












1. はじめに 

我が国では，科学技術政策[1,2]においてロボット

技術や人材育成に関して，様々な提言によりプロジ

ェクトが推進されている．現在推進されている第 3

期科学技術基本計画の分野別推進戦略[3]において，

ロボット領域は情報通信分野における戦略重点科学

技術に位置付け，イノベーション 25[4],革新的技術

戦略[5]などでも次世代のロボット技術への高い期

待が示されている． 

ロボット技術は数多くの省庁がそれぞれ研究開発

を推進しており，内閣府が司令塔となって府省連携

の強化の推進を目指した科学技術連携施策群のひと

つである「次世代ロボット連携施策群」が推進され

てきた．現在，さらなる連携を目指して後継の次世

代ロボット研究連携推進会議が定期的に開催され，

内閣府総合科学技術会議のもとに総務省・文部科学

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

通省が連携に向け議論している．例えば，農林水産

省と経済産業省は農商工連携としての食糧システム

や植物工場に関する報告書[6,7]を取りまとめ，省エ

ネ技術やロボット化などの工学的なアプローチの期

待と人材育成の必要性が記述されている． 

しかしながら，「科学技術・研究開発の国際比較

2009年版 -電子情報通信分野-」[8]によると，「い

つまでも日本がロボット大国であり続けられるかど

うか予断を許さない」として日本国内に危機意識が

ある状況ではあるが，それでも日本が尐子高齢化社

会などの世界的にも重要な課題をロボット技術で克

服していくかについては，国際社会が注目している．  

さて，2009年 9 月に発足した鳩山内閣は，新成長

戦略[9]および施政方針演説[10]において課題解決

型国家を目指す姿勢を示している．これらにおいて，

日本の強みを生かした成長としての「環境・エネル

ギー」と「健康（医療・介護）」が，フロンティア

の開拓による成長としての「アジア」と「観光・地

域活性化」が，成長を支えるプラットフォームとし

ての「科学・技術」と「雇用・人材」を挙げている．

（図 1参照） 

新成長戦略では，主として地球温暖化（エネルギ

ー）対策と尐子高齢化対策の課題を解決する「モデ

ル国」となるため，「グリーンイノベーション」と

「ライフイノベーション」を日本の戦略的なイノベ

ーション分野として人材育成や技術開発を後押しす

るほか，需要を創造するとしている． 

 

2． 理科教育と科学技術リテラシーについて 

現代においては科学技術と社会が密接につながっ

ており，人々は環境問題や人口問題，情報技術など

に関して科学技術の在り方についての判断を迫られ

ることが多い．科学的な見方・考え方[11]によって，

客観的で合理的な評価ができることが重要で，科

学・技術はこれまで以上に重要な「教養」 になって

おり，科学技術リテラシー（あるいは後述の科学的

リテラシーや技術リテラシー）が世界的に話題とな

っている． 

技術革新が進展し, 知識社会へと向かう先進諸国

において, ICT (情報通信技術) は一般家庭や学校, 
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図1． 新成長戦略（基本方針）～ 輝きのある日本

へ～のイメージより[9] 



オフィスから工場まで様々な環境に浸透してきてい

る．労働という側面に限定しても, 仕事の中で要求

されるスキルの変化はICT の進展に応じて速まって

きており, スキルを磨き続けていなければ, たちま

ちのうちに陳腐化してしまう．そのような技術変化

に対応できる労働者の慢性的な不足が, 労働市場で

のスキル・ミスマッチを生むと考えられている．  

国際教育到達度評価学会IEA（International As-

sociation for the Evaluation of Educational 

Achievement）による国際比較調査TIMSS（Trends in 

International Mathematics and Science Study)で

は，世界の児童・生徒の理科に対する興味の推移を

追跡調査している．2007年の調査によると，日本は

学年の進行とともに理科（自然科学）に対する興味

が低下していることが明らかになっている．理科に

ついての自信は，日本の小学4年生と中学2年生では

それぞれ8ポイントと28ポイント国際平均値より下

回っている．また，「理科を勉強すると日常生活に

役に立つ」「他教科を勉強するために理科が必要だ」

「自分が行きたい大学に行くために理科でよい成績

をとる必要がある」「将来，自分が望む仕事に就く

ために，理科でよい成績をとる必要がある」という

設問に対し，肯定的な回答をした中学2年生の割合が

20～30ポイント国際平均値より下回っている．[12] 

科学的リテラシーとしては，経済協力開発機構

OECD（Organisation for Economic Co-operation and 

Development）では，世界の15 歳を対象にした「国

際学習到達度調査」PISA（Programme for Interna-

tional Student Assessment)のPISA2006[13,14]にお

いて，「30 歳の時点で自分が科学に関係する仕事に

就いている」と予測する日本の15歳生徒はわずか8％

であり，OECD平均の25％を大きく下回わる結果とな

った．日本の15 歳生徒はPISA 調査のテストでは成

績が良かったにもかかわらず，自らの科学的能力に

対する自信は，OECD 加盟国の中で一番低かった．こ

の結果が「PISAショック」とも呼ばれる議論となり，

思考力・表現力など社会的実践力を育む活用型学力

（PISA型学力）に向けた授業モデルの開発が関心を

集めている．[15] 

さらに，OECDでは，国際成人技能調査PIAAC

（Programme for the International Assessment of 

Adult Competencies） が現代の情報化時代に求めら

れる成人のコンピテンシーを測定する大規模な国際

調査も企画されている．[16,17] 

科学技術白書(平成 21 年度版)[18]では,中国やイ

ンドなどの台頭や尐子高齢化による労働力の急減な

どが指摘されている．国際競争力を高めるため，基

礎科学力の強化や，大学・研究機関が出した成果の

積極的な活用などを求める一方で，「国際的な研究

者のネットワークから取り残されつつある」と警鐘

を鳴らしている．教育再生懇談会[19]でも英会話力

や理数教育について議論され，科学技術・学術活動

の基盤となる人材をいかに養成し，確保していくか

が極めて重要であると報告している． 

また，技術リテラシーについては，日本工学アカ

デミーEAJ（The Engineering Academy of Japan）の

「技術リテラシーと市民教育」[20]において，技術

リテラシー教育が初等教育と普通高等教育から欠け

てしまっていると指摘している．現在の教育課程の

枠内で，すこしでも早く最低レベルの技術リテラシ

ーの学習を取り入れるとすれば，「総合的な学習の

時間」を利用するほかないと提案している．しかし

ながら，問題はカリキュラムを作り，教室や実験室

での学習を担当する教員の能力であり，なかでも小

学校の教員でこの問題が表面化しようと指摘してい

る．特にリテラシー教育に適当な教材の選定が重要

で，技術的知識は充分でなくても小学校程度の科学

リテラシーがあれば自然に生徒とともに教員自身も

技術リテラシーが身につけられるような教材の開発

と並行して総合的な教育に適した題材についての教

員に対する情報の提供も重要となるとしている．  

このように，科学技術創造立国に向けて，我が国

全体の研究開発や国際競争力を維持・向上させると

ともに，イノベーションを絶え間なく創出する活力

ある社会を実現し，安全・安心で質の高い生活環境

を構築するためには，科学技術や学術活動の基盤と

なる人材の育成・確保や社会の多様な場における活

躍の促進が極めて重要な課題となっている．こうし

た観点から，文部科学省は「科学技術関係人材総合

プラン 2009」[21]としてとりまとめ，科学技術関係

人材の育成・確保，活躍の促進に向け，初等中等教

育段階から大学学部，大学院，社会人に至るまで連

続性をもった取組を総合的に推進し，平成 21 年度概

算要求額は約 1650 億円であった． 

図 2において，①に含まれる理科支援員配置事業

は小学校 5～6年生の理科で実験などを大学生らが補

佐する事業であったが，行政刷新会議「事業仕分け」

 
図 2．科学技術関係人材総合プラン 2009（文部科

学省）[21] 
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評決により廃止の判定となった．主な理由（コメン

ト）としては，「理科支援員の必要性は否定しない

が，内容・やり方を見直す必要がある．理科好きの

子どもを増やす努力を国が行うことには大賛成だが，

中長期計画なしに平成 23年までのモデル的事業では

効果がみえないため，まずは廃止して教育改革とあ

わせて行うべき．[22]」であった．このように，理

科教育のあり方が今後教育改革の中で議論される予

定である．図 3 に示すように，人材育成の社会的投

資効果は年齢が増加するにつれて低くなる傾向[23]

が指摘されている．就学期は就学後に比べて社会的

投資効果が高いにも関わらず，先述の科学技術関係

人材総合プラン 2009では理科教育に関連する①や科

学技術リテラシー教育に関連する④が②や③に比べ

て尐ない．理科離れ防止や科学技術リテラシーの向

上が十分配慮された人材育成予算を期待したい． 

  

