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ロボ ッ トとい う言葉 は指 してい る内容 の正確 さは別 とし
て日常語 として完全 に定着 してい る。小説 ,映 画,漫 画で
描かれた ロボ ッ ト,産 業用 ロボ ッ ト,2足 で歩 くことがで
きる人間型 ロボ ッ ト,大 の形 をしたペ ッ トロボ ッ ト等 イメ
ー ジは明確 になってい る.カ レル ・チ ャペ ックが 1920年
に戯曲 「
R・ U・ R」 の中で ロボ ッ トとい う言葉 を使 って
か ら80年 ,ロ ボ ッ トは良 い意味 で も悪 い意味 で も市民権
を得 てい る。
それでは,本 特集 の Roboticsとい う言葉 は如何 であろ う
か ?多 くの人 はロボ ッ トに関す る学問 ・技術体系 と考 えら
れるであろ う。 ロボ ッ トエ学 であれ ば,ロ ボッ トの工学 に
関す る諸 々の ものを指す と素直 に判断され るであろ う。 し
か し,Roboicsの 本当の意味 は,主 体 と客体 との関係 を表
す学問分野 であ る。すなわち,こ の世界 において世界 を認
識 し記述す る主体 (例えば,Aさ ん)と 主体 か ら認識 され
る客体 (Bさ ん,cさ んあ るい は物)が 存在 して,そ の間
の関係 を表す ものであ る。例 えば,物 理的関係 であれば地
球 に設定 された絶対座標系 で Aさ んの位置 ・姿勢 が記述

セ ンサ ーが重 要 な要素 となって現 れ ,セ ンサ ーか らの情報
を処理 しアクチ ュエ ー タに指示 を出す ための アル ゴ リズ ム
が 開発 され ,益 々い わゆる ロボ ッ トエ 学 となって い く.
しか し,Roboucsの 本質 はあ くまで も 「
主体 と客体 との
関係」 の部分 にあ る。主体 は 自ら外界認識 能力 を持 つ 。人

間がそうであ る。客体 はあ くまで も主体 が認識す るもので
ある。我 々が認識 してい る世界 (人間 も居 れば,機 械 もあ
り, 自然 もある)で あ る。そ して, これ らをどのように取
り扱 うか ?通 常 の意味での機械 は,セ ンサ ー を用 いて外界
を部分的 に認識 し作業 を行 う:低 レベ ルな関係 の記述 であ
る。 もう少 し進み,フ イー ドバ ックが入 って くると作業 の
結果 ,変 化 した外界 を認識 し作業 に変更 を加 える。 これで
もまだ低 レベ ルでの関係 の記述 である。現状 の Robodcsは
まだ この辺 りを探 っているようである。更 に進むと,外 界
を認識 してい る主体が,客 体 のみではな く自分 まで も客観
化 し全体 を一つ として認識す ることになる。 これは自他分
離 か ら自他非分離 としての認識へ進化 した ことであ り,人
間はこの認識 を行 っている。

され ,そ の Aさ んが 自由 に設定 した座標系 で表 される B
さん Cさ んが居 る とい った もので あ る。座標系 を何処 に

は 「
主体 と客体 との関係」 を通 して認識 に関 して学問的な

取 るのかが重要 な問題であ って,Robodcsの 最初 の SutteCt
になってい る。そ して,こ こに時間軸が入って動作 とい う

方向付 け を行 ってい くものである。我 々 自身の理解 を行 っ
てい るともい える。狭 い意味 での ロボ ッ トエ 学 ではな く,

ものが認識 され る とその記述 にダイナ ミックスが付与 さ
れ,微 分方程式が導出されロボットエ学 らしくなって くる。

我 々の知的営 みを理解す るための Roboticsとして捉 えてい
ただ けれ ば新 しい地平線が見えて くると思われる。是非,
本特集 でその一端 で もかい ま見てい ただ きたい。

また, どのように外界 を認識す るか といった問題が生 じて
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この ように書 くと難 しい ようであるが,要 はRobodcsと

