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本田　幸夫

－ロボット革命－

ロボティクス&デザインセンター長
研 究 支 援 推 進 セ ン タ ー 長
ロ ボ ッ ト 工 学 科 　 教 授

みなさん、ロボットと聞くと何を想像するでしょうか。
世代によってそのイメージは大きく異なると思います
が、若い人たちならガンダムやR2D2、団塊の世代なら
鉄腕アトムでしょうか。日本はマンガやアニメの影響で、
ロボットはヒューマノイドだというイメージが強いのです
が、このようなロボットはまだ想像の世界の話だけだと
思われているのではないでしょうか。しかし、ヒューマノ
イドに限らずロボット技術は日々進化を遂げており、
我々の生活に深く関わってきているのです。
例えば、今テレビで宣伝をしている車が障害物を自動

的に検知してブレーキをかけてくれるシステムも、自動
運転カーというロボットと捉えることもできます。グーグ
ルはこれを更に進化させて町中を自動で運転する車の
実証試験を始めていて、既に走行距離は地球を6周以上
もしている計算になるとのことです。また、皆さんが使っ
ているスマホのSiriなどの音声エージェント機能もロボッ
トと言えます。これらは目に見えないインビジブルなロ
ボットと呼ばれています。65歳以上の人が全人口の
25％以上を占める超高齢社会を迎えた現在、老若男女
すべての人たちが元気で豊かに暮らすためにロボット技
術を活用したイノベーションを起こそうと政府も動き出
しました。ロボット革命を起こそうというのです。
しかし、そもそもロボットとは何なのでしょうか。産業

用ロボット以外はその定義は曖昧で、近い将来我々の生
活で活躍すると期待されているサービスロボットの定義

はまだ無いのです。ロボットは大変便利ですが、使い方
を誤れば映画『2001年宇宙の旅』のHAL9000のよう
に、私たち人間をコントロールするような悪魔の技術に
なる可能性もあります。そうならないように、豊かで幸せ
な生活を実現するためにロボット技術をどのように活用
すべきかを、工学に関わる私たちが一般の人たちに分か
りやすく説明をしていくことが大変重要になります。
ロボットは、機械、電気、情報のみならず建築、空間デ
ザインなどすべての工学分野や社会科学も包含した学問
になります。そこで、大阪工業大学は国が支援する日本
初の「ロボットサービス・ビジネススクール」実現に向け
た学科横断の融合研究センターとしてロボティクス＆デ
ザインセンターを設立し、産学連携でサービスロボット
の実用化を開始しました。千林商店街で各種ロボットの
実証実験も行っています。また、城北祭では図書館企画
展として「ロボット進化展」が一般向けに開催をされまし
た。学生のみならず一般の人たちに広くロボットとは何
かをものづくり体験も含めて知って頂く活動でした。
図書館ではロボット工学科の設立に併せて数多くのロ
ボット関係の図書も取り揃え、皆さんがロボットをもっ
と深く知る機会を提供しています。超高齢社会を元気で
豊かにするために、工大の皆さんがリーダーとしてロ
ボット革命を実現し豊かな未来社会を創造していこうで
はありませんか。

▲書架整理（庭窪中学校）

▲特集展示の準備（今市中学校）

▲貸出・返却（杉中学校）

▲選書フェアの様子（大宮本館）

◆選書フェアを開催しました◆

▲職場体験修了証の授与（津田中学校）

大宮本館では10月6～10日、枚方分館では10月14～17日に選
書フェアを開催しました。選書フェアは、学生・教職員のみなさん
に、図書館に置いて欲しい図書を、実際に手にとって選んでいた
だくイベントで、今年もたくさんの方にご協力いただきました。
選書フェアにて購入された図書は、大宮・枚方両館共に図書室
内の「選書フェアコーナー」に並んでいます。貸出可能ですので、
ぜひ手にとってお読みください。

◆職場体験学習を実施しました◆
　大宮・枚方両館にて、中学生の職場体験学習を実施し
ました。大宮本館では9月4～5日に守口市立庭窪中学校
（2名）と11月19～20日に大阪市立今市中学校（3名）、
枚方分館では11月6～7日に枚方市立杉中学校（2名）と
11月12～13日に枚方市立津田中学校（4名）の生徒を受
け入れました。
　図書館の仕事を学びながら、図書の貸出・返却・配架、
図書のラベル貼り等の装備、また、自分達のオススメ図
書を集めて特集展示も行いました。自分自身で考え、工
夫をしながら、真剣に取り組んでいました。中学生からは
「利用者の相談を受けて調査する仕事があるのに驚い
た」との声も聞かれ、図書館の意外な一面を見ることが
できたようです。

工学部　機械工学科

  教授　中川　邦夫

本稿は「君に薦める一冊の本」ですので、工大生の皆さ
んには、やはり自然科学に係わる本を上げておきましょう。
『人物で語る物理入門』（岩波新書）。著者は著名な女性
物理学者です。上巻では、ギリシャの哲学者アリストテレス
から相対性理論のアインシュタインまで、下巻は一般相対
性理論から情報化社会の父、バーディーン、そしてクォーク
を提唱したマレイ･ゲルマンまでが取り上げられています。
　内容としては力学、光学、電磁気学、熱力学・統計力学、
特殊・一般相対性理論、量子力学、宇宙論、原子核物理、
素粒子物理、物性物理と物理学のほぼ全域を網羅し、物理
学発展の様子を、係わった物理学者の人となりを交えなが
ら、平易に解説しています。物理学の基礎を総括的に復習

してみる、講義などでは触れなかった個所を学ぶ手がかり
にするなどの役に立ちますし、小説などを読むように気軽
に読むことが出来ます。
ところで、皆さんは小説を読みますか？文学書や小説
は、美しい日本語を知り、多くの人生を仮想的に経験で
き、色々な生きざまを見ることができます。今日まで多くの
本に巡り合いましたが、読む本は年齢とともに変わり、世
代によっても異なります。最近は「村上春樹」が超人気です
が、私は「葉室麟」です。例えば、『銀漢の賦』は漢詩を絶
妙に織り込みながら、男の生き方、友情などを清冽な文体
で描いています。工学を学ぶ皆さんですが、是非、小説な
ども読んで、美しい日本語に触れてください。

『人物で語る物理入門（上）』
米沢富美子 著
岩波書店 2005年
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