3. ロボット教育の動向 

経済産業省のロボット政策研究会の報告書[24]に

よると,「ロボット」を「センサー，知能・制御系，

駆動系の 3つの要素技術を有する『知能化した機械

システム』」として，広く定義している．  

最近では，技能五輪国際大会でも，移動式ロボッ

トが種目のひとつとなっている．欧米でも，ロボッ

ト技術を普及・導入させるべくロボットに関与する

プログラムが，米国 NASAの“Robotics Alliance 

Project”[25]，英国の“Walking with Robots 

(WWR)”[26]など多数実施され，特に独国 Fraunhofer 

IAISが中心の Robertaプロジェクトは EUに波及して

おり，特に女性の技術者確保に効果があると報告し

ている．[27,28] このように，ロボットは世界的に

優れた教材であるといえる． 

2009年 3月 25日に報告されたロボット産業政策研

究会の報告書[29]において，「我が国は尐子高齢

化・人口減尐という大きな課題に直面しており，介

護・福祉分野などでのロボットの活用ニーズが高ま

っている中，我が国の国内に，ロボットに必要なも

のづくりや IT分野の研究開発，設計，製造の現場を

維持・発展させていくためには，それにふさわしい

人材の育成が不可欠であり，教育の役割が極めて重

要である．小学校・中学校においては，平成 21年度

から新しい学習指導要領への移行が始まり，新しい

中学校学習指導要領の解説には，中学校技術・家庭

科の「エネルギー変換に関する技術」と「情報に関

する技術」における製作品の例としてロボットが挙

げられ，ロボットを題材としたメカトロの設計など

が産業界での即戦力となる人材の育成事業として実

施されている．また，初等中等教育においては，実

際に動きがあるため実物教育に適していることや課

題設定の自由度の高さといったロボットの教材とし

ての特長が活かされ，理科離れが議論される中でも，

生徒を惹きつけている．高等教育においても，ロボ

ットが機械や ITといった様々な分野の技術で構成さ

れており，それらの技術及びその統合技術について

学べることが利点となっている．将来的には，こう

した各教育段階での取組が連携し，産業界などで求

められる人材に応じて体系化されていくことで，よ

り効果的な教育が可能になると考えられる．このよ

うに，ロボットそれ自身が教材として用いられ成果

が上がっていることである．」と報告され，理科離

れが懸念される中，ロボットの教材としての有効性

が強調されている． 

また，総合科学技術会議のロボット領域検討会の

報告[30]によると，「ロボットは一般の人々の関心

も高く，動きを見て理解し易いことから，科学教育，

ものづくり教育，ロボットを題材としたコンテスト

や芸術はじめ様々な文化活動など，教育，文化の振

興にも大きな効果を持つ．数学，物理，機械，電子，

情報，さらには芸術コンテンツ創造まで多岐にわた

る分野を総合的に身につけることにも役立ち，人材

育成の観点からも非常に有効性が高い点にも鑑み，

より多くの人が若いころからこのような研究開発に

触れることのできる環境を作ることが望まれる．ま

た，人材育成に関しては日本国内のみならず，ロボ

ット研究通じた教育によるとアジア諸国等との関係

強化など，国際貢献おいても役立ってきている」と

してロボット領域についての新たな視点としてとり

まとめられている． 

 

4. ロボット教育の導入・普及のポイント 

前述のように，ロボットを用いた教育は，多岐に

わたる分野を総合的に身につけることに役立ち，バ

ランスのとれた学習が可能である．ロボットは，初

等教育からの理科教育用の実物教材として最適であ

 

図 3．教育投資に対する収益率のイメージ[23] 



る．日本工学アカデミーが提言するように，初等教

育からの技術リテラシー教育を導入すれば，様々な

技術について知見を深めながら，将来の課題解決型

国家を担う人材が育成できることになる．図 4は，

ロボットによる感動から，好奇心・興味を発生し，

必要感・信念を高め，科学技術リテラシーを向上す

るとともに，人材の育成・確保を達成し，我が国や

国際社会の諸課題の解決に向けた様々な貢献ができ

ると同時に，ロボット技術も発展するというポジテ

ィブフィードバックの概念を示している． 

しかしながら，予算の尐ない初等教育において，

ロボット教育を推進していくためには，IT 技術を導

入することが普及への重要なポイントである．デジ

タル教材とリアル教材の併用は，その有効な手法で

ある．デジタル教材としては，JST理科教育支援セン

ターの「理科ねっとわーく」[31]や「JSTバーチャル

科学館」[32]などがある．「理科ねっとわーく」で

は，大学・研究機関などの最先端の研究成果を活用

した科学技術・理科教育用デジタル教材を全国の教

育現場に提供している．例えば，「ロボットを通し

て見た物理の世界」[33]（図 5参照）では，「眼」

「手」「足」という部位を成り立たせている物理に

ついて学習することができるようになっている．こ

れ以外にも，様々な理科教育テーマにデジタル教材

としてまとめられており，ロボットに関連させてデ

ジタル教材を活用すれば，体系的なロボット教育の

学習プログラムを構築することにつながる． 

 

5. まとめと国策への期待 

これまでの議論を国策としてのロボット教育への期

待を込めて，以下にまとめた． 

(1)地球温暖化（エネルギー）対策や尐子高齢化対策

の課題を抱える日本が課題解決型国家のモデル

国となるためには，初等教育における理科離れを

防ぎ，技術者の育成・確保と科学技術リテラシー

の向上が必須である． 

(2) ロボットは感動を与えるだけでなく，多岐にわ

たる分野を総合的に身につけ，バランスのとれた

学習が期待できる． 

(3)科学技術リテラシーの向上を目的として，初等教

育からロボット教育を幅広く導入・普及するため

にも，積極的なデジタル教材の活用が望ましい． 

(4)これらの観点から，課題解決型国家のモデル国と

して課題解決型人材を数多く育成することを国

家戦略とし，教育改革とあわせてロボット教育を

体系化する人材育成プログラムを開発・導入する

ことが重要である． 

(5)ロボット教育により育成した人材が国際的にも

地域活性化にも活躍できる場の提供を，関係省庁

が連携して推進すべきである． 
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1. 大学発教育支援コンソーシアム推進機構 

2008 年 10 月，東京大学に「大学発教育支援コンソー

シアム推進機構」が設置され，埼玉県教育委員会や

東京都文京区教育委員会，宮崎県五ヶ瀬町教育委員

会などとの連携がスタートした。きっかけは，安倍

内閣下での教育再生会議である。委員であった小宮

山・前東大総長は本会議の「社会総がかりで教育再

生を」との提言を受け，これを具体化する方策とし

て「大学発教育支援コンソーシアム」を提案した。

コンソーシアムは，大学での研究成果を生かして

小・中，高校の教育の質を高めることを目的として

いる。東大だけでなく，京都大と京都市教委，名古

屋大，お茶の水女子大，早稲田大の各機関でも活動

を始めている。それぞれが関係の深い地域を支援し

ながら大学同士で連携し，研究者が培ってきたリソ

ース（資源）を提供する。今後，連携大学を増やし，

更に産学が連携して民間企業にある専門性を教育現

場に導入し，教育の在り方を多様化してその質を上

げる試みを展開する予定である[1]。 
 

2. 学習科学 

同推進機構は認知科学を基礎に置き，人がどのよう

に科学的概念を理解するのかなど学習のメカニズム

と，それを支援する実践方法について教育現場での

学習の質向上のための実践的な研究・研修活動に取

り組んでいる。そのような研究分野を「学習科学」

と呼ぶ。人の学びについて，これまでよりずっと詳

細な分析をして，学習というものがどのような過程

を経て起きるものなのかを精査し，そこから得られ

る知見を元に学習を支援して，学習の質を全体とし

ていまよりもっとずっと高めようという気概の大き

い目標に向かってさまざまな角度から実践的な研究

が進められている[2]。 
 学習がどのようにして起きるのか，例えば｢学校｣

と呼ばれる制度の中で｢授業｣と呼ばれる仕組みによ

って人がどれ程のことをどの程度身につけるのか，

その過程は実際どんなもので，うまくいかない場合

にどんな支援が有効なのか，きちんとしたことはま

だ十分にはわかっていない。そもそも人が一生の間

にどれほどの知識を身につけるものなのか，それを

どうやって身につけたのかなどについては，基本デ

ータすらない。学習科学は，それらを少しずつはっ

きりさせて，実際に学校の授業の中などで有効な学

びが起きそうな実践に結びつけ，学びとはどういう

ものかを実証的に検討する。 
学習科学研究がもたらした大きな変化の１つに，

学習を，単に個人的なものとしてではなく，人々が

相互に影響を与え合って互いの達成度を高める協調

的なものと捉え直す学習観の変化がある。この変化

そのものが学習とは何か，また理解や推論，問題解

決，知識生成などの高次認知過程とはどのようなも

のかについての認知的な考え方を深めるさまざまな

研究を生んできた。同時に協調的な学習場面では（研

究や開発場面でも同じだが），複数の者の間で会話

が交わされたり，互いの考え方の検討のためさまざ

まな外化記録が残されたりするため，これまでは観

察しにくかった途中のプロセスが分析可能になって

きた。この観察，記録，分析のために昨今の情報記

録技術の飛躍的な進展が大きな役割を果たしている。

このように学習科学研究は，一方では現実のテクノ

ロジの開発と深く関係して現実の教育を変えようと

しており，他方認知過程の根底とも言える学習過程

そのものについての認知科学研究者の理解を進化さ

せつつあると言えるだろう。 

3. うまく行く学習の特徴 

学習研究の流れの１つに，うまくいった学習とはど

のようなものかを調べる研究がある。物理学者やチ

ェスのグランド･マスター，職場の達人や音楽，スポ

ーツといった分野で国際的に活躍する人などを対象

に，実験に参加してもらったり，生育歴などを調べ

たり，人類学的な手法で行動観察したりして，熟達

学習者ひとりひとりが納得する学びを目指して 
○三宅なほみ （東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構） 

