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座談会：世界のロボット開発の最前線から 

－テムザック高本陽一氏を囲んで－ 

 

 

日時：平成 25年 6月 28日（水）10：00～12：00 

場所：海の道むなかた館 

出席者：テムザック高本陽一社長 

    平井、伊津、西田、宮川、平松、堀内、清水、白木、三好 

（「むなかた電子博物館」運営委員及び事務局スタッフ） 

 

１．テムザックとむなかた 

伊津： 本日はテムザック CEO の高本陽一さんにおいでいただいて、ロボットについてのお話を

伺うということで座談会を企画しました。むなかた電子博物館の紀要座談会は創刊号から続いて、

今回で 5 号になります。博物館や展示施設や、新しい試みについてこの地域のリーダーに何回か

お話を伺ってきました。 

 むなかた電子博物館は展示を電子的に Web サイトで行っておりますけれども、やはりそこで展

示をするからには、裏付けになる展示物についての調査や研究というのもやっていかなくてはい

けない、ということで 1 年に 1 回、関係者やあるいは外部にお願いして論文を投稿してもらって

紀要を発行しています。 

 一般的に宗像地域は遺跡が多いので、考古学的な研究をされている方が非常にたくさんいらっ

しゃいます。考古学関連の投稿論文が多いので、むなかた電子博物館はどっちかというと考古学

系の展示館かな、ということなのですけれども、全体的には宗像地域、「むなかた」というのはひ

らがなで書いてありまして、漢字ではなくこれはもう「むなかた」という行政の「宗像」を超え

た範囲の自然や文化、それから民族というものをデジタルに展示する可能性を追求する、という

ことでむなかた電子博物館は存在しています。 

 特徴的なのが、博物館ですと学芸員あるいは館長がいるのですが、そういう館長や学芸員とい

うものを置かないで、専門家を含めたボランティアで全て運営してきました。これまで宗像市の

担当課がサーバーの管理を外部業者に委託したりしてきたんですが、2013年の 4月からそれも含

めてすべて市民ボランティアで運営をしていこうということになりました。先ほどご紹介しまし

た平井さんが運営委員長、私が事務局長、紀要編集長の宮川さんが会計をやって、それから宗像

市が担っていた部分もすべて市民で行っていくというのが新しく始まりました。ですから区切り

としては 5 号の区切りで、なおかつ新しい出発、そして宗像はベッドタウンの田舎の町、という

感じなんですけども、世界有数のロボット開発会社テムザックの高本さんがお見えになった、と

いうことで今日はさまざまな視点からお話を伺いたいと思います。 

 

http://d-munahaku.com/
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・テムザック http://www.tmsuk.co.jp/ 

・テムザック ロボットラインナップ  http://www.tmsuk.co.jp/lineup/ 

・むなかた電子博物館 http://d-munahaku.com/ 

 

 

伊津： それでは私が司会を務めさせていただいて、適宜補足の質問等を運営委員の皆様にお願

いしたいと思います。テムザックが北九州にあるというのは多少認識されている方も多いと思い

ますけれども、あまり日本で「テムザック」という名前を聞くことは無いかと思うんですね。テ

ムザックについてのあらまし、宗像との関係なんかについても高本さんの視点でちょっとお話し

いただけますか。 

 

高本： そうですね、もともと北九州にあったんですけど、今の谷井市長と原田前市長の時から

ずっと言われていまして。北九州市小倉北区木町の狭い小さいビルに入っていたんですけれども、

「こっちで玄海町役場が合併で空くので来ないか」という話がずっとあったんですよ（註： 2003

年に旧宗像市と旧玄海町が合併して現在の宗像市となった）。でも、宗像ってその時、北九州から

考えて・・・今考えるとそんなに遠くないんですけど、「宗像は遠いな」と思っていました。 

 結局、谷井市長の時にこっちに引っ越してきたわけです。登記上はまだ北九州にしているんで

すけれども、実際、北九州にはもう何もなくて全部こっちに移っていますので、今度は株主総会

で登記もこっちに移そうかなという風には思っています。そういう関係で宗像に来た、という感

じです。 

 でもこっちに来て建物（旧庁舎）の屋上から見る海の景色がすごく良いですね。ヨーロッパの

ロボット工学の第一人者イタリアのパオロ・ダリオ（Paolo Dario）って教授、それからドイツの

高本陽一氏とテムザック III 号機 

http://www.tmsuk.co.jp/
http://www.tmsuk.co.jp/lineup/
http://d-munahaku.com/
http://www.sssup.it/paolo.dario
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フラウンホーファー研究機構（Fraunhofer-Gesellschaft）のトーマス・クリスタラー（Thomas 

