
国⽴国会図書館関⻄館 第20回⼩展⽰

開催期間 8⽉18⽇（⽊）〜9⽉20⽇（⽕）

－神話・からくり⼈形から最新ロボットまで－
ロボット進化中！

展⽰資料解説

！
？



 

 

 

時は 2016 年―ロボットはすでに SF の世界の住⼈ではありません。世
界中で研究が進み、⾼度な機能を備えたロボットが次々と誕⽣しています。 

 
第 20 回の関⻄館⼩展⽰では、「ロボット進化中！」と題し、⼈型ロボッ

トや⼈⼯知能を中⼼に、ロボットに関する資料 160 点をご紹介します。 
 
神話に登場する動く⼈形や江⼾時代のからくり⼈形、ロボットという概

念の誕⽣、漫画や映画の中のロボット、最先端の研究、ロボットと暮らす
未来像まで、資料を通してロボットの進化の歴史を概観します。 
 
 
この展⽰資料解説について 
 資料を展⽰の順番にしたがって掲載しています。書誌情報は資料番号 

タイトル 巻号 / 編著者名等（出版社, 出版年）の順に記載していま
す。【】内は当館の請求記号を表します。 
ガラスケースに展⽰している資料は⼀部を除き、デジタル化が済んだ
資料の原本です。デジタル化した資料は全て、館内の端末で、国⽴国
会図書館デジタルコレクション（http://dl.ndl.go.jp/）からご覧いた
だけます。そのような資料には、請求記号の後に次のアイコンを付し
ました。 

資料の電⼦画像をインターネット上で⾒ること
が可能な資料です。 
国⽴国会図書館の館内および、「デジタル化資料
送信サービス」の「送信先機関」内でのみご覧い
ただける資料です。 
「デジタル化資料送信サービス」については、
http://dl.ndl.go.jp/ja/about_soshin.html 
でご紹介しています。 
国⽴国会図書館の館内でのみ閲覧可能な資料 
です。 
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ロボット前史 
⼈の姿に似せて作られ、⼈のように動く「もの」たちの存在は、

多くの神話や伝説で語られてきました。 

また、江⼾時代のからくり⼈形など、⾃在な動作をする
⼈形も古今東⻄で製作されています。 

ロボットの遠い祖先ともいえるこれらの存在について、まず
は⾒ていくことにいたしましょう。 
 

1. 拾珎御伽璣訓蒙鑑草（しゅうちんおとぎからくりきんもうかがみぐさ）. 
松 / 多賀⾕環中仙 著 ; 稀書複製会 編.（⽶⼭堂, 昭和 4.）【15-469】 
 

2. 拾珎御伽璣訓蒙鑑草. ⽵ / 多賀⾕環中仙 著 ; 稀書複製会 編.（⽶⼭
堂, 昭和 4.）【15-469】 
 

3. 拾珎御伽璣訓蒙鑑草. 梅 / 多賀⾕環中仙 著 ; 稀書複製会 編.（⽶⼭
堂, 昭和 4.）【15-469】 
 
江⼾時代の⼈々にもてはやされた「からくり」のうち 28 種を絵草紙⾵
に表し、それぞれの構造や動きの仕組みについて図⼊りで⽰した解説
書です。初版本は 1730(享保 15)年刊⾏で、展⽰資料はその復刻版で
す。巻末では続編の刊⾏も予告されており、こうした解説書への需要の
⾼さがうかがえます。 
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4. イーリアス. 下 / ホメーロス 著 ; 呉茂⼀ 訳.（岩波書店, 1958.）
【991-cH76i-K】 
ギリシャの詩⼈ホメロスの作とされる⻑編抒情詩。鍛冶屋の神ヘーパ
イストスの⼿伝いとして、⻩⾦づくりの⼈形の⼄⼥が登場します。この
ページは、以下のように続きます。「⽣きた⼄⼥にそっくりで、胸には
精神をたもち、また⼈間の声や⼒を具えて、不死にまします神々よりの 
いろんな技をも⼼得ていた、」 

 
5. 映画ストーリー. 13(1)(149). 1964.01（雄鶏社, 1952-1966.） 

【Z778.05-E16】 

ギリシャ神話の『アルゴ探検船』には、超⼈的な⻘銅巨⼈タロスが登場
します。同著作が映画化された『アルゴ探検隊の⼤冒険』では、⻘銅巨
⼈が堂々たる姿を⾒せています。 
 

6. 今昔物語. 第 4 / ⻑野嘗⼀ 校註.（朝⽇新聞社, 1955.）【913.37-k-
N】 
⾼陽親王（かやしんのう）によって作られた、機械⼈形のエピソードが
収録されています。親王は、旱魃に苦しむ⼈びとのため、両⼿に器を下
げた⼦供の⼈形を作成しました。この⼈形は、持っている器に⽔を⼊れ
ると、顔にかけるという仕組みでした。これを⽥んぼの中に置いたとこ
ろ、評判になって多くの⼈が訪れ、⽔を⼊れました。おかげで、⽥んぼ
には⽔が満ちたとのことです。 
 

7. ⼈間機械論 / ド・ラ・メトリ 著 ; 杉捷夫 訳.（岩波書店, 1957 16
刷.）【135.43-n-S(t)】 
18 世紀のフランスの医師・哲学者ラ・メトリ⽒の主著。「⼈間は機械で
ある。また全世界には種々雑多に様態化された⼀つの物質が存在する
のみである」という主張を展開し、ディドロなどに影響を及ぼしました。 
 

8. 砂男 / ホフマン 著 ; ⽊暮亮 訳.（創芸社, 1953.）【943-cH71s-K】 
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主⼈公ナタニエルが⼼を奪われる美⼥オリンピアですが、実は⾃動⼈
形であったことが分かります。本⼩説は、バレエ『コッペリア』の原作
となりました。 

 
9. 巨⼈の復讐 : フランケンシュタイン / シェリー夫⼈ 作 ; ⼭本政喜 

訳.（新⼈社, 1948.）【a933-42】 
『フランケンシュタイン』として有名な作品。ヴィクター・フランケン
シュタイン博⼠は、⼈間の死体を集めて、知性を持った怪物を⽣み出し
ます。怪物は優れた能⼒を持っていましたが、その容姿は醜いものでし
た。⼈造⼈間を⽣み出した⼈間とその怪物の悲劇が描かれています。 
 

10. エレホン : ⼭脈を越えて / サミュエル・バトラ 作 ; ⼭本政喜 訳.
（岩波書店, 昭和 10.）【569-14】 
1872（明治 5）年に発表されたサミュエル・バトラー⽒の⼩説。「機械
の書」の中で、機械が⼈間と同じように意識を持つ可能性があると指摘
し、機械によって⼈間が⽀配される危険性について論じています。本書
は 1935（昭和 10）年刊⾏の翻訳です。 
 

11. 未来のイヴ. 上巻 / ヴィリエ・ド・リラダン 著 ; 渡辺⼀夫 訳.（岩
波書店, 1950.）【953-cV75m-W】 

12. 未来のイヴ. 下巻 / ヴィリエ・ド・リラダン 著 ; 渡辺⼀夫 訳.（岩
波書店, 1950.）【953-cV75m-W】 
⻘年貴族エワルドは美しいミス・アリシャに恋をしますが、彼⼥の凡庸
な内⾯に悩みます。エワルドから相談を受けたトマス・エディソン博⼠
（かの発明王から名前が取られています）は、ミス・アリシャに⽠⼆つ
の外⾒と素晴らしい内⾯を備えた⼈造美⼥ハダリーを製作します。後
世にも影響を与えた作品で、押井守監督のアニメ映画『イノセンス』に
は、⼥性型ロボット（ガイノイド）の「ハダリ」が登場します。 
 

13. オズのまほうつかい. 前篇 (みどりのへやの巻) / バウム 原作 ; 川
崎⼤治 脚⾊ ; 油野誠⼀ 画.（童⼼社, 1960.7）【YKG1-H328】 



 

 

- 4 - 

 

 
少⼥ドロシーの冒険を描いた『オズのまほうつかい』の紙芝居です。⼼
を求めるブリキの⽊こりが登場します。 
 

14. 列⼦. 2 / 福永光司 訳注.（平凡社, 1991.6.）【HB61-E20】 
「湯問（とうもん）篇」に、中国の周の穆王（ぼくおう）の時代（紀元
前 1000 年頃）、偃師（えんし）という名の⻄⽅の国の技術者が、⼈間
と同じように歩き、歌い、踊ることのできる役者の⼈形を作ったという
エピソードが収められています。 
 

15. 撰集抄全注釈. 上巻 / 撰集抄研究会 編著.（笠間書院, 2003.3.）
【KG167-H6】 
570 ページ「巻五 第⼀五話」に「作⼈形事於⾼野⼭」という説話が収
録されています。これは、⻄⾏が⼈間を作ろうとした話です。⼈の⾻を
寄せ集めて術を使い、できあがったものは…？続きはどうぞ本書をご
確認ください。 
 

16. ゴーレムの表象 : ユダヤ⽂学・アニメ・映像 / ⼤場昌⼦, 佐川和茂, 
坂野明⼦, 伊達雅彦 編著.（南雲堂, 2013.1.）【G189-L9】 
ユダヤの伝説に登場するゴーレムは、ラビによって命を吹き込まれた
⼟⼈形で、造り主の命令に従って⼈間のように動きます。中世からその
存在が語り伝えられており、現代に⾄るまで、⽂学・芸術・アニメやゲ
ーム等のサブカルチャーといった多様なジャンルでモチーフとされて
きました。本書ではその表象のあり⽅を複数の著者による論考でたど
ります。 
 

17. 完訳からくり図彙 : 注解付き / [細川半蔵] [著] ; 村上和夫 編訳.
（並⽊書房, 2014.10.）【PS41-L27】 
1796（寛政 8）年に刊⾏された『機巧図彙（きこうずい）』は、最も著
名な江⼾時代のからくり技術解説書といえます。３種類の和時計と９
種類の座敷からくりが掲載され、その製作法が記述されています。記述
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は⼤変緻密で、実際に『機巧図彙』を参照してからくり⼈形の復元も⾏
われています。本書は『機巧図彙』の全⽂を活字化し、注解を加えたも
のです。 

 
18. 図説からくり⼈形の世界 / 千⽥靖⼦ 著. 

