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〔 ロボットの社会技術 ― 安全・倫理から制度設計まで 〕ロボットの社会技術 ― 安全・倫理から制度設計まで 〕〕

　山　田　陽　滋　田　陽　滋田　陽　滋　陽　滋陽　滋　滋滋
（独立行政法人産業技術総合研究所／独立行政法人産業技術総合研究所／総合研究所／研究所／／

知能システム研究部門安全知能研究グループ長））

＊司会：司会：：

　次に、「ロボットの社会技術―安全・倫理から制度設計まで」というタイトルで独立行政法人産業技術次に、「ロボットの社会技術 ― 安全・倫理から制度設計まで」というタイトルで独立行政法人産業技術

総合研究所知能システム研究部門安全知能研究グループ長の山田陽滋先生にお願いいたします。研究所知能システム研究部門安全知能研究グループ長の山田陽滋先生にお願いいたします。

　山田先生は前々より私存じ上げているんですけれども、以前、豊田工業大学におられまして、ロボット

の安全の基本的な研究を先駆的に開始されまして、それと同時にロボットの触覚、指の研究についてもか

なりの業績を挙げられています。現在は独立行政法人の産総研の方で、日本のロボット技術に関する安全

の面からすべての取りまとめ役的な仕事を展開されておりまして、愛知万博の時のロボットの安全の問題

も含めて、全体的な、単にロボット一つを作るというのではなく、ロボット全体がどのように安全という

ものを考えていけばいいのかという第一人者でおられます。ということで、きょうはどうしてもこういう

タイトルで是非来てくださいと、豊田工大の方でいろんな審査がおありになったところを無理やり来てい

ただいてお願いした次第です。では、山田先生、よろしくお願いいたします。

　菅野先生、ご紹介いただきましてありがとうございました。本日はこのような有意義な場にお招きをい

ただきまして大変ありがとうございます。私は、今ご紹介いただきましたように、豊田工業大学に2003年

度までおりまして、2004年から産総研の方に移りました。なぜ大学から産総研に移るのかという質問を面かという質問を面という質問を面質問を面を面

接の度に受けまして。普通、産総研から大学に出ていくという先生は多いのだけれどもということなんで。普通、産総研から大学に出ていくという先生は多いのだけれどもということなんで普通、産総研から大学に出ていくという先生は多いのだけれどもということなんで、産総研から大学に出ていくという先生は多いのだけれどもということなんで産総研から大学に出ていくという先生は多いのだけれどもということなんでのだけれどもということなんでだけれどもということなんでれどもということなんでどもということなんで

すね。私の場合、逆になったのには理由がありまして、きょうはそこの辺りが内容におそらくあらわれて、逆になったのには理由がありまして、きょうはそこの辺りが内容におそらくあらわれて逆になったのには理由がありまして、きょうはそこの辺りが内容におそらくあらわれてりが内容におそらくあらわれてが内容におそらくあらわれておそらくあらわれてあらわれて

いると思いますので、ああ、こんなことかというふうに推測していただけるといいのではないかなと思いと思いますので、ああ、こんなことかというふうに推測していただけるといいのではないかなと思い思いますので、ああ、こんなことかというふうに推測していただけるといいのではないかなと思い推測していただけるといいのではないかなと思いていただけるといいのではないかなと思い

ます。

　私、菅野先生、それから藤江先生にきょう来てくれないかとお誘いいただいた時に、倫理ということが

テーマだということで、ちょっと視点を変えなければいけないなというふうに思いまして、それでタイト、ちょっと視点を変えなければいけないなというふうに思いまして、それでタイトちょっと視点を変えなければいけないなというふうに思いまして、それでタイトければいけないなというふうに思いまして、それでタイトいけないなというふうに思いまして、それでタイト

ルをこんなふうにしました。内容につきましては、やがて皆様のお手元に資料を配っていただくことに

なっていますけれども、講演のアウトラインとしてはここに示したようになっております。

　倫理とはこういうものだよということを壇上からバシッと申し上げることができればいいんですけれど

も、私はまだとてもそれだけの経験を持っておりません。そこで、私自身の悔悟談から入りまして、倫理私はまだとてもそれだけの経験を持っておりません。そこで、私自身の悔悟談から入りまして、倫理まだとてもそれだけの経験を持っておりません。そこで、私自身の悔悟談から入りまして、倫理こで、私自身の悔悟談から入りまして、倫理で、私自身の悔悟談から入りまして、倫理自身の悔悟談から入りまして、倫理悔悟談から入りまして、倫理倫理

上こんな失敗をしたことがありますということから始めます。つぎに、スキルアシストというものをずっこんな失敗をしたことがありますということから始めます。つぎに、スキルアシストというものをずったことがありますということから始めます。つぎに、スキルアシストというものをずっということから始めます。つぎに、スキルアシストというものをずっつぎに、スキルアシストというものをずっスキルアシストというものをずっ

と開発してきておりましたので、これが倫理の観点からどう位置づけられているのかといったところ、の観点からどう位置づけられているのかといったところ、どう位置づけられているのかといったところ、位置づけられているのかといったところ、ているのかといったところ、、

ちょっとここでは自慢話をさせてください、をご説明して、その後、社会技術への導入と話を進めます。、をご説明して、その後、社会技術への導入と話を進めます。をご説明して、その後、社会技術への導入と話を進めます。話を進めます。

社会技術とは何かというところは、きょうのこのシンポジウムの趣旨にちょうど照らした形になっていまかというところは、きょうのこのシンポジウムの趣旨にちょうど照らした形になっていまというところは、きょうのこのシンポジウムの趣旨にちょうど照らした形になっていまのこのシンポジウムの趣旨にちょうど照らした形になっていまこのシンポジウムの趣旨にちょうど照らした形になっていま

す。社会技術への導入ということで、万博ロボットの安全から始めて、この日本のロボット業界にもたら。社会技術への導入ということで、万博ロボットの安全から始めて、この日本のロボット業界にもたら社会技術への導入ということで、万博ロボットの安全から始めて、この日本のロボット業界にもたら、万博ロボットの安全から始めて、この日本のロボット業界にもたら万博ロボットの安全から始めて、この日本のロボット業界にもたらめて、この日本のロボット業界にもたら、この日本のロボット業界にもたらこの日本のロボット業界にもたら

された社会的実験を経て一体何が今必要か、何が議論されるべきかというところを少し政策的な側面も含一体何が今必要か、何が議論されるべきかというところを少し政策的な側面も含側面も含も含
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第二回　総合研究機構研究成果報告会

めてお話し申し上げたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　まず悔悟談。悔悟というのは悔い改めて悟ることなんですけれども、まず私が当初手がけた安全研究で当初手がけた安全研究で

すが、ここにありますように、人間にとって、安全性の確保というのは非常に重要だろうということで、、ここにありますように、人間にとって、安全性の確保というのは非常に重要だろうということで、にとって、安全性の確保というのは非常に重要だろうということで、、安全性の確保というのは非常に重要だろうということで、

そのために人間側から見たらどういったことが問題になるのだろうかということを考えたわけです。そのたわけです。そのそのの

答は痛みとか恐怖ですね。実際にロボットと共存するようになったらまずは当たったときの痛みが恐いは痛みとか恐怖ですね。実際にロボットと共存するようになったらまずは当たったときの痛みが恐いまずは当たったときの痛みが恐い痛みが恐い

と。それからあと、ロボットは近寄ってくるだけでも恐いという話がありますので、この辺りについては、ロボットは近寄ってくるだけでも恐いという話がありますので、この辺りについては近寄ってくるだけでも恐いという話がありますので、この辺りについてはこの辺りについては辺りについてはりについてはについては

しっかりと調べておく。これを調べておくことによって、これが設計規範となって、安全なロボットがデ、安全なロボットがデロボットがデ

ザインできるだろうと考えて、しばらくいろいろ面白い実験をやりました。考えて、しばらくいろいろ面白い実験をやりました。、しばらくいろいろ面白い実験をやりました。

　実際にはどうなったかというと、痛みを与えないロボットの接触条件を見つけるだとか、恐怖を与えな

いロボットの運動条件を見つけようというような研究をやってきたわけです。これは、まず人の痛覚耐性ような研究をやってきたわけです。これは、まず人の痛覚耐性やってきたわけです。これは、まず人の痛覚耐性は、まず人の痛覚耐性まず人の痛覚耐性耐性

の調査研究なのですけれども、このように壁がありまして、人間を逃げられない状態にしておきまして、なのですけれども、このように壁がありまして、人間を逃げられない状態にしておきまして、のですけれども、このように壁がありまして、人間を逃げられない状態にしておきまして、ですけれども、このように壁がありまして、人間を逃げられない状態にしておきまして、、人間を逃げられない状態にしておきまして、逃げられない状態にしておきまして、

空気圧シリンダーでぼこぼこぼこと当てるんですね。本人には主観でもって痛みを判断してもらい、これもらい、これ、これ

以上は耐えられないというところでボタンを押してもらうと、空気圧シリンダーが離れていくというようは耐えられないというところでボタンを押してもらうと、空気圧シリンダーが離れていくというよう耐えられないというところでボタンを押してもらうと、空気圧シリンダーが離れていくというようしてもらうと、空気圧シリンダーが離れていくというようと、空気圧シリンダーが離れていくというようが離れていくというようていくというよう

な、実験で、ギューッとゆっくり押していく静的狭圧力の場合と、ぼこぼこ当てるという動的衝撃力の場静的狭圧力の場合と、ぼこぼこ当てるという動的衝撃力の場場合と、ぼこぼこ当てるという動的衝撃力の場動的衝撃力の場

合の実験をやりました。この研究では、ちょうど移動ロボットを対象としていたところがありましたので、実験をやりました。この研究では、ちょうど移動ロボットを対象としていたところがありましたので、この研究では、ちょうど移動ロボットを対象としていたところがありましたので、ちょうど移動ロボットを対象としていたところがありましたので、

こんなような代表的な人間の部位を、調査対象として決定して、特にヒトの下半身の部位をいろいろと設として決定して、特にヒトの下半身の部位をいろいろと設決定して、特にヒトの下半身の部位をいろいろと設ヒトの下半身の部位をいろいろと設下半身の部位をいろいろと設の部位をいろいろと設いろいろと設と設設

定しまして痛みを調べる実験をやったわけです。痛みを調べる実験をやったわけです。実験をやったわけです。ったわけです。。

　ところが、これは倫理委員会での議を経ていませんでした。これはずっと前で、若気の至りといいます

か、そういう倫理委員会で客観的に研究の是非を問うという視点は、その頃はまったく持っていませんで客観的に研究の是非を問うという視点は、その頃はまったく持っていませんでという視点は、その頃はまったく持っていませんで、その頃はまったく持っていませんでその頃はまったく持っていませんで

した。まったく持っていない勢いで、そのまま公表もしました。実際にはペーパーにもなってしまってい、そのまま公表もしました。実際にはペーパーにもなってしまってい公表もしました。実際にはペーパーにもなってしまってい

ます。これを規範にすれば、安全な人間共存ロボットがデザインできるんだというような議論もしました。規範にすれば、安全な人間共存ロボットがデザインできるんだというような議論もしました。にすれば、安全な人間共存ロボットがデザインできるんだというような議論もしました。すれば、安全な人間共存ロボットがデザインできるんだというような議論もしました。ロボットがデザインできるんだというような議論もしました。

しかしながら、今となってはこれは悔悟の念にとらわれているというものです。もう１つご紹介します。

ヒトの恐怖を発現するロボットの運動特性の調査実験です。この頃、一応パワーアシストロボットのよう恐怖を発現するロボットの運動特性の調査実験です。この頃、一応パワーアシストロボットのようロボットの運動特性の調査実験です。この頃、一応パワーアシストロボットのよう運動特性の調査実験です。この頃、一応パワーアシストロボットのようです。この頃、一応パワーアシストロボットのようこの頃、一応パワーアシストロボットのようの頃、一応パワーアシストロボットのよう一応パワーアシストロボットのよう

なものを研究の対象にし始めていましたので、人間がちょっと手を添えるような運転の形で実験の条件を研究の対象にし始めていましたので、人間がちょっと手を添えるような運転の形で実験の条件を対象にし始めていましたので、人間がちょっと手を添えるような運転の形で実験の条件を運転の形で実験の条件を形で実験の条件を実験の条件を

定めたわけです。しかし、ロボットがいろいろなスピードでピューッと寄ってくるようにしますと、人間しかし、ロボットがいろいろなスピードでピューッと寄ってくるようにしますと、人間、ロボットがいろいろなスピードでピューッと寄ってくるようにしますと、人間ロボットがいろいろなスピードでピューッと寄ってくるようにしますと、人間スピードでピューッと寄ってくるようにしますと、人間ピューッと寄ってくるようにしますと、人間ようにしますと、人間、人間

は恐怖を覚えるわけです。それを主観的アンケート結果で見ているとどのタイミングで驚いたかわからな恐怖を覚えるわけです。それを主観的アンケート結果で見ているとどのタイミングで驚いたかわからな。それを主観的アンケート結果で見ているとどのタイミングで驚いたかわからなそれを主観的アンケート結果で見ているとどのタイミングで驚いたかわからな的アンケート結果で見ているとどのタイミングで驚いたかわからなで見ているとどのタイミングで驚いたかわからなどのタイミングで驚いたかわからなわからな

いので、目の瞳孔の開きの変化を見るようにしました。人間は物を見て、脳で判断して、それで最終的にようにしました。人間は物を見て、脳で判断して、それで最終的に。人間は物を見て、脳で判断して、それで最終的に脳で判断して、それで最終的にで判断して、それで最終的に

自分の身体の一部の反応という形で行動として発現する。その発現する一番早い部位は何かというと、そ身体の一部の反応という形で行動として発現する。その発現する一番早い部位は何かというと、そ行動として発現する。その発現する一番早い部位は何かというと、そ部位は何かというと、そは何かというと、そ

の１つが眼球であるということから、いろいろな近さから急にロボットが近寄ったり、遠くからジャーク眼球であるということから、いろいろな近さから急にロボットが近寄ったり、遠くからジャークであるということから、いろいろな近さから急にロボットが近寄ったり、遠くからジャークいろな近さから急にロボットが近寄ったり、遠くからジャークな近さから急にロボットが近寄ったり、遠くからジャークロボットが近寄ったり、遠くからジャーク寄ったり、遠くからジャークク

をともなうような運動で近寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委ともなうような運動で近寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委うような運動で近寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委ような運動で近寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委近寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委寄ってきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委てきたりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委たりと、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委と、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委、いろんな実験をやりました。これについてもやっぱり倫理委