Christaller）さんとか、外国人もかなりたくさん来てくれて、屋上からの景色を見てですね、ダ

リオ先生なんていうのは屋上に 1 時間くらい立っていまして「前の島が無かったら地中海と呼ん

でもいい！」という風に叫んでいましたよ。地島が見えるんですよ、前に。「あの島、そう簡単に

は動かんぞ」と（笑） 

この前もインドネシアのテレビ局、その前はフランスのテレビ局はチャンネル２・４・５です

か、もうほぼ全局来てますし、スウェーデンの教授も 2013 年 6 月 28 日にまた来ますし、外国人

がすごくたくさん来て、皆さん宗像の海を見て、すごくやっぱり感動をしてくれますね。こっち

に来てからこういうメリットがすごく多いです。マスコミもすごく来るし、外国の人から見ると

「国際的な先端研究所が国際空港から車で 1 時間で着くってありえない」って言っていました。

皆、あのテキサスのド田舎とかですね、国際空港から非常に遠い所にある。そういうところと同

じくらい風光明媚でなおかつ国際空港から 1 時間で着くのはとても近い、と東京の記者でもそう

言っておりますね。北九州と福岡の新聞記者とテレビ局だけは「宗像は遠い」と言うんですけど、

世界から見ると国際空港から 1時間はめちゃくちゃ近い。 

 一昨日もですね、サウジアラビアの大使館の方が来訪され、ロボットだけじゃなくて、ここ海

の道むなかた館も一緒にご案内したんですけど、月曜日（註：休館日）だったのでわざわざ開け

てもらって申し訳ないんですけど、ここに地図が、ペルシャからずっとガラス器がこっちへ来た

とかいう地図を見て、自分たちもガラス器とか古代のペルシャのことをいろいろやっているので、

そういうことでも手を繋ぎたいとかですね、 

 国内の大企業の役員さんもかなり来られるので、ここに連れてきているんですけど、皆やはり

歴史の深さとか「全然知らなかった」とすごい大騒ぎして帰られますので、本当に宗像に来てよ

かったなと思っています。世界に向かって発信する場に相応しいと実感しています。 

 ロボットといえば日本だと世界は思っていますので、その日本の中のロボット、ってイギリス

の人に訊いても、ホンダの ASIMO か、つくばのサイバーダインか、テムザックか、っていう状態

ですね。大体ウチのブランドは海外には通っているので、外国からも履歴書が膨大に来るんです

ね。ロボット工学って世界中にあるんですけど、就職先としてロボット専門会社ってないんです

よ。ホンダに就職してもロボットのところへ行けるかどうかわからない。 

 履歴書はたくさん来るんですけど、そんなに雇えないので断る理由に「日本語ができないとダ

メだ！」って全部突き返したら「今日本語学校に行っています」というメールがこれからどんど

ん来だしてですね。やっぱりロボットは日本が 1 番進んでいると思ったら、日本でやろうと思っ

たら日本語をやらないとダメだ！なんていうことは、皆どうも本能的に、というか直感的にわか

っているので、これもうまくやって日本のロボット技術をアピールすれば、ロボットに関する国

際語は日本語になるんじゃないか。社内共通語を英語にする、なんていう非国民と真っ逆さまの

ことができるんじゃないかと思っております。 

 

・ホンダ ASIMO http://www.honda.co.jp/ASIMO/ 

http://www.iais.fraunhofer.de/christaller.html
http://www.iais.fraunhofer.de/christaller.html
http://searoad.city.munakata.lg.jp/
http://searoad.city.munakata.lg.jp/
http://www.honda.co.jp/ASIMO/
http://www.cyberdyne.jp/
http://www.honda.co.jp/ASIMO/


座談会：世界のロボット開発の最前線から －テムザック高本陽一氏を囲んで－ 

8 

 

・サイバーダイン http://www.cyberdyne.jp/ 

 

２．産業用ロボットとサービスロボット  

伊津： 日本のロボット開発というのは、一般的にはアトムみたいな二足歩行の人間型のロボッ

トと産業用ロボットでは、違うロボット開発だと思いますが、簡単に違いを話していただけます

か。 

 

高本： そうですね、産業用ロボットは機械ですのでロボットにプログラムがあるんですけど、

ほとんどプログラムを吐き出すだけ、というか、位置がきちっと来たら精度は良い、きちっと物

を取れるんですね。でもこれがズレたら、また計測しなおしてガチャッと動いてまた取るみたい

な感じですよね。だからなかなかランダムな物は取れないんですよ。工場ラインみたいに絶対き

ちっと来て、位置決めがきちっとした物をきちっと取って次の工程へ持っていく、という、まあ

一種の機械ですよね。 

 我々のサービスロボットというのは人間と同じで、「コップを取れ」と言われると、産業用ロボ

ットだったら「ここにコップがあります」ということを事前に入力して、きちっとここに来てガ

チッとこう取るんです。しかし我々のロボットはコップをまず探して、「ああ、あれコップらしい

な」と思ったらそれに手を出して、握って、「あ、これコップだ」と、そういう総合認識を常に行

っています。だからフィードバック、情報がプログラムに返ってきて常にフィードバックがあっ

てこれを取る、だからコップがどこにあろうと探してでも取ってくる、というのが我々のロボッ

トです。だからプログラムというものが全く違う、という違いはあります。 

 

伊津： そうすると人工知能がだんだんに整ってきたと言えるんでしょうか。 

 

高本： そうですね、まあその厳密に人工知能と言うと非常に難しいんですけど、本当にファジ

ーな中のものを一番優先的に選ぶとか、そういうことはできますけど、人間のように本当に物事

を生み出したり考えたりはとてもできないですね。人工知能学会が一旦破綻しちゃった訳ですか

ら。なかなかそうはいかないけど人工知能的なことはかなりできるようにはなっています。 

 

伊津： いわゆる機械、工場の製造ロボット以外で、判断するロボットというのは日本の国内で

開発・研究しても需要というものはあるんでしょうか。 

 

高本： 開発・研究しているところはたくさんあるんですけど、実際に外に実売しているのは日

本でウチだけです。世界中でもアメリカの iRobot社とウチだけ、2社しかない。需要は実はたく

さんあります。ほとんど危険作業とか、遠隔地にあるものを今すぐどうかしたいとかいうのが多

いですね。やっぱり人や動物にはできないことです、それをできるロボットが求められている訳

です。 

http://www.cyberdyne.jp/
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伊津： 先ほど高本さんから海外の話題も出されましたけれども、ロボット開発に関して言うと

海外は軍事用途、というのが前提で研究機関があり、開発者等もいますよね。ところが日本はそ

れがあまりないのですが、世界的に言うとロボットの研究開発というのは軍事が中心なんですか。 

 

高本： 日本以外のロボット研究組織やら会社やらは、全部各国の政府が資本を入れるなりして、

ほぼ直轄です。だから丸い掃除機のルンバを作っている iRobot社も、掃除機ではあまり儲かって

ないんですね。キャタピラの上にマシンガンがついたようなものをアフガニスタンにもう 5000台

売っています。iRobot 社はほとんど軍事企業で、アメリカのダーパ（DARPA：米国防高等研究計

画局）という巨大な軍事の予算持っているところから莫大な資金をもらっています。アメリカに

はもう 1 つボストンダイナミクス（Boston Dynamics） という、もう本当に軍事用のロボットし

か作っていない会社もあります。日本以外は全部そうですね。ある時イギリス政府の人から「テ

ムザックみたいな日本のロボット会社を、軍が放し飼いにしている意味がわからない」というこ

とも言われました。だから世界の常識から見たら日本のほうが非常識で、軍事予算があるんで莫

大な開発費を出せるんですね。 

 

