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1. 要約
本プロジェクトでは、一流アーティストのライブ、イベント等で使用すること
が可能な、高い演出効果を持つロボットの演出制作に関する、新たなビジネスを
創出する。ロボットは高い視覚的な演出効果を持ちながら、高額かつカスタマイ
ズの困難さ故にエンターテイメント業界への導入がの進んでいなかったが、演出
機能に特化して低コストで製造が可能なロボットパフォーマーと、短期間で演出
用プログラム制作が可能なソフトウェアを開発することで、ロボットの業界への
導入を図る。ロボットの製作・運用・保守と演出プログラムの制作の全てを一括
してパッケージ化したサービスとして提供することで、高い品質の演出制作を実
現するとともにサービスの採算性の確保を可能にする。
2. 背景および目的
2-1

背景
本プロジェクトは、演出機材としてエンターテイメント業界で大きく期待され
ている「ロボット」を、実際の興行で導入可能なコストで製作、運用を行う「ロ
ボットを用いた演出制作サービス」を新たに創出する。演出ロボットの仕様コス
トが演出効果に十分見合う、費用対効果が高い演出制作サービスを提供すること
で、ロボットという新たな可能性をもつ演出機材が、エンターテイメント業界に
おいて継続的かつ安定的に利用されるようになることを目指す。
ロボットは、人間を超えるサイズ、力強く素早い動作、機械的でありながら有
機的な外見といった、観客に強いインパクトを与えることができる演出機材とし
て、エンターテイメント業界では高い需要がある。これまで演出用途のロボット
としては、産業用ロボット等の他分野で使用されるロボットを、演出向けに改造
したロボットが用いられることが多かった。しかし、こうしたロボットは演出で
重視されている「人間に近い外見」「可搬性（軽量であること）」「運用自由度の
高さ」といった機能的・外見的要件を満たしておらず、逆に演出ではあまり必要
とされない「頑健性・耐久性」
「動作の正確性」
「高度の安全性」といった要素に
コストがかけられているため、演出機材としてはコストパフォーマンスが悪いも
のであった。
本事業のように、ロボットの演出機材としてのインパクトの高さと、実際の興
行で使用可能なコストでの製作・運営の双方の両立を目指すビジネス展開を行う
企業は世界でも例がない（ロボットを使った演出を行う企業自体はある。しかし、
あくまでフルスクラッチ製作である）。採算性よりインパクトの高さを優先しや
すいエンターテイメント業界の中にあって、採算性を考慮してビジネスとして継
続的に成り立つ仕組みを構築する試みは、極めて先進的な取り組みであると考え
ている。
また、本プロジェクトで開発・運用を行う演出用ロボットパフォーマーはこれ
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が完成形ではなく、ロボット業界からエンターテイメント業界への橋頭保として
の役割を果たすものと考えている。本製品が業界に受け入れられることで、ロボ
ットが演出機材としてライブやイベントで使用される道筋がつき、ロボットのエ
ンターテイメント業界での需要が大きく拡大する可能性がある。このような、潜
在的なロボットの需要を喚起する製品として、本事業の結果開発される製品の役
割は大きなものであると考えている。
報告者らはソフトウェア工学・センシング技術・電気電子回路設計技術・メデ
ィアアート分野の技術・思想を背景に舞台演出・衣装への電子機器装着デザイ
ン・映像制作・制御デバイス開発・電子回路制御用ソフトウェア開発・3D プリン
タによる造形など自社で 1 つの製品の制作過程の多くを担っている。
また、年間約７0 回のドームやアリーナなどの公演に開発したシステムを提供
し、開発へのフィードバックを繰り返している。開発している LED 衣装に使用し
ている小型 LED 制御デバイスは 3 年間で 4 回の改良を行っており、ウェアラブル
用途としての装置のクオリティは現時点で世界随一である。3 年連続紅白歌合戦
へのシステム提供、海外での 10 万人参加の音楽フェスティバルでのパフォーマ
ンス、最新のライブツアーでは 130 体の LED スーツとドローン 5 機に装着した LED
を一斉制御するなど、LED を使用したパフォーマンスの演出という点で、世界で
も突出した業績がある。
このように、報告者らは演出制作に必要となる機材の開発から、演出内容の制
作、実施までを一貫して行う体制が整っており、実際にサービス運用を行ってき
た実績がある。これまでの業務経験は、ロボットを用いた演出制作サービスにも
十分に生かせるものであり、早期から顧客満足度の高いサービスを実現できると
考えている。
本プロジェクトで開発するロボットに類似するロボットを、ライブエンターテ
イメント業界で使用している競合他社は現時点で存在していない。ロボットを演
出に使用する例自体はいくつか存在し、例えば有機的に照明装置を制御できるシ
ステムとして近年舞台装置用に新しく登場したのが KINETIC LIGHTS 社などが提
供する照明制御システムがある。これは、ウインチを制御して天井にぶら下げた
照明を上下させることで有機的な演出を可能としている。これは上下運動という
1 軸のみの制御であるが、これまでの舞台装置にはなかった表現が可能となった
ことで登場から数年でライブエンターテイメントだけでなく展示会、商業施設で
のインスタレーションとして急速に利用が広がっている。
これに対し、本プロジェクトで開発するロボットは 3 軸制御・高速制御により
非常に有機的な表現が可能となる。床置きで使用することで人間の動きを模倣、
または人間ではできない動きを実現し、天井に吊るして照明装置を取り付けるこ
とで立体的な LED やレーザーの光線を表現できる。商業施設への応用にもビジネ
ス拡大のチャンスがあると考えている。
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【波及効果】
エンターテイメント業界では常に新しい技術が求められるため、ロボットパ
フォーマー自体に新しい技術要素の導入が、年々求められることは確実である。
また、産業用や医療用のロボットとは異なり、一部に突出した性能を示す技術（速
度、重量、正確さなど）であれば、耐久性やコスト等にやや難がある技術であっ
ても、本業界では運用法を工夫することで、現場にて使用できる可能性が高い。
こうした、実用までにいくつかのハードルがある新技術のテストベッドとして、
あるいは新技術の一般社会への「露出方法」としてエンターテイメント業界を活
用することは、双方の業界にとって有益である。これまでテストや実用化が難し
かった技術にも、活用の場が開ける可能性があると考えている。
また、報告者らが提供している LED 衣装は提供開始以来アーティストのライブ
ツアーでは定番となっており、舞台演出として一つの分野を作り出している。報
告者らでは現在ライブにおいて観客が持つペンライトの個別制御を現在発売さ
れているものより高精度・大量制御可能なものをペンライトの製造会社と共同開
発している。単に光るだけだった衣装が音楽や振付と同期し、単に光るだけだっ
たペンライトをスタジアムの会場全体で波や炎などを想起させるような壮大な
演出装置に変えることに挑戦しており、今回提案するロボットでの演出によって
さらに壮大で有機的な演出が実現可能となり、エンターテイメント業界の演出手
法の新たな展開を促すことになると確信している。
【社会性】
本プロジェクトはエンターテイメント業界に特化した事業であるが、ベースロ
ボットをカスタマイズする方式や、シミュレータを活用して短期間でプログラミ
ングを行う方法自体は、他の業界へのロボット展開にも応用可能である。すなわ
ち、ある業界におけるニーズを満たす共通の機能を持つベースロボットを製作し、
用途毎にカスタマイズする方法を用いることで、低コストで必要十分な機能をも
つロボットを製作可能になると考えている。
報告者らは 2014 年から演出用ロボットの試作、運用を実験的に行っており、ロ
ボット演出サービスに関するノウハウを獲得している。佐川電子株式会社と共同
で製作した、演出機材としての電飾付き外骨格ロボットを 10 回以上のイベント
で実際に運用したことで、演出ロボットに求められる機能、製作費として妥当と
考えられるコストの範囲、製作期間、および運用上の課題など、多くの知見を得
た。これらの知見を活かすことで、現実的なロボットによる演出サービスを展開
できるものと考えている。
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図-1 演出機材としての電飾付き骨格ロボットの使用例
また、2015 年には本プロジェクトのロボット製造を委託する予定であるマッ
スル株式会社と共同で、ロボットのプロトタイプを試作し、機能や実装コスト等
についての予備実験をおこなった。この実験結果により、予定している機能をも
つロボットパフォーマーが技術的に実現可能であることを確認している。報告者
らがロボットの機能要件の定義を行い、マッスル株式会社に外注形式で製作を依
頼する形態をとることで、ロボットパフォーマーを実際に製造することが可能で
ある。プログラム制作ソフトウェアに関しては、LED 衣装の点灯パターン制作・
制御プログラムの制作と機能的に共通する部分が多いことから、このソフトウェ
アにマッスル株式会社から提供されるロボット制御用の API を組み込む方式を用
いることで、スムーズな開発が可能になる。
2-2

目的
本プロジェクトでは、演出に必要とされ要件にのみ特化したベースロボットで
ある「ロボットパフォーマー」を製作し、これを用いたロボット演出制作サービ
スのビジネス展開を行う。ロボットパフォーマーは、演出毎に必要とされる機能
を容易に交換できる構造をもち、短期間・低コストで演出に必要とされる機能の
みをもつロボットを組み上げることができる。さらには、演出目的に特化して開
発するロボットシミュレータと遠隔ティーチングシステムを使うことで、ロボッ
トの動作のプログラムの制作期間を従来の 1/4 程度に短縮できる。ロボットはイ
ベント毎にカスタマイズして貸し出す形態をとる。公演毎にロボットのベース部
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分を再利用してカスタマイズを行う方法により、量産化が難しい演出用ロボット
を従来の 1/4 のコストで、なおかつ製造期間を従来の 1/3 で提供することが可
能となる。
モデル事業を実施する 10 か月の間に「ロボットの生産期間の短縮」
「ロボット
の生産コストの削減」「演出プログラムの制作期間の短縮」「顧客満足度の向上」
の 4 項目を実現することを成果目標とする。以下、それぞれの項目について具体
的に述べる。