員会での議を経なかった。ですから、これは今から思うと全て研究としては無駄になった。無駄になった

とは言いませんけれども、公表はもうできない。自分が倫理的にこれは問題があるということを知ってかもうできない。自分が倫理的にこれは問題があるということを知ってかできない。自分が倫理的にこれは問題があるということを知ってか

らは、その公表はしていません。と言いながら、お前今出しているじゃないかということになるんですけその公表はしていません。と言いながら、お前今出しているじゃないかということになるんですけの公表はしていません。と言いながら、お前今出しているじゃないかということになるんですけ今出しているじゃないかということになるんですけ出しているじゃないかということになるんですけ

れども、これは倫理の観点からすると応用問題のようなものでして。ご覧頂けますように、結果は示してのようなものでして。ご覧頂けますように、結果は示してものでして。ご覧頂けますように、結果は示して。ご覧頂けますように、結果は示してますように、結果は示して、結果は示して結果は示して

いません。きょうは半ば特別に紹介させていただいています。というのは、自分が非常に悔い改めるべきいています。というのは、自分が非常に悔い改めるべき。というのは、自分が非常に悔い改めるべき

こういう行動を犯したという個人のリスクといいますか、そういったものに対して、これをプレゼンテーれをプレゼンテーをプレゼンテー

ションすることによって、ああ、そうかというふうに思っていただけるたくさんの方々のプラスになる、、

というベネフィットが非常に大きいのであれば公表してもいいのではないかというふうに、今は自分で判ベネフィットが非常に大きいのであれば公表してもいいのではないかというふうに、今は自分で判が非常に大きいのであれば公表してもいいのではないかというふうに、今は自分で判公表してもいいのではないかというふうに、今は自分で判てもいいのではないかというふうに、今は自分で判

断して“ちょっと”出しました。また、これについては恐らくいろいろなご批判もあると思いますので、
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是非お寄せいただきたいと思います。そうしましたら、また自分もそれに基づいて考えてその後はどうすお寄せいただきたいと思います。そうしましたら、また自分もそれに基づいて考えてその後はどうすいただきたいと思います。そうしましたら、また自分もそれに基づいて考えてその後はどうすれに基づいて考えてその後はどうす考えてその後はどうすその後はどうすどうす

るか、示していきたいというふうに思っております。、示していきたいというふうに思っております。示していきたいというふうに思っております。

　さて、その後ですけれども、スキルアシストというものを98年ぐらいから手がけまして、どんなことをさて、その後ですけれども、スキルアシストというものを98年ぐらいから手がけまして、どんなことをスキルアシストというものを98年ぐらいから手がけまして、どんなことを

考えながら研究を進め、最終的にどんなことになったかというところをご紹介したいと思います。スキル研究を進め、最終的にどんなことになったかというところをご紹介したいと思います。スキル最終的にどんなことになったかというところをご紹介したいと思います。スキルことになったかというところをご紹介したいと思います。スキルになったかというところをご紹介したいと思います。スキルたいと思います。スキルます。スキル

アシストというのはパワーアシストの一種です。これは、自動車の組立工場の労働集約の典型といわれるす。これは、自動車の組立工場の労働集約の典型といわれるこれは、自動車の組立工場の労働集約の典型といわれる、自動車の組立工場の労働集約の典型といわれる自動車の組立工場の労働集約の典型といわれる場の労働集約の典型といわれるの労働集約の典型といわれるの典型といわれるといわれるる

最終組立工程ラインでして、トリム工程とか、シャーシ工程、ファイナル工程から検査工程までたくさんから検査工程までたくさん検査工程までたくさん

の人が働いている、そういう現場状況です。工場見学をされた方は、ああ、あれかとわかっていただける現場状況です。工場見学をされた方は、ああ、あれかとわかっていただける状況です。工場見学をされた方は、ああ、あれかとわかっていただける

ところかと思うんですけれども、この、ちょうどインパネあるいはシート、これらの部品が非常に重くかと思うんですけれども、この、ちょうどインパネあるいはシート、これらの部品が非常に重くと思うんですけれども、この、ちょうどインパネあるいはシート、これらの部品が非常に重くあるいはシート、これらの部品が非常に重くシート、これらの部品が非常に重くれらの部品が非常に重くが非常に重く

なってきております。当時すでに、車の部品はモジュール化志向にありまして、中小企業も高い技術力をす。当時すでに、車の部品はモジュール化志向にありまして、中小企業も高い技術力を車の部品はモジュール化志向にありまして、中小企業も高い技術力をはモジュール化志向にありまして、中小企業も高い技術力をモジュール化志向にありまして、中小企業も高い技術力をも高い技術力を力を

つけてきていましたので、できるだけ付加価値を付けて自動車メーカーに部品を売ろうとした、というこていましたので、できるだけ付加価値を付けて自動車メーカーに部品を売ろうとした、というこましたので、できるだけ付加価値を付けて自動車メーカーに部品を売ろうとした、というこ自動車メーカーに部品を売ろうとした、というこに部品を売ろうとした、というこした、というこ

とかと思います。したがって、インパネにしてもシートにしてもいろいろな電機仕掛けが組み込まれて、。したがって、インパネにしてもシートにしてもいろいろな電機仕掛けが組み込まれて、、インパネにしてもシートにしてもいろいろな電機仕掛けが組み込まれて、インパネにしてもシートにしてもいろいろな電機仕掛けが組み込まれて、いろな電機仕掛けが組み込まれて、な電機仕掛けが組み込まれて、電機仕掛けが組み込まれて、仕掛けが組み込まれて、組み込まれて、

それらが本社工場の方で最終的にボディに組み付けられるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。本社工場の方で最終的にボディに組み付けられるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。ボディに組み付けられるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。組み付けられるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。付けられるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。られるというわけで、とにかく、重い部品なわけです。わけで、とにかく、重い部品なわけです。重い部品なわけです。部品なわけです。。

重いと、それを組み付ける作業者の人たちというのは非常につらい思いをして作業に取り組んでいた。当作業者の人たちというのは非常につらい思いをして作業に取り組んでいた。当人たちというのは非常につらい思いをして作業に取り組んでいた。当作業に取り組んでいた。当当

時、そろそろ高齢社会、超高齢化と呼ばれる時代になっていまして、実は工場の生産現場においても同じ社会、超高齢化と呼ばれる時代になっていまして、実は工場の生産現場においても同じ、超高齢化と呼ばれる時代になっていまして、実は工場の生産現場においても同じと呼ばれる時代になっていまして、実は工場の生産現場においても同じばれる時代になっていまして、実は工場の生産現場においても同じになっていまして、実は工場の生産現場においても同じまして、実は工場の生産現場においても同じ実は工場の生産現場においても同じは工場の生産現場においても同じにおいても同じも同じ

傾向の情勢でありまして、高齢化とは言いませんけれどもいわゆる加齢化の問題が起きていました。それの情勢でありまして、高齢化とは言いませんけれどもいわゆる加齢化の問題が起きていました。それまして、高齢化とは言いませんけれどもいわゆる加齢化の問題が起きていました。それいわゆる加齢化の問題が起きていました。それ加齢化の問題が起きていました。それ起きていました。それきていました。それ

から、女性の進出もありました。そのような状況下で、彼らの身体能力は当然低下している。だけども彼もありました。そのような状況下で、彼らの身体能力は当然低下している。だけども彼ました。そのような状況下で、彼らの身体能力は当然低下している。だけども彼のような状況下で、彼らの身体能力は当然低下している。だけども彼で、彼らの身体能力は当然低下している。だけども彼は当然低下している。だけども彼低下している。だけども彼彼

らの作業スキルというのは永年蓄えてきたものがあって鋭ぎすまされているということで、このギャップ作業スキルというのは永年蓄えてきたものがあって鋭ぎすまされているということで、このギャップって鋭ぎすまされているということで、このギャップということで、このギャップ

を埋める時に何か支援装置が必要ではないか、それはパワーアシストであろうとなったわけです。ところ支援装置が必要ではないか、それはパワーアシストであろうとなったわけです。ところ必要ではないか、それはパワーアシストであろうとなったわけです。ところ、それはパワーアシストであろうとなったわけです。ところそれはパワーアシストであろうとなったわけです。ところはパワーアシストであろうとなったわけです。ところパワーアシストであろうとなったわけです。ところなったわけです。ところ。ところところ

が実際にパワーアシストを付加してみると、パワーをただアシストするだけでは当初は「こんなものは要パワーアシストを付加してみると、パワーをただアシストするだけでは当初は「こんなものは要を付加してみると、パワーをただアシストするだけでは当初は「こんなものは要みると、パワーをただアシストするだけでは当初は「こんなものは要では当初は「こんなものは要こんなものは要

らん」と言われてしまいまして、じゃあ何が本当は必要なのかと考えたわけです。そして、彼らのスキル」と言われてしまいまして、じゃあ何が本当は必要なのかと考えたわけです。そして、彼らのスキルと言われてしまいまして、じゃあ何が本当は必要なのかと考えたわけです。そして、彼らのスキルしまいまして、じゃあ何が本当は必要なのかと考えたわけです。そして、彼らのスキルまして、じゃあ何が本当は必要なのかと考えたわけです。そして、彼らのスキルわけです。そして、彼らのスキル彼らのスキル

を低減させないようにして、必要な時だけお節介にちょっと力を貸してくれるという機能が必要だというようにして、必要な時だけお節介にちょっと力を貸してくれるという機能が必要だという必要な時だけお節介にちょっと力を貸してくれるという機能が必要だという機能が必要だというが必要だというといういう

ことが分かりまして、それなら、機械インピーダンスを作業フェーズに応じて変える技術だという結論にが分かりまして、それなら、機械インピーダンスを作業フェーズに応じて変える技術だという結論に、機械インピーダンスを作業フェーズに応じて変える技術だという結論に技術だという結論にという結論に

達し、以来、ずっとこの方針で研究を進めてきたというわけであります。、以来、ずっとこの方針で研究を進めてきたというわけであります。ずっとこの方針で研究を進めてきたというわけであります。この方針で研究を進めてきたというわけであります。研究を進めてきたというわけであります。わけであります。であります。

　当時の実験装置には、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、当時の実験装置には、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、の実験装置には、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、には、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、は、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、このようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、のようなリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、なリニアスライダーを使っていまして、そして先ほどの現場の例では、いまして、そして先ほどの現場の例では、、そして先ほどの現場の例では、して先ほどの現場の例では、先ほどの現場の例では、現場の例では、例では、

ラインは当然動いているわけですから、この動いているラインに対して重いモジュール部品を搭載補助装わけですから、この動いているラインに対して重いモジュール部品を搭載補助装の動いているラインに対して重いモジュール部品を搭載補助装

置を使って突っ込んでいって位置決めするという、持ち上げから位置決めまでの一連の作業を対象としたって位置決めするという、持ち上げから位置決めまでの一連の作業を対象とした位置決めするという、持ち上げから位置決めまでの一連の作業を対象としたするという、持ち上げから位置決めまでの一連の作業を対象とした持ち上げから位置決めまでの一連の作業を対象としたの一連の作業を対象とした

わけです。これを単純化した原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、こです。これを単純化した原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、こ。これを単純化した原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、これを単純化した原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、こを単純化した原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、こ原理的なものとしては、このようなものであろうというわけです。実際、こ、このようなものであろうというわけです。実際、ここのようなものであろうというわけです。実際、このようなものであろうというわけです。実際、こなものであろうというわけです。実際、こであろうというわけです。実際、ころうというわけです。実際、こわけです。実際、こ実際、こ、ここ

こで使われたリニアモーターは、最終的に現場に導入されるときでも同じように使われたわけで、これをで使われたリニアモーターは、最終的に現場に導入されるときでも同じように使われたわけで、これを使われたリニアモーターは、最終的に現場に導入されるときでも同じように使われたわけで、これを、最終的に現場に導入されるときでも同じように使われたわけで、これを最終的に現場に導入されるときでも同じように使われたわけで、これをでも同じように使われたわけで、これをも同じように使われたわけで、これをように使われたわけで、これを使われたわけで、これをたわけで、これを、これを

使って、動いているライン上の車体フレームに対して位置決めをサッとするというような技術を作りまし、動いているライン上の車体フレームに対して位置決めをサッとするというような技術を作りまし動いているライン上の車体フレームに対して位置決めをサッとするというような技術を作りましいるライン上の車体フレームに対して位置決めをサッとするというような技術を作りましに対して位置決めをサッとするというような技術を作りまし技術を作りましを作りまし作りましまし

た。この頃にはもう倫理委員会にはすべての研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんとにはもう倫理委員会にはすべての研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんとはもう倫理委員会にはすべての研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんとにはすべての研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんとはすべての研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんとの研究開発について、承認を取っていまして、以来、きちんと承認を取っていまして、以来、きちんとっていまして、以来、きちんとまして、以来、きちんと以来、きちんときちんとちんとんと

した体制で進めるようにしてきています。ようにしてきています。きています。ます。

　倫理委員会に申請するという場合には、被験者への負担の内容とか影響及び対策というものをきちんとに申請するという場合には、被験者への負担の内容とか影響及び対策というものをきちんという場合には、被験者への負担の内容とか影響及び対策というものをきちんと場合には、被験者への負担の内容とか影響及び対策というものをきちんとは、被験者への負担の内容とか影響及び対策というものをきちんと内容とか影響及び対策というものをきちんととか影響及び対策というものをきちんと

書いて精神的な負担とか、運動負荷とかそれらを極力排除するように配慮しました。それから、当然ですそれらを極力排除するように配慮しました。それから、当然ですを極力排除するように配慮しました。それから、当然です極力排除するように配慮しました。それから、当然です排除するように配慮しました。それから、当然ですするように配慮しました。それから、当然ですそれから、当然です、当然です当然です

けれどもヘルシンキ宣言を一所懸命読み直しました。ヘルシンキ宣言の医療的な行為に対して、我々工学た。ヘルシンキ宣言の医療的な行為に対して、我々工学ヘルシンキ宣言の医療的な行為に対して、我々工学、我々工学我々工学

的にはどう応用してこれをとらえておいたらいいかと考えたわけです。項目10、13項、ここら辺について応用してこれをとらえておいたらいいかと考えたわけです。項目10、13項、ここら辺についてとらえておいたらいいかと考えたわけです。項目10、13項、ここら辺についてておいたらいいかと考えたわけです。項目10、13項、ここら辺についてたらいいかと考えたわけです。項目10、13項、ここら辺について考えたわけです。項目10、13項、ここら辺について項目10、13項、ここら辺について

