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　「ロボット」

　この我々の感性や好奇心を魅了してやまない言葉は、1920年、チェコの小説家、カ

レル・チャペックによって生み出されました。彼が著した「R.U.R.」という戯曲の中で、

ロボットはどちらかというと人造人間のような存在として描かれ、その語源は強制労働

を意味するチェコ語の「robota」だと言われています。

　その後、ロボットはありとあらゆるメディアや表現手段の中で、実に様々な形態や機

能、個性を持って我々の前に姿を現してきました。時には喜怒哀楽を分かち合う友とし

て、時には命がけで戦う敵として、また、純然たる道具であったり、人間を取り巻く環

境そのものであったり、時には主従が逆転するような場合さえもありました。

　単独でこれほどの多様性を見せた発明は他に類を見ません。これはとりもなおさず、

我々が、いかにロボットに対して深い関心と思い入れを持っているかということの証左

に他ならないと思われます。

　そして、チャペックの「R.U.R.」からわずか 80年あまりで、ロボットは空想や夢物語の

世界から、現実の世界へ着実にその存在領域を移行しつつあります。それは同時に、

ロボットが私たち人間と何らかの関わり合いを、それも空想世界のロボットたちとは比

べものにならないほど、強く深い関わり合いを持ちはじめているということを意味して

います。

　他の様々な技術同様、ロボットとその周辺のテクノロジーも、人との関わりを深めて

いく中で、いかに有用性を見出すかということが大きな課題となっています。その一側

面として、ロボットのビジネス化が注目されていることは、当然の展開と言えるでしょう。

　しかしながら、現時点でのロボットの研究・開発は、技術的要素が先行し、肝心の「人

との関係性」の部分が出遅れているように思われます。

はじめに
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　ロボットは先述のように、80余年にわたって驚くほどの多様性を見せてきた、いわば

極端な「イメージ先行型」でした。技術的要素の先行は、その空想イメージと実際の技

術のアンバランスを修正するために必要な手順であったと言えるかもしれません。

　もうひとつの理由は、ロボットの研究・開発に携わる人たちが、ことごとくロボット

に対して深い愛情を抱いている、ということです。いわゆる「持ち出し、手弁当」をも

辞さないという強い意志は研究・開発の強力なモチベーションとなり得るもので、それ

自体は素晴らしいことです。しかし、その一方で、強すぎるモチベーションはロボット

と自分以外の人間との関係性を見落としてしまいかねない危険性も併せ持ちます。

　今後ロボットの普及、ビジネス化、日常生活への導入といったことを考えていく上で

重要なのは、機能や形態、デバイスや制御といった技術的な要素に加えて、人間、殊

に任意の第三者である「ユーザー」、すなわち「日常生活者」との関係性を明確にしてい

くことではないかと考えられます。それは、真の意味での「実用化」というのは、いか

に日常に溶け込み、その中で暮らす人々と良好な関係を築くか、ということに他ならな

いからです。

　そこで有効と思われるのが、「デザイン」というテクノロジーです。

　一般的にデザインは外観や色彩等の表層的な部分を担当するように思われがちです

が、本来「design」という言葉は非常に幅広い概念で、「総合設計」を意味すると言って

も過言ではありません。

　特にロボットの開発においては、この「総合設計」としてのデザインが、人とロボット

の関係性を良好に構築していく役割を担うことが期待されています。つまり、「ロボット・

デザイン」がロボットのビジネス化における要であるという認識がなされつつあるので

す。しかし、残念なことに、このような観点でロボットのデザインが包括的に行われて

いる例は（一部の成功事例を除いて）極めて少なく、参考となるような資料も乏しいの

が現状です。
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　そこで、本書ではロボットを工業製品と捉え、特に「プロダクト・デザイン（工業製