図-2 従来手法の課題と提案手法
1: 演出用ロボットの生産期間を、フルスクラッチで生産する場合の 1/3 とする。
多くイベントにおいて演出の内容が大枠で決定する時期が、開演当日から 2
ヶ月程度前であることから、2 ヶ月以内での製作を可能とすることが、演出家も
しくは舞台装置の製造企業から求められている。
2: 演出用ロボットの生産コストを、フルスクラッチで生産する場合の 1/4
とする。
過去において、ロボットを演出機材として使用するケースにおいて、ロボット
を単体で使用する例はほとんど存在しない。複数のロボットの動作の「同期」と
人間との「共演」により、高い演出効果を狙う手法が取られる。しかし、ロボッ
トは単価が高いことから、複数のロボットを同時に使用することがコスト的に難
しく、演出への使用が実現しない例が多数見られた。
特に、近年では円形のステージを使用して、観客が 360 度方向からステージ
を見るようなケースが増えている。このような形状のステージでは、最低でも 4
体以上のロボットを配置しなければ、観客の位置によってはロボット自体が視野
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に入らない可能性がある。
一方で、ロボット等の大型の演出機材に使用できる予算は、公演の規模によっ
てばらつきはあるが、上限が決まっている。大規模ステージにおける公演の予算
規模では、従来は 1-2 体のロボットしか製作することしかできなかった。つまり、
4 体以上のロボットを演出に使用できるようにするためには、生産コストを従来
の 1/4 程度に低減する必要がある。
3: 演出プログラムの作成期間を 1/4 (2 か月→2 週間) とする
一般的に演出用機材の完成が、開演 1～2 週間前となることから、演出用ロボ
ットについても同様のスケジュールで製作がなされることになる。演出プログラ
ムの製作は、基本的にロボットの製作が完了に近づいてから開始されるため、2
週間程度（通常の演出プログラムの製作期間の 1/4 程度）でプログラムを完成さ
せる必要がある。
4: ロボットの演出における外見的特徴、表現力が、顧客の期待に沿うレベル
に達すること。
産業型ロボットを流用する手法では、ロボットの外見や構造、機能等に制約が
生じるため、顧客が期待の沿う十分な表現力、および外見的インパクトを持たせ
ることが難しかった。この要望に応えるため、本プロジェクトで製作するロボッ
トパフォーマーは、人間に近い外見（人間の腕の構造により近い形状）をもち、
外見のカスタマイズが柔軟に行える構造を持っている。この機能が、顧客の要請
に十分の応えられているかについて、顧客へのアンケートを通して検証する。
また、短期で演出プログラムを製作する仕組みを導入したことにより、顧客か
らの頻繁な動作内容の変更等についても、柔軟かつ短時間で対応することが可能
となる予定である。これに関しても、従来の機材（報告者らが製作したロボット
等）と比較して、対応が短期で行えていることを、実際の作業記録等を通して確
認する。
3. プロジェクト概要
本プロジェクトの目標を達成するためには、カスタマイズ性の高い演出用ロボ
ット（ロボットパフォーマー）と、ロボットの演出用プログラムの制作用ソフト
ウェアの開発が必須である。以下、これらの機能的要件と、技術的な実現方法に
ついて説明する。
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3-1 製品の開発
3-1-1

ロボットパフォーマー（RP-BASE）

演出用ロボットを短期間かつ低コストで製作するために、演出で求められるロボ
ットの共通的な機能をもつベースロボットであるロボットパフォーマー（Robot
Performer BASE; RP-BASE) を開発し、これを基礎として演出毎に必要な機能を
取り付けるという生産方法をとる。このようにすることで、従来法に比べて以下
の改善が期待できる。
・製作コストの低減：
共通的な機能をもつロボットパフォーマー(RP-BASE)はある程度の数を量産でき
るため、一点ものの専用ロボットを個別生産する方法に比べると、生産コストを
低減できる。
・生産期間の短縮：
RP-BASE をあらかじめ量産しておき、これをベースに演出毎の機能を追加するこ
とで、製作期間の大半をカスタマイズの時間にあてることができる。これにより、
制作期間を大きく短縮できる。
・演出家の要請に応える表現能力の実現：
報告者らのライブ業界での経験から、演出ロボットに求められる共通的な機能・
特徴についての知見が得られている。具体的には、下記の機能・特徴である。
物理的な特性に関する要件:
・アーム形状（人間の腕や脚の形状に近い形状）
・人間に近い運動性能（高速な動作）
・人間を超えるサイズ（最小で 2m 以上）
機能面に関する要件:
・アーム部への外装の取り付け（外見の変更が容易であること）
・アーム先端部への装置の取り付け（レーザー、ワイヤーなどが取り付けられる
こと）
・ステージの他、トラス、フロート等への取り付け（設置場所の柔軟性、電源選
択の自由度）
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図-3 ロボットパフォーマーを使用した演出例
このような、演出に必要なロボットを予め作成しておき、物理的な制約や運動性
能、機能などを予め演出家等に明示することで、演出家がロボットの演出への導
入イメージがつかみやすくなる効果が期待できる。また、機能の交換に必要とな
る予算を明示できることで、演出家からの過度の機能変更についても抑制するこ
とが可能になる。さらに、演出家がロボットに求める機能を可能な限り盛り込ん
でおくことで、演出家が必要とする機能をもつロボットを製作できる可能性が大
いに高まる。これらにより、結果的に顧客満足度を高めることができると考えて
いる。
本プロジェクトでは、上記の要件を満たすために、下記の形状・機能をもつ演
出用ロボットのベースロボットとなる、ロボットパフォーマー(RP-BASE) を開発
する。
基本機能と外見的特徴：
ロボットの形状は、演出家から要請されることが多い、人間の腕や脚の形状に近
い外見とし、人間に近い運動性能を得るために、垂直多関節（4 自由度）構造と
する。ロボットのアームを人間が動かした状態を記憶し、シーケンスデータとし
て出力する、ティーチング機能を実装する。また、人間の入力したデータをスム
ージングし、滑らかな動きに変換するスムージング機能、および複数のシーケン
スを連結したときに、シーケンス間を矛盾なくつなぐ「シーケンス連結機能」を
ソフトウェア的に実装する。これらは、演出ロボットの基本制御機能の一部とし
て作成する。
人間に近い運動性能と形状の実現（要件 A. B.）: ロボットの軽量化のために、
11

一般的にアーム素材として用いられるアルミニウム等の代わりに、鋼材等と比べ
て比強度及び比弾性率（比剛性）で優れた機械的な特性をもち、腐食性が低く、
軽量であるカーボンファイバー等の新素材を使用する。ロボットの関節を軽量化
する必要がある一方で、アクチュエータおよび電源等の動力源関連の機器の重量
が重いことから、アーム関節部に直接取り付けると、運動性能を阻害する恐れが
ある。このため、リンク機構を導入して駆動源を関節と分離し、ロボットパフォ
ーマーの取り付け部位に近い位置に配置できる構造とする。
アーム部への外装の取り付け（外見の変更が容易であること）(要件 C): ロボッ
トの骨格構造を工夫して外装の取り付け方法や規格を標準化し、ワンタッチで変
更可能な外装を備える。
アーム先端部への装置の取り付け（レーザー、ワイヤーなどが取り付けられる
こと）(要件 E): ロボットのエンドエフェクター構造を工夫してアーム先端部へ
の装置取り付け方法や規格を標準化し、ワンタッチで変更可能なエンドエフェク
ター取り付け機能を備える。特に、電源供給の必要な機材を取り付ける可能性が
高いことから、DC5-12V の電源供給が可能なコネクタを先端部に備える。このと
き、電源ケーブル等に関してはアーム内部を経由するように配線し、外観への影
響を防ぐ。

図-4 開発する演出用ベースロボット(ロボットパフォーマー)の特徴
ステージの他、トラス、フロート等への取り付け（設置場所の柔軟性、電源選択
の自由度）(要件 F): 取り付けの自由度を確保する為ロボットのベース部と設置
場所の間にアタッチメントを挟む事により設置方法や設置寸法の違いを吸収す
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る。ロボットの形状や取り付け部の寸法は都度変更しない。また軽量化により総
重量を 20kg-50kg とし、トラスに取り付けられる一般的な照明器具等の重量を
超えないようにする。これにより、トラスの耐荷重制限をクリアするとともに、
設営時、運搬時に特殊な搬入機器を必要としないようにする。
巨大ロボット製作要求への対応（要件 G）
：3m を超える人型の物体を動かしたい
という演出側の要請に応える手法として、黒子ロボットと呼ぶ手法がある。これ
は、プラスチック、バルーン素材等の軽量な素材で作成した大型の人形を、背後
のアーム上状のロボットを用いて動かすことで、人形全体をロボットとして作成
する場合に比べて、低出力で大きな物体を動かすことができる仕組みである。こ
れに関し、ロボット実装の委託を予定している協力企業のマッスル株式会社にお
いては、本手法を用いたロボットの製作を行っている。この手法を応用し、
RP-BASE を黒子ロボットの人形用操作用パーツとして使用することで、より大き
な人形を動かすことが可能になる。この実現のために RP-BASE を、6 台（24 軸）
以上同時に連動して動作させることができる、集中制御システムの開発と実装を
行う。
基礎的な安全対策： 演出用ロボットは、ステージ上などで人間の共演者の近く
で動作することが想定されることから「安全ロック（誤動作、誤操作の防止）」
「フ
ェイルセーフ（電源喪失時の安全停止）」
「設備保護被覆（機械装置に触れること
による指詰め、感電、熱傷、裂傷の発生などを防止する保護被覆）」等の基礎的
な安全対策を施す必要がある。ただし、一定の運動性能と外見的な特徴を保つこ
とを重視する以上、完全に安全な装置として製造することは難しい。このため、
演出用の機材については一般的に基礎的な安全性のみを担保し、安全使用のため
の運用ルールに設けることで、安全を確保する方法が一般的となっている。本研
究で開発する演出用ロボットについても同様に、基礎的な安全対策を施す一方で、
運用ルールの策定によって安全性を確保する方式を用いる。
3-1-2