Educational reform aiming at individual knowledge building 
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Abstract － A new discipline called learning sciences study the process of how people learn to become 
wiser in formal and informal settings, to design more effective learning environments.  One of the widely 
shared design principle in the field is to make learning environments collaborative, where participants natu-
rally examine and reflect one’s own understanding, to find new questions to create more integrated know-
ledge.  The presentation plans to introduce the notion of “learning by design,” where participating learners 
work in a community sharing “scientifically evidenced” facts to design a novel object for fair competition. 
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とはどんな過程で起きるものかを研究する。それら

の報告から人が何かに上達するまでの学習過程の特

徴をまとめてみると， 
・ 自ら学びたいという強い動機づけがある 
・ かなりの量，例えば数千に及ぶ時間がかかる 
・ 積極的な関連情報の収集，蓄積，構造化 
・ 失敗や成功経験の繰返しとその統合 
・ 意図的，計画的な練習が有効な場合がある 
・ 到達点が再吟味され新たな目標が設定される 
・ 教え合い，議論し合う仲間が存在する 
・ 異なった達成レベルのメンバーが混在するコ

ミュニティが存在する 
・ コミュニティ内で自我を確立することと学習

成果が直結する 
・ コミュニティ自体が目標を継続的に再吟味し，

設定し直すことが契機となってメンバーの成

長を促す 
などが挙げられ，いわゆる「学校」と呼ばれる学習

現場で普通に起きると想定される学習過程とは異な

った特徴がみられる。中でも特徴的な学習形態とし

て，複数の人が互いに自分の理解していることを説

明し合うことによって各自の理解を再確認し，自ら

まだわかっていないことを見つけて知識を再構築す

る社会的な学習形態がある。このような形態を積極

的に取り入れた学習デザインを一般に「協調的な学

習」と呼び，さまざまな形態での協調的な学習法と

その効果が報告されている。 
  

4. 「協調的な学習」実践とその効果 

協調的に学ぶためには，自分の考えを持ち，それを

外化し，他人のアイディアと相互参照吟味してその

結果自分の考えを作り直すなど，私たちが普段行っ

ている認知過程より負荷の高い認知過程が要求され

る。一般に私たちは生まれつきこのような作業を得

意とするわけではない。協調的な学習による知識構

築を支援しようという試みは，普段学習者が行わな

い学習スキルの獲得を要求する。そのような学習ス

キルの獲得を可能にする協調的な学習形態の一例と

して，ジグソー法と呼ばれる形態がある。 
ジグソー方式は最初社会心理学チームによって社

会的協調性や相互尊重観の育成を目的として開発さ

れ[3]，次第に文化的に多様な学習環境を効果的に機
能させるためのより高度なシステムに拡張された。

ジグソー法では，まず各自分担して持っている断片

的な知識を統合することにメリットがあるような課

題，例えば「高い山の上での沸点は快晴時の海面で

の沸点と同じか，それより高いか低いか」という問

題に対して，まず「山の高さと気圧の変化」「水の

三態変化」「沸点と気圧の関係」についてそれぞれ

調べて確認し，次に確認したことを交換しあって問

題を解くなどの状況を準備する。初めに学習者を三

つに分け，それぞれ三つの事項を確認した上で，そ

れらのグループから 1 人ずつを組み合わせて「ジグ
ソー」グループを形成する。こうすることによって，

ジグソーグループでは，ひとりひとりの学生が何か

しら「自分しか知らないこと」，自分のアイディア

を持っていることが誰の目にも明らかな状況が作り

出される。この状況でひとりひとりのメンバーは，

各自分担して確認したことを説明し合い各自の理解

を確認し合うとともにそれらを統合して一つの課題

を解決する。このジグソー方式は，専門家グループ

に分かれて調べたことを統合してより高度なプロジ

ェクトを行うことによって，知的な協調的活動の方

略としても有効に機能する。ジグソー法による学習

は，その効果として理解した内容の保持率が高いだ

けでなく，各自が自らの理解程度を再確認すること

によって新たな問いを見出すなど，より積極的な学

習スキルの獲得につながることが報告されている。 
協調的な学習形態のもう一つの例として，具体的

なものづくりとそのための理論的な科学的理解を組

み合わせた実践がある。例えば風船がしぼむ時に発

生する力を動力に車を走らせる課題について，走行

距離をグループで競わせるのではなく，まずそれぞ

れのグループにどのような原理で走行距離が延びる

かの予測を立てさせる。予測を公開した後，それぞ

れのグループがコミットした予測について「実験」

して「結果」を報告し合う。各グループは，すべて

の実験結果の中から「確からしい」「有効だ」と判

断するものを選んで，最終的な企画を立て，「フェ

ア」な競争によって自分たちの理解と応用力を競う。

このような手順を繰り返し踏むことによって，科学

や工学に興味関心の薄かった学生も積極的に参加で

きる授業が可能になり，その中で実験手順や互いの

成果を活用しあう精神が慣用されると報告されてい

る[4]。シンポジウムでは，この実践例を中心に新し
い学習過程理解に基づく協調的な学びが学習者ひと

りひとりの納得を導く仕組みを紹介し，参加各位の

建設的批判的検討を仰ぎたい。 
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This paper describes social contributions through robot contests of JSME-RMD Technical Session on Education 

on Mechatronics (TSEM) and Hokkaido University respectively. On the robot contest produce competition as one of 
activities of JSME-RMD TSEM, participants plan an original robot contest for children including the rule book, the 
field, the robots for demonstration and the promotion video. Then, they present the robot contest as the trial 
management. This competition aims to promote their creativity, especially the problem-raising ability and the 
problem segmentation ability, and presentation ability too.  

 

1. 緒 言 
近年，ロボットコンテスト（以下，ロボコン）などの

技術系イベントが全国各地で盛んに行われ，学会，地域
自治体，企業，学校など多種の団体が主催し，その規模
も大小さまざまである．ロボコンは参加する者の創造力
を育成することや，見る者の理工学への興味をかきたて
ることを大きな目的として，物づくり教育，創造性教育
に多いに貢献している． 

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門メカ
トロニクス教育研究会ではロボコンプロデュースコン
ペティションを実施している[3]．従来のロボコンには
ない着眼点をもった創造性教育である．本報では，ロボ
コンプロデュースの目的と創造性教育における役割に
ついて述べる．また，ロボコンの更なる発展のための，
今後のロボコンプロデュースの展開について述べる． 

一方，地域でのロボットコンテストも様々な運営体制
で開催されている．地域レベルの活動が，全国レベルの
活動を活性化することは言うまでもなく，今後益々地域
レベルの活動を支援すべきである．ここでは，長野県上
田市にて行われている「平成ロボコン」を実例としてあ
げ，地域でのロボコンの企画運営の実際と，地域活動の
活性化に向けた提言を行う． 
 
 

2. ロボコンプロデュース 
2.1 ロボコンプロデュースの目的と役割－問題提起・展

開能力を含む創造力育成 
近年，様々なロボットコンテストが行われている．例

えば，日本機械学会では 1997 年よりロボットグランプ
リを開催し，主に大学・高専生の創造性教育に力を入れ
ている[1]．一般参加型競技も実施され，参加者層に広
がりを見せている．また，学校教育においては，中学校
技術家庭科の教科書にロボコンが取り上げられ，授業の
中でも 1990 年代はじめより実施されている例もある
[2]．また，2003年には国際ジュニアロボコンが開催さ
れるなど，低年齢層の物づくり教育の国際化も進んでい
る．これら従来のロボコンでは，競技で決められたルー
ルに従って，ロボットを製作し，ロボットの性能を競っ
てきた．また，その中で物づくりの技術やアイデア，芸
術性，さらにはチームワークなどが評価されてきた． 

