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ヘビ型ロボットの比重は水の比重とほとんど

開発者である広瀬茂男氏へのインタビューです．先生

同じにしていますから，水中では無重力状態で漂って

はヘビ型ロボットをはじめさまざまなタイプのロボッ

いるようなものです．ですから，ヘビ型ロボットの先

トを開発しておられます．今回は，訪問日に開催して

端関節に左右や上下方向の周期的な屈曲指令を与え

いた東京工業大学 第 5 回 Inter-COE シンポジウムに

て，それを後ろのほうの関節に一定の速度で伝播する

参加させていただき，お話を伺いました．

と，ヘビ型ロボット全体は立体的な進行波を作って動
くことになり，水からの反動で水中を自由に泳ぎます．

■ヘビ型ロボットの技術と生い立ち

操縦者は先頭関節の 2 方向の往復運動と節に沿って波
を伝える伝播 速度を変えるだけなので操縦は簡単で

メカライフ編修委員（以下メカ） 愛知万博にヘビ型
のロボットを出展されたと思います．その時の経験談

す．先日の NHK の番組ではタレントの安めぐみさん
がその場ですぐに操作していました．
メカ

と，技術的に今までと違うところをお聞かせください．

蛇の動き方というのは生物を学んでいる人が

広瀬先生（以下，敬称略） 地上を蛇行するヘビロ

研究する分野だと思います．機械工学をやっている人

ボットの研究は 1972 年に最初のモデルを作ってから

間にはとっつきにくいという印象ですが，なぜそうい

これまで 30 年以上続けており，また 2001 年にはロボ

う分野をやろうと思ったのですか？
広瀬

フェスタというロボットのイベントで泳ぐヘビ型ロ

理由は二つあります．一つはヘビに関する理

ボットをデモしました．ですから，今回のモデルはそ

学的な興味です．私が研究に取りかかったころは，ヘ

の改良版みたいなもので，突然できたわけではありま

ビの移動メカニズムを深く追求した理論がほとんどあ

せん．泳ぐヘビ型ロボットではもちろん防水が大きな

りませんでした．しかしヘビはいろいろな形をとりま

問題となります．それを実現するため，ユニバーサル

すが，蛇行推進するときの形はいつも同じ周期的な波

ジョイントに少々手を加えた構造を導入しました．

動形状であり，このような形状の運動は工学的な方法

ヘビロボットで導入した 2 自由度屈曲関節には，関

論で解析しやすい．つまりこれは動物学者でなく工学

節中央の十文字部材を両側の節から直行する軸周りに

者だからこそ取り組める面白い問題じゃないか，と感

屈曲させるユニバーサル機構を使用しましたが，ご存

じられました．実際，解析してみた結果，直列につな

知のようにユニバーサル機構は不等速伝達機構であ

がった能動屈曲する構造に関する基礎運動力学が作れ

り，屈曲した状態では等速回転は伝わりません．とこ

ました．そしてそれを使ってヘビのほふく推進中の筋

ろが防水のためにこのユニバーサル機構を囲んだ蛇腹

肉の分布や床反力に関する仮説を立てることができ，

（ベローズ）は等速伝達機構です．これらの特性の違

その仮説は，シマヘビを渋谷のヘビ料理屋で買ってき

いは知っていましたが，その差は小さくて大きな問題

て，筋電流を計測しながら走行させるとか，温度を変

は生じないとはじめは考えていました．しかし実際試

えて走行させるとかいろいろな走行実験を行うことで

作して屈曲させてみると，かなり差がありベローズが

検証できました．

ねじれてうまく曲りませんでした．
そのため，
ユニバー

もう一つはヘビロボットについての工学的な興味で

サルジョイントの十文字部材に１自由度の受動関節を

す．ヘビの体幹は能動的なひも状の機能体とも考えら

導入しました．こうすると軸周りの回転拘束はユニ

れますが，このような単純な形でいろいろな動作を実

バーサル機構では行わずにベローズのみで拘束するこ

現できる機械はこれまで世の中に存在していませんで

とになり，
矛盾のない滑らかな屈曲が実現できました．

した．そのため，もしもそのような機械が実現できれ

あとは防水特性を出す構造や，ロボット全体の比重が

ば，自分で体の中に入っていく胃カメラとか，自分で

ちょうど水と同じ１になるようなバッテリーやコント

火元に近づいていく消防ホースとか，瓦礫内で人命探

ローラの構成などに注意して設計しました．

査を行うレスキューロボットなどが，その開発の延長

ヘビの体幹の側面に取り付けるヒレの設計も意外と
手間取りました．最初は水中ではうなぎの背びれのよ
うな働きをするヒレの先端部に 2 個の車輪を並べまし

上で実現できるようになるのではないか，ということ
が期待できました．そのため，このヘビ型ロボットを
「索状能動体」と総称して開発研究を始めました．

た．しかし愛知万博でのプレ大会で床面走行させてみ
たら，2 つの車輪で接地した節は回転し難く蛇行推進

■これからのロボット

がぎこちない問題がありました．そこで，急きょヒレ
メカ

の真ん中に車輪 1 個を装備する形態に変え，地上走行
も水中遊泳も滑らかにできるようにしました．
メカ

ら先のロボットはどのような進展があると考えます

ヘビ型ロボットが水中で泳ぐ動画を見ると，

か？
広瀬

自由に上に行ったり下に行ったりしていますがどのよ
うになっているのでしょうか？

広瀬研究室の目指すところ，たとえばこれか

われわれの研究室では，ヘビ型や歩行型など

の生物を規範としたような形態のロボット開発や，さ
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らにそれらを車輪やクローラと組み合わせたハイブ

