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Ⅰ．はじめに 

 

当委員会では、マイクロプロセッサ産業の振興を目的とし、マイクロプロセッサ、システムLSI

分野におけるわが国の優位性を高め、国際競争力を備えるための各種活動を行っている。 

平成 17 年度は、近年実用化研究が急速に進んでおり、2005 年愛知万博においても新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）による実証化実験が行われたロボット分野における半導体技術､

特にマイクロプロセッサを中心にハードウェア、ソフトウェアの要素技術および今後の課題を明確

にすることを目的に調査活動を行った。 
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Ⅱ．報告書概要 

 

1. ロボット業界の現状と将来 

 

近年、ロボットの実用化研究が促進されてきている。2005年に開催された愛知万博では企業・大

学・研究機関からの出展・デモおよびNEDOによる実証化実験も行われ、課題の明確化と実現に向

けた検討が進んできた。近い将来、ロボットと人間との共存も夢では無くなってきている。 

ロボットは、大きく分けて、産業用ロボットと民生用ロボットに大別される。 

産業用は成熟しているが民生用は拡大期に入る段階にあり、今後10～15年で技術面、市場面で急

成長が見込まれる。 

 

産業用ロボットは主に自動車、電子機械産業に使われており、日本ロボット工業会によると、2003

年度時点で、国内約5000億円、海外約3000億円で、全世界で約8000億円の市場規模である。国内の

用途は、プリント基板実装、組立等が出荷額の過半を占めている。国内市場は今後も自動車、デジ

タル産業が好調であり、安定して推移する、と期待されている。海外では、世界の生産工場として

の役割を持つ中国が急成長している。 

 

民生用ロボットは、用途別にコミュニケーション型ロボット、家事作業代行型ロボット、作業負

担軽減型ロボット、危険作業代行型ロボットの4つに分類される。現在、市場規模は300億円程度で

あるが、ペット型ロボットを中心に市場が形成されており、今後情報通信ネットワーク型ロボット

の拡大も予想される。富士キメラ総研によると、2015年頃に国内5000億円、世界1兆円、2020年頃に

国内2兆円、世界5兆円の市場規模と推定されている。応用分野としては、コミュニケーション型ロ

ボットが約50％、続いて家事代行型および作業負担軽減型ロボットが各々20％と予測されている。 

半導体搭載率は金額ベースで、コミュニケーション型が約9％、家事代行型が5％、作業負担軽減

型が3％、危険作業代行型が2％程度である。 したがって、半導体の市場規模は2015年でも多くて

1000億円ぐらいであり、現時点では業界を牽引しているとは言えない。しかし、ロボットの高度化

による付加価値増大に伴いロボットに占める半導体搭載比率は車と同様に急激に上昇する事が予想

され、今後有望な市場になる事が期待できる。 

 

２．調査概要 

 

本委員会は、ロボットが日本の産業を牽引する重要な原動力の一つと考え、ロボットにおけるマ

イクロプロセッサの利用状況及び要求事項を収集するため、産学官を対象に調査を実施した。 

調査は、ロボットに必要なシステム、ネットワーク、プロセッサアーキテクチャなどを中心に広

範に実施した。また、調査の対象は、主に民生用ロボット、サービスロボットとした。 
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・慶應義塾大学理工学部情報工学科 （ヒアリング） 

プロセッサアーキテクチャ、ネットワークアーキテクチャ 

・筑波大学大学院システム情報工学研究科 （ヒアリング） 

ロボットスーツHAL 

・産業技術総合研究所 知能システム研究部門 （ヒアリング） 

ヒューマノイドロボット、NEDOミドルウェア 

・日本電気（株）メディア情報研究所ロボット開発センター （セミナー） 

コミュニケーション型ロボットPaPeRo 

・㈱富士通研究所、富士通フロンテック㈱、富士通オートメーション㈱ （ヒアリング） 

オフィスロボットFSR、ヒト型ロボットHOAP、監視用ロボットMARON 

・日本ロボット工業会 （ヒアリング） 

産業用ロボットの動向 

・ロボット政策研究会セミナー（経済産業省）  （セミナー） 

ロボット市場環境の整備状況と政策課題 

・ロボット政策研究会セミナー（首都大学東京）  （セミナー） 

日米におけるロボット環境の比較と今後の日本のロボット振興 

 

３．ロボット要素技術 

 

(1) アーキテクチャ 

 

・ 各社／各研究機関ともに汎用プロセッサの使用が一般的である。最適なプロセッサとの

理由からではなく、コスト面から止むを得ず使用するケースも複数例あり、全体的な傾

向のように思える。プロセッサとしては用途によりGeode-GX１やSH4クラスから

Pentium 4の2GHzクラスまで使い分けされている。 

・ カスタム品の例として慶応大では、並列分散制御をおこなうために、独自のネットワー

クやリアルタイム制御用プロセッサを開発している。 また筑波大でもカスタム品を開

発している。 

・ 性能面ではリアルタイム性への要求が高く、プロセッサの処理能力不足をカバーするた

めに、DSPの併用や局所のアセンブラ記述も一般的に行われている。 

・ OSについては各社各様であるが、今回の調査事例からはWindowsXP Embedded、

ART-Linux、RT-Linux などが上がった。リアルタイム性の要求度が高い場合は独自の

OSを使用しているケースもある。 
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(2) 自律制御技術 

 

・ 建物内や室内を移動するロボットでは自己位置同定、障害物/走行可能領域の計測・検

出、移動経路の作成機能などの自律ナビゲーション技術が使用される。分解能や精度よ

りも処理速度の課題が全般的に大きい。 

・ 案内誘導ロボットや警備・監視用ロボットでは自動充電機能も実用化されている。 

 

(3) コミュニケーション技術 

 

・ コミュニケーション型ロボットでは音声認識・対話技術・顔認識・障害物認識技術・行

動制御技術が重要な要素を占めている。発話機能においては、肉声韻律合成技術により、

より自然な発話を実現している例もある。 

・ 警備・監視用ロボットでは、侵入者およびその動きを検知し、場合によっては対象物を

追跡するため、障害物認識、距離認識、リアルタイム3次元視覚認識などの多岐に亘る

技術が重要である。 

 

(4) センサ／アクチュエータ 

 

・ センサ系の構成では特に大きな特徴は見当たらないが、生体信号を元に制御するタイプ

が支援ロボットで実用化の域に入っている。アクチュエータ系では小型化や一体化のニ

ーズが高くこの解決に時間を費やしたとの声が複数あった。 

・ アクチュエータには苛酷環境下での使用を想定した防塵性、防滴性を強化するなど、使

用目的、環境に適応した性能が必要であると同時に軽量化も重要な要素であり、歯車に

特殊材料を使用するなどにより軽量化を図っている。 

・ 癒しロボットではコミュニケーションがキーとなるが、この実現のためタッチセンサや、

知的センシング技術などの各種センサ技術が極めて重要な要素となる。 

・ 自律作業ロボットでは周囲状況の認識、判断を行うための3眼ステレオカメラ、超音波

タグセンサなどの技術への要求が高い。 

・ アシスト型ロボットでは、「動き」を検出する手段として筋電などの生体信号が使用さ

れている。 

 

４．課題 

 

産業用ロボットはすでに確固たる市場を形成しているが、近年のヒューマノイドロボット、エン

ターテインメントロボット、介護ロボット等の先端技術に支えられているロボットの市場はまだ未

成熟である。今後この分野が大きな市場として成長するためには幾つかの課題がある。ここでは、
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これらの課題を、 

(1) 社会的体制整備 

(2) 技術高度化、知能化 

(3) インフラ整備 

(4) 安全性保証、法整備 

の４つの観点で概観する。 

 