演出制作ソフトウェア

ロボットパフォーマーを作っただけでは演出には使用できない。ロボットの動作
のプログラミングを行うことで、初めて演出に使用することができる。ロボット
の演出プログラムは、一般的にロボットの製作が終了した時点から行われる。し
かし、いかに製作期間を短縮したとしても、ロボットの製造開始が開演 2 か月前
からになる以上、ロボットの完成は開演の直前（1～2 週間前）になると考えられ
る。そのため、ロボットが完成する前にプログラムの開発を可能にする仕組みと、
極めて短期間にプログラムの修正・変更が行える動作シーケンスの編集機能が必
要となると考えられる。さらに、実際に開演後にロボットの動作を制御できる制
御機能をもつソフトウェアも必要となる。本プロジェクトは、これらについての
開発を行う。
開発するロボットの演出用プログラムの製作、運用に必要となるソフトウェア
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の機能は「シミュレーション機能」
「シーケンス編集機能」
「同期制御機能」の三
つである。以下では、これらの機能の概要とその実現方法について述べる。
A. シミュレーション機能
コンピュータ上で仮想的な三次元空間上にステージ等を作成し、その空間上に製
作予定のロボットを配置して、他機材や出演者と同時に動作させた場合の演出効
果について検証することができる、統合的なステージシミュレーション（ロボッ
トシミュレーション）を行うソフトウェアを開発する。このような、事前に演出
効果を確認できるソフトウェアを開発することで、実際にロボットが完成するよ
り前に、ロボットを用いた場合にどのような演出効果が得られるかを確認するこ
とができるようになる。これにより、演出プログラムの制作開始タイミングを早
めることができ、製作期間を長くとることが可能になる。
B. シーケンス編集機能
ロボットの一連の動作を「シーケンス」として管理し、連結、修正等が行える
シーケンス編集機能を実装する。課題 1 により実装するティーチング機能では、
学習された動作パターンはシーケンスデータに変換される。このシーケンスデー
タを読み出して視覚的に表示し、UI を用いてそれらのデータの修正（再生速度の
変更、動作開始・停止タイミングの変更等）、シーケンスデータのパーツ化を行
うことができる機能を実装する。
また、パーツ化された複数のシーケンスを連結することで、新たなシーケンス
を生成する機能を実装する。演出制作を行う前に、あらかじめ多数のシーケンス
をパーツ化してライブラリとしておくことで、実際に演出を製作する段階ではパ
ーツを連結する作業だけでよくなるため、大幅に演出プログラムの制作期間を短
縮することができる。このような編集方法は、他の演出機材で一般的に用いられ
る手法であるため、演出機材のプログラミングを行う技能のある技術者であれば、
特別な学習をすることなくプログラミング（シーケンスの編集）を行うことが可
能になる。
3-1-3

通信制御システム

ロボットパフォーマーは、ステージやフロートのような、観客から注目を浴びる
地点に設置して使用することを想定している。そのため、ロボットパフォーマー
を操作する場合には、ステージなどから離れた位置から操作を行なわなくてはな
らない。これを実現するために、ロボットパフォーマーを遠隔操作することがで
きる、通信制御システムを構築する必要がある。ステージでの使用において特に
問題となるのは、ステージと遠隔操作を行なう端末との間の通信方法(無線、有線、
通信プロトコル等)を、ステージの業況に応じて変更しなければならないことであ
る。
たとえば、通信制御システムの通信手段が有線による方式しかサポートしていな
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い場合、フロート(電動車)のように移動するステージの上にロボットを設置する
ことができなくなる。また、特定の無線通信方式 (2.4GHz/WIFI 等) しか使用で
きない仕様となっていると、無線の通信環境が極めて悪い会場(例えば東京ドーム
など)においては通信が正常に行なうことができず、制御不能に陥いる可能性があ
る。このため、通信方式をある程度自由に選択できるように、通信制御システム
を構築しておく必要がある。
本プロジェクトでは、ロボット単位でモーターの制御を集中的に行なう直接制御
用 PC を用意し、遠隔制御用 PC から何らかの通信手段で受けとったコマンド
を直接制御用 PC にて一旦解釈してモーターの駆動に必要なコマンド群に変換
し、これをモーターを駆動するための専用のネットワークを用いて伝達する構成
をとった。このようにすることで、遠隔制御用 PC と直接制御用 PC との間は、
状況に応じて様々な通信手段を自由に選択できるようになり、ステージの状況に
応じた柔軟な対応が可能になると考えられる。
3-2

ビジネスモデル検証

3-2-1

モデルケース A での検証

1000～3000 人規模の短期イベントをターゲットとした試験を実施する。従来は
大型のロボットを採算ベースで運用することが難しかった、1000 人規模および 1
日～数日という短期のイベントにおいて、ロボットパフォーマーと演出プログラ
ムを使用した演出制作が、ビジネスとして成り立つものであるかについて検証す
る。具体的にサービスを適用するイベントとしては、次のような規模・内容のイ
ベントを想定している。
・LDH 社の主催する、1000～3000 人規模のダンス・クラブイベントでの使用
（想定会場：新木場 ageHA、品川ステラホール等）
・舞台パフォーマンスを行うグループの 1000 人規模の公演（想定会場：zepp
クラスの地方のホール等）
・NHK 紅白歌合戦等の大型歌謡番組での収録（想定会場：NHK ホール、幕張メ
ッセ等）
いずれのイベントも、実施期間は１～３日程度と期間が短く、収容人数が 1000
人～3000 人と小～中規模のイベントであり、制作に使用できる予算が低く、従
来の大型のロボットを運用することはコスト的に不可能であった。これらのイベ
ントで使用可能な演出用ロボットを制作し、製作費、製作期間、運用コスト等に
ついて調査し、想定するコストの範囲でサービスが提供できるかについて検証す
る。
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3-2-2

モデルケース B での検証

1 万人～5 万人規模の大規模会場での中長期イベントをターゲットとした実証試
験を実施する。具体的にサービスを適用するイベントとしては、次のような規
模・内容のイベントを想定している。
・アリーナ規模の公演（1 万人規模、公演回数 25 回程度）
・ドーム規模の公演（5 万人規模、公演回数 10 回程度）
この規模のイベントは、予算規模的には大型のロボット機材の制作が可能である
が、カスタマイズ性の低さ、製作期間の長さ、外見に対する制約等の問題があり、
十分な顧客満足度が得られにくいという問題があった。これについて、想定する
制作コストの範囲内で、十分な顧客満足度が得られるサービスを提供できている
かどうかを検証する。
また、全国の複数の会場を移動しながら公演することから、短期間のイベントで
は検証することが難しい「設置、撤去、運搬、保管」といった周辺作業にかかる
コストについて、このイベントを通して検証を行う。

4. 実施内容
4-1

製品の開発実施

4-1-1
4-1-1-1

ロボットパフォーマー（RP-BASE）の開発
ロボットパフォーマー（RP-BASE）0 号機の開発

ロボットパフォーマー1 号機の製作に向けて開発を進めていたが、納期までに
ロボットパフォーマーの部品調達が間に合わず、想定していた 1 号機ではない部
品でのテスト用機体として 0 号機の開発を行った。
(1)仕様
ロボットパフォーマーの各軸の動作範囲と外形、使用しているモーターの仕様
は、1 号機では先端部分はモーター出力 100W の CM2-P-56B10C、それ以外で
はモーター出力 400W の CM2-P-60A40C を使用予定であったが、0 号機では部
品の手配が間に合わず先端部分ではモーター出力 400W の CM2-P-60A40C、そ
れ以外ではモーター出力 200W の CM2-P-60A20C を使用している。
ロボットパフォーマー0 号機の詳細は次項の機能試験で示すが、0 号機の仕様
では高速動作には対応できず、先端部分のモーター2 軸の機構の排除、ロボット
16

パフォーマーの上部の素材変更によって簡易的な機能試験を行い、改善策の検討
を行った。

(a)実寸図
(b 動作範囲(回転角度)
図-5 ロボットパフォーマー0 号機の各軸の動作範囲と外形図

表-1 ロボットパフォーマー0 号機の各軸の動作範囲
番号
取付位置と各軸の動作方向
動作範囲
下アームの pan 方向（旋回）
-180°から+180°
1
下アームの tilt 方向（傾き）
-60°から+60°
2
上アームの tilt 方向（傾き）
-135°から+135°
3
先端（雲台）の pan 方向（旋回）
-180°から+180°
4
先端（雲台）の tilt 方向（傾き）
-135°から+135°
5
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表-2 ロボットパフォーマー用の出力 100W~400W のモーター仕様
(http://musclecorp.com/download/data/mdbc_cm2_17501b-01.pdf より抜粋)
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(a)全体図

