
アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
１．回答者情報

氏名 　則次俊郎 金子真 熊谷正朗 三浦　純
大学名 　岡山大学大学院自然科学研究科 大阪大学 東北学院大学工学部 豊橋技術科学大学　情報工学系

２．学科の名称及び教育プログラムについて
(1) 学部レベルの名称

大学名 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
学部名 工学部 応用理工学科機械工学科目 工学部
学科名 システム工学科 機械知能工学科 情報工学系

ホームページ http://www.sys.okayama-u.ac.jp/index-j.html http://www.mech.eng.osaka-u.ac.jp/index-ug.html http://www.mech.tohoku-gakuin.ac.jp/ http://www.ics.tut.ac.jp/

(2) 大学院レベルの名称
大学院名 岡山大学大学院 東北学院大学大学院 豊橋技術科学大学大学院
研究科名 自然科学研究科 工学研究科

専攻名 産業創成工学専攻 機械工学専攻 情報工学専攻
ホームページ http://www.sys.okayama-u.ac.jp/index-j.html http://www.mech.tohoku-gakuin.ac.jp/ (同左)

(3)学科の教育プログラムの教育目的、
学習目標等

・教育理念
産業構造の複雑化，大規模化が進み, 生産システム・機械シス
テムの安全性，ヒューマンインターフェイスや環境への影響など
を考えた，人に安全で優しいシステムの構築が必須の課題と
なっている。そのため，多様な技術を総合した高度で先端的な工
学技術を身に付けたシステム工学技術者が社会より求められて
いる。
　システム工学科では，『人と機械の調和』を目的としたシステム
工学の学問体系を中心に，基礎理論から応用技術に至る総合
的かつ独創的な教育・研究を通じ，新しい多様な技術を統合した
先端的なシステム工学技術を備え，自主的な学習・探求能力を
持ち，技術者倫理観を備えた技術者・研究者の育成を目指す。

・コア科目＋コア演習による機械工学専門基礎力の修得

・豊富な専門科目による深い機械工学専門基礎知識の修
得

・人類のために、知的なモノづくりを通して行う、信頼され期
待される国際的エンジニアの育成
・自ら調べ、知識／技術を活用できるエンジニアの育成
・多様な問題解決能力の獲得
・幅広い教養を背景とした、技術革新に対応できる柔軟な
思考力の強化
・自然科学に対する十分な理解とそれに基づく応用力の強
化

※地元ほかに4年で卒業生を送り出すことが主な地方私立
大学であるため、研究者の育成、研究力の強化ではなく、
エンジニア教育に主眼があります。

・学習・教育目標
(A) 幅広い人間性と考え方
本課程で設定された一般基礎IIの科目を習得することにより，人
間社会を地球的な視点から多面的にとらえ，自然と人間との共
生，人類の幸福・健康・福祉について考える能力
(B) 技術者としての正しい倫理観と社会性
本課程で設定された一般基礎II，一般基礎IV，「情報工学実験I・
II」の科目を習得することにより，技術者としての専門的・倫理的
責任を自覚し，社会における技術的課題を設定・解決・評価する
能力
(C) 技術を科学的にとらえるための基礎力とその活用力
本課程で設定された数学・自然科学・情報技術分野（専門IIＡ）の
科目を習得することにより，数理法則と計算原理・プログラミング
に関する理論的・基礎的知識を獲得し，それらを活用できる能力

・教育目的
教育理念に掲げたシステム工学技術者を養成するため，システム工学
科での研究活動に基づき，人に安全で優しい機械システムの構築を目
標として，ロボットや人間－機械システムなど種々の知能化システムの
開発・設計およびその関連技術を教授し，さらに，システム工学の専門
知識とあわせて，広範な視野と良識，倫理観，社会貢献についての視点
を明確にできる能力を持ち，自ら課題を設定できる課題探求型人材を養
成する。

(D) 技術を科学する分析力，論理的思考力，デザイン力，実行力
情報および情報関連分野の専門技術に関する知識を獲得し，そ
れらを問題解決に応用できる実践的・創造的能力
(D1)  本課程で設定された「情報工学実験I・II」を習得することに
より，問題を分析し，解決手順を設計し，ハードウエア・ソフトウエ
アとして実現する能力
(D2) 本課程で設定された専門IIＢの科目を習得することにより，
次の３分野の基礎を理解し，情報工学分野において多角的な応
用と問題解決ができる能力
  (i) 新しい計算手段・計算機構を生み出す計算メカニズム
  (ii) 多様な情報から新しい価値を生み出す情報処理メカニズム
  (iii) 情報ネットワーク社会を構築する情報通信メカニズム
(D3) 本課程で設定された「特別実験」，「実務訓練」を習得するこ
とにより，技術者が経験する実際上の問題点と課題を理解し，諸
問題の工学的な解決を行なうためのデザイン力と与えられた制
限下で仕事をまとめ上げる実行力

(E) 国内外において活躍できる表現力・コミュニケーション力
本課程で設定された一般基礎III，「特別実験」，「実務訓練」 の
科目を習得することにより，論文，口頭および情報メディアを通じ
て，自分の論点や考えなどを国の内外において効果的に表現
し，コミュニケーションする能力
(F) 最新の技術や社会環境の変化に対する探求心と持続的学
習力
本課程で設定された一般基礎II，「特別実験」，「実務訓練」の科
目を習得することにより，社会，環境，技術などの変化に対応し
て，生涯にわたって自発的に学習する能力

３．ロボット学（工学）を教授することを目的とし
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
（１）回答者の開講する講義名称とその
講義の概要（シラバスの添付でも良い）

・ロボット制御基礎論
ロボットに複雑な運動を正確に実行させるためには、計算
機を用いた知能的な制御手法の導入が必要である。本講
義では、各種のロボット制御法ならびにロボットの性能を向
上させるために有効と考えられる先端的制御手法について
学習する。
（シラバス　http://www.sys.okayama-
u.ac.jp/syllabus/h21/H21_096036.html　を参照）

・機構学：自由度，リンク機構，カム・クランク機構 １：メカトロニクスIおよびII　（２年後期、３年前期）
今日では多くの機械がコンピュータ制御となり、機械工学を学ぶ
と共に、コンピュータ制御について学ぶ必要がある。コンピュータ
と機械を情報的に接続するためには、電子回路の知識も必要と
なる。この２科目では、機械工学を主とする学科のなかで必要と
なる電子回路の初歩について講義している。
主な内容＝電子回路の基礎、センサの基礎、アナログ回路（オ
ペアンプ回路）、ディジタル回路（ブール代数、2進数、ロジック、
組み合わせ回路、順序回路）（以上I）、パワー系半導体素子、ア
クチュエータ、電力増幅回路（モータ駆動、電源など）、ラプラス変
換を用いた回路の表現（伝達関数、フィルタ）（以上II）

２：ロボット基礎工学　（３年前期）
いわゆる「ロボット工学」。後述の科目との対比として「基礎」とし
ている。車輪移動ロボットとマニピュレータの最低限の運動学を
理解できるようにする。
主な内容＝座標系、座標変換、マニピュレータ（機構、座標設
定、運動学、逆運動学）、車輪移動ロボット（機構、数学モデル、
自己位置推定）

・システム工学特論II（対象は修士学生．講義名は分野名
に近いもので，意味はない．ロボット学のみを教授すること
を目的とはしていないが，題材としてロボットを取り上げて
いる．）
授業の目標
センサ情報からの実環境の認識に不可欠な確率的状態推
定の理論について，ロボットの位置推定や地図生成への応
用などを例題として用いながら講述する．
 
 授業の内容

1週目 ロボティクスと確率的状態推定，確率の基礎
2週目　再帰的状態推定，ベイズフィルタ
3週目 ロボットの動作と認識の確率的モデル化
4週目 ガウシアンフィルタ，ノンパラメトリックフィルタ
5〜6週目 確率的位置推定
7〜8週目 位置と地図の同時推定（SLAM）
9週目 他の認識問題への応用
10週目 定期試験

３：ロボット開発工学　（４年前期）
上記数学、理論的ロボット工学に対して、実践のロボット工学。あ
る意味、本当の意味のメカトロニクスとも言える(英語表記は
Mechatronics IIIを併記)。カリキュラム改定で４年生に設置した
（もとは、基礎工学にあたる「ロボット工学」が４年にあった）。新
年度に初開講なので、まだ開講実績は無い。
ねらいとしては、３年間の専門教育の総合である。大学の科目
は、学年が進むにつれ、専門化が進み領域が細かくなる。それ
を卒業前にすべて連結することをねらいとしている。ロボットやメ
カトロ機器の開発には幅広い知識が要求されるが、習ったことが
あるはずでもつながりが分からないまま卒業するケースが多かっ
たことへの対応、また、それを通して忘れていた専門科目の復習
もかねる。各階の講義は、詳細と言うよりは概要にとどめ、材
料、材料力学、機構、メカトロニクス、コンピュータ、組込ソフトウ
エアと広い範囲の「雑学」を頭に残すことが最大の目的である。

（２）（１）の講義、演習の講義時間の総
計（講義毎）、担当者の人数

・機構学：１４コマ（１コマ９０分），ＴＡ：１名 上記１～３（半期×４科目）：
（９０分×１５週）×４＝９０時間
担当者は本人以外なし。

・システム工学特論II（30時間，1名）

（３）（１）の他に所属の学科で開講して
いるロボット学（工学）に関連する講
義、演習科目時間の総計と内容。講師
陣の陣容（人数、専門分野、助教、講
師、准教授、教授の別）。

・創成工学実習III：コンピュータとセンサ，アクチュエータイ
ンタフェースの試作，ロボット・メカトロニクス機器の自由試
作課題．最終講義で各自テーマの発表会．（准教授２名，
助教６名）

・ロボット工学：ロボットの運動学，動力学，プログラミング
（教授１名）

・制御工学I, II (教授１、准教授１)
それぞれ古典制御理論と現代制御理論を中心とした内容。
ただし、基礎的なことを重視している。
・システム工学（教授１）
いわゆるシステム工学。
・ヒューマンマシンインターフェイス（教授１）
本学科の標榜する「人と機械」の関わりを制御、ロボットの
面から講義する科目（機械的な面はユニバーサルデザイ
ン）。H21年度に開講予定。

本学科のロボット系陣容：
教授　１名　（ヒューマンマシンシステム）
准教授２名　（数学専門家、現代制御理論　＋　ロボット実
装技術系）

・なし

（４）（１）の講義、演習科目を受講する
前に、受講生が受講しておくべきと考え
る講義、演習科目

・機構学の中で静力学が入るため力学を受講しておくこと
が望ましい．

１：メカトロニクスI ,II
高校程度の物理の基礎のみを要件とする。　（IIのまえに当
然I）
２：ロボット基礎工学
線形代数（ベクトル、行列）
３：ロボット開発工学
各種数学、力学、材料学、材料力学、機構学、工作学、工
作実習、メカトロニクス、制御工学、ロボット基礎工学

・確率統計に関する科目
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
（５）（１）の講義、演習科目を受講後、
受講生が受講すべきと考える講義、演
習科目

・ロボット工学 各科目、「後」は基本的に考えていない。
受講者の興味に応じて、すきなところで打ち切ればよい。

・特になし

（６）（１）の講義、演習科目を実施する
にあたってご利用している教育環境や
設備の仕様（講義室、演習室の設備
（計算機、ソフトウェア等）、実習工場の
支援、専用の工作室などの設備等）