はそのままに従うべきだ。それから、11については一部に従うべきだなどと、それぞれの項目についてちゃなどと、それぞれの項目についてちゃと、それぞれの項目についてちゃの項目についてちゃちゃ

んとチェックできるかどうかということを自分たちなりに確認して、自主的に宣言し、学校で倫理委員会確認して、自主的に宣言し、学校で倫理委員会て、自主的に宣言し、学校で倫理委員会、学校で倫理委員会学校で倫理委員会

を開いてもらうということを行いました。何かあった時には、最終的には自分に返ってくるんですけれど行いました。何かあった時には、最終的には自分に返ってくるんですけれど何かあった時には、最終的には自分に返ってくるんですけれど

も、自分たちだけがリスクを背負っているのではないと実感できて、周りの人もちゃんといろいろな意見いと実感できて、周りの人もちゃんといろいろな意見て、周りの人もちゃんといろいろな意見いろな意見な意見
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を下さって、周知の中でリスクを含む実験を堂々とやるということができるようになったという、そうい中でリスクを含む実験を堂々とやるということができるようになったという、そういでリスクを含む実験を堂々とやるということができるようになったという、そういリスクを含む実験を堂々とやるということができるようになったという、そうい実験を堂々とやるということができるようになったという、そうい堂々とやるということができるようになったという、そういとやるということができるようになったという、そうい

う実感をこの時には持ちました。これがその１つの例なんですけれども、こんな実験機を使いまして、で実験機を使いまして、で、で

きるだけ速く、サッと動かすという実験を繰り返し行うわけです。ここがターゲットで、勝手なところに実験を繰り返し行うわけです。ここがターゲットで、勝手なところにここがターゲットで、勝手なところにがターゲットで、勝手なところに勝手なところに

動いていまして、それに対して位置決めをとするということをやっています。

　では、先ほどのここは何かというと、これは実験上の安全性に配慮したものでして。この人の右手は、実験上の安全性に配慮したものでして。この人の右手は、安全性に配慮したものでして。この人の右手は、性に配慮したものでして。この人の右手は、に配慮したものでして。この人の右手は、。この人の右手は、この人の右手は、、

ここがhold to runスイッチになっていまして、これを持たなきゃ動かない仕組みになっているんですけれhold to runスイッチになっていまして、これを持たなきゃ動かない仕組みになっているんですけれスイッチになっていまして、これを持たなきゃ動かない仕組みになっているんですけれになっていまして、これを持たなきゃ動かない仕組みになっているんですけれ仕組みになっているんですけれなっているんですけれれ

ども、左手はというと遊んでいるわけですね。そうすると、当然ここに触ったりしたらあぶなくて感電しも、左手はというと遊んでいるわけですね。そうすると、当然ここに触ったりしたらあぶなくて感電し、左手はというと遊んでいるわけですね。そうすると、当然ここに触ったりしたらあぶなくて感電し

たり、あるいは機械的に挟まれるということになる。ところが、ここにあるイネーブルスイッチを持つこいうことになる。ところが、ここにあるイネーブルスイッチを持つこ。ところが、ここにあるイネーブルスイッチを持つこ

とによって、このイネーブルスイッチというのは実はここまでしか届かなくて上には伸びて来れない仕掛伸びて来れない仕掛来れない仕掛れない仕掛ない仕掛仕掛

けになっている。だから、両手ともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、このになっている。だから、両手ともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、この、両手ともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、この両手ともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、この手ともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、このともちゃんと自分のポジションが指定されたところにないと、結局、この

リニアスライダーは動かないということになっているわけで、これも一つの安全に配慮した方策というこに配慮した方策というこ配慮した方策というこした方策というこというこ

とになります。こういった仕掛けも倫理委員会で議論するために自分たちできちんと用意してやったとい仕掛けも倫理委員会で議論するために自分たちできちんと用意してやったといも倫理委員会で議論するために自分たちできちんと用意してやったとい

うことです。

　例えば、これは結果のごく一部なんですが、機械インピーダンスをいろいろ変えています。慣性項とかています。慣性項とかます。慣性項とか

粘性項とかを変えるという実験を繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからなを変えるという実験を繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからな変えるという実験を繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからな実験を繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからなを繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからな繰り返しやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからなやるんですけれども、これもいろいろやってみないとわからなれども、これもいろいろやってみないとわからなども、これもいろいろやってみないとわからなも、これもいろいろやってみないとわからな、これもいろいろやってみないとわからな

い。こんなにたくさん、結局は主に学生さんにやってもらうわけです。10パターンに対して25回から50回主に学生さんにやってもらうわけです。10パターンに対して25回から50回学生さんにやってもらうわけです。10パターンに対して25回から50回す。10パターンに対して25回から50回10パターンに対して25回から50回

ずつやってもらうと相当な労力になるんですね。それでやっとこういうものが得られましたよというのを

苦労話にするのではなくて、いつでもやめたい時はやめてくださいと言いながら、実際に本当にやれるかにするのではなくて、いつでもやめたい時はやめてくださいと言いながら、実際に本当にやれるか

どうかということで興味を持ってくれる人だけ、公募した学生さんの中から選ぶということをやって、最

終的にはこんなパターンがいいんだということが分かったといった報告をしました。いうことが分かったといった報告をしました。いった報告をしました。報告をしました。をしました。

　その結果でスキルアシストという提案をして、それで主観的な操作感覚とか疲労感とか、あとタスクタ

イムとか、いろんな角度から評価をしました。ここに例えば、適切な操作力パターンというものがありま角度から評価をしました。ここに例えば、適切な操作力パターンというものがありま評価をしました。ここに例えば、適切な操作力パターンというものがありましました。ここに例えば、適切な操作力パターンというものがありまここに例えば、適切な操作力パターンというものがありま、適切な操作力パターンというものがありま適切な操作力パターンというものがありまというものがありま

す。これもたくさんの人に試行してもらって、最終的にはどういう操作の仕方がいわゆる作業者の満足すこれもたくさんの人に試行してもらって、最終的にはどういう操作の仕方がいわゆる作業者の満足す試行してもらって、最終的にはどういう操作の仕方がいわゆる作業者の満足すてもらって、最終的にはどういう操作の仕方がいわゆる作業者の満足す

るようなものかというパターンで見つけてみようということになりました。結果的には、操作力のパターパターンで見つけてみようということになりました。結果的には、操作力のパター見つけてみようということになりました。結果的には、操作力のパターりました。結果的には、操作力のパター力のパター

ンがまずこんな感じになっていて、その前半は加速度パターンに非常に似ている。後半はマイナスになるまずこんな感じになっていて、その前半は加速度パターンに非常に似ている。後半はマイナスになるこんな感じになっていて、その前半は加速度パターンに非常に似ている。後半はマイナスになるその前半は加速度パターンに非常に似ている。後半はマイナスになる前半は加速度パターンに非常に似ている。後半はマイナスになる

ことなく緩やかに下降するというようなことが発見されて、それでは実際に現場の人にもやってもらうこ下降するというようなことが発見されて、それでは実際に現場の人にもやってもらうこるというようなことが発見されて、それでは実際に現場の人にもやってもらうこ発見されて、それでは実際に現場の人にもやってもらうこ、それでは実際に現場の人にもやってもらうこは実際に現場の人にもやってもらうこ実際に現場の人にもやってもらうここ

とになりました。その結果、ああ、これだったら良さそうだということになって、ではそういうものをちゃ。その結果、ああ、これだったら良さそうだということになって、ではそういうものをちゃその結果、ああ、これだったら良さそうだということになって、ではそういうものをちゃ、ああ、これだったら良さそうだということになって、ではそういうものをちゃ

んと作り上げてみましょうという方針で開発を進めていくということになりました。り上げてみましょうという方針で開発を進めていくということになりました。てみましょうという方針で開発を進めていくということになりました。方針で開発を進めていくということになりました。で開発を進めていくということになりました。開発を進めていくということになりました。ていくということになりました。

　これは現場での操作力パターンの例です。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネでの操作力パターンの例です。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネの操作力パターンの例です。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネ操作力パターンの例です。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネ例です。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネ。これが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネこれが車で、ライン上をずっと移動します。そこでインパネで、ライン上をずっと移動します。そこでインパネライン上をずっと移動します。そこでインパネ上をずっと移動します。そこでインパネずっと移動します。そこでインパネ移動します。そこでインパネます。そこでインパネ

を持ったスキルアシストがここの車体フレームの中にインパネを突っ込んでいくわけです。突っ込み終車体フレームの中にインパネを突っ込んでいくわけです。突っ込み終中にインパネを突っ込んでいくわけです。突っ込み終わけです。突っ込み終。突っ込み終

わったら、またスキルアシストを出して終わるという、操作手順です。その、突っ込んでいくところに相スキルアシストを出して終わるという、操作手順です。その、突っ込んでいくところに相を出して終わるという、操作手順です。その、突っ込んでいくところに相手順です。その、突っ込んでいくところに相です。その、突っ込んでいくところに相。その、突っ込んでいくところに相その、突っ込んでいくところに相、突っ込んでいくところに相突っ込んでいくところに相に相

当する操作力パターンがちょうどここでして、これは先ほど見ていただいた作業者の満足する場合と同じがちょうどここでして、これは先ほど見ていただいた作業者の満足する場合と同じ見ていただいた作業者の満足する場合と同じと同じ

パターンを取っているということになります。やはり同じようなものが得られたねということで、現場に得られたねということで、現場にたねということで、現場に現場に

受け入れてもらうことができました。

　他にどんな実験があるかというと、これは大学の実験室に作った模擬ラインなんですけど、ここで、こ実験室に作った模擬ラインなんですけど、ここで、こ作った模擬ラインなんですけど、ここで、こここで、こ、こ

の人はこの作業を２時間ずっと続けます。そのような作業実験を何度かやるんですけれども、この人はの作業を２時間ずっと続けます。そのような作業実験を何度かやるんですけれども、この人はを２時間ずっと続けます。そのような作業実験を何度かやるんですけれども、この人はそのような作業実験を何度かやるんですけれども、この人は実験を何度かやるんですけれども、この人は

ちょうど今、もう１回見せますと、ここで車体フレームに触ってしまっているというところを示していま、もう１回見せますと、ここで車体フレームに触ってしまっているというところを示していまもう１回見せますと、ここで車体フレームに触ってしまっているというところを示していま車体フレームに触ってしまっているというところを示していま触ってしまっているというところを示していましまっているというところを示していまいるというところを示していまところを示していま

す。もちろん、触ってしまってはいけない状況でして、触るはずもないところなんですけれども、何か手。もちろん、触ってしまってはいけない状況でして、触るはずもないところなんですけれども、何か手しまってはいけない状況でして、触るはずもないところなんですけれども、何か手はいけない状況でして、触るはずもないところなんですけれども、何か手れども、何か手ども、何か手も、何か手、何か手

を添えて触ってしまっている。これは２時間の中で１回見つかった例です。これが何を示しているかといしまっている。これは２時間の中で１回見つかった例です。これが何を示しているかといいる。これは２時間の中で１回見つかった例です。これが何を示しているかといが何を示しているかとい何を示しているかとい
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うと、本当にハザード、もしかすると人間が手を挟むんじゃないかというリスクというものが顕在化してリスクというものが顕在化してものが顕在化して

いる例なのです。実際に、リスクアセスメントを最初に行いまして、触るとしたらここだろうということ例なのです。実際に、リスクアセスメントを最初に行いまして、触るとしたらここだろうということ。実際に、リスクアセスメントを最初に行いまして、触るとしたらここだろうということ、リスクアセスメントを最初に行いまして、触るとしたらここだろうということリスクアセスメントを最初に行いまして、触るとしたらここだろうということ行いまして、触るとしたらここだろうということまして、触るとしたらここだろうということ

になり、ここはもう鋼のフレームが切ってありまして、発泡スチロールにとり換えられています。だから、ここはもう鋼のフレームが切ってありまして、発泡スチロールにとり換えられています。だからとり換えられています。だからています。だから

当たっても大丈夫だということになるんですけれども、このようにして実際にハザードが起こるというこというこ

とがわかった。だったら、そういうヒューマンエラーを次の研究課題として選ぼうということになりまし。だったら、そういうヒューマンエラーを次の研究課題として選ぼうということになりまし次の研究課題として選ぼうということになりまし研究課題として選ぼうということになりましぼうということになりまし

た。ハザードというものが残ってリスクが残る以上は、研究をまだ続けなければいけないということで、ハザードというものが残ってリスクが残る以上は、研究をまだ続けなければいけないということで、、研究をまだ続けなければいけないということで、研究をまだ続けなければいけないということで、で、、

いまだにやっているというような状況です。

　スキルアシストのリスクアセスメントについてですが、実際にスキルアシストを開発して現場に導入すについてですが、実際にスキルアシストを開発して現場に導入す、実際にスキルアシストを開発して現場に導入す開発して現場に導入すて現場に導入す

る際に、生産技術の技術者とずっと研究開発を進めてきたんですけれども、製造部門の人も集まって、現技術者とずっと研究開発を進めてきたんですけれども、製造部門の人も集まって、現とずっと研究開発を進めてきたんですけれども、製造部門の人も集まって、現

場の人にも集まってもらい、それからサプライヤー、スキルアシストを作るメーカーも集まって、それかも集まってもらい、それからサプライヤー、スキルアシストを作るメーカーも集まって、それか集まってもらい、それからサプライヤー、スキルアシストを作るメーカーも集まって、それかい、それからサプライヤー、スキルアシストを作るメーカーも集まって、それか、それからサプライヤー、スキルアシストを作るメーカーも集まって、それか

らさらに安全管理部門も集まって、さらにさらに、我々開発者も集まって。リスクアセスメントの含合をさらに安全管理部門も集まって、さらにさらに、我々開発者も集まって。リスクアセスメントの含合を安全管理部門も集まって、さらにさらに、我々開発者も集まって。リスクアセスメントの含合をさらにさらに、我々開発者も集まって。リスクアセスメントの含合を我々開発者も集まって。リスクアセスメントの含合を。リスクアセスメントの含合をリスクアセスメントの含合をの含合をを

たびたび繰り返して、リスクの低減は可能かどうかというのを調べていくということで、これは非常に繰り返して、リスクの低減は可能かどうかというのを調べていくということで、これは非常に低減は可能かどうかというのを調べていくということで、これは非常には可能かどうかというのを調べていくということで、これは非常に

