002）
の調査報告があったがノーリフティングポリシー（方針や指針）が大切なのではなく、
ノーリフトプログラム＊の導入（現場で働くプロとしての意識を変えるためのプログラ
ム）がオーストラリアの介護や看護に根付いていた文化を変えることで、いまや日本の
RT や IT 技術を待ち望む人たちへと変えたのである。
＊ノーリフトプログラムとは、1998 年よりオーストラリア看護連盟が介護や看護に
合った腰痛予防対策教育プログラムを作成し、「患者自身が自力で動くことを奨励し、
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自立性を保つことは何よりも大切である。患者には、可能な限り自分の体重を自分で支
えてもらえるような自力による移動を奨励すべきである。」と、5 部にわかれたプログ
ラムを発表した。日本においても 2009 年度から日本ノーリフト協会がオーストラリア
看護連盟のノーリフトプログラムを導入し（2013 年度から改訂版を使用）日本の施設
や病院への介入を行っている。
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