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　産業用ロボットにおける知能化技術，その応用とビジネスチャンス◆ 特集 1 ◆
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ドウェア開発に取り組んでいる。以下では，著者が近年

開発したロボットに AI を導入するための方法論と，新

しいロボットハンドを紹介する。

2　産業用ロボットのための AI 技術

　産業用ロボットに搭載する AI 技術は，「身体 AI」と「認

識 AI」に大別できる※1。前者は，環境や作業に合わせ

て，ロボットの身体の制御や軌道計画を行う AI であり，

代表的なものに STOMP2）や RRT-connect3）などがある。

身体 AI は，ロボットが環境にどのようにアプローチし

て作業するのかを瞬時に決定する。例えば，障害物が存

在する狭い環境で，ロボットの手先を作業スペースに潜

り込ませるような機能を提供する。もちろん，作業空間

が単純であれば AI の手助けは必要なく，従来の制御方

策や逆運動学ソルバ 4）などが利用できる。これらの技

術は開発段階にあるが，かなり実用化に近づいているよ

うに見える。

　後者は，囲碁で脚光を浴びている「Deep Learning」

が代表的である。主に操作対象の姿勢や種類を認識す

るために用いられる。産業用ロボットへの応用として

は，Google 5）や UC バークレー校 6） の研究が先端的で

ある※2。 しかし，認識 AI の実用化には，解決しなけれ

ばならない問題が山積している。その一つが，高い導入

コストと不十分な認識率である。

1　人口減少とロボットと AI

　これから始まる少子高齢化による労働年齢人口の減少

は深刻である 1）。また，人口減少が労働力不足を引き起

こし，その結果として「人手不足倒産」や「人件費高騰

倒産」が急速に増加することが予想されている。すでに

人手不足が深刻化し始めた産業領域もあり，この問題に

対する危機感は非常に大きい。しかし，現在のところ有

効な解決手段がない。もはや，日本の豊かさや発展を維

持することは困難だろうと，多くの人々が考え始めてい

る。

　このような状況で注目を集めているのが「ロボット技

術（RT）と人工知能（AI）の融合」である。これまで

にないような知性を持ったロボットによって，近未来の

労働力不足を解決することを目指した研究が，多くの機

関で始まっている。しかし，人口減少の解決策として求

められるロボットは，今までの「生産性向上や 3K労働

代替のための高付加価値ロボット」とは少し違う。「猫

の手も借りたい」という時に役に立つような，「ヒトに

とっての単純作業」（低付加価値労働）を代替できるよ

うなロボットである。しかし，その実現は，技術的に非

常に難しいことがわかってきた。その作業には，従来の

ロボットが不得意としてきた作業，もしくは利潤の出に

くかった作業が多く含まれるのである。

　AI や IoT，ICT と呼ばれる新しい技術の潮流は，この

ようなロボット技術開発に大きな影響を与えると，多く

の人々が考えている。著者もその一人だ。そして，産業

用ロボットにAIを接続し，AIを助けるための新しいハー
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2.1　認識 AI の問題

　認識 AI を構築するためには，膨大な訓練用データが

必要である（図 1）。生産ラインに設置された産業用ロ

ボットを想定すると，その訓練用データの収集や訓練・

検証のプロセスでは，ラインを停止しなければならない。

この作業は一般に高コストであり，多品種変量生産のラ

インは対応できない。さらに，製造業の現場で求められ

る精度や速度，稼働率を満足する AI 技術は，（現状では）

存在せず，エンジニアの頻繁なサポートを必要とする。

したがって，多品種変量生産のための製造工程や，特殊

な取り扱いが必要な工程には，AI の導入が困難である。

また，粉塵・高湿度・高温・低温・照明不良・屋外環境

などの環境への対策が必要であったり，センサの特性ご

とに訓練用データを収集する必要があったりと，現場レ

ベルのすり合わせが欠かせない。ヒトの単純作業の現場

の多くは，産業用ロボットには過酷な環境である。

2.2　認識 AI をクラウドに接続

　この問題の解決手法として，三つの要素：①「身

体 AI」を持った産業用ロボット，②「HI: human 

intelligence（人の知能）」，③それらを繋ぐクラウドサー

ビス，から構成されるシステムを提案している（図 2参

照）。 このシステムについて説明しよう。

　まず，複数のセンサによって産業用ロボットの周囲

環境をリアルタイム計測し，作業に必要な情報を抽出

してサーバに伝送する。作業の初期には，サーバはさら

にHI にセンサデータを伝送する。しばらくの間は（例

えば一か月），工場からの問い合わせに HI が答え続け

ることで，工場での作業を進行する。その間，クラウド

サーバには，センサデータとHI の「答え付きのデータ」

が蓄積される。このデータはまさに「AI 訓練用データ」

である。十分にデータが蓄積された後は，これを利用し

て認識 AI を訓練することができる。訓練が終わった後

は，工場を自律的に運用できる。これらのシステムを提

供するサービスを「AI ⇔ HI クラウドサービス」と呼ぶ。

HI は AI とは違い，作業内容に合わせて柔軟に対応でき

る。口頭で作業内容を指示することもできる。訓練用デー

タを膨大に収集するイニシャルコストも必要ない。
図 1　「認識 AI」は大量の訓練用データを必要とする
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図 2　ロボットとヒトを接続する AI ⇔ HI クラウドサービス

① インテリジェント産業ロボットの創出

② AI ⇔ HI※互換の遠隔操作システム

③ クラウドサーバでの AI 訓練データの蓄積
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2.3　IBM Watsonを利用したシステム実装（図3参照）