(1) 社会的体制整備 

 

日本メーカは、産業用ロボットに関し世界市場でトップシェアを誇り、それ以外のロボット分野

についても幅広い領域で高い技術レベルを保有しているが、具体的な成果という面では乏しい状況

にある。 

日本のロボット開発は各企業、研究機関、大学が独立して研究開発を行っている。総じて横の連

携が弱く、効率面で課題があると考えられる。これらの課題に対して、要素技術、ソフトウェアな

どの標準化/コンポーネント化/モジュール化による技術資産の共有化が必要であり、既に一部につ

いて取り組みが開始されている。 

また、ロボットの製品化についてはビジネスとしての成果が求められるため、大企業による大規

模市場をターゲットとした製品が中心となる。従って、ベンチャー企業や研究機関による製品化や、

少量多品種対応については、必ずしも環境が整っているとはいえない。このような状況を打破する

ために、小規模生産でも企業が維持できるような体制やベンチャー企業の支援体制などの社会体制

の確立が急務である。 

 

(2) 技術高度化、知能化 

 

近年のロボットはその活動領域を、産業用ロボットが適用される工場のような人工の環境から、

人が自然に活動している生活空間へと広げている。このような生活空間は人にとって活動しやすい

ように設計されており、ロボットにとっては必ずしも適した環境となっていない。そのような環境

でロボットが自律的に動作するためには、高度な環境認識の能力が必要となる。画像処理、音声認

識の性能は近年のマイクロプロセッサの性能向上とともに着実に向上しているが、実環境の曖昧性

の多い環境での動作にはまだ十分とは言えない。人とのコミュニケーションに主眼をおいたペット

ロボットや人との協調作業を行なうロボットにおいては、音声認識、顔認識等の認識技術だけでな

くコミュニケーション技術も重要である。人の生活環境には段差やドアのような人にとっては簡単

に対応できるがロボットにとっては大きな障害になる対象が多くある。認識性能の向上とともにそ

れらの対象に柔軟に対処できる高度な制御技術も必要である。近年の二足歩行ロボットが実用レベ

ルになっているがこれはセンサ技術と制御技術の発展の成果である。以上の認識技術、コミュニケ

ーション技術、制御技術を支えるコンピュータアーキテクチャも重要である。自律ロボットに搭載
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可能な高性能、低消費電力なプロセッサ、ネットワークアーキテクチャの開発が必要になる。さら

に、耐故障性、リアルタイム性にも優れたアーキテクチャが重要となる。 

 

(3) インフラ整備 

 

以上のように、ロボットが実世界で動作するためには克服すべき技術的課題は多く、かつ現状で

はその解決が困難なものもある。先端ロボットの市場を早期に開拓するためには、これらの技術の

完成を待つだけでなく、ロボットが動作するためのインフラを整備することが非常に重要である。

例えば、工場内の搬送ロボットのために移動経路にマーカをつけておくことはすでに行なわれてい

る。同様に、オフィス内を自律的に動作するボットが自己位置同定しやすいように、無線によるマ

ーカを配置するようなことで、不十分な画像認識性能を補い、オフィスロボットを実用的に運用す

ることも可能となる。オフィス内の人がそれぞれRFIDのような無線タグを身に付けることにより

ロボットによる人の認識性能を補うことも可能である。人の環境に上手くロボットが入り込めるよ

うなインフラを整備することにより早期にロボットの実用化を図ることが期待できる。その場合は、

インフラとしての標準化も重要な課題となる。 

 

(4) 安全性保証、法整備 

 

ロボットと人間が共存する社会を実現するためには、各種制御時の安全性、自動走行時の信頼性

確保、暴走などのハングアップを回避するシステム、ロボット自身が安全動作を認識し、自律的に

安全動作が行える知能など、安全性を確保するための技術的側面からの追求が必須である。また、

安全技術、安全規制、規格、責任、補償などの法的、社会ルール等の側面からの整備も重要である。

さらにロボットが人間に与える心理的影響、コミュニケーションにおける課題など心理、認知科学

の領域でも研究推進と基準作成が急務である。これらの検討はまだ始まったばかりである。 

 

５．まとめ 

 

ヒト型ロボットや直接人間に接するロボットはここ数年大いに進歩した。ソニーのAIBOにより

世間に周知されたといえるだろう。これを契機に今まで大学の研究室や企業の研究所で密かに研究

されていたロボットが日の目を見ることとなった。 

特にヒト型ロボットの進歩は著しく、数年前までは不可能と思われていた二足歩行、起き上がり、

走行などが可能となってきている。従来からステップを一段上ったといえるだろう。個々の要素技

術の導入、適用もさることながら、今後は複雑化し、増加する機構部品、センサ、処理ソフトウェ

アに対して、統合制御、最適制御が課題となる。つまりはより滑らかな動作、安全な動作、目的に

合った的確な動作を実現させるための判断、選択、指示などの機能や予期せぬ局面になった時の回

避動作、修復動作等をさせるだけの知的能力や学習能力がテーマとなる。 
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これら課題をひとつひとつ解決する事で今までにない応用も生まれてくる可能性を秘めている。

江戸時代中期に盛んだった「からくり人形」のように名人的人形師による娯楽的な「見世物」に終

わらせないよう、新たな産業としてのロボットに期待したい。 
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Ⅲ．調査結果要約一覧 

名前
Responsive Link / Responsive Multi-
Threaded Processor (RMTP)

HAL（Hybrid Assistive Limb） ヒューマノイド　HRP-２/３ PaPeRo FSR HOAP-1／HOAP-2 MARON-1

社名・大学名
研究機関名

慶應義塾大学理工学部情報工学科
助教授　山﨑信行氏

筑波大学大学院システム情報工学研究科
教授　山海嘉之氏

産業技術総合研究所
知能システム研究部門

日本電気（株）メディア情報研究所
ロボット開発センター

（株）富士通研究所
富士通フロンテック（株）

（株）富士通研究所
富士通オートメーション（株）

（株）富士通研究所
（株）ＰＦＵ

概要 ロボットシステムへのハード、ソフトへの要件
は多々あるが、特にリアルタイム性に焦点をあ
てて並列分散制御用のプロセッサ、ネットワー
クアーキテクチャ研究を進めている。

二足歩行や立ち座り動作等下肢および上腕
の動作をパワーアシストする

人間型ロボットの実用化により、人間しか行え
ない作業の代行を目指し、研究開発を進めて
いる。

情報通信に重点をおいたコミュニケーションロ
ボットを開発して、実証実験を行っている。

・オフィス、商業施設で作業支援ができる実用
的なロボット

・本格的人間型ロボット ・携帯電話/ＰＨＳから自宅の家電機器制御、
侵入者監視を行う自動走行ロボット

研究目的
ビジョン

ロボット制御にはリアルタイム性が非常に重要
で100μ～1m秒の制御周期が要求される。分
散制御方式の長所を生かしつつリアルタイム
性を保証するためのネットワークアーキテク
チャとプロセッサアーキテクチャの確立が目
標。

・Biorobotics、Artificial Organ Control、
Telemedicineを柱とする「Cybernics」という
ジャンルの開拓
・自律歩行支援ロボットや人工臓器の研究開
発を行い、患者の機能回復、ひいては社会復
帰を支援する