(b)先端部(上)
(c)アーム部の屈曲(下)
図-6 ロボットパフォーマー0 号機の実機写真

(2) 機能試験
ロボットパフォーマー0 号機の動作速度を計測したところ、モーターを 5 軸使
用した状態では目標としている人間に近い高速な運動性能からは大きく外れて
いた。目標としている、「人間を超えるサイズで人間に近い高速な運動性能」を
達成するため先端部分のモーター2 軸の機構の排除し、上部アーム部分をアルミ
素材から発泡スチロール素材に変更し機能試験を実施した。
0 号機での機能試験としては、ロボットパフォーマーの各モーターが 90°動作
するのに何秒かかるかを測定した。90°動作させる速度を少しずつ上げていき、
モーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの電源が落ちる）ま
で実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高速度とした。90°
動作させた場合のモーターのシーケンスデータの例を下図に示す。
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図-7 90°動作時のシーケンスデータの例
上図で示すデータから導出されるモーター出力、機構、ロボットパフォーマー
の重量から計算した PC 上でのシミュレーション結果と実機での計測値を以下に
示す。ロボットパフォーマーの各軸の動作方向の概略図を下図に示す。
0 号機での 90°動作の速度試験結果
シミュレーション
番号
取付位置と動作方向
での理論上の速度
下アームの pan 方向
1.2 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
1 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.6 秒/90°
3
表-3
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ロボットパフォーマー
0 号機実機での計測値
1 秒/90°以上
0.6 秒/90°
1 秒/90°以上

(a)上部アーム tilt

(b)下部アーム tilt
(c)上部/下部アーム直立
図-8 各軸の動作方向の概略図

例として BPM120 の音楽の 1 拍に合わせて 90°だけロボットパフォーマーを
動作させると考えると、0.5 秒で 90°動作する必要がある。また、BPM120 の音
楽の半拍で 90°だけロボットパフォーマーを動作させると考えると、0.25 秒で
90°動作する必要がある。音楽の拍に合わせて振付を行うストリートダンスのよ
うにロボットパフォーマーを動作させる場合、音楽の 1 拍や半拍のタイミングに
合わせてロボットパフォーマーが始動する、停止する、向きを変えることでロボ
ットパフォーマーが音楽に合わせて踊っているかのような演出が可能となる。ロ
ボットパフォーマー0 号機での速度試験結果では、ロボットパフォーマーのすべ
ての軸で 0.5 秒/90°に達しておらず、人間が踊っているかのようにロボットパフ
ォーマーを動作させることを実現できていない。次項ではロボットパフォーマー
0 号機での問題点を明確にし、目標とする動作を達成するための改善策を検討し
ていく。

図-9 先端部分の機構を変更し上部アームの素材を発泡スチロールにした様子
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(3) 問題点
ロボットパフォーマー0 号機の開発で判明した問題点を以下に列挙する。
・ロボットパフォーマーの素材としてアルミ素材では重く、高速動作には適し
ていない。
・先端部分にモーターによる 2 軸の機構が存在することで、軽量化が難しい。
・下アーム tilt 方向のギアのバックラッシ（ギアのズレ）が大きく、停止する。
際に大きく揺れるため、ダンスで急に動きを止めるような動作を実現できない。
・求めている高速動作に対してモーターの最大出力が小さく、速度を上げると
すぐにモーターがフリー（モーターが過負荷になりモーターの電源が落ちる）と
なる。
・先端部に 2 軸のモーターが存在していることで全体の構造が複雑になってい
る。
ロボットパフォーマー0 号機での実機テストにより判明したこれらの問題点を
踏まえ、次項では 1 号機へ向けての改善案を検討する。
(4) 次号機への改善案
ロボットパフォーマー0 号機の実機テストを踏まえ、1 号機で想定していた機
構を変更し、目標とする高速動作に近づけていく。
先端部分にレーザーや LED などを取り付け、先端部分の機構によってそれら
を動作させることでロボットパフォーマーの様々な姿勢でムービングライトの
ように演者の方向に光源を向けるなどの演出を想定していたが、先端部分に機構
が存在することでロボットパフォーマー全体の機構が複雑となり、ロボットパフ
ォーマーの重量も大きくなることから先端部分の機構を排除することにした。先
端部分に機構がない場合でも、先端にレーザーや LED を取り付けてロボットパ
フォーマーを動作させることで光源を指定した方向に向けることは可能である
ため、目標である高速な動作を最優先としてロボットパフォーマーの軽量化を目
指す。
0 号機の実機テストにより、アルミ素材では現状のモーター出力だと高速な動
作が実現できないことが判明した。1 号機ではカーボンパイプを使用することで
大幅な軽量化を実現し、高速化を目指す。
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(a)実寸図
(b)動作範囲(回転角度)
図-10 ロボットパフォーマー1・2 号機の各軸の動作範囲と外形図
4-1-1-2

ロボットパフォーマー（RP-BASE）1・2 号機の開発

ロボットパフォーマー0 号機の実機テストでの問題点の検証結果から、上図に
示すような修正を行ったロボットパフォーマー1 号機・2 号機の開発を行った。1
号機、2 号機は同じ性能であり、2 台同時に実験を行うことで制御ソフトウェア
やロボットパフォーマーの機構的な問題による動作の不具合の検証を行う。
(1)仕様
モーターは軽量化のため先端部分の 2 軸を除き、モーター出力 400W の
CM2-P-60A40C を 3 つ使用した。ロボットパフォーマーの下部分に pan 方向（旋
回）、tilt 方向（傾き）用のモーターが各 1 つ、ロボットパフォーマーの上部を動
作させる tilt 方向用のモーターが 1 つとなる。ロボットパフォーマー1・2 号機の
実機写真を下図に示す。ロボットパフォーマー0 号機での実機テストでの問題点
の検証から、上部アーム部分をカーボンパイプにすることで軽量化、動作の高速
化を目指した。
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(a)上アーム tilt

(b)上/下アーム tilt
図-11 1・2 号機の実機写真

(c)下アーム tilt

(2) 機能試験
1・2 号機での機能試験として、0 号機と同じくロボットパフォーマーの各モー
ターが 90°動作するのに何秒かかるかを測定した。90°動作させる速度を少し
ずつ上げていき、モーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの
電源が落ちる）まで実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高
速度とした。モーター出力、機構、ロボットパフォーマーの重量から計算した
PC 上でのシミュレーション結果と実機での計測値を下表に示す。
1・2 号機での 90°動作の速度試験結果
シミュレーションで
ロボットパフォーマー
番号
取付位置と動作方向
の理論上の速度
1・2 号機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.7 秒/90°
0.45 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
0.9 秒/90°
0.75 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.3 秒/90°
0.25 秒/90°
3
表-4

速度試験結果から、上アームの tilt 方向は 0.25 秒/90°となっており、BPM120
の音楽だと半拍の間に動作を開始して停止することが可能となり、人間が踊って
いるときと同じような速度での動作が実現できている。下アームの pan 方向は
0.45 秒/90°であるため、BPM120 の音楽だと 1 拍の間に動作を開始して停止す
ることが可能となり、音楽に合わせて踊っているような表現が可能な速度となっ
ている。下アームの tilt 方向に関しては 0.75 秒/90°しか速度が出ておらず、音
楽の 1 拍の長さに合わせて動作させることは実現できていない。
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また、各モーターを 90°だけ動作させ、止まった瞬間に逆方向に同じ速度で
90°動作させる、という動作を繰り返す反復運動を 5 回行い、モーターがフリー
にならない最高速度を求めた。ロボットパフォーマーの各軸の反復動作の概要を
下図に示す。反復動作時の最高速度を下表に示す。

(a)上アームの反復動作

(b)下アームの反復動作

(c)上/下アームの直立状態

図-12 各軸の反復動作の概略図
1・2 号機での 90°動作を往復させる反復動作の速度試験結果
ロボットパフォーマー1・2 号機実機での
番号
取付位置と動作方向
計測値
下アームの pan 方向
0.5 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
1.35 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.3 秒/90°
3
表-5

ロボットパフォーマーの各軸を 90°だけ動作させるのを繰り返す反復運動の
動作速度を計測することによって、音楽の拍に合わせて一定のリズムでステップ
を続けるダンスのようにロボットパフォーマーを動作させる、という演出時のロ
ボットパフォーマーの性能を調べた。下アームの pan 方向と上アームの tilt 方向
は 0.5 秒/90°と 0.3 秒/90°という速度試験結果になり、BPM120 の音楽だと 1
拍（0.5 秒）に合わせてロボットパフォーマーが音楽に合わせて踊っているよう
な表現方法が可能となる。下アームの tilt 方向は反復動作では 1.35 秒/90°しか
速度が出ないため、BPM120 の音楽だと 3 拍（1.5 秒）の動作を繰り返すことし
かできない。これだとかなり低速になり音楽に合わせてロボットパフォーマーが
動作している、という演出にはならない。
1・2 号機の 2 台を用いて、同じ動作を行った場合にズレがないか、連続動作
をさせた場合に作成したシーケンスの時間とのズレがないかの試験を行った。
BPM120 のメトロノームの音のタイミングに合わせてロボットパフォーマーの
すべてのモーターを動作させる、というデータを 3 分間作成した。作成した 3 つ
のモーターのシーケンスデータを下図に示す。
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図-13 連続動作時の 3 つのモーターのシーケンスデータ
上記のシーケンスデータを用いて、1・2 号機の 2 台のロボットパフォーマー
を同時に起動させて 3 分間動作させたものを 3 回録画した。
① 各回において 2 台のロボットパフォーマーに動作のズレはないか。
② 3 回録画した記録映像を、映像編集ソフトを用いてスタートタイミングを
合わせて 1 つの映像としてまとめて確認し、動作のズレがないか。
③ 3 分間の間にメトロノームの音楽とのズレはないか（作成したシーケンス
データの時間軸と実際のロボットパフォーマーの時間軸のズレがないか）。
の 3 点の検証を行った。実験時の様子を下図に示す。映像ソフトウェアを用い
てズレがないか調べた結果、上記の 3 点すべてにおいてズレはなく、作成したシ
ーケンスデータは正しく実機で再生されていることがわかった。

