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背景、皆々様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 2020 年 9 月 25 日に準備総会開催のお知らせとして、2021 年初旬に準備総会、2021 年春に設立総会

を開催するとお知らせを致しましたが、準備総会を省略して 2021 年 3 月 12 日に設立総会を開催し、本

会の活動を早期に始めることに致します。 

Workroid のコンセプト実現を期待される皆様の思いに早く応えるべく、まずはできることから、ホ

ームページによる情報発信と定期的な勉強会の開催からスタートしたいと思います。勉強会では、最先

端のロボット関連情報の発信とロボット研究者を紹介し、特に“ロボットを必要としていてもそれを実

現する方法が分からない人達”へロボット活用の閃きを届けたいと考えています。そして、その過程を

通して、本会の中長期的な目的である Workroid の実現を図って行きたいと思います。 

 

私は、ロボット研究に何十年も関与してきましたが、ロボットはそれを使う側のニーズを実現するた

めに存在するものであり、それゆえにユーザーの要望を明確に把握しなければロボットの設計ができま

せんでした。ユーザーの方々には、いろんな発想やアイデアを持った方がいて、自らロボット開発を進

めるのですが、その過程で諦めたり、開発に失敗されているのを目の当たりしました。そういった経験

から、私は、ユーザー視点でロボット開発を支援する団体が必要ではないかと思い、本会の設立を目指

すことに致しました。世話人一同は、ロボットを必要とする多様な方々へ Workroid を提供できる仕組

みを 1 年に渡り議論し、本会設立を準備してまいりました（別紙 1）。また、ユーザーの方々へのヒアリ

ングも行い、ユーザーが直面する課題の把握にも努めました（別紙 2）。 

 

設立総会は Zoom のオンライン配信とし、東京とイタリア及びドイツを繋ぎ、バイオロボット工学の

権威であるイタリア、バイオロボティクス研究所 所長 パオロ・ダリオ教授（別紙 3）、建設ロボット

「Robot Oriented Design」提唱者であるドイツ、ミュンヘン工科大学トーマス・ボック教授（別紙 4）

にも参加頂く予定です。本会の目的を世界的な知見のもとで実現したいと考えています。 

設立総会の開催日時は、以下の通りです。オンライン配信へアクセスするためのアドレス及び開催内

容は追ってご連絡致します。 

記 

「働くロボット（ワークロイド）の普及をユーザーから考える会」設立総会  

開催日時：2021 年 3 月 12 日（金）午後 5 時 30 分～午後 7 時 30 分 

（Zoom によるオンライン会議にて開催） 

 

以上、よろしくお願い致します。 

  



（別紙 1） 

働くロボット（ワークロイド）の普及をユーザーから考える会について 

 

１．当会の設立背景 

日本は世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進展しており、これに伴う生産年齢人口の減少と人

手不足により、人の代わりに労働を代替するロボットの必要性が近々の課題となっています。特に、単純

作業、重労働、危険作業などは、作業者の高齢化によりロボットによる代替が待ち望まれています。また、

現在問題となっている新型コロナウィルス感染では、人との非接触型サービスを提供できるロボットが

注目を浴びています。 

日本は、第三次産業革命により製造業の生産ラインのオートメーション化がいち早く図られ、現在に至

るまで産業用ロボットの出荷額において世界第一位の地位を維持しています。そのようなロボット大国

日本がこれから目指すべきロボットは、工場で製造作業を行う産業用ロボット加えて、様々な場所で労

働の代替を可能とするロボットだと考えられます。しかし、一方で、高額なロボット開発費用や導入コス

トの問題が、ロボットの普及の制約条件となっているのも現実です。当会は、このような問題を解決する

ロボットとして“ワークロイド”を企画し、ロボットを必要とする幅広い人々に、実際にロボットを提供で

きる仕組を構築することを目的としています。 

２．産業用ロボットとサービス・ロボット 

ロボットは、機械による労働力省力化技術の一つで、大きく産業用ロボットとサービス・ロボットに分け

ることができます。産業用ロボットは、様々な製品を製造できるようにベルトコンベヤーにプログラミ

ング技術を応用して誕生しました。工場（閉鎖空間）内で、安全性のため、多くは固定され、柵で人から

隔離されて製品を製造します。サービス・ロボットは、人が提供するサービスを代替するロボットで、セ

ンサーで人を感知して衝突を防止しながら様々な場所でサービスを提供します。産業用ロボットは、フ

ァクトリー・オートメーションの流れからサービス・ロボットに先行して誕生し、サービス・ロボットと

別々の概念のロボットとして扱われていますが、製造作業は“人が行うサービス”の一つなので、将来的に

は全てサービス・ロボットの概念に取り込まれていくと思われます。 

サービス・ロボットは、提供するサービスの内容によって、様々なロボットが想定されます。近年、話題

となったコミュニケーション・ロボットは、サービスの内容が会話、癒し、情報の提供を行うサービス・

ロボットです。同様に、ワークロイドは、様々な場所で必要とされる労働（サービス）を代替するサービ

ス・ロボットです。ワークロイドは、空間の移動を自律的又は遠隔操作で移動することを想定しており、

従来のコミュニケーション・ロボットでは対応できない新しいニーズに対応します。 

 