・iRobot社 http://www.irobot.com/ 

iRobot社と軍需製品 http://www.irobot.com/us/learn/defense.aspx 

日本公式サイト http://www.irobot-jp.com/index.html 

・DARPA http://www.darpa.mil/ 

・Boston Dynamics  http://www.bostondynamics.com/ 

 

伊津： 高本さんは日本が自由だからやりやすい、と思われるんですか。 

 

高本： それもあるんですけど、日本政府からの支援がもうウチにはほぼない状態です。そこへ

いま来ているのはサウジアラビア政府が「一緒にロボットやろう」ということです。それからロ

シア政府も、宇宙科学アカデミーの中でやりませんか、という話とか中国政府から話は来ていま

す。 

 サウジアラビアはロボット会社を作っていくと、いくらあったらできますか、と言うから、わ

からないから「100 億くらい」と言ったら「あ、安い！」と言われてですね、もうまるごと来い

みたいな話なのです。しかし、国内では自民党政権になってちょっと動きが変わってきた感じは

しますね。 

 

 

３．ロボット開発の方向性 

伊津： 私たちは、つい NHK のテレビとか民放のテレビなどでしかロボットの新しい現状って見

http://www.irobot.com/
http://www.darpa.mil/
http://www.darpa.mil/
http://www.bostondynamics.com/
http://www.irobot.com/
http://www.irobot.com/us/learn/defense.aspx
http://www.irobot-jp.com/index.html
http://www.darpa.mil/
http://www.bostondynamics.com/
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ないんですけども、つくばのサイバーダインが医療用のサイボーグと言っているものを開発して、

かなり注目を世界的には浴びていると言いますけども、よく考えるとあれ装着するの結構大変だ

と思うんですが。 

 

高本： 装着に時間かかる。 

 

伊津： サイバーダイン以外にも東京農工大が農業用の・・・ 

 

高本： 僕は全然農工大のほうがいいと思います。 

 

伊津： そうなんですか、あれ何か違いがあるんですか？ 

 

高本： ええ、農工大のは筋電位使ってなくて加速度センサーなので、動き始めたのをキャッチ

してモーターがガッと動くんです。エアコンプレッサーとかでもそうですけど、動きを感知して

加速度センサーとかひずみゲージとかで動きを感知してそっち方向にあげるので、誰でもパッと

着られるんですよ。 

 

伊津： 僕ちょっと農業をかじっているんですけども、ぶどうの剪定用に簡単に装着できる農業

用アシストスーツが 2013年 10月に発売予定で、そんなに高くないんですね。 

 

高本： もう売ってるんですか？ だからああいう加速度センサーみたいに誰でもパッと装着し

て、動きを感知してパワーをアシストしてくれるのならすごい使えると思うんですけど、筋電位

を測って、というともう頓珍漢な感じがしますね。 

 

伊津： そうか、労働すれば汗かいたり…。 

 

高本： もう電位のシール、ベロベロ剥げますよね 絶対。 

 

伊津： 少し話を戻して、今高本さんの話を聞くと、ロボットが独立して動くのではなくて、何

か人間の手助けをする、と。 

 

高本： アシスト、みたいな。 

 

伊津： アシスト、そのアシストの範囲というのがなかなか難しい。 

高本： そうですね、ウチが作っているロボットは、アシストするよりも、もう独立で動く、自

律か遠隔操作のものが多いんですけど、まあロデムだけはアシストしていますけど。 

http://www.tuat.ac.jp/~mech/
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/assist_suit/
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 我々は、基準として「いざという時にロボットから人間が離脱できること」が絶対条件だと思

っています。そうでないとロボットが故障して身動きが取れないとか、ひっくり返った時に、ロ

ボットから離れられないではたぶんどうしようもない。うちのロデムとかでも壊れたらロデムか

らすぐ降りられるようになっています。 

 

伊津： 今、ロデムというお話ありましたけれども、車いすとバイクか何かみたいに後ろから乗

るという、あれはもう情報としては日本でもオープンになっているんですか。 

 

高本： そうですね、ロデムの発表はしていますので。 

 

伊津： まだ日本では作られていない？ 

 

高本： 今新型を作っています。実はこれも根が深くてですね、我々としては最終的に医療に使

えるオーケーを取りたいんです。だから九大病院と一緒にやっているんです。リハビリの先生た

ちはもの凄く乗ってくれてデータは取ってくれているんですけど、実際にリハビリの患者さんと

かを乗せられないんですよ。九大の倫理委員会に通したら「絶対安全なものでないと患者は乗せ

ない」と言われて、だから患者さんのデータが取れないんです。それで今デンマークでそれをや

ろうとしています。デンマークは、そういう新しいものに積極的に乗っても良いという老人の集

団がいるんですよ。なんでもその集団が乗るんです。で、そのデータを全部政府に出すんです。

「ルールは人間が作ったんだから、ルールが困るんならルールを変えたらいいじゃないか」とデ

ンマークの人は簡単に言うんです。けど日本は「これがルールですからこの範囲内でやってくだ

さい」なので、そこでどうしようもないので、デンマークで基準値を作ろうと、で今動いている

んです。そういうデータが集まらないと我々は製品としての安全基準を取れないので、売りにく

い。 

 

伊津： なんか今お話を伺っていると、ロボット最先端の研究開発で高本さんは動いているけど

も、いろんなところに良いことと悪いことというのがちぐはぐに日本はあるようですね。 

 

 

・東京農工大学 機械システム工学科 http://www.tuat.ac.jp/~mech/ 

遠山研究室の農作業用パワーアシストスーツの記事（日刊工業新聞社） 

  http://www.robonable.jp/news/2012/12/tuat-1213.html 

・クボタ農業用アシストスーツ ARM-1 

http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/assist_suit/ 

・テムザック社ロデム（RODEM） http://www.tmsuk.co.jp/lineup/rodem/0908.pdf 

ロデム EVに関する記事（日刊工業新聞社） 

http://www.tuat.ac.jp/~mech/
http://www.robonable.jp/news/2012/12/tuat-1213.html
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/assist_suit/
http://www.tmsuk.co.jp/lineup/rodem/0908.pdf
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 http://www.robonable.jp/news/2011/04/28tmusk.html 

 