図-14

連続動作実験時の様子
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(3) 問題点
ロボットパフォーマー1・2 号機の開発で判明した問題点を以下に列挙する。
・モーター出力 400W のモーターを使用することで 0 号機から動作速度の改
善はみられた。しかし、現状では巨大なロボットパフォーマーを人間が踊るのと
同じような速度で動作させた演出が自由にできるレベルにまでは達していない。
・ 上アーム部分をカーボンパイプにすることで、上アーム部分の速度は大幅
な改善ができた。しかし下アーム部分部分がまだアルミ素材のため下アームを音
楽の拍に合わせて動かすといった動作が実現できていない。
・ 下アームの tilt 部分のギアの構造が複雑になっており、ギアのバックラッ
シ（ギアのズレ）が大きい。ギアの構造を変更することでバックラッシを低減し、
急停止時の揺れによって想定している演出とズレがある部分を防ぐ。
ロボットパフォーマー1・2 号機での実機テストにより判明したこれらの問題
点を踏まえ、次項では 3 号機へ向けての改善案を検討する。
(4) 次号機への改善案
ロボットパフォーマー1・2 号機の実機テストを踏まえ、3 号機では大幅な軽量
化を目指す。まず、上アームだけであったカーボンパイプの使用を下アームにも
適応し、アーム全体の軽量化を行う。先端にモーター2 軸を設置した最初の設計
によって生まれていた複雑な構造を見直し、ギアの構成を簡素化することでバッ
クラッシの低減、速度増加を目指す。また、モーター出力 400W では速度が十分
ではなかった下部アームに関してはモーター出力 600W を使用することで高速
動作による高負荷に対応させる。
4-1-1-3

ロボットパフォーマー（RP-BASE）3 号機の開発

ロボットパフォーマー1・2 号機の実機テストでの問題点の検証結果から、次
の図に示すようにアーム部分すべてにカーボンパイプを使用し、大幅な軽量化を
行ったロボットパフォーマー3 号機の開発を行った。
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(a)直立状態

(b)上/下アームの tilt
図-15 3 号機の実機写真

(1)仕様
上アームの tilt 部分には出力 400W のステッピングモーターを使用し、出力不
足であった下アームの pan 方向と tilt 方向には出力 600W のステッピングモータ
ーを使用した。下アームにもカーボンパイプを使用する大幅な仕様変更になり動
作範囲も変更となった。3 号機の各軸の動作範囲、外形についても以下図と表で
示す。
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(a)実践図

(b)動作範囲(回転角度)
図-16 3 号機の各軸の動作範囲と外形図

表-6 ロボットパフォーマー3 号機の各軸の動作範囲
番号
取付位置と動作方向
動作範囲
下アームの pan 方向（旋回）
無限回転
1
下アームの tilt 方向（傾き）
-90°から+90°
2
上アームの tilt 方向（傾き）
無限回転
3
(2) 機能試験
3 号機での機能試験として、1・2 号機と同じくロボットパフォーマーの各モー
ターが 90°動作するのに何秒かかるかを測定した。90°動作させる速度を少し
ずつ上げていき、モーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの
電源が落ちる）まで実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高
速度とした。モーター出力、機構、ロボットパフォーマーの重量から計算した
PC 上でのシミュレーション結果と実機での計測値を下表に示す。
3 号機での 90°動作の速度試験結果
シミュレーションでの
ロボットパフォーマー
番号
取付位置と動作方向
理論上の速度
3 号機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.25 秒/90°
0.25 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
0.25 秒/90°
0.4 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.2 秒/90°
0.09 秒/90°
3
表-7
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速度試験結果から、上アームの tilt 方向は 0.09 秒/90°となっており、非常に
高速な動作ができることがわかった。この速度だと、BPM120 の音楽の半拍の長
さが 0.25 秒なので半拍で動く際にも余裕が生まれ、0.09 秒で 90 度動いた後 0.16
秒止まって、その後 0.09 秒で 90 度動いてまた 0.16 秒止まることで、半拍のリ
ズムに合わせて踊っているかのような動作が可能となる。下アームの pan 方向は
0.25 秒/90°となっており、BPM120 の音楽だとちょうど半拍の間に移動できる
速度を実現できた。ただ、下アームの高速動作時に土台にたわみが発生していた
ため、下アームの高速動作を安定させるには土台の安定化が必須となることもわ
かった。下アームの tilt 方向は 0.4 秒/90°となり、1・2 号機のアルミ素材から
は大きく高速化を実現できた。下アームの tilt 方向が 0.5 秒より速く 90°動作さ
せることができたことで、BPM120 の音楽であれば 1 拍のリズムに合わせてすべ
ての軸を使ってロボットパフォーマーが踊っているかのような動作を実現でき
るようになった。下アームの tilt 方向の高速動作時にはバックラッシ（ギアのズ
レ）が発生しており、高速動作後の急停止する際に少し振動してしまっている。
4・5 号機に向けてバックラッシをさらに軽減できれば、より安定した動作を実現
できる。
また、各モーターを 90°だけ動作させ、止まった瞬間に逆方向に同じ速度で
90°動作させる、という動作を繰り返す反復運動を 5 回行い、モーターがフリー
にならない最高速度を求めた。反復動作時の最高速度を下表に示す。
3 号機での 90°動作を往復させる反復動作の速度試験結果
ロボットパフォーマー3 号機実機での
番号
取付位置と動作方向
計測値
下アームの pan 方向
0.4 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
0.5 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.1 秒/90°
3
表-8

1・2 号機と同様に、ロボットパフォーマーの各軸を 90°だけ動作させるのを
繰り返す反復運動の動作速度を計測することによって、音楽の拍に合わせて一定
のリズムでステップを続けるダンスのようにロボットパフォーマーを動作させ
る、という演出時のロボットパフォーマーの性能を調べた。上アームの tilt 方向
は 0.1 秒/90°という速度を実現しており、1 回動作での最高速度と反復での最高
速度に大きな違いはなく、1 秒間に 90°動作を 5 往復できる性能があるため、人
間の腕と同様の長さで 90°往復させる動作としては人間には実現できない演出
が可能となった。下アームの pan 方向と tilt 方向も往復動作時に 0.5 秒/90°を
実現しているため、BPM120 の音楽であれば 1 拍のリズムに合わせて人間が同じ
動作を繰り返して踊っているときのような演出が可能となった。
また、3 号機から下アームの pan 方向、上アームの tilt 方向が無限回転に対応
したため、無限回転時の最高速度を求めた。実際には連続で 5 回転させる動作を
モーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの電源が落ちる）ま
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で実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高速度とした。無限
回転時の 2 軸の最高速度を下表に示す。
3 号機での無限回転時の速度試験結果
ロボットパフォーマー
番号
取付位置と動作方向
3 号機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.11 秒/90°
1
上アームの tilt 方向
0.08 秒/90°
2
表-9

無限回転時では、回転の途中でほぼ等速になっているため、180fps で記録でき
るハイスピードカメラを用いて動作の記録をし、映像編集ソフトを用いて、回転
の途中で等速になっている時点での 90°移動するのにかかるフレーム数から移
動時間を計測した。上の表に示すように 1 秒間に 2 回転、3 回転できる速度とな
り、特に上アームの tilt 方向では人間の腕を 360°高速に振り回している、と考
えると人間の能力を超えた速度での演出が可能となっている。下アームの pan 方
向も 1 秒間に 2 周できる速度が出ており、無限回転させることでフィギアスケー
トのターンを減速させずに動作し続ける、といったような演出がロボットパフォ
ーマーで可能となり演出としての幅が広がったと言える。

(a)下部アーム pan
(b)上部アーム tilt
図-17 無限回転時の最高速度
3 号機を用いて連続動作をさせた場合に作成したシーケンスの時間とのズレ
がないかの試験を行った。1・2 号機での連続動作の実験と同様に、BPM120 の
メトロノームの音のタイミングに合わせてロボットパフォーマーのすべてのモ
ーターを動作させる、というデータを６分間作成した。3 号機を起動させて、６
分間動作させたものを 3 回録画した。
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① 3 回録画した記録映像を、映像編集ソフトを用いてスタートタイミングを
合わせて 1 つの映像としてまとめて確認し、動作のズレがないか。
② ６分間の間にメトロノームの音楽とのズレはないか（作成したシーケンス
データの時間軸と実際のロボットパフォーマーの時間軸のズレがないか）。
これら 2 点の検証を行った。映像ソフトウェアを用いてズレがないか調べた結
果、上記の 2 点においてズレはなく、作成したシーケンスデータは正しく実機
で再生されていることがわかった。
(3) 問題点
ロボットパフォーマー3 号機の開発で判明した問題点を以下に列挙する。
・アーム部分全体にカーボンパイプを使用することにより軽量化に成功したが、
上アームの固定部分が下図のようにクランプで締めているだけなので、高速に動
作させた場合に上アーム部分のカーボンパイプが飛んでいってしまう可能性が
ある。
・全体的に軽量化・動作の高速化に成功したが、ロボットパフォーマーの高速
動作に耐えるためにロボットパフォーマーの根元部分を大きく、重い構造にした
ため下アームの pan 方向の動作時に重量アップの影響が出てしまった。
・ロボットパフォーマーの動作が高速化したため、土台への負荷が大きくなり
高速動作時に土台のたわみが発生するようになった。
・下アームの tilt 方向のギアのバックラッシ（ギアのズレ）は大幅に低減され
たが、まだ少し高速動作時にバックラッシによってアームが大きく揺れ、意図し
た演出とは異なる見え方になっている。
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図-18 上アームのクランプ固定部分
(4) 次号機への改善案
ロボットパフォーマー3 号機の実機テストを踏まえ、最終版である 4・5 号機
では実際の現場での使用を考えて安全面・安定性の強化を目指す。上アームの固
定部分が弱くカーボンパイプが高速動作時に飛んでいってしまう可能性がある
部分に関しては、クランプ固定だけでなくカーボンパイプに穴を開け、抜け止め
を取り付けることで上アーム部分の分離を防ぐ。高速動作に耐えるためにロボッ
トパフォーマーの根元部分が重くなっていたが、実機テストを踏まえて全体的な
軽量化を図ることで下アームの pan 方向の動作の高速化を目指す。また、全体的
な高速化によって土台のたわみが発生したため、土台部分の大幅な変更を行う。
土台の地面への接地面積を増やし、たわみ、揺れによるロボットパフォーマーの
動作への影響を削減する。クライアントへのヒアリング時に上アーム部分への別
の装置、装飾品の取り付け方法の確認があったため、上アーム部分に別の装飾品
を取り付けるための穴を開けることにした。
4-1-1-4