品全般に関わるデザイン）」の観点から、その理念とプロセスを解説していくことで、こ

れからのロボットの進むべき方向性、あるべき姿、そして構築すべき「人との関係性」

を模索する一助となることを目指します。

　また、本書ではロボットやデザインについて、基本的な概念や方法論についても触れ

ていきます。これによって、ロボット開発に携わる人はもちろん、これまでデザインと

いう分野とあまり関わりを持っていなかった人や、これからデザインを志す人にとっての

デザイン入門書となれば幸いです。
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ロボットをデザインするということ

chapter 1

ロボットをデザインするということ

Chapter 1



　そもそも「ロボットをデザインする」ということは、いったいどういうことなのでしょ

う？　それは、他の工業製品をデザインする場合と何が違うのでしょうか？

　本章では、一度原点に立ち返って、ロボットとデザインについてそれぞれの定義を再

確認にするとともに、「なぜロボットの開発においてデザインが重要なのか」そして「ロ

ボットのデザインにおける特異性とは何なのか」ということを通じて、「ロボットをデザイ

ンするということ」が、いったいどういうことなのか、について論じたいと思います。

1-1　「デザイン」の定義

　日本で「デザインの時代 」というようなことが言われるようになってから、随分と時が

経ちます。巷にはデザインの良さを謳った商品が溢れ、書店にはデザインを特集した雑

誌が数多く並び、デザイン関係のイベントも各地で定期的に行われ、多くの人が足を

運んでいます。これほどまでに「デザイン」というものに対する一般的関心が高まった

状況というのは、これまでなかったのではないかと思うほどです。

　ところが、あらためて「デザインって何？」と問いかけられると、明快に即答できる人

はあまり多くないように思われます。あるいは造形、色彩といった表層的・情緒価値

的な部分や、付加価値、差別化といった市場価値的な部分に限定された回答が返って

くる場合が多いように思われます。

　また、辞書やインターネットで検索しても、デザインの定義については実に様々な解

釈があり、漠然とした業種である印象が否めません。

　これは、デザインという仕事が、実は非常に多岐にわたる領域をカバーするべきもの

であり、「この部分」とピンポイントに規定することが難しいということや、デザインの

仕事の中で、やはり外観に関わるあたりが最も目立つ部分であるということ、さらに日

本の産業において分業化が進んだ結果、デザインの担当領域が、上記のような内容の

比重が高くなる傾向がある等の状況が絡み合って生じた一種の誤解であると考えられ

ます。

Chapter 1 ロボットをデザインするということ
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1-1　デザインの定義

1　また、デザインにはプロダクト・デザイン、グラフィック・デザイン、空間デザイン等、

様々なジャンルがあり、その守備範囲によってデザイナーの立ち位置や存在意義はかな

り異なります。そのような実情があるにも関わらず、十把一絡げに「デザイン」と称され

て語られることが多いのが現状です。これではまるで、野球も相撲も競輪も「スポーツ」

という括りで評するのと同じように無理があります。このこともデザインの定義をわか

りにくくしている一因かも知れません。

　さらに、昨今では情報デザインや、インタフェース・デザイン、ユニバーサル・デザイ

ンといった、新しい切り口のデザイン分野も加わって、デザインの定義はますます混迷

の一途を辿っているようにさえ思えます。

　ここでは、ロボットの定義について論じる前に、ロボットの開発に最も関わりが深い

と思われるプロダクト・デザインに視点の中心を据え、本来のデザインのあるべき姿と、

その役割について述べることで、以降の論旨展開の基盤となる「デザインの定義 」につ

いて論じたいと思います。

1］ 造形は機能に従う？

　1919年、ドイツに設立された国立総合美術学校「バウハウス」の初代校長、ヴァルター・

グロピウスは、その著書の中で「造形は機能に従う」と主張しました。

　これは、デザインの基本スタンスを実に的確かつ簡潔に言い表したもので、現在に

至るまで多くのデザイン教育の現場等で、実際にデザインの本質として扱われることが

多い理念です。またデザインとアートの相違点を突いた表現と捉えることもできます。

　無論、デザインとアートは非常に近しい領域にありますし、アーティスティックなセン

スや、様々なアートの技法なしにデザインは成立し得ないと行っても過言ではありませ

んが、グロピウスとしては、どちらかと言うと創作者の感性の赴くままに造形をすすめ

るアートとの線引きを行うことで、デザインの定義と存在意義を明確にしたかったのか

もしれません。

　デザインとアートの違いについてはさまざまな解釈や意見があるのですが、本項で
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ロボットをデザインするということ