・機構学：機構の動きを紹介するため，プロジェクタの使用
できる教室を利用している．

・プロジェクタ装備の教室（ときどきＰＣを接続して映像を見
せたりするため）

・講義室での座学

（７）利用可能な財源について（財源の
種類、おおまかな金額、定常的か一時
的（最近５年間）なものだったか。さしつ
かえない範囲で）

・特になし．

・

明確な財源はない。必要なものは研究室の予算から支出
するが、これといって必要だったものはほとんどない。（配
布プリントの印刷は、印刷室で自由にできる）

（８）現状の課題と将来計画

(a)現状のロボット学（工学）教育に問題
があると考える場合、その具体的な課
題と改善方法の提案

・実習型でハードウェアの試作やアナログ・デジタル回路に
接することができるような講義の導入が望ましい．（全体的
にハードの弱さを痛感します）

「手を動かす」面の教育が大きく不足していると感じている。
学科内の実技系の実習は、製図、工作実習、学生実験、コ
ンピュータ系科目である（ほかに座学演習科目はある）。ロ
ボット系はカリキュラム上は存在しない。しかし、ロボット系
の演習は、現状で実施が不可能と言える。
ロボット系実習では、決まり切ったものをつくることよりも、
自由度を高くする必要性があるといえるが、そのためには
きめ細かなサポートが必要であり、研究室のような人数な
らともかく、小数のロボット制御系教員で多くの学生を相手
することは不可能である。

・当大学ではロボット学に関する教育は行っていないため，
具体的な問題点を指摘することはできないが，理論と実践
の双方がうまくミックスされた教育が必要であろうと感じる．
研究室での研究指導においては，そのようなことを心がけ
ている．

その代替として、関心のある学生に、研究室の出入りを自
由に許可する「ロボット学習特別コース」を個人的に実施し
ている。研究室の出入り、工作機材の使用、消耗品の使用
を許可し、机や棚などのスペースも確保している。ロボット
コンテストへの参加などを通して、実践経験をつんでもらっ
ている。同コースに所属している学生は４年生で当研究室
にそのまま配属となることが多く、かつ、すぐに自分のやり
たい研究を始めることができる。また、「研究室にいる」とい
う癖がしみこんでいるため、明確に指示しなくとも研究室に
当たり前のようにいて、かつ、それが通常の学生にも「あた
りまえ」と思わせることにつながり、他の研究室にくらべて学
生のいる率が高いといった効果もある。

(b)現在、行なわれているロボット学（工
学）教育の将来計画（履修の流れや講
義の内容、演習内容、教材の内容、外
部の支援の必要性など）。ロボット学
（工学）教育の将来の方向性に関する
提案

現在の所、改定したカリキュラムの安定をみているところで
ある。
基礎科目の一部の統廃合の計画はあるが、ロボット系は一
応は現行維持の予定。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
(c)ロボット教育に理想的なロボット教材
に関するお考えや、現状のロボット教
材の問題点等に関する意見

個人的な考えでは「ロボット教材」は存在し得ない。既存の
ロボットを動かすだけでは、動かし方や（ローレベルから扱
えば）制御については経験を積むことができるが、実体の
分からない人材を育ててしまいかねない。CPUボードと機
構部品をあつめたような教材も存在するが、作例などをみ
るとロボット教育と言うよりものづくり教育（高尚な夏休みの
工作）に結果的になっているように思われる。ロボット教育
のためには、アイデアを元に作り上げるまでが一式必要と
いえるが、それをすべてカバーすることはシステムとしては
現実的ではなく、当人らの意欲にあわせて、逐次必要な知
識、技術、部品を投下していくほかないと考えている。その
ため、必要なのは教材ではなく、融通の利く部品箱である。

　現在の「ロボット教材」は２極分化していると見る。ロボット
や制御技術を学ぶに安心できるレベルの（＝理論通り動
く、へんな小細工を考えなくていい）教材は極端に高価であ
る。一方で、普及を目指した低廉な教材（車輪移動の小型
ロボットや、ラジコンサーボによる歩行ロボット）は「ロボット
制御」という点ではつくりが不十分である。尐なくともアク
チュエータを指令通り動かすことが困難（ＤＣモータのみで
センサ無しといった真にオープンループもみられるし、３極
程度の模型用モータも論外　※ステッピングモータならまだ
「期待通り」であるが）で、理論、理屈、思考に基づいた調整
ではなく、勘と経験に基づいた現場あわせの調整が優先す
るような教材が氾濫している。「ものづくり」や「ロボット」へ
の関心を高めるという効果は十分に期待できるが、学問と
してのロボットとは方向性がかなり異なる。本当の意味のロ
ボット開発とは「組み立ててデータ、信号をいれるだけ」とい
う点で、やはり違う方向と言わざるを得ない。

　現状では悲観しているが、望むこととしては　１：普及でき
るような低廉であること　２：考えたとおりに結果の出るよう
な性能は確保すること（試行錯誤より考えた方が早い）　３：
取り組む側が自由にレベルを選べること（出来合を動かす
～半田付けもできる～自由に改造、拡張できる～自分のロ
ボットの部品にできる）　といった要件を満たすものである。
もっと望むことは、ロボット系教員が、市販の「ロボット教材」
並を自分の手で設計製作でき、「つくってみせる」ことであ
る。自分でつくらずに買ってきたものの性能をちゃんと引き
出せるとも思えないので。が、現状ではそれも難しいようで
ある。

(d)ロボット学（工学）を修得するにあ
たって必要な学習分野や学習順序は
どうあるべきかに関しての意見

・線形代数，微分方程式の講義とロボット工学の関係

・AD/DA変換，オシロスコープの利用法，アクチュエータの
動作原理の学習

・ロボットのコンピュータ制御の実習

以上の流れが重要だと思います．

ロボット学は、ある種、道具としての学（数学、力学、設計
学）と、その他多数の「雑学」の上に成り立つ。その意味で、
従来の各種科目の履修順序は踏襲してかまわないと思う。
ただし、
１：基礎科目を学ぶ前に「基礎科目がいかに使われるか」を
納得してもらうための概要的基礎科目
２：すべてを学んだあとで、総合的に再結合するための科
目
はあったほうがいいと考えている。

・早い段階から実践（演習，製作など）を組み入れることは
必要であるが，ノウハウの取得ではなく，理論的基礎の重
要性を認識させることがまず重要であると考える．さらに，
その基礎の上に立って，実世界の問題に取り組むことが重
要であろう．（実際にロボット学の教育を行っていないので，
大雑把な意見で申し訳ありません）．

（１）回答者の担当する講義名称とその
講義の概要（シラバス等の添付でも良
い）

フレッシュマンセミナ（１年前期）
本科目は、科目としてのゴールは「プレゼンテーション」であ
る。機械工学の実体に触れながら経験し、その経験をまと
める。３教員で担当しており、小生はロボットを題材に、他
の２名は様々な機械の調査（分解など）とケント紙による強
度確保の工夫をテーマにしている。つまり、「プレゼンのネ
タ」としてロボット教材を用いている。使用しているものはロ
ボットとしては低機能な「梵天丸」を使用している。本来、小
学生でも指導を受けながら組み立てられるようなレベルで
あるため、教材の運用に関しては学生の独力としている
（最近は説明書通り組み立てられない事例も散見する）。ロ
ボットの教育としては、そもそも考えていないが、関心を持
つ、という意義はあると考えられる。

４．ロボット教材を用いた、もしくはロボット製作
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
（２）（１）の講義、演習の講義時間の総
計（講義毎）、担当者の人数（TAがいる
場合や複数講師による講義の場合、そ
れぞれの人数）

９０分×１５コマ＝２２時間、担当は教員１名のみ。

（３）利用しているロボット教材。

講義名称 フレッシュマンセミナ
履修時期（　　年 前期・後期） （　１年 前期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等

動くものづくり（科目内コース名）

利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

梵天丸　NECネットイノベーションが販売
受講者２，３人に１台（年によって変動）

講義名称
履修時期（　　年 前期・後期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等
利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

講義名称
履修時期（　　年 前期・後期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等
利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

（４）（１）の講義、演習科目を受講する
前に、受講生が受講しておくべきと考え
る講義、演習科目

とくになし

（５）（１）の講義、演習科目を受講後、
受講生が受講すべきと考える講義、演
習科目

とくになし

（６）（１）の講義、演習科目を実施する
にあたってご利用している教育環境や
設備の仕様（講義室、演習室の設備
（計算機、ソフトウェア等）、実習工場の
支援、専用の工作室などの設備等）

大学のコンピュータ演習室。
WindowsPCが８０名分、プレゼン設備、梵天丸書き込み器
＋専用コンパイラ

（７）利用可能な財源について（財源の
種類、おおまかな金額、定常的か一時
的（最近５年間）なものだったか。さしつ
かえない範囲で）

３教員で年間予算１８万円（学科に専用の枠あり）
ただし、単価が高いこともあり、ロボットで1/3～半額ほどを
使用。

（８）現状の課題と将来計画
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
(a)現状のロボット教材を用いた工学教
育に問題があると考える場合、その具
体的な課題と、改善方法の提案

学科としてロボット教育は行っておらず、予定もしておらず、
問題などはない。
一般論としては、「ロボットを題材になにを教育するか」を明
確にすることが大切と言える。前述のように、一歩間違うと
「高尚な夏休みの工作」になりかねない。ものづくりの理念
を体験してもらうのか、本当に「ロボット」を教えるのか、重
要と考える。

(b)現在、行なわれているロボット教材
を用いた工学教育の将来計画（履修の
流れや講義の内容、演習内容、教材の
内容、外部の支援の必要性など）。ま
た、ロボット教材を用いた工学教育の
将来の方向性に関する提案

とくにないが、「組み立てておしまい」「動かしておしまい」は
教育には遠いと考える。そこから、バラす、改造する、くらい
は最低でも必要である。

(c)ロボットを用いた工学教育に理想的
なロボット教材に関する考え、現状のロ
ボット教材の問題点等に関する意見

３－８－Ｃで述べたとおり。

(d)一般的なロボット学（工学）を修得す
るにあたって必要な学習分野や学習順
序はどうあるべきかに関してのご意見
がありましたら、お考えをお聞かせ下さ
い。質問事項５．(1)の(d)にある樹形図
をお書き添え頂ければ幸いです。

前述の通り

（１）学科で実施されているロボット学
（工学）教育プログラムの設計について

(a)卒業要件 学科に４コース有り、その内の一つが「情報制御工学コー
ス」として、ロボット系よりのコースとなっている。
従来の機械工学的なカリキュラムの上に、
「応用数学III」「応用数学IV」「制御工学II」「メカトロニクスII」
（前半は学科共通枠）
「システム工学」「ロボット基礎工学」「ロボット開発工学」
の７科目から５科目、そのほか、「人間生体工学コース」に
関連する７科目中３科目、「設計生産工学コース」に関連す
る７科目中２科目を卒業に必要な単位としている。ただし、
すべて座学であり、実践科目はない。

(b)基礎的科目、ロボット関連科目それ
ぞれの講義時間数

基礎科目：多数
ロボット関連：メカトロニクス×２，制御工学×２、ロボット×
２、システム工学　＝７

(c)シラバス http://www.eng.tohoku-
gakuin.ac.jp/2005/student/index.html
ご参照下さい。

カリキュラム全体が記載されたシラバ
ス（講座概要）

http://www.mech.tohoku-
gakuin.ac.jp/rde/dept/curtable.html
http://www.mech.tohoku-
gakuin.ac.jp/rde/dept/curtable_figset.pdf
をご参照下さい。

(d)カリキュラムの体系を表す樹形図

　シラバスに記載されている講座につ
いて、履修の流れ（編成の意図）がわ
かる樹形図的な資料

５．学科としてロボット学（工学）の教育を体系
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学
（２）ロボット学（工学）の学習にあたっ
て、学生の学習支援の仕組み（例：ロ
ボメカ工房による講義時間外の学習支
援、定常的な外部ロボットコンテスト等
への参加支援など）

学科として公式なロボット教育は存在していない。
教員独自の試みとして、本来４年生から配属になって研究
室に出入りするようになるところを、１年生のうちから希望
者に出入りを許可している。教員側としては「ロボット学習
特別コース」として掲示で募集するほか、関係する学生らは
サークル組織「ロボット研究会」として大学に活動を届け
出、新規会員の募集などを行っている。
多尐の「お試し期間」のあとで宣誓書（おやくそく事項）を取
り交わして、正式にフルの許可をする。具体的には、部屋
の鍵の開け閉めを含む出入りの自由化、工作機械、電子
工作設備、PC等の利用の自由化、消耗品（電子部品、金
属、樹脂系材料など）利用のほぼ自由化、学内工場への機
械加工の発注の支援など、実質的に卒業研究をする学生
と同等のレベルである。