これら従来のロボコンは，決められたルールに従って
ロボットを製作し，ロボットの性能を競い合うものであ

り，創意工夫を凝らし，改良改善を重ねることによって，
技術力を高めることが大きな目的であった．エンジニア
として物づくりの知識や経験は不可欠であり，従来のロ
ボコンを通じた創造性教育ではこれらを育成すること
に主眼が置かれていた．つまり，指導者は，ある技術課
題を解決するために必要な知識および，その知識の使い
方を実践的に教育してきたわけである． 

しかしながら，ロボコンに限らず実際の社会問題に取
り組む際には，具体的な技術課題が明らかになっていな
いことや，問題すら明確でないこともある．このような
場合には，従来のロボコンで育成されてきた問題解決の
ための物づくり能力だけでは不十分である． 

筆者らは，問題提起，展開，解決の 3 つの能力を備え
て，創造力が身に付くものと考える．つまり，これまで
のロボコンで養われてきた問題解決能力に加えて，何が
問題であるかを認識して，それを明らかにする「問題提
起能力」と，その問題を解決すべき具体的な技術課題に
まで細分化する「問題展開能力」が必要であると考える
（図 1）． 

そこで，われわれは 1999 年より，従来のロボコンと
は異なった独自のロボコンとして，問題提起・展開能力
の育成に重点をおいたロボコンプロデュースを行って
いる[4], [5]．小中学生が作れる操縦型ロボットを用いた
対戦型ロボット競技を企画し，競技の独創性や教育効果
などを競うコンテストである． 

初回からしばらくの間は電気通信大学ロボメカ工房
および同大学 SVBL 主催で実施してきたが，2002 年よ
り日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門メカ
トロニクス教育研究会の企画として実施している． 

 

Problem

raising

Clarify the problem to 

be solved, and what 

is getting better by 

solving the problem

Problem

segmentation

Clarify the concrete 

technical problems in 

the problem to be 

solved

Problem

solution

Clarify the methods 

to solve the problem, 

and execute to solve 

the problem

Conventional robot contest

Robot contest 

produce competition

 
Fig. 1 Robot contest produce competition on creativity education 



 

2.2 ロボコン企画・運営による問題提起・展開能力の育
成 

前述のとおり，ロボコンプロデュースは従来のロボコ
ンと異なり，問題提起・展開能力の育成に重点をおいて
いる．参加者（大学・大学院生）はロボコン企画者とな
り，独創的なロボコンを企画するとともに，それを実施
するまでの過程を次のとおり模擬的に体験・シミュレー
ションする． 

(1) 小・中学生を参加対象とするロボコンを考案する
（図 2(a)） 

わかりやすく楽しく，小・中学生への教育効果が期
待できるロボコンを企画する．参加チームにはロボッ
トキットが配布され，小・中学生にも作ることができ
るロボットを用いた競技とする．対戦形式は特に規定
しない．ルールは子どもたちにも理解しやすいことが
望ましく，また，教育効果を考慮して，子どもたちが
ロボットの機構に工夫をしやすい競技が望ましい． 

(2) ルール集，運営マニュアル，競技フィールド，デモ
用ロボット，プロモーションビデオを製作する 

(a) 競技の進め方・ルールなどを説明したロボコンの
ルール集と，このロボコンを実施するための運営
マニュアルを作成する．ルール集は，参加者に配
布されるもので，競技について小・中学生でもよ
く理解できるように記述する．また，ロボットの
製作についても必要な情報を記載する．運営マニ
ュアルは，ロボコンを実施しようとしているひと
に必要な情報を与えるためのものである．運営ス
タッフが，事前の準備から，当日の運営，事後の
対応まで必要な作業と，その手順のすべてを記述
する．また，技術目標や教育的効果についても記
述する．（図 2(b)） 

(b) 競技フィールドは 3m×3m 以内とする．ただし，
運搬などを考慮して，折りたたみ・分解などがで
きるように設計する．（図 2(c)） 

(c) 配布されたキットのほか，各チームで用意したも
のを自由に使える．フィールド上に置くものや，
ロボットにつけるものなど，必要なものを各チー
ムで調達する． 

(d) プロモーションビデオ（10 分程度）は，ビデオを
見ただけで競技内容が理解できるもので，ルール
説明のほかに，ロボットの作り方などについて説
明しても良い． 

(3) 内容・実施方法などについて発表する（図 2(d)） 

考案したロボコンについて 15 分以内で発表する．ロ
ボコンの実演のほか，プロモーションビデオも利用す
る． 

 

以上のように，企画したロボコンの技術的な目標・課
題を明確にする過程で，問題提起・展開能力を育成する
ことができると考える．また，自らのアイデアをルール
集や運営マニュアルといった文章のほか，実演やプロモ
ーションビデオなど様々な形態で表現することでプレ
ゼンテーション能力を育成できると考える． 

 

 
(a) Planning and discussion 

 

  
(b) Rule book and administration manual 

 

 
(c) Contest field, robot and promotion video for demonstration 

 

 
(d) Presentation and demonstration 

Fig.2 Process of robot contest produce competition 

2.3 評価方法 

従来のロボコンでは製作したロボットの技術力や独創
性などが評価されるが，ロボコンプロデュースでは企画
したロボコンのルール集と運営マニュアル，実演とプロ
モーションビデオから，(1)独創性，(2)完成度，(3)教
育効果，(4)プレゼンテーションの項目で評価する．さ
らに，ロボコンプロデュース独特の総合評価方法として，
企画されたロボコンの販売価格を評価している． 
 

 

3. ロボコンプロデュースの今後の展開 
3.1 提案コンテストのデータベース化と社会貢献 

ロボコンプロデュースで企画されたロボコンは，ルー
ル集，運営マニュアル，プレゼンテーション資料を含め



てメカトロニクス教育研究会で著作権を保有している．
これをデータベース化し，web 等で公開することで，一
般社会に成果を還元していく．既に，国際ジュニアロボ
コン，青森県ジュニアロボコン，船橋市ふなばしロボコ
ンなどにて，本会で企画されたロボコンが実施された実
績がある． 

 

3.2 地域ロボコンの活性化と指導者への啓蒙活動 

現在多くの小中学校でロボコンが実施されているが，
地域格差は小さくはない．これまで，本会は東京，長野，
札幌にて実施してきた．2009 年には盛岡で実施する予
定である．今後，物づくり教育が活発でない地域で実施
することで，教員などロボコン指導者への啓蒙活動を行
うことで，地域レベルでの物づくり教育活動を活性化す
る． 

 

 

4. 地域ロボコンの実際と活性化に向けた提言 
4.1 平成ロボコン大会 － 長野県上田市の活動 

長野県上田市では，1994 年より地域ものづくり活動
として平成ロボコンを開催している[6]．信州大学のほか，
上田市や地元企業とが密な連携体を構成し，産学官連携
の理想的なものづくり活動を実施している． 

現在では，コンテスト自体は日本機械学会ロボットグ
ランプリの一般参加型競技スカベンジャーロボットコ
ンテストが行われているものの，上田ケーブルビジョン，
長野県テクノ財団，浅間テクノポリス地域センターが主
催し，信州大学を中心とした平成ロボコン大会実行委員
会が運営を行っている．また，上田市，上田市教育委員
会，上田商工会議所が後援し，理想的な地域ネットワー
クのもとで，企画運営が行われている． 

 

4.2 地域ロボコンの活性化に向けた提言 

(1) 地域の意識向上とものづくりネットワークの整備 

地域連携によるロボット工作教室を開催するには，地
域のものづくりに対する意識の向上が必要不可欠であ
る．そのためには，地域担当者となるキーパーソンの育
成が最重要課題として挙げられる．現状は，ロボット工
学に関わる教育者や研究者，技術者がボランティア的に
活動している事例が多く，キーパーソンの有無で，もの
づくり活動の地域格差に大きな隔たりがある． 

学会等が主導してセミナーなどを開催し，このような
キーパーソンを育成して，地域ものづくりネットワーク
の整備を促進すべきである．キーパーソンには，教育者
や研究者だけでなく，地域の現役技術者や元技術者，も
のづくりを趣味としている方がなり得る．実際に，ロボ
ットコンテストにて，父母や祖父母が子どもたちとロボ
ット作りを楽しんでいる光景を良く目にする．また，キ
ーパーソンを育成して，地域ネットワークを形成した後
にも，持続的にその活動を支援する体制が必要である． 

 