人間型ロボットハードウェアの実環境対応技
術の研究開発

ロボット開発に必要な要素技術はもとより、そ
れを使用して多目的な研究を各地で行ってい
る。

・作業支援（受付案内、郵便搬送）、セキュリ
ティ強化（巡回、監視）を目的
・オフィス、商業施設、空港、役所などでの実
用化を視野

・研究開発用プラットフォームの提供
・国家プロジェクトの活用で事業化を視野

・ホームロボットにおける機能、ユーザインター
フェイス、今後の生活共存の可能性の検討

取り組み状況 Responsive Linkは国際標準としても提案中。
RMTPのデザインルールは0.13μ、8層銅配線
(TSMC製)、100mm^2、コア電圧1.0V。
300MHz動作時の消費電力は8W。シングルス
レッド性能はPentium4(3GHz)の0.1倍、マルチ
スレッド性能は10倍、消費電力は約1/10。
RMTPとメモリをMCM化したRMTSiPも開発。サ
イズは50mm×40mm、消費電力は10～15W。
開発環境もgccベースで開発。RMTPの機能
性能を削ったμRMTP開発中。

1995年開発着手し、HAL-3は97年～2000年
に開発完了
2003年にまとまった形になる
HAL-4 2003年～
HAL-5 2004年～（試作版）
HAL-5 2005年～　Type A、Type B
と開発してきて、現在HAL-7を開発中

97年より開発を開始し、現在5代目のチャイル
ドケアロボットで実証実験を行っている。

・2005年10月出荷開始、目標価格200万円 ・HOAP-1：2001年9月発売
・HOAP-2：2003年8月発売
（500万円/台　累計96台出荷）

・2003年３月発売（企業向け）、298,000円

実例 ロボットスーツ 老人または子供との対話による癒しロボット ・案内誘導、物品搬送（台車押し）可能なロ
ボット実用化

工場内での監視用ロボット

アーキテクチャ ・Responsive Link
  - スループット、レイテンシ重視パケットを個
別ルーティング
  - 256レベルの優先度導入
  - 追越機能付きネットワークスイッチ
  - 優先度に応じて個別に経路を設定可能
・RMTP(Responsive Multi-Threaded
Processor)
  - 優先度付のスレッド（最大40スレッド）を
HWスケジューリング
  - 8スレッド同時実行可能。32スレッド分のコ
ンテキストキャッシュ
  - リアルタイム通信機構(Responsive Link)を
5系統内蔵
  - 割り込みによるスレッドの高速起動
  - 2系統のベクトルユニット搭載
  - 各種制御用I/O(PWM Generator, Pulse
Counter, etc)搭載

・制御用のコンピュータはデスクトップパソコン
相当
　CPU：800MHｚ　カスタム品
・OS：リアルタイム化したもの
　生体信号センス後数十msでアクションする
必要がある
・A/Dコンバータ：12ビット精度
・通信：シリアル

HRP-2 ： Pentium Ⅲ　1.26GHz
HRP-3 ： Pentium 4　2GHz、SH4分散型を使
う予定
OS ： ART-Linux
CPUは分散配置、体内LANによる分散制御処
理系

ノートPCのアーキテクチャをベース
プロセッサ：新型はPentium M 1.6GHz
　　　　　　　旧型はCeleron 500MHz
メモリ ： 512MB（新型）
HDD ： 40GB
USB ： 2.0×2ポート
電源出力 ： 5/12Ｖ
マイク ： 8個
音声信号処理 ： 高精度音源方向検出、雑音
除去

・CPUボード＋DSPボード×2＋3次元処理用
ボード＋各駆動部にMCU
・CPUボード：Geode-GX2（366MHz）、
512MB-DDR、WindowsXP-Embedded
・DSPボード：TMS320C60（255MHz）、32MB-
SDRAM、2MB-Flash
・３次元処理ボード：Xilinx Virtex-II（90MHz）
・CPUボードDSPボード間はUSB1.1
・駆動用モータとはUSB1.1、センサとはI2Cで
接続

・CPUボード＋拡張ボード（関節毎の分散処
理）
・CPUボード：Pentium MMX（300MHz）、
128MB RAM、RT-Linux3.1
・拡張ボード：USB内蔵マイコン、ROM 24KB、
アセンブラ使用、書換え可
・全関節、センサに対し１msでの制御を実現

・CPUボード＋拡張ボード
・CPUボード：Geode-GX1（３００ＭＨｚ）、RAM
64MB、WindowsCE3.0
・拡張ボード：富士通製MPU、USB内蔵、アセ
ンブラ記述
・USB1.1（12Mbps）で接続

要素技術 ・並列分散制御用ネットワーク(Responsive
Link): 並列分散制御に必要な通信規格の課
題の克服のために開発
・分散リアルタイム制御用プロセッサ(RMTP:
Responsive Multi-Threaded Processor): 従来
のPC用プロセッサ、組み込み用プロセッサの
問題点を分析し、分散リアルタイム制御用に
開発

・生体信号の検出（筋電、他）
　センサは動く箇所に2個ずつ
　生体信号を検出し、筋肉が動き始める前に
動作開始することにより、「足手まとい感」を排
除できる

アクチュエータ ： 36自由度
構造部材と外装材 ： 防塵性、防滴性強化（悪
環境、苛酷環境下での稼動）
ネットワーク技術 ： 実時間イーサネットによる
分散処理制御系を採用
認識技術 ： 制御用距離認識3眼ｽﾃﾚｵｶﾒﾗｼｽ
ﾃﾑ+遠隔操作用2眼ｶﾒﾗ
動力源 ： ﾏﾝｶﾞﾝ系ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘ

認識技術 ： 音声認識、対話技術、顔認証、障
害物認識（超音波タグセンサ）､タッチセンサ
制御技術 ： 行動制御技術
アクチュエータ ： 車輪部2個、首2個
動力源 ： Li電池内蔵、入力電圧12V
出力インタフェース ： 無線（携帯電話、イン
ターネット）

・リアルタイムに３次元の視覚認識処理を実現
・アーム動作実現のためのニューラルネット
（CPG/NP法）を用いた動作生成技術
・自然な発話のための肉声韻律合成技術
・自動充電

・関節毎のローカルCPUで分散処理（省配線
化）
・関節アクチュエータの低コスト、軽量化技術
（歯車の特殊樹脂化、制御回路との一体化）
・補間による運動生成・制御技術
・ニューロによる自動運動学習技術

・自律ナビゲーション技術（自己位置同定、障
害物/走行可能領域計測・検出、移動経路作
成）
・動き検知/侵入者判断技術（大きさ・速さより
リアルタイムに処理）

課題 ・ハードリアルタイム通信の課題:
　　デッドライン厳守、レイテンシ保証
・制御用組み込み系プロセッサの課題:
　　高速化、リアルタイム性向上、汎用性向
上、大規模システムへの対応

・安全性基準に関して法的な整備が必要
　暴走やハングアップしないCPUシステムなど
・価格　目標価格は300～400万円
・事業化

・実用化が見えていないが、要素技術は各社
製品に使用されている。
・人間型ﾛﾎﾞｯﾄをどのように使うかという目的
が大きな課題。

・高コスト品となる。価格の正当性
・アプリケーションが不明確
・更なる要素技術の開発が必要（センシング、
認識能力、コミュニケーション能力、自立行動
能力）
・心理、認知科学、インタラクションの継続研究
が必要

・利用場所、用途の合わせたアプリケーション
の開発
・通信ネットワーク活用によるロボットサービス
の実証、普及推進
・ロボットサービスイニシアチブ（RSi）によるプ
ロトコル標準化、実証実験、普及促進

・具体的応用、商品化（ロボットの動作開発環
境は提供中）
・安全性
・判断できる程度の知能の搭載（どう動作すれ
ば安全か・・）

・家電制御時の安全性
・自動走行（障害物回避段差乗越え）時の信
頼性/確実性
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Ⅳ．調査結果詳細 

 

１．ロボットに必要なアーキテクチャ（ヒアリング） 

 

【講 師】慶應義塾大学理工学部情報工学科 助教授 山﨑信行氏 

【日 時】2005年6月23日（木） 13:00～15:00 

【場 所】電子情報技術産業協会 会議室 

                             