（法政⼤学出版局, 2005.11.）【GD33-H259】 
多数の写真を⽤いながら、からくり⼈形が登場する⽇本各地の祭りや、
⺠俗芸能としてのからくり興⾏の例を紹介しています。からくり⼈形
が現代でもなお暮らしの中に息づいている様⼦を感じられる1冊です。 

 
19. 図説からくり : 遊びの百科全書 / ⽴川昭⼆ [ほか]著.（河出書房新

社, 2002.4.）【M31-G56】 
国内外のからくりの歴史や仕組みを分かりやすく解説しています。図
版が多く、19 世紀以前の⻄洋の⾃動演奏⼈形、⾃動筆記⼈形などの写
真も掲載されています。 

 
20. からくり儀右衛⾨ : 東芝創⽴者⽥中久重とその時代 / 今津健治 著.

（ダイヤモンド社, 1992.11.）【GK135-E68】 
東芝の前⾝である芝浦製作所（創業当時の名称は⽥中製造所）を創業し
た⽥中久重は、精緻な万年時計や無尽灯の製作で知られ、「からくり儀
右衛⾨」と称されています。本書では、彼の⽣い⽴ちから晩年までの歩
みを当時の時代背景も交えてたどっています。 
 

21. 動くからくりおもちゃ : 第 74 回企画展. 
（藤枝市郷⼟博物館, 2007.6.）【KB16-H1057】 
⽶喰いねずみ、兎の餅つきなど、親しみやすく愛らしい動きを⾒せる⼩
さなからくり玩具は、庶⺠の楽しみとして各地で製作されてきました。
本書では、⽇本だけでなく世界の玩具も併せて紹介されています。 
 

22. からくり⼈形の世界 : その歴史とメカニズム : 市制 60 周年記念特
別展 / 安城市歴史博物館 編. 
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（安城市歴史博物館, 2012.7.）【KB293-J44】 
2009（平成 21）年に安城市内の旧家で発⾒された⽂字書き⼈形は、右
⼿に握った筆と⼝にくわえた筆によって 2 つの⽂字を同時に書くユニ
ークなもので、現存する座敷からくりの⽂字書き⼈形としては 2 体⽬
といわれました。本書ではからくり⼈形の様々な作例を紹介し、とりわ
け安城市の⽂字書き⼈形について、詳細な仕組みの解説や複製品の製
作過程などを披露しています。 
 

23. ⽣きている⼈形 / ゲイビー・ウッド 著 ; 関⼝篤 訳. 
（⻘⼟社, 2004.1.）【M131-H127】 
ロボットという⾔葉が⽣まれる以前の 1890 年代、トーマス・エジソ
ン⽒により可愛らしい少⼥の姿をした「おしゃべり⼈形」が作られまし
た（本書の冒頭に写真が掲載されています。）。この⼈形は千体単位で制
作され、リラダン⽒の⼩説『未来のイヴ』（資料番号 11,12）が⽣まれ
るきっかけにもなりました。 

 
24. ⼈造美⼥は可能か? / 巽孝之, 荻野アンナ 編著.（慶應義塾⼤学出版

会, 2006.9.）【KE185-H56】 
ホフマン『砂男』（資料番号 8）に登場するオリンピアから現代の美少
⼥⼈形、果てはゴスロリ少⼥まで、「⼈造」の「美⼥」に焦点を当てた
ユニークな論考集です。 

 
25. 機械仕掛けの歌姫 : 19 世紀フランスにおける⼥性・声・⼈造性 / フ

ェリシア・ミラー・フランク 著 ; ⼤串尚代 訳.（東洋書林, 2010.2.） 
【KR84-J21】 
声（聴覚）を切り⼝に、⼥性と⼈造性の関係を考察する本書。『砂男』
（資料番号 8）、『未来のイヴ』（資料番号 11,12）ほか多数の作品に⾔
及しています。 
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ロボットという概念の誕⽣

「ロボット」という⾔葉は、チェコの劇作家、カレル・チ
ャペックによる戯曲のなかで初めて使われました。この

⾔葉はやがて⽇本にも伝播します。 

時を同じくして、現実でも世界各地でロボットの開
発が⾏われるようになっていきます。本トピックでは、ロボット
黎明期ともいえるこの時期に注⽬します。 

 
26. ロボツト : 四幕 / カーレル・チャペック 作 ; 鈴⽊善太郎 訳.（⾦

星堂, ⼤正 13.）【特 274-350】 
チェコの劇作家、カレル・チャペック⽒の戯曲『R.U.R』の邦訳。ロボ
ットという⾔葉は、チャペック⽒により初めて使われました。この作品
の中で、彼は⼈体構造を極限まで単純化した化学・⽣物学的⼈造⼈間を
登場させ、この⼈造⼈間をロボットと名づけました。ロボットというの
は、チェコ語の robota（強制労働）、robotik（労働者）からの合成語
との説があります。鈴⽊善太郎⽒が同書を翻訳・上演したことにより、
⽇本にもこの⾔葉が広く伝わりました。 
 

27. われはロボット / アイザック・アシモフ 著 ; ⼩尾芙佐 等訳.（早川
書房, 1963.）【933-cA83w-O】 
ロボット⼯学三原則の⽣みの親といわれるアイザック・アシモフ⽒の
代表的短編集です。本書の扉に、「「ロボット⼯学ハンドブック」第五六
版、⻄暦⼆〇五⼋年」を出典として、三原則が⽰されています。 
 

28. ヒューマノイド / ジャック・ウィリアムスン 著 ; 川⼝正吉 訳.（早
川書房, 1965.）【Y81-1464】 
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「ヒューマノイド」とは、「⼈間そっくりのロボット。また、⼈間に似
た宇宙⼈。ＳＦ⼩説などでいう。」と『⽇本国語⼤辞典』で定義されて
います。今⽇でも使われるこの⾔葉は、本書で初めて世界に登場したと
いわれています。 
 

29. 空想科学⼩説・ベスト 10 / 荒地出版社 編.（荒地出版社, 1961.）
【933-Ku946-A】 
本書に収録されている『愛しのヘレン』（レスター・デル・リイ 著）に
は、ヘレンという⼥性型のロボットが描かれています。この作品は、感
情を持つロボットが登場する初めての⼩説と⾔われ、『未来のイヴ』（資
料番号 11,12）の現代版（当時）ともされています。 
 

30. 科学画報. 10 巻 5 号:昭 3.5（誠⽂堂新光社, 1923-1961.）【Z405-
Ka8】 
遠隔操作装置に飾りの⼿⾜を付けた「テレヴォックス」は 1927（昭和
2）年にアメリカで製作され、その後すぐに⽇本でも雑誌などで紹介さ
れました。その外観からロボット第⼀号ともいわれています。 

 
31. 科学知識. 9 巻 1 号:昭 4.1（⽇本科学協会, 1921-1950.）【雑 26-

6】 
1928（昭和 3）年、ロンドンで開催された機械模型展覧会で披露され
たロボット「エリック」は、声を発し、また、四肢を動かすことができ
ました。発声器が埋め込まれた胸部には、「RUR」の⽂字が刻まれてお
り、戯曲『R.U.R』（資料番号 26 の原著）の影響がうかがえます。 
 

32. ⼤地のはらわた / ⻄村真琴 著.（⼑江書院, 昭和 5.）【609-53】 
 
昭和初期に⼤阪で製作された、東洋初のロボットといわれる「学天則」
の⽣みの親、⻄村⽒の著作です。学天則の製作を思い⽴った動機や、そ
の名前や姿に込めた理想、開発にあたって⼯夫を凝らした点などが、写
真を交えて⽣き⽣きと語られています。 
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33. ⽣きた広告美術写真集 : 附・欧⽶参考篇 / 岩間政雄 編.（春陽堂経

済と実際社, 昭和 6.）【553-128】 
1931（昭和 6）年に東京上野松坂屋で開催された「⽣きた広告博覧会」
の図録です。学天則が巻頭に写真⼊りで登場し、「従来のロボツトと称
せらるゝ⼈造⼈間が専ら動作を主としてゐるのに対して、表情を覘つ
た處に此の⼈造⼈間の最も⼤きな特⾊があり、世界の斯技術界に新機
軸を作つたものと云はれている」と紹介されています。 
 

34. 世界優秀⼈造⼈間電気サインの設計と作り⽅ / 相沢次郎 著.（⽂教
科学協会, 昭和 7.）【622-44】 
⽇本の初期のロボット⼯作本の⼀つです。著者は、「ロボット博⼠」と
呼ばれ、1970（昭和 45）年の⼤阪万博へロボットを出展したことでも
知られます。 

 
35. 現代新語辞典 / 現代編輯局 編.（⼤⽇本雄弁会講談社, 昭和 6.） 

【特 265-869】 
「ロボット」が新語として収録されています。解説⽂中の「⽶国のウェ
ンズレー⽒」は「テレヴォックス」（資料番号 30 参照）、「英国のリチ
ャード⽒」は「エリック」（資料番号 31 参照）の製作者であり、最新
の国外の動向が紹介されていることが分かります。 
 

36. 萩原恭次郎全詩集.（思潮社, 1968.）【911.56-H124h】 
 
1925（⼤正 14）年に刊⾏された詩集『死刑宣告』に収められた作品
「朝・畫・夜・ロボット」は、おそらくロボットが出てくる⽇本最初の
詩と⾔われています（『⽇本ロボット創世記』（資料番号 38）による。）。
本書はその復刻版を収録しています。 

 
37. ロボット ; ⾍の⽣活より / カレル・チャペック 著 ; 栗栖茜 訳. 