各種サービス・ロボット 



３． ワークロイドの活動領域 

ワークロイドの活動領域は、陸上、海上に留まらず航空領域、宇宙空間、水中などあらゆる場所が想定さ

れます。さらには、人が立ち入れない自然災害現場などでの活躍も期待しています。ワークロイドの外形

は、作業空間や労働の内容に応じて形成され、様々な形態が想定されます。また、ワークロイドは、一つ

の完成されたハイスペックなロボットではなく、単機能のロボットが通信で連携し合って一つの労働を

提供する複合型ロボットを想定しています。ワークロイドの活動領域に応じて、ロボット同士が編隊を

組んで作業する新しいタイプのロボットです。 

 

 

 

４．ワークロイドの開発思想 

ワークロイドは、“労働人口の減少に伴う労働の代替を求める”ロボット・ユーザーを対象とします。そし

て、そのようなロボット・ユーザーの多くは、高額な開発費用や導入費用の負担が難しい個人や中小企業

が想定されます。そして、ワークロイドのロボット・ユーザーが必要とするシーンは多様で、それぞれに

対応した様々なロボットが必要とされます。そのため、それぞれ必要とされるロボットの数量は多くな

くとも、その多様性ゆえに全体では大きな需要となる「ロング・テール市場」（注）に基づく開発思想が必

要となります。 

 

    

WAREC は、極限状態で作業可能な遠隔操

作型ロボットとして、早大高西研究で開発

されました。作業空間、作業内容に応じて自

らの形態を変化させて作業します。 

（事例 1）早大高西研究室「WAREC」 

（注）ロング・テール市場とは 

通常は人気商品に売上が偏りますが、多様な商品が少しず

つ売れる市場では、売上分布が長い尻尾のようになるので

「ロング・テール市場」と言われます。 



ワークロイドのロボット・ユーザーの負担能力を許容しながら「ロング・テール市場」に対応した多様な

ロボットを提供するには、ロボットの単機能化、再利用可能なロボット部品の共通化、オープン・ソース

の活用が有効だと考えられます。 

☑ロボットの単機能化 

一つのハイスペックなロボットではなく、単機能のロボットが労働の種類毎に組み合わせて協調して

労働を提供します。ロボット同士の連携作業や特定作業の実施方法などの高度な情報処理は、ロボット

本体ではなく、クラウド上に配置した AI によって、通信を介して行います。 

☑コンポーネントの共通化・共有化  

コントローラ（脳）、アクチュエータ（筋肉）、センサー（感覚器）を共通部品化して再利用可能にしま

す。ロボットの知識である AI は、事前に作業毎にセットし、クラウド上に配置し、ロボット同士が通

信を通して共有します。学習結果もクラウド上の AI を通してロボット全体で共有します。 

☑オープン・ソースの有効活用 

ロボット・システムのミドルウェアである ROS（Robot Operation System）、開発環境を仮想化するソ

フトウェア GAZEBO など、オープン・ソースを活用することで開発環境を共通化・効率化して開発費

用を抑えます。 

 

    

５．本会の役割 

☑「ロング・テール市場」に対応したロボット開発の提案 

  共通ニーズに基づくコンソーシアムの形成 × 部品・開発環境の共通化 × アカデミア 

 ・個社の開発費用の負担軽減 

  ロボット開発には多額の費用がかかりますが、個社で負担できる開発費用は限られています。本会

では、ワークロイドを必要とするロボット・ユーザーから共通ニーズを掘り起こし、共同開発を行う

コンソーシアムを形成して、一社当たりの開発費用の負担を軽減します。 

 ・ロボットの開発費用の削減 

  ROS、GAZEBO などのオープン・ソースを活用するとともに、ロボットを構成するハード、ソフト

を再利用可能なコンポーネント化して開発費用を削減し、幅広いロボット・ユーザーが利用可能な価

格にします。また、開発企業ごとに異なる開発用語、規格等を共通化して開発環境を統一し、開発効

率を向上させます。 

 ・アカデミアの開発技術の活用 

各大学の研究室で開発された最新技術を活用して開発期間をショートカットします。また、各大学の

（事例 2）早大高西研究室：ユニット化した中空構造のアクチュエータ 

WAREC の開発では、ユニット

化され再利用可能なアクチュ

エータを開発しました。中心部

の空洞には、冷却水や配線を収

容可能となっています。 



研究室で蓄積された知的財産は、ロボット開発を通して社会に供給することで、研究資産を一般の

人々が活用できる技術資産として有効活用できます。 

 