1 は、このグロピウスの主張を主流の考えであるとして論を進めていきます。

　さて、その「造形は機能に従う」ですが、これは言い換えると「デザインは、機能を

かたちにすることである」と言うことができます。ここで例として「無線でネットワーク

に繋がって、楽曲をダウンロードでき、CDやラジオも高音質のステレオサウンドで聴け、

ハードディスク内蔵で何千曲もの楽曲が管理できる」という機能を持ったオーディオ装

置について考えてみましょう。

　「CDが聴ける」ですから、まずディスクの入出口を持つ本体が必要です。 ［fig. 1-1-1］

　次に「高音質のステレオサウンド」という機能のために、しっかりしたユニットを備え

たスピーカーボックスを本体左右に配置します。 ［fig.1-1-2］

「無線でネットワークに繋がる」「ラジオも聴ける」という機能を象徴するツインアンテ

ナを本体に取り付けます。 ［fig.1-1-3］

fig.1-1-1

fig.1-1-2

fig.1-1-3
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1-1　デザインの定義

1　さらに「ハードディスク内蔵で何千曲もの楽曲が管理できる」ということは、当然こ

の機器が扱う情報が多くなるということですので、それらの情報をわかりやすく提供す

るために、大型の液晶表示を本体前面に配置します。 ［fig.1-1-4］

　以上の機能をより快適かつ確実に使いこなすために、適切な操作インタフェース（操

作キーやリモコン等）を付与します。 ［fig.1-1-5］

　いささか乱暴な例ではありますが、「機能をかたちにする」ということの意味が、お

おまかにご理解いただけたのではないかと思います。

　もちろん現実的な製品化の過程においては、これですべてが済むわけではありませ

ん。これらの要素を機能的かつ美しく、魅力的な造形に仕上げるためには、先にも述

べたようにアーティスティックなセンスや相応の習練が必要ですし、機能とは直接関係

のない装飾的要素等も大切なデザインのポイントです。さらに、その他にもコストや開

発スケジュール等の様々な要素が複雑に絡み合って、デザインに大きく影響してくるこ

とは言うまでもありません（実際のデザイン・プロセスについては、Chapter 2で詳しく

説明します）。

fig.1-1-4

fig.1-1-5
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ロボットをデザインするということ

1 　実は、英語で「design」というと、造形や色彩等の表面的な部分の構築に加え、企

画や設計等も含めた非常に広範囲の、いわば「総合設計」とでも呼ぶべき仕事領域を

意味するのですが、この「機能をかたちにする」という概念が非常にわかりやすいことと、

実際にデザイナーが「機能をかたちにする」という基本的なプロセスをベースに充分に

魅力的な製品を創出してきたという事実もあって、「デザイン＝機能をかたちにすること」

という定義が広く認知されているように思われます。

　そのような状況を考慮に入れたとしても、「造形を機能に従わせる」「機能をかたち

にする」ということだけで、ユーザーにとって魅力ある製品としてのデザインを実現する

ことは、非常に困難な状況になってきています。

　これは、デザインが仕事のジャンルとして成熟してきたことや、ユーザーの生活スタ

イルの多様化に伴って、デザインに対する趣味・志向も過去に例を見ないほど多様化し

てきたことなどが理由として考えられます。それに伴い、デザインに対して求められる

こと、すなわちデザインの役割も大きく様変わりしつつあると思われます。

2］ デザインの役割

　「これからはデザインや」

　1951年、アメリカの市場視察から帰国した松下電器産業創業者、松下幸之助氏は羽

田空港でこう語ったという逸話が残されています。

　彼はアメリカで、性能が同じであるにも関わらず販売価格の異なる電化製品が売ら

れていることに大いに驚きました。そして、その理由が「デザインが違うから」つまり、

良いデザインの方が高額であり、ユーザーはむしろそちらの方をより多く買っている、

という事実に愕然としたのだそうです。

　幸之助氏は帰国後直ちに、デザイン担当部門である「意匠課 」を設立し、松下電器

の製品すべてにデザイナーが関与する体制の構築を目指しました。その時の「意匠課 」

は「宣伝部」の傘下であったといいます。