（海⼭社, 2012.11.）【KP266-J21】 
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ロボットという⾔葉が初めて登場した、チャペック⽒の作品です。 
 

38. ⽇本ロボット創世記 : 1920〜1938 / 井上晴樹 著.（NTT 出版, 
1993.2.）【M131-E151】 

39. ⽇本ロボット戦争記 : 1939〜1945 / 井上晴樹 著.（NTT 出版, 
2007.8.）【M131-H314】 
本シリーズは、新聞報道、雑誌記事、漫画や SF ⼩説から広告まで、ロ
ボット関連の資料を広く集め、チャペック⽒が『R.U.R』を発表した
1920（⼤正 9）年を起点として、1 年ずつ丹念に動向を整理した⼒作
です。『⽇本ロボット創世記』は 1920（⼤正 9）年から 1938（昭和 13）
年まで、『⽇本ロボット戦争記』は 1939（昭和 14）年から 1945（昭
和 20）年までを対象としています。 
 

40. モダン都市⽂学. 6.（平凡社, 1990.7.）【KH6-E90】 
平野零⼆「空に踊るロボットとその顛落（てんらく）」（324-345 ペー
ジ）は、『中央公論』45 巻 9 号（1930.9）に掲載された、おそらく⽇
本で初めて「ロボット」をタイトルに冠した⼩説です（『⽇本ロボット
創世記』による。）。⼩説に登場する、遠隔操作で⾃在に⾶⾏機の操縦を
⾏えるロボットが、なぜ「顛落」してしまったのか、結末をぜひご確認
ください。 

 
41. チューリング : 情報時代のパイオニア / B・ジャック・コープランド 

著 ; 服部桂 訳.（NTT 出版, 2013.12.）【GK552-L5】 
アラン・チューリング⽒によって 1950（昭和 25）年に考案された「チ
ューリング・テスト」は、ある機械が⼈⼯知能と呼べるかどうかを判断
するテストとして現在でも⽤いられています。本書刊⾏直後の 2014
（平成 26）年には、初めてチューリング・テストに「合格」した⼈⼯
知能が現れ、話題となりました。 
 

42. Proceedings of the Institute of Radio Engineers. 49
（1）:1961.1（Institute of Radio Engineers.）【Z53-F56】 
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アメリカの認知科学者マービン・ミンスキー⽒の論⽂「Steps Toward 
Artificial Intelligence」が収録されています。「⼈⼯知能（Artificial 
Intelligence, AI）」という⾔葉は、1956（昭和 31）年のダートマス
会議で初めて⽤いられ、本論⽂によって広く知られるようになりまし
た。 
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近現代のロボットとロボットに関する未来予測

ロボットの開発技術は⽇々進歩しており、新たなロボットが
次々と⽣み出されています。今後、ロボットは我々の⽣

活をどのように変えていくのでしょうか。 

本トピックでは、近現代におけるロボット研究の歩
みと最前線の動向を追い、ロボットと暮らす未来につ

いて考えるきっかけを提供します。 
 

43. 早稲⽥⼤学理⼯学研究所報告 / 早稲⽥⼤学理⼯学研究所 [編]. 62
輯(1973.7)（早稲⽥⼤学理⼯学研究所, [1944]-1993.）【Z14-257】 

 
早稲⽥⼤学の加藤⼀郎教授を中⼼としたグループは、1973（昭和 48）
年に、世界初のフルスケール⼈間形ロボット「WABOT-1」を製作しま
した。本書はその成果の特集号です。扉には WABOT-1 のカラー写真
が掲載され、パーツごとの機能を紹介した論⽂が収録されています。 

 
44. 太陽 = The sun. 19(7)(220). 1981.6（平凡社, 1963-2000.）

【Z23-14】 
「ロボット⼤図鑑」と題した特集で、1981（昭和 56）年当時のおもち
ゃのロボットから産業⽤ロボットまで、多様なロボットをカラー写真
付きで紹介しています。展⽰ページ（26-27 ページ）からは、科学館
などに展⽰されたロボットに⼦供たちが夢中になっている様⼦もうか
がえます。 
 

45.  Energy / エッソスタンダード⽯油株式会社広報部 [編]. 7(4) (通
号 27)（エッソスタンダード⽯油, 1964-1974.）【Z24-180】 
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アンドロイドやリアルな CG を⾒て不安感を覚えたことはないでしょ
うか。ロボットを⼈間らしく作るにつれ、⼈間はロボットにより親近感
を抱くようになりますが、ロボットの外⾒があまりにも⼈間に近いと
きに逆に不気味さを感じるという「不気味の⾕」は、本書収録の論⽂「不
気味の⾕」で森政弘⽒によって提唱され、その後英訳されて世界的に有
名になりました。 

 
46. 世界ロボット⼤図鑑 / ロバート・マローン 著. 

（新樹社, 2005.5.）【M131-H170】 
1 冊に古今東⻄のロボットの全てが詰まっている充実の図鑑です。「オ
モチャのロボット⼤集合」、「キット・ロボットの世界」、「スターとなっ
たロボットたち」、「ロボット新世紀」という 4 章から構成され、ブリ
キのロボットやターミネーター、ASIMO などがオールカラーで紹介さ
れています。 
 

47. Pepper 分解図鑑.（⽇経 BP 社 ; ⽇経 BP マーケティング (発売), 
2015.12.）【M131-L124】 
ソフトバンクの⼈型ロボット「Pepper」は、2014（平成 26）年に発
表され、⼈間の感情認識機能、プログラミングによるカスタマイズ機能
などで話題になりました。本書は「Pepper」を分解し、パーツごとに
主要な部品をカラー写真で紹介しています。通常は⾒ることのできな
いロボットの内部構造を眺めることができます。 
 

48. Robot operation / ⽇経 BP 社⽇経キャラクターズ!編集部 編.（⽇
経 BP 社 ⽇経 BP 出版センター, 2004.11.）【YU9-H99】 
実際に「働く」ロボットたちがカラー写真で紹介されています。カルテ
の搬送や巡回警備など、⼈間のために、あるいは⼈間の代わりに、ロボ
ットが働く社会はすでに実現していることが分かります。 

 
49. ロボサピエンス / ピーター・メンゼル, フェイス・ダルシオ 著 ; 桃

井緑美⼦ 訳.（河出書房新社, 2001.5.）【M131-G243】 
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フォトジャーナリストである著者が、当時の世界的なロボット研究者
に取材をして完成した著作です。最先端の技術をカメラが鮮明にとら
えており、時に美しく、時におぞましくもあるそれらの写真には⾒ごた
えがあります。 
 

50. ロボットデザイン概論 / 園⼭隆輔 著.（毎⽇コミュニケーションズ, 
2007.4.）【M131-H286】 
⽬の前にロボットが⽴ったとき、我々はそれに何かできるのか、⾒た⽬
で判断してしまうかもしれません。単純かつかわいらしい造形であれ
ば幼児に対するように話しかけ、複雑かつ洗練された造形であれば難
しい指⽰を出したくなるかもしれません。本書の著者は、デザインを
「関係性をかたちにすること」、ロボットを「何らかの⾝体性及びキャ
ラクター性を有し、⽇常⽣活の中で、その存在や活動によってユーザー
に既存以上の価値をもたらす関係性を構築できる機械装置」と定義づ
けます。これからのロボット開発においては、使い⼿を意識したデザイ
ン設計も求められるようです。 
 

51. ロボティクス・デザイン = Robotics design / 中川志信 著.（美術
出版社, 2012.3.）【M131-J222】 
ロボット、とりわけ⼈型ロボットにおいて、その造形は重要です。我々
⼈間がそのロボットに親しみを感じるのか、嫌悪感を覚えるのかは、外
観によるところが⼤きいためです。著者は、機械に「こころ」がデザイ
ンできる、と考え、本書に紹介されているように、その視点から多くの
ロボットをデザイン開発しています。 

 
52. ロボット学創成 / 井上博允 [ほか]著.（岩波書店, 2004.9.）

【M131-H132】 
53. ロボットモーション / 内⼭勝, 中村仁彦 著.（岩波書店, 2004.11.）

【M131-H144】 
54. ロボットインテリジェンス / 浅⽥稔, 國吉康夫 著.（岩波書店, 

2006.3.）【M131-H224】 
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55. ロボットインフォマティクス / 安⻄祐⼀郎, ⼭崎信⾏, 徳⽥英幸, 
⻄⽥豊明, 萩⽥紀博, 廣瀬通孝 著.（岩波書店, 2005.11.）【M131-
H205】 

56. ロボットフロンティア / 下⼭勲, 柴⽥智広, ⽣⽥幸⼠, 波多伸彦, 
⾕淳, 松井俊浩, ⽐留川博久 著.（岩波書店, 2005.5.）【M131-H176】 

57. ロボットアナトミー / 稲葉雅幸, 加賀美聡, ⻄脇光⼀ 著.（岩波書店, 
2005.2.）【M131-H160】 
資料番号 52 から 57 は、岩波講座ロボット学シリーズです。全 7 巻予
定で、そのうち現在刊⾏されている 6 冊を展⽰しています（第 3 巻は
未刊⾏）。 
 

58. ドキュメントコンピュータ将棋 : 天才たちが紡ぐドラマ / 松本博
⽂ [著].（KADOKAWA, 2015.3.）【KD953-L75】 
本書は、「電王戦」を中⼼に、コンピュータ将棋ソフトとプロ将棋棋⼠
の対戦を追ったドキュメンタリーです。第 1 回〜第 3 回の「電王戦」
の様⼦や、2015（平成 27）年 3 ⽉開催の「電王戦 FINAL」へ向けた
動向などが紹介されています。本書の刊⾏とほぼ同時に開催された「電
王戦 FINAL」では、将棋棋⼠が 3 勝 2 敗で初めて将棋ソフトに勝ち越
しました。 

 

59. AI の衝撃 : ⼈⼯知能は⼈類の敵か / ⼩林雅⼀ 著.（講談社, 
2015.3.）【M121-L133】 
本書では、⼈⼯知能の最前線を概観することができます。最新の技術的
到達点から、企業が AI に対しどのような態度をとっているのかという
産業的観点、さらには、将棋を⼀例とした⼈間と機械の新たな地平まで
コンパクトにまとめられています。 
 