ロボットパフォーマー（RP-BASE）4・5 号機の開発

ロボットパフォーマー3 号機の実機テストでの問題点の検証結果から、アーム
下部の大幅な軽量化、ギアのバックラッシの軽減、安全性を考慮したストッパー
の取り付け、土台の変更など全体的な見直しを行った最終版となるロボットパフ
ォーマー4・5 号機の開発を行った。
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図-19 4・5 号機の実機写真
(1)仕様
モーター・各軸の動作範囲は 3 号機から仕様の変更はない。3 号機の動作実験
において高速動作時の下アーム部分にかかる負荷を調べることで下アーム部分
の大幅な軽量化を行った。軽量化を行った部分の写真を下図に示す。

図-20 下アーム部分の軽量化の実機写真
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3 号機で上アームの固定部分がクランプ固定だけで外れてしまう可能性があ
ったため、カーボンパイプにピンを貫通させて抜け止めを差し込んだ。このピン
により万が一クランプが外れた場合でもカーボンパイプが飛んでいくのを防ぐ。
3 号機では動作の高速化によって土台がたわむ、という問題が発生した。4・5 号
機に向けて土台の改良を行った。土台の写真を以下に示す。これまでの土台は搬
入出の利便性を考慮して地面に全体が接地する構造を取らず、土台にロボットパ
フォーマーを設置したままキャスターによって移動が可能であった。この構造だ
と高速動作時のたわみを軽減するのが難しく、土台自体は接地し、ロボットパフ
ォーマーは取り外してキャスターで移動可能、という構造に変更した。
また、4・5 号機の仕様から電源容量を計算し、バッテリー駆動を実現させた。
以下にバッテリー駆動時の電源の写真を示す。展示会や短期のイベントなどで三
相 200V を設置場所に準備できない場合も多く、バッテリー駆動により高さ制限
がなければ設置難易度は大幅に下がったと言える。
クライアントへのヒアリング時に確認のあった、上アーム部分への装飾品取り
付け用の穴を開けた。この穴を使用して小型レーザーモジュール、小型カメラ、
その他の装飾品を取り付けることで様々な演出が可能となる。

図-21 上アーム部分の抜け止め部分の写真
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図-22 バッテリー写真

図-23 ４・5 号機用の土台写真
36

図-24 上アームへの装飾品取り付け用穴の写真（先端側）

図-25 上アームへの装飾品取り付け用穴の写真（根元側）
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(2) 機能試験
4・5 号機での機能試験として、3 号機と同じくロボットパフォーマーの各モー
ターが 90°動作するのに何秒かかるかを測定した。90°動作させる速度を少し
ずつ上げていき、モーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの
電源が落ちる）まで実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高
速度とした。実機での計測値を下表に示す。
4・5 号機での 90°動作の速度試験結果
ロボットパフォーマー
番号
取付位置と動作方向
4・5 号機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.25 秒/90°
1
下アームの tilt 方向
0.3 秒/90°
2
上アームの tilt 方向
0.09 秒/90°
3
表-10

速度試験結果から、3 号機から機構に変化がなかった上アームの tilt 方向に関
しては 3 号機と同様の結果になった。上アームに関しては最初に想定していた人
間よりも高速な動作を実現できているためこれ以上性能の向上は現時点では必
要ないかと考えている。下アームの pan 方向に関しては 3 号機から最高速度自体
には変化がなかった。しかし、実際にはアーム部分の軽量化によって土台のたわ
みや揺れが大幅に改善されていた。長期間での安定動作を考えると、軽量化によ
る揺れの軽減は意味があったと考える。下アームの tilt 方向は、3 号機までの一
番の課題となっていたバックラッシ（ギアのズレ）が機構を変更して軽減できた
ことにより、3 号機より高速化を実現できた。高速化・バックラッシ（ギアのズ
レ）が軽減したことにより、ロボットパフォーマー全体としてスムーズな動作が
実現できた。
また、各モーターを 90°だけ動作させ、止まった瞬間に逆方向に同じ速度で
90°動作させる、という動作を繰り返す反復運動を 5 回行い、モーターがフリー
にならない最高速度を求めた。反復動作時の最高速度を下表に示す。
4・5 号機での 90°動作を往復させる反復動作の速度試験結果
ロボットパフォーマー
取付位置と動作方向
4・5 号機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.4 秒/90°
下アームの tilt 方向
0.4 秒/90°
上アームの tilt 方向
0.1 秒/90°
表-11

番号
1
2
3

3 号機と同様に、ロボットパフォーマーの各軸を 90°だけ動作させるのを繰り
返す反復運動の動作速度を計測することによって、音楽の拍に合わせて一定のリ
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ズムでステップを続けるダンスのようにロボットパフォーマーを動作させる、と
いう演出時のロボットパフォーマーの性能を調べた。上アームの tilt 方向と下ア
ームの pan 方向関しては 3 号機と変化がなかった。下アームの tilt 方向はバック
ラッシの軽減により 0.4 秒/90°を実現したため、BPM150 の音楽までであれば 1
拍のリズムに合わせて繰り返し動作による演出が可能となった。
また、4・5 号機においても下アームの pan 方向、上アームの tilt 方向が無限
回転に対応しているため、無限回転時の最高速度を求めた。実際には連続で 5 回
転させる動作をモーターがフリーになる（モーターが過負荷になりモーターの電
源が落ちる）まで実験を行い、モーターがフリーになる一つ前のデータを最高速
度とした。無限回転時の 2 軸の最高速度を下表に示す。
4・5 号機での無限回転時の速度試験結果
ロボットパフォーマー3 号
番号
取付位置と動作方向
機実機での計測値
下アームの pan 方向
0.1 秒/90°
1
上アームの tilt 方向
0.05 秒/90°
2
表-12

無限回転時では、回転の途中ではほぼ等速になっているため、180fps で記録
できるハイスピードカメラを用いて動作の記録をし、映像編集ソフトを用いて、
回転の途中で等速になっている時点での 90°移動するのにかかるフレーム数か
ら移動時間を計測した。他の速度実験では 3 号機から変化のなかった下アームの
pan 方向と上アームの tilt 方向であったが、無限回転時の速度は両方とも向上し
ていた。下アームの pan 方向はアーム部分の軽量化により無限回転時の負荷が軽
減したことにより性能が向上したと考えられる。上アームの tilt 方向に関しては、
回転部分の機構は変化していないが、上アームを支える下アームがバックラッシ
（ギアのズレ）の軽減を実現できたことによって上アームの動作時に揺れの発生
を大幅に抑えることに成功した。支えている部分が安定したことにより、上アー
ムの動作時に揺れによってモーターに負荷がかかっていた点が改善され、高速化
に繋がったと考える。
(3) 問題点
開発の最終版となった 4・5 号機では、上アームの tilt 方向で 0.09 秒/90°と
いう当初想定していた速度を超えた性能を実現できている。また、上アームが無
限回転に対応したことによって、時計の針の動きを再現、観覧車のように見せる、
といったように演出の幅が広がったといえる。問題点としては下アームの pan 方
向と tilt 方向の高速動作時に少しの揺れが発生しているため、実際には安全であ
っても見ている側が危険に感じてしまうことがある。しかし、土台の地面への接
地、アーム部分の軽量化によって 3 号機から高速動作時の揺れは大きく改善して
いるため舞台の演出として使用する際には許容できる範囲と考えている。
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(4) 今後の課題
最終版である 4・5 号機の性能実験は十分に実施できたが、演出としてどのよ
うな効果があるのか、という応用実験に進むことができなかった。このような性
能を持つロボットパフォーマーはこれまでに存在していないため、ダンサーやパ
ントマイマーだけでなく、演劇の舞台装置の 1 つの要素として使用する、剣道や
殺陣を模した動きを行う、フィギアスケートや体操の鉄棒やつり輪の旋回運動を
模した動きなど応用はいくらでもあると考えている。人間より大きくて人間より
速い、という特徴を持つロボットパフォーマーでしかできない表現を模索してい
きたい。
4-1-2

演出制作ソフトウェアの開発

本章で扱う演出制作ソフトウェアとは、ロボットパフォーマーの動作の演出を
制作し、最終的にロボット動作用ソフトウェアが読み込み可能なデータ形式に書
き出すためのソフトウェアである。機能としては、大きく 1) 演出表示機能 2) 演
出制作機能 3) データ作成機能の 3 つに分けることができる。
4-1-2-1