(2) 教育の場の提供 

地域にてロボットコンテストやロボット工作教室を
開催する際に，その企画や運営方法を考案することが負
担となる．日本機械学会ロボメカ部門メカトロニクス教
育研究会では，ロボットコンテストの企画・運営をシミ
ュレートし，新たなロボットコンテストを生み出す競技
「ロボコンプロデュース」を実施している．そこでは，

コンテストの独創性だけでなく，教育効果や運営方法に
ついても審査されている．このように，学会や教育機関
がロボットコンテストを，その教育効果や運営方法につ
いて検証した上で，そのノウハウをデータベース化する
ことで，教育の場を提供することが，地域活動の活性化
につながる． 

 

(3) 地域産業との連携，地域インフラの活用 

地場産業との連携も，各地域のものづくり活動の活性
化を促進し，また地域ごとの特色を出すことができる．
地場産業，TLO，産学共同研究センター，商工会議所，
青尐年科学館を，地域ものづくりネットワークに取り入
れ，「ひと・もの・金」の運営体制を確立すべきである．
また，参加者を募るためには，特に小中学校では地域の
教育委員会，自治体との連携も重要視すべきである． 

また，マスコミ，自治体，図書館，科学館，博物館など
地域インフラを活用して，ものづくりネットワークをよ
り強固にしつつ，地域へのものづくり意識を広範囲に浸
透させるべきである．そのためにも，キーパーソンの育
成と人の輪の構築が必要である． 

 

 

5. 結 言 
本報では，ロボットコンテストの企画とその実際につ

いて紹介した．メカトロニクス教育研究会で実施してい
るロボコンプロデュースコンペティションについて，そ
の目的と創造性教育における役割について述べた．本コ
ンペティションでは，問題提起，問題展開，問題解決能
力を含む創造力の育成を目標としている．また，全国レ
ベルのものづくり活動を活性化するために，地域活動の
実例を紹介し，活性化のための提言を行った．地域ネッ
トワーク構築とキーパーソンの育成が大きな課題であ
る．そのために，学会主導の取り組みも必要となる． 
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1. 高専におけるロボット教育 

高等専門学校（通称 高専）は，中学校卒業後5
年間の一貫した専門教育により，企業に入社後即戦

力として活躍できるような技術者を育む高等教育

機関であり，現在，全国に52校（60キャンパス）あ
る．ロボット工学は機械系，電気電子系の技術が融

合した学問であり，ロボット教育は高専においても

重要不可欠な物となっている．その最たるものがロ

ボットコンテスト（以下 高専ロボコン）で，すで

に20年以上の歴史を持つ．一方，高専ロボコンに参
加していない学生の方が多数であるため，彼らへの

ロボット教育も欠かせないため，各高専とも実験，

実習によるカリキュラムを工夫して実施している． 
本講演では，高専におけるロボット教育の一例と

して，佐世保高専の高専ロボコンへの取り組みおよ

び授業で実施しているロボット教育について紹介

する． 
 

2. 高専ロボコンにみるロボット教育 

2.1高専ロボコンの生い立ち 
 高専ロボコンは 1988年に始まった，高専といえば
ロボコンといわれるような一大教育イベントである．

その前年，NHKがアメリカ・マサチューセッツ工科
大学（MIT）で行われているロボットコンテストの
ドキュメンタリー番組を放送したところ好評だった

ということで，日本でも同様の実践的なものづくり

教育を行えばより優れた技術者を育成できるのでは，

と翌年『アイデア対決！独創コンテスト～乾電池カ

ー・スピードレース～』と銘打って大会が開催され

た．ルールは『乾電池 2個で体重 60kg以上の人を乗
せ，35 メートルのコースでタイムを競う』というシ
ンプルなものであった．全国の高専 62校（当時）に
参加を呼びかけたところ，24 校からアイデアの応募
があり，書類審査で選ばれた 12校がアイデアをもと
に乾電池カーを製作し，そのアイデアと技術力を競

い合った．Fig.1に，第１回大会の様子を示す． 
この大会の模様を主催者の１つである NHK が放送
したところまたもや好評を博し，翌年から『アイデ

ア対決！ロボットコンテスト』として人気が高いイ

ベントとなって広まった．現在は 8 つの地方大会に
各高専から２台（チーム）のロボットが出場し，優

勝および審査員推薦の合計 25台（チーム）で全国大
会を行う形式となっている．Fig.2に，第 1回～20回
大会までのタイトルを示す． 
2.2 ロボコンの教育理念 
 主催者である NHKによると，ロボコンとは『既成
概念にとらわれず自らの頭で考え，自らの手でロボ

ットを作ることの面白さを体験してもらい，発想す

る事の大切さ，物作りの素晴らしさを共有してもら

う全国規模の教育イベント』と定義されている[1]．
よって，ロボコンは対戦形式をとってはいるものの，

最も評価されるのは『アイデア』であり，対戦に関

高専におけるロボコン教育 
○前田貴信(佐世保工業高等専門学校) 
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Abstract － College of Technology(KOSEN) is executing practicing robotics education besides the Robot 
Contest(KOSEN RoboCon). In this Paper, In this thesis, it reports on an educational effect of the  Robot 
Contest and the example of practicing the robotics education.  
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してはスポーツマンシップならぬ『アイデアマンシ

ップ』が求められている（アイデアマンシップの定

義は不明確）． 
2.3 ロボコンのルール 
 高専ロボコンのルールは毎年異なるが，技術の進

歩に従いハイレベルなものとなってきている．前述

の第１回のみ例外で人が載っているが，第 2 回以降
はリモコン操縦（第 13回までは有線，以降は無線）
または搭載マイコンによる自律制御である． 
 競技のルールは大別して（1）ボール，箱，ブーメ
ランなどを運ぶ，飛ばすなどして点を取る，（2）自
作のオブジェ（地元の名産などをモチーフにするこ

とが多い）を目的の場所に障害物を乗り越えて移動

し設置，披露（変形）しその技術と芸術度を競う，

（3）運動会の競技をロボットで再現してスピードを
競う，などが多い．以前は車輪やクローラでの移動

ロボットが主であったが，最近は２足または多足の

ロボットを複数台用いることが多い． 
2.4 ロボコンへの取り組み方 
 参加各校のロボコンへの取り組み方は様々だが，

多くの高専において『ロボコン部』という部活動で

実施していることが多い．これは，当初は機械工学

科，電気工学科といった学科で希望者を募り，3～5
名程度の学生が 1 台のロボットを作るということが
多かったが，ロボットに対する技術レベルが高くな

るとともに，1 つの学科の持つ専門技術だけでは設
計・制作できない（特にマイコン制御，多足歩行機

構など），作業量が増え他の部活動と掛け持ちがで

きない，技術の伝承が不可欠，などの理由で部活動

とした方が取り組みやすいからという判断からであ

る． 
 高専ロボコンの大会までのスケジュールは，概ね

以下のとおりである． 
・4月下旬…ルール発表 
      アイデア作成，設計，試作 
・6月中旬…アイデア堤出，本格的に製作 
・7月下旬…アイデア審査結果によりアイデア修正 

      夏休みはほぼ毎日作業 
      9月以降は深夜作業もあり 
・10月～…順次，地方大会開催 
・11月下旬…全国大会 
 ロボット製作には，ルールでは決められた上限金

額があるが，実際には試作・設計変更による再製作

などで相当出費がかさみ，ルールの金額より大幅に

上回る場合がほとんどである． 
2.5 ロボコンによる教育的効果 
 ロボコンは『アイデア対決』を謳っているため，

ルールに則りながらも如何に面白い動きをして観客

を驚かせるアイデアを出せるかという発想力，その

アイデアを具現化出来るかという技術力，1つの課題
をチーム一丸となって達成できるかいう組織力が問

われている． 
 発想力を鍛えるためには，教員が学生らからアイ

デアをどうやって引き出させるのかという方法が重

要である．１つの例として，まずルールを読んで各

人にアイデアを出させ，次に最初に出たアイデア以

外のアイデアを出させることで，より個性的なもの

にしていく，という方法がある．ただし，最近では

ロボットは作りたいがアイデアは考えられない，思

い浮かばないという学生も少なくなく，問題となっ

ている．Fig.3にアイデアを討論している様子を示す． 
 技術力は部活動にすることで先輩から後輩へ伝え

ていくシステムが確立し，これにより専門技術を学

んでいない下級生や専門が異なる学生も様々な技術

を習得することが出来る．これには教員，技術職員

の他，卒業生や地元企業が協力することもある． 
 組織力は，スケジュールや予算の管理，メカ製作

班と電子回路・マイコン製作班との連携，下級生へ

の指導など様々である．スケジュールは教員がしっ

かりと指導する必要があるが，ここに企業経験者が

入るとよいという事例もある．また，上級生が設計・

製作だけでなくマネージャとして動けるようになっ

たほうが好ましい． 
2.6 ロボコン活動期以外の取り組み 
 ロボコンの活動期は 4月下旬から 11月までである
が，それ以外のオフシーズンにどれだけ部員の技能