オーソドックスなことだと思います。リスクコミュニケーション、当時はあまりまだ聞かれなかった言葉います。リスクコミュニケーション、当時はあまりまだ聞かれなかった言葉リスクコミュニケーション、当時はあまりまだ聞かれなかった言葉当時はあまりまだ聞かれなかった言葉あまりまだ聞かれなかった言葉

だと思うんですけれども、リスクコミュニケーションをずっと実施してきたということになります。最終

的に、リスクとしてはユーザーが許容して使ってくれるだけのところまで低減されているけれども、まだ許容して使ってくれるだけのところまで低減されているけれども、まだ使ってくれるだけのところまで低減されているけれども、まだ

リスクは残るということでこれをユーザーに明示するという方法をとります。ユーザーに明示するという方法をとります。明示するという方法をとります。方法をとります。をとります。とります。ります。

　で、スキルアシストのFTAはざっとこんなようになりまして、主に分けてみると、やっぱり人間系のようになりまして、主に分けてみると、やっぱり人間系のになりまして、主に分けてみると、やっぱり人間系の

エラー、それからロボットのエラー、それから人間とロボットのヒューマンインターフェースのミスマッ

チ、これが大きく３つのハザードの根源事象になります。それから、その他に第三者が入ってくることがく３つのハザードの根源事象になります。それから、その他に第三者が入ってくることが３つのハザードの根源事象になります。それから、その他に第三者が入ってくることが事象になります。それから、その他に第三者が入ってくることがになります。それから、その他に第三者が入ってくることがが

あると、第三者は何をするかわからないということで、４つ目の事象として同定されることになりました。、第三者は何をするかわからないということで、４つ目の事象として同定されることになりました。、４つ目の事象として同定されることになりました。４つ目の事象として同定されることになりました。事象として同定されることになりました。として同定されることになりました。して同定されることになりました。ことになりました。

　スキルアシストのリスク評価についても自分たちでこうなのかな、ああなのかなと考えながら進めまについても自分たちでこうなのかな、ああなのかなと考えながら進めまも自分たちでこうなのかな、ああなのかなと考えながら進めま進めま

す。最終的には、先ほど申しましたように指を挟んじゃうかもしれないという深刻な状況が想定されます最終的には、先ほど申しましたように指を挟んじゃうかもしれないという深刻な状況が想定されます、先ほど申しましたように指を挟んじゃうかもしれないという深刻な状況が想定されます先ほど申しましたように指を挟んじゃうかもしれないという深刻な状況が想定されます深刻な状況が想定されますな状況が想定されます想定されますます

ので、そうすると重篤度というのは高いと想定される。だけど頻度というのは、教育訓練をすればほとんと想定される。だけど頻度というのは、教育訓練をすればほとん想定される。だけど頻度というのは、教育訓練をすればほとん、教育訓練をすればほとん教育訓練をすればほとん

どなかろう。さらに、そういう状況になったときに人間はエラーをしていることを気がついていませんかかろう。さらに、そういう状況になったときに人間はエラーをしていることを気がついていませんか。さらに、そういう状況になったときに人間はエラーをしていることを気がついていませんかさらに、そういう状況になったときに人間はエラーをしていることを気がついていませんか、そういう状況になったときに人間はエラーをしていることを気がついていませんか

ら、当然、その回避可能性は極めて低かろうとなりました。結果、カテゴリーとしてはこれぐらいの技術極めて低かろうとなりました。結果、カテゴリーとしてはこれぐらいの技術ろうとなりました。結果、カテゴリーとしてはこれぐらいの技術なりました。結果、カテゴリーとしてはこれぐらいの技術カテゴリーとしてはこれぐらいの技術

が要求される。カテゴリーというのは詳しくは申しませんけれども、要するに機能安全性と申しまして、

本質的に安全が保てないような機器に対しては、機器の制御系であるとか、あるいは機械的な機構によっ機器に対しては、機器の制御系であるとか、あるいは機械的な機構によっに対しては、機器の制御系であるとか、あるいは機械的な機構によっ、機器の制御系であるとか、あるいは機械的な機構によっ機器の制御系であるとか、あるいは機械的な機構によっ

て安全性を確保しようとする方策に対して用いられる安全性の指標ということになります。例えば列車でする方策に対して用いられる安全性の指標ということになります。例えば列車でに対して用いられる安全性の指標ということになります。例えば列車で対して用いられる安全性の指標ということになります。例えば列車で用いられる安全性の指標ということになります。例えば列車で安全性の指標ということになります。例えば列車で指標ということになります。例えば列車で

すとか飛行機なんかはカテゴリーの４。それからサービスロボットのように、人間と直接共存するような、人間と直接共存するような人間と直接共存するような

ものは３だというふうに私は判断しています。それに対して、作業シーケンスが全部わかっていて、それ。それに対して、作業シーケンスが全部わかっていて、それそれに対して、作業シーケンスが全部わかっていて、それ、作業シーケンスが全部わかっていて、それ作業シーケンスが全部わかっていて、それ

で作業支援機器の実績もしっかりしたものがあるというところから、スキルアシストの場合はカテゴリーところから、スキルアシストの場合はカテゴリー

が２～３ぐらいという制御系を作ろうということになりました。最終的には、必要なところに安全PLC２～３ぐらいという制御系を作ろうということになりました。最終的には、必要なところに安全PLC制御系を作ろうということになりました。最終的には、必要なところに安全PLCを作ろうということになりました。最終的には、必要なところに安全PLCた。最終的には、必要なところに安全PLC最終的には、必要なところに安全PLC

を使って、最悪暴走しないであるとか、あるいは再起動の時にも暴走しないというような安全関連制御系安全関連制御系

の設計が行われてきました。てきました。

　これがどういう具合に発展するかを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルが具合に発展するかを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルがに発展するかを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルが発展するかを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルがるかを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルがを次に示しましょう。先ほど示したリスクアセスメントのサイクルが先ほど示したリスクアセスメントのサイクルが

ここに描かれていますけれども、このリスクアセスメントサイクルに対して実際に許容可能かというとこ描かれていますけれども、このリスクアセスメントサイクルに対して実際に許容可能かというとこますけれども、このリスクアセスメントサイクルに対して実際に許容可能かというとこサイクルに対して実際に許容可能かというとこに対して実際に許容可能かというとこ許容可能かというとこ可能かというとこ

ろが具体的な判断になります。この判断に対して、どうしてもリスクは残るんだが許容可能であるというが許容可能であるという可能であるという

ことになったら、あとそのリスクをさらに十分下げるために運用側でカバーするということを現場の人にさらに十分下げるために運用側でカバーするということを現場の人に十分下げるために運用側でカバーするということを現場の人に側でカバーするということを現場の人にでカバーするということを現場の人に

伝達お願いをする。作業者の安全教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こお願いをする。作業者の安全教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こする。作業者の安全教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こ作業者の安全教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こ安全教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こ教育であるとか、適切な作業スペースを設けてヒューマンエラーが起こ
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りにくくするといったことに配慮して今までやっています。

　加えて、スキルアシストは今後もはいろいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケー加えて、スキルアシストは今後もはいろいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケー、スキルアシストは今後もはいろいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケーは今後もはいろいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケーはいろいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケーいろなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケーなところへ、私の知らないようないろいろなアプリケーへ、私の知らないようないろいろなアプリケー、私の知らないようないろいろなアプリケー知らないようないろいろなアプリケーいろいろなアプリケーいろなアプリケーなアプリケーアプリケー

ションに展開される可能性があるという期待もありますので、そういった時のためにはやはり技術的に安に展開される可能性があるという期待もありますので、そういった時のためにはやはり技術的に安期待もありますので、そういった時のためにはやはり技術的に安りますので、そういった時のためにはやはり技術的に安のためにはやはり技術的に安にはやはり技術的に安

全方策を作っておくのが周到である。それで、特にいかなるヒューマンエラーがあっても機器側がそれをのが周到である。それで、特にいかなるヒューマンエラーがあっても機器側がそれを。それで、特にいかなるヒューマンエラーがあっても機器側がそれをいかなるヒューマンエラーがあっても機器側がそれをヒューマンエラーがあっても機器側がそれをがあっても機器側がそれをても機器側がそれを

見逃さないという経路の予測手法というものが必要だろうということで、これを研究課題にしてきています。経路の予測手法というものが必要だろうということで、これを研究課題にしてきています。予測手法というものが必要だろうということで、これを研究課題にしてきています。してきています。てきています。

　スキルアシストを現場に2001年の３月に導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現を現場に2001年の３月に導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現現場に2001年の３月に導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現に2001年の３月に導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現2001年の３月に導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現導入して、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現て、試行を３カ月間ぐらい行いました。もともと作業現行いました。もともと作業現ました。もともと作業現

場の人たちにも受け容れられていましたので、その後も良好に導入が進みまして、現在までずっと生産がその後も良好に導入が進みまして、現在までずっと生産が良好に導入が進みまして、現在までずっと生産が導入が進みまして、現在までずっと生産がまして、現在までずっと生産が、現在までずっと生産が現在までずっと生産が生産が

伸びてきていて、幸いなことに海外輸出もすでに始まっています。アメリカ、カナダ、フランスと現場にきていて、幸いなことに海外輸出もすでに始まっています。アメリカ、カナダ、フランスと現場にすでに始まっています。アメリカ、カナダ、フランスと現場にています。アメリカ、カナダ、フランスと現場にす。アメリカ、カナダ、フランスと現場にアメリカ、カナダ、フランスと現場にと現場に現場に

入っていっております。

　トヨタの最終組立工程のラインにはみな入っており、今は第二世代を迎えている状況になってきていま組立工程のラインにはみな入っており、今は第二世代を迎えている状況になってきていま工程のラインにはみな入っており、今は第二世代を迎えている状況になってきていまはみな入っており、今は第二世代を迎えている状況になってきていまみな入っており、今は第二世代を迎えている状況になってきていまおり、今は第二世代を迎えている状況になってきていま今は第二世代を迎えている状況になってきていまきていまいま

す。これも、現場でのチームワークでもって適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキル、現場でのチームワークでもって適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキル現場でのチームワークでもって適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキルチームワークでもって適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキルームワークでもって適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキル適切な安全管理ができているからで、これまで全部のスキルができているからで、これまで全部のスキルるからで、これまで全部のスキル、これまで全部のスキルのスキル

アシストについて無事故ということになっています。インシデントであるとか、それから“ヒヤリ、ハッ無事故ということになっています。インシデントであるとか、それから“ヒヤリ、ハッ

ト“であるとか、あるいは事故情報というのはいまだにすべてこちらに情報提供いただくことにしておりいまだにすべてこちらに情報提供いただくことにしておりすべてこちらに情報提供いただくことにしており情報提供いただくことにしておりにしており

まして、私もいまだにサプライヤーに足を運んでそれを確かめるということをやっております。今まで全足を運んでそれを確かめるということをやっております。今まで全それを確かめるということをやっております。今まで全

然事故はありません。

　スキルアシストの場合、倫理的な配慮を伴って一番最初に実験的に実用化を図ったのが、最終的には社の場合、倫理的な配慮を伴って一番最初に実験的に実用化を図ったのが、最終的には社、倫理的な配慮を伴って一番最初に実験的に実用化を図ったのが、最終的には社的に実用化を図ったのが、最終的には社のが、最終的には社

会的に大きな貢献を生んだということで、最初に学生さんに汗をかいていろいろ開発努力していただい開発努力していただいいただい

た、その学生さんたちが被る損害に対して、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考えたちが被る損害に対して、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考え被る損害に対して、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考え損害に対して、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考えに対して、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考え、大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考え大きな社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考え社会的ベネフィットを生んだというふうに自分は考えベネフィットを生んだというふうに自分は考え

ています。ちょうど時を同じくして、万博ロボットの安全というのがありまして、安全の関連では、現在ます。ちょうど時を同じくして、万博ロボットの安全というのがありまして、安全の関連では、現在ちょうど時を同じくして、万博ロボットの安全というのがありまして、安全の関連では、現在、万博ロボットの安全というのがありまして、安全の関連では、現在万博ロボットの安全というのがありまして、安全の関連では、現在、現在現在

長岡技科大におられる杉本先生が委員長になられまして、ガイドライン作りをしながらそれで業界の指導

をしようという方針でプロジェクトを進めていました。私も、これは有意義な活動であるというふうに思しようという方針でプロジェクトを進めていました。私も、これは有意義な活動であるというふうに思という方針でプロジェクトを進めていました。私も、これは有意義な活動であるというふうに思方針でプロジェクトを進めていました。私も、これは有意義な活動であるというふうに思いました。私も、これは有意義な活動であるというふうに思、これは有意義な活動であるというふうに思これは有意義な活動であるというふうに思

いまして、できるだけのことはしたいと、いろいろ協力をさせていただきました。その結果をまとめてみ、できるだけのことはしたいと、いろいろ協力をさせていただきました。その結果をまとめてみできるだけのことはしたいと、いろいろ協力をさせていただきました。その結果をまとめてみ

たものがここです。もちろん安全技術の重要性が業界に対して啓発されたという、すごく大きな意義があ、すごく大きな意義があすごく大きな意義があ

りました。安全仕様書を審査すると。リスクアセスメントをきっちりと業界が出してくるようになりました。安全仕様書を審査すると。リスクアセスメントをきっちりと業界が出してくるようになりまし安全仕様書を審査すると。リスクアセスメントをきっちりと業界が出してくるようになりましが出してくるようになりましようになりまし

た。われわれの活動としましては、それらに対する審査をしたり、それから最終的に、安全技術のフレー。われわれの活動としましては、それらに対する審査をしたり、それから最終的に、安全技術のフレーそれらに対する審査をしたり、それから最終的に、安全技術のフレーらに対する審査をしたり、それから最終的に、安全技術のフレーに対する審査をしたり、それから最終的に、安全技術のフレー安全技術のフレーフレー

ムワーク作りをしようということでいろいろ議論する中で、事前のリスクアセスメントと事後の保険の手

当というものを考えようという、初めてそういう枠組みが出来上がったということでやはり意義深いものやはり意義深いもの意義深いもの

であったと考えています。考えています。。

　ところが、逆に今度、残された課題というのも幾つか見つかってきました。まず、こちら側がいろいろた。まず、こちら側がいろいろまず、こちら側がいろいろ

と安全技術に関する助言をしたかったものの、委員会構成になっていまして、１回に２時間とか３時間し安全技術に関する助言をしたかったものの、委員会構成になっていまして、１回に２時間とか３時間し助言をしたかったものの、委員会構成になっていまして、１回に２時間とか３時間しかったものの、委員会構成になっていまして、１回に２時間とか３時間し、委員会構成になっていまして、１回に２時間とか３時間し