４．オープンなロボット研究 

伊津： ちょっと話題を変えまして、人との関係ということなんです。ロボットがある程度自律

的に動き出すと、人でできないことができるという反面、してはいけないことにロボットが使わ

れる、ということになりますよね。また、高本さんみたいな民間会社は、株主の了解さえ取れれ

ば海外へ進出していくとすると、日本において、ロボットというものの開発や研究や、あるいは

使っていくことの仕組みとか考え方というものができないとマズい、とお考えですか。 

 

高本： そうですね、まずロボットを運用するための、ロボット自体の安全基準も必要でしょう。

例えば 1 トンの物を持てるようなロボットが今ブラジルにあって、我々は日本から遠隔操作がで

きるんです。そういうロボットに関しては免許制度にするとか、そういうこともたぶんいるんじ

ゃないかとか思います。我々のレスキューロボットって巨大な物を動かせるんです。ロシアの人

は「これにバズーカ砲を背負わせられるか」とか言っていましたので、確かに背負わせられるで

しょうけど、あれがバズーカ砲を 2 つぐらい背負ってどっかニューヨークに上陸してですね、モ

スクワから遠隔操作する、ということはたぶん可能ですよね。だから本当に確かに技術は出して

良いかどうかというのはわからない。だからあまりにルールが無い、というのは・・・。 

 アメリカなんかはその軍事ロボット、軍事研究でやっているので、もうギッチリそれをどう守

るかとか、もうすごくしっかりしていますね。日本はやはり放し飼いなので・・・。そうですね。、

テムザックについて、国としては資金を入れてでもある程度国の意思が通るようにしたいとは思

っている節はありますね、でないと僕がサウジやロシアと勝手に手を結んだら・・・。 

 

伊津： だから今までの機械、コンピュータがいくらついてようと、機械だと目的がある程度あ

ってそれで作られているから、まあいろんな制限、輸出制限とかいうのがあったけれども、ロボ

ットになるといわゆるコンピュータみたいなもので使い方自由になっていくので、それについて

は・・・ 

 

高本： COCOM は無くなりましたけど、最先端技術を海外に出すのは一応技術流出と言ってお咎

めはあります。かといって罰金があるわけじゃなくて。ただヤマハさんみたいにラジコンヘリを

シンガポールに売って、手錠かけられていましたからね、ヤマハの人。それでもシンガポールに

売ったのに、シンガポールからまた転売して結局中国に入ったみたいなのでヤマハは捕まったん

でしょうけど、そこまでヤマハも保証できないし、だから先端技術の技術流出に関しては良いの

か悪いのか、どこからがいけないのかがもうわからない。サウジアラビアがうちに 20億ぐらい出

資して、うちの会社の大株主にサウジアラビアがなったら、もうサウジの会社ですからね、いく

ら日本にあっても、今度はどうなるのか。図面を持っていけないと言っても、社員が行って向こ

うで設計したらできることですから、だからどうしたいのかがわからないですね。 

http://www.robonable.jp/news/2011/04/28tmusk.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%9C%8F%E8%BC%B8%E5%87%BA%E7%B5%B1%E5%88%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F%E7%99%BA%E5%8B%95%E6%A9%9F#.E8.BB.8D.E4.BA.8B.E8.BB.A2.E7.94.A8.E5.8F.AF.E8.83.BD.E3.81.AA.E7.84.A1.E4.BA.BA.E3.83.98.E3.83.AA.E3.82.B3.E3.83.97.E3.82.BF.E3.83.BC.E3.81.AE.E4.B8.8D.E6.AD.A3.E8.BC.B8.E5.87.BA.E4.BA.8B.E4.BB.B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F%E7%99%BA%E5%8B%95%E6%A9%9F#.E8.BB.8D.E4.BA.8B.E8.BB.A2.E7.94.A8.E5.8F.AF.E8.83.BD.E3.81.AA.E7.84.A1.E4.BA.BA.E3.83.98.E3.83.AA.E3.82.B3.E3.83.97.E3.82.BF.E3.83.BC.E3.81.AE.E4.B8.8D.E6.AD.A3.E8.BC.B8.E5.87.BA.E4.BA.8B.E4.BB.B6
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伊津： 今ふと思ったんですけども、高本さんのテムザックが先端的になっていったのは何故な

んでしょうか、それができたのは。 

 

高本： わからないですけども、やっぱりロボットの仲間というのは、世界のトップクラスって

50人くらいしかいないんですよね。イタリアのダリオ先生とか、早稲田の高西先生とか、それが

もうほとんどみんな友達なんですよ。だから最先端技術とかの情報は全部うちに入ってくる。で

も、トヨタのロボットチーム、ホンダのロボットチームってそれぞれ 150 人くらいいるんですけ

ど、もう秘密のベールの奥底でじっとしているんです、で、外から情報入ってこないんですよ。

自分たちだけでやっているんですね。ウチのほうが圧倒的に多い。それと各大学と連携している

ので、その代わり我々は発表するときに「これは早稲田とやりました」とか「これは九工大とや

りました」とか必ず一緒に発表しているし、特許も共同出願して、専用実施権はうちが持ってい

るけど、という形にしている。けれど、大手と組んだら一切言わないんです。「全部自社の技術」、

とか言うので、各大学、世界中の大学がトヨタやホンダの門は叩かないけれど、うちは中小企業

で叩きやすいのもあるんでしょう。世界中の学者から最先端の「今こんなこと発明したんだけど

使えない？」というのが、もういっぱい来ますね。それと、いざそれを動かす時はその大学の教

授も助教授も学生も全部使える、ということもありますから。我々は 20人しかいないけど、結局

いざ組もうと思ったらそういう連中全部使えるし、あと下請けの電気屋さんとかたくさんいるの

で・・・総合力というか総合人数はホンダやトヨタのロボットチームより多いと思いますね。彼

らは自分たちの中だけでやるから 150人と言ったらもう 150人しかいないんです。 

 

伊津： なんか今お話を伺っていると、コンピュータのプログラムにオープンソース、というも

のがですね・・・ 

 

高本： そうですね、リナックス(Linux)みたいな 

 

伊津： だから一応情報は全部公開して、そしてそれでみんながそれぞれ良い物にしていこうと

いう。雰囲気が同じように、高本さんの今のお話から伺えたんですけど。 

 