0 号機用演出制作ソフトウェアの開発

0 号機用演出ソフトウェアでは、演出制作機能部として Ableton Live を使用し、
そこから送信される OSC 信号を受信することによってロボットの動作を表示、そ
してデータ作成をするソフトウェアを openframeworks にて開発した。
(1) ロボットパフォーマー実機確認
マッスル株式会社によるロボット制御アプリケーションは、駆動パターンデー
タを記入したバイナリファイルを読み込み、動作する。バイナリファイルは駆動
パターンデータのファイルの先頭 4 バイトは駆動パターンのステップ総数を記
入し、続きは駆動ステップ毎にモーター数の駆動データを 4 バイトで順番に記入
する。バイトオーダはリトルエンディアン方式を採用している。0 号機用ロボッ
ト動作用ソフトウェアの段階では、ロボットが同時に 5 台駆動するよう設定され
ていたため、1 台目のロボットパフォーマーの全てのモーターの駆動データ（0
号機にはモーターが 5 つ搭載されていたため 4 バイト× 5 のデータとなる）を記
入した後、2 台目のデータを記入、というように続けて 5 台分のデータを記入し、
その後に次の駆動ステップのデータを記入してゆくというデータ作成方法とな
っていた。駆動パターンデータの 1 ステップは 1ms（1/1000 秒）であり、駆動デ
ータはモーターごとの回転数を考慮する必要がある。各モーターの名称は、ソフ
トウェアでは下から、pan_a,tilt_a,tilt_b,tilt_c,pan_b として扱う。
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(2) 演出制作機能(Ableton Live)
0 号機の演出制作機能には Ableton Live を使用している。Ableton Live を使用
した理由は、MIDI,OSC,DMX などの様々なデータを扱うことが可能であり、ま
た、音楽とデータ送信のリアルタイムでの同期がしやすいという特徴から、演出
制作という点で扱いやすいのではと考えたためである。
各トラックのエフェクトの値を、ロボットパフォーマーの各モーターの駆動デ
ータとして扱い、エフェクトのオートメーションを記入することにより、各モー
ターの駆動データを制作できるようなシステムを考案した。。各トラックのエフ
ェクトのオートメーションは 0~200%の範囲で記入することができる。そして、
各トラックのエフェクトの値を、Max for Live を使用することにより OSC 信号
に変換して、演出表示・データ作成ソフトウェアに送信する機能を実装した。
演出表示機能とデータ作成機能は openframeworks にて実装したアプリケーシ
ョンが担当する。また、駆動パターンデータの 1 ステップは 1/1000 秒であるが、
Ableton Live のデータ送信間隔が 1/1000 秒以上あるため、演出表示・データ作
成ソフトウェア側でデータを補完する必要があった。

(3) 演出制作ソフトウェア
演出表示機能とは、演出制作ソフトウェアによって制作された駆動パターンデ
ータを演出制作者が画面上でリアルタイムに確認できる機能である。各モーター
の回転データでしかない駆動パターンデータを実際のロボットパフォーマーの
動きとしてフィードバックすることにより、制作者は演出をより具体的に考察す
ることが可能である。また、衝突の恐れがある動作を事前に警告することも可能
である。
(A) ロボットパフォーマー3D データ制作
ロボットパフォーマーの設計図を元に、演出制作ソフトウェアから送信される
データと同期してアニメーションする簡易なロボットパフォーマーの 3D デー
タを制作した。 また、ロボット同士や壁、床などへの衝突の恐れがある動作が
ある場合は、CG のグラウンド部分が赤くなることで制作者に警告する機能も
実装した。衝突検知には、オープンソースの物理演算エンジンである Bullet
を使用した。また、ロボットパフォーマーの数や位置はプログラムの一部を変
更することにより簡単に変更できるよう実装した。これにより、現場や用途に
よって変更するロボット位置に対応した衝突判定が可能になった。また、画面
上でマウスをドラッグすると、3D データを見る角度を変更することが可能で
ある。また、画面上でスクロール操作をすることにより、3D データ表示を拡
大、縮小することが可能である。
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(B) OSC 受信機能
演出制作ソフトウェアから送信される OSC 信号を受信し、リアルタイムに 3D
ロボットパフォーマー表示の動作を確認しながら演出を制作できるよう実装し
た。
(4) データ変換・書き出し機能
制作者が作成した演出データを、ロボット駆動用ソフトウェアが読み込み可能
なバイナリデータとして書き出す機能を実装した。Ableton Live からの再生と停
止の信号を読み取り、再生の信号を受信すると OSC データの記録を開始し、停
止の信号を受信すると、データの記録を停止し、バイナリデータと確認用 csv デ
ータを書き出すよう実装した。記録されたデータを検証したところ、Ableton Live
からの送信データは約 33ms ごとに更新するため、ロボット駆動データに必要な
1ms に達していなかった。このため、データを補完する必要があることがわかっ
た。
(C) データ補完機能
Ableton Live から送信される OSC データについて、(i)線形補間、(ii)スプラ
イン補完の 2 つの方法で補完を試み、モーターにて動作実験を行なった
i. 線形補完
線形補完とは、2 点を直線で結んだ時に、間にある任意の座標を計算し補完す
る方法である。この補完により、Ableton Live から送信される OSC データの
更新と次の更新の間のデータが補完され、1ms ごとに数値が更新されるデータ
を作成可能になった。しかし、このデータを用いて実際のモーターにて動作実
験を行なったところ、停止やモーター回転の向きが逆になる場合に異音が出る
異常があった。また、モーターが過負荷になることでモーターの電源が落ちる
異常も見られた。
ii. スプライン補完
線形補完のデータにおける、急停止や、モーターの急な逆回転を防ぐために、次の補
完方法としてスプライン補完を採用した。スプライン補完とは、与えられた複数個の
データを、滑らかな曲線を描くように補完する方法である。Ableton Live から送信
される OSC データをスプライン補完したところ、急停止やモーターの急な逆回転は
滑らかに補完された。 このデータを用いて実際のモーターにて動作実験を行なった
ところ、異音や、過負荷などの異常は少なくなった。
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(5) デモロボット動作機能
ロボットパフォーマーのサイズが大きく、打ち合わせの場などで実際のものを
見ての確認が困難であるため、市販のロボットパフォーマー(Sainsmart ロボッ
トパフォーマー 4 自由度 For Arduino UNO MEGA250)を使用し、ロボットパ
フォーマーと同じ動きをデモンストレーションするためのシステムを実装した。
このシステムでは、Ableton Live が送信する OSC データをシリアル通信にて小
さなロボットパフォーマー動作用の Arduino に送信することで、リアルタイムに
動作が確認可能である。
4-1-2-2

1—2 号機、3−4−5 号機用演出制作ソフトウェアの開発

0 号機の次機種となる 1 号機−2 号機用演出制作ソフトウェアを開発した。この
演出制作ソフトウェアでは、0 号機版では Ableton Live を用いていた演出制作機
能に、openframeworks での自作アプリケーションを用いた。0 号機版では
Ableton Live から送信された OSC データを記録することによって制作していた
ロボットパフォーマー駆動パターンデータも、演出制作アプリケーションから直
接作成することが可能なシステムに変更した。また、このアプリケーションでは、
補完なしで 1ms データを送信、作成することが可能になっている。
(1) 演出表示機能
(A) 1−2 号機

1 号機—2 号機用の演出表示機能部分は、0 号機版のシステムを元とし、3D デー
タや回転数設定などを 1 号機—2 号機用に適応させたものとなっている。また、演
出制作ソフトウェア側から送られてくる OSC データをもとに角度を表示する機
能、そして各モーターの駆動速度が実証実験による限界速度を超えるとゲージが
赤く変色する機能を実装した。
(B) 3−4−5 号機
3 号機では下部回転及び上部アームの回転数が無制限となるため、3D データを
3 号機型に変更し、180 度以上回転しても衝突反応が起きないように変更した。
また、開発者以外の演出家など、誰でも演出が可能なようにより表示を簡易に
し、ロボットパフォーマーとステージの位置関係が直感的に認識できるように正
面側の辺を青色に表示する機能などを追加した。
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(2) 演出編集・書き出し機能
(A) 演出制作機能
0 号機では Ableton Live のエフェクトのオートメーション機能を使用し実装し
ていた演出制作機能であるが、1−2 号機用、3 号機用のシステムでは
openframeworks のアドオンである ofxTimeline を元にした制作アプリケーショ
ンを実装した。このアプリケーションでは、各ロボットパフォーマーがページご
とに分かれており、上部の各タブをクリックすると、ロボットパフォーマーごと
の編集ページが開く。
各トラックはロボットパフォーマーに搭載されている各モーターを表し、表示
されているラインを編集することによって、モーターの回転を指定し、ロボット
駆動のパターンを制作することができる。各トラックが指定できる数値の範囲は
モーターによって異なる。
各トラックにはキーフレームを割り当てることが可能である。キーフレームと
は時間上のあるポイントと数値をマークしたもので、キーフレーム間の値は補完
される。ユーザはキーフレームを指定し、時間とモーター回転数を指定すること
によりロボットの駆動パターンを制作する。
キーフレーム間の補完は、ofxTimeline のプリセット機能により、線形補完以
外にもカーブを描くように補完することも可能である。キーフレーム上で右クリ
ックをすることにより、カーブの種類を指定することが可能である。0 号機での
モーター駆動実験からわかるように、モーターの急停止、急な逆回転はモーター
に過負荷を与え、異音や、電源が落ちるなどの異常が起こりやすくなるため、キ
ーフレーム間のインとアウト両方の補完が緩やかになる”ease in-out”を指定する。
キーフレームごとにイージング機能を指定するのは手間がかかるため、最新版の
ソフトウェアでは、指定のボタンを押すことにより、トラックのキーフレーム全
てにイージングが適応される機能を実装している。
また、キーフレームをドラッグして数値を指定すると細かな値を指定しづらく、
また回転数から実際のロボットの駆動角度を指定するのが難しいため、直接モー
ターの回転数、もしくは駆動角度を入力できる機能を実装した。数値を入力した
後、v キーを押すと入力した数値は回転数として適応され、d キーを押すと角度
として入力した数値が適応される。
さらに、3 号機以降は下部回転部と上部アームの回転が無制限となったため、
指定できる数値の範囲が大きくなり、キーフレームの指定の角度の確認が難しい
という問題があった。そのため、キーフレームを選択すると、そのキーフレーム
が指定している角度や、何回転目かが表示されるような機能を実装した。
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(B) データ作成機能
3-4-5 号機でのバイナリデータ形式は、ロボットパフォーマー一機につきモー
ターが 3 つ(pan_a,tilt_a,tilt_b)の構成となり、同時に 2 台まで動作できる形式と
なった。
また、タイムラインの初めから終わりまでの全データを書き出すのではなく、
再生ヘッドにより書き出し範囲を指定してデータを作成することが可能となっ
た。openframeworks にて実装した演出制作ソフトウェアは、制作した演出データ
を直接 csv データとバイナリデータに変換して書き出すことが可能である。
0 号機用ソフトウェアのスプライン補完データと、1−2 号機用ソフトウェアの
イージング補完データを比較すると、0 号機用ではデータ補正にがたつきが目立
つが、1−2 号機用では 1/1000 秒間隔のデータをそのまま作成、変換しているた
め、なめらかな数値変化を取得することができた。
4-1-3