　もちろんこれ以前にも「意匠 」という名の「デザイン」は存在していたわけですが、近
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1-1　デザインの定義

1代経営においてそのトップが、ビジネスシステムの中にデザインを必須条件として明確

に取り込んだという事例として画期的だったようです。

　この話は、日本におけるプロダクト・デザインの役割について非常に象徴的なエピソ

ードになっています。

　この時デザインに期待されたのは、製造・開発の現場や、使用・生活の現場ではなく、

あくまで販売・流通の場における商品価値向上であったと言うことができます。これは、

先述のようにデザイン部門が「宣伝部」に設置されたことからも容易に想像がつきます。

換言すると、プロダクト・デザインの役割は「商品の付加価値向上 」と「市場での差別化 」

である、といった方向付けがなされた、ということです。

　このデザインの存在意義に関する意識は今日に至るまで結構根強く残っており、ごく

最近のビジネス系ニュース番組や雑誌等のデザイン特集においても、デザインの使命が

「付加価値 」と「差別化 」である、というようなことを前提に話が進められていたりします。

　もちろんこの二点がデザインの役割における非常に重要なポイントであることは否定

しませんが、それだけがデザインの価値であるかのように考えるのは大きな誤りである

と言わざるを得ません。市場での差別化のみを追求し、「機能をかたちにする」という

本質から逸脱した商品が、実際に日常生活の場に置かれた場合、決して快いとは言え

ないような形状や色彩をしている例は、特に成熟分野の商品において枚挙に暇があり

ません。

　先述の松下電器においても、その後の商品領域拡大に伴い、数年後にはデザイン部

門を技術部門傘下に移管しました。これは、商品の使われ方や、使われる場所をも含

めた「設計思想 」としてデザインを扱っていこうという意思のあらわれであったと思われ

ます。

　このことは、デザインの役割の範囲が「生活の場 」へも拡大してきたと捉えることが

できます。つまり、デザインが「機能をかたちにする」だけではなく、その生み出した「か

たち」が、生活の場でユーザーに、どのように「使われるか」ということをも考慮に入れ

るようになったということです。これは、ユーザーの生活様式に加え、趣味・嗜好をも
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ロボットをデザインするということ

1 的確に捉え、それをいかに形状に反映させていくかということであり、実用価値と情

緒価値を併せ持った「魅力付け」を行うようになったということでもあります。

　ここで言う「魅力」とは、店頭や宣伝における瞬発力的な魅力だけでなく、日々の暮

らしの中で、長期にわたって継続する持久力的な魅力をも意味しており、一般の生活

者たちが、「デザイン」というものが自分たちの日常生活と深い関わりを持つものである、

ということを認識する一助になったのではないかと推察されます。

　このことは、本項の冒頭で述べたような「デザインの時代 」という言葉が一般化して

きた経緯と無関係ではないように思われます。

　なお、論旨の都合上、かなり整理して述べましたが、以上のようなデザインの役割は、

決して時系列的・段階的に整然と追加されていったわけではなく、実は多くのデザイナ

ーがかなり早い段階から経験則的に実践してきたことであり、時代の変化に応じて職

能として部分的、突発的に認知されるようになってきたというのが実際のところです。

　また、デザイナーという職種が存在するまで、このようなことがまったく考えられて

いなかったわけでもなく、その折々に企画担当者や、設計者、あるいは宣伝担当者と

いった様々な職種の人間がその役割の一端を担っていたのは言うまでもありません。

　いずれにせよ、デザインの役割というのは、時代背景や生活様式の変化に伴い、よ

り拡大解釈されるようになってきているということです。そして、近年の急速なデジタ

ル化、ネットワーク化の流れの下、デザインの役割もさらなる様変わりを見せつつあり

ます。

3］ 関係性をかたちにする

　技術進化に伴う工業製品の急速な進化、とくに昨今のデジタル化、ネットワーク化

に基づく爆発的とも言うべき進化は、目を見張るものがあります。
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1-1　デザインの定義