 

☑「労働人口の減少に伴う労働を代替するロボット」の利用環境の整備 

 「労働人口の減少に伴って労働の代替を行うロボット」が社会で活躍する場面では、各種規制、法律が

想定していなかった事象が想定され、それがロボットの普及を制約してしまいます。これまで想定しな

かったロボット利用環境に対応できるように、各種規制、法律の改正が必要になると思われます。ま

た、ロボットを効果的に利用するためには、そのプラットフォームとしてのスマートシティを設計する

必要もあります。本会では、ワークロイドの社会実装のために必要となる政策提言を行い、ロボット開

発関係者、各種専門家、ロボット・ベンダー、研究機関、政府・行政団体など、幅広い人々に協力を呼

び掛けて行きます。 

☑ロボット関連情報と研究者の出会いの場の提供 

“ロボットを必要としていてもそれを実現する方法が分からない人達”へ、まずは出来るところから、定

期的な勉強会からスタートしたいと思います。題材については、早大高西研究室で開発した WAREC

に取り入れている各種要素技術の紹介、ロボット開発の先端技術及び研究者の紹介などを想定してい

ますが、会員の方々にも勉強会のテーマを募集していきます。いろいろな情報発信やロボット研究者と

の出会いの中で、自分たちが必要なロボットは、こうやったら実現できるのではないかといった閃きの

場となればと思います。 

 

  