高本： そうですね、弱者の戦略はそれしかない。トヨタやホンダとか、IBM 的な人たちは自分

たちでやっているんですよね。 

 

伊津： まあトヨタもエンジン制御システムの OS は TRON という日本のオープンソースを使って

いるんですよね。だから日本の企業を含めてみんな閉じているのとオープンにしているのを、う

まく使い分けてここまで来たのかもしれないけれども、どっちかって言うとこれからそのオープ

ンにしていくというのがとても大事だな、と・・・ 

http://www.takanishi.mech.waseda.ac.jp/
https://jp.linux.com/
http://www.t-engine.org/ja/tron-project
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高本： そうですね、スピードがやっぱ全然違いますもんね。 

 

伊津： また新しい話題を何か委員から・・・ 

 

宮川： 大学との連携の話がありましたが、例えば高校であるとか大学であるとか、ロボット関

係ですと、学生がロボカップに参加するという話も聞きますけれども、そういった若者への教育

といったところについて、テムザックのお考えなどをお聞かせください。 

 

高本： 教育用のロボットのキット作っているところとしては、ZMPさんとか色々あるので、我々

が教育用のキットを作るという感じではないとは思うのです。ただ我々は将来、ガンダムや鉄腕

アトムみたいな、そういうようなロボットが産業として役に立つことがあるんだよという事を証

明することによって、将来ロボットをやろうという人が増えるのではないかと考えています。だ

から、実用化のほうに力を入れたいと思います。 

 

伊津： 先程の色んな世界の研究者とか大学とか協力してやっていくという事は、大学院生や学

生含めて関わっている人が、その新しい技術や情報を共有出来るということで、教育的ではあり

ますよね。 

 

高本： そうですね、そういう面ではインターンシップもかなり受けて入れていますし、色んな

民族の人が来たりしていますね。 

 

平井： 会社の営業方針として、これはやらない、これはやるというような、つまり倫理委員会

的なものはありますか。 

 

高本： 倫理委員会は全くないですが、直接軍事になるものはしたくないとは思っています。 

 

平井： やっぱり社内で上から下にちゃんと貫徹しているということですか。 

 

高本： そうですね、日本以外の海外は、軍事に使えるぐらいのロボットでないと実際使えない

と、実際の生活でも使えないみたいなことを言っている。だから日本の甘っちょろい理論がどこ

まで海外に通用するかわからないのですが、海外から甘っちょろいとかなり言われました。 

 

平井： 政府のようなガバメントがそれなりのテンションを持って迫って来るのに対して、じゃ

あ何が民間かと言ったら失礼ですが、どこがどんどん勢いの出る領域と軍事だとか政府組織みた

いな機関がテリトリーするのとするというのは、おそらく違っているのでしょうね。今言った自

http://www.zmp.co.jp/
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由な発想で展開できるのは民間と言ったらあれですけど、企業の主体ですよね。 

 

高本： そうですね、政府系の物も、注文があれば作ります。 

 

平井： それは技術的なトレーニングとして非常に評価が高いという意味ですか。目的に対して

どこまで企業としてクリエイティブになるのか気になるところですが。 

 

高本： 我々が持っていなかったノウハウは入りますね。例えばテロ対策ロボットでは自動車の

下の爆弾を、アームを延ばして探すとか、国の研究所レベルが持っているようなノウハウは手に

入る。我々も、実際には今みたいなロボットは発表できない。相手側の企業のニーズで作ってい

るので、相手の企業が発表するという時期までは発表できないというロボットが沢山あって、テ

レビなどに出しているロボットは実はたいしたロボットではなくて、本当の実用ロボットは発表

できてないというのが実情ですね。 

 

平井： すごいですね。 

 

高本： だから知られてないんです。 

 

伊津： 高本さんの話を時々伺ったりしていて、水面下でえらいことになっているなということ

で、今回の座談会というのも、ぎりぎり水面下は無理だとしてもそのちょっと上ぐらいのところ

は、やっぱりこの地域に会社があるのだからおさえとくべきではないかと･･･多分、人間が生身の

体でできないことをロボットが代わりにやってくれるとしたら、その可能性は非常に沢山ありま

すよね。 

 

高本： ありますね、壁面をよじ登ってタイルの落下検査をするとか。今人間がゴンドラで上か

ら吊るしているのも風に煽られたら危ないですし、やっぱりロボットがやるべきことは色んなも

のがありますね。 

 

伊津： それが、テムザックにおいて、ここ数年で具体的に実用化が可能になったというのは、

どういういきさつがあってのことですか。 

 

高本： 我々がもともと色々発表しているロボットも全て、ウチが勝手に作ったロボットは全然

ないんですよ。 

最初から例えば、消防隊が阪神大震災の後に、消防隊員の体力はいくら鍛えても 20分しかもた

ない。だから、それに代わるパワーアシストみたいな巨大なロボットを作ってほしい、というか

ら、『援竜』というレスキューロボットを作った。だから、我々が作ったロボットは最初からエン

http://www.tmsuk.co.jp/lineup/enryu/
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ドユーザーがいるんです。 

 それと一緒に開発していたから、今会社を作って 10数年経って商品レベルにやっと達したから

売れ始めたというだけのことですね。だから、商品開発達成する前の、色んな試行錯誤品は発表

しているけど、本物は発表していないだけで当然っちゃ当然です。 

伊津： そうするとある面、機械技術的な要求を叶えていくなかで、その要求を超えるものへ向

かっていくという・・・ 

 

高本： そうですね、要求を叶えるために今までの機械じゃできないロボット技術を我々は相当

持っていますから、彼らが知らないロボット技術を投入すればここまでできますよ、という提案

ができる。だから、ロボット技術を投入した機械を作っているという感じです。結果としてロボ

ットです。 

 

５．ロボット技術、ロボットの起源 

伊津： 最初の話にちょっと戻ってしまいますが、ロボット技術というのは具体的にいうと、ど

ういうことなんでしょうか。 

 