かなくて、こんな大量のリスクアセスメントが出てくると、これを見ていて一々適切な指示を全部細かい

ところまでするというのはやっぱりできなかったということがあります。があります。す。

　それからあと、これが大きい問題であったのですが、万博協会が最終的な責任を取ってしまうというこい問題であったのですが、万博協会が最終的な責任を取ってしまうというこ、万博協会が最終的な責任を取ってしまうというこな責任を取ってしまうというこ責任を取ってしまうというこてしまうというこうというこ

とで合意されていたものですから、メーカーは、ああこれは人任せでいいんだという、極端な話でいくとで合意されていたものですから、メーカーは、ああこれは人任せでいいんだという、極端な話でいくとですから、メーカーは、ああこれは人任せでいいんだという、極端な話でいくとメーカーは、ああこれは人任せでいいんだという、極端な話でいくとは、ああこれは人任せでいいんだという、極端な話でいくと

そういうことになったかも知れないと思います。開発期間であるとか、万博開催期間以外のチューニングったかも知れないと思います。開発期間であるとか、万博開催期間以外のチューニング。開発期間であるとか、万博開催期間以外のチューニング万博開催期間以外のチューニング以外のチューニング

のために、他のサイトで保守を行うところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、い他のサイトで保守を行うところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、いサイトで保守を行うところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、いで保守を行うところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、い保守を行うところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、いところは自分で取ってくださいということだったんですけれども、い

わゆる包括的な障害保険であるとか賠償保険であるとか、そういったところに万博協会が入ることによっ

て、少なくとも万博の期間中は万博が責任を取りますと。こういうことがあったために本気になって、最

後の最後まで本気になって企業がやるのか、あるいは企業がやるとしたらどういう形でやるのかといった
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ところが、実用化・事業化とは少しセンスが離れたところがありました。・事業化とは少しセンスが離れたところがありました。とは少しセンスが離れたところがありました。センスが離れたところがありました。が離れたところがありました。

　それからあともう１つ、やっぱり安全関連の学識者が非常に不足していたということを強く感じまし

た。我々がこういうふうにしてくださいと言うんですけど、こういうふうにしてくださいと言うこと自体

が本当に適切な助言になっているのだろうかとか、あるいは、それに従ってもらったことによって、もしな助言になっているのだろうかとか、あるいは、それに従ってもらったことによって、もしだろうかとか、あるいは、それに従ってもらったことによって、もし

事故が起きてしまったらどうなるんだろうかという、いろんな疑問がいっぱい湧いてきました。その頃か

ら制度設計というものに関心を持つようになったわけです。わけです。。

　そこで一番最初に考えなければいけないのが社会技術という観点です。知識生産、いわゆる学術レベルす。知識生産、いわゆる学術レベル知識生産、いわゆる学術レベル

の活動といった社会的モードというものには、２つあると言われています。１つはモード１と言われていといった社会的モードというものには、２つあると言われています。１つはモード１と言われていいった社会的モードというものには、２つあると言われています。１つはモード１と言われていには、２つあると言われています。１つはモード１と言われてい２つあると言われています。１つはモード１と言われてい

て、これは従来の学術的なアプローチと考えていいと思いますけれども、学問分野ごとの知識生産という

ことで、知識体験を積み上げていくといったことが目的となります。どちらかというと、ボトムズアップとなります。どちらかというと、ボトムズアップどちらかというと、ボトムズアップ、ボトムズアップボトムズアップズアップアップ

ということが言えるんだと思います。

　これに対して、モード２と呼ばれているものは、分野横断的な知識生産ということで問題解決が目的でこれに対して、モード２と呼ばれているものは、分野横断的な知識生産ということで問題解決が目的でれに対して、モード２と呼ばれているものは、分野横断的な知識生産ということで問題解決が目的で、分野横断的な知識生産ということで問題解決が目的で分野横断的な知識生産ということで問題解決が目的でで

あります。だから、問題に対して用意しなければいけないものは何でも全部用意するという、そういう目。だから、問題に対して用意しなければいけないものは何でも全部用意するという、そういう目、問題に対して用意しなければいけないものは何でも全部用意するという、そういう目問題に対して用意しなければいけないものは何でも全部用意するという、そういう目ものは何でも全部用意するという、そういう目のは何でも全部用意するという、そういう目何でも全部用意するという、そういう目全部用意するという、そういう目

的志向型の、アプローチということでして、それの中には社会技術研究であるとか、産総研では、第２種は社会技術研究であるとか、産総研では、第２種社会技術研究であるとか、産総研では、第２種は、第２種第２種

の基礎研究というふうに呼んでおりますけれども、このようなものが含まれております。のようなものが含まれております。なものが含まれております。

　社会技術とはどういうものを言うのかというと、科学技術と社会との関連に注目をして、自然科学と人

文社会科学の複合領域の知見を統合して新たな社会システムを作っていこうとすること、ということにな、ということになということにな

ります。これを安全確保の問題で考えますと、事前事後の責任としてはリスクアセスメントとか補償、そ

れから規格認証規制といった責任分担構造、こういったものが考えられるということになります。これに

ついて少しだけ例を取って説明しようと思います。まず、社会技術というものには、社会技術の研究論文。まず、社会技術というものには、社会技術の研究論文まず、社会技術というものには、社会技術の研究論文、社会技術というものには、社会技術の研究論文社会技術というものには、社会技術の研究論文ものには、社会技術の研究論文は、社会技術の研究論文

集が出ているほどでして、それは非常に面白いもので、特に世の中で社会システムとして成功しているもそれは非常に面白いもので、特に世の中で社会システムとして成功しているも非常に面白いもので、特に世の中で社会システムとして成功しているももので、特に世の中で社会システムとして成功しているも、特に世の中で社会システムとして成功しているも

のがしばしば報告発表される、あるいは調査研究されているというような実態にあると思われます。ロしばしば報告発表される、あるいは調査研究されているというような実態にあると思われます。ロ発表される、あるいは調査研究されているというような実態にあると思われます。ロ

ボットの分野ではこういった議論がまったくありませんから、これは議論する非常に深いというふうに非常に深いというふうにいというふうに

思っています。ただし、このまま他の分野のものを利用できるかというともちろんそういうわけではなく

て、ロボットなりに少しずつ成長していく必要があるといううように思われます。うように思われます。に思われます。

　まず制度の構造化ということから考えると、規格と規制と認証というものが考えられます。どういうこます。どういうこ。どういうこ

とかというと、規格作りがあると。この規格作りをやるということは結局その安全性を確保するというこいうこ

とになるわけですね。安全性にメーカー側が配慮しないとPL問題になるとよく言われています。結局、。安全性にメーカー側が配慮しないとPL問題になるとよく言われています。結局、にメーカー側が配慮しないとPL問題になるとよく言われています。結局、メーカー側が配慮しないとPL問題になるとよく言われています。結局、

通常有すべき安全性を損っていたら欠陥があるということをユーザー側に立証されることによって訴えら

れるわけですから、通常有すべき安全性といったものをどうやって考えるかということになります。することになります。する

と、これは大丈夫な技術だねという規格がわかっていたら、その規格に則った技術を自分たちで作り上げ、これは大丈夫な技術だねという規格がわかっていたら、その規格に則った技術を自分たちで作り上げ規格がわかっていたら、その規格に則った技術を自分たちで作り上げがわかっていたら、その規格に則った技術を自分たちで作り上げ

るということになるので、規格は非常に重要になります。そして、もし規格が悪くて事故でも起きたら、、規格は非常に重要になります。そして、もし規格が悪くて事故でも起きたら、規格は非常に重要になります。そして、もし規格が悪くて事故でも起きたら、そして、もし規格が悪くて事故でも起きたら、もし規格が悪くて事故でも起きたら、くて事故でも起きたら、たら、

それは規格作成者側が責任を取るべきだろうということになるわけです。原子力安全の場合では、原子力作成者側が責任を取るべきだろうということになるわけです。原子力安全の場合では、原子力側が責任を取るべきだろうということになるわけです。原子力安全の場合では、原子力

発電所の維持基準が主流なのですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場所の維持基準が主流なのですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場維持基準が主流なのですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場が主流なのですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場なのですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場のですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場ですが、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場が、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場、ここに例えばASMEとか書いてありますように、原子力発電の場ように、原子力発電の場、原子力発電の場場

合では、アメリカの機械学会が中心になってこういった規格作りをしているのです。それから、規格がでは、アメリカの機械学会が中心になってこういった規格作りをしているのです。それから、規格が、アメリカの機械学会が中心になってこういった規格作りをしているのです。それから、規格がアメリカの機械学会が中心になってこういった規格作りをしているのです。それから、規格がのです。それから、規格が。それから、規格が

あったら技術がそれにちゃんと適合しているかどうかということを認証する必要がある。これは認証が適技術がそれにちゃんと適合しているかどうかということを認証する必要がある。これは認証が適それにちゃんと適合しているかどうかということを認証する必要がある。これは認証が適ことを認証する必要がある。これは認証が適を認証する必要がある。これは認証が適

切かどうかで、もし認証がよくなければ、当然これは認証者側が悪いだろうということになって、この認者側が悪いだろうということになって、この認側が悪いだろうということになって、この認

証には、当然お金がいろいろ絡んできます。PLの問題も絡んできます。ですから、特に保険業界がここ、当然お金がいろいろ絡んできます。PLの問題も絡んできます。ですから、特に保険業界がここ当然お金がいろいろ絡んできます。PLの問題も絡んできます。ですから、特に保険業界がここ、特に保険業界がここ特に保険業界がここ業界がここがここ

には参入をしてきておりまして、認証をする機関として保険会社が指名した人が加わっているということ指名した人が加わっているということした人が加わっているということ加わっているということっているということ
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第二回　総合研究機構研究成果報告会

がよく行われます。では、規格もよかった、認証もよかった。なのに何か安全を損ねる事故が起きた。そでは、規格もよかった、認証もよかった。なのに何か安全を損ねる事故が起きた。そ、規格もよかった、認証もよかった。なのに何か安全を損ねる事故が起きた。そ

うしたらどうなるのだといったら、それを規制した国や国際的な組織が悪いだろうというわけです。最終国や国際的な組織が悪いだろうというわけです。最終が悪いだろうというわけです。最終いうわけです。最終。最終

的に、規格も認証も良ければ規制側の責任ということで、国が責任を取る形になるという責任構造の仕組、規格も認証も良ければ規制側の責任ということで、国が責任を取る形になるという責任構造の仕組規格も認証も良ければ規制側の責任ということで、国が責任を取る形になるという責任構造の仕組、国が責任を取る形になるという責任構造の仕組国が責任を取る形になるという責任構造の仕組責任構造の仕組

みがここにあらわされています。がここにあらわされています。

　時間があったら戻ろうと思いますけれども、規格は規格作りで、あるいは認証は認証作りで当然いろいい

ろ詳細な議論がなされるわけですけれども、それについては配布資料にも載せてあります。このほかにも議論がなされるわけですけれども、それについては配布資料にも載せてあります。このほかにもなされるわけですけれども、それについては配布資料にも載せてあります。このほかにもされるわけですけれども、それについては配布資料にも載せてあります。このほかにも。このほかにもも

う１つ社会制度の中で、重要な視点としては、不測の事態がやはり起きてしまって、事前にリスクアセスは、不測の事態がやはり起きてしまって、事前にリスクアセス、不測の事態がやはり起きてしまって、事前にリスクアセスやはり起きてしまって、事前にリスクアセス起きてしまって、事前にリスクアセスしまって、事前にリスクアセス、事前にリスクアセス事前にリスクアセスにリスクアセス

メントをしたけれども、それが実際にはそのとおりにはいかなかった。だから事故が起きたという場合に、場合に、

その事故情報というものが非常に有用、大切になります。事故情報はやはり収集して、その情報を分析しものが非常に有用、大切になります。事故情報はやはり収集して、その情報を分析しのが非常に有用、大切になります。事故情報はやはり収集して、その情報を分析しが非常に有用、大切になります。事故情報はやはり収集して、その情報を分析し非常に有用、大切になります。事故情報はやはり収集して、その情報を分析しはやはり収集して、その情報を分析しやはり収集して、その情報を分析しはり収集して、その情報を分析しり収集して、その情報を分析し

再利用することによって、２度、３度と同じ過ちを繰り返さないということが重要になります。ただ、事、２度、３度と同じ過ちを繰り返さないということが重要になります。ただ、事２度、３度と同じ過ちを繰り返さないということが重要になります。ただ、事

故情報は、みんなで集めたらいいじゃないかと思いがちですが、社会技術の一環としてこの事故情報収集、みんなで集めたらいいじゃないかと思いがちですが、社会技術の一環としてこの事故情報収集みんなで集めたらいいじゃないかと思いがちですが、社会技術の一環としてこの事故情報収集思いがちですが、社会技術の一環としてこの事故情報収集社会技術の一環としてこの事故情報収集一環としてこの事故情報収集この事故情報収集

というものも、制度的に捉えると、成功例失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここに捉えると、成功例失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここにと、成功例失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここに、成功例失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここに成功例失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここに失敗例があり、議論の余地はいっぱいあります。それがここにがあり、議論の余地はいっぱいあります。それがここにはいっぱいあります。それがここにいっぱいあります。それがここに

例として挙げられています。例えば収集例としまして大抵うまくいかない場合というのは、以下のような場合というのは、以下のようなというのは、以下のようなは、以下のような、以下のような以下のような

場合です。つまり、事故情報は重要です、だから集めたい。といってインターネットでウェブページを公事故情報は重要です、だから集めたい。といってインターネットでウェブページを公たい。といってインターネットでウェブページを公といってインターネットでウェブページを公ページを公を公

開して、それで是非事故が起こったらそれを私に集めさせてくださいと言ったとします。で、個人情報も、私に集めさせてくださいと言ったとします。で、個人情報も、集めさせてくださいと言ったとします。で、個人情報も、言ったとします。で、個人情報も、。で、個人情報も、も、

しっかり守秘しますとまでいって入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義で秘しますとまでいって入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義でますとまでいって入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義でまでいって入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義でいって入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義で入力を待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義で待っているとどうなるかというと、まあ、これは非常に有意義で

あるというふうに感じて、できるだけここに報告しようとするのでしょうが、他方で、「やばい事故はやっここに報告しようとするのでしょうが、他方で、「やばい事故はやっに報告しようとするのでしょうが、他方で、「やばい事故はやっのでしょうが、他方で、「やばい事故はやっ、他方で、「やばい事故はやっ他方で、「やばい事故はやっやばい事故はやっ事故はやっはやっ