60. ロボットが街を歩く⽇ : 剛い機械から柔らかい機械へ / 吉川弘之, 
⽴花隆 著.（三⽥出版会, 1987.2.）【M131-395】 
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本書は、評論家である⽴花隆⽒と⼯学者である吉川弘之⽒の対談形式
で展開します。副題にもあるように、「ロボットは剛体信仰という技術
のパラダイムを否定している「柔らかい機械」なんです。」という⾒解
が⽰されます。「⼈間がぶつかっても、⼈間が怪我しないようなもの」
という定義は、ロボットが⽣活に溶け込んでいく過程では、重要になっ
てくるのかもしれません。 
 

61. ロボットの世界 : 知能ロボットは⼈間を越えるか / アイザック・ア
シモフ, カレン・フレンケル 共著 ; 仙名紀 訳. 
（東急エージェンシー出版部, 1986.10.）【M131-377】 
ロボット⼯学三原則で有名なアシモフ⽒が、1986（昭和 61）年当時の
歴史・現状・未来予測を記した著作です。随所に時代時代のロボットの
絵図・写真なども収録されています。 

 
62. まんがつくろう!21 世紀 : ロボットに⾒る不思議の世界 / 科学技術

庁科学技術政策局調査課 監修 ; ⼦ども科学技術⽩書編集委員会 編.
（⼤蔵省印刷局, 2000.12.）【Y11-N01-245】 
本書は⼦供向けに描かれたロボット開発の漫画ですが、ロボットが社
会に進出する際に発⽣する社会問題まで踏み込んだ内容です。 

 
63. ロボットもの知り百科 : 21 世紀をささえるテクノロジ! / 吉⽥典之 

著.（電波新聞社, 2003.7.）【M131-H96】 
新聞記者である著者が、研究者に直接取材をした内容をもとに、総合的
な観点でロボットの情報をまとめています。後半の章では、ロボットを
作ること、ロボットコンテストなどにも⾔及しています。 

 
64. ロボット⼊⾨ : つくる哲学・つかう知恵 / 舘暲著.（筑摩書房, 

2002.3.）【M131-G250】 
本書は、1999 年の 10 ⽉から 12 ⽉にかけて、NHK「⼈間講座」で放
映された『ロボットから⼈間を読み解く』の内容をもとに執筆された⼊
⾨書です。 
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65. ロボットの新世紀 / シリル・フィエヴェ 著 ; 本多⼒ 訳.（⽩⽔社, 

2003.12.）【M131-H73】 
著者は、フランスの国⽴電⼦情報⾼等学院を卒業し、最先端科学技術を
専⾨として活躍するライターです。世界のあらゆる分野に⽬を配った、
分かりやすい⼀般向けの解説書となっています。 

 
66. 図解雑学ロボット / 新井健⽣ 監修.（ナツメ社, 2005.5.）【M131-

H168】 
2005（平成 17）年刊⾏当時における、最新のロボット技術が解説され
ています。⾒開きの⽚⾯が図解になっており、腕や⾜、指の動かし⽅や
視覚の機能などが分かりやすく紹介されています。 

 
67. ⼤⼈のための「ロボット学」 / PHP 研究所 編.（PHP 研究所, 

2006.1.）【M131-H212】 
ロボットの開発は⽇々進められており、当然それらの背後には⽣⾝の
⼈間がいます。本書は 9 ⼈の研究者、開発者の⽣の声を取り上げてい
ます。それぞれの動機、それぞれの技術が興味深い 1 冊です。 

 
68. トコトンやさしいロボットの本 / ⽇本ロボット⼯業会 監修 ; ⽇刊

⼯業新聞社 編.（⽇刊⼯業新聞社, 2015.11.）【M131-L116】 
市場の話や技術の話など、ロボットにまつわる様々な視点からの話題
が、写真・イラストを駆使して分かりやすく語られています。 
 

69. ヒトと機械のあいだ : ヒト化する機械と機械化するヒト / 廣瀬通
孝 編.（岩波書店, 2007.4.）【M141-H69】 
現代を⽣きる我々の⽣活は、機械なしには成⽴しません。こうした状況
の中で、⼈と機械の関係はどのように変化していくのでしょうか。本書
は「ヒト化する機械」「機械化するヒト」という章⽴てのもと、あらた
めて両者の関係を論じます。 
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70. ロボットと暮らす : 家庭⽤ロボット最前線 / ⼤和信夫 著. （ソフト
バンククリエイティブ, 2006.5.）【M131-H228】 
本書は、ロボットの中でも「家庭⽤ロボット」に焦点をあてて書かれて
います。⼀⼝にロボットと暮らす未来、といっても、我々がロボットに
求めることによって、どのようなロボットが必要なのかも変わってき
ます。本書の中には、家事ロボットに関するアンケートも収録されてい
ます。任せたい仕事のナンバーワンは掃除とのことですが、その全てを
単純に任せるのではなく機械の特性を活かして⼈間の仕事のサポート
をしてほしいという意⾒も多いようです。 

 
71. ロボットと⽣きる : ⼈⽣の教科書 / 藤原和博, 東嶋和⼦, ⾨⽥和雄 

著. （筑摩書房, 2003.7.）【M131-H59】 
中⾼⽣向けにシリーズで出版されている「⼈⽣の教科書」の第 3 弾。
東京都で初の⺠間校⻑として杉並区⽴和⽥中学校校⻑を務めた藤原⽒
が著者の⼀⼈です。本書では、理科的な考え⽅を「ロボット」というテ
ーマを通して考えます。 

 
72. トコトンやさしいパーソナルロボットの本 / ⽇本ロボット⼯業会 

監修 ; ⽇⾼俊明 著. （⽇刊⼯業新聞社, 2003.2.）【M131-H23】 
パーソナルロボットとは、家庭や医療機関、介護施設などで様々なサー
ビスをしてくれる個⼈向けロボットのことです。本書は、第 2 章で技
術を解説し、第 3 章では 29 体のロボットを紹介しています。第 3 章
の 98 ページには、国際電気通信基礎技術研究所（ATR）の Robovie も
登場します。 
 

73. パートナーロボット資料集成.（エヌ・ティー・エス, 2005.12.）
【M131-H207】 
巻末に 139 体におよぶ国内外のロボット図鑑を収録。ATR の Robovie
も掲載されています。⼈間のパートナーとしてのロボットを⾒据え、技
術やココロ、コミュニケーションを解説しています。 
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74. Newton.21(10) 2001.10.（ニュートンプレス, 1981-.）【Z14-
894】 
特集で、HONDA の「ASIMO」、SONY の「AIBO」、名古屋⼤学の「ブ
ラキエーターⅢ」、マサチューセッツ⼯科⼤学の「Kismet」など、2001
年当時の最新のロボットやAIがカラー図版付きで多数紹介されていま
す。NICT けいはんな情報通信融合研究センターの「インファノイド」
も登場しています。 

 
75. ロボリューション : ⼈型⼆⾜歩⾏タイプが開くロボット産業⾰命 / 

⽇経メカニカル, ⽇経デザイン 共同編集.（⽇経 BP 社：⽇経 BP 出版
センター (発売), 2001.4.）【M131-G221】 
本書は、⼆⾜歩⾏に焦点を合わせた内容です。HONDA の ASIMO や
SONY の SDR-3X、⾼い⿐を持つ PINO、早稲⽥⼤学の WABIAN-RⅣ
など、当時の⽇本の代表的な⼆⾜歩⾏ロボットの技術が紹介されてい
ます。 
 

76. ロボットテクノロジー / ⽇本ロボット学会 編.（オーム社, 2011.8.）
【M131-J188】 
ハード、ソフト、アプリケーションなど様々なロボット技術 64 テーマ
が紹介されています。専⾨の研究者により、それぞれの分野が俯瞰でき
るようになっています。 
 

77. どうすれば「⼈」を創れるか : アンドロイドになった私 / ⽯⿊浩 著. 
（新潮社, 2011.4.）【M131-J178】 
⾃⾝のアンドロイドを作成したことでも有名な、⽯⿊教授の著作です。
現在、世界中でロボットは制作されていますが、⾃分のアンドロイドと
相対した経験がある⼈はほとんどいないのではないでしょうか。もう
⼀⼈の⾃分を前にした⼈間の感想は、⾮常に興味深いものです。（関連：
資料番号 143） 
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78. Newsweek = ニューズウィーク. 29(17)=1396:2014.4.29-
5.6（CCC メディアハウス, 1986-.）【Z1-387】 
特集「ロボットと⼈間の未来」では、今後のロボット開発の可能性や、
⽣じ得るリスク、法律上・倫理上の問題などについて、7 本の論⽂を収
録し、多⾓的に論じています。 

 
79. ロボティクス最前線 = ROBOTICS 2020s / ⽇経産業新聞 編.（⽇

本経済新聞出版社, 2016.1.）【M131-L123】 
産業としてのロボット業界はもはや⻩⾦時代に⼊り、ロボットと共存
共栄する時代は⽬前です。本書は、巻頭にロボットの業界地図と未来予
測等を紹介し、Pepper や東京五輪などいままさに最前線といえる話題
を紹介しています。 
 

80. ロボット考学と⼈間 : 未来のためのロボット⼯学 / 森政弘 著. （オ
ーム社, 2014.8.）【M131-L68】 
「不気味の⾕」の提唱者である森政弘⽒の著作。ロボット「考」学とは、
「⽂字通りロボットについて考える学問」とのことです。技術が発展し、
我々の社会に展開されるとき、それにまつわる哲学がなければ⼤きな
混乱がもたらされる可能性があります。著者は、「ロボット⼯学に透徹
した最⾼の哲学的基盤を与える」ことを本書の使命とし、この中で、技
術的側⾯を超えた、ロボットに関する⼼理学的・哲学的考察を⾏ってい
ます。 