高本： 難しいですね。やっぱり基本的にはフィードバックが常にかかっている。常に状況をも

う一度コンピュータに入れながら、それに基づいて演算をしなおして、新しい回答をしていくよ

うな処理をずっとやる仕組みがどっかにあるというのがロボットですね。 

 例えばそこにぶら下げている二足歩行の『キヨモリ』というのは、二足歩行って小さい格闘技

をするようなロボットがありますよね。あれは静的歩行といって、こっち側の足に全体重をかけ

たらもう一方の足はどっちでもどこでも置いて良いんです。それで、こっちに全部の体重をかけ

る。だからそういう歩き方をするのに、そんなにフィードバックがかかっていない。 

 我々のキヨモリとかホンダの ASIMO とかは、立っていて重心バランスを自分で崩す。崩すと、

どこに足を置いたら倒れないかというのが、倒れつつどんどん状況が変わりますよね。39個のモ

ーターがあるんですが、39個のモーターを 1ミリ秒（1秒の 1000分の 1）の間に全部位置を計算

しなおすんです。ここ、ここ、ここと・・・それで地面につく。今の重心の動きと現実の位置と

かを常にフィードバックかけて 1秒の 1000分の 1の間に計算しなおして、正しい足の置き方をす

る。だから倒れないところに足を置くプログラムですけど、常にそれはフィードバックがかかっ

ているという状態ですね。 

 

伊津： そうするとロボット技術が具体的になったということは、そのプログラムもそれを可能

にしているんだけども、それを短い時間で処理できるだけのコンピュータ処理速度が上がったと

いうことですか。 

 

高本： そうですね、CPU の速度が上がってなかったら、こんなに色んなことをできていない。

http://www.tmsuk.co.jp/lineup/kiyomori/
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昔、エンジンができた当初は、発電機しか使い道がなかった。自動車というものができてエンジ

ンの利用は伸びました。今 IT 技術がたくさんあって、IT 技術だけだったら通信かゲームかしか

できないんです。ロボットというものに IT がエンジンとして載ると IT は本当に役に立つと思い

ます。 

 

伊津： IT技術というのはやっぱりコンピュータ処理速度の向上というのがキーになる。 

 

高本： そうですね。 

 

伊津： あとは、それを制御するプログラムに関してはそれぞれ独自に開発した。 

 

高本： そうですね、我々も持っていますし、それがまたちょっと早稲田の演算の仕方と九工大

はちょっと違ったりとかしますけど。それぞれの違いがどういう演算の違いでやっているかとい

うのは、多分各大学ではわからないでしょうけど、うちではそれは全部わかるんですよね。 

 

伊津： それはそれぞれ交流があるから。 

 

高本： はい、交流があるから。 

 

伊津： それは強いですね。 

 

清水： ロボットって定義すると、ロボットはこういうものになるとか･･･ 

 

高本： 定義がみんな一人一人違うんですよね。 

 

清水： それと、定義という話になると、いわゆる一番最初のロボットっていったい何なのか、

いつぐらいからそういうものが始まったのか。 

 

高本： ロボット的なものは、カレルチャペックが作った劇（註：チェコの劇作家 Karel Capek

による戯曲『R.U.R』）ですよね。人間型ロボットというか女性がロボット役をして、ロボットみ

たいなものを作って。ロボットってロボタ、チェコ語で強制労働を意味する robotaでしょ。 

 

伊津： ラボータ、働く･･･ 

 

高本： 働くですかね。なんかそういう意味から発生したんでしょう。どこまでが今ロボットか

っていえば、例えば洗濯機でも中に入っている洗濯物の重量を計って洗濯スピードを変えていく

http://ja.wikipedia.org/wiki/R.U.R.
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とか、汚れの状況を見て変えるとかいうのは、その状況を見てフィードバックかけてそれでプロ

グラムを違うステージに持っていくのだから、あれもロボットといえばロボットですね。どこか

らがどうロボットかは既によくわからない状態になっていると思いますね。起源としてはそうで

すけど、ギリシャ神話とかでも巨人とかいっぱいありません？ロボット的なものは･･･ 

 

・キヨモリ 動画 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&v=YIDK6egEunM&hl=ja 

・ロボットウォッチャー（テムザック編） 

  http://plaza.rakuten.co.jp/robotwatcher/diary/200806180000/ 

 

６．ロボット開発と考古学研究 

清水： 高本さんは以前考古学をされていて、ある時期からロボットにとのことでしたが･･･。 

 

高本： 炭素年代測定をずっとやっていた鈴木正男先生ってご存知ですか？僕が大学卒業した時、

鈴木正男先生が立教の助教授の時で、鈴木先生から来いって言われて、東大人類学教室に入らな

いかと言われて、そのままもう大学卒業してそこに入って、それで彼は、ジャワに発掘に行くと

言って、僕大学卒業したらジャワの発掘隊に行く予定だったんですよ。 

 そしたら、親父に見つかってですね「お前そんなもので一生食えるか！」と言われてボロクソ

怒られてですね、それでうちの親父が大阪の TCM というフォークリフトのメーカーのディストリ

ビューターを北九州でやっていたんですね。だから、「大阪の代理店に行け、そこのメーカーに就

職しろ」と言われて、行きたくなかったので、下駄はいて破れたジーパンで行って面接受けて、

「これなら落ちるやろ」と思ったんだけど、さすがディーラーの息子はそれでも通るんですよね。

面接通ってしまいまして「まずい！」と思ったんだけど、それで鈴木先生に「すいません機械屋

になることになりました」と言ったら「お前ふざけんな！」と怒られました。 

 それで、しぶしぶそれに入ってそこを数年いて親父の跡を継ぐためにこっちに帰ってきたんで

すけど、親父が二代目で僕が三代目で帰ってきたんですけど、そしたらうちの親父が 5 つぐらい

会社持っていて、みんな潰れそうだったんですよ。「半年で全部潰れるわ」と思ってヤバいと思っ

て全部かき集めて１社にして、コンベアをやるようにして、しぶしぶ考古学を諦めてそれをやり

始めて、コンベア会社にまとめたらまた儲かりだしていたので、門司に新社屋を作った時に、僕

は玄関をホールにしたいと思ってホールにまさか受付嬢をおくほどの金はないので、コンベアを

だいぶやっていたので無人搬送台車を作れるようになっていたから、無人搬送台車に頭と手を付

けて、ロボット 1号機として玄関の自動ドアが開いたら出てきて案内するのを作ったんです。 

 そしたら、当時の麻生知事とかなんとかいっぱい来て「ロボット会社をやらんか」と言われて、

「いやー、そんなので儲かっとる人１人もいないからやだやだ」って逃げ回っていたんです。そ

れで、お世話になっていたある方に、もともと小倉の出身の人なんですけど、会いに行って相談

してこんなこと言われてるんですけどって言ったら、「お前やれやれ！俺６００万出すわ」ってパ

ッと６００万くれたんですよ。「えっー！！」と思って、ただ２カ月で１億５千万集まって、「な

http://www.youtube.com/watch?gl=JP&v=YIDK6egEunM&hl=ja
http://plaza.rakuten.co.jp/robotwatcher/diary/200806180000/
http://researchmap.jp/read0029857/
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らしょうがないやるか！」と思って、県も４００万出してくれて、それで会社作ったんです。作