卒業研究と異なるのは、活動は完全に学生らの自主性に
任せていること、こちらから教育の押し売りはせず、頼まれ
たサポートをすることである。もちろん、劇的に技術を身に
つける学生もいれば、あまり変化のない学生もいるが、後
者も見聞という意味ではためになっていると思われる。
主な活動としては、ロボットコンテストへの参加、大学祭や
オープンキャンパスでの公開展示である。
研究室の他、大学からサークルとして活動費の補助などを
得ている。
この試みの利点としては、
・そのまま研究室配属で当研究室を希望することが多く、最
初から研究の本題に入れる
　（多くの学生は工作技術の試行錯誤からはじまる）
・何人かが研究室にいることがあたりまえとなるため、常時
活気がある。
・大学１年生から大学院生までの幅広い交流がうまれる。
・工作技術的にこまった４年生を下級生が助けてくれる。
などがある。

また、出入りの条件として「卒研を優先すること。要請が
あった場合には協力すること」というものがあり、数人が必
要な実験をする場合などに自発的に補助に入ってもらえる
（しかも、ロボットの心得があるため、サポートも優れる）。
加えて、オープンキャンパスなどでは、研究室の展示に加
えてロボット研究会の展示も合同で行うため、展示規模が
大きくなり、また、大人数の見学者にも対応しうるという、協
力も得られている（オープンキャンパスで３年生以下の手伝
いがいるのは当研究室のみ）。

なお、この試みは、小生のオリジナルではない。小生が大
学１年生だったころ、情報科学の教員が同じように、学科な
どを問わずに「コンピュータにさわりたいもの」を募集してい
た。そこで黎明期だったインターネットに接続可能なワーク
ステーションでいろいろやった経験が今に活きており、それ
のロボット版をやりたいと考えた次第である。ただ、大きな
違いとして、コンピュータは電気代しかかからないが、ロ
ボットは消耗品がかかるという点である。心配点であった
が、いまのところ、研究室の予算を逼迫するには至っては
いない。

（３）（２）の活動実績（最近５年間程度） 知能ロボットコンテストへの参加および運営協力。
比較的上位に食い込んでいる。

（４）教員の数と構成（助教、教授等の
別）

機械知能工学科全体で　教授１１名、准教授８名
うち
ロボット系　教授１名　准教授１名
制御理論系　准教授１名

６．産学官連携による人材育成
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容 岡山大学 大阪大学 東北学院大学 豊橋技術科学大学

産業界からの人材育成ニーズに応える
ため、産学官または産学連携して、立
ち上げている講座、プロジェクト等。産
業界の求める人材像と、それに対する
教育の内容等、プロジェクトの概要。

・企業からの寄付講座：目的は建設機械の省エネ制御，知
的制御の研究・教育．参画企業：コマツ
実施規模：特任教授１名．特任助手１名，予算規模：不明．

とくになし
ときどき、地元産業界の求めに応じて講演会や見学会など
を開いている。
ロボットメカトロ組込系担当の「仙台市地域連携フェロー」を
出している。

７．その他 最終的にどのようにまとめられるのかがよく分からず、思う
ところを書きました。
何らかの報告書という形でまとめられるのだと思いますが、
今回の調査はかなり形式がフリーな感じがして、まとまりに
くいのではないかと思います。（各項ごとに集計するにして
も、項目間の依存性がありますし）
いちおう、時間をかけて本気でお答えしましたので、なんら
かのご参考となることを期待しております。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
１．回答者情報

氏名
大学名

２．学科の名称及び教育プログラムについて
(1) 学部レベルの名称

大学名
学部名
学科名

ホームページ

(2) 大学院レベルの名称
大学院名
研究科名

専攻名
ホームページ

(3)学科の教育プログラムの教育目的、
学習目標等

３．ロボット学（工学）を教授することを目的とし

東海大学 横浜国立大学 九州大

増田良介 藪田　哲郎 長谷川　勉
東海大学情報理工学部コンピュータ応用工学科 横浜国立大学 九州大学大学院システム情報科学研究院

東海大学 横浜国立大学 九州大学
情報理工学部 工学部 工学部
コンピュータ応用工学科 生産工学科 電気情報工学科
http://www.da.u-tokai.ac.jp/ http://www.me.ynu.ac.jp/ http://www.isee.kyushu-u.ac.jp/link/index.html

東海大学大学院 横浜国立大学大学院 九州大学大学院
工学研究科 工学研究院 システム情報科学府
情報通信制御システム工学専攻 システム統合工学専攻 知能システム学専攻
http://www.u-
tokai.ac.jp/graduate/engineering/information_communicati
on/index.html

http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/jpn_in/index.html http://www.isee.kyushu-u.ac.jp/

・教育目標（学部）
コンピュータ応用技術は社会，環境，産業システムなどさまざま
な分野で根幹をなす重要な技術である．コンピュータ応用工学科
ではコンピュータを，ロボットメカトロニクス，自動車の制御システ
ム，環境制御システム，医療福祉情報処理などあらゆる分野に
おいて高度に応用するための学際的な学問・技術を掌握できる
以下のような人材を育成する．
(1) コンピュータの発展と電子システム技術の発展に対応できる
基礎能力を持つ．
(2) コンピュータのハードウェアとソフトウェアの技術をバランスよ
く備える．
(3) コンピュータが取り扱う電気，機械，環境，人間など幅広い対
象分野に関する興味と知識を持つ．
(4) コンピュータと人間・環境とのよりよい関係を作り出す独創性
と実現力を備える．

・従来の機械工学，材料工学といった枠組みを超え，それ
らを一体化した教育と研究を行い，エンジン，流体機械，自
動車，航空機，コンピュータ，ロボット，諸生産設備などの各
種機械と，鉄鋼，アルミニウム，複合材料，セラミックスなど
の材料に関する高度な専門知識を備え，多様な科学技術
の発展に柔軟に対応できる研究者・技術者を育成します。

・電気情報工学科では下記の３つのコースがあり、それぞ
れ教育目的は以下のとおり。
電気電子工学課程：
電気・電子工学とそれに立脚したシステムに関する学術分
野を中心として学習する．電磁気学や電気・電子回路の基
礎知識に基づき，各種電気機器やエネルギー変換機器な
どの要素技術，さらにそれらを有機的に結びつけた大規模
システムに関して幅広い学力を身につける事によって，将
来の社会基盤と科学技術の発展に対する適応力と広い視
野，総合力ならびに独創性を持った技術者を養成する．

・教育目標（大学院）
コンピュータ技術と通信技術の発展により、現代の社会は
大きく変革を遂げてきている。このため、技術の高度化と多
様化に対応するハードウェアおよびソフトウェアの両面にわ
たる知識を備えた高度専門技術者の養成が急務となってき
た。このような時代にあって、コンピュータを各種の制御機
器や人間情報システムへ応用する制御システム技術とコン
ピュータ回路やネットワークを中核とする情報通信技術は、
情報化社会の基盤をなす重要な分野であるといえる。この
２つの技術を結びつけた情報通信制御システム工学専攻
ではコンピュータとその周辺のハードウェアも含む情報関
連の先端的分野の技術者を養成することを目的とする。

電子通信工学課程：
情報・通信技術(IT)の数理・物理的側面からシステムまでを
体系的に学習する．エレクトロニクスの知識をもとにして，
システムLSI構成技術を習得する．さらに，通信システム
（伝送，ネットワーク）ならびに各種の応用システムを扱う．
これにより，システムを構成するすべての要素技術につい
て基礎的な知識を得るとともに、情報・通信システムの全体
像に明るい技術者を養成する．
計算機工学課程：
計算機科学を中心とした情報工学に関連する学術分野を
中心に学習する．計算機のハードウェアとソフトウェアに関
する基本知識から応用分野の基礎知識を幅広く身に付け，
実際に情報システムの設計を行える基礎能力を身に付け
る．また，電気工学や電子工学に関する基礎的な知識も身
に付けることで，情報化社会を支えるシステム構築に対応
できる幅の広い技術者を養成する．

・知能システム学は、人間の知性・感性の本質を究明し人
間が有する知的能力の一部を代行する情報システムの構
築技術を探求する学問である。本部門・専攻は、知能シス
テム学の基礎となる認知科学、情報科学、人工知能技法を
人文系・理工系という既成の枠組を越えて教育研究し、人
間の有する知的機能の分析力と知能処理技術を備えた研
究者・技術者を養成することを目的とする。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
（１）回答者の開講する講義名称とその
講義の概要（シラバスの添付でも良い）

（２）（１）の講義、演習の講義時間の総
計（講義毎）、担当者の人数

（３）（１）の他に所属の学科で開講して
いるロボット学（工学）に関連する講
義、演習科目時間の総計と内容。講師
陣の陣容（人数、専門分野、助教、講
師、准教授、教授の別）。

（４）（１）の講義、演習科目を受講する
前に、受講生が受講しておくべきと考え
る講義、演習科目

東海大学 横浜国立大学 九州大
・基礎ロボット工学
　ロボットの歴史から基本構成、機構、要素、制御について
説明する。つぎに、運動学、逆運動学、動力学について述
べ、ロボットセンサと知能化について述べる。
・ロボット応用システム特論（大学院）
　ロボットの生産システムへの応用、作業計画、サービスロ
ボット、自律分散システム等

ロボット工学を主眼とした授業は行っていません。ちなみ私
の担当科目は、
(1)機械工学と社会の係わり合い（1年）
(2)自動制御Ⅰ（2年）
(3)機械情報学　（3年）
(4)マシンインテリジェンス（大学院）

・知能情報機械特論（大学院修士課程）　知能機械の構成
とその行動生成の原理について講義を行う。
　　環境モデルに基づく行動計画、行動ベースのアプロー
チ、強化学習、遺伝的アルゴリズムによる行動創発など

・創造工学演習
担当者３名　ＴＡ３名　１コマ１４回＋製作・実験・調整の時
間　　総計４０時間程度

・基礎ロボット工学　１コマ１４回　　２８時間
　　　　　担当者１名　　ＴＡなし

・ロボット応用システム特論　　１コマ１４回　講義のみ

・知能情報機械特論　講義３０時間、演習なし、担当者１名

学部　　（シラバス添付）
・機構設計学　　２８時間　准教授　１名
・アドバンストロボティクス　２８時間　准教授　１名
・ダイナミクス　２８時間　准教授　１名
・人工知能　　　２８時間　准教授　１名
・人間機械制御システム　２８時間　教授　１名
・システム開発演習　　２８時間　　准教授　３名
大学院　　（シラバス添付）］
・ロボット工学特論　　　　　　　教授　１名
・ロボット応用システム特論　　　准教授　１名
・人間機械システム特論　　　　准教授　　１名

ロボット工学（３年）
講義時間15回（試験も含む）
「本講義はロボット技術を学ぶ一歩として、産業用ロボット
の運動解析に必要なことを学ぶ」
前田雄介　准教授

・多次元情報制御特論（大学院修士課程）　多次元空間で
人間の知的活動を支援するロボット制御技術や、多次元情
報である時空間構造や工学情報などを取得、加工、生成、
可視化する技術について講義を行う。
担当教員１名、教授

・創造工学演習
　　１年次春学期科目に付き、他の科目の知識は必要な
し。

・基礎ロボット工学
　　基礎電気回路、ディジタル回路、ダイナミクス、電気電子
計測、センサ工学、基礎制御理論　を履修していることが望
ました。

・制御工学、人工知能、パターン認識、コンピュータグラフィ
クスと画像処理、最適化手法
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
（５）（１）の講義、演習科目を受講後、
受講生が受講すべきと考える講義、演
習科目

（６）（１）の講義、演習科目を実施する
にあたってご利用している教育環境や
設備の仕様（講義室、演習室の設備
（計算機、ソフトウェア等）、実習工場の
支援、専用の工作室などの設備等）

（７）利用可能な財源について（財源の
種類、おおまかな金額、定常的か一時
的（最近５年間）なものだったか。さしつ
かえない範囲で）

（８）現状の課題と将来計画

(a)現状のロボット学（工学）教育に問題
があると考える場合、その具体的な課
題と改善方法の提案

(b)現在、行なわれているロボット学（工
学）教育の将来計画（履修の流れや講
義の内容、演習内容、教材の内容、外
部の支援の必要性など）。ロボット学
（工学）教育の将来の方向性に関する
提案