ハンド機構 路面性状認識

マスタスレーブのための
アシスト制御

遠隔操作
システム

（千葉大・並木）

三菱重工業

油圧
アクチュエータ
（東工大・鈴森）

遠隔操作
システム
（京大・松野）

脚ロボット
（早大・高西）

ロボットハンド
（立命館大
・小澤）

極限画像処理
（信州大・山崎）

自己位置推定

高出力アクチュエータ

遠隔操作時の
入出力ゲインの
自動調整

直感的なインタフェース/
失敗時リカバリ

3D音源探査

極限画像処理
（東北大・岡谷）

極限音響処理
（AIST・
佐々木）

操作ゲイン
（早大・岩田）

環境モデリング
（首都大・
久保田）

ハンド機構

ノウハウ提供

路面形状認識

フィールド
性能評価
（IRS・高森）

システム安全
（長岡技術
科学・木村）

シミュレーション
（AIST・金広）

ロボットハンド
（並木精密宝石・中村，
岐阜大・毛利）

WAREC の開発では、民間企業、各

大学の研室及び産業技術総合研究所

（AIST）でコンソーシアムを形成し

ました。 

（事例 3）早大高西研究室：産官学連携による WAREC の開発体制 



（別紙 2）ロボット・ユーザーへのヒアリング結果 

① 共同開発、共同利用を可能とする枠組みの提供について 

☑コンソーシアムで共同開発したコンポーネントを共同利用することは可能 

☑自社独自開発技術は、実施使用権契約を結んでロイヤリティで回収できるなら提供可能 

☑既存メーカーは独自技術を重視してオープンソースウェアの ROS を使用しない 

☑ロボットを社会インフラとして扱うユーザー視点でのコンポーネントの共同利用の仕組みが必要 

☑市場規模を求める供給側と労働の代替を求める多様なロボット・ニーズとのギャップ 

☑RPA（Robotic Process Automation）と連携することで情報処理とロボット作業を連携して自動化・

効率化を促進できるのではないか 

☑試作機から 1 号機を完成させるには個社では開発費用を負担できないので、コンソーシアム、公的

研究機関との連携が必要 

② ロボットの効率的な開発に基づく低価格で幅広いユーザーへの提供について 

☑産業用ロボットでは決まった作業しかできない、人の多様な作業を代替するロボットが必要 

☑最初から高度なロボットでなくとも、人による遠隔操作型から段階的に高度化して自律型に発展させ

ることでも良い 

☑ロボットの導入費用や維持費用が高額である 

☑人による作業で発生する費用の類型化とロボット導入による費用削減のモデル化を行って投資回収の

見える化を図ることが必要 

③ 用語・規格・安全認証基準等の統一化、ロボット仕様プラットフォームの提供 

☑企業で開発された技術は外部に出さないので、大学の研究室で開発された技術の有効活用が必要 

☑屋外でのロボット利用ではセンサー情報の分析速度の高速化、自律学習型システムが必要になる 

☑ロボット利用を前提とした作業工程をモデル化して、中断なきロボットの流れ作業化が必要 

④ ロボット保険の開発促進 

☑実証実験で利用可能な保険が必要（PL 保険は完成後を対象なので、現状はイベント保険を使用） 

☑ロボットの故障に対する保険や器物破損に対する保険が必要 

☑許容可能な事故発生確率を明確にし、保険を活用することで、過度な安全性重視の風潮を改善し、リ

スクを許容する環境が必要である 

⑤ロボットの相談窓口、ロボット関連技術の教育・啓蒙 

☑先端情報に触れて、同じ悩みを持つロボット・ユーザー同士でアイデアを出してロボットの標準化を

図りたい 

☑メーカー側の教育プログラムは、あくまでロボットの操作方法なので、ユーザー側の安全性に関する

ところまでの教育は想定されていない 

☑夜間工事でロボットを利用する場合、朝までに作業を終了させる必要があるので、作業中に起きた故

障に対しては迅速に復旧できる体制整備が必要 

⑤ 法律改正に関する政府との交渉窓口、⑦ワークロイド全般に対する支援制度拡充の促進 

☑労働安全衛生法におけるロボットの扱いについて、産業用ロボットは事故多発により利用規制が明確

になったが、労働の代替に関するロボットについては不明確なので当局に相談しながら対応している 



☑建築基準法における外壁の定期検査でロボットを活用したいが、現状、人間の有資格者による打診検

査が前提となっている 

☑ロボットの位置検知でウルトラ・ワイド・バンドの電波を利用したいが、電波法では屋内利用に限ら

れている 

☑ドローンにスマートフォンを搭載して利用したいが、電波法上、スマートフォンは地上利用が前提と

なっていてドローンに搭載できない 

☑無人搬送車（Automated Guided Vehicle）について、公道走行や夜間の無人作業場での運用が規制さ

れている 

☑ロボットに誤作動が生じた場合の損害責任を明確にするためシステム稼働状況の監視記録が必要 

☑ロボットの屋外利用では、作業場を前提とする労働安全衛生法が適用されないので自主ガイドライン

を設けて運用している 

☑産業用ロボットでメカトロ税制などで導入促進を図ったように、労働を代替するロボットにも税制優

遇策が必要 

 

  