1　つい数年前までは映画や小説の世界でしかお目にかかれなかったような機器を誰も

が手にし、想像だにしなかったようなサービスや流通を、当然のように享受しています。

しかも、もはやそれなしでは日常の生活や仕事が成り立たない、というぐらい皆の生

活と深い関係性を構築してしまっている技術やサービスも少なくありません。

　そうした状況の中で、デザインの役割も当然大きな変革を余儀なくされています。

　工業製品の進化は、これまでおおむね「単機能 」→「多機能 」→「複合機能 」という

流れを辿ってきました。これはある意味、正当進化とも言うべき流れで、本質的な部

分や魅力の在り方はさほど変化せず、論理的に予測・理解が可能なものでした。

　例えば、テレビ（単機能 ）がUHFや衛星放送も受信できるようになって（多機能 ）ビ

デオデッキを内蔵したもの（複合機能 ）に進化する、というような具合です。姿形は変

わっても「映像コンテンツを視聴するための機器」という本質は変わっていません。

　そのため、この正統進化においては、その「魅力」も、技術進化と同一のライン上に

乗った、いわば想定内の進化を遂げてきたと言えます。 ［fig.1-1-6］

　それに比べて、デジタル化・ネットワーク化という技術は、ある種の突然変異的進化

をもたらしてきました。

　先のテレビの例で言うと、デジタル技術を取り入れ、ネットワークに繋がることで、

ユーザーが求めるコンテンツが即座に提供されたり、テレビを窓口として物品の購入が

可能になったり、双方向に情報の受発信が可能になったりと、これまでの視聴のスタ

イルが根底から大きく変わりつつあり、もはや「テレビ」という範疇で括れないのでは

ないかと思うほどの変化をもたらしています。 ［fig.1-1-7］
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ロボットをデザインするということ

1 　　

　これは、技術進化（特に情報技術）によって、モノの持つ情報量が爆発的に拡大し、

モノの本質部分までもが変容しつつあるということであり、その結果、ユーザーに提供

すべき「魅力」さえもが変質してきている、ということを意味しています。

　これはまた同時に、ユーザーにとって直感的理解が困難なモノやサービスが増加し

つつあるということでもあります。有り体に言うと「なにやら凄いのはわかるけど、そ

れで自分の暮らしがどうなるのかがよくわからない」といったものが世に溢れつつある、

言い換えると「どこに魅力を見出せばよいのかわからない」モノが増えてきている、と

いうことです。この傾向は、新規分野の製品やサービスにおいて、より顕著です。

　この問題を解決するのが、デザインの新たな役割であると言えます。

　ここでデザインがなすべきなのは、その新しい技術やサービスが「いったい何なの

か？」そして、ユーザーの生活が「いったいどうなるのか？」ということを明確にすること

であると考えられます。つまり、新しい技術やサービスと、ユーザとの「関係性 」を明

確にすることで、ユーザーにとっての「魅力」をきちんと説明しいていくことがデザイン

の重要な役割になってきている、ということです。

　前項の「機能をかたちにする」という表現に倣うならば、「関係性をかたちにする」こ

とだとも言えます。ここでいう「かたち」とは形状や操作系に関わる物理的側面だけで

はなく、印象や嗜好に関わる情緒的側面も含めた、包括的な「有り様（ありよう）＝

appearance」のことを意味します。

fig.1-1-6　本質はそのままの正統進化 fig.1-1-7　本質さえ変化する突然変異
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1-1　デザインの定義