東海大学 横浜国立大学 九州大
・創造工学演習
　　制御・ロボット系の科目全て

・基礎ロボット工学
　　アドバンストロボティクス（先端ロボット工学）、機構設計
学（ロボット設計学）コンピュータ制御、人間機械制御システ
ム、人工知能等

・創造工学演習　　（３グループ）
　講義室、実験室、ボール盤・バンドソー等の工作機械、マ
イコンプログラミング用パーソナルコンピュータ（専用プログ
ラミング室）

・基礎ロボット工学
　　通常の講義室

・創造工学演習（受講者８０名）
　　学科の教材費　　４～５０万円程度、定常的
・

・基礎ロボット工学
　　学務運営費　　配付資料コピー等　の費用のみ

・ロボットを用いた教育か、ロボットに利用される技術・理論
を教育するかによって異なる。
前者については、標準のロボットモデルが尐ない。すなわ
ち、いろいろな教材があるが、技術的には一面的である。
後者については、多くの科目をで個別に学んだ方が効果的
と思われる。ロボットと限定しない方がよい。

・ロボットを設計製作するロボコン的授業は、低学年の早い
時期に、各分野の技術を総合する授業は、高学年の卒研
やゼミナールとすると良い。（総合する実習実験は時間的
制約で難しい。）

・機械工学関連の学科に在籍しているが、ロボット工学が
機械工学の中の専門科目とは認識されているが、それ以
上に発展させ、ロボット学を体系的に教えるようなリソース
を割くほど、他のメンバーからの賛同を得られないと感じて
いる。
・ロボット工学を扱うことは、新入生集めには良いが、それ
以上の価値を他のメンバーは感じていないと思われる。
・この改善策としては、大学の専門領域の慣性が強いの
で、その打破はなかなか難しいと感じている。

・ 電気情報工学科ではロボット工学に関する体系的な講義
は整備されていない。
・ 大学院知能システム学専攻でも、ロボット工学に関する
体系的講義は整備されていない。

・創造工学演習からはじめ、メカトロニクス実験を経て、基
礎ロボット工学やロボット設計論を学び、
アドバンストロボティクスへつなげる。また、実験のテーマと
しても、マニピュレータ制御とヒューマノイドプログラミングな
どいくつか用意する。
・将来的ナーには学部学科の壁を越えて、総合ロボット実
験室のようなものが必要と考える。

・回答者は、企業から大学へ転進したものであるが、企業
のシステム関連の技術者の養成として、ロボット関連の
テーマを卒研、修士の研究で経験することは大変有意義だ
と考えている。それは、ソフトからハード、機構、電子回路、
インタフェースの等の技術を理解し、システム化して動かす
ことの経験は、他の研究テーマでは扱えないものであり、非
常に良い教育だと考えている。この成果については、卒業
生が40歳前後になったときに、その反応を聞いてみたいと
感じている。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
(c)ロボット教育に理想的なロボット教材
に関するお考えや、現状のロボット教
材の問題点等に関する意見

(d)ロボット学（工学）を修得するにあ
たって必要な学習分野や学習順序は
どうあるべきかに関しての意見

（１）回答者の担当する講義名称とその
講義の概要（シラバス等の添付でも良
い）

４．ロボット教材を用いた、もしくはロボット製作

東海大学 横浜国立大学 九州大
・Move masterとe-nuvo　は教材として非常に良くできてい
る。
しかしながら、Movemasterの作業では学生の興味を持続し
にくい。また、ダイナミクスや力制御を実験しにくい。
e-nuvo は大変おもしろく、教材も適当であるが、できる動
作が尐ないことと、故障しやすいことが欠点である。
ＰＩＮＯは、学生実験用としては難しい。
ＳＩＣＥ標準アームは制御モデルとして適当であるが、作業
生がない。

・別紙カリキュラム体系を参照されたい。
なお、２０１０年からのカリキュラムであり、現状よりロボット
科目を明確にしている。

・

・創造工学演習　（ロボコン型授業　シラバス参照）
　４人程度のグループを構成し、与えられた材料、センサ、
アクチュエータ、コントローラ等を用いて、ライントレースロ
ボットを設計製作する。最終回にコンテストを行う。

・電子系基礎実験のうちの１テーマ
　「ヒューマノイドロボットの実験」　二足歩行ロボットのプロ
グラミングe-nuvo を用いて、各軸動作、サンプルモーショ
ン、モーションメーカーによる動作の生成。

・ コンピュータ応用実験のうちの１テーマ
　「ロボットアームの制御」　　Movemastesr に作業をプログ
ラムし、実行する。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
（２）（１）の講義、演習の講義時間の総
計（講義毎）、担当者の人数（TAがいる
場合や複数講師による講義の場合、そ
れぞれの人数）

（３）利用しているロボット教材。

講義名称
履修時期（　　年 前期・後期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等
利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

講義名称
履修時期（　　年 前期・後期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等
利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

講義名称
履修時期（　　年 前期・後期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を
現す題目等
利用教材（製品名、メーカー、台数な
ど），担当者

（４）（１）の講義、演習科目を受講する
前に、受講生が受講しておくべきと考え
る講義、演習科目

（５）（１）の講義、演習科目を受講後、
受講生が受講すべきと考える講義、演
習科目

（６）（１）の講義、演習科目を実施する
にあたってご利用している教育環境や
設備の仕様（講義室、演習室の設備
（計算機、ソフトウェア等）、実習工場の
支援、専用の工作室などの設備等）

（７）利用可能な財源について（財源の
種類、おおまかな金額、定常的か一時
的（最近５年間）なものだったか。さしつ
かえない範囲で）

（８）現状の課題と将来計画

東海大学 横浜国立大学 九州大
・創造工学演習　　　１コマ１４回＋製作・実験・調整の時間
総計４０時間程度
　　　　　担当者３名　　ＴＡ３名

・電子系基礎実験　　　　２コマ　１回のみ　総計３時間程度
　　　　　担当者１名　　ＴＡ１名

・コンピュータ応用実験　２コマ　１回のみ　総計３時間程度
　　　　　担当者１名　　ＴＡ１名

電子系基礎実験
（　２年 前期）
ヒューマノイドロボットの実験

二足歩行ロボット（e-nuvo,　ZMP, ３台）

コンピュータ応用実験
（　３年 後期）
ロボットアームの制御

マニピュレータ（Movemaster, 三菱、１台）

卒業研究
（４年 前期・後期）

卒業研究

各種移動ロボット、アームロボット（自作のもの多数）

・電子系基礎実験　　センサ工学、ダイナミクス、基礎コン
ピュータ工学

・コンピュータ応用実験　　基礎ロボット工学、基礎制御理
論、プログラミング

・電子系基礎実験　　機構設計学（ロボット設計学）　基礎ロ
ボット工学　基礎制御理論その他

・コンピュータ応用実験　　アドバンストロボティクス、人間機
械制御システム　その他む

・創造工学演習　　（３グループ）
　講義室、実験室、ボール盤・バンドソー等の工作機械、マ
イコンプログラミング用パーソナルコンピュータ（専用プログ
ラミング室）

・電子系基礎実験　（８グループ）
　基礎実験室

・コンピュータ応用実験（８グループ）
　コンピュータ応用実験室

・創造工学演習（受講者８０名）
　　学科の教材費　　４～５０万円程度、定常的

・実験は全体で管理、年度によりまた、修理等の状況により
異なる。
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
(a)現状のロボット教材を用いた工学教
育に問題があると考える場合、その具
体的な課題と、改善方法の提案

(b)現在、行なわれているロボット教材
を用いた工学教育の将来計画（履修の
流れや講義の内容、演習内容、教材の
内容、外部の支援の必要性など）。ま
た、ロボット教材を用いた工学教育の
将来の方向性に関する提案

(c)ロボットを用いた工学教育に理想的
なロボット教材に関する考え、現状のロ
ボット教材の問題点等に関する意見

(d)一般的なロボット学（工学）を修得す
るにあたって必要な学習分野や学習順
序はどうあるべきかに関してのご意見
がありましたら、お考えをお聞かせ下さ
い。質問事項５．(1)の(d)にある樹形図
をお書き添え頂ければ幸いです。

（１）学科で実施されているロボット学
（工学）教育プログラムの設計について

(a)卒業要件

(b)基礎的科目、ロボット関連科目それ
ぞれの講義時間数

(c)シラバス

カリキュラム全体が記載されたシラバ
ス（講座概要）

(d)カリキュラムの体系を表す樹形図

　シラバスに記載されている講座につ
いて、履修の流れ（編成の意図）がわ
かる樹形図的な資料

５．学科としてロボット学（工学）の教育を体系

東海大学 横浜国立大学 九州大
・前述のとおり

・前述のとおり

・前述のとおり

・前述のとおり

・体系としていない。ロボット工学は履修モデル（分野）とし
てだけである。

・基礎科目　　１０単位
・専門基礎科目　２０単位
・共通専門科目　３６単位
・ロボット関連科目　１０単位
・実験実習科目　１４単位

・関連科目のみ添付

・カリキュラム体系及びカリキュラム対応表参照のこと
（２０１０年度カリキュラムと、２００６年カリキュラムに違いが
あります。なお、２０１年カリキュラムは内容が未定のものも
あります）
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容
（２）ロボット学（工学）の学習にあたっ
て、学生の学習支援の仕組み（例：ロ
ボメカ工房による講義時間外の学習支
援、定常的な外部ロボットコンテスト等
への参加支援など）

（３）（２）の活動実績（最近５年間程度）

（４）教員の数と構成（助教、教授等の
別）

６．産学官連携による人材育成

東海大学 横浜国立大学 九州大
・一般の物づくり支援のためのチャレンジセンターがある
が、特にロボットのためのものはない。

・ラオスで開催されたロボット国際大会への参加等

・コンピュータ応用工学科　教授４　准教授５
　大学院情報通信制御システム工学専攻　教授１２　准教
授７（上記を含む）
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アンケート回答まとめ（大学）

質問内容

産業界からの人材育成ニーズに応える
ため、産学官または産学連携して、立
ち上げている講座、プロジェクト等。産
業界の求める人材像と、それに対する
教育の内容等、プロジェクトの概要。

７．その他

東海大学 横浜国立大学 九州大
・専門職大学院組込技術研究科組込技術専攻の設置 ・ 九州大学大学院システム情報科学府社会情報システム

工学コース
(文部科学省「先導的ITスペシャリスト人材育成推進プログ
ラム」、経団連「高度情報通信人材育成プロジェクト」
目的　本プログラムでは、最先端のIT知識に加え、現行教
育で不足していると言われる、
1.社会の中で技術を企画，設計，構築，運用する能力や知
識
2.大規模なチームによるシステム開発やマネジメント
3.リーダーシップやコミュニケーション力
を身につけていただくことを目的としています。具体的に
は、産業界や他の大学と連携し、実際にシステム開発プロ
ジェクトに参加しながら学ぶReal PBL(Project-Based
Learning) の科目を充実させています。また、経験豊富な産
業界の現役スタッフが、非常勤講師として講義を担当し、
様々な側面から幅広い知識を提供します。
　 また、実践的科目だけでなく教養・哲学系科目群、ヒュー
マンスキル系科目群も設け、全人格的な育成も図ります。
　 さらに、実際に企業に派遣して実務を行いながら学ぶイ
ンターンシップや、産業界のスタッフが学習の方向性や進
路等についてアドバイスを行うメンター制度も設けていま
す。
このようなカリキュラムを通じ、幅広い知識と高い倫理観と
高度な技術レベルを兼ね備えた、将来の日本のIT産業を
背負う人材の育成を目指しています。
カリキュラム http://www.qito.kyushu-u.ac.jp/library/QITO-
20061219.pdf