ぱり情報として公には出せない」ということになって、これぐらいだったら出してもいいんじゃないかと情報として公には出せない」ということになって、これぐらいだったら出してもいいんじゃないかと出せない」ということになって、これぐらいだったら出してもいいんじゃないかと」ということになって、これぐらいだったら出してもいいんじゃないかとということになって、これぐらいだったら出してもいいんじゃないかと

いうものだけが集まるというふうな状況がよくあります。ですから、何らかの形で事故情報をしっかりと

集めようと思ったら、規制をかけるか、あるいはインセンティブを与えるということがどうしても必要と必要と

いうことになります。それがちょうどこういう話になりまして、よく出てくるのが JAICA法というのがことになります。それがちょうどこういう話になりまして、よく出てくるのが JAICA法というのが

出てきます。ここは医療機関の評価委員会と呼ばれているNPOで、規制とは離れた立場にあって、安心ここは医療機関の評価委員会と呼ばれているNPOで、規制とは離れた立場にあって、安心医療機関の評価委員会と呼ばれているNPOで、規制とは離れた立場にあって、安心

して事故情報を出してくださいといえる立場にあります。集める情報は例えば患者による病院選びの時にえる立場にあります。集める情報は例えば患者による病院選びの時ににあります。集める情報は例えば患者による病院選びの時にあります。集める情報は例えば患者による病院選びの時にます。集める情報は例えば患者による病院選びの時に情報は例えば患者による病院選びの時には例えば患者による病院選びの時に患者による病院選びの時に病院選びの時に

最低必要な指標である急性心筋梗塞、心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を指標である急性心筋梗塞、心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請をである急性心筋梗塞、心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を急性心筋梗塞、心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を、心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を心不全など、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請をなど、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を、こういった重要な情報は必ず出してくださいと要請を重要な情報は必ず出してくださいと要請を情報は必ず出してくださいと要請を要請を

する、それ以外には患者が死亡した場合には必ず提出してくださいというようなことを言うわけです。お、それ以外には患者が死亡した場合には必ず提出してくださいというようなことを言うわけです。おは患者が死亡した場合には必ず提出してくださいというようなことを言うわけです。お患者が死亡した場合には必ず提出してくださいというようなことを言うわけです。お提出してくださいというようなことを言うわけです。おしてくださいというようなことを言うわけです。おわけです。おです。お。お

伝えしたいことは、ここに医療保険との絡みがありまして、以上の要請にきちんと応じた病院についてはここに医療保険との絡みがありまして、以上の要請にきちんと応じた病院については以上の要請にきちんと応じた病院についてはきちんと応じた病院については応じた病院については病院については

医療保険が支払われますということで事故情報提出のインセンティブを与えます。もしこれをまじめにや事故情報提出のインセンティブを与えます。もしこれをまじめにやインセンティブを与えます。もしこれをまじめにや

らないと、医療保険のサポートはしませんということにしておく。医療保険というのは、普通の病院に、医療保険のサポートはしませんということにしておく。医療保険というのは、普通の病院に医療保険のサポートはしませんということにしておく。医療保険というのは、普通の病院に、普通の病院に普通の病院に

とっては３～４割の補償になっていますので、それがなくなっては困るということで一所懸命情報提供に情報提供に

協力しようとする、こういうわけですね。情報提供のための簡単な報告形式とか、そういったものがあり、こういうわけですね。情報提供のための簡単な報告形式とか、そういったものがあり情報提供のための簡単な報告形式とか、そういったものがありのための簡単な報告形式とか、そういったものがありための簡単な報告形式とか、そういったものがあり簡単な報告形式とか、そういったものがあり

まして、これが種々の安全の分野ではよく引き合いに出されるいい例ととり挙げられています。種々の安全の分野ではよく引き合いに出されるいい例ととり挙げられています。安全の分野ではよく引き合いに出されるいい例ととり挙げられています。よく引き合いに出されるいい例ととり挙げられています。引き合いに出されるいい例ととり挙げられています。とり挙げられています。ています。

　同様な機関に、ニューヨーク州のNYPORTSというものがあります。これも JAICAと同様なのですが、機関に、ニューヨーク州のNYPORTSというものがあります。これも JAICAと同様なのですが、ニューヨーク州のNYPORTSというものがあります。これも JAICAと同様なのですが、のNYPORTSというものがあります。これも JAICAと同様なのですが、NYPORTSというものがあります。これも JAICAと同様なのですが、JAICAと同様なのですが、同様なのですが、のですが、ですが、が、、

過去、アメリカの医療技術が発達した1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中アメリカの医療技術が発達した1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中の医療技術が発達した1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中医療技術が発達した1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中た1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中1980年代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中代に患者の、延命措置がいろいろと取られるようになった中、延命措置がいろいろと取られるようになった中

で、医療保険が急騰していった。そうすると保険屋業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正急騰していった。そうすると保険屋業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正ていった。そうすると保険屋業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正いった。そうすると保険屋業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正そうすると保険屋業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正業界では、どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正どれぐらいの保険を支払ったらいいか適正支払ったらいいか適正払ったらいいか適正適正

に見積れなくなってしまったという、いわゆる保険危機という時代がありました。その時に州政府が、医見積れなくなってしまったという、いわゆる保険危機という時代がありました。その時に州政府が、医いわゆる保険危機という時代がありました。その時に州政府が、医保険危機という時代がありました。その時に州政府が、医時代がありました。その時に州政府が、医がありました。その時に州政府が、医

療過誤費用の超過分を援助しようということになって、その支援と引き換えに報告制度というものを制定ようということになって、その支援と引き換えに報告制度というものを制定うということになって、その支援と引き換えに報告制度というものを制定

した、といういきさつがあって、これもインセンティブを与えることによってうまく回っているというも、といういきさつがあって、これもインセンティブを与えることによってうまく回っているというもといういきさつがあって、これもインセンティブを与えることによってうまく回っているというも

のになっています。

　次に、事故を調査するということになると、今度は調査された情報がどう利用されるのかという段階次に、事故を調査するということになると、今度は調査された情報がどう利用されるのかという段階事故を調査するということになると、今度は調査された情報がどう利用されるのかという段階調査された情報がどう利用されるのかという段階どう利用されるのかという段階
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でまた問題があります。ここで、よく引き合いに出されるのがやはり米国のNational Transportation Safetyここで、よく引き合いに出されるのがやはり米国のNational Transportation Safetyよく引き合いに出されるのがやはり米国のNational Transportation Safetyやはり米国のNational Transportation Safety米国のNational Transportation Safety 

Board、NTSBです。また、フランスにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっです。また、フランスにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ。また、フランスにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっまた、フランスにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ、フランスにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっにおける同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ同様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ様の機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ機構のBEAというのも、大体同じアプローチをとっ、大体同じアプローチをとっ大体同じアプローチをとっ

ています。まず、事故があると、事故に対して利害を伴う人が必ず関わらざるを得ない。そのような中で、まず、事故があると、事故に対して利害を伴う人が必ず関わらざるを得ない。そのような中で、、事故があると、事故に対して利害を伴う人が必ず関わらざるを得ない。そのような中で、そのような中で、

たとえば加害者の立場におかれる人は、その後で刑罰が待っているかもしれないとなると、事故調査の中その後で刑罰が待っているかもしれないとなると、事故調査の中事故調査の中

でここに大事な証拠があるが、これは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでここに大事な証拠があるが、これは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけで証拠があるが、これは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでがあるが、これは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでが、これは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでこれは見逃さざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでさざるを得ないというような行動をとりかねないというわけでというような行動をとりかねないというわけで行動をとりかねないというわけで

す。そういったことがないようにすることが非常に重要ということになります。サービスロボットの場合。そういったことがないようにすることが非常に重要ということになります。サービスロボットの場合す。サービスロボットの場合サービスロボットの場合

で考えますと、特に医療ロボットなどは、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれ考えますと、特に医療ロボットなどは、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれすと、特に医療ロボットなどは、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれどは、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれは、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれ、人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれ人の生死に関わるものですから、それが事故になってあらわれものですから、それが事故になってあらわれ、それが事故になってあらわれ

た時には、つまびらかにして事故情報の分析がされるということが重要にります。同じような懸念が将来事故情報の分析がされるということが重要にります。同じような懸念が将来情報の分析がされるということが重要にります。同じような懸念が将来ります。同じような懸念が将来同じような懸念が将来ような懸念が将来

的にもたれると思われます。思われます。

　では、どうするか？調査のプロセスは三段仕掛けになっていまして、まず調査メンバーは、パーティーでは、どうするか？調査のプロセスは三段仕掛けになっていまして、まず調査メンバーは、パーティーどうするか？調査のプロセスは三段仕掛けになっていまして、まず調査メンバーは、パーティー？調査のプロセスは三段仕掛けになっていまして、まず調査メンバーは、パーティー三段仕掛けになっていまして、まず調査メンバーは、パーティーは、パーティーパーティー

システム制度と呼ばれる方法で召喚されます。調査官だけではなくて連邦航空局の人だとか、航空会社の呼ばれる方法で召喚されます。調査官だけではなくて連邦航空局の人だとか、航空会社の調査官だけではなくて連邦航空局の人だとか、航空会社のの

人とか、それから機体メーカーの人なども加わります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場とか、それから機体メーカーの人なども加わります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場の人なども加わります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場も加わります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場加わります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場ります。これは何を意味するかというと、いろいろな立場立場

の専門知識を持った人たちが平等に入ってくるということになります。他に利害関係を持つ人というのは専門知識を持った人たちが平等に入ってくるということになります。他に利害関係を持つ人というのは平等に入ってくるということになります。他に利害関係を持つ人というのは入ってくるということになります。他に利害関係を持つ人というのは

例えば被害者であるとか、それからマスコミの記者であるとか、そういった人たちもいるのですが、彼らマスコミの記者であるとか、そういった人たちもいるのですが、彼ら記者であるとか、そういった人たちもいるのですが、彼らのですが、彼らですが、彼らが、彼ら、彼ら

は事故に関する専門知識を持っていないので、集めたくても情報を集められないからということで外れま事故に関する専門知識を持っていないので、集めたくても情報を集められないからということで外れま専門知識を持っていないので、集めたくても情報を集められないからということで外れま、集めたくても情報を集められないからということで外れま集めたくても情報を集められないからということで外れまたくても情報を集められないからということで外れまも情報を集められないからということで外れま外れまれま

す。さて、このような制度の下で調査された情報に対して、次のプロセスでは、先ほどの召喚メンバーはさて、このような制度の下で調査された情報に対して、次のプロセスでは、先ほどの召喚メンバーは調査された情報に対して、次のプロセスでは、先ほどの召喚メンバーは次のプロセスでは、先ほどの召喚メンバーは、先ほどの召喚メンバーは先ほどの召喚メンバーはメンバーは

一切関与できなくなっていて、新たに要請されたごく少数の決められた専門家によって分析がなされると新たに要請されたごく少数の決められた専門家によって分析がなされるとごく少数の決められた専門家によって分析がなされると

いうことになります。そして、分析された結果というのは、最終報告書としてまとめられ公開されます。そして、分析された結果というのは、最終報告書としてまとめられ公開されます。分析された結果というのは、最終報告書としてまとめられ公開されます。結果というのは、最終報告書としてまとめられ公開されます。というのは、最終報告書としてまとめられ公開されます。、最終報告書としてまとめられ公開されます。最終報告書としてまとめられ公開されます。としてまとめられ公開されます。公開されます。

ですから、要するにここまで二段構えでもって専門家を集めて、専門家たちもいろんな利害関係を持つ人ここまで二段構えでもって専門家を集めて、専門家たちもいろんな利害関係を持つ人二段構えでもって専門家を集めて、専門家たちもいろんな利害関係を持つ人たちもいろんな利害関係を持つ人もいろんな利害関係を持つ人

が集まって情報を集める。しかし、その人たちは、次の分析の段階では手を加えることができなくて、こる。しかし、その人たちは、次の分析の段階では手を加えることができなくて、こ、その人たちは、次の分析の段階では手を加えることができなくて、こ、次の分析の段階では手を加えることができなくて、こ次の分析の段階では手を加えることができなくて、こ

うこうこうだっただろうという分析は専門家、国が持つ機関、つまり JTSBの専門家によってなされると分析は専門家、国が持つ機関、つまり JTSBの専門家によってなされるとは専門家、国が持つ機関、つまり JTSBの専門家によってなされると機関、つまり JTSBの専門家によってなされるとの専門家によってなされると

いうことになります。最後に、第三段階は分析結果の公開です。最後に、第三段階は分析結果の公開です。

　ところでこういう原因で事故が起こったということが分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集ところでこういう原因で事故が起こったということが分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集こういう原因で事故が起こったということが分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集事故が起こったということが分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集起こったということが分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集が分かると、今度は被害者の遺族とかがどんどん集今度は被害者の遺族とかがどんどん集

まってきて、「これがあったために機体のメーカーが責任を取るべきだ」などと糾弾することになるわけ「これがあったために機体のメーカーが責任を取るべきだ」などと糾弾することになるわけこれがあったために機体のメーカーが責任を取るべきだ」などと糾弾することになるわけ」などと糾弾することになるわけことになるわけ

ですね。そうすると、そういう分析をするということ自体が、今度は刑罰の対象であるとか、民事的な補、今度は刑罰の対象であるとか、民事的な補今度は刑罰の対象であるとか、民事的な補の対象であるとか、民事的な補とか、民事的な補

償対象としての材料にされる可能性があるというわけです。刑事罰というのは、もちろん自分が故意、あ対象としての材料にされる可能性があるというわけです。刑事罰というのは、もちろん自分が故意、あにされる可能性があるというわけです。刑事罰というのは、もちろん自分が故意、あわけです。刑事罰というのは、もちろん自分が故意、あ刑事罰というのは、もちろん自分が故意、あ、もちろん自分が故意、あもちろん自分が故意、あ、あ

るいは過失として起こしているということで、証拠に分析結果を利用せざるを得ない。例えばメーカーが起こしているということで、証拠に分析結果を利用せざるを得ない。例えばメーカーがということで、証拠に分析結果を利用せざるを得ない。例えばメーカーが。例えばメーカーが

やるべきことをやらなかったという分析があれば、当然それは刑事罰の対象になるわけですから。ところ分析があれば、当然それは刑事罰の対象になるわけですから。ところあれば、当然それは刑事罰の対象になるわけですから。ところ、当然それは刑事罰の対象になるわけですから。ところ当然それは刑事罰の対象になるわけですから。ところから。ところ