1　また、「製品やサービスと、そのユーザーの関係 」だけでなく、ユーザーの関係を、

傍観している「第三者から見た印象 」も重要なポイントとなります。 ［fig.1-1-8］

　例えば、携帯端末の「関係性をかたちにする」ことを考える場合、操作性や、形状など、

ユーザーにとっての「魅力」を構築するのは当然ですが、それに加えて、その携帯端末

を所持・使用している姿が、周囲の人にどんな影響や印象を与えるのか、ということも

考慮に入れたデザインが必要になるということです。

　これは先述の、新しい技術やサービスが「いったい何なのか？」、ユーザーの生活が「い

ったいどうなるのか？」ということをより広範囲に明確にしていく上で、重要かつ効果的

な理念であると考えられます。つまり、関係性を明確にすることではじめて、新しい技

術やサービスの「有り様＝ appearance」が明確になり、その製品が有すべき「魅力」が

構築されてくる、ということです。

　以上のように、デジタル化・ネットワーク化を代表とする新しい技術による様々な変

革の中で、デザインの役割は「関係性をかたちにする」ことにシフトしつつあるように思

われます。このことも、まったく新しい概念というわけではなく、むしろプロダクト・デ

ザインの本質として捉えるべき役割であると言えます。ただ、時代の趨勢を冷静に判断

した場合、デザインはこの「関係性をかたちにする」という役割をあらためて肝に銘じ

る必要があるのではないかと思います。

fig.1-1-8
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ロボットをデザインするということ

1 　本書では、この「関係性をかたちにする」ということを、プロダクト・デザインの定義

として以降の論を展開していきたいと思います。

1-2：「ロボット」の定義

　「ロボットって何？」

　この質問に対しては、実に多種多様な回答が返ってくることでしょう。その一貫性の

なさは「デザインって何？」という問いに対する返答の比ではないと思われます。

　このことは、本書冒頭でも述べたように、「ロボット」という言葉が生み出されてから

八十余年の間に、様々な場面で、実にバラエティに富んだロボットたちが生み出され続

けてきた、すなわちロボットがある意味「究極のイメージ先行型カテゴリー」であること

が大きな原因のひとつであると言えます。また、実在するロボットの在り様があまりに

も多岐にわたっていることも「ロボットの定義 」を不明確にしている一因です。

　定義が曖昧で、在り様が多岐にわたっている。これは多様性を持つということであり、

様々な状況への対応力や進化の可能性を持つというメリットであると考えることができ

ます。しかし、同時にこれは、産業のカテゴリーとしてはあまり望ましい状態とは言え

ません。定義が曖昧ということは、それが「何だかよくわからない」ものになってしまう

からです。

　デザインの項でも述べましたが、新しい技術やサービスを提供する際に重要なのは、

それが「いったい何なのか？」、ユーザーの生活が「いったいどうなるのか？」ということ

明らかにしていくこと、つまり「関係性を明確にすること」です。

　しかし、「何だかよくわからない」ものとの関係性をいくら声高に叫んでみても、説得

力がないのは当然のことと言えるでしょう。そして、ユーザーは説得力のないものに対

しておサイフの紐を緩めることはありません。言い換えると、関係性を明確にすること

によってはじめて、ユーザーは所有欲求や購買意欲といったモチベーションのスイッチ

をオンにするのです。

　本項では、ロボットのビジネス化を見据え、ロボットとユーザーの関係性を構築し、
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1-2　「ロボット」の定義