1.1 概要 

 

資料「現在および将来のロボットに必要なシステムアーキテクチャ、ネットワークアーキテ

クチャ、プロセッサアーキテクチャ及びその課題」による講演。 

ロボットシステムへのハード、ソフトへの要件は多々あるが、特にリアルタイム性に焦点を

あててプロセッサ、ネットワークアーキテクチャの課題、研究紹介があった。リアルタイム性

の定義から、並列制御に関わる基本概念に関して解説がある。並列分散制御システムにおいて

リアルタイム性を実現するために開発したネットワーク及びプロセッサに関して紹介があった。 

 

1.2 研究目的・ビジョン 

 

ロボットには、ヒューマノイドロボット(人と協調作業のできるロボット、盆踊りロボット等)、

マニピュレータロボット等多様な形態があり、その制御にはリアルタイム性が重要である。た

とえば、マニピュレータロボットでは、ロボットが操作している対象の反応を操作者にフィー

ドバックする必要がある。このために高いリアルタイム性能が要求され、100μ～1m秒の制御
周期が必要となる。 

 

ロボット制御の手法としては、従来の集中制御方式に対して、分散制御方式は小型化、省配

線性、低消費電力性、耐故障性等多くの長所がある。この分散制御方式の長所を生かしつつリ

アルタイム性を保証するためのネットワークアーキテクチャとプロセッサアーキテクチャの確

立が目標。 

 

1.3 取り組み状況(実例、アーキテクチャ、要素技術、等) 

 

(1) 並列分散制御用ネットワーク(Responsive Link) 

 

並列分散制御に必要な通信規格の課題の克服のため開発され、国際標準としても提案中の

Responsive Linkの紹介があった。特徴は以下の通り。 
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・ スループットを要求するデータパケットと、レイテンシが重要なイベントパケット

を分離し、個別にルーティング  

・ 256レベルの優先度の導入 

・ 追越し機能付きのネットワークスイッチ 

・ 優先度に応じて経路を個別に設定可能 

 

(2) 分散リアルタイム制御用プロセッサ(RMTP) 
 

また、従来のPC用プロセッサ、組み込み用プロセッサの問題点を分析し、分散リアルタイム
制御用に開発したRMTP(Responsive Multi-Threaded Processor)の紹介があった。特徴は以下
の通り。 

 

・ 優先度付のスレッドを最大40スレッド、ハードウェアのみでスケジューリング可能。

複数のスケジュール方式を選択可能。  

・ 8スレッド同時実行可能。32スレッド分のコンテキストキャッシュを持ちコンテキス

トキャッシュと実行スレッドは4クロックで入れ換え可能。  

・ リアルタイム通信機構(Responsive Link)を5系統内蔵。 
・ 割り込みによるスレッドの高速起動。 

・ 2系統のベクトルユニットを搭載。各ベクトルユニットのベクトル長は(64bit×8)で、
64ビット演算器はそれぞれSIMD演算器としても動作。8bit演算であれば64MAC/clk/
ベクトルユニットの演算が可能。  

・ 各種コンピュータI/O(DDR IF、PCI-X、USB2.0、IEEE1394、RS-232C、etc)を
搭載。 

・ 各種制御用I/O(PWM Generator, Pulse Counter, etc)を搭載。 
 

RMTPのデザインルールは0.13μ、8層銅配線(TSMC製)、100mm^2、コア電圧1.0V。300MHz
動作時の消費電力は8W。シングルスレッド性能はPentium 4(3GHz)の0.1倍、マルチスレッド
性能は10倍、消費電力は約1/10。RMTPとメモリをMCM化したRMT。SiPも開発。サイズは
50mm×40mm、消費電力は10～15W。 
 

開発環境もgccベースで開発。独自OSも開発。独自OSではRMTPのハードウェアによるスレ
ッドスケジューリング機能を利用することが可能。Linuxの移植も研究連携先の大学(東京大学 
石川研究室)で行なわれているが、Linux上ではハードウェアによるスレッドスケジューリング
の機能は利用出来ない模様。 

 

RMTPはスパコンにも匹敵する程の演算性能を1チップに搭載しているが、適用部分によって
はオーバースペックとなることもあるので、RMTPの機能性能を削ったμRMTPを開発中。 
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２．ロボットスーツHAL （ヒアリング） 
 

【講 師】筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 山海嘉之氏 

【日 時】2005年8月23日（火） 10:30～12:30 

【場 所】筑波大学 

 

2.1 概要 

 

ロボットスーツHAL（Hybrid Assistive Limb）。二足歩行や立ち座り動作等下肢および上腕
の動作をパワーアシストすることを目標に開発された装置。 

パワーユニットはフレームの関節部分に取り付けられておりパワーアシストを行う。 

 

2.2 研究目的・ビジョン 

 

Biorobotics、Artificial Organ Control、Telemedicineを柱として「Cybernics」なるジャン
ルを開拓している。 

自律歩行支援ロボットや人工臓器の研究開発を行い、患者の機能回復、ひいては社会復帰を

支援することを目指している。 

 

2.3 取り組み状況 

 

1995年開発着手し、HAL-3は97年～2000年に開発完了。2003年にまとまった形になる。 
・ HAL-4 2003年～ 

・ HAL-5 2004年～ （試作版） 

・ HAL-5 2005年～ Type A、Type B 
と開発してきて、現在HAL-7を開発中。 
 

2.4 今後の課題 

 

・ 安全性基準に関して法的な整備が必要 

 まず日本標準を立案・制定し、これをもとに世界標準を制定することを考えている。 

・ 価格 

 目標価格は300～400万円。 

・ 事業化 

 平成16年に「サイバーダイン株式会社」を設立し、研究開発・販売をおこなってい

る。 

 現在パートナーを募集中。 
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３．次世代技術の具体化に向けた課題―米国の状況と日本の産学官連携（セミナー） 

 

【講 師】首都大学東京システムデザイン学部ニューマンメカトロニクスシステムコース 

教授 谷江和雄氏 

【日 時】2005年9月20日（火） 13:00～15:10 

【場 所】日本計画研究所 会議室 

 

3.1 概 要 

 

日本は産業用ロボットにおいて圧倒的に強く、ワールドワイドで80万台の市場があり、その

うち日本は50％以上のシェアを誇る。また、ロボット技術に関しても日本は米国には負けてい

ないレベルにあるが、米国は明確な成果を出している。米国の構造、取り組みの分析を行い、

日本のロボット振興の参考とする。 

 

3.2 ロボット産業化の現状 

 

研究開発投資に比べて新ロボット商品が少ない。多くの技術がプロトタイプに留まっている。

ロボットの新商品開拓の難易性は『先行商品の無いところに新市場を切り開くこと』である。

夢やSFの世界などのイメージのみが先行しているためであり、ユーザが必ず買ってくれる商品
をいかに開発するかが重要である。 

 

3.3 日米ロボット開発・技術の比較 

 

 米国 日本 

現状と 

成果 

研究開発の実用化については日本より

実績がある。 

掃除機ルンバ、火星用探査機、医療用 

FA用ロボットでは圧倒的に強い。 
しかし、それを除いて成果が見えない。

成功事例 ルンバ：100万台 アイボ：100億円以上 

産業構造 

政府関連機関が多い。成果が明確。 

国策市場として軍事、宇宙がある。 

導入シナリオ、目的が明確。 

公募で技術を集める。  

国家プロジェクトあるが、成果が出て

いない。 

各企業、研究機関が独立して技術開発。

プロトタイプの域を出ない。 

生活支援ロボットを狙うが明確な目標

が無い。 

投資に対する成果不足。 

企業構造 

小さなベンチャーでも維持できる構造。

生産が1台～10台でも企業維持可能。 

大規模市場狙わないとだめ。 

B2C市場、アイボのような市場規模が
必要。 
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3.4 日本の取り組みへの提言 