２００１年に学科を創立したとき、ロボット工学をメインの教
育分野（機械と電気の融合）と捉え、機械系の科目も多く取
り入れた。「メカニカルシステム」「機構設計学」「バイオメカ
ニズム」「マイクロマシン」等。しかしながら、本学科の学生
はコンピュータ指向であり、多くの学生が機械系の科目に
興味を示さないので、２００６年から、機構設計学以外の機
械系科目を廃止し、工学部機械系学科の開講科目を履修
するよう指導した。ロボット工学のような横断的学問分野の
難しさがここにあると思われる。

２０１０年にカリキュラム改訂予定。ロボットは３本柱の一つ
としている。
なお、本アンケートでは、現カリキュラムの内容で回答して
いるが、体系表などは新カリキュラムを示している。

アンケートへのコメント
　アンケートが回答しにくい。大学院も含めているように見
えて、学科のことを聞いている。２回同じ問いが現れてくる。
（講義演習と実験実習の違いと後で分かったが、樹形図な
どひとつしかない。）
個人のことだけなのか学科全体なのか。途中で大学の取り
組みを聞いてきているので、大学全体のことかよく分からな
いので答えにくい。記述するところばかりで、手間がかか
る。（選択式も入れた方が答えやすい）
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アンケート回答まとめ（高専）

質問内容 小山高専 岐阜高専（機械） 岐阜高専（電子制御）
１．先生のお名前、ご所属

先生のお名前 田中昭雄※１、川村　壮司※２ 山田　実 長南功男
ご所属 小山高専　電気情報工学科※１、機械工学科※２ 岐阜工業高等専門学校　機械工学科 岐阜工業高等専門学校　電子制御工学科
ご連絡先 ホームページ： ホームページ：http://www.gifu-

nct.ac.jp/mecha/yamada.html
ホームページ：http://www.gifu-nct.ac.jp/

・ 電気情報工学科３年生　科目名：プロジェクトワーク（創
造性育成のための物作り授業）
これまでの内容：オリジナルライントレーサの製作
　　達成目標：
（１）機械工作、電子回路工作に関する基本的な製作技術
を習得する。
（２）ディジタル回路の動作を理解できる。
（３）プログラミング技術を習得する。
（４）課題作品に対する独創性を重視し、創造的な物作りの
能力を高める。

・ロボットを制御するために必要な基本的な原理，特に動
力学・運動学についての知識と制御方式の基礎の習得を
目標とする．
・マニピュレータの位置や姿勢表現の理解

・マニピュレータの運動学の理解

・マニピュレータの動力学の理解

・マニピュレータの運動方程式導出方式の理解

・マニピュレータの力制御・ハイブリッド制御方式の理解

・これにより，マニピュレータを制御するための基本的能力
を養う．

・電子・制御・情報技術によるシステムの知能化

・ハードとソフトの融合・調和

・問題発掘能力，問題解決能力，実験・解析の実行能力を
身につけた学生の育成

・電子，情報，制御，機械系の基礎技術を持った技術者の
育成

・人間の代わりをする知的なロボットがどこまで実現できる
か

（１）講義名称とその講義の概要（シラバス等
の添付でも良い）

・電気情報工学科４年生　メカトロニクス ・ロボット工学　マニピュレータの運動学・動力学・制御につ
いての講義

・ロボット工学

・ロボット応用

（２）（１）で回答頂いた講義、演習の講義時
間の総計（講義毎）

・メカトロニクス　週２時間（１時間＝90分）×15週　　　合計
30時間

・ロボット工学　９０分×１５回＝２２．５時間 ・ロボット工学：６０時間

・ロボット応用：３０時間

（３）（１）で回答頂いた講義、演習科目を受
講する前に、受講生が受講しておくべきとお
考えの講義、演習科目がございましたら、下
記にご記入下さい。（例：講義科目がロボット
設計演習の場合、メカトロニクス、基礎電気
回路を先に受講しておくことが望ましい等）

・メカトロニクス：３年生後期までに電気回路、電子回路を
受講済み。

・機構学

・制御工学

・工業力学

・電気回路、電子回路、材料の力学、器械運動学

（４）（１）で回答頂いた講義、演習科目を受
講後、受講生が受講すべきとお考えの講
義、演習科目がございましたら、下記にご記
入下さい。

・メカトロニクス　→　制御工学 ・特になし ・特になし

（５）（１）で回答頂いた講義、演習科目を実
施するにあたってご利用されている教育環
境や設備の仕様についてお教え下さい。（講
義室、演習室の設備（計算機、ソフトウェア
等）、実習工場の支援、専用の工作室などの
設備等）

・メカトロニクス　電気情報工学科教室 ・プロジェクター 講義室

（６）利用可能な財源について（財源の種類、
おおまかな金額、定常的か一時的（最近５年
間）なものだったかをご記入下さい。さしつか
えない範囲で）

・特にありません。 ・特になし 運営交付金

（７）現状の課題と将来計画（下記の点に関
して、ご意見をお持ちでしたら自由にご記入
下さい）

２．貴校のロボット関連教育プログラムの教育目的、
学習目標等をお書き下さい。

３．ロボット関連教育を目的とした講義、演習科目に
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アンケート回答まとめ（高専）

質問内容 小山高専 岐阜高専（機械） 岐阜高専（電子制御）
　(a)現状のロボット関連教育に問題があると
お考えの場合、その具体的な課題と、もし改
善方法のご提案がありましたらご記入下さ
い。

・特にありません。 ・数学的な理論と実際のロボットの関係を理解させるのが
難しい．

・教材の種類など増えてコストも安くなってきてはいるが、
予算不足でなかなか充分にはそろえられない。
教育向けの安価なロボット教材の開発が求められる。

　(b)現在、行なわれているロボット関連教育
の将来計画（履修の流れや講義の内容、演
習内容、教材の内容、外部の支援の必要性
など）がございましたら、ご記入下さい。ま
た、ロボット関連
教育の将来の方向性に関するご提案があり
ましたら、合わせてご記入下さい。

・特にありません。

　(c) ロボット関連教育に理想的なロボット教
材に関するお考えや、現状のロボット教材の
問題点等に関するご意見をお持ちでしたら、
お聞かせ下さい。（現在、ロボット教材をお使
いでない方でも構いません）

・講義室等でもデモンストレーションができる持ち運び可能
なロボット教材

・動力学・運動学・制御の一連の関係が教えられる教材

　(d) ロボット関連教育を修得するにあたって
必要な学習分野や学習順序はどうあるべき
かに関してのご意見がありましたら、お考え
をお聞かせ下さい。できましたら質問事項
５．にある樹形図をお書き添え頂ければ幸い
です。

・センサーやアクチュエータなど物理的なことも講義する場
合は，電気・電子回路について事前に学習する必要があ
る．
・機構学，機械力学，古典的制御理論を学んだ後にロボッ
ト工学を学習する．

・ベクトル解析に関する知識は必須である．

（１）講義名称とその講義の概要（シラバス等
の添付でも良い）

・電気情報工学科１年生
科目名：電気情報工学実験
内　容：LEGOを用いたロボティクス導入教育（ライントレー
サ）を実施、今後LEGOを用いた二足歩行ロボットの製作に
変更予定。
・ 電気情報工学科３年生
　科目名：プロジェクトワーク
内　容：オリジナルのライントレーサの製作。

・特になし ・工学基礎研究

（２）（１）で回答頂いた講義、演習科目の講
義時間の総計（講義毎）。

・電気情報工学実験：電気情報工学科１年生、週２時間（１
時間＝９０分）×30週（通年）

・プロジェクトワーク：電気情報工学科３年生、週4時間（１時
間＝90分）×15週　合計60時間

・工学基礎研究：６０時間

４．ロボット教材を用いた、もしくはロボット製作を主た
る演習課題にしている講義、演習科目について、以
下の質問にお答え下さい。様々なロボット教材を用い
た工学分野の教育を行なわれている方を想定してお
ります。（教材を利用されている場合は、そのまま。ロ
ボット製作を演習課題にしている場合は、教材をロ
ボット製作課題に読み替えてご記入ください。）
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アンケート回答まとめ（高専）

質問内容 小山高専 岐阜高専（機械） 岐阜高専（電子制御）
（３）（１）で回答頂いた講義、演習科目を実
施するにあたってご利用されているロボット
教材についてお教え下さい。実験等でご利
用の場合や学科で他にご利用されているロ
ボット教材がありましたら、合わせてご記入
頂けると助かります。講義名称、履修時期、
内容、教材の種類をご記入下さい。

講義名称 電気情報工学実験 工学基礎研究
（履修時期） （１年生 通年） （　３年 　　通年） （　　4年 　前学期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を現す題目等LEGO MINDSTORMS によるロボティクス導入教育Ⅰ、Ⅱ 　機構学 ヒューマノイドロボットを用いた歩行プログラミング
利用教材（製品名、メーカー、台数など），担当者LEGO MINDSTORMS レスキュークローラー工作セット，タミヤ，学生１名にⅠ台，

担当：奥川雅之
富士通製ＨＯＰＥ１　１台他

講義名称 工学基礎研究
（履修時期） （　　4年 　前学期）
講義、演習のタイトルあるいは、内容を現す題目等 LEGO MINDSTORMによるロボティクス実験
利用教材（製品名、メーカー、台数など），担当者 LEGO MINDSTORM

（４）（１）で回答頂いた講義、演習科目を受
講する前に、受講生が受講しておくべきとお
考えの講義、演習科目がございましたら、下
記にご記入下さい。（例：講義科目がロボット
設計演習の場合、メカトロニクス、基礎電気
回路を先に受講しておくことが望ましい等）

・プロジェクトワーク：電気情報工学科３年生前期までに電
気回路、電子回路、情報処理、機械工作実習を受講済み。

情報処理

（５）（１）で回答頂いた講義、演習科目を受
講後、受講生が受講すべきとお考えの講
義、演習科目がございましたら、下記にご記
入下さい。

・プロジェクトワーク　→　メカトロニクス、デジタル回路、制
御工学、信号処理、電気・電子計測

（６）（１）で回答頂いた講義、演習科目を実
施するにあたってご利用されている教育環
境や設備の仕様についてお教え下さい。（講
義室、演習室の設備（計算機、ソフトウェア
等）、実習工場の支援、専用の工作室などの
設備等）

・プロジェクトワーク　電気情報工学実験室
　主な設備　・ノートパソコン
　　　　　　　　　　　　　　・工具（ドライバー、ペンチ、ニッ
パー、半田ごて等）
・工作機械（帯ノコ、ボール盤、フライス盤、旋盤）
　　　　　　　　　　　　　　・その他（エッチング装置）

・演習室（パソコン、専用ソフト）

（７）利用可能な財源について（財源の種類、
おおまかな金額、定常的か一時的（最近５年
間）なものだったかをご記入下さい。さしつか
えない範囲で）

・プロジェクトワーク　年間　（１）トレーサ材料費（機械部
品、電子部品）
（２）その他消耗品（電線、半田等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　１０
万円程度（学科予算）

・運営交付金

（８）現状の課題と将来計画（下記の点に関
して、ご意見をお持ちでしたら自由にご記入
下さい）

　(a)現状のロボット教材を用いたロボット関
連教育に問題があるとお考えの場合、その
具体的な課題と、もし改善方法のご提案が
ありましたらご記入下さい。

・特にありません
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アンケート回答まとめ（高専）

質問内容 小山高専 岐阜高専（機械） 岐阜高専（電子制御）
　(b)現在、行なわれているロボット教材を用
いたロボット関連教育の将来計画（履修の流
れや講義の内容、演習内容、教材の内容、
外部の支援の必要性など）がございました
ら、ご記入下さい。また、ロボット教材を用い
たロボット関連教育の将来の方向性に関す
るご提案がありましたら、合わせてご記入下
さい。
　(c)ロボットを用いたロボット関連教育に理
想的なロボット教材に関するお考えや、現状
のロボット教材の問題点等に関するご意見
をお持ちでしたら、お聞かせ下さい。

・機械工作、電気工作、プログラミング等が体験できるもの
で、学生個人の創意工夫が反映可能なもの。

・資料が準備できないため省略いたします。 特に資料なし

（１）ロボット関連教育の実施にあたって、学
生の学習支援の仕組みがありましたらお答
え下さい。（例：ロボメカ工房による講義時間
外の学習支援、定常的な外部ロボットコンテ
スト等への参加支援など）