を高めることが出来るか，新しい技術習得出来るか

が重要となっている．そこで，ロボコンで制作した

ロボットを出前授業などで子どもたちが操作できる

ように改造したり，新しいマイコンのプログラムに

挑戦したりなど，翌年に良い成績を残すことができ

るよう，年中活動している．また，前日の出前授業

ではロボコン部部員が子どもたちにロボットの操作

方法を教えたり，ロボットの概要を説明させたりと，

コミュニケーション能力を育ませる体験も積極的に

行っている． 
 

Fig.3 Appearance of Idea 



 

3. ロボコン以外のロボット教育 

高専ロボコンは高専を代表するロボット教育では

あるが，ロボコンに参加している一部の学生以外の

一般学生はほとんど関わりが無いという不完全な教

育という側面があることは否めない．ロボット工学

は機械と電気電子の融合した学問であるので，当該

の学科の学生にはぜひとも全員が学んで欲しいもの

である．そこで各高専では独自のロボット教育を進

めており，佐世保高専も例外ではない．ここでは，

佐世保高専電子制御工学科に在籍する学生全員また

は選択希望者が受講しているロボット教育の例をあ

げる．その特徴はいずれも高専ロボコンを指導して

きて得た教育方法を活用したものである． 
3.1 組込みシステム演習 
組み込み技術は特に自律型ロボットにおいて大き

な位置を占める．従来『マイコン実習』としてマイ

コンプログラムングを 4年生時にたった 1回（3時間）
だけ行っていたものを，昨今の組込み技術の需要の

高まりに応じて大幅に拡充した．その際，高専ロボ

コンで培ったマイコンプログラムと周辺回路の作成

手法を参考にし，特に実習のテキスト作成にはロボ

コンに参加した学生の協力を得て作成した． 
現在，以下のごとく１年生から５年生に至るまで

系統的に組込み技術を学ぶことができるようなカリ

キュラムになっている． 
・1年生…情報処理 
     Ｃ言語の基礎，アルゴリズムなど 
・2年生…マイコン組み立てボードの組み立て 
     簡単なプログラミング 

・3年生…上記マイコンボードを使っての 
     ライントレースカーの作成 
      （4，5名によるグループ作業） 

・4年生…組込みプログラミング実験・実習（５回） 
・5年生…組込みプログラミング実験・実習（１回） 
特に，3年生時にはオリジナルのライントレースカ
ーをグループで作らせることで，ロボコンと同じ教

育効果を狙っている．さらに，ロボットの設計思想，

作業分担，製作状況，制作後の性能評価などを発表

させることにより，プレゼンテーション能力を磨き，

かつ他のグループとの比較評価もすることができる

総合的な工学実習にしている．Fig.4に発表の様子を
示す． 
また，一部の学生は 5 年生の卒業研究において組
み込み技術を応用した装置やロボットの製作を行っ

ており，上記のカリキュラムが大いに役立っている． 
さらに最近では，上記実習の内容を発展させ地元

企業の技術者向けの『人材育成事業』としてもセミ

ナーを行っている． 
3.2 創作実習 
高専入学間もない 1 年生に対し，工学的な興味を

深めさせ，学年が上がるにつれて難しくなる専門教

科の橋渡しとして，複数のテーマを同時に行う少人

数によるものづくり授業を実施している．「ロボコ

ンワールドへようこそ！」というテーマでは，２時

間×4週程度でできる，ベニヤ板とモータ，リモコン
（モータの正逆回転ができるスイッチ）による移動

ロボットを 2 名で 1 台ずつ制作させる．その際，単
にものづくりを実体験させるだけでなく，目標とす

る速度で移動できるようモータの回転数とタイヤの

直径を決定させたり，ロボット完成後の試走会で目

標通りの速度が出せたかなどの評価，および実習前

と後でものづくりに対する態度がどう変化したかを

調査するアンケートを行っている． 
3.3 総合創造演習 
高専では 5年間の本科課程修了後，1～2割の学生
がさらに 2 年，専攻科課程に進学し，学士を取得す
ることができる制度がある．佐世保高専では機械，

Fig.5 Line Trace Robots (Upper ) , Course of    
    Race for Line Trace Robot (Lower) 

      Fig.4 Presentation of LineTrace Robot 



電気電子，物質の 2 専攻があり，その 2 年時に各専
攻の学生が 2 名ずつ合計 2 名でグループを作り，全
く異なる分野の技術者が能力を合わせてひとつのプ

ロジェクトであるロボット製作に挑む．また，本演

習では学生が自ら部品調達（地元の取引業者にも協

力を依頼）と予算管理を行うという，技術者として

より実践的な経験をつむことも目的としている． 
製作するロボットは基本的にはマイコン制御によ

る自律移動のライントレースカーだが，毎年異なる

ルール設定を行っている．例えば，クレーンでボー

ルを掴みながらの移動，障害物を乗り越えるか回避

するかはロボットが判断して進むなど，である．電

気電子専攻の学生以外はこのようなマイコン制御で

動くロボットを作ることはほとんどが初めてで，複

合的・複眼的視野を持つ技術者の養成に十分役立っ

ている．Fig.5に専攻科生らが製作しらロボットたち
と、平成 21年度の課題でのコースを示す。 
3.4 製図・3次元 CAD による設計 
電子制御工学科では 1 年次に図学（前期），製図
（後期），2年次に製図（前期）の授業を受講し，機
械設計の基礎を学習する．2年次には 2次元 CAD演
習を行うが，演習の最後に「オリジナル製品の設計」

という課題を行う．わずか 10数時間しか学習してい
ないので CAD ソフトの基本的な操作しか学ぶこと
はできないが，3次元 CADという立体的に設計でき
る道具を使ってロボットや自動車，家電などを自由

に設計させている．そこでは，機構的なものはほと

んど無視し，イラストレーションを作画する感覚で

設計させているが，アイデアの発想，具現化をコン

ピュータ上で体験することができる． 
なお，使用する 3次元 CADはロボコン部が実際に

ロボットを設計する際に使用するものと同じであり，

ロボコン部員が率先して取り組んだり，同級生に使

い方を伝授したりということもある． 

4. ロボコン後の学生について 

 高専ロボコンの教育的効果を評価するひとつの項

目として，高専ロボコンに参加した学生がその後の

進路があげられる．全国的な統計はないが，本校の

場合，大学へ編入学する学生が必ずしも多いという

わけではない．たとえば，平成 22年卒業のロボコン
参加者 13名のうち大学編入学が 7名で，本学の平均
とほぼ同じ割合である．以前，学科で希望者を募っ

ていた頃（～平成 15年）は学業も優れロボコンに大
きな情熱を持った学生が志願していたため，大学進

学率は比較的高かった．しかし，参加者が増え，ロ

ボコン部を発足させた以降は成績の如何に関わらず

興味がある学生が参加するようになったため，この

ような結果となっているかと思われる． 
 一方，就職する企業の業種は，大学編入後の卒業

生も含めロボット・メカトロ関連の製造業へ進む卒

業生は多い．特に，大学編入後にロボット工学やメ

カトロ関連の研究に進んだ卒業生は多く，その分野

の企業に就職する傾向が高いように思われる． 

 このように，ロボコンと進学・就職先が必ずしも

関連があるわけではないが，ロボコンの体験が少な

からず彼らの技術的進歩に貢献出来ていることを切

に願う． 
 

5. まとめ 

 高専ロボコンは高専のロボット教育の最もメジャ

ーなものでありながら，現在曲がり角にきていると

いう．前述の通り参加する学生にしか教育的効果が

ないほか，最近課題が複雑かつ高度化した影響で強

い学校と弱い学校との差が広がっているという見方

もある．これは地域差（資材購入のしやすさ，地元

企業に卒業生がどれだけ就職しているか，地元企業

や自治体の支援があるか，など），教員の熱心さ，

設備の充実，教員の配置，予算など学校の対応の差，

などいくつか要因がある．本年度，各高専のロボコ

ン担当者が一同に集う，高専ロボコンフォーラムが

初めて開催され，今後の高専ロボコンをどう盛り上

げていけばよいかが主催者（高専機構，NHK）と参
加者がともに意見を交換した．これを契機に高専ロ

ボコンがロボット教育の最たるものとなることに期

待する． 
 また，高専ロボコンから派生したさまざまなロボ

ットに関係する授業，実験実習がロボット学会を中

心に精査され，また新しい技術が積極的に取り入ら

れることで，高専をはじめとする技術者を育む各種

教育機関で先端技術を実体験できる教育法として確

立していくことを願う． 
 
 

参 考 文 献 
 
[1] “NHK ロボットコンテストのウェブサイト”, 

http://www.official-robocon.com/top.html 
[2] 前田貴信、小野文慈: “高専ロボコンのオフシーズン
における技術向上のための取り組み方”, 論文集「高
専教育」, 第 32号, pp.781-786, 2009. 