 

・ ユーザの要求に合うカスタム仕様が必要。また、本当のニーズに基づいた導入シナ

リオを持ち研究開発を行うことが必要。 

・ 複数企業・異なる事業体の部品・ソフトでシステムを組めるように、必要技術のモ

ジュール化、コンポーネント化を行う必要がある。 

・ ロボットの知能については、必ずしも個体で持つ必要は無く、分散構造をとり必要

なときにネットワークから取得できれば良い。 

・ コンポーネントの完全なモジュール化、分散オブジェクト型コンポーネントを支援

するミドルウェアの標準化が必要である。現状、標準化RTミドルウェアのプロジェ
クトで開発（03～05年）。また今後3年で組み込みのミドルウェアモジュール化を行

う。 

・ 環境の情報構造化、知識化としてロボット用RFIDタグの検討、知識のモジュール
化、知識の共有をサポートするミドルウェアの整備が必要である。 
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４．産業技術総合研究所 知能システム研究部門 （ヒアリング） 

 

【講 師】産業技術総合研究所 知能システム研究部門 研究部門長  平井成興氏 

  同部門 タスク・インテリジェンス研究グループ グループリーダ 末廣尚士氏 

  同部門 空間機能研究グループ   グループ長 大場光太郎氏 

【日 時】平成17年8月23日（火） 16:00～17:20 

【場 所】産業技術総合研究所 

 

4.1 知能システム研究所の概要 

 

IT､システムの知能化の基礎研究およびそれをベースとした情報システム､機械システム､ロ
ボット･メカトロニクスシステムの知能化の研究を長年手がけてきた旧電子技術総合研究所の

知能情報､知能ロボット研究グループ、旧機械技術研究所のロボット､システム工学研究グルー

プの研究者を統合して構成された研究部門である。 

情報科学､ヒューマンインタフェース､コンピュータビジョン､音声・聴覚､ロボティクス､制御

工学等を専門とする研究者によって構成されている。 

 

4.2 タスク・インテリジェンス研究グループ 

 

(1) 概要 

 

知能システムに要求される知的機能を「人間を含む実世界との物理的なインタラクションを

行うための技術」という視点で捉え、実世界や人間とのインタラクションを行い、とりわけ作

業実行のための知能の研究を中心に進めている。また、その人間代替作業ロボットへの応用を

目指し、知的センシングや知的制御、柔軟物ハンドリング問題等に取り組み、従来自動化が困

難であった産業アプリケーション分野やオフィス・家庭などの分野へのロボットの応用を追求

している。 

また、新しいロボットシステム構築のためのソフトウェア（RTミドルウエア）の開発を行っ
ている。 

 

(2) 研究の目的 

 

ロボットの開発基盤となるソフトウェア上の基盤整備(RTミドルウエアプロジェクト) 
(2002-2004)においてCORBAベースのRTミドルウェアの研究開発を行っている。 
 

(3) 取り組み状況 

 

・ ロボットからロボットテクノロジへ、形に拘らないロボット技術への展開をはかる。

生活支援や介護を実現するために、一見ロボットには見えないが、ロボット的な技

術を利用したシステムへ展開する。 



 －19－

・ 21世紀におけるロボット社会創造のための戦略として位置付ける。 

・ ロボットの本質は機能統合である。オープンアーキテクチャの必要性が高い。 

・ ロボットを簡易に実現する手段としてソフト/ハードのモジュール化を行う。モジュ

ール化された機能要素をRTコンポーネントとして分散オブジェクトで作られる。ネ

ットワーク透過性を持たせる。 

・ アプリケーションの例として、RTスペースという家庭におけるロボットのネットワ

ーク化の実証実験を行った。家庭用ロボットにおいて各機器の連携､ネットワークが

重要となる。すべての機器をロボット化しネットワーク化することにより協調動作

をさせる。 

 

4.3 空間機能研究グループ 

 

空間にユビキタス的に分散配置された、物理的な機能と情報的な機能（空間機能）を、セン

サネットワークなどの技術を用いて合理的に融合配置およびデザインする技術、また空間機能

情報の獲得・提示技術などの研究開発を推進する。これにより、空間機能の有効活用による人

間生活支援、環境に分散した知的アクチュエーション・システム（ロボットなど）などの新規

コンセプトを目指しながら、具体的な製品化が可能である。 

 

4.4 安全知能研究グループ 

 

“安全安心”が望まれる今日の社会にとって、医療現場や原子力発電所などの事故は重大な

社会問題である。高い安全性が要求されているにも拘わらず、人の過誤（エラー）が主な原因

で十分な安全確保が達成されていない現況では、さまざまなリスクの低減を支援する知的な機

械の開発・実現が待望されている。本研究グループでは、生産現場での作業員による機械操作

ミスの防止から、医療・福祉における患者の安心な生活の確保、さらには、医師・看護士や理

学療法士らによる安全で確実な医療遂行を目指す“安全知能”技術の開発、および関連産業の

育成を行っている。 

・ 工場のラインにおける産業用ロボットのようなパワーアシスト、スキルアシストを

開発する。 

・ ロボットが今後生活に入ってくるにあたって安全をどのように確保するかが大きな

課題となる。 

 

4.5 ヒューマノイド研究グループ 

 

NEDOプロジェクト「人間協調共存型ロボットシステムの研究開発（HRP）」の共通基盤技
術である応用動作ライブラリの研究開発を行っている。具体的には、ヒューマノイド（人間型）

ロボットの不整地移動技術、転倒制御技術、全身遠隔操作技術、視覚情報処理技術、動作生成

技術等の基礎研究と同時に、人間型ロボットの新しい利用法、制御法、ロボットとその作業環
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境を統合したシミュレーション技術などの新しい課題にも取り組んでいる。 

最近の主な成果としては、新しいヒューマノイドロボットプロトタイプ（HRP-2P）を開発し
た。 HRP-2Pは、154cm 58kgと軽量化が実現された点、バックパックのないコンパクトな形
状が実現された点が特徴。現在、人間との協調搬送作業等の機能が実現されている。今後は、

ヒューマノイドロボットの実用化を目指して研究開発を進めていく。 

・ 経済産業省のナショナルプロジェクトで5年研究を続けており、引き続き研究を進め

ている。 

・ 実用化はまだ見えていないが、その技術はソニーのQUERY、ホンダのASIMOなど
様々な方面に使われている。 

・ 手足がついている人間型ロボットをどのような目的に使うかが課題である。例えば

人間に好ましくない環境、放射線下、ダイオキシン、アスベスト環境下などでの活

動が考えられる。 

・ ロボットで使用されているプロセッサは 

 HRP-2  ：Pentium Ⅲ 1.26GHz 
 HRP-3  ：Pentium 4 2GHz、SH4分散型を使う予定 
 ホンダASIMO ：PowerPC 
・ ロボット用プロセッサに対して以下の要望があった。 

 －ネットワークが組みやすいこと。 

 －分散オブジェクトが簡単に搭載できること。 

 －CANのようなネットワーク上で、高度なサポートができること。 
・ スピードは1msが目安となる。この速度でモータコントローラができる。また、消
費電力をいかに抑えるかが鍵となる。更にモータと無線は相性が良くない。ノイズ

による攪乱がある。パワーが少なく、ノイズに強いプロセッサが望ましい。 

 

4.6 自律移動ロボット技術の研究 

 

ヒューマノイドが屋内での作業に対して、屋外の作業を対象としている。いわゆる建機のロ

ボット化であり、土木作業、3Ｋ作業、単純作業などにおいて人間の負担を減らすことを目的と

する。 

 