頭の中で見える形になってゆくのです．

リッド形態の移動作業ロボットを開発しています．こ
れらはシーズ的な基礎研究といえます．これらはすぐ

■現場で働くロボット

には実用化には結びつかないかもしれませんが，でも
メカ

世界中でまだ誰も見たことのないような新しい形態の

ロボットのことについてお聞きしたいと思い

ロボットを実際に作り上げていこうとするものであ

ます．４足歩行ロボットでは小型のものからすごく大

り，著しくエキサイティングです．またこのようなロ

きいものまで作られています．また地雷探知除去用の

ボット開発とは別に，企業から持ち込まれるたぐいの

ロボットも開発されています．それらは実際に現場で

具体的な問題解決を行うために特化したロボット開発

使えるレベルになっているのでしょうか？
広瀬

もいろいろ行っています．これらはニーズ先行型のロ

4 足歩行ロボットの研究もヘビ型ロボットに

ボット開発です．これからもこれら二つの異なる方向

次いで長くて，始めたのは 1976 年にザトウグモとい

性の研究開発を進め，新技術の種となる技術開発と，

うクモの動きに興味を持ったのがきっかけでした．8

具体的な問題解決を行うロボット開発をしてゆくこと

代目モデルのタイタン 8 号機は，歩行ロボットの研究

になると思われます．

の裾野を広げるためできるだけ安くなるように設計し

メカ

新しいアイディアが生まれないとき，新しい

これまで 70 台以上が日本中で使われています．これ

モノが作れないとか，アイディアが出てこないとか，

は商品化してはいますが，あくまで研究用でした．本

それで苦悩されたことはありますか？

当に実際の現場で使える 4 足歩行ロボットは，使われ

また，どんな

ときに新しいアイディアが生まれるのですか．
広瀬

る自由度も多く複雑で高価になるので，他の形態を選

アイディアが出ないことはいつもあります．

ただそれを苦悩するというよりは，混沌とした夢が頭

んだほうが妥当な場合が多く，近い将来には実現し難
いと少し前までは考えていました

の中で具体的な姿になっていくのを，楽しみながらい

ただし，現在開発している全質量 7 トンの世界で最

じりまわしているという状態が続くと表現したほうが

も大型な 4 足歩行ロボットであるタイタン 11 号機は，

正しいでしょう．いくら考えてもいいアイディアが浮

歩行型でなければ実用化が難しい応用分野を目指して

かばないときには，ちょっとあきらめて別なことを始

開発しているため，実用機になりそうです．その応用

めます．しばらくしてまた考え出すと，見方が変わっ

分野とは，高速道路を作るときなどに削る急斜面（法

て解決法が見つかることがあります．要するにあきら

面）の土砂崩れを防止する作業です．このような法面

めずにしつっこく考えることです．アイディアは，具

にはコンクリート製の格子状フレームが作られます

体的に図面を書いたりして対象を頭の中にビジュアル

が，その格子状フレームだけだと崩れやすいので，さ

に思い浮かべながら生み出していきます．夜中にぽん

らにその格子状フレームと下の岩盤とを多数の長いア

とアイディアが出てくることももちろんありますが，

ンカーロックボルトというものでつないで補強しま

その前には必ず具体的にずっと考え続けておかないと

す．これまで，2 本のワイヤでつるしたクローラ走行

いけません．

車でこの作業をさせていました．しかし，この車両を

始めの写真で私が乗っている VUTON という全方向

そのままコンクリート製の格子状フレームの上で動か

車両の開発では，設計をほとんどすべて飛行機の中で

すと格子の角が傷ついてしまい，あとから補修工事が

やりました．昔，フランスのニースでロボットの国際

必要となります．
でも 4 足歩行ロボットなら，格子を跨

学会があり，そこで MIT（マサチューセッツ工科大学）

いで安定して移動できます．また静止してボルトを打

のグループがクローラとボールを使った面白いホロノ

ち込むときには，長いボルトの方向を 4 本で微妙に調

ミックな全方向車両を提案していました．ただそれに

整できます．このように歩行型はこの用途には十分経

は，回転運動時にすべり抵抗が生成する，搭載荷重が

済性があるのです．中京大の土居助教などの協力で制

制限される，というような問題がありました．帰りの

御系もほぼ完成し 2008 年には共同開発した大昌建設

飛行機の中でひまなのでその解決法を考えていくと，

が現場に持ち込んで使用できるようになるでしょう．

だんだん構想が具体化しました．そのため，機内食の

人道的な地雷探知除去ロボットの開発については，

ための紙ナプキンを広げてほぼ完全な組図を描き上げ

1996 年ごろから着手しました．はじめは，4 足歩行ロ

ました．
日本に帰ってさっそく研究室に行き，
別のテー

ボットで地雷を探りながら地雷を避けて地雷原に入っ

マをやることになっていた４年生に「ちょっとこっち

ていく 4 足歩行ロボットを構想し，足裏を変えて地雷

のロボットのほうが面白そうだからテーマ変えよう

掘削作業をするようなロボットを作ってきました．し

か」と無理やりテーマを変えてもらって開発しました

かし，2001 年から日本政府がアフガニスタンの復興

（笑）．飛行機がいいのは，まとまった時間集中して考

支援のために，現場で使用できるロボットシステムを

えられるところです . そのようにして持続して考え続

開発するプロジェクトを始めました．そして私も実際

けそれを図面化していくと，希望する機能が具体的に

にアフガニスタンに行って現場を視察し，また作業者
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（a）ヘビ型ロボット「ACMR3n」
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（b）地雷探知除去ロボット「グリフォン」