・高専ロボットコンテスト（１９９０年～現在）
　　放課後、夏休み期間中において技術指導の支援を行っ
ています。
・校内アイデアコンテスト（過去６回開催，年一回）
　　学内におけるロボットコンテストのようなもの、学校行事
として実施しています。

・ものづくりリテラシー教育実習において学生が提案したロ
ボットをテーマにしたものづくり教室を行っている．学内に
科学技術リテラシー教育推進室という組織を作り，支援し
ている．

・コンテスト、高専祭専門展への時間外製作場所の提供

（２）また、その活動実績がありましたら、（最
近５年間程度）お書き下さい。

・高専ロボコンで製作したロボットについては、地域の小中
学生に対する物作り教育支援の一環として、
　展示・実演活動に利用しています。
・２００８年NHK高専ロボコンに参加できた選手とピットの８
名中，６名が校内アイデアコンテストでの参加と優勝などの
経験者で，学内でコンテストを開催することで，学生がもの
づくりに挑戦する機会を多く提供しています。

・平成１７年度から１９年度まで「創発的なものづくりリテラ
シー教育活動」（現代GP）の活動．主にロボット技術を使っ
た教材作り．

・専門展での時間外活動実績が毎年ある

（３）教員の数と構成について、お教えくださ
い。

・高専ロボコン
　指導教員２名、技術職員２名

・校内アイデアコンテスト
指導教員２名

・機械工学科　１１名（教授４名，准教授４名，講師１名，助
教２名）

・教授４

・准教授３

・助教３

・特にありません。 ・高専等を活用した中小企業人材育成事業「岐阜県の金
型・精密機械加工関連の中小企業を対象とした若手技術
者の育成事業」

・名称：組み込み系ディジタルシステム設計技術者育成プ
ログラム
学習内容：ハードウェア記述言語によるディジタルハード
ウェア設計基礎
　　　　　ディジタルハードウェア設計応用
　　　　　公開講座：スキルアップのためのディジタル応用機
器設計
学習方法：eラーニング９０時間、公開講座３０時間
募集人数：３０名

５．カリキュラムの体系を表す樹形図
　シラバスに記載されている講義について、貴校にお
ける履修の流れ（編成の意図）がわかる
樹形図的な資料を送付お願い致します。履修の流れ
（編成の意図）とは、学生が、貴校の専門領域にあた
る講義（実習含む）を、就学期間中、どのようなステッ
プで履修していくことを期待しているのか、カリキュラ
ム編成時に検討されるべき講座の全体構成です。
ご参考までに、樹形図の一例を別途添付致しますの
で、ご覧ください。

６．産学官連携による人材育成
貴学において、産業界からの人材育成ニーズに応え
るため、産学官または産学連携して、立ち上げている
講座、プロジェクト等はございますか。産業界の求め
る人材像と、それに対する教育の内容等、プロジェク
トの概要をお聞かせください。
記入欄をご用意致しましたが、自由フォームで別添頂
いても結構です。
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アンケート回答まとめ（高専）

質問内容 小山高専 岐阜高専（機械） 岐阜高専（電子制御）
・特にありません。７．その他

ご質問事項以外に、コメント等がございましたら、ぜひ
お聞かせください。
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アンケート回答まとめ（自治体）

質問内容 三重県 大阪市 福岡市１ 福岡市２ 福岡市３ 福岡市４
＜実施プログラムリスト＞

プログラム名 三重県ジュニアロボコン（H20年度の
名称：「Ｊｒロボコン2008in三重」）

「未来のロボット技術者」育成事業 ロボット塾　ステージ１・２・３ ダンスロボット工作教室 Beauto　組立・プログラミング教室 e-nuvo wheel　組立・プログラミング講座

概要 ・県内の中学生を対象にした宿泊型の
ロボット製作キャンプの実施。（２泊３
日～３泊４日）
・グループ分け（１グループ５～６名）
による、ロボットキット使用のロボット
製作。
・教員や大学生が指導。
・成果発表会を実施。

小・中学生に対し「もの」をつくることへの
興味・関心の醸成を図りつつ、ロボットの
魅力を伝えることにより、ロボット産業に関
わる人材の裾野を広げることを目的とする

　ロボットの組立からプログラミングまでを
行い、将来的にロボカップジュニア大会へ
の出場を目指す。

　ロボットの組立とプログラミングを行う。
ロボカップジュニア大会ダンス競技出場を
目指した教室。

　※平成２０年度JST地域活動支援事業
ヴイストン社のロボット学習教材「Beauto」
を使って、基本的な制御方法を学習しセン
サを用いて、プログラム作成をする。

　※平成２０年度JST地域活動支援事業
ZMP社のロボット学習教材「e-nuvo
wheel」を使って、簡単な組み立てといくつ
かの実験プログラミングを行う。

主催 三重県ジュニアロボコン実行委員会
（三重大学、三重県、津市、四日市
市、三重県中学校技術・家庭科研究
会）

ロボット人材育成プロジェクト実行委員会
（大阪市、社団法人関西経済連合会等で
構成）

　ロボスクエア【講師】株式会社ジャパンロ
ボテック

　ロボスクエア【講師】福岡県中学校教員
中村講介先生

　ロボスクエア講師】大阪府ヴイストン株式
会社・九州大学院生（助手）

　ロボスクエア【講師】東京都株式会社
ZMP・九州大学院生（講師・助手）

名前 濱口　正典 安積・竹内 土井裕幹
所属 三重県農水商工部産業集積室 大阪市経済局産業振興部都市産業担当 福岡市経済振興局産業政策部産業拠点

推進課
プログラム名 三重県ジュニアロボコン ロボット塾　ステージ１・２・３ e-nuvo wheel 組立・プログラミング教室

Ｑ１．プログラムの対象を教えてください。
1. 高校生 1 1 1
2. 大学生
3. 社会人
4. フリーター
5. その他 1 1 1 1 1 1
　　対象： 中学生 小学４年－中学３年 小・中学生 小・中学生 小・中学生 中学生

Ｑ２．プログラムの実施時間を教えてください。
1. 半日 1 1
2. １～２日 1
3. ３～５日 1
4. その他 1 1
　　実施時間： 2時間 １ステージ４回×３ステージ＝全１２回　１

回３時間

Ｑ３．プログラムの実施頻度を教えてください。
1. 毎日
2. 毎週１回 1
3. 隔週１回
4. 毎月１回
5. その他（　　　　　　） 1 1 1 1 1
　（　頻度　） 年１回 夏休み、秋期 年２～３回 夏休み全２回（４日間） ７月～２月　全８回

Ｑ４．プログラムの実施形態を教えてください。
1. 自治体独自で
2. 企業と共同で 1
　　企業名： 株式会社ジャパンロボテック
3. その他 1 1 1 1 1
　　実施形態： 大学と中学校と自治体（県及び市） 実行委員会形式 ロボット活動を積極的にされている福岡県

内の中学校教員　中村講介先生
に講師をお願いしている。

ヴイストン株式会社 株式会社ZMP

Ｑ５．プログラムの実施のために専用の施設をお持ちですか？
1. 専用の施設がある 1 1 1 1
　　施設名： ロボスクエア内セミナールーム ロボスクエア内セミナールーム ロボスクエア内セミナールーム ロボスクエア内セミナールーム
2. 専用はないが自治体の施設の会議
室・実験室等を使用している

1

3. 専用はないが企業の施設の会議
室・実験室等を使用している
4. 決まった場所はない 1
5. その他
　　その他の施設：

 
Ｑ６．プログラムの学習分野を教えてください。（複数回答可）

1. マイコンのプログラミング 1 1 1 1 1
2. 制御理論・シミュレーション 1 1 1 1
3. 機械力学・材料力学
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アンケート回答まとめ（自治体）

質問内容 三重県 大阪市 福岡市１ 福岡市２ 福岡市３ 福岡市４
4. 機構学・運動学 1
5. その他 1 1 1
　　学習分野： ロボットキットを用いたロボット製作 組み立て ダンス競技についてのレクチャー、ロボット

への装飾アイデア。

Ｑ７．プログラムの目的を教えてください。 県内の中学生を対象に、宿泊型のロ
ボット製作キャンプを実施することで、
協同で製作に関わる課題を解決する
楽しさや喜びを味わうことを通じて、青
尐年のものづくりや科学技術への興
味を喚起する。

小・中学生に対し「もの」をつくることへの
興味・関心の醸成を図りつつ、ロボットの
魅力を伝えることにより、ロボット産業に関
わる人材の裾野を広げる

当施設は、ロボット産業育成の事業の一
環として、子ども達へ
ロボットに対する興味・関心を育て、教育
する場としての役割
も担っている。
実際の事業としてもロボカップジュニア大
会の地区大会・ブロ
ック大会の開催をしており、ロボットジュニ
アの育成に力を入
れている。

実際の事業としてもロボカップジュニア大
会の地区大会・ブロ
ック大会の開催をしており、ロボットジュニ
アの育成に力を入
れている。
講師の先生が、特にダンス部門の指導を
得意とされているから。

当施設は、ロボット産業育成の事業の一
環として、子ども達へ
ロボットに対する興味・関心を育て、教育
する場としての役割
も担っている。
これまで工作教室が中心だったが、今後
はプログラミング教室
も積極的に実施したいと考えた為。

当施設は、ロボット産業育成の事業の一
環として、子ども達へ
ロボットに対する興味・関心を育て、教育
する場としての役割
も担っている。
これまで工作教室が中心だったが、今後
はプログラミング教室
も積極的に実施したい。また、タイル式の
プログラミングでは
なく実際に数値の入力などを行い、よりプ
ログラミングらしい
ことを体験してほしかったので対象年齢を
尐し高くして実施し
た。

Ｑ８．プログラムで挙げられた成果を教えてください。

アイデアを構想することや材料を加工
することなどのほか、仲間とのコミュニ
ケーション力や話し合って課題を解決
していく能力の養成につながってい
る。参加者規模が40名程度と小規模
であるが、総じて、参加中学生からは
高評価を得ている。

小中学生を対象とした「もの」を作ることへ
の興味・関心の醸成を図りつつ、ロボット
の魅力を伝え、ロボット産業に関わる人材
の裾野を広げることができた。

ロボット塾の卒業生が、ロボカップジュニア
世界大会に出場、
　　　　　優勝しています。ジャパンオープン
での活躍も多く見られる。

ロボット塾よりも短期間の講習で組立とプ
ログラミングの導入
　　　　　が学べ、図画工作の要素が尐し
はいることで、初心者にも受け
　　　　　入れられやすいので、受講希望が
多い。

当施設でロボット塾を受講した生徒が、他
のロボットでもプロ
グラミングを学習したいとうことで受講して
いた。

当施設でロボット塾を受講した生徒が、他
のロボットでもプロ
グラミングを学習したいとうことで受講して
いた。
　
　　　　　タイル式の教材は、「小学生が使
うもの」という先入観があるの
　　　　　か、これまであまり高校生の受講
がなかったが、このプログラ
ムでは、高校性が参加していた。

Ｑ９．プログラムの今後の課題などありましたら教えてください。
参加者の拡大が望ましいが、それに
伴い、指導側の体制の拡充や予算の
確保などが必要となり、課題である。

今後の事業のあり方等、裾野の広げ方 後輩ロボットジュニアの募集と育成。先輩
ロボットジュニアの
　　　　　協力体制。
（現在大会等で活躍している子ども達が高
校生になり、ジュニ
ア部門からの卒業が今後続いていき、ロ
ボットジュニアの現象
が懸念される）

実際に参加した子どもは楽しさがわかる
が、募集の段階ではな
　　　　　かなか内容が伝わりにくい。

実際に参加した子どもは楽しさがわかる
が、募集の段階ではな
　　　　　かなか内容が伝わりにくい。

実際に参加した子どもは楽しさがわかる
が、募集の段階ではな
　　　　　かなか内容が伝わりにくい。

Ｑ１０．プログラムでは教材としてマイコンキットやロボットなどを購入・製作され、ご使用されていますか？
１．使っている 1 1 1 1 1 1
　　名称： 株式会社キクイチのロボットキット ビュートチェイサー ロボデザイナー（（株）ジャパンロボテック ロボデザイナー（（株）ジャパンロボテック Beauto（ヴイストン株式会社製 e-nuvo wheel （　株式会社ZMP製
２．今は使っていないが導入の予定が
ある
　　名称：
３．使う予定はない