 



1. はじめに 

社会が大きく変化し、最近ではマウスイヤーと言

われるように科学技術の発達は大きい。それに伴っ

て子どもたちだけでなく、大人の社会にも大きな変

化が起きている。以前はよりたくさんの知識を習得

することが重要であるとされた。そして先人たちの

発見した法則や原理などを理解することが、学習の

中心とされてきた。 
しかし、近年社会の変化とともに学習のスタイル

や重視される点が変わってきたと考える。それは、

1990年代に始まった情報化の波とともにやってき
たのである。世界中のあらゆる出来事を瞬時に知る

ことができ、世界中の人たちと情報をやりとりした

り通信したりすることも可能となったのである。こ

のことにより、知識・技能重視の学習から思考力、

創造力、コミュニケーション力の育成に重点をおい

た学習が重視されつつある。 
また、現在私たちはその社会で生活を営んでいる

が、今後10年、20年経過したとき、今の価値観は果
たして重要とされるであろうか。教育においてはそ

の変化も考え、様々な学習を展開していく必要があ

ると考えている。 
本発表では、様々な取り組みを発表し、今後の社

会を担っていく子どもたちの教育についてまとめ

た。 

２． ロボット教育で身に付ける力とは 

ロボット教材は、子どもたちにとってどのような

存在なのか、おそらく大人がロボットを認識してい

る感覚とは違ったものであるように感じている。ま

た、子どもたちの発想の豊かさ、ひらめきを形に変

えた時の自信に満ちた表情には、まさしく「遊びの

天才」と考える。 
新学習指導要領では、「生きる力をはぐくむこと

を目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を

展開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確

実に習得させ，これらを活用して課題を解決するた

めに必要な思考力，判断力，表現力その他の能力を

はぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を

養い，個性を生かす教育の充実に努めなければなら

ない。」としている。自発的に向上し続けようとす

る力がある限り、その人間は成長し続けるものであ

る。相互にコミュニケーションを取りながら成長で

きるものであると考える。このような力を育成する

にあたり、ロボット教材を使った学習の教育的効果

は、とても高いと考える。小中学校の学習指導要領

で重視されている観点は、思考力や表現力、コミュ

ニケーション力に総称される「生きる力」であるが、

私たちは、教科を超えた学習を通して完成されてい

くものと考える。つまり、ロボット教材を使った学

習の特徴は、実際の動きが体験できること、センサ

（入力）及びアクチュエータ（出力）との関連をプ

ログラムで制御する（論理的思考）ことが実践でき

るところにあると考える。 
つまり、ロボット教材を使った学習では、算数や

理科、社会や産業の事象などを関連付けて、学習す

ることが可能と考え、現在も実践している。また、

グループ学習を取り入れることで、他人とのコミュ

ニケーション力の育成が可能となる。 
そして、自ら問題を発見し、筋道を立てて理解し

ていく力を養うことが、子どもたちの生涯にわたる

力を伸ばすためと考えている。 

 
これまでの私たちの実践研究から、日頃の生活経

験や体験が少ない子どもたちにとって、とても重要

なことは、体験し、その中から何を習得するかとい

うことを明確にし、子どもたちにも伝えることが重

サイエンスを重視したロボット教育 
小中学生の取り組みからみえてくるもの 

○川原田康文(NPO法人 ヨコハマ Robot Science) 荒木 貴之(立命館小学校) 

Yasufumi KAWARADA, NPO Yokohama Robot Science 

Takayuki ARAKI, Ritsumeikan Primary School 
Abstract －In the modern world, new skills and techniques are required to survive the ever-changing socie-
ty. This study shows the recent developments in educational robotics which focus on providing the young 
minds with those necessary abilities: critical thinking, creativity, and communication. 
 
Key Words: Educational Robotics, Science Education, Methodical Mind 

図１ 学習シート例 



要であると考えている。そして、習得した内容と習

得していない内容を、指導者と学習者がともに確認

することで次の学習の目標が明確になると考える。 
そこで図1のような学習シートを使用している。
このようなシートを使うことで、ロボットのセンサ

の特性を知るという科学的な学習の中に、センサの

使用目的、算数数学の処理・表現、言語活動、そし

て、生活や社会の中での使用例、将来への展望など

が総合的に学習できると考える。また、「ものづく

り」を通して行っているため、子どもたちにとって

は、この学習は、遊びの延長ともいえる。つまり、

習得後の定着が高いと考えている。 
 

３． 小中学校などでの取り組みの現状 

 
 最近、全国の小中学校でロボット教材を使った学

習が行われつつある。しかし、公立小学校では、指

導する教員の意志に左右され、公立中学校では、特

定の教科（技術・家庭）の学習で行われていること

が多い。新学習指導要領の技術・家庭では、計測・

制御の授業が必修化されたこともあり、今後すべて

の子どもたちが学習することになる。 

  
ロボット教材を使った中学校の教諭の実践からは、

知的財産権の教育や、ものづくり、エネルギー変換、

および利用、計測と制御、プログラムの作成、社会

で使われている様々な技術のガバナンスなどの内容

が総合的に指導することができるという報告がある。 
また、私立小中学校では、学校の特色として、組

織的に取り組まれている場合が多い。特に教科の枠

を超えた学習の一環として、実践されていることが

多い。 
（株）マイクロソフトと（株）ベネッセは、数年

前から私立中学校において、ロボット学習とプレゼ

ンテーションを組み合わせた学習を展開している。 
このプロジェクトからも、子どもたちの知的探求

心や思考力の向上が見られている。 

 
立命館小学校では、生活科・理科・図画工作科を

横断的に結び付け、「ものづくりを重視したサイエ

ンス教育」を実現するために、日本でも初めて「ロ

ボティクス科」という教科を設置し、第 1 学年から
第 4学年まで、年間を通して各学年 30単位ずつ指導
している。 
 

 
図４ レゴ・ミニセットによる「力・構造」の授業 

 
ターゲットとする 5つの領域は、「力・構造」「電

気・回路」「プログラミング・制御」「デザイン」

そして人類や世界の平和のために科学を運用すると

いう「社会倫理」である。これらの取り組みは、CSK、
日本ヒューレット・パッカード（日本 HP）、レゴ（エ
デュケーショナル・ディビジョン）といった企業や、

立命館大学・神戸大学・日本科学未来館等の研究者

の支援を受けながら、授業は協働で行われている。

なお、2007 年度の実践「創造性と論理的思考力を高
めるものつくり教育－ロボティクス科の創造」は、

JST（独立行政法人科学技術振興機構）の SPP（サイ
エンス・パートナーシップ・プロジェクト）におい

て、小学校ロボット部門で初の採択を受け、公的資

金を受けながら授業開発が行われた。 
 

図 2 中学校での授業の様子 

図３ 考えを発表する生徒 



表 1：立命館小学校と連携する企業とその内容 

企業名 連携する内容 

CSK MIT メディアラボで開発された小型コン
ピュータ「クリケット」の貸与と人的支援

日本 HP 
アランケイ博士らが開発した「スクイーク

（ソフトウェア）」にかかわる情報提供、

PC等の寄贈 

レゴ 
「ミニセット」「教育用レゴマインドスト

ーム NXT」などの教材、大会、海外の教育
事情等の情報提供 

 
 5 年生と 6 年生ではロボティクス科の授業は設定
していないが、課外活動として「ロボット部」が活

動しており、後述するWRO（World Robot Olympiad）、
FLL（FIRST LEGO League）等のロボット大会に 2006
年度より参加し、2008年度の FLL JAPAN大会では、
「チームワークプレゼンテーション賞」を受賞、2009
年度の WRO では関西地区予選及び全国大会で優勝
し、日本代表として韓国で開催された WRO 国際大
会へ出場した。 
なお、立命館小学校では社会貢献活動の一環とし

て、京都市教育委員会が主宰する「GoGo土曜塾」に
情報提供し、NPO 法人スーパーサイエンスキッズと
ともに、「スクイーク・ワークショップ」をほぼ月

に 2 回のペースで、関西地区在住の小中学生を対象
としたワークショップを開催している。 

 

４． WROや FLLなどのロボットコンテスト 

 
WRO（World Robot Olympiad）とは、国立シンガ

ポールサイエンスセンターの発案により 2004年から
スタートした大会で、2009年度は約 30カ国で国内大
会が行われた。英語圏諸国（英、北米、オーストラ

リア等）、アジア各国の学校教育機関、科学館等に

おいて、自律型ロボットを活用した創造性、問題解

決力育成、論理的思考の育成の取組が拡大してきた

中、各国連携の活動をする事で国際交流も含めた科

学技術振興、人材育成をより推進して行く事を目的

に行われている。日本も、2004 年から参加し、2009
年には 2009年には国内で 800チームが参加するまで
増加した。国際大会では、高校の部で、2007 年に優
勝、2009年に準優勝した。 