4.7 高機能自律観測技術の研究 

 

ステレオビジョンのように3次元、多機能、高性能な知的観測技術の開発を行っており、工場、

自動販売機、視覚障害者用機器などに使われる。 

 

4.8  参考 

 

(1) RTミドルウェアとは 

 

様々なロボットが研究されているが、ロボットの開発は膨大な開発技術者、長い開発期間な
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ど非効率な開発を行っている。 

このような課題を解消し、製造現場以外で活用されるロボットの実用化、製品化を進めてい

くひとつの手法として、アクチュエータ、センサ、制御プログラム等といった様々なロボット

システムを構成する要素をモジュール化し、それらを部品として自由に組み合わせて統合し、

新しい機能を持ったロボットシステムを容易に構築することを目的としてそれを実現するソフ

トウェア基盤技術としてロボット用ミドルウェアの研究開発が必要である。 

そのような技術の総称をRT(Robot Technology)と呼ぶ。RTミドルウェアの研究開発は、様々
なロボット要素を通信ネットワークを介して組み合わせることにより、多様なロボットの構築

を可能とする技術基盤の確立を目的とする。 

 

(2) 超小型ネットワーク・ノード 

 

人間生活環境におけるロボットの開発において、無線やネットワークの発達により、ロボッ

ト個々の要素は一箇所にある必要がなくなるという、環境埋め込み型のロボット制御手法のあ

り方を検討してきた。この研究開発過程では、壁や天井部などの三次元環境にセンサや通信の

機能を効率よく持たせることが必要となるが、ICタグでは元々入出力機能が備わっていないた
め、これに替わるような端末機器が求められていた。 

主な機能としては、デジタル入出力機能、8ビットマイコンの搭載、各種のソフトウェアに対

応可能なシステム構成となっている。 

また、大きさは約6.0cm3という、電池内蔵型の端末としては世界最小クラスのサイズで、免

許不要の300MHz微弱無線、24ビット端末ID、十数mの通信範囲などの特徴を備えている。 
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５．企業における基礎研究 

家庭用コミュニケーション型ロボット開発の現状と事業化の課題（セミナー） 

 

【講 師】日本電気（株）メディア情報研究所ロボット開発センター 研究部長 藤田善弘氏 

【日 時】2005年9月20日（火） 13:00～15:10 

【場 所】日本計画研究所 会議室 

 

5.1 概要 

 

NECではメカニカルより情報通信に重点をおいたコミュニケーション型ロボットを開発して

いる。万博、大学などで実証実験を行っている。 

 

5.2 研究の目的 

 

150台作成し、各地で多目的な共同研究をしている。 

家庭用モニタ、人文系・美術系大学との共同研究、愛知万博での実証実験などで認知、心理

に関する研究を行う。 

 

5.3 取り組み状況 

 

(1) 実例 

 

・ 97年よりコミュニケーション型ロボットPaPeRoの開発を行っており、現在5代目の
チャイルドケアロボットで実証実験を行っている。 

・ PaPeRoで培った認識、行動、対話制御技術を搭載したロボットソフトウェア開発
プラットフォーム RoboStudioを販売している。ロボットの基本ソフトウェアとア
プリ開発ツールをセットにしてロボット開発企業が低コスト、短期間でロボット開

発ができるようなプラットフォーム。約500万円で3台の販売実績有り。 

 

(2) 要素技術 

 

・ メカ系を抑えて、ソフト系を充実。モータは車輪部2個、首（上下左右）部2個のみ。 

・ ノートPCのアーキテクチャベースに音声認識・対話技術・顔認識・障害物認識技術
行動制御技術を搭載。 

・ プロセッサは、新型：Pentium M（1.6GHz）、旧型：Celeron（500MHz）。 
・ Li電池採用。 
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5.4 フィールドワーク 

 

PaPeRoを下記の機関、学校、家庭などに貸し出して実証実験を継続的に行っている。 
家庭モニタ評価 － 家族とのコミュニケーション、認識性能、ユーザビリティ 

人文系大学共同研究 － 認知、心理系、教育学のフィールドワーク 

技術系大学共同研究 － 認識技術、自律移動技術研究 

万博、幼稚園など － アプリの開拓 

 

5.5 今後の課題 

 

・ 多額な費用発生により高コスト品となる。 

PaPeRoは1台100万円する。アーキテクチャはノートPCと同レベルであり、生産効果
を期待して10万円にしても売れるかは疑問、価格の正当性が課題である。 

・ アプリケーションが不明確であり、今後市場開拓が必要である。 

・ 更なる要素技術の開発が必要である。 

センシング、認識能力、コミュニケーション能力、自律行動能力、アプリケーション

開発環境、安全性、安定性 

・ 心理・認知科学・インタラクションの研究を継続して行うことが必要。 
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６．富士通のロボット開発－FSR、HOAP、MARON（ヒアリング） 

 

【講 師】（株）富士通研究所 自律システム研究部 部長 駒田聡氏 

   富士通オートメーション（株）   小林雅司氏 （デモ） 

【日 時】2005年9月20日（火） 13:00～15:10 

【場 所】社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)会議室 

 

6.1 概要 

 

富士通におけるロボット開発の経緯、現状、将来について講演とデモがあった。 

富士通では過去３種類のロボットを開発・提供してきた。 

 

6.2 サービスロボット－FSR－ 

 

(1) 概要 

 

（株）富士通研究所、富士通フロンテック（株）の共同で開発したオフィス、商業施設などで各

種作業支援を行う事を目的としたサービスロボットである。具体的作業としては受付案内、郵便搬

送、セキュリティのための巡回、監視などである。 

 

(2) 研究目的・ビジョン 

 

ロボットは豊かな社会を実現するための一助として社会的に大きく期待されており、医療、福祉、

家事、オフィス業務等適用分野は広範にわたる。この中で特にオフィスや商業施設内での作業支援、

サポートのため従来の研究的ロボットからさらに一歩踏み込んだ実用的なロボットを目指した。 

 

(3) 取り組み状況 

 

（株）富士通研究所、富士通フロンテック（株）で開発、富士通オートメーション（株）より2005

年10月より200万円で発売。 

 

1) アーキテクチャ 

 

下記のボード、マイクロプロセッサ、DSPで構成されている。 

 

・ CPUボード＋DSPボード×2＋3次元処理用ボード＋各駆動部にMCU 
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・ CPUボードはGeode-GX2（366MHz）、512MB-DDR  

・ OSはWindowsXP Embedded 

・ DSPボードはTI製TMS320C60（255MHz）、32MB SDRAM、2MB-Flash 

・ ３次元処理ボードはXilinx Virtex-II（90MHz） 

・ CPUボード、DSPボード間はUSB1.1で接続 

・ 駆動用モータとはUSB1.1、センサとはI2Cで接続 

 

2) 特徴的な機能、要素技術 

 

・ リアルタイムに３次元視覚認識処理を行う技術。走行中の特徴点抽出とステレオ計測に

よる自己位置同定、障害計測機能。 

・ 人間の肩、肘と同一構成の4自由度アームを実現。また自然な動作実現のためニューラ

ルネット（CPG/NP法）を用いた動作生成を実現。 

・ 複数マイクによる方向検出、肌色抽出による人検出技術。 

・ 肉声韻律合成を用いた発話処理技術。 

・ 自律的に充電ステーションに移動、充電を行う機能。 

 

(4) 今後の課題 

 