Ｑ１１．Ｑ１０で１または２とお答えの方にお尋ねします。
Ｑ１１－１．ご使用の教材の選定理由を教えてください。（複数回答可）

１．プログラムが容易であるから 1 1 1
２．ハードの構造が分かりやすいから 1 1 1 1 1
３．テキストなどが充実しているから 1 1 1 1
４．価格が安価だから 1 1 1
５．オプションが多く拡張性が高いから 1 1
６．その他 1
　　その他の選定理由： 公募と審査会により決定

Ｑ１１－２．ご使用の教材を導入した効果を教えてください。構造の簡易さと部品の組み合わせ等
による機能面、デザイン面の自由度の
高さを併せ持っていたため、全グルー
プが２泊３日でバラエティに富んだロ
ボットを完成させることができ、生徒た
ちの創造力を刺激するとともに達成感
を感じさせることができた。

組み立てが容易であるにもかかわらず、
本格的なプログラミング
までを行うことができる本教材の使用によ
り、多くの子どもたち
のロボットに対する興味を深めることがで
きた。

教材自体の拡張性が高く、本人の力量に
応じて発展させやすい。
開発元が当施設内にあるため質問などが
あったときにすぐに解決できる。

教材自体の拡張性が高く、本人の力量に
応じて発展させやすい。
講師の先生が長年使用されており、機体
について十分に理解されている。

　開発元が当施設内にあるため質問など
があったときにすぐに解決できる。

この教材で３つの実験ができ、ロボット工
学についての理解が深まったと思う。
話題のセグウェイやその他の電子製品の
仕組みが理解できていたようです。
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アンケート回答まとめ（自治体）

質問内容
＜実施プログラムリスト＞

プログラム名

概要

主催

名前
所属

プログラム名

Ｑ１．プログラムの対象を教えてください。
1. 高校生
2. 大学生
3. 社会人
4. フリーター
5. その他
　　対象：

Ｑ２．プログラムの実施時間を教えてください。
1. 半日
2. １～２日
3. ３～５日
4. その他
　　実施時間：

Ｑ３．プログラムの実施頻度を教えてください。
1. 毎日
2. 毎週１回
3. 隔週１回
4. 毎月１回
5. その他（　　　　　　）
　（　頻度　）

Ｑ４．プログラムの実施形態を教えてください。
1. 自治体独自で
2. 企業と共同で
　　企業名：
3. その他
　　実施形態：

Ｑ５．プログラムの実施のために専用の施設をお持ちですか？
1. 専用の施設がある
　　施設名：
2. 専用はないが自治体の施設の会議
室・実験室等を使用している
3. 専用はないが企業の施設の会議
室・実験室等を使用している
4. 決まった場所はない
5. その他
　　その他の施設：

 
Ｑ６．プログラムの学習分野を教えてください。（複数回答可）

1. マイコンのプログラミング
2. 制御理論・シミュレーション
3. 機械力学・材料力学

富山県１ 富山県２ 富山県３ 富山県４ 富山県５ 富山県６ 富山県７ 富山県８ 富山県９ 富山県１０ 富山県１１

ロボット研究会 　北陸ビンゴロ
ボット競技会

富山県高校生
アイデアロボッ
トコンテスト

アイデアロボッ
トフェスタ

おもしろロボッ
ト大集合ｉｎ子ど
も未来館

校内アイデアロ
ボット競技会

校内ロボットコ
ンテスト

中学生ものづく
り体験教室

チューリップ
フェアにおける
ロボット博

ロボット相撲大
会

ロボットフット
ボール大会

ロボットに関す
る最新技術動
向等の勉強会

　職業能力開
発学校を対象
としたロボット
競技会

ロボコン ロボットの展示
および実演

　ロボットの操
作体験教室

　テーマを決め
班に分かれて
ロボットを製作
する

３年生によるロ
ボット競技会

中学生を対象
にセミナーを開
催

在校生が一般
向けに自作ロ
ボットを紹介、
展示

電子工学部を
対象としたロ
ボット競技会

電子工学部を
対象としたロ
ボット競技会

（財）富山県新
世紀産業機
構、富山県立
大学、富山県
工業技術セン
ター

　北陸職業能
力開発大学校

　富山県工業
高校校長協会

　富山県人づく
り財団

　不二越工業
高校

　魚津工業高
校

大沢野工業高
校

高岡工芸高校 花と緑の財団 全国工業高校
校長協会

全国工業高校
校長協会
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アンケート回答まとめ（自治体）

質問内容
4. 機構学・運動学
5. その他
　　学習分野：

Ｑ７．プログラムの目的を教えてください。

Ｑ８．プログラムで挙げられた成果を教えてください。



Ｑ９．プログラムの今後の課題などありましたら教えてください。


Ｑ１０．プログラムでは教材としてマイコンキットやロボットなどを購入・製作され、ご使用されていますか？
１．使っている
　　名称：
２．今は使っていないが導入の予定が
ある
　　名称：
３．使う予定はない

Ｑ１１．Ｑ１０で１または２とお答えの方にお尋ねします。
Ｑ１１－１．ご使用の教材の選定理由を教えてください。（複数回答可）

１．プログラムが容易であるから
２．ハードの構造が分かりやすいから
３．テキストなどが充実しているから
４．価格が安価だから
５．オプションが多く拡張性が高いから
６．その他
　　その他の選定理由：

Ｑ１１－２．ご使用の教材を導入した効果を教えてください。

富山県１ 富山県２ 富山県３ 富山県４ 富山県５ 富山県６ 富山県７ 富山県８ 富山県９ 富山県１０ 富山県１１
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アンケート回答まとめ（企業-1）

＜ロボット教育＞

質問内容 回答 回答 回答 回答
A社 B社 C社 D社

１．社員研修について
(1) 研修一覧、シラバス 無回答 (1) 研修体系（特定の関係会社を含む）

　（A）全社共通：
新入社員研修、コーポレート研修（品質、安全、遵法、守秘、人権等）
全社員受講のインターネット講座、
社内英語検定：任意受検（TOEIC＋面接試験）
　　（B）対象者別
　　　　　経営幹部育成プログラム（社内教育、海外OJT、国内外留学
他）
　　　　　社内ゼミナール（社内講座およそ300講座/年）
　　　　　職種別教育（語学研修、技能研修等）
　　（C）事業本部別、工場別研修
　　　　　個別技術講座、講習会、部課長研修、・・

技術研修の概要→別表
ロボットスクールでのカリキュラム例→別表

(2) ものづくりエンジニア向け研修について

組込みプログラミング 有無/評価 無 非公表 有/やや満足
組込みOS 有無/評価 無 非公表 有/やや満足
フィードバック制御 有無/評価 有/やや満足 非公表 有/やや満足
古典制御理論 有無/評価 有/やや満足 非公表 有/やや満足
現代制御理論 有無/評価 無 非公表 有/やや満足
MATLAB/Simulink基礎 有無/評価 有/満足 非公表 有/やや満足
MATLAB/Simulink設計実習有無/評価 無 非公表 有/やや満足
アナログ回路 有無/評価 有/満足 非公表 有/やや満足
ディジタル回路 有無/評価 有/満足 非公表 有/やや満足
信号処理 有無/評価 有/やや満足 非公表 有/やや満足
画像処理システム 有無/評価 無 非公表 有/やや満足

機械設計　基礎 有無/評価 有/やや満足 非公表 有/やや満足
機械設計　製図 有無/評価 有/やや満足 非公表 無
機械設計　製図（CAD実習）有無/評価 有/やや満足 非公表 有/やや満足
機械設計　幾何公差 有無/評価 無 非公表 無

材料力学 有無/評価 有/やや満足 非公表 無
機構学、運動学 有無/評価 無 非公表 有/やや満足

 (3) 社員研修で利用している実習教材

・講座概要 ・アナログ回路 非公表
　利用教材（製品名、メーカー、台数など）自作基板（１８枚） 非公表
・講座概要 ・デジタル回路
　利用教材（製品名、メーカー、台数など）自作基板（１８枚）

・講座概要 ・フィードバック制御
　利用教材（製品名、メーカー、台数など）島津理化　FB-1A  ７台

(4) 海外での社員研修 なし

海外の現地法人は、個別に研修は行っている。本格的な実務教育の
場合は来日させて、日本側の各対応部門で個別に実施します。 非公表

海外では、セールス・サービス活動のみな
ので、語学研修が主。

・研修体系での技術教育は、社内ゼミナールの講座を各自任意あるいは
職場から指示されて受講することになります。ただし、入門（専門外技
術）、初級（技術担当初期）に該当するレベルであり、それ以上は職場に
任されます。三菱電機ゼミナールのおよそ300講座には、技術系200講
座、ビジネス100講座がある。各講座はおよそ１～5日の講義及び実習で、
最長は3ヶ月。
・講座は、研修センタに宿泊して受講する集合講座、ネットワーク回線を通
じ受信拠点で受けるライブ講座、サーバ上の教材にアクセスするオンデマ
ンド講座、CD・VTR等を使用するメディア講座、講師が出向く出前講座、が
あります。
・各講座は技術部長級の講座長が人材開発センタ（本社人事部管轄下の
社員教育担当部門）事務局と協議の上毎年の単元を組み、講師の選定を
行います。講師は9割以上が社員で、主として研究開発部門の幹部社員
があたります。
・各講座は複数の単元の組み合わせで、例えばロボットに関する講座は
機械工学系の「メカトロニクス」講座の中にあります。問い合わせの１７の
単元は全て、機械工学系、情報処理系、制御系のいずれかの講座に含ま
れています。
・ロボットに関する独立した講座は過去ありましたが、受講者が限られるた
め現在は廃止されています。

・基本的に講師に任されているが、外販教材導入は無く、多くは製品
の実物。
・ロボット関連の単元では今は教材を使用していません。

一般の実習教材は不使用。社員（技術者）
が必要に応じて作成。
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＜ロボット教育を受けた人材への期待＞

質問内容 回答 回答 回答 回答
A社 B社 C社 D社

１．人材ニーズについて
(1)    ロボット専攻の学生の採用時評価 現状では，「ロボット教育を受けた学生」を

特別に扱うような採用にはなっていない
・特別な事前評価はしていません。
　・ただし、個人レベルでコンタクトがあった場合は面談することはあり
ますが、ロボットに関する知識のレベルを問うことは無く、前向きさなど
の個人資質を評価することとなります。

・当社の基本的な採用基準は「人物本位」
ですので、教育の有無は直接的な評価材
料にはならないと思われます。
・ただし、「ロボット教育を受けた学生」が企
業でどんどん活躍するようになり、ロボット
教育の有用性が企業で認知されるようにな
れば判断材料の一つにはなると思います。

いわゆるＴ型人材が高い評価を受ける。つ
まり、一般的なロボティクスに通じているこ
とが評価されるというよりも、機械設計な
ど、一つの専門に関して深い知識を持ち、
加えて、その専門の周辺領域に関する幅
広い一般知識を有している学生が求めら
れている。

(2)    ロボット専攻の学生への期待・要望 要素（基礎）技術については、再教育する時間が惜しいので、充分に
教育しておいて欲しい。
　　ただし、以下のポイントがロボット学を通じて習得できるよう考慮お
願いしたい。
　・知識としての技術ではなく、課題と技術的解決を結びつける能力。
例えば式や数値は覚えていなくても（どうしても必要なものは自然に取
捨選択されて頭に入る）、その問題はどんな技術に関連するものかを
見抜く能力。
　・オーダエスティメートは必須、具体的な計算をする前におおよその
あたりがつけられる能力が必要。これは、どんなパラメータがその問題
を律するかを見抜く能力に通じる。パソコンを叩かないと応えられない
人材は不要。