ったら株主が６０人以上いたんですよね。友達とかみんなが出してくれたから、知らんぞと思っ

たんですけど、産業用ロボットでもないしサービスロボットなんか「そんな会社存在してないや

ないか」って言っていたんだけど、「いいやれやれ」って言われたんだけど、お金出した人達は今

度はですね、「お前今の会社辞めろ。俺たち金出したんやけん、ロボット会社に専念しろ」って言

われてその会社しょうがないから親父に返して、やる羽目になったんですよ。だから好きでやっ

たんじゃなくてやる羽目になって僕の人生は流されているだけです。ジャワに発掘行っておけば

良かったとずっと思っていますよ、今でも。だからなんかのテレビ取材があった時に、裏をとる

ために本当に考古学をやっていたかと思って、テレビ局がずっと鈴木先生を探していて、今も立

教の名誉顧問かなんかをやっているみたいなんですね。それで鈴木先生を見つけて、「実は高本さ

んが今ロボットをやっているんですど」って言ったら、鈴木先生から電話がかかってきて、「お前

いつ転向したんや！」って言われて、転向って言われてもと思って、とんでもない迷惑・・・ 

 

伊津： そういういきさつがあるから、ひょっとすると宗像のそういうところがいいかなという

のも･･･ 

 

高本： そうですね。だから清水さんのところ（註：海の道むなかた館）でもあったし、やっぱ

り古代史をずっとやって、結局邪馬台国はどこなのかということもずっとやっていたし、魏志倭

人伝で、女王国を出てまた東へ１日海を渡ると和人国が多数あるって書いてあるので、奈良の東

に海は無いよなと思っていたんで、僕は宇佐かなんかだとずっと思っていたんですよね。だから、

それはやりたかった。宗像の神、宗像三女神って、広島の厳島神社にも祀られているし、宇佐神

宮もですよね。出雲にも宗像三女神があるし、そうすると海上交通を願っていた宗像一族は、日

本海は出雲の方、瀬戸内海ももちろん厳島通してずっとだし、南の方も宇佐の方を制圧している

と思うと、宗像に引っ越すってのもありかなと思いました 

 

伊津： そうですね。世界のロボット先端技術者達とそれが語れたら楽しいですよね。あそこの

ビルの屋上でね。別の方向の話題ありますか？西田さんどうぞ・・・ 

 

西田： 狭い意味でのロボットというのは、CPU を持ったボディが移動しながら、視覚とかある

いは加速度で色んな情報を取り込んで、そこで演算をして次の指令を出すための行動をする。 

 

高本： そうですね 

 

西田： だから、CPU を持ったボディは常に動いているんですね。それで動いてないのは、産業

用ロボット･･･ 
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高本： 産業用ロボットはあまりフィードバックがかかっていないので、基本的にプログラムが

違うので･･･ 

 

西田： そうすると･･･ 

 

高本： 動いていないのは洗濯機みたいなやつです。 

 

西田： あれはロボットとは言わない？ 

 

高本： 難しいんですよ。あれをロボットと言う人もいます。 

 

西田： そうですか。 

 

高本： 自動車だって路面状況によってサスペンションを変えたりとかしていますよね。だから、

自動車はロボットだって言う人もいるし･･･ 

 

西田： 飛行機は機長が最初にデータをインプットしますよね。離陸のあとは機長は全然もう何

もしなくて、コーヒー飲んでいても目的地に飛んでいる。あれは特に世間的には、ロボットと言

わない？ 

 

高本： 言わないです。 

 

西田： けども、ロボットの一種なんですか？ 

 

高本： と思いますね 

 

西田： 我々は、ロボットで運んでもらっている？ 

 

高本： まあ、言うならそうですね。 

 

西田： 新幹線も列車もそうですか？ 

 

高本： そうですね。 

 

西田： すると我々の身の回りあるもの全てはロボットで･･･ 
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高本： 全てとは言えないけれど、もうそういう広い意味で言えば、ほとんどロボットと言って

も間違いないです。 

 

西田： そのロボットとオートマティック、オートと言われる境目ってあまりないんですかね？ 

 

高本：ないと思いますね。そのロボットのなんていうか、定義がですね、それが人によってバラ

バラですので、それから見るとそれこそ境界線はあってなきが如しですよね。 

 

西田： じゃあ、ロボットらしきものかロボットらしくないものかの境界線は引けない？ 

 

高本： 引けないと思います僕は。 

 

西田： カメラでも今オートで撮影できるので、それはロボットと言わないけどもロボット･･･ 

 

高本： ですよね。ブレンビー（註：パナソニックの手振れ補正機能付きビデオカメラ）みたい

に、どれだけブレても映像ブレないところだけ切り取って撮るとかいうのはロボットでしょうし

ね。なんとも言いようがない･･･ 

 

西田： ますます頭が混乱しております。 

 

伊津： 飛行機なんかある面で言うと、もう離陸するときから着陸するときまで人間いらないと

すると、それは無人爆撃機って今盛んに飛んでいますよね。 

 

高本： あれはロボットと呼んでいますもんね。 無人爆撃機は、だから、どう･･･もう･･･ 好

きに言ってくださいみたいな。 

 

伊津： 人間の関与度がどれほどかっていうことで、やっぱり、ロボットと言うか言わないかっ

ていうのが人によってかなり違うんじゃないかな。 

 