2005年10月に出荷を開始しているが今後の方向性、課題としては以下があげられる。 

・ 現在のFSRは幅広い応用の可能性を探る意味合いも含めたものになっているが、実用に

向けては利用場所、用途に合わせたアプリケーションの開発が今後の課題である 

・ 普及のためにはロボットサービスイニシアチブ（RSi）によるプロトコル標準化、実証

実験等の推進が必要である 

・ 通信ネットワークの標準化、連携機能充実により、ロボット間でのサービスの共有化、

コンテンツの再利用の促進も必要である 

 

6.3 人間型ロボット－HOAP－ 

 

(1) 概要 

 

（株）富士通研究所、富士通オートメーション（株）の共同で開発した身長約50cmの小型人型ロ

ボットである。2001年9月発売のHOAP-1とこれを改造したHOAP-2を2003年8月に発売している。 

 

(2) 研究目的・ビジョン 
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本格的人型ロボットであり、国家プロジェクトの成果を活用し、事業化を視野に入れ、研究開発

用プラットフォームを提供するという目的で開発を行った。 

 

(3) 取り組み状況 

 

富士通オートメーション（株）より500万円で販売している。現在までHOAP-1、HOAP-2累計で

96台を販売、主な用途は大学での研究用である。 

 

1)  アーキテクチャ 

 

下記のボード、マイクロプロセッサで構成されている。 

・ CPUボード＋拡張ボード（関節毎に分散処理を実現） 

・ CPUボードはPentium MMX（300MHz）、RAM 128MB  

・ OSはRT-Linux3.1使用 

・ 拡張ボードはUSB内蔵マイコンで構成、ROM 24KB、アセンブラ使用、書換え可 

・ 全関節ともセンサに対し１msでの応答、制御を実現している 

 

1)  特徴的な機能、要素技術 

 

・ 関節毎にローカルCPUで分散処理を行う事で省配線を実現 

・ 関節部の歯車の特殊樹脂化、制御回路との一体化により関節部の低価格化、軽量化を実現 

・ 補間による運動生成を実現 

・ ニューロを用いた運動学習技術 

 

(4) 今後の課題 

 

・ 今後の方向性として「どう動作すれば安全か」を判断できる程度の知能の実現、搭載があげ

られる 

・ さらには具体的応用を想定した開発も必要である 

 

6.4 ホームロボット－MARON-1－ 

 

(1) 概要 

 

（株）富士通研究所、（株）PFUの共同で開発した、携帯電話から侵入者監視、家電機器制御を

行う家庭用ロボットである。2003年3月より企業ユーザ向けに販売を開始、価格は298,000円である。 
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(2) 研究目的・ビジョン 

 

実用面を重視した家庭での日常生活をサポートするロボットを提供する事で、ユーザインターフ

ェイスや今後の生活共存型ロボットに必要な機能、性能などを探り、新たな応用喚起、用途の拡大

を目指す。 

 

(3) 取り組み状況 

 

（株）富士通研究所、（株）PFUより298,000円で販売。 

 

1)  アーキテクチャ 

 

下記のボード、マイクロプロセッサで構成されている。 

・ CPUボード＋拡張ボードで構成 

・ CPUボードはGeode-GX1（300MHz）、RAM 64MB  

・ OSはWindowsCE3.0使用 

・ 拡張ボードは富士通製USB機能内蔵MPUを使用、アセンブラで記述 

・ USB1.1でカメラ部、CPUボードと接続 

 

2)  特徴的な機能、要素技術 

 

・ 携帯電話から遠隔操作を行い、ロボット搭載のカメラによる撮影画像を携帯電話に表示

できる機能 

・ ロボット搭載の赤外線リモコンによる家電機器の操作機能（カメラによる動作確認可

能） 

・ 自己位置同定、障害物/走行可能領域の計測・検出、移動経路の作成機能などの自律ナ

ビゲーション技術 

・ カメラ画像のリアルタイム処理（5枚/秒）、対象物の大きさ、速さから侵入者を判断す

る技術 

 

(4) 今後の課題 

 

・ 家電機器を動作させるためその安全性確保が課題であろう 

・ 自律走行するため走行時の確実性、安全性も課題であろう 
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７．ロボットで拓くビジネスフロンティア 第六回「今後の動き」 （セミナー） 

 

【講 師】  経済産業省製造産業局 産業機械課長 小宮義則氏 

【日 時】  2005年10月11日（火） 18:00～20:00 

【場 所】  日本計画研究所 会議室 

 

7.1 概要 

 

平成17年1月から開始された「ロボット政策研究会」の活動状況、経済産業省が補助金を出す「平

成18年度のロボットに関する新規プロジェクト」、「ロボット産業に関する融資と税制」、を中心に説

明があった。 

ロボット政策研究会の活動に付いては、2005年5月の中間活動報告のまとめ、に基づき活動状況と

今後の課題・検討体制が説明された。また、関連分野の活動として、「ロボット分野の技術戦略マッ

プ」、「新産業創造戦略２００５」についても言及し、官民を上げてロボット産業の育成に向け活動

している状況が説明された。 

ロボット政策委員会の委員長は、工学院大学学長の三浦宏文氏、委員には大学の教授、各産業分

野を代表する企業の役員レベルの人たちが参加している。 

 

7.2 研究目的・ビジョン 

 

2004年5月、新産業創造戦略の中で、ロボットが、目指すべき7つの産業分野の一つとして位置づ

けられたことを受け、新産業創造戦略の具体化を図ることを目的に、2005年1月からロボット政策研

究会において検討が進められてきた。 

ロボット政策研究会は、次世代ロボット（次世代産業用ロボット及びサービスロボット）の市場

整備及び10年後以降の潜在需要を睨んだ戦略的先端ロボット技術開発を的確に遂行するため、ロボ

ットが果たすべきミッションや必要な研究開発体制に関して提言を行なうこととしている。 

 

7.3 取り組み状況 

 

ロボット政策研究会は、第1回から第4回までの活動の成果として、以下の概要を中間報告として

まとめている。 

 

1)  社会・経済情勢がロボット産業創造に向かっているという現状認識 

 

・ 人間の能力を超える製品が新産業を創造する 

・ わが国のもの作りと少子高齢化を背景に新たなロボット市場の創生が可能 
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・ 日本の産業用ロボット市場は年間5000億円と成長し、ロボット技術は情報家電技術、自

動車技術と融合を開始しており、日本のロボット技術力は世界一 

 

2)  産業用ロボットの新たな展開が図られており課題が明白になってきている 

 

・ わが国には、多品種変量生産（セル生産方式、混流生産方式等）に対応した次世代産業

用ロボットが不可欠 

 

3)  5年以内のロボット市場としてサービスロボットの市場創生について検討 

 

・ B to Bが中心であり、その市場分野は清掃、警備・見守り、介護等が中心 

・ サービスロボット産業化のためには、ニーズ主導のビジネスモデル（サービスパッケー

ジ）の策定が不可欠 

・ 期待されるロボットを利用したサービス価格については、「ロボットの初期投資＋メン

テナンス費用」と人間のみの作業の「人件費」との比較で検討することが多い 

 

4)  サービスロボットの市場創生に向けて検討すべき政策 

 

・ ロボットの活動環境を整備するための制度的課題（エレベータとロボットの通信仕様の

統一など） 

・ ロボット普及のための支援策の検討（介護・医療保険など） 

・ 安全性確保に向けた制度設計（愛知万博の実証実験、リスクアセスメントおよび残留リ

スクの低減など） 

 

5)  次世代ロボット技術についての展望 

 

・ B to B：団塊の世代が一斉退出する製造業、サービス業、卸売・小売業・飲食店、建設

業等において、労働力の代替としてロボット需要が発生（試算需要：1.1兆円/年、代替

率2割）。価格は主に人件費との見合いで決定。 

・ B to C：女性は、創造性のない手間のかかる家事労働のロボットへの代替を希望。価格

は、癒し・留守番・警備で10万円未満、掃除・搬送で20万円未満、介護で50万円未満。 

 