 
81. 瀬名秀明ロボット学論集 / 瀬名秀明 著.（勁草書房, 2008.12.）

【M131-J66】 
本書は、作家でもある瀬名秀明⽒が、2003（平成 15）年から 2008（平
成 20）年の間に⾏ったロボット学についての各種論考を、時系列でま
とめています。科学技術と空想の物語が、お互いに影響しあいながら発
展してきた背景を、豊富な知識と独⾃の視点で考察しています。 
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82. ロボットの天才 / ⾼橋智隆 著.（メディアファクトリー, 2006.6.） 
 【M131-H257】  

  ロボットクリエイター⾼橋⽒の著作です。魅⼒的で親しみのもてる
著者の作るロボットを、テレビや雑誌などでご覧になったことのある
⽅も多いのではないでしょうか。本書は、ロボットクリエイターになる
までを含めた、著者の⼈⽣・思考が語られています。 

  
83. ロボットの悲しみ = SORROW OF THe ROBOT : コミュニケーシ

ョンをめぐる⼈とロボットの⽣態学 / 岡⽥美智男, 松本光太郎 編
著 ; ⿇⽣武, ⼩嶋秀樹, 浜⽥寿美男 著.（新曜社, 2014.8.） 
【M131-L67】 
おばあさんが 1 ⼈ロボットと過ごす様⼦をみて、著者が感じた痛々し
さが本著の議論の出発点です。ロボットは、「ヒトらしさを指向しつつ
も、ヒトにはなりきれない」と前提し、ロボットの（開発者の）悲しみ
を⼿がかりに、ロボットと⼈のコミュニケーションが論じられます。  

 
84. ロボットの⼼ : 7 つの哲学物語 / 柴⽥正良 著.（講談社, 2001.12.） 
 【M121-G297】  

本書のテーマは、「ロボットに⼼がもてるか」という点です。この難し
いテーマに対し、著者は、哲学・脳科学の分野からアプローチしていま
す。各章の冒頭に挿⼊されている挿話にもご注⽬ください。 

 
85. ⼼をもつロボット : 鋼の思考が鏡の中の⾃分に気づく! / 武野純⼀ 

著.（⽇刊⼯業新聞社, 2011.11.）【M131-J196】 
世界で初めて「鏡の中の⾃⼰像に気づく」ロボットの実験に成功したと
主張する著者による 1 冊です。ロボットと⼼の問題について、考察さ
れています。 
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86. ⼈⼯知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial 
Intelligence : AI. 27(5)=155:2012.9（⼈⼯知能学会, 1986-
2013.）【Z14-1242】  
本号で特集されている「ロボットは東⼤に⼊れるか？」は、2011（平
成 23）年に国⽴情報学研究所が開始したプロジェクトです。2021（平
成 37）年度までに東⼤⼊試に合格できるシステムを開発することを⽬
標とし、現在も研究が進められています。『現代思想』（資料番号 92）
にも関連記事が収録されていますので、ぜひ併せてご覧ください。 
 

87. アンドロイドの「脳」 : ⼈⼯知能ロボット"ルーシー"を誕⽣させるま
での簡単な 20 のステップ / スティーヴ・グランド 著 ; ⾼橋則明 訳.
（アスペクト, 2005.2.）【M121-H131】  
コンピューターゲームの開発者だった著者は、イギリス政府から勲章
を受けたことをきっかけに、⼈間の脳と同じ仕組みで動く知能を備え
たロボットを独⼒で製作しようと試みます。⼤胆な企てのゆくえは
…？三年間の奮闘の⽇々をユーモアを交えて語っています。 

 
88. ⼼・脳・科学 / ジョン・サール 著 ; ⼟屋俊 訳.（岩波書店, 1993.4.） 
 【H15-E180】 

第 2 章「コンピュータは考えられるか」では、著者が 1981（昭和 56）
年に発表した思考実験「中国語の部屋」を紹介しています。形式的な計
算処理能⼒と内容を持つ思考能⼒は別のものであるというその主張に
は多くの反論も寄せられましたが、本書で著者は反論への反駁も試み
ています。 

 
89. IBM 奇跡の"ワトソン"プロジェクト : ⼈⼯知能はクイズ王の夢をみ

る / スティーヴン・ベイカー 著 ; ⼟屋政雄 訳.（早川書房, 2011.8.） 
 【M121-J187】 

2011（平成 23）年 2 ⽉、IBM の開発した質問応答システム「ワトソ
ン」が、アメリカの⼈気クイズ番組『ジョパディ！』で⾒事チャンピオ
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ンの座を勝ち取りました。本書は「ワトソン」開発プロジェクトの発⾜
から歴史的勝利の瞬間まで、延べ 1500 ⽇に渡る激闘の記録です。 

 
90. ⼈⼯知能⼊⾨ = Introduction to Artificial Intelligence / ⼩⾼

知宏 著.（共⽴出版, 2015.9.）【M121-L202】 
⼈⼯知能の基本的な諸領域を網羅し、平易な語り⼝で解説しています。
⼤学などでの教科書としての使⽤を念頭に構成されており、豊富な図
表やコラム、練習問題等が理解を助けてくれます。 

 
91. ⼈間対機械 : チェス世界チャンピオンとスーパーコンピューターの

闘いの記録 / Michael Khodarkovsky, Leonid Shamkovich 著 ; 
⾼橋啓 訳.（毎⽇コミュニケーションズ, 1998.5.） 【KD958-G276】 
1997（平成９）年に、チェス世界チャンピオンのガルリ・カスパロフ
⽒が、IBM が開発したコンピュータ「ディープ・ブルー」に敗れたこ
とは、多くの⼈に衝撃を与えました。本書は、カスパロフ⽒のセコンド
を務めたミハイル・コダルコフスキー⽒の著書です。棋譜とその解説、
対戦の様⼦、カスパロフ⽒敗戦後の再戦を巡る動きなどが紹介されて
います。 

 
92. 現代思想. 43(18):2015.12.（⻘⼟社.）【Z9-368】 

⼈⼯知能が⼈類の知能を越える「シンギュラリティ（技術的特異点）」
が近づいている、との主張があります。本書は、「ポスト・シンギュラ
リティ」が特集されており、特集冒頭に「東ロボくん（＝国⽴情報学研
究所が「ロボットが東⼤に⼊れるか」のプロジェクトで検証している⼈
⼯知能）」を話題とする討議が掲載されているほか、有識者による様々
な切り⼝からの論考が寄せられています。 

 
93. コンピュータには何ができないか : 哲学的⼈⼯知能批判 / ヒュー

バート・L.ドレイファス 著 ; ⿊崎政男, 村若修 訳.（産業図書, 
1992.4.）【M121-E157】 
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アメリカの哲学者ドレイファス⽒の 1972（昭和 47）年の著作。1979
（昭和 54）年に改訂され、「改訂版への序論」約 100 ページが追加さ
れました。⼈⼯知能批判の古典と⾔われる 1 冊で、⼈間とコンピュー
タとの違いについて哲学的考察がなされています。 

 
94. シンギュラリティ : ⼈⼯知能から超知能へ / マレー・シャナハン 

著 ; ドミニク・チェン 監訳 ; ヨーズン・チェン, パトリック・チェン 
訳.（NTT 出版, 2016.2.）【M121-L201】 
イギリスの認知ロボット⼯学者によって書かれた本書は、⼈⼯知能の
設計や⼈⼯知能と意識の問題から、⼈⼯知能が社会に与える影響まで、
様々な思考実験を通して、⼈⼯知能の未来について論じています。 

  
95. Wired = ワイアード : ideas/technology/business.  

20:2016.1（コンデナスト・ジャパン, 2011-.）【Z72-D258】 
特集「⼈⼯知能はどんな未来を夢⾒るか」は、2015（平成 27）年 9 ⽉
にWIRED⽇本版と経済産業省が共催したカンファレンス「WIRED A.I. 
2015」のレポート、国内外の識者の論稿やインタビューなどを収録し
ています。⼈⼯知能が⼈間にもたらす未来について、様々な⾓度から考
察しています。 

 
96. Nature.529(7587):2016.1.28（ネイチャー・ジャパン：⽇本出版

貿易, 1869-.）【Z53-A28】 
今年 3 ⽉、グーグルの研究グループが開発した囲碁プログラム
「AlphaGo」（アルファ・ゴ）が、世界トップクラスの実⼒を誇る韓国 
のイ・セドル九段に⼤勝し、世界に衝撃を与えました。従来⼈⼯知能に
とって最も難しいゲームと考えられてきた囲碁で、このような勝利を
おさめた要因はどこにあったのでしょうか。対局の 2 か⽉前に発表さ
れた論⽂「Mastering the game of Go with deep neural networks 
and tree search」では、ディープラーニング（深層学習）を⾏う
AlphaGo のアルゴリズムについて解説されています。 
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メディア（アニメ、映画、漫画）の中のロボ

ット 

鉄腕アトムにガンダム、ドラえもん…フィクションの世界でも、
ロボットたちは縦横無尽の活躍を⾒せ、⽼若男⼥をひき

つけてやみません。 

本トピックでは、現実を離れたもう⼀つのロボットの
世界をのぞいてみましょう。 
 
97. アンドロイドは電気⽺の夢を⾒るか? / フィリップ・K.ディック 著 ;  

浅倉久志 訳.（早川書房, 1969.）【Y81-5397】 
本書は、特徴ある題名で、その後の題名パロディも多く⽣みだし、映画
『ブレードランナー』の原作にもなった SF ⼩説です。限りなく⼈間に 
近い⼈造⼈間たちに対するうちに、主⼈公は⼈間とは何かという問い
に踏み込んでいくことになります。 

 
98. かんがえ太郎 / 横井福次郎 著.（国⺠図書刊⾏会, 昭和 25.）【Y16-

3515】 
1950（昭和 25）年に出版された、漫画家横井福次郎の作品です。「⼈
造⼈間の巻」では、主⼈公のかんがえ太郎が、空想で⼈造⼈間となって
冒険します。 