東工大でのデモンストレーションの様子

と議論をして現場の問題点を確認しました．
その結果，

れるとか作ってみるとかの，実際に手を使って習得す

基本構想をまったく変え，安価な市販の荒地用バギー

ることで育成されるのではないかと思われます．そし

車を改造し，独自に開発した長いアームとセンサ系を

てそのような皮膚感覚的な体験は，できるだけ小さい

装備した「グリフォン」を開発しました．これまで世

ころから積み上げるべきだと思います．
メカ

界的には，大型の建機を改造し比較的平らな地雷原に

理系離れを言われている日本の新しい教育法

鎖などを当てて地雷を爆破していく装置がいろいろ作

として，親子でモノ作りをするなど，小学校教育にそ

られています．これは大変効率がいいのですが，岩場

ういうものをやるのも非常にいいのではないかと思い

や森林内では使用できません．また，大型機が運び込

ますが，いかがでしょうか．
広瀬

めないところも多く，何よりも問題なのはすべての地

その通りだと思います．そのようなことを考

雷を完全には爆破できないので，最終的には人が金属

えて，私は日本機械学会主催のロボットグランプリを

探知機や地雷犬を使って最終的な確認作業をする必要

ずっと開催してきました．そしてこのロボットグラン

がありました．開発を進めているグリフォンは，その

プリには，コンピュータ制御するマシンで作る大道芸

ため，走行車を小型にして搬送しやすくし，また人間

ロボット競技や，ライントレースしながらやりで標的

が運転してどのようなところにも運べるようにしまし

を当てるロボットランサー競技のような大学生以上を

た．さらに現場では，ステレオカメラで地形を計測し，

対象にするような競技のほかに，小学生でも親子で参

凹凸のある地雷原を地表すれすれに金属探知機などで

加できるスカベンジャー競技も含めています．このよ

まんべんなく探索する作業を自動的にそして安全にで

うな競技大会に出てものづくりを小さいころから体験

きるようにしました．これらの作業は搭載したガソリ

し，さらに数学・物理などを学びながら工学を学び，

ンエンジンで発電して自立して行えます．これまでの

解析的にものづくりを追求する姿勢が加われば，とて

クロアチア，カンボジアでの長期間の探査実験に耐え

もいいエンジニアが育成できるようになるのではない

てすでに実用性を示しています．これももうすぐ現場

かと思います．
メカ

で実用化されるでしょう．

今の子どもは，ゲーム機が豊富で手ごろに手

に入りやすい環境ということもあって，実際に自分の
■皮膚感覚でものづくり

体を動かさないでバーチャルな世界という傾向がある
かと思います．そうではなくて，自分で体を動かして

メカ

ロボットを作るにあたって，重要な能力は何

でしょうか？

またその能力はどのように育成すれば

何かを作ることを子ども自身も望んでいるけれど，そ
ういう環境がないのだと思います．
広瀬

いいのでしょうか．
広瀬

そうですね．そう考えていて，以前から「知

いちばんたいせつなのは，もちろん斬新な基

的スポーツ」の振興とそのための「知的運動場」の創

本概念を生み出す能力であり，それを具体的な形に構

設を私は主張しています．その内容を以下に簡単に説

想する能力です．それでは，そのような斬新で具体的

明しましょう．労働は肉体労働と知的労働に分けられ

なアイディアを生み出す能力の根本は何かということ

ると考えられますが，肉体労働は産業革命以降の動力

ですが，これは皮膚感覚的なエンジニアリングセンス

革命で，その重要性を失いました．しかしその代わり

が生み出すような気がします．そしてそのエンジニア

に生産のためでなく肉体を使う「スポーツ」が発見さ