通信制御システムの開発

本節では、ロボットを無線または有線ネットワークを介して、遠隔から制御す
るために必要となる通信制御システムの開発について述べる。
ロボットパフォーマーは、ステージやフロートのように観客から注目を集めや
すい位置に設置して使用することから、操作を行なう者がロボットに直接触れる
などして操作を行なうことができない。そのため、ロボットから離れた位置から
遠隔で操作を行なう必要がある。これを実現するために、制御システムをロボッ
トのアームの動力源であるステッピングモーターを直接制御するコンピュータ
(モーター制御コンピュータ)と、複数のモーター制御コンピュータに対してネッ
トワークを介して遠隔で操作コマンドを送信できる、遠隔制御用コンピュータの
二つのモジュールに分割し、これらの間を有線または無線ネットワークで接続す
るという構成を取った。
本プロジェクトでは、3 号機と同時に開発を行なったバージョン 1、4-5 号機
と同時に開発を行なったバージョン 2 の二つの異なる通信制御システムを構築し
た。0-2 号機に関しては、ロボットの運動性能の向上が開発における優先的な課
題であったことから、遠隔制御装置については開発を行なわず、ロボットのモー
ターを制御するコンピュータ上で直接モーターを駆動する方式をとっている。以
下、それぞれのバージョンについて詳しく述べる。
4-1-3-1

バージョン 0

バージョン 0 は、0 号機から 3 号機までのアームロボットの動作性能をテスト
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するために作成した制御装置である。DMX512、無線ネットワーク等による遠隔制
御機能をもたないが、ロボットの駆動を制御する重要な機能を含んでいる。その
ため、以下においてバージョン 0 の構成についての説明を行なう。
ロボットパフォーマーの各軸を回転駆動させる 5 つのモーターを制御するた
めに、1000fps で最大 60 軸のモーターの制御が可能なソフトウェアを導入した
Windows PC を用いている。各モーターには駆動を制御するための、マッスル社
が開発したドライバ(駆動用電子基板)が取りつけられている。このドライバが
EtherCat プロトコルに基いて PC から 1ms 単位でモーターの回転位置情報お
よび駆動用コマンドを受信し、ステッピングモーターの回転加速、減速、トルク
保持、原点復帰等の動作を実現する。
バージョン 0 では、制御用 PC を人間が直接操作して、ロボットの各モータ
ーに対する動作の指示を行なう。制御用 PC とモータードライバの間は有線ケー
ブルを使用する EtherCat を用いているため、すべてのモーターと制御用 PC の
間を直接有線の UTP ケーブルで結線していた。
有線で結線を行なうことで、ケーブルの長さによってアームの回転できる角度
の範囲が物理的に制限されるという問題があることが予め分かっていたが、バー
ジョン 0 は試作の前の試作の位置付けであることから、PC による制御機能の安
価かつ短期間での実現を優先し、このような構成となっている。なお機能の検証
実験中に、実際にロボットの実験中にアームが回転するとケーブルが回転軸に絡
まり、ケーブルが断線する故障が何度か発生しており、有線ケーブルを用いた結
線方法には現実的に問題となることが改めて確認された。
4-1-3-2

バージョン 1

バージョン 0 の通信方式に関しては、3 号機以降を上部アームが無限回転とす
るにあたり、上部アームの回転を行なうモーターを駆動するために必要な信号を
送る EtherCat ケーブルが配線できないという問題があることが、設計の時点で
判明していた。これは、無限に回転する軸に電力などを供給する場合に有線ケー
ブルを用いると、回転体の回転あわせてケーブルが無限に巻きとられてしまうた
めである。この問題を解決する方法として、スリップリングと呼ばれる回転体に
電力を供給するパーツを用いるが一般的である。このため、バージョン 1 でもア
ームの回転軸部分にスリップリングを用いて、モーターへの電力の供給や駆動信
号の伝達を実現するという基本方針を取ることとした。
スリップリングから
上部アーム直接制御PC
へ繋がるUARTケーブル
4極スリップリング
(協栄電機株式会社製)

遠隔制御⽤PC から
スリップリングへ繋がる
UART ケーブル

バージョン 0 の通信方式に関しては、3 号機以降を上部アームが無限回転とす
るにあたり、上部アームの回転を行なうモーターを駆動するために必要な信号を
送る EtherCat ケーブルが配線できないという問題があることが、設計の時点で
判明していた。これは、無限に回転する軸に電力などを供給する場合に有線ケー
ブルを用いると、回転体の回転あわせてケーブルが無限に巻きとられてしまうた
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めである。この問題を解決する方法として、スリップリングと呼ばれる回転体に
電力を供給するパーツを用いるが一般的である。このため、バージョン 1 でもア
ームの回転軸部分にスリップリングを用いて、モーターへの電力の供給や駆動信
号の伝達を実現するという基本方針を取ることとした
Ethernet を用いることで、極めて軽量な市販のスティック型 Windows PC を
直接制御用 PC として用いることが可能となり、アーム上に直接制御用 PC を直接
取りつけることが可能となった。そして、これにより遠隔操作 PC からは線数が
少ない UART で直接制御用 PC まで信号を送信し、直接制御用 PC にて UART で
受けとったコマンドを解釈し、Ethernet プロトコルを用いてモータードライバ
に制御信号を送信する。
また、LED の点灯制御に関しては、アーム上に取りつけた点灯制御基板に対し
て遠隔制御用 PC から無線を用いてコマンドを送信することで点灯制御を行な
う方式を用いることとした。これにより、LED の信号に関してはスリップリング
を経由する必要がなくなることから、より小型かつ安価なスリップリングを使用
することが可能となった。
以下、バージョン 1 の通信制御システムを構成する各部位について説明する。
1. モータードライバ
ステッピングモーターに電力を供給し、外部から受信したコマンド(信号)を解
釈してモーターの加速、減速、トルク保持等の駆動制御を行なう電子回路である。
マッスル社の製品であり、モーターモジュール内に組込まれた状態で使用する。
ドライバはそれぞれのモーター毎に必要である。本プロジェクトで製作したロボ
ットには 3 つのモーターが組込まれていることから、モータードライバも 3 つ存
在する。
外部と通信は EtherCat の他、SPI、UART 等さまざまな通信方式に対応してい
る。ただし、精密なモーター制御をする場合には、遅延がなく大容量のデータの
通信が可能な EtherCat を用いるのが一般的である。これに対し、本通信が本装
置においては EtherCat の代わりに Ethernet を用いている。Ethernet を用い
た最大の理由は、前述の通りモータードライバに制御信号を送信する PC を、ロ
ボットのアーム上に直接マウントして使用するためである。
デフォルトの通信方式である EtherCat を使用するためには、制御信号を送信
する PC が EtherCat に対応している必要があるが、EtherCat に対応させるた
めには特殊なハードウェアを PC に追加する必要があり、結果的に大型のデスク
トップ PC を制御用 PC として使用する必要が生じる。EtherCat に対応した大
型の PC をロボットパフォーマー上に直接マウントすると、ロボットパフォーマ
ーの重量が増して運動性能を低下することとなる。そのため、大型の PC を使用
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する場合にはロボットの台座部分等の、アームの負荷にならない位置に設置する
必要性がある。しかし、そのような構成とした場合には、制御用 PC とドライバ
の間に最低 8 本の結線が必要となる (EtherCat に使用する UTP ケーブルは 8
本の配線が必要である) ため、アームの無限回転化を実現するために使用するス
リップリングのサイズや価格が上昇するという問題が生じてしまう。これら双方
の理由により、EtherCat をドライバと制御 PC 間の通信方式として用いること
は困難であった。
一方で Ethernet は、特殊なハードウェアを追加することなく、市販されてい
る一般的な PC でも使用できるという利点がある。このため、Ethernet を使用
すれば 100g 程度の極めて小型の市販の Windows PC を制御用 PC として用いる
ことができるようになり、アームに PC を直接取りつけても運動性能の低下の影
響を最小限に抑えられる。
Ethernet はこのような利点を持つ一方で、EtherCat とは異なり通信のリアル
タイム性の保証がなされないことや、複数の機器から同時に送信されたパケット
がコリジョン(通信干渉)を発生させることによるパケットロスなどの問題があ
り、一般的にはリアルタイム機器制御に不向きである。そのため、通常のロボッ
ト制御システムであれば Ethernet を通信方式として使用することは行なれな
い。しかし、今回の機器の構成であれば制御コマンドを送信する PC が常に 1 台
になるため、複数の PC が同時にパケットを送信することがなく、干渉によるパ
ケットロスが生じにくいという特徴がある。仮にパケットロスが生じても、ドラ
イバ側である程度のバッファリングを行なう程度で十分に通信の遅延を防ぐこ
とが可能な範囲であった。そのため、ロボットのモーター制御を行なうための通
信方式としては一般的な方法ではない、 Ethernet を本プロジェクトのロボット