 
99. 映畫敎育 14(4 ⽉特輯號).1929.4（全⽇本映畫敎育研究會, 

[1928]-1943.）【雑 59-83】 
⼥性型アンドロイドの登場する SF 映画『メトロポリス』は 1927（昭
和 2）年に公開されました。本誌ではアンドロイドの姿を含むワンシー
ンが表紙になっています。 
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100. キネマ旬報. (840)(1654),1982.7（キネマ旬報社, [1919]-.）
【Z11-158】 
1982（昭和 57）年に公開された、レプリカント（アンドロイド）の登
場する映画『ブレードランナー』の特集グラビアが組まれています。レ
プリカントのリーダーを演じたルトガー・ハウアー（左上）のまなざし
が印象的です。 
 

101. キネマ旬報. (726)(1540).1978.1（キネマ旬報社, [1919]-.）
【Z11-158】 
映画『スター・ウォーズ』特集が組まれ、巻頭にはカラーグラビアも配
されています。表紙を飾っているのは、この作品に登場し多くの⼈に愛
されているロボットの凸凹コンビ、C-3PO と R2-D2 です。 
 

102. ロボットと美術 : 機械×⾝体のビジュアルイメージ / 「ロボット
と美術」展実⾏委員会 編.（講談社, 2010.7.）【K231-J31】 
⻘森県⽴美術館、静岡県⽴美術館、島根県⽴⽯⾒美術館の３館で開催さ
れた展覧会の図録。20 世紀初頭の絵画・彫刻から、⽂学、映画、演劇、
現代のアニメーションやアート、現実世界に登場したロボティクスに
⾄るまで、多様なジャンルにおける機械の⾝体のビジュアル表現を追
っています。図版や資料編が充実しています。 

 
103. 美術⼿帖 : monthly art magazine. 67(1018):2015.2【Z11-

44】 
アニメのロボットをデザインするメカニックデザイナー15⼈とその代
表作が紹介されています。時には現実のロボット⼯学にも影響を与え
てきたロボットたちの姿を概観することができます。 
 

104. ブリキロボット : T.Kitahara collection / 北原照久 編.（シンコ
ー・ミュージック, 1995.10.）【KB297-G2】 
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玩具コレクターで「横浜ブリキのおもちゃ博物館」館⻑でもある著者が
収集した、主に 1950 年代から 1960 年代に製作されたブリキ製のロ
ボット型玩具をカラー写真で多数紹介しています。⼦ども時代の宝物
に、本書の中で再会できるかもしれません。 

 
105. 少年少⼥昭和 SF 美術館 : 表紙でみるジュヴナイル SF の世界 / 

⼤橋博之 編著.（平凡社, 2013.11.）【KE177-L7】 
昭和のジュヴナイル SF の表紙や挿絵をカラー写真で多数収録してい
ます。当時の少年少⼥の胸を躍らせたイラストレーションは、今眺めて
も味わいがあり魅⼒的です。ロボットの姿もあちこちに登場していま
す。 

 
106. K-animation : befriending children all over the world / 

writer, Kim Hyung-suk ; translator, Richard H. Harris, Alice 
J. Cheong. （ Korean Culture and Information Service, 
Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2013.）【KD745-B95】 
40-41,46-47 ページで紹介されているテコン V（Taekwon V）は、
1970 年代から 1990 年代に製作された韓国の代表的な劇場⽤ロボッ
トアニメです。近年、デジタルリマスター版が製作され、⽇本でも公開
されました。⽇本のロボットアニメ『マジンガーZ』の影響を受けてい
るとも⾔われています。 

 
107. ⽇本アニメーションガイド. ロボットアニメ編.（森ビル, 2013.3.） 
 【KD745-L48】 

巨⼤ロボットものを中⼼に、ロボットアニメの歴史や変遷を概観する
とともに、ロボットアニメが玩具メーカーと連動しながら発展してい
った状況について関係者の談話を収録しています。 

 
108. ⽇本アニメーションガイドロボットアニメ編実施報告書 : 平成 25

年度メディア芸術情報拠点・コンソーシアム構築事業.⽥中⼀嘉, 中村
美智太郎 編著. （森ビル, 2014.3.）【KD745-L176】 
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メカニカルデザイナー、ロボットアニメ企画者、ゲームプロデューサー、
アニメ評論家など、ロボットアニメに携わる⼈々の対談を２本収録し
ています。当事者たちの⽣の声を通して、ロボットアニメの変遷につい
て知ることができます。 

 
109. 巨⼤ロボット読本 / 瀬⼾⿓哉, ⼭本敦司 著. （森ビル, 2013.3.） 
 【KD745-L48】 

親しみを感じさせる等⾝⼤ロボットとはまた異なり、巨⼤なボディを
持つロボットには憧れを誘う独特の魅⼒があります。本書には漫画や
アニメに登場する様々な巨⼤ロボットを巡る種々の考察が収められて
います。 

 
110. 機動戦⼠ガンダム / ⽮⽴肇, 富野由悠季 原作 ; 岡崎優 漫画.（マ

ンガショップ,パンローリング (発売), 2011.2.） 
熱狂的なファンも多いロボットアニメ『機動戦⼠ガンダム』。本書は、
いわゆるファースト・ガンダムのテレビ放送中に雑誌『冒険王』に連載
された唯⼀の⻑編漫画を、可能な限り初出時の誌⾯を再現したオリジ
ナル版として収録しています。 

 
111. がんばれ!!ロボコン : 1970 年代に⼤⼈気を博したロボット根性ド

ラマ初のビジュアルムック!!.（ホビージャパン, 2010.5.）【Y94-
J14273】 
1970 年代に⼀世を⾵靡（ふうび）した特撮コメディドラマ『ロボコン』
のビジュアルムックです。ドラマに登場した多数のロボットたちの紹
介や「ロボコンのひみつ 100」など、豊富なカラー写真で楽しめる 1
冊です。 

 
112. ロボットの⼈類学 : ⼆〇世紀⽇本の機械と⼈間 / 久保明教 著.

（世界思想社, 2015.3.）【M131-L97】 
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「なぜ／いかにして私たちは「ロボット」なる存在を⽣み出してきたの
か」という問いのもと、「⽂化としてのロボット」「科学としてのロボッ
ト」という⼆つの切り⼝で、⽇本のロボットについて幅広く論じていま
す。 

 
113. ロボットの⽂化誌 : 機械をめぐる想像⼒ / ⾺場伸彦 編.（森話社, 

2004.12.）【M131-H148】 
「メディア」としてのロボットを取り巻く⽂化的諸相を、近・現代⽂学
の研究者たちが⽂学・漫画・アニメ等豊富な題材を扱いながら論じてい
ます。 

 
114. ロボットと〈⽇本〉 = Robots and Japan : 近現代⽂学、戦後マ

ンガにおける⼈⼯的⾝体の表象分析 / ⼭⽥夏樹 著.（⽴教⼤学出版会,
有斐閣 (発売),2013.3.）【KC486-L27】 
近現代⽂学や漫画における、ロボットやサイボーグ等の「⼈⼯的⾝体」
の表象について論じています。『フランケンシュタイン』から『博⼠の
愛した数式』まで、多くの作品が取り上げられています。 
 

115. 機械=⾝体のポリティーク / 中⼭昭彦, 吉⽥司雄 編著.（⻘⼸社, 
2006.11.）【K21-H142】 
2006 年に INALCO（フランス国⽴東洋⾔語⽂化研究学院）で開催され
たワークショップ「加⼯／仮構される⾝体―ロボット・⼥性表象・断⽚
の政治学」の参加者による報告内容をもとに編まれた論集です。⽂学、
マンガ、アニメ等、フィクションの中に登場する機械と⾝体を多⾓的に
論じています。 

 
116. ○型ロボット漫画 / 清⽔正 監修.（⽇本⼤学芸術学部図書館, 

2014.12.）【KC486-L160】 
『タンク・タンクロー』でロボット漫画の元祖と称される阪本⽛城⽒、
⼈間味あふれるロボット「ボロット」が登場する『丸出だめ夫』で知ら
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れる森⽥拳次⽒、『ドラえもん』の作者藤⼦・Ｆ・不⼆雄⽒の３⼈を取
り上げています。多数の論考が掲載され、読みごたえある 1 冊です。 

 
117. 昭和ロボット漫画館 / 遠藤汐 著.（アドプレス, 2005.4.）

【KC486-H184】 
昭和期の漫画に多数登場したロボットたちについて、「お笑い系」「巨⼤
ロボット」「変わり種ロボット」などのジャンルに分類し、その特徴や
作品のあらすじについてコンパクトにまとめています。 

 
118. ロボットくん : 前⾕惟光傑作集 21. 上 / 前⾕惟光 著.（マンガシ

ョップ,パンローリング(発売), 2009.5.）【Y84-J11327】 
119. ロボットくん : 前⾕惟光傑作集 21. 下 / 前⾕惟光 著.（マンガシ

ョップ,パンローリング(発売), 2009.5.）【Y84-J11328】 
1950 年代から 1960 年代にかけて『ロボット三等兵』『ロボット G メ
ン』など多数のロボット漫画を発表した前⾕惟光⽒による作品。⻤退治
に妖怪退治、野球で世界選⼿権出場、アルプスでマンモスに遭遇…？世
界を股にかけるロボットくんの活躍をお楽しみください。 

 
120. เจ้าหนูปรมาณู.1 :鉄腕アトム. （สยามสปอรต์พบัลิชช่ิง.） 【Y745-T20】 
121. โดรามอน : เจ้าแมวจอมยุ่ง5:ドラえもん.（สยามสปอรต์พบัลิชช่ิง.）【Y745-H13】 

『鉄腕アトム』、『ドラえもん』など、⽇本の代表的なロボット漫画は何
か国語にも翻訳され、海外でも⼈気を博しています。本資料はその⼀例
で、タイ語の資料です。 

 
122. ロボットマンガは実現するか : ロボットマンガ名作アンソロジー

+ロボット開発最前線報告 / ⽶沢嘉博 編.（実業之⽇本社, 2002.7.） 
【M131-G245】 
『鉄腕アトム』『ドラえもん』等ロボット漫画の名作を収録し、ロボッ
ト開発の最前線にいる研究者たちが各作品にコメントを加えています。
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開発者の視点で読むロボット漫画は、また⼀味違うものかもしれませ
ん。 