リングセンスは，それはたぶん単に多くの知識を学ぶ

れ，人々は肉体の劣化を防ぎまた新しいスポーツ産業

だけではなかなか習得し難くて，いろいろな機械に触

も構築できた，と私は解釈しています．このように考
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広瀬・福島研のロボットたちといっしょに

えると，同様のことが知的労働についても起こるで

取って論じていますが，どうも考え方が内向きで日本

しょう．つまり，われわれは現在コンピュータ技術の

国内のことしか考えていないような感じがします．そ

発展によって引き起こされている知的産業革命のただ

してあまり緊急性の高くない目的にロボットを使うよ

中にいますが，それが生み出す矛盾を解消する切り札

うな議論ばかりがなされているような気がします．し

として，生産のためではなく知的活動を使う「知的ス

かし，世界を見渡してみると，日本のような国は例外

ポーツ」をこれから発見すべきであり，またそれを振

的で，もっと切実な問題がごろごろしています．人道

興するための「知的運動場」も創設して行くべきだ，

的な地雷探知除去の問題もそうですし，災害時のレス

というのが私の意見です．

キューの問題も，
また地球規模の環境問題もあります．

知的スポーツにはいろいろ考えられますが，現在盛

そのようなことを考えると，われわれは日本の誇る先

んになりつつあるロボットコンテストはその典型例と

端的なロボット技術の応用分野として国内の問題だけ

思われます．私自身，忙しくて投げ出したいのを我慢

を考えるのでなく，もっと世界に供給して活躍させる

して「ロボットグランプリ」の開催をサポートし続け

方向性を探るべきです．世界中で必要とされているロ

ているのは，そのような意義を感じているためです．

ボットを開発し，同時にそれを操作したり現地の人た

また同時に，知的スポーツを楽しむ「知的運動場」の

ちに教えたり修理したりできる多くの若者も教育して

設立も，子どもたちが遊びとしてのものづくりを楽し

いく，そして，世界のどこからでも要請があったら，

める場であり，著しく重要と思われます．そのため知

ロボット群とその操作部隊を派遣し活躍させるという

的運動場である「創造工房」を日本中に創設したいと

ような「サンダーバード部隊」を創設すべきではない

考えています．この創造工房は，多数のレンタル工具

でしょうか．私ができることは限られていますが，少

と，自由に使える部材やジャンク材があり，チュータ

なくともそのような方向に向けて研究開発を進めるつ

の指導のもとで，ロボットコンテストに参加するため

もりです．

にものづくりを楽しめるアミューズメントパークで

メカ

最後に機械系の学生に一言お願い致します．

す．このような場を日本中に作れば，日本のものづく

広瀬

ほんもののエンジニアになるように，多くの

り底力は飛躍的に高まるでしょう．また工学系卒業生

工学体系をまじめに学ぶと同時に，皮膚感覚でものづ

の新しい職場も創成されるでしょう．

くりができるように，実際に機械に触れるチャンスを
積極的に持つようにしてください．そして，工学を通

■国際社会におけるロボット開発

して人々の役に立つという「志」を持ち続けて，それ
を実現するよう努力してください．

メカ

国際社会における広瀬研究室の展望を教えて

ください．
広瀬

（文責

メカライフ学生編修委員

上野弘傑，岩崎大

剛，小川友岳，近藤美紗子，林 智希，原田勇司，本

いま，ロボットの応用分野などを国が音頭を

間伸洋）
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