（1）「身体 AI」システム

　著者は，これまでに産業用ロボット SIA5（安川電機）

を自律的に動作させるシステムを構成している 7-9）。こ

のシステムには身体 AI が搭載されており，7軸の産業

用ロボットが自律的に作業を行うことができる。作業領

域は複数の深度カメラで撮影され，選択された映像がク

ラウドに伝送される。

（2）AI ⇔ HI クラウドシステム

　クラウドサーバは，データセットを蓄積するための

「Box API」と，HI 端末へデータを成型し転送を行う「IBM 

Blumix」で構成している。これは，HI からの返信への

対応と工場への答えの伝送も担当する。データを訓練し

て認識 AI となるのは「IBM Watson」である。

（3）HI システム

　HI 端末として，ソフトバンクロボティクスの「Pepper」

を採用している。これは，ロボットって何？どうやって

扱うの？という人でも扱いやすい端末である。ロボット

に対する愛着が，仕事のモチベーションを高める効果も

ある。工場からのセンサデータは Pepper に伝送され，

胸のタブレットの映像や音声，身振りを通じて，解いて

もらいたい問題をHI に問いかける。音声やタッチパネ

ルの操作で答えを入力すると，その「答え」がクラウド

に返される。クラウドには「画像と認識結果」がセット

になって Box に蓄積されると同時に，工場にも「答え」

が送られる。その「答え」に従って，工場のロボットは

作業を進める。 

（4）IBM Watson の訓練と自律運用

　さて，ある期間このシステムを運用すると，多数のAI

訓練用のデータが Box に蓄積する。必要な量のデータ蓄

積が確認されれば，IBM Watson の「Visual Recognition 

API」を利用して訓練を開始する。その後は，Watson が

HI の代わりに認識を担当することができるようになる。

工場のロボットはWatson との通信により，高速かつ休

息を必要としない操業を開始する。もし作業内容の変更

があっても，すぐにHI を繋ぎなおすことができる。HI

は AI とは違い，作業内容に合わせて柔軟に対応できる。

口頭で作業内容を指示することもできる。訓練用データ

を膨大に収集するイニシャルコストも必要ない。過去の

作業内容を再利用したい場合には，Watson は即座に対

応できる。蓄積されていく認識 AI の機能や Box API に

蓄積されたデータは，再利用や販売が可能である。

（5）「ラストワンピース」はロボットハンド

　AI ⇔ HI クラウドシステムは，身体 AI が正確かつ自

律的に運用されることを前提としている。すでにロボッ

トが作業を行っている現場への導入はそれほど困難で

はない。しかし，「ヒトにとっての単純作業」でロボッ

トが不得意とする作業は多岐にわたる。これらの作業に

システムを導入するには，身体 AI をかなり高度に構築

しなければならない。そして，身体 AI の高度化の鍵は，

ロボットハンドである。AI の扱うバーチャルな計算世

界と現実の物理世界の接点こそが「ロボットハンド」で

あり，これがシステムのパズルの「ラストワンピース」

である。著者らは，そのワンピースとして，機能性磁性

流体を利用した「万能ハンド」を開発している（図 4）。

Cloud

Factory HI

Watson API

box API IBM Bluemix
Python build pack

Qimessaging

学習の管理

YASKAWA

あ

い

う
え

お

え

う

え

お

図 3　AI ⇔ HI クラウドサービスの実装と INNOVATE HACK KYUSHU でのプレゼンテーションの様
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瞬時に手先の硬さを制御できるこのハンドは，対象物の

形に倣って瞬時に固化することができる。ほとんど把持

圧をかけなくても，対象物を安定して把持可能であり，

計測が不十分でも多様な物体を把持することができる。

このハンドは，本年から一部企業にて試験運用が開始さ

れる予定である。このハンドを利用することで，センサ

に要求される精度やロボット動作の厳密さを緩和できる。

2.4　AI⇔HIクラウドサービスのメリット（図5参照）

（1）労働者のメリット

　HI はインターネットに接続された自由な場所からシ

ステムにアクセスできる。介護施設や自宅からでも，通

勤を必要とせず AI の代わりに労働に従事できる。離島

や海外でも勤務が可能である。3K業務も，快適な場所

複雑形状・複数素材の教示なし把持

図 4　万能ハンド

図 5　AI ⇔ HI クラウドサービスのメリット
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で作業可能である。身体的なハンディキャップを持つ人，

リタイヤした人も大丈夫。いままで，労働人口とみなさ

れなかった人々も，知能で労働することが可能になる。

また，作業データがクラウドを経由することで，セキュ

リティチェックや質のチェックが可能になる。

（2）工場のメリット

　工場から見ても多くのメリットがある。AI導入のデー

タ収集のために工場を停止する必要がない。クラウド利

用料とHIへの報酬（アルバイト代程度）で，AI訓練用デー

タの収集が可能である。そして，このシステムは，必要

に応じてHI と AI を切り替えることができるので，作業

変更があっても迅速に対応できる。HI は例外処理にも

強い。

（3）サーバのメリット

　さらに，サーバ管理者にもメリットがある。蓄積され

たデータは，他に利用できる可能性がある。つまり，「セ

ンサ信号とHI の答えのセット」は，再利用や転用の価

値が十分にある。これを販売することや，必要に応じて

様々なユーザに提供することがビジネスになる。

3　おわりに

　以上の著者が提案するシステムは，現存する技術を丁

寧に組み合わせることで実現可能である。また，AI ⇔

HI クラウドサービスが応用可能な産業領域は数え切れ

ない。食品，製造，リサイクル，医療，クリーニング業，

3K工場などがある。さらに各事業者，参加者には多く

のメリットが発生する。著者らはこのサービスを実現す

るための社会実験の実施を計画している。
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