がそうでない、非常にグレーな場合、こういった場合には、民事の段階に分析結果を糾弾するためのデーそうでない、非常にグレーな場合、こういった場合には、民事の段階に分析結果を糾弾するためのデーは、民事の段階に分析結果を糾弾するためのデー分析結果を糾弾するためのデーためのデーのデー

タとして使えない、そういうことを国で保障するということをやっています。

　日本はどうかというと、このあたりに対して今取り組みつつあるとされていますが、これまでは例えば取り組みつつあるとされていますが、これまでは例えばつつあるとされていますが、これまでは例えばとされていますが、これまでは例えば、これまでは例えばこれまでは例えば例えば

日本の場合ですと、捜査官と調査官が入ったときにはどちらが優先されるんだというような時に、捜査官

が優先されてしまうという場合があります。このように、国によって少々温度差があるのですが、このよこのように、国によって少々温度差があるのですが、このよ、国によって少々温度差があるのですが、このよ少々温度差があるのですが、このよ温度差があるのですが、このよのですが、このよですが、このよが、このよ、このよ

うな仕組みを作ることによって事故時の調査分析の制度が構築されるということが望ましいとされていま事故時の調査分析の制度が構築されるということが望ましいとされていま調査分析の制度が構築されるということが望ましいとされていま構築されるということが望ましいとされていまされるということが望ましいとされていま

す。

　あと、リスクアセスメントによる安全だけではなくて、倫理的な問題を考える視点も重要です。安全のによる安全だけではなくて、倫理的な問題を考える視点も重要です。安全のだけではなくて、倫理的な問題を考える視点も重要です。安全の、倫理的な問題を考える視点も重要です。安全の倫理的な問題を考える視点も重要です。安全の視点も重要です。安全の安全の

問題は、事業所単位で責任を取る必要がある。しかしながら、その技術そのものがもしかして社会的な波は、事業所単位で責任を取る必要がある。しかしながら、その技術そのものがもしかして社会的な波事業所単位で責任を取る必要がある。しかしながら、その技術そのものがもしかして社会的な波る必要がある。しかしながら、その技術そのものがもしかして社会的な波。しかしながら、その技術そのものがもしかして社会的な波的な波波

及効果が大きくて、社会全体が被るリスクがやがて大きくなるかもしれない。そういった時には、最近よやがて大きくなるかもしれない。そういった時には、最近よ大きくなるかもしれない。そういった時には、最近よ

く言われています市民参加型のテクノロジーアセスメントということをやることになります。例えば遺伝
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子組換であるとか、社会的な関心あるいは問題になるような場合が多いんですけれども、この中にも幾な関心あるいは問題になるような場合が多いんですけれども、この中にも幾問題になるような場合が多いんですけれども、この中にも幾

つかのスキーム、方法論があります。その方法論としては、コンセンサス会議であるとか、scenario work-

shopとか、boarding conference、hidden hearing、このようなものがあります。それぞれでは何を議論の対のようなものがあります。それぞれでは何を議論の対なものがあります。それぞれでは何を議論の対す。それぞれでは何を議論の対それぞれでは何を議論の対では何を議論の対何を議論の対論の対

象として何を最終的に決めるのか？ 市民と、それから専門家の間で何を決めるのか個々のテーマに対しとして何を最終的に決めるのか？ 市民と、それから専門家の間で何を決めるのか個々のテーマに対し？ 市民と、それから専門家の間で何を決めるのか個々のテーマに対し市民と、それから専門家の間で何を決めるのか個々のテーマに対し個々のテーマに対しに対し

てこのように幾つかのスキームが用意され議論が展開されるわけです。例としてコンセンサス会議の場合のスキームが用意され議論が展開されるわけです。例としてコンセンサス会議の場合議論が展開されるわけです。例としてコンセンサス会議の場合展開されるわけです。例としてコンセンサス会議の場合されるわけです。例としてコンセンサス会議の場合わけです。例としてコンセンサス会議の場合。例としてコンセンサス会議の場合例としてコンセンサス会議の場合コンセンサス会議の場合

を取り上げますと、まず市民が集まってきて、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農すと、まず市民が集まってきて、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農まず市民が集まってきて、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農市民が集まってきて、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農きて、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農、例えば遺伝子組換えによる農産物があった場合に、その農えによる農産物があった場合に、その農農産物があった場合に、その農あった場合に、その農、その農

産物について危険性はないんだろうかどうかということは、市民、いわゆる非専門家には仲々わからない。ついて危険性はないんだろうかどうかということは、市民、いわゆる非専門家には仲々わからない。危険性はないんだろうかどうかということは、市民、いわゆる非専門家には仲々わからない。ことは、市民、いわゆる非専門家には仲々わからない。は、市民、いわゆる非専門家には仲々わからない。いわゆる非専門家には仲々わからない。非専門家には仲々わからない。仲々わからない。わからない。

そのような場合に、これに対して専門家が、「いや、これはこうなんだよ」、と説明をする。しかし、こうのような場合に、これに対して専門家が、「いや、これはこうなんだよ」、と説明をする。しかし、こう場合に、これに対して専門家が、「いや、これはこうなんだよ」、と説明をする。しかし、こう「いや、これはこうなんだよ」、と説明をする。しかし、こういや、これはこうなんだよ」、と説明をする。しかし、こう」、と説明をする。しかし、こう、と説明をする。しかし、こうと説明をする。しかし、こうこう

なんだよというのは、ちょうどお医者さんと患者さんの関係と同じようなもので、猫の首をひねるような

関係だというわけですね。患者さんは言いくるめられて、ああ、そうかと結局みな、お医者さんの発言、だというわけですね。患者さんは言いくるめられて、ああ、そうかと結局みな、お医者さんの発言、患者さんは言いくるめられて、ああ、そうかと結局みな、お医者さんの発言、言いくるめられて、ああ、そうかと結局みな、お医者さんの発言、、お医者さんの発言、

提案を認めざるを得なくなってしまう。このような想定状況を防ぐためにあるのが、市民テクノロジーの認めざるを得なくなってしまう。このような想定状況を防ぐためにあるのが、市民テクノロジーのこのような想定状況を防ぐためにあるのが、市民テクノロジーの防ぐためにあるのが、市民テクノロジーの、市民テクノロジーの市民テクノロジーの

アセスメントの仕方ということになります。

　例えばコンセンサス会議の場合ですと、レイパネルと呼ばれる非専門家の中での議論と、専門家のパネネルと呼ばれる非専門家の中での議論と、専門家のパネルと呼ばれる非専門家の中での議論と、専門家のパネ

ルとの間で、たとえば大学の教授らが間に入って、非専門家の人たちがどんな疑問を持っているのか、そたとえば大学の教授らが間に入って、非専門家の人たちがどんな疑問を持っているのか、そ大学の教授らが間に入って、非専門家の人たちがどんな疑問を持っているのか、そらが間に入って、非専門家の人たちがどんな疑問を持っているのか、そって、非専門家の人たちがどんな疑問を持っているのか、そたちがどんな疑問を持っているのか、そがどんな疑問を持っているのか、そ

れが専門知識に照らすとどういう意味を持つのかを情報共有する。そういったことを中立の立場にある大知識に照らすとどういう意味を持つのかを情報共有する。そういったことを中立の立場にある大に照らすとどういう意味を持つのかを情報共有する。そういったことを中立の立場にある大を情報共有する。そういったことを中立の立場にある大そういったことを中立の立場にある大中立の立場にある大大

学の教授らが難しい問題をかみ砕いて分かりやすくし、質問事項を作って問題をはらむ側に専門家に投げらが難しい問題をかみ砕いて分かりやすくし、質問事項を作って問題をはらむ側に専門家に投げかみ砕いて分かりやすくし、質問事項を作って問題をはらむ側に専門家に投げ分かりやすくし、質問事項を作って問題をはらむ側に専門家に投げ、質問事項を作って問題をはらむ側に専門家に投げ問題をはらむ側に専門家に投げ専門家に投げ

る。で、専門家との間でそれについて議論をして最終的に報告書としてまとめるというようなことで、通

常３日ぐらいは議論を行って、先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間日ぐらいは議論を行って、先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間ぐらいは議論を行って、先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間議論を行って、先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間行って、先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間先に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間に２日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間日の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間の準備段階、それから本会議を行って、合計３日間ぐらいの期間、合計３日間ぐらいの期間３日間ぐらいの期間の期間

で開催されるということになっています。ここでもやはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集め開催されるということになっています。ここでもやはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集めということになっています。ここでもやはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集めこでもやはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集めもやはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集めはり、レイパネルとして、非専門家として誰を集めり、レイパネルとして、非専門家として誰を集め、レイパネルとして、非専門家として誰を集めレイパネルとして、非専門家として誰を集め

るのかといった議論。それから、真ん中に立つ人をどう選ぶのかといった議論。そういったところが、社、社社

会的な試みとしてテクノロジーアセスメントが行われ、出てきた実績データの中でまた考えるというようテクノロジーアセスメントが行われ、出てきた実績データの中でまた考えるというよう、出てきた実績データの中でまた考えるというようの中でまた考えるというよう考えるというよう

な動向になっています。動向になっています。ています。

　ロボット安全のための制度設計ということで、今まで簡単に触れてきたことを図にまとめてみます次の図にまとめてみます次のまとめてみます次の次の

ようになろうかと思います。これは昨年の９月ぐらいの段階でサービスロボットの安全に関する政策委員になろうかと思います。これは昨年の９月ぐらいの段階でサービスロボットの安全に関する政策委員思います。これは昨年の９月ぐらいの段階でサービスロボットの安全に関する政策委員これは昨年の９月ぐらいの段階でサービスロボットの安全に関する政策委員サービスロボットの安全に関する政策委員政策委員

会が持たれた中で提案をしたものです。ここにありますように、認証と規格と規制の間の責任関係、これ間の責任関係、これ関係、これ

が１つあります。それからもう１つは、メーカーとユーザーの関係がある。で、メーカーとユーザーには、ります。それからもう１つは、メーカーとユーザーの関係がある。で、メーカーとユーザーには、。それからもう１つは、メーカーとユーザーの関係がある。で、メーカーとユーザーには、の関係がある。で、メーカーとユーザーには、がある。で、メーカーとユーザーには、、

保険会社が事後責任に対する補償体制ということでいつも付いていると。そうすると、この３つの機関が

うまく互いの間をとりもつことによって、安全な製品を世の中に出していこうと考えるわけです。もちろ互いの間をとりもつことによって、安全な製品を世の中に出していこうと考えるわけです。もちろことによって、安全な製品を世の中に出していこうと考えるわけです。もちろ、安全な製品を世の中に出していこうと考えるわけです。もちろ製品を世の中に出していこうと考えるわけです。もちろるわけです。もちろです。もちろ

ん、それぞれの立場の中ではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などは、それぞれの立場の中ではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはそれぞれの立場の中ではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはの立場の中ではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはの中ではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはではそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などははそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはそれぞれの観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などは観点がありまして、先ほど申し上げました事故の調査報告などはどはは

横断的なものになろうと位置づけられます。それから、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うのになろうと位置づけられます。それから、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うのと位置づけられます。それから、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うの位置づけられます。それから、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うの。それから、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うの、保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うの保険会社は、自分たちが一体幾ら補償金を払うの補償金を払うの金を払うのの

かといったことが、サービスロボットの分野ではまだわからない状態にありますから、そうするとやはりといったことが、サービスロボットの分野ではまだわからない状態にありますから、そうするとやはり、サービスロボットの分野ではまだわからない状態にありますから、そうするとやはりサービスロボットの分野ではまだわからない状態にありますから、そうするとやはりまだわからない状態にありますから、そうするとやはりわからない状態にありますから、そうするとやはり状態にありますから、そうするとやはりにありますから、そうするとやはりありますから、そうするとやはりりますから、そうするとやはりはりり

専門的技術的なことがわからないといけないということで自分たちも研究調査を始める、あるいは人材を技術的なことがわからないといけないということで自分たちも研究調査を始める、あるいは人材をことがわからないといけないということで自分たちも研究調査を始める、あるいは人材を調査を始める、あるいは人材をを始める、あるいは人材を

派遣して業界に参加するようになるという、メカニズムになっていまして、恐らく、最初からこういう枠して業界に参加するようになるという、メカニズムになっていまして、恐らく、最初からこういう枠ようになるという、メカニズムになっていまして、恐らく、最初からこういう枠、最初からこういう枠最初からこういう枠

組みを持つとよかろうということから、例えば現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていまよかろうということから、例えば現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていまということから、例えば現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていまから、例えば現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていま、例えば現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていま現段階ですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていまですと規格業務をロボット工業会がうけ負っていま業務をロボット工業会がうけ負っていまをロボット工業会がうけ負っていまうけ負っていま

すけれども、委員会に保険屋さんも入ってもらおうという試みをしています。けれども、委員会に保険屋さんも入ってもらおうという試みをしています。委員会に保険屋さんも入ってもらおうという試みをしています。に保険屋さんも入ってもらおうという試みをしています。おうという試みをしています。うという試みをしています。

　それから、メーカーと利用者の間には、当然リスクアセスメントが存在して利用資格などを考えるので、当然リスクアセスメントが存在して利用資格などを考えるので当然リスクアセスメントが存在して利用資格などを考えるのでが存在して利用資格などを考えるので利用資格などを考えるのでどを考えるのでを考えるのでので

すが、その他に、必要に応じては先ほど申し上げた市民参加型のテクノロジーアセスメントを入れてみた、その他に、必要に応じては先ほど申し上げた市民参加型のテクノロジーアセスメントを入れてみた、必要に応じては先ほど申し上げた市民参加型のテクノロジーアセスメントを入れてみた必要に応じては先ほど申し上げた市民参加型のテクノロジーアセスメントを入れてみた

り。あるいは責任分担の構造化という観点で、それぞれが国際的視野に立って見てもこれだったら大丈夫。あるいは責任分担の構造化という観点で、それぞれが国際的視野に立って見てもこれだったら大丈夫あるいは責任分担の構造化という観点で、それぞれが国際的視野に立って見てもこれだったら大丈夫観点で、それぞれが国際的視野に立って見てもこれだったら大丈夫で、それぞれが国際的視野に立って見てもこれだったら大丈夫視野に立って見てもこれだったら大丈夫見てもこれだったら大丈夫もこれだったら大丈夫これだったら大丈夫

