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書 評

　ロボットを製作するためのバイブルとして本書の初版は
「日本機械学会教育賞」および「文部科学大臣表彰」を受
賞しており内容に関しては折紙つきである．本書はその初
版から 12 年経過後の改訂第 2版でありロボット工学の進
歩の速さをものがたり初版より増ページとなっている．
　内容は 2部構成となっており，第 1部はロボット創造設
計と題しロボットに関連する理論の解説を行っている．第
2 部はロボット工学百科と題し，ハードウェアの解説を
行っている．第 1部の前項には研究室のロボットたちと題
し，10 ページにわたって著者らの研究室のロボットの写
真が掲載されている．論文などでは読み取れない実機の詳
細が写真を通して知ることができ，実機製作のヒントにも
なると思われる．
　第 1部として車輪型移動ロボット，腕型ロボット，歩行
ロボットと 3節に分かれて解説されている．ロボットの形
態から分類された 3種のロボットに関して基礎的な内容か
ら始まり問題点やそれに対する解決方法などが書かれてお
り，それぞれの分野で研究をはじめようとする者にとって
は大変ありがたい内容である．腕型ロボットに関しての良
書な和書は数多く出版されているが車輪型移動ロボットや
特に歩行ロボットに関しては和書の専門書は少ないだけに
一度は読んでおきたい本でもある．車両型移動ロボットに
関してたとえば，車輪型移動ロボットであれば車輪は横に
は滑らないという拘束条件から導出される特有の運動学か
らくる舵取りの問題を 10 ページにわたって解説してい
る．そのほか，車輪の接地問題，駆動モータの選定，オド
メトリ，走行制御問題など実機を実働させる際に直面する
問題をきちっと取り上げている．また歩行ロボットの節で
は全般的にはトピックス的な内容で占めているが，第 2版
で新たに付け加えられた後半の受動歩行ベースの 2足歩行
ロボットの項は特筆すべき内容である．移動仕事率，引き
込み現象の解説から始まり，リムレスホイール，コンパス
モデル，など初期の受動歩行器からアクチュエータ付き受
動歩行に関しても言及しており，位相線図を掲示しながら
の解説はほかの和書ではあまり見かけない内容となってい
る．

　第 2部では最初の節では基礎知識として，図面の書き
方，機構学，必要とされる基礎的な数学，力学の基礎知識
など機械工学などで学ぶ内容が記述されている．この 2部
全体にわたって言えることだが，単なる解説ではなく実体
験に基づいた細かい豆知識のようなことが随所に盛り込ま
れている．たとえば図面における穴の記述においてキリ，
リーマ，ザグリの違いを工具の写真も交えての説明がなさ
れている．その工具写真はリーマには 2種類あってここで
述べているのは右である，などの解説があり，さらに，そ
の説明の参照項に飛ぶと固定要素ねじの解説になってい
る．ここではねじ穴加工の話だけでなく，ねじを締め付け
る工具の話にも言及されている．図面の穴に関して始まっ
た話がねじを締めるドライバーの話まで離れてしまった感
じがするが，冗長的ではなくすべてリンクした経験談を聞
いているような感じになる．つまり単なる用語解説書では
なく，最初から最後まで一度は通して読んでおくべき流暢
な内容となっているのである．第 2部ではそのほかにアク
チュエータ，センサ，伝達機構に関する項が続き，ロボッ
トではよく用いられるハーモニックドライブの解説も含ま
れている．第 2部の最後は電気・電子部品，応用となって
おり，電気電子部品の項は抵抗値の読み方からはじまりオ
ペアンプ，PWM制御と Hブリッジの解説まで記述され
ている．本書全般を通して 2段組みで書かれており 1項あ
たりの情報量は非常に多く，この電気・電子部品の項は
ページ数が少ないように感じるが必要十分な基礎知識が網
羅されている．また応用の項ではパラレルリンク機構の運
動学やヤコビ行列，特異点の話まで載っており受動歩行と
同様にこの分野の研究などを始める時の基礎知識を習得す
ることができる．
　巻末には初版にはなかった演習問題が掲載されている．
本書の節ごとに問題が構成されており，各問題には本書参
照箇所も明示，難易度も書いており，解答も必要十分な内
容となっている．授業などで本書を教科書として用いる場
合は復習内容を明確に指示することができる．
　昨今，ロボットコンテストの内容や常連出場者の技術レ
ベルが非常に高くなっており，新規参入するには敷居が高
くなっていると思われる．そのような新規参入者には本書
を最初に読むことを薦める．また新しい研究分野としてロ
ボット系を考えている若手研究者にとっても基礎的な理論
面のギャップを埋めるには最適な書であると思われる．ロ
ボットを製作するには機械，電気，情報など広い分野の知
識が要求される．本書はロボットを製作する上で必要とさ
れる機械関連の基礎知識および多様なロボットの基礎知識
を 1冊で習得できる良書である．
 （北海道工業大学　高島　昭彦）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