 
123. 鉄腕アトムのロボット学 / 福⽥敏男 著.（集英社, 2003.4.）

【M131-H28】 
ロボット漫画の名作『鉄腕アトム』を材料にして、ロボット開発に携わ
る研究者が最先端のロボット研究を語っています。いつかアトムに会
える⽇は来るのでしょうか？そんな想像をさせてくれる 1 冊です。 

 
124. ロボット・オペラ : an anthology of robot fiction and robot 

culture / 瀬名秀明 編著.（光⽂社, 2004.6.）【KE211-H16】 
SF 作家・瀬名⽒と各分野の研究者による、神話時代から現代までのロ
ボットに関する解説記事と、古今東⻄の傑作ロボット⼩説や漫画を収
録しています。現実とフィクションの両⾯からロボットの世界を眺め
ることができる、充実したアンソロジーです。 

 
125. SF ⼤クロニクル / ガイ・ヘイリー 編集 ; [北島明弘] [⽇本語版

監修].（KADOKAWA, 2016.2.）【KD741-L5】 
ＳＦ映画黎明期の『フランケンシュタイン』から現代作品まで、映画化
された SF 作品を豊富なカラー写真を⽤いて概観しています。『われは
ロボット』『スター・ウォーズ』『ブレードランナー』などロボットが登
場する作品も、もちろん多数取り上げられています。 

 
126. キネマ旬報.(1705):2015.12.下旬（キネマ旬報社, [1919]-.）

【Z11-158】 
2015（平成 27）年 12 ⽉に公開された『スター・ウォーズ エピソー
ド７』。この作品で新登場したロボット BB-8 の愛らしい姿が印象に残
った⽅も多いのではないでしょうか。作品公開に合わせ、スター・ウォ
ーズ特集が組まれています。 



 

 

- 32 - 

 

127. 美術⼿帖 : monthly art magazine. 67(1031):2015.12（美術
出版社, 1948-.）【Z11-44】 
こちらも「エピソード７」公開に合わせ、「スター・ウォーズの芸術学」
と題した特集が組まれています。SF 論、神話、デザインなど様々な⾓
度からこの作品に迫っています。 
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けいはんなのロボット開発

国⽴国会図書館関⻄館は、けいはんな学研都市に位置して
います。学研都市内では、多くの企業や⼤学の研究所
でロボット開発が⾏われており、街中の⼩学校や商業
施設などで実証実験も⾏われています。 

 
本トピックでは、けいはんな学研都市での試みを知ることができ
る資料を集めました。 
 
128. けいはんな(京阪奈)⼤いなる実験 : ⻄のハイテク頭脳拠点・関⻄⽂

化学術研究都市 / ⽇刊⼯業新聞特別取材班 編.（⽇刊⼯業新聞社, 
2004.11.）【M42-H118】 
けいはんな学研都市に位置する多数の企業や研究所の取り組みを紹介
しています。ATR のヒューマノイドロボット研究や、情報通信研究機
構・けいはんな情報通信融合研究センターの⾚ちゃんロボット研究な
どが取り上げられています。 

 
129. 知能の謎 : 認知発達ロボティクスの挑戦 / けいはんな社会的知能

発⽣学研究会 編.（講談社, 2004.12.）【M121-H123】 
⼈間の「賢さ」とは何でしょうか。本書では⼈間の知能研究の⼀つのア
プローチとして、認知発達ロボティクスを提案しています。ロボット研
究・脳科学・⾚ちゃん研究など各分野の研究者が、知能を巡る謎にいか
に取り組んでいるかを語ります。 

 
130. まっしゅるーむの世界. 2005 (いつもそばにいてほしい).（NTT

コミュニケーション科学基礎研究所, 2005.6.）【M121-J18】 
NTT コミュニケーション科学基礎研究所は「環境知能」＝「環境に潜
む知能、あるいは、知能が埋め込まれた環境」の開発に取り組み、それ
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らを「まっしゅるーむ」と名付けました。⼈と環境を仲介する妖精・妖
怪のような存在である「まっしゅるーむ」。彼らとの暮らしを想像した
くなる 1 冊です。 
 

131. まっしゅるーむの世界. 2006 (環境知能の実現に向けて).（NTT コ
ミュニケーション科学基礎研究所, 2006.6.）【M121-J17】 
資料番号 130 の続編です。ブラインド⾳声強調技術と超⼤語彙⾳声認
識を操る「きーきー」、質問応答技術を操る「しーしー」、超⾼速メディ
ア探索技術を操る「さーちー」と「さーちゃ」など、前年よりさらに進
化した「まっしゅるーむ」たちに出会うことができます。環境知能のコ
ンセプトも解説されています。 

 
132. 内外教育.(6321):2014.3.25.（時事通信社, 1969-.）【Z7-454】 

けいはんな学研都市では、⼦どもたちの「科学する⼼」を育む様々な試
みが⾏われています。収録記事「ロボットと学ぶ、ロボットを学ぶ」で
は、ATR 開発のロボット「RobovieⅡ」が⼩学校の授業に加わる実験、
⼩・中学⽣を対象とするロボット製作講習会やロボットフェスティバ
ルが紹介されています。 

 

133. ⽇本ロボット学会誌 = Journal of the Robotics Society of 
Japan / ⽇本ロボット学会 編.31(1)=229:2013.1（⽇本ロボット
学会：毎⽇学術フォーラム（発売）,  1983-.）【Z16-1325】 
論⽂「⾼齢者を対象とした買い物⽀援ロボットの雑談と外観の影響」で
は、ATR 所属の研究者たちによって精華台のスーパーマーケットで⾏
われた、買い物⽀援ロボットの実証実験について報告しています。 

 

134. シンギュラリティ = SINGULARITY : 限界突破を⽬指した最先
端研究 / NAIST-IS 書籍出版委員会 編.（近代科学社, 2016.2.）
【M121-L213】 



 

 

- 35 - 

 

本書では、奈良先端科学技術⼤学院⼤学の情報科学分野の研究者 50 ⼈
以上が、「シンギュラリティ」に向けて現在取り組んでいる研究を解説
しています。⼈の⽣活を⽀援するロボットや⼈と会話する⼈⼯知能な
ど、最先端の研究内容が紹介されています。 

 

135. ロボコンマガジン / オーム社 [編].(56) 2008.2（オーム社, 
1998-.）【Z74-B539】 
ATR がヴィストン株式会社と共同開発した⼆⾜歩⾏ロボットキット
「Robovie-X」が表紙を飾っています。ATR は、こうしたホビー⽤の
ロボットのほか、研究⽤にも同じ「Robovie」の名を冠するヒューマノ
イドロボットを開発しています。 
 

136. 経済界 / 経済界 [編].50(23)=1052:2015.11.17（経済界, 
1972-.）【Z4-532】 
オムロン株式会社の卓球ロボットは京阪奈イノベーションセンタで開
発されました。相⼿の打ちやすい軌道を瞬時に計算して返球すること
で、⼈とラリーを続けることが可能です。2014（平成 26）年・2015
（平成 27）年に、IT・エレクトロニクス分野の国際展⽰会「CEATEC 
JAPAN」に出展され、話題を呼びました。 

 
137. NTT 技術ジャーナル / ⽇本電信電話株式会社 編. 

 28(2)=323:2016.2（電気通信協会, 1989-.）【Z16-1991】 
「NTT グループにおける AI の取り組み」を特集しています。NTT が
⽬指す AI の⽅向性、AI に関する技術解説、AI の活⽤事例などを紹介
した論⽂ 7 本を収録しています。     
 

138. ⼈⼯知能 : ⼈⼯知能学会誌 : journal of the Japanese Society 
for Artificial Intelligence.31(3)=177:2016.5（⼈⼯知能学会 ; 
オーム社 (発売), 2014-）【Z14-1242】 
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「国内⼈⼯知能研究拠点」として、パナソニック AI 研究部⾨や NTT
コミュニケーション科学基礎研究所が紹介されています。 

 

139. ⼈⼯知能 : ⼈⼯知能学会誌 : journal of the Japanese Society 
for Artificial Intelligence.29(5)=167:2014.9 ⼈⼯知能学会 ; 
オーム社 (発売), 2014-）【Z14-1242】 
「コミュニケーション科学と⼈⼯知能研究─NTT コミュニケーション
科学基礎研究所の取組み─」では、同研究所の研究事例が紹介されてい
ます。複数⼈の⾃然な会話の認識、ビッグデータからの統計的機械学習
などによる知識の獲得、機械翻訳といった、⼈⼯知能の基本機能と関係
の深い研究が⾏われています。 

 
140. システム・制御・情報 = Systems, control and information : 

システム制御情報学会誌.60(4):2016（システム制御情報学会, 
1989-.）【Z14-195】 
研究活動紹介「パナソニック（株）先端研究本部知能研究室⽣体メカニ
クス研究部」で、研究内容が紹介されています。⼈⼯筋・ロボットアー
ム・介護ロボットなどの開発が進められていることが分かります。 

 
141. ⽣物進化の持続性と転移 / 津⽥⼀郎 研究代表.（国際⾼等研究所, 

2011.5.）【RA121-J60】 
財団法⼈国際⾼等研究所が刊⾏する学術報告「⾼等研報告書」シリーズ
の 1 冊です。第 7 章「化学ロボット」では、化学反応による油滴の運
動が紹介され、⼈⼯⽣命研究に関する新しい研究の⽅向性が指摘され
ています。 
 

142. 環境知能のすすめ : 情報化社会の新しいパラダイム / NTT コミュ
ニケーション科学基礎研究所 企画・監修 ; 外村佳伸, 前⽥英作 編著.
（リミックスポイント ; 丸善出版事業部 (発売), 2008.9.） 
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【DK411-J189】 
本書は、2006 年 9 ⽉に開催された「環境知能シンポジウム」の記録
や、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の研究者による、環境知
能に関する論考などを収録しています。『まっしゅるーむの世界』（資料
番号 130,131）と併せてご覧ください。 