だという形を作るために、国際的な連携もとる必要があろうと、縁の下で構造を支えていこうという考え、国際的な連携もとる必要があろうと、縁の下で構造を支えていこうという考え必要があろうと、縁の下で構造を支えていこうという考え、縁の下で構造を支えていこうという考え構造を支えていこうという考え支えていこうという考え
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方に則って動いています。学会はここに存在しています。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集め動いています。学会はここに存在しています。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集めいます。学会はここに存在しています。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集めています。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集めます。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集めす。やはり専門的な技術論は、学会で有識者を集めやはり専門的な技術論は、学会で有識者を集め技術論は、学会で有識者を集めは、学会で有識者を集め、学会で有識者を集め学会で有識者を集め

て議論して頂くことがいいだろうからということで、規格作りであるとか認証、そういったところに学会頂くことがいいだろうからということで、規格作りであるとか認証、そういったところに学会がいいだろうからということで、規格作りであるとか認証、そういったところに学会

の技術研究者が参入してくることが望ましいと考えられます。技術研究者が参入してくることが望ましいと考えられます。が参入してくることが望ましいと考えられます。参入してくることが望ましいと考えられます。てくることが望ましいと考えられます。ことが望ましいと考えられます。が望ましいと考えられます。

　この辺でクローズしたいと思うんですけれども、スキルアシストと倫理・安全というものをまず述べま

した。ヘルシンキ宣言の該当項目を一所懸命自分たちでピックアップして、倫理審査委員会への申請をた。ヘルシンキ宣言の該当項目を一所懸命自分たちでピックアップして、倫理審査委員会への申請をヘルシンキ宣言の該当項目を一所懸命自分たちでピックアップして、倫理審査委員会への申請をの該当項目を一所懸命自分たちでピックアップして、倫理審査委員会への申請をを一所懸命自分たちでピックアップして、倫理審査委員会への申請を、倫理審査委員会への申請を倫理審査委員会への申請を

行ったのがきっかけになりました。幸い、現場にスキルアシストを導入して今市場として拡大しているとた。幸い、現場にスキルアシストを導入して今市場として拡大していると幸い、現場にスキルアシストを導入して今市場として拡大していると、現場にスキルアシストを導入して今市場として拡大していると現場にスキルアシストを導入して今市場として拡大しているとスキルアシストを導入して今市場として拡大していると導入して今市場として拡大していると

いうものになっているのですけれども、安全性とか操作性とか、そういった意味で社会貢献への確実な寄のですけれども、安全性とか操作性とか、そういった意味で社会貢献への確実な寄ですけれども、安全性とか操作性とか、そういった意味で社会貢献への確実な寄

与が認められたと考えているわけです。だから倫理委員会で最初に一部の学生さんの被る被害、あるいは考えているわけです。だから倫理委員会で最初に一部の学生さんの被る被害、あるいは。だから倫理委員会で最初に一部の学生さんの被る被害、あるいは

リスクといったものに対してこれを上回る大きな寄与が得られればということで始めてきた試みが、形とこれを上回る大きな寄与が得られればということで始めてきた試みが、形と大きな寄与が得られればということで始めてきた試みが、形と試みが、形と、形と

して社会に残る貢献を見ることができたということです。社会に残る貢献を見ることができたということです。見ることができたということです。

　それからもう１つのテーマは、社会技術への導入として、責任分担構造の必要性であるとか、それからのテーマは、社会技術への導入として、責任分担構造の必要性であるとか、それからは、社会技術への導入として、責任分担構造の必要性であるとか、それから

あと事故情報収集におけるインセンティブの重要性とかが今議論されていますと述べました。最終的には述べました。最終的には最終的には

制度設計に反映した各関与機関の間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、に反映した各関与機関の間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、反映した各関与機関の間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、各関与機関の間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、機関の間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、間の構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、構造というものが重要で、これを意識しながら、メーカーにしろ、これを意識しながら、メーカーにしろ、を意識しながら、メーカーにしろ、

ユーザーにしろ、あるいはそれぞれ規格、認証、規制、これらの立場の人たちがお互いに連携を取り合う、認証、規制、これらの立場の人たちがお互いに連携を取り合う認証、規制、これらの立場の人たちがお互いに連携を取り合う立場の人たちがお互いに連携を取り合う人たちがお互いに連携を取り合う

ということをすれば、きっと不幸な事故を過度に起こさないようなシステム作りができるのではないかなな事故を過度に起こさないようなシステム作りができるのではないかなを過度に起こさないようなシステム作りができるのではないかな

と考え、少しずつですけれどもアクションを起こしているという現状を述べました。現状を述べました。。

　今ちょうど、先ほど藤江先生からもお話がありましたように、我々が人間支援型ロボット実用化基盤技

術開発というプロジェクトに参加しています。もう既に難問が山積しています。一端を述べますと、例えプロジェクトに参加しています。もう既に難問が山積しています。一端を述べますと、例えています。もう既に難問が山積しています。一端を述べますと、例えす。一端を述べますと、例え、例え

ば研究開発者側だけでなくて、実証現場側にも倫理審査委員会を作らなきゃいけない。これは持っている

ところも多いのですけども、私たちが実証現場としている機関が、持っていないからということで組織作のですけども、私たちが実証現場としている機関が、持っていないからということで組織作ですけども、私たちが実証現場としている機関が、持っていないからということで組織作も、私たちが実証現場としている機関が、持っていないからということで組織作、私たちが実証現場としている機関が、持っていないからということで組織作いる機関が、持っていないからということで組織作持っていないからということで組織作ことで組織作

りから携わっています。ここでも、先ほど述べた市民テクノロジーアセスメントのようなアプローチをた市民テクノロジーアセスメントのようなアプローチを

とって、非専門家の人にどうやって教えるか、誰に間に入ってもらうか、そういったところもいろいろ検間に入ってもらうか、そういったところもいろいろ検入ってもらうか、そういったところもいろいろ検ところもいろいろ検ころもいろいろ検

討しながら進めているという状況であります。状況であります。ります。

　研究者、開発者側としても心身の弱い人を対象としますので、リスクアセスメントの見積もり評価が様心身の弱い人を対象としますので、リスクアセスメントの見積もり評価が様弱い人を対象としますので、リスクアセスメントの見積もり評価が様対象としますので、リスクアセスメントの見積もり評価が様ますので、リスクアセスメントの見積もり評価が様の見積もり評価が様が様

変わりをしつつあります。こういったところは、また結果を見た段階で公表をさせていただければという、また結果を見た段階で公表をさせていただければというまた結果を見た段階で公表をさせていただければという

ふうに思っています。あと、経産省としまして、サービスロボットの市場創出事業というものが進んでいものが進んでいのが進んでい進んでい

ますが、この中で注目すべきは、先ほどのフレームで、メーカーだけでなくて、ユーザーも安全に議論に、この中で注目すべきは、先ほどのフレームで、メーカーだけでなくて、ユーザーも安全に議論にで、メーカーだけでなくて、ユーザーも安全に議論に、メーカーだけでなくて、ユーザーも安全に議論に安全に議論に

加わることになっています。加えて、保険業界も関与するという構造にしておいて、それでリスクアセス。加えて、保険業界も関与するという構造にしておいて、それでリスクアセス加えて、保険業界も関与するという構造にしておいて、それでリスクアセス保険業界も関与するという構造にしておいて、それでリスクアセス業界も関与するという構造にしておいて、それでリスクアセスも関与するという構造にしておいて、それでリスクアセス構造にしておいて、それでリスクアセスにしておいて、それでリスクアセス

メントをきちっと行って。それからあと、いわゆる規格や安全なサービスロボット運用上のルールを作っきちっと行って。それからあと、いわゆる規格や安全なサービスロボット運用上のルールを作っそれからあと、いわゆる規格や安全なサービスロボット運用上のルールを作っや安全なサービスロボット運用上のルールを作っ安全なサービスロボット運用上のルールを作っなサービスロボット運用上のルールを作っ運用上のルールを作っ上のルールを作っのルールを作っを作っ作っ

ていこうと。少しずつですけれども、着実にサービスロボットの分野でも考え方を反映しつつあるという。少しずつですけれども、着実にサービスロボットの分野でも考え方を反映しつつあるという少しずつですけれども、着実にサービスロボットの分野でも考え方を反映しつつあるというでも考え方を反映しつつあるというも考え方を反映しつつあるという考え方を反映しつつあるというつつあるという

ことが、ここで見て取れるのではないかと思います。、ここで見て取れるのではないかと思います。ここで見て取れるのではないかと思います。

　社会技術というのは、ある意味では目的志向で必要な知己は何でも集めるという考え方ですから、どち知己は何でも集めるという考え方ですから、どちは何でも集めるという考え方ですから、どち何でも集めるという考え方ですから、どち集めるという考え方ですから、どち

らかというと、学術的には広く浅くなるといった指摘がなされており、例えば、特に若い人はどんどん鍛学術的には広く浅くなるといった指摘がなされており、例えば、特に若い人はどんどん鍛広く浅くなるといった指摘がなされており、例えば、特に若い人はどんどん鍛指摘がなされており、例えば、特に若い人はどんどん鍛、例えば、特に若い人はどんどん鍛

えられて狭い分野でもいいから鋭く深く学術的に突っ込むという能力が必要だと言われる旧来型の学問の深く学術的に突っ込むという能力が必要だと言われる旧来型の学問の突っ込むという能力が必要だと言われる旧来型の学問のという能力が必要だと言われる旧来型の学問のいう能力が必要だと言われる旧来型の学問の

探究の仕方からすると、疎まれて評価が低いとも言われています。しかしながら、それを仮に20世紀の学と、疎まれて評価が低いとも言われています。しかしながら、それを仮に20世紀の学、疎まれて評価が低いとも言われています。しかしながら、それを仮に20世紀の学

問体系、学識アプローチの取り方と言えば、21世紀のそれは、社会問題に対持すべく必要な情報はサッとアプローチの取り方と言えば、21世紀のそれは、社会問題に対持すべく必要な情報はサッとの取り方と言えば、21世紀のそれは、社会問題に対持すべく必要な情報はサッとのそれは、社会問題に対持すべく必要な情報はサッとは、社会問題に対持すべく必要な情報はサッと、社会問題に対持すべく必要な情報はサッと社会問題に対持すべく必要な情報はサッと対持すべく必要な情報はサッと必要な情報はサッと情報はサッとはサッと

集めて、必要な議論を集中的に行うことができる人材の育成開発視点が重要であると言えるのではないか育成開発視点が重要であると言えるのではないか開発視点が重要であると言えるのではないか視点が重要であると言えるのではないか言えるのではないか

と思います。そういう意味では、決して広く浅くというのは言い方が悪いかもしれませんけれども、広く思います。そういう意味では、決して広く浅くというのは言い方が悪いかもしれませんけれども、広く。そういう意味では、決して広く浅くというのは言い方が悪いかもしれませんけれども、広く、決して広く浅くというのは言い方が悪いかもしれませんけれども、広く決して広く浅くというのは言い方が悪いかもしれませんけれども、広く

深くというところを目指していくという点を我々は心掛けていかなければいけないなというふうに思いま
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す。以上です。ご静聴ありがとうございました。（拍手）。ご静聴ありがとうございました。（拍手）ご静聴ありがとうございました。（拍手）

○司会　山田先生、ありがとうございます。大変貴重なご講演をありがとうございました。山田先生にも

もちろんパネルディスカッションに参加をしていただきますので、そこで議論ができるかと思いますが、

もしこの場でご質問が何かありましたらお受けいたしますが、いかがでしょうか。はい、ではお願いしま

す。

　質疑応答

○質問者　もう出ているようですが、専門家に対する賠償例をちょっと説明していただければと思いま

す。

○山田　これは、要するに専門家というものを公的な機関が全員取りそろえれば問題はないと思われがち思われがち

ですが、実際にはどうかというと、それほど国はかかえ切れなくて、やっぱり大学の先生であるとか民間実際にはどうかというと、それほど国はかかえ切れなくて、やっぱり大学の先生であるとか民間それほど国はかかえ切れなくて、やっぱり大学の先生であるとか民間やっぱり大学の先生であるとか民間

の方に専門の方がいらっしゃった場合、その方々が認証する、あるいは規格作りに携わるといったことに場合、その方々が認証する、あるいは規格作りに携わるといったことに、その方々が認証する、あるいは規格作りに携わるといったことにに携わるといったことにといったことに

なります。例えばその人が判断を下すといったことがもし認証に対して責任を問われたときに、その人個。例えばその人が判断を下すといったことがもし認証に対して責任を問われたときに、その人個例えばその人が判断を下すといったことがもし認証に対して責任を問われたときに、その人個

人のリスクとなるのかどうか、そういう議論をしているわけですね。その時に、よく持ち出されるのが、

ドイツの場合で、彼らはきちんとその辺りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職の場合で、彼らはきちんとその辺りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職きちんとその辺りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職の辺りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職辺りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職りをルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職をルール化しているという報告がありまして、公的な法人に職報告がありまして、公的な法人に職して、公的な法人に職

務責任が任ねられ、最終的な責任というものをラントというところが取るようにしています。TUVとい任ねられ、最終的な責任というものをラントというところが取るようにしています。TUVとい、最終的な責任というものをラントというところが取るようにしています。TUVとい

う民間の会社がありますけれども、こういったところには責任は及ばないようになっているということ

で、こういったのは規制作りの中でやっぱり最初からあわせて法律として作っていくことが重要であると

いうことを言っているのだと思うのです。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっとているのだと思うのです。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっとと思うのです。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっとのです。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっとです。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっと。日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっと日本の産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっと産業機械の場合ですと、今、認証機関というのがやっと場合ですと、今、認証機関というのがやっと

育ちつつあるというか、やっと生まれたばかりでして、NPOの安全工学研究所とか、あるいは日本認証あるというか、やっと生まれたばかりでして、NPOの安全工学研究所とか、あるいは日本認証というか、やっと生まれたばかりでして、NPOの安全工学研究所とか、あるいは日本認証

といったところがあります。もちろんTUVも日本にラインランドジャパンというところがありますけれ

ども、そういった機関に対して、そこがもし責任を追及されたらどうなるかといったところはまだ議論が機関に対して、そこがもし責任を追及されたらどうなるかといったところはまだ議論がに対して、そこがもし責任を追及されたらどうなるかといったところはまだ議論がかといったところはまだ議論がといったところはまだ議論が

なされていないというような状況にあります。こういった視点も重要だなと思って、スライドに出してあ、スライドに出してあ出してあてあ

りました。ました。

＊司会：司会：：

　他によろしいでしょうか。それでは山田先生、どうもありがとうございました。もう一度拍手をお願い

します。（拍手）

（コーヒーブレーク）
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