FLL（FIRST LEGO League）とは、欧米を中心に
1998 年から始まった世界最大級のロボット大会で、
ロボット競技とテーマに沿ったリサーチ・チームワ

ーク・テクニカルの３つのプレゼンテーションの総

合得点で競い合う競技である。日本は、2004 年から
参加している。なお、FLL は年度毎にテーマが設け
られており、子どもたちが自発的に社会問題につい

てかかわることができるような設定がなされている。 
 

表２：FLLのテーマ設定 

2004年度 NO LIMIT（障害がある方へのサポート） 
2005 OCEAN ODDYSSEY（人類と環境との共存）
2006 NANO QUEST（ナノテクノロジー） 
2007 POWER PUZZLE（エネルギーの有効活用）
2008 CLIMATE CONNECTIONS（気候変動） 
2009 SMART MOVE（環境負荷を低減する移動）
2010 BODY FORWARD（医学への挑戦） 

  

５． 世界の状況との比較 

 
 ロボット教材を使った学習は、社会の変化が激し

い社会で必要なコミュニケーション力と創造し、自

ら考える能動的な人材を育成されることができると

考えられている。このことは、10年後、20年後の社
会がどのようになっているのかわからないという考

えの基取り組まれている。 
韓国では、今までのカリキュラムで、学習指導を

行っているのでは、時代の流れについて行けること

どもたちを育成できないということで、2009 年度か
ら教育カリキュラムを変更し、すべての学習活動の

中心を ICT にし、プログラム学習等を含めたロボッ
ト教育を小学生から実施している。高麗大学の李教

図５ WRO2009International大会の様子 

図６ WRO2009International 大会に出場した日本の子どもたち 



授は、プログラムの学習を実施する目的は、プログ

ラマーを育成するためではない。この学習を受ける

ことで、子どもたちの思考の広がりが大きくなると

述べている。 
 シンガポールでは、モデル校において、すべての

教科において、コンピュータと接続可能なロボット

教材を活用した授業の展開が実践されている。語学

やコミュニケーション系の科目においてもロボット

教材が活用され、文書作成スキルやディスカッショ

ンなどで実施されている。また、サイエンスセンタ

ーなどで開催されるロボット講座も多数開催されて

いる。子どもたちだけでなく教員向けの講座もあり、

教材としてのロボット技術を習得できる環境整備が

十分整っている。 

 

６． 新しい教育の必要性 

 
理科離れという教育課題は、産業の基盤を担う社

会人不足という社会問題に発展し、技術立国日本の

将来が危ぶまれている。一方、アジア諸外国では日

本が先進的に実践してきたものづくり教育を ICT 技
術の効果的活用による新しいサイエンス教材の積極

的導入し初等学習より推し進められ理科・技術教育

の充実が進んでいる。このひとつの教育成果として

理工系分野への進学の増加や国際ロボットコンテス

トでの上位入賞などがある。 
一方では、国内の技術教育に熱心な学校において

は、ロボットなどの工学技術との関連性を設けた総

合的な学習が行われているが、一般的には技術革新

のスピードに対応した各学校独自の技術習得や習得

技術を活用した新しい授業への対応は十分とはいえ

ない。 
これらのことを考えると、20年後、30年後の日本

や世界がどのようになっているか推測し、社会の人

材としての子どもたちをどのように育成していくか

というビジョン、教育のカリキュラムや、指導者の

育成・研修を最優先で考えなければいけないのでは

ないか。 
 

７． まとめ 

 
 50年後、現在ある職業の半分はなくなっていると
いう説もある。以前は自動車を作るラインに多くの

人が関わっていたが、現在は、殆どの作業をロボッ

トが行っているように、スーパーで、購入した商品

を瞬時に会計できるシステムのニュースをみると、

ある程度納得できるのである。最近、科学技術力の

発展のスピードや、ロボットを使った国際大会に参

加している子どもたちを見ていると、これまでの日

本の習慣や考え方は、大きく変える必要があると考

える。Lars Nyengaard氏(デンマーク レゴ本社 ロボ
ティクス開発最高責任者)は、これからの教育では、 
知識・技能を習得し、あるルーティンワークを的確

にこなすことが重要ではなく、その場の状況に応じ

て臨機応変に対応することや、学び方や理解力を学

ぶ力が重要であると述べている。 
現在、日本が進めている教育改革は、この流れに

沿ったものであるようにも思えるが、実際に子ども

たちに接している教員に、どこまで伝わっているで

あろうか。指導者の考え方を大きく変えなければい

けない時期がきており、そのための研修や設備など、

将来を見据えた質の高い教育を実施するにあたり、

検討しなくてはいけない点はたくさんあると考え

る。 
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図７ ロボット教材に取り組むシンガポールの子どもたち 



地域におけるロボット教育 
 

石原秀則 
香川大学工学部知能機械システム工学科 

 
１．総論 

地域における青少年を対象とした科学技術関連の理解増進活動において，ロボットの果たしている
役割は，極めて大きい．現在，理科実験教室，自然観察教室など，青少年に対して科学技術へ親しん
でもらうための試みは各地で行われている．しかし，小学生を対象としている場合，その原理を追求
することはなく，科学の不思議を体験するにとどまっている．もちろん，科学に関心を持ってもらう
ことを目的としているので，その意味では目的は達成している．ただ，不思議な体験により科学に興
味を持ったとしても，それを持続，発展させるための取り組みが必要である．現時点で，各地で実施
されている関連する教室は，同じプログラムを毎年繰り返しているものが多く，一度は体験できても，
さらなる体験を追加することが難しい． 
ロボットを教材として用いる青少年向けの教室では，ものづくりの体験とプログラミングに主眼を

置いているものが多い．現在の子供たちの遊びの中に，ものづくりが消えつつある中で，ものづくり
を体験させることは，重要な意味を持っている．ロボットを組み立てていく過程で，道具の使い方を
覚え，構造を理解することで空間認識能力を育て，さらにはマニュアルを読むことで読解力も身につ
けることができる．つまり，科学技術を身につける上での基礎能力を身につけることが可能である． 
プログラミングにおいても，単なるワープロ，ネットサーフィンといったPCの使い方ではなく， PC

本来のプログラミング機能について理解し，論理的にアルゴリズムを構成することで，論理的思考能
力も身につけることができる． 
このように，ロボットをツールとすることで，科学技術を理解し，身につけていくための準備がで

きる． 
しかし，地域でのこのような活動では大きな問題がひとつある．それは，地域においては，コンテ
ンツを提供する組織，人材が限定的であるため，コンテンツを増やすことが極めて難しいことである．
先に述べた理科実験教室などと同様に，複数のプログラムを用意することが難しいため，折角子供た
ちが関心を持っても，それをのばすことが極めて難しい．その欠点をカバーする一つの方策が，全国
で展開している各団体をネットワーク化することであろう．各団体が有するコンテンツを相互活用す
ることで，コンテンツの幅を広げ，対象の年齢も広げることが可能となる． 
 

２．香川における活動 
香川県では，主に香川大学，かがわ高専（旧詫間電波高専），e-とぴあかがわなどが，ロボットを題

材に，青少年に向けた理解増進活動を行っている．それぞれの団体が独自に，県内のイベントなどで
ロボット製作体験教室を開催している．内容としては，香川大学はマイクロロボットをテーマとした
おもちゃ作り（リモコンの車），かがわ高専，e-とぴあかがわが LEGO マインドストームを利用した
プログラミングに特化したロボット作りを行っている．そのほかにも，香川ヒューマノイドロボット
研究会という民間グループが，2足歩行ロボットを用いたデモンストレーションを各地で行っている．
e-とぴあかがわにおけるロボット教室では，参加者からの要望もあり，一度教室に参加した子供たち
を対象とした上級コースも開講している． 
 2010 年 2 月 21 日に，JR 高松駅前のホールで，ロボットをモチーフとしたイベントを開催した

ところ，約 1200名の来場者を集めた．本イベントは，JST「科学と芸術の集い」受託事業を受けて実
施した「科学と芸術の集い」ロボットアーティスト大集合で，ロボットデモやアニメデザイナーの講
演を行った．アンケートなどを見ると，ロボットなどへの関心が極めて高いことが見て取れる．また，
香川県内の小中学校にチラシを配布したところ，1週間で 1000名を超える申込があったことからも，
同様のことが見て取れる． 
 これらの活動を通じて，このような機会を増やしていくことの重要性が確認される．しかし，継

続的に実施していくための実施体制，資金対策を整える必要があるが，香川県においては，香川大学
にしか工学部がないことなど，体制面において課題がある． 