西田： 先程のカメラは、オートにしても最後は自分でシャッターを押さないといけないから、

そこの工程を人間がするからロボットとは言わない？ 

 

高本：うーんまあそうですけど、ロボットでも、じゃあ今度二足歩行鉄腕アトムにやってはいけ

ないことを禁止させるためには、強制終了のボタンかなんかを付けておけば、その制御は人間が

握ることになりますよね。ロボットもどうせ放し飼いにはできないので、どこかでは人間が最終

の段階では人間が関与しないとやっぱりいけないとは思います。 
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西田： 以前、サッカーのゴールキーパーをするロボット、ボールが飛んできたら完全に自分が

ボールをはじくというものを見ました。 

 

高本： 迎撃ミサイルと一緒ですね。弾道を演算で読んで、画像処理して演算で読んで、推論を

立てて、0.00何秒後にはここに来るってのがわかって、そっち側へ体を傾けるという。 

 

７．ロボット開発の可能性 

 

伊津： ぼちぼち時間なので、ロボットの夢、夢の部分と夢でない部分とかあるけども、可能性

というものは、今高本さん、どんなふうにお考えですか？ 

 

高本： 例えば月を開拓するとかいう時に、本当に人間をロケットに積み込んで、その未知の所

へやるのであれば、ロボット沢山つぎ込んで月をどんどん開拓して環境を人間が住めるようなと

ころまでして、それから、人間が行くとかですね。 

 例えば遠隔操作的だったら、例えば日本人とイギリスの女の子がハワイでデートするとしたら、

ハワイのレンタルロボット屋にお互い電話して、1台ずつ借りてきてそれぞれ自分が乗り移って、

乗り移るというか自分が居ながらにして、そのロボットを遠隔で動かしてワイキキビーチをデー

トするとか、アラモアナショッピングセンターに行って、ショッピングするとか、今コンピュー

タの中のバーチャル、作った世界の中だけど本当のアラモアナショッピングセンターをイギリス

の女の子と一緒に日本に居ながらにして、ショッピングして店の店員と会話をしながら買い物す

るとかいう事もまあ可能だろうと思いますけどね。まあその場合キスをして楽しいかどうかはわ

かりませんけどね。要するにロボット同士がキスをしているので本人はどうにもなってない。 

 

清水： 例えば、映画でアイアンマンとかあるじゃないですか。 

 

高本： アバターとかね。 

 

清水： あれってやっぱり現実的な話･･･ 

 

高本： やろうと思えばできますけど、その必要性がどこまであるかですよね。さっきみたいな

例えば、会議に参加するとか、デートするとか、本当に飛行機乗って行くには膨大に時間と休み

が必要で、一瞬にしてドラえもんのどこでもドアと一緒で、ドア開けたらワイキキに行けるため

には、自分と同じアバターを向こうで借りられれば、風とかなんとかも全部こっちで感じること

ができれば、どこでもドアはそういう面ではできるかなと思います。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eL_I_9wVOmM
http://www.youtube.com/watch?v=qYe-ncx3rVE
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伊津： だからつい僕達は、月へ今度ロシアが無人のロケット打ち上げると。そうすると昔のイ

メージだから、なんか機械みたいなものが行って、そこでただ石を取ってくる、分析するだろう

と思うけど。今高本さんの話を伺っていると、ほとんど人間が行くべきことは全てそれでやって

しまう、その後、次になにかを作るっていうこともやれるし、資源を開発するというようなこと

もできるし。 

 

高本： できると思います。だから本当にやれることは沢山あるはずだと思うので、単に石を取

ってくるだけではなくてですね。 

 

伊津： そうすると、こういう近い地球上で、無線を使ったり携帯電話を使ったりするコントロ

ールとかやりとりっていうのは、非常に短時間でできるけども、宇宙空間というのは、それだけ

の時間差がありますよね。 

 

高本： そうですね。地球上だったら電波は光とほぼあまり変わらないので、1 秒で地球 7 回半

ぐらいは回るので、ここからイギリスまで行っても、本来は時間遅れがないはずですが手続き上

画像を変換するとかいうので、0.6秒ぐらい遅れるんですよ。 

 月までだったら、6 秒だったかな 9 秒だったかなぐらいなんですよね。片道だから、向こう行

って結果こっち帰ってくるのには、その倍かかりますけど。それでもその程度ですから。人工衛

星とかだったら地球の表面を飛んでいるので、これだったらほぼ地球上で電波やるのとほぼ同じ

リアルタイムでできる。 

 

平井： 月まで 38万キロだから・・・ 

 

高本： ああそうか、そうしたら 1秒ですね。 

 

平井： 1秒で帰ってくるんですよ、パルスはね。 

 

高本： 電磁波とかあるからちょっと遅れるんだと思うんですけど、そのぐらいの遅れだから、

ロボット屋の考えることとしたら、例えば 3 秒遅れるとしたら、3 秒後に今命令を出して 5 メー

トル進めっていう命令を出して、3 秒後どこに行くかっていうのは予測できます。だから見えて

いる画像の中に 3 秒後の自分の位置を必ず入れながら、今度はそれを遠隔操作するとどこにもぶ

つからないで進むということはできます。 

伊津： ところでロボット技術がこのまま進めば人類の活動範囲は宇宙に拡がることができるで

しょうか？ 

 

高本： できると思います。人間がやってもできますが、より安全にできるでしょう。リスクを
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考えればロボットでもできると思います。 

 

平井： 問題は、値段と時間ですね。 

 

高本： 本当に低価格になるためには量産することが大事ですね。 

 

平井： ちなみに、テムザックという名前の由来は？ 

 

高本： 最初に引き継いだ会社が「高本商会」なので TMS ですね。最初につくったのが「受付警

備」ロボットなの UKで、TMSUKとしました。 

 

平井： なるほど！ところでセキュリティーはどうなっているんですか？ 

 

高本： 警察関係からセキュリティーがなっていないと言われるので、自分のところの警備ロボ

ットとか巡回させたいのですが、なかなか自分のところにかける予算が回せなくて・・・ 

 

伊津： 大分予定時間をオーバーしましたのでこの辺で区切りをつけましょう。本当にお忙しい

中開発にまつわる貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。 

 

2013 年 6 月 28 日 高本氏を囲んで 