6)  次世代技術の具体化に向けた課題 

 

・ 技術戦略マップを踏まえ、野心的なロボットのスペックを提示し、基礎研究を大学側、

アプリケーションを産業界が分担する、米国NASA/DARPA型の産学官連携研究が不可欠 
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・ 環境の知能化にも資するモジュール化の開発を進め国際標準化も検討 

・ 製造物責任を考慮するとロボットの情報通信についてはインタネットと専用回線を適

切に組み合わせることが不可欠 

・ ネオ・メカトロニクス社会のルールは自動車等のルールを参考に検討。 

 

7)  ロボット関連平成18年度新規プロジェクトについて 

 

・ サービスロボット市場創出支援事業：4.2億円 

・ 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト：15.4億円 

 

8)  ロボット関連税・財政投融資 

 

・ 日本政策投資銀行におけるサービスロボット市場創生に関する融資 

・ 税制改正の要求（高性能機械組み立て設備） 

 

7.4 今後の課題 

 

 上記の中間報告を受けて以下の3点を主に検討を進めるべき課題としてあげている。 

 

1)  次世代ロボットの市場環境整備について 

・ 人間生活環境下でのロボット実用化に際し、ロボットの活動環境を整備するための政策

課題は何か 

・ メーカ、ユーザ、サービスプロバイダ、行政等がロボットの利用に関して意見交換を行

なう、ビジネス開拓や市場環境整備の契機の場（ロボットビジネス推進協議会（仮称））

の具体的なあり方について 

2)  次世代ロボットの安全性確保について 

・ サービスロボットの安全性を確保すべく、愛知万博の実証実験の成果を活かして一般化

するためには、どのような政策課題があるのか 

・ 生産プロセスにおける次世代産業用ロボットの拡大の条件として、安全技術と安全規

制・規格の面において、どのような政策課題があるのか 

・ ロボットと人間が共存する社会を実現するためには、安全、責任、補償、利便性向上に

関して、具体的にどのような社会ルールが必要か 

3)  戦略的先端ロボットの要素技術開発について 

・ 少子高齢化、団塊の世代の一斉退出、女性の社会進出といった社会情勢の中で、ロボッ

トが果たすべきミッションとは何か 

・ ミッション志向のプロジェクトを、どのような体制・方法で実施することが有効か 
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4)  検討体制 

・ 二つのWG（市場環境整備WG、次世代ロボット安全検討WG）を設置し、課題の整備と

解決に向けた方策・制度を検討し、提言を行おうとしている。 

・ 他方、経済産業省は、昨年度技術戦略マップを策定したが、今年度はNEDOに設置され

たタスクフォース（TF）で改訂作業を進める。したがって、ロボット政策研究会は、ミ

ッション設定においては、技術戦略マップの知見を活用すべく、同マップの改訂作業と

連動する。 

・ 市場環境整備WGの活動：次世代ロボット（次世代産業用ロボット及びサービスロボッ

ト）の実用化における諸課題及び企業及び地方自治体が行う様々な取り組みを整理した

うえで、当該課題を整備するための方策（技術開発、人材育成、通信仕様の共通規格化

等）を検討し、提言を行う。 

・ 次世代ロボット安全検討WGの活動：愛知万博の実証試験に当たって策定した安全ガイ

ドライン及びその運用結果を踏まえ、サービスロボットの市場導入において求められる

安全性確保に係る諸課題を整理した上で、当該課題を解決するための制度等を検討し、

提言を行う。産業用ロボットについても、セル生産方式や混流生産方式といった柔軟性

ある組立工程に対応し、知能化された次世代産業用ロボットの導入において、安全技術、

安全規制・規格等のあり方について検討をし、提言を行う。 

 

7.5 市場規模、分野、参入メーカ、等 

 

この辺の情報はかなり少ないが、以下の情報が記載されている。 

・ 産業用ロボット市場 ： 現在、出荷額5000億円規模で停滞 

・ 分野 ： 産業用ロボット、サービスロボット 

・ 参入メーカ ： 委員会社は全てロボットに関与 

（株）東芝、ファナック（株）、ソニー（株）、コマツ、セコム（株）、（株）トプコン 

トヨタ自動車（株）、（株）テムザック、松下電器産業（株）、富士重工業（株） 

（株）安川電機、（株）日立製作所 
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8．日本ロボット工業会 （ヒアリング） 

 

【講 師】 日本ロボット工業会 技術部 課長 三浦敏道氏 

【日 時】 2005年10月27日（木） 14:00～16:00 

【場 所】 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 会議室 

 

8.1 日本ロボット工業会概要 

 

日本ロボット工業会は会員の会費で運営する社団法人である。1971年に「産業用ロボット懇談会」

として発足し、1994年に「日本ロボット工業会」に組織変更。正会員49社、賛助（法人）会員91社

（システムエンジニアリング系の会社など）、賛助（個人）会員208人（学術系会員が主）。 

工業会の主要業務は下記の通り。 

・ 市場（統計）調査 

会員会社に対して月次統計、非会員会社を含め年度統計 

・ 技術調査 

NEDO、機械工業会、機械システム振興協会などからの受託調査及び自主調査 

次世代RT（Robot Technology）、RTアーキテクチャ等を実施 

・ 国際交流 

 国際ロボット連盟 IFR（International Federation of Robotics） 

・ 標準化活動 

ISO TC184/SC2、OMG RTミドルウェアの標準化 

 

8.2 日本のロボット産業の推移 

 

80年代初にスウェーデンの会社が従来の油圧アクチュエータに代わり、DCサーボモータ式ロボッ

トを開発し、第一次ロボットブーム。ロボットの国内生産高は、03年度実績が約5000億円、05年度

は約6000億円の見込み。2000年度時点の売上予測と乖離が大きい。サービスロボットの売上は少な

く、統計上は見えない。AIBOなども数値未公表のため統計対象外。 

概ね半分は輸出。中国向けは実装機が大半、米国向けはアーム式が多い。実装機は主に電子・電

気機械業界、アーム式は主に自動車業界。自動車業界向けは年9千台で安定している。 

大型液晶向けにクリーンルームロボットが伸びている。自動車業界ではロボットが生産性向上に

寄与するが、携帯電話等のモデルチェンジが激しい商品では、生産ライン及びソフトウェアの設定

変更のオーバヘッドが大きいため、ロボットが生産性向上に寄与しない。 

ロボットのシェアは日本が圧倒的に高い。自動車産業の盛んな日米独がシェアトップ３。 
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8.3 日本のロボットの国際競争力 

 

日本は、製造分野での商品競争力は大きいが、非製造分野での商品競争力は小さい。 

要素技術力は、マニピュレーション及び移動技術については大きな競争力を持つが、ソフトウェ

アの競争力は小さいと考えられる。 

 

 

8.4 産業用ロボットのプロセッサ、メモリなど：３社調査 

 

 プロセッサ メモリ OS IO インタフェ

ース 

ネットワーク 

A 社 

(大型

メー

カ) 

64 ビット

RISC 

SRAM 

 64MB 

独自 各 32

点 

RC-232C 等 地域により異な

る｡各地域では下

記が多い。 

日本：CCLINK（三

菱）、 

欧州：PROFI バス

（シーメンス）、 

米国 Devicenet 

B 社 

(大型

メー

カ)  

Pentium 

III

（Pentium4

に移行予

定） 

SDRAM 

 128MB 

VxWorks 各 40

点 

RS-232C 

Ethernet 

－ 

C 社 

(小型

組立) 

64 ビット

RISC 

SRAM 

 標準16MB 

（拡張可

能） 

VxWorks 情報

なし 

情報なし － 
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