＊ ロボット学は複合領域なので、他の専攻と比べて、上記のような素
養を広い視野で養える可能性は持っています。しかし、社内的にも優
秀な者が多いと言われているロボット技術者でも、もともと知的好奇心
と耐久力、体力が備わった人材が、何年かロボットを担当した結果伸
びたのであって、教育で身につけさせるのは至難の業かとも思いま
す。
＊ 過去、ロボット学専攻の新人で、「こんなロボットをやるために入社
したのではない」、と言う不満トラブルもあり、不要なので直ちに配置転
換させたこともあります。これは会社にとっても本人にとっても不幸。こ
の例は採用決定面談者にも責任がありますが、産業用の何たるかも
しっかり教育した上で職種選択させたいと思います。

・ロボット開発に対する強い意欲、チャレン
ジ精神
・ロボットに関する幅広い専門知識（機構
学、運動学、制御、ソフト等）
・幅広い知識を生かした応用力

上記と同様であり、何か一つ、深い専門知
識を持って欲しい。

(3)    今後の採用計画

採用増加の有無 非公表 有
有の場合、可能性の高い対象専攻 非公表

□ ロボット・メカトロ系 - ○
□ 機械系 - ○
□ 電気電子系 - ○
□ 制御系 - ○
□ 情報系 - ○
□ ナノ・バイオ系 -
□ その他[　　　　　　] -

担当することを期待する業務 非公表
□ ロボット・メカトロ系専攻の学生 ロボットシステム設計
□ 機械系専攻の学生 ロボット機構部設計
□ 電気電子系専攻の学生 ロボット制御部設計、センサ設計
□ 制御系専攻の学生 ロボット制御ソフトウェア設計

□ 情報系専攻の学生
センサソフト設計、オフラインプログラミング
設計

□ ナノ・バイオ系専攻の学生

□ その他[　　　　　　]

(4)    募集パンフレット/URL ←非公開

・引き続き、ロボット教育を受けたかどうかよりは、工学の基礎力を持っ
ているか否かを重視することとなります。
・採用対象分野ですが、基本的に機械工学系か制御系の専攻者を対
象と考えています。ロボット専攻そのものをアピールするより、原点に
戻って、この両方にまたがるということでロボット専攻をアピールして頂
いたほうが、企業側としての受けはいいはずです。
・当社ロボットでは、多少乱暴なこともやっていて、機械工学系の出身
者にコントローラ開発を任せたりします。本人の素養を見てのことです
ので当然かもしれませんが、だいたい成功します。
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質問内容 回答 回答 回答 回答
A社 B社 C社 D社

２． 資格認定について

(1) ロボットの要素技術に関する資格、認定

資格認定活用の有無 有 有
理由、ご意見 ・ロボットに関わる要素技術の検定や資格認定制度がたとえあっても、

全く活用しません。
・社員教育や人材ニーズの各項にて述べましたが、企業における技術
者の価値やポテンシャルを測るのは、知識レベルではありません。何
らかの即戦力として、技能職を雇い入れる場合は必要かもしれません
が技術者には必要ありません。

(2)に記載 ・検定で学生のスキルレベルがわかれば、
ロボット学科などの新しい学科卒の学生も
採用を検討でき
る。
・ロボット及びセンサの要素技術（機械、電
気電子、情報、制御等）ごとの知識・能力が
分かる資格が望ましい。また、これらがど
のように組み合わされてロボットあるいは
センサとして機能するかの理解度も分かる
のが望ましい。

(2) 採用の参考にしている資格、認定 ・採用時に保有資格は書かせていますが、特定の技能職を雇い入れ
る場合以外は採用には無関係です。

・1-(1)で述べたように、当社の選考におい
ては、あくまで「人物本位」ですので、基本
的には資格の有無による有利不利はない
と思います。ただし中途採用の場合は、採
用する事業部門によっては関連する公的
資格やTOEICの点数が求められる場合が
あります。ですからロボットに関する公的資
格があれば、ロボット事業部門への中途採
用の場合は評価材料として活用される可
能性はあると思われます。

情報処理技術者、TOEIC・TOEFL

４．その他

研修全体を通じて
＊ 研修の体系で行われる社員教育は、あくまでも入門的位置づけで
あり、実際の教育は職場で行われます。新入社員時点で職場内の入
社3年から10年の中堅どころが、教育担当者として指名され教育担当
者が、当人の状況を見て研修の利用や、OJTで指導を行う。フォーマ
ルには教育担当者は2年間のフォロー義務があります。
＊ 企業の技術者教育は、どこも同じだと思いますが、基本的に３現主
義（現物、現場、現実）です。
アンケート全体を通じてですが、産業用ロボットの製造業から見るとロ
ボット技術者教育に、ロボットカリキュラム・教材や資格認定といった切
り口には多少違和感があります。
　産業用ロボットメーカ間でも、対象事業の範囲、事業規模、社内での
位置づけ、など企業のバックグラウンドにより、かなり技術者教育の考
え方は異なると思います。
しかし、総じて技術者に要求したいのは、ごく要素技術寄りのもので
す。稚拙な例ですが、自分でプログラムを組んで何かを動かした経験
のある人間と、ベアリングのグリースを見てフレッティングの可能性に
思い至る人間の、どちらかを選べと言われれば迷わず後者を選びま
す。
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アンケート回答まとめ（企業-2）

＜ロボット教育＞

質問内容 回答 回答 回答
E社 F社 G社

１．社員研修について
(1) 研修一覧、シラバス 非公表

(2) ものづくりエンジニア向け研修について

組込みプログラミング 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
組込みOS 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
フィードバック制御 有無/評価 有/非公表 有/やや満足
古典制御理論 有無/評価 有/非公表 有/やや満足
現代制御理論 有無/評価 有/非公表 有/非公表
MATLAB/Simulink基礎 有無/評価 有/非公表 有/やや満足
MATLAB/Simulink設計実習有無/評価 有/非公表 有/やや満足
アナログ回路 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
ディジタル回路 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
信号処理 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
画像処理システム 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足

機械設計　基礎 有無/評価 有/非公表 有/やや満足
機械設計　製図 有無/評価 有/非公表 有/やや満足
機械設計　製図（CAD実習）有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
機械設計　幾何公差 有無/評価 有/非公表

材料力学 有無/評価 有/非公表 有/非公表 有/やや満足
機構学、運動学 有無/評価 有/非公表

 (3) 社員研修で利用している実習教材

・講座概要 ・新人研修でのソフトウエア開発演習 非公表 ・制御講座

　利用教材（製品名、メーカー、台数など） 教育用ロボット：LEGO社　NXT、１台/グループ MATLAB／Simulink

・講座概要 ・ＯＪＴ（研究所）　　　自律システム研記載
　利用教材（製品名、メーカー、台数など） 研究所の自律システム研に配属されると、約2ヶ月

間、研究部内の２つのグループでＯＪＴを行い、研究
所でのすごし方、研究の進め方を実地で学び、終了
後、研修の内容等の発表を行う

・講座概要

　利用教材（製品名、メーカー、台数など）

(4) 海外での社員研修 非公表 非公表 不明
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＜ロボット教育を受けた人材への期待＞

質問内容 回答 回答 回答
E社 F社 G社

１．人材ニーズについて
(1)    ロボット専攻の学生の採用時評価 機械系、電気電子系、情報系に跨る、多様な基礎的・

実践的な教育を受けている者と
して見ています。
しかし多様な中にも、どの分野がご本人の主軸となっ
ているかも同時に確認させていた
だいています。

特別の評価はしない。基礎学力のあるものを採用
する。

メカトロ製品開発業務の有望人材。

(2)    ロボット専攻の学生への期待・要望 上述のとおり、多様な基礎的・実践的な教育を受けた
者として、会社として幅広い技術的
ニーズがある、研究・開発職またはシステムエンジニ
ア（ＳＥ）に就く人材として期待し
ています。
ただ、当社に限って申し上げると、ロボットそのものを
開発している企業ではないため、
開発する製品がロボット関連ではなく、学んで会得し
た知識・技術をベースに、幅広く、
柔軟性も持って職種・業務に活かしていこうという気持
ちを持っていただきたいと思います。

別に期待はしない。重要なことは、基礎学力。基礎
学力がなく、やたらにロボットをやったと表面的なこ
とを自慢するような学生は、不採用とする。

機構、電子工学、ソフトのメカトロ全般に通じており、
システム構築が可能。

(3)    今後の採用計画

採用増加の有無 有 基礎学力のある学生を増やす。 有
有の場合、可能性の高い対象専攻

□ ロボット・メカトロ系 ○ ○
□ 機械系 ○ ○ ○
□ 電気電子系 ○ ○ ○
□ 制御系 ○
□ 情報系 ○
□ ナノ・バイオ系

□ その他[　　　　　　]

担当することを期待する業務

□ ロボット・メカトロ系専攻の学生 ハード系の各種製品・テクノロジ開発（メカ設計等） メカトロ製品開発一般
□ 機械系専攻の学生 ハード系の各種製品・テクノロジ開発（機構、熱等） メカトロ製品開発一般
□ 電気電子系専攻の学生 ハード系の各種製品・テクノロジ開発（回路設計等） メカトロ製品開発一般
□ 制御系専攻の学生 メカトロ製品開発一般

□ 情報系専攻の学生 ソフトウェア開発、ＳＥ

□ ナノ・バイオ系専攻の学生

□ その他[　　　　　　]

(4)    募集パンフレット/URL ←非公開
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質問内容 回答 回答 回答
E社 F社 G社

２． 資格認定について

(1) ロボットの要素技術に関する資格、認定

資格認定活用の有無 有 無
理由、ご意見 　基礎力を保持していることが分かれば、技術力確認

の一助とさせていただきます。
　ただそれだけが採用選考で大きなメリットがあるとは
言い切れず、最終的には人間性等も
　含めた総合力での判断となります。

語学や製図などきまったことがら、一定の範囲なら
検定も有効に思えるがロボットは多種多様であり、
むしろ弊害になるおそれがある。企業では、採用
面接・筆記試験でその学生、基礎力と資質を見
る。

採用面接で、自己の研究業績等を説明させればお
およそのポテンシャルを計ることができるが、TOEIC
のように、客観的尺度で技術レベルを示す指標があ
ればそれに越したことは無い。

(2) 採用の参考にしている資格、認定 　技術士（補）、各種情報処理技術者、英語力（ＴＯＥＩ
Ｃ）、ＪＡＢＥＥ　等

一級建築士、弁護士、弁理士、会計士、税理士等
国家試験資格のみ（資格が有効だからである）。
近年、英検、TOEICも参考にする。

TOEIC、情報処理技術など、一応聞くが、参考程度。
本質的には、自分の口で語るポテンシャル、個人の
マインド、バイタリティーの評価が優先。

４．その他 博士課程修了の学生については、研究部に採用枠が
あれば、志望，研究所の要望のマッチングが取れれ
ば、採用する場合がある。

企業の方々で最近話す機会があった。ロボットメー
カーでロボット専攻の学生を採用しても、弊害が目
立つという話がある。変な特別な感覚をもってし
まっているようである。２～３割は１年以内に辞め
るとのこと。どの要素技術の学習も中途半端であ
る場合が多い。特に図面を書いたことがなく、ソフ
トウェアのみの学生は、つかいものにならないこと
が多々ある。　（理由）ソフトウェアは属人的であ
り、コーディング（製作）まで自分でできてしまう。機
械系のものづくりは、図面は設計者、製作は現場
となっており、設計者が製作しない。図面とはもの
づくりの情報であり、技術者のコミュニケーションの
道具である。ソフトウェアについてもドキュメンテー
ションは、図面と同様のものづくりの情報である。
学生のときにソフトのみ学生は企業に入ってから
の　報告・連絡・相談（ほうれんそう）の能力の資質
がなくなっている学生を多々見る。企業のものづく
りのなかで生きていけなくなる。その学生が２～３
割はいる。図面をかける学生は会社に入ってから
ソフト制御もできる。企業に入ってから十分まにあ
う。ロボットはメカもあるからである。メカがわから
なければ、制御もソフトもできない。

特に無し
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