 
143. アンドロイドは⼈間になれるか /  ⽯⿊浩 著.（⽂藝春秋,  

2015.12.）【M131-L122】     
マツコロイドなど最先端のアンドロイドを企画・制作している⽯⿊教
授の著作です。本書は、ロボットについて考えることは、⼈間について
考えることにほかならないことに気がつかせてくれます。著者は「ロボ
ットが普及する次の⼀〇年⼆〇年は、ひとびとが哲学者になる時代で
はないか」と予⾔します。来たるべきロボットとの未来に向けて、最前
線に⽴つ著者の哲学にぜひ触れてください。 

 

144. NTT 技術ジャーナル / ⽇本電信電話株式会社 編. 
28(4)=325:2016.4（電気通信協会, 1989-.）【Z16-1991】 
「⼈と⼈,⼈とモノのコミュニケーションを良くする NTT の AI 技術」
で、NTT が⽬指す「コンピュータと⼈間が協創する AI」とは何かが語
られています。 

 

145. ビジネスコミュニケーション = Business communication : 
ICT ソリューション総合誌.53(1)=623:2016.1（ビジネスコミュニ
ケーション社, [1963]-.）【Z16-339】 
特集記事の中で、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の上位組織
である先端総合研究所の現在の取組や今後の⽬標などが紹介されてい
ます。 

 

146. ⽇経ものづくり.(725):2015.2（⽇経 BP 社, 2004-.）【Z14-698】 
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パナソニック株式会社が開発した「⾃⽴⽀援アシストロボット」が紹介
されています。同社の京阪奈地区の拠点では、⼈の知的活動と物理動作
をアシストするための AI やロボティクスの研究開発が⾏われていま
す。 
 

147. ⼈⼯知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial 
Intelligence : AI. 28(1)=157:2013.1（⼈⼯知能学会, 1986-
2013.）【Z14-1242】 
「⾳声対話による観光案内システムの開発と多⾔語化」では、独⽴⾏政
法⼈情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所が開発
した⾳声対話システム「AssisTra」が紹介されています。 
 

148.  ITU ジャーナル = Journal of the ITU Association of 
Japan.39(2) (通号 450) 2009.2（⽇本 ITU 協会, 1991-2012.）    
【Z16-773】 

特集「我が国基礎・基盤研究の現状〜NICT けいはんな研究所の研究所
〜」では研究⽬標や研究事例が紹介されています。多⾔語対話⽤⾳声処
理、⾃動翻訳技術、価値のある情報を⾒つけ出す情報分析技術など、⼈
⼯知能とも関連性のある研究が進められていることが分かります。 
 

149. ⽇経ビジネス / ⽇経 BP 社 [編].(1798):2015.7.6（⽇経 BP 社,  
1969-）【Z4-260】 
BMI（ブレーン・マシン・インターフェース）とは、脳を⼊⼒デバイス
にすることで⼿を使わずに装置や機械を操作する技術です。BMI の関
連技術として、島津製作所が開発した、近⾚外光によって⾎液中の酸素
量を測り、脳がどのような状態にあるか調べる技術「NIRS」が紹介さ
れています。 
 

150. 臨床スポーツ医学.33(1):2016.1（⽂光堂, 1984-.）【Z7-1792】 
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奈良先端科学技術⼤学院⼤学の⾼松淳⽒らによる論⽂「ロボット技術
のスポーツ領域での応⽤」では、ロボットを⽤いた効率的なスポーツト
レーニングシステムを紹介しています。 
 

151. OHM bulletin = オームブレテン.48=193:2012.春（オーム社, 
[1960]-2012.）【Z16-278】 
奈良先端技術⼤学院⼤学が開発した、⼈が服を着るのをサポートする
「着⾐介護ロボット」が紹介されています。ロボットは、着⾐介護に失
敗した場合に動きを微修正する機能も備えています。 
 

152. ⽇本ロボット学会誌 = Journal of the Robotics Society of 
Japan / ⽇本ロボット学会 編.30(9)=227:2012.11（⽇本ロボッ
ト学会 ; 毎⽇学術フォーラム (発売), 1983）【Z16-1325】 
奈良先端技術⼤学院⼤学の研究者 4 名による論⽂「データベースとオ
ンラインプランニングを統合した⾼速応答可能なジェスチャ⽣成」を
掲載しています。アンドロイドに⼈間のようにジェスチャをさせるた
めの⼿法と、受付案内システムへの応⽤結果について論じています。 
 

153. ⽇本産業技術教育学会誌 = Journal of the Japan Society of 
Technology Education.53(1) 2011 
（⽇本産業技術教育学会, 1967-.）【Z7-554】 
「⾃律型ロボット教材の評価と授業」は、⾃律型ロボットを教材に⽤い
ることの有⽤性を指摘する論⽂です。著者の⼀⼈、兼宗進⽒は⼤阪電気
通信⼤学に所属しています。 
 

154. ⽇本ロボット学会誌 = Journal of the Robotics Society of 
Japan / ⽇本ロボット学会 編.28(7) (通号 205) 2010.9（⽇本ロ
ボット学会 ; 毎⽇学術フォーラム (発売), 1983）【Z16-1325】 
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論⽂「低バックラッシュ⽴体カム機構を⽤いたロボットハンドの開発
―軽量ロボットハンドの試作と関節機構の評価」は、4 ⼈の研究者によ
る共同執筆であり、うち鄭聖熹⽒は⼤阪電気通信⼤学の研究者です。⼈
の⼿を模したロボットハンドの開発について書かれています。 

 
155. 同志社⼤学理⼯学研究報告 = The science and engineering 

r e v i e w  o f  D o s h i s h a  U n i ve r s i t y.  5 4 ( 4 ) : 2 0 1 4 . 1 
（同志社⼤学理⼯学研究所, 1960-2015.）【Z14-22】 
京⽥辺市に位置する同志社⼤学理⼯学部・同志社⼤学⼤学院理⼯学研
究科でも、ロボットや⼈⼯知能に関係する研究が⾏われています。本書
はその⼀例で、ヒューマノイドロボットを⽤いた実験の論⽂です。 
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＜関連講演会講師の著作（共著を含む）＞ 
8 ⽉ 26 ⽇（⾦）に⾏われる⼩展⽰関連講演会「ヒューマンロボットイン
タラクション〜⼈々とコミュニケーションできるロボットの実現を⽬指
して〜」で講師を務める神⽥崇⾏⽒（国際電気通信基礎技術研究所 知能
ロボティクス研究所 ヒューマンロボットインタラクション研究室室⻑）
の著作から、関⻄館が所蔵しているものを選んでご紹介します。 
 

156. コミュニケーションロボット / ⽯⿊浩, 宮下敬宏, 神⽥崇⾏ 共
著 ; ⼈⼯知能学会 編.（オーム社, 2005.4.）【M121-H143】 
コミュニケーションロボットとは、⽇常⽣活の中で⼈間と対話する機
能を持つ「⼈間らしい」ロボットを指します。本書では、その開発⽅法
論、メカニズムや、具体的な要素技術、評価⼿法などを、ATR の⽯⿊
浩⽒、宮下敬宏⽒、本展⽰関連講演会の講師である神⽥崇⾏⽒が、実例
を交えて分かりやすく解説しています。 
 

157. ロボットと共⽣する社会脳 : 神経社会ロボット学.（新曜社, 
2015.12.）【SC364-L111】 
介護ロボット・お掃除ロボット・ペットロボットなど、技術の進展に伴
ってロボットは我々の⽣活に⾝近なものとなってきています。ロボッ
トと「共に⽣きる」社会のあり⽅とはどのようなものでしょうか。神⽥
⽒を含め、各分野の研究者による論考を収録しています。 
 

158. ロボットを通して探る⼦どもの⼼ : ディベロップメンタル・サイ
バネティクスの挑戦 / 板倉昭⼆, 北崎充晃 編著.（ミネルヴァ書房, 
2013.9.）【SB157-L22】 
ロボット技術が発展するに従い、⼦どもを取り巻く環境も変わってく
ることでしょう。⽣まれた時から、あるいは幼児期からロボットに触れ
る⼦どもはどのように感じるのか、また、ロボットは⼦どもに何ができ
るのか…新しい課題と知⾒が⽣まれてきています。（第 7 章は、神⽥⽒
が著しています。） 
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159. ⽇本ロボット学会誌 = Journal of the Robotics Society of 
Japan. 29(10)=218:2011.12.（⽇本ロボット学会：毎⽇学術フ
ォーラム（発売）, 1983-.）【Z16-1325】 
「⼈ロボット共⽣学」の特集号です。⼈とロボットが⼀緒に学びあうと
いう新しい形での共⽣について、研究者の論⽂が集められています。
36-40 ページには、神⽥⽒も「ソーシャルロボットを⽤いた協調学習
実験」という事例を寄せています。 
 

160. 設計⼯学 = Journal of Japan Society for Design 
Engineering : ⽇本設計⼯学会誌.51(4):2016.4（⽇本設計⼯学
会, 1993-）【Z16-1033】 
「⼈との共⽣を考慮に⼊れたロボットの設計」という特集が組まれてお
り、その巻頭の論⽂が神⽥⽒の「街⾓で⼈々と共⽣して活動するロボッ
トの設計のために」です。実際にロボットを街中に配置し、ちらし配り
など⼈間の⽣活に溶け込ませることを試みた事例が紹介されています。 

 



 

国⽴国会図書館 第 20 回⼩展⽰ 
ロボット進化中！－神話・からくり⼈形から最新ロボットまで－ 
展⽰資料解説 
会期：2016 年 8 ⽉ 18 ⽇(⽊) 〜9 ⽉ 20 ⽇(⽕)  ※休館⽇（⽇曜・祝⽇）を除く 

会場：国⽴国会図書館関⻄館 閲覧室（地下１階） 
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