1ロボット・デザインのあるべき姿を論じるために、「プロダクトとしてのロボット」つまり「日

常生活において人と関わるものとしてのロボット」の定義について考察します。

1］ ロボットのイメージ

　まずは、この図［fig.1-2-1］をご覧下さい。

　あなたが「ロボット」と言われて真っ先に思い浮かぶのはどれでしょう？「鉄腕アトム」

に代表されるヒーローロボットでしょうか？それとも「ASIMO」や「HRPシリーズ」のよう

な研究用ロボットでしょうか？製造の現場で活躍する産業用ロボットや、「機動戦士ガ

ンダム」「マジンガーＺ」のようなスーパーロボット、「AIBO」に端を発するペットロボット、

そして「ドラえもん」のようなキャラクターロボット、秋葉原などで手軽に買えるホビー

ロボットなんかもいます。

　多くの方が、ひとつに絞りきれなかったのではないでしょうか？また、ここにはない

別のイメージが頭に浮かんだ方もおられるかもしれません。

　ここでお考えいただきたいのは、あなたがそのイメージを選んだ理由は何なのか？と

いうことです。つまり、あなたは何をもって、そのシルエットを「ロボットである」と認定

fig.1-2-1　「ロボット」と言われて思い浮かぶのは？
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ロボットをデザインするということ

1 したのかを考えてみてください。

　いかがでしょう？ほとんどの方が返答に窮されたのではないでしょうか。「ロボットと

いえば人型だから」というこだわりをお持ちの方もいるでしょうし、「かっこいいから」

という理由で選んだ方もたくさんいそうです。また、実物を見たことがあるロボットが

頭に浮かんだ方もいるでしょうし、アイザック・アシモフが彼の小説の中で提唱した「ロ

ボット三原則 」を思い出した方もいるかもしれません。

　ロボットに対する認識はまさに十人十色、様々な定義があると言えます。

　実際のところ、上に挙げたロボットたちは、冷静に分類すると、まったくと言ってい

いほどの別物であることに気が付きます。

　鉄腕アトムは、極論してしまうと、手塚治虫が創造した「少し風変わりな登場人

物 」と言えなくもありませんし、ガンダムは「搭乗型戦略兵器 」と説明できそうです。

ASIMOやHRPシリーズは「半自律型の研究プラットフォーム」ですし、ドラえもんに至っ

ては「完全自立型の未来道具保管装置 」とさえ言えます（四次元ポケットや未来道具抜

きのドラえもんを、ドラえもんと認められるでしょうか!?）。

　それぞれの熱狂的なファンの方々には申し訳ないのですが、敢えてこのように考えて

みると、「ロボット」という言葉が、いかに雑多なカテゴリーのものが混在した状態を意

味しているか、ということをご理解いただけるのではないでしょうか。

　2005年に経済産業省が策定したロボットの定義は、「センサー・知能・駆動系の 3つ

の技術要素を有する、知能化システム」というものでした。

　この定義は、明確でわかりやすいのですが、反面その意味するところはあまりにも

広範囲であると言わざるをえません（この定義をほんの少し拡大解釈すると、家電製

品や自動車をはじめとする世の中の既存商品の大半は『ロボット』と呼べることになって

しまいそうです。無論、そういう考え方もあろうかとは思いますが、『新規産業を定義

付ける』という意味合いが希薄になってしまうことは否めません）。
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マイナビ出版　園山隆輔（著者）　256 ページ
価格：3,283 円（PDF）・4,104 円（書籍）

自律ロボット概論
プレミアムブックス版

自律ロボットとは実世界で実体を持ち、外部から
の明示的な人間の制御なしでタスクを実行できる
知的な機械を指します。本書では、自律ロボット
の研究の軌跡と将来的な展望を実際のロボットを
紹介しながら説明します。

マイナビ出版
George A. Bekey（著者）、松田晃一・細部博史（翻訳）
512ページ　価格：5,875 円（PDF）・7,344 円（書籍）

“巧みさ”とロボットの力学
プレミアムブックス版

人が日常的に何気なく行っている動作をロボット
で実現するには、プログラム（計算式）を用意し
なければなりません。本書では、ロボットが自然
にこの問題を解消するための数学的道筋に言及
し、巧みさの源泉を探ります。

マイナビ出版
有本卓・関本昌紘（著者）

256 ページ　価格：4,104 円（PDF・書籍）
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