（別紙 3） 

バイオロボティクス研究所所⾧ パオロ・ダリオ教授 

 
○研究分野について 

パオロ・ダリオ教授の主要研究分野はバイオロボットと生物工学で、バイオインスピレーションとバイ

オアプリケーションを組み合わせるフロンティア研究分野であり、多分野に渡る学際的研究を行って

います。 

○バイオロボティクス研究所について 

パオロ・ダリオ教授は、イタリアのピサにあるイタリア聖アンナ大学院大学のバイオロボティクス研究

所の所⾧を務めており、当該研究所には約 200 名の研究員が所属し、その中の 90 名以上が博士号を持

っています。バイオロボティクス研究所の設立目的は、、最先端の科学技術への挑戦を挑み、社会や各

産業分野に新しい可能性をもたらし、世界を知識の中核へと導く、専門分野の垣根を越えた有能な発明

家、起業家である 21 世紀のエンジニアを養成することです。 

○大学等での活動について 

パオロ・ダリオ教授は、イタリア聖アンナ大学院大学の生物医学ロボティクスの准教授、さらに複数の

大学（ブラウン大学、EPFL、カシャン高等師範大学、カタルーニャ工科大学、浙江大学）の客員教授

を務めています。また、パオロ・ダリオ教授は、現在、早稲田大学、天津大学教授、ハリファ大学ロボ

ティクス・医用生体工学客員主任研究員として、数多くのイタリア及び欧州のロボティクス・プロジェ

クトのコーディネーターを務めています。その他、IEEE フェロー、欧州医療生物工学協会のフェロー

を務めています。 

○ロボット工学への貢献について 

パオロ・ダリオ教授は、ロボット工学に関する科学論文（ISI ジャーナルでは約 400）を約 800 発表し

ており、論文引用の頻度を表す H 指数はイタリアの科学者で最も高い 56 で、12,945 もの引用があり

ます。また、発明した特許は 33 件あります。 

○専門誌への貢献について 

パオロ・ダリオ教授は、数多くの国際的な専門誌や書籍の編集⾧、副編集⾧さらに編集委員をされ、高

名なロボット工学科学専門誌「Science-Robotics」の編集委員会を組織しました。 

○受賞歴について 

生物医学ロボティクスのパイオニア研究に対するジョセフエンゲルバーガー賞（2014 年）、 

ロボティクス及び自動化に関する IEEE RAS ジョージサリディスリーダーシップ賞（2014 年）、IEEE 

RAS パイオニア賞（2017 年） 

○ベンチャー企業の支援について 

パオロ・ダリオ教授は、生物医学装置及び関連サービスの市場で事業展開している 20 以上のベンチャ

ー企業を支援しており、そのうち 5 社の役員を務めています。  



（別紙 4） 

ミュンヘン工科大学 トーマス ボック教授 

   

ボック教授の主要研究はロボットの設計、ロボットのプレハブ工法、ロボットの稼働、ロボットのメ

ンテナス更にロボットのリサイクルと言った、ロボットサイクルの全工程に関係しています。ボック教

授が提唱する「Robot Oriented Design」では、人の作業では到達できない効率性を建設ロボットで実

現しました。他の専門領域としては、生命維持システムの研究があり、本分野は宇宙ステーションから

発想を得たロボット環境の知見をベースに、高齢者向けの生活を支援する家具のロボット化や仕事環

境、移動手段の研究を行っています。 

ボック教授は、シュッガルト大学（ドイツ）、イリノイ工科大学大学院（シカゴ）、東京大学大学院で

学位を取得、フランスの CNRS（Centre National de la Recherche Scientifique）で欧州発の建設ロボ

ット委員会を設立し、1989 年にはカールスルーエ大学で建設管理の自動化の教授となり、1997 年から

はミュンヘン工科大学の教授をされています。イリノイ工科大学（シカゴ）で発表した論文「シカゴの

ダウンタウンにある多用途高層ビル」は、ハーバード大学から「ベスト USA 論文賞」を授与されまし

た。 

1984 年から 1989 年まで、日本文化科学省の奨学金を受け、東京大学(内田研究室)で「ロボット志向

の建設と建築システムの研究について」で工学博士号を取得し、2007 年より東京大学工学部のフェロ

ーも務めています。2011 年には、日本外務省より約 20 年間に亘るミュンヘン工科大学と日本の大学間

における交換留学制度構築に尽力したことに対して外務大臣表彰を受賞しました。特に情報科学、電子

工学、機械・ロボット工学、建築等を専門とする理科系の日独及びＥＵ諸国の学生間における学術交流

と相互理解を促進し、日独両国の将来を担う学生間の交流の強化に大きく寄与しました。さらにボック

教授は「自動化及びロボット国際協会」とアジア人環境協会の共同創設者兼理事長であり、世界の各政

府、学会に助言しています。 2017 年には、日本との建設ロボット工学における 35 年間の先駆的な研

究によりドイツ研究振興協会 Seibold 賞を受賞されました。 

  



ミュンヘン工科大学 Building Realization and Robotics (BR2) 

トーマス ボック教授の主な活動 

○ケンブリッジ・ハンドブック建設ロボットシリーズの出版 

 

第 1 巻 ロボット志向の設計、第 2 巻 ロボットの産業化、第 3 巻 建設ロボット、 

第 4 巻 建設現場の自動化、第 5 巻 統合化されたロボット工学の環境 

○高齢者の生活支援のためのロボットの活用 

1985 年から 1988 年、東京大学の研究室に所属している時に宇宙飛行士の生命維持システム「Life 

Support System」の研究を笹川財団の支援で行いました。この研究は、現在、高齢者向けの生活支援

をロボットを活用するシステムとして継続しています。高齢者向け生活支援のプロジェクトでは、神

経科学者、医学療法士、人間工学、医療技術、病院、介護施設、リハビリセンターなど 6 ケ国、55

の関係者のネットワークを構築しています。主なプロジェクトは以下の通りです。 

☑LISA 

  壁に埋め込んだ電子機器により、音声認識、動作認識、各種センサーにより、高齢者が屋内でストレ

スなく生活支援できるシステム開発の研究 

☑USA2 

 
ロボット工学に基づくコックピットの様な作業空間を高齢者に提供して、労働人口の減 

少を改善するプロジェクト 

☑REACH  

（Responsive Engagement of the Elderly Promoting Activity and Customized Healthcare） 

 高齢者向けの生活支援において ICT 技術に基づく革新的なウェアラブル及びリハビリテーションサー

ビスの提供を行うプロジェクト 

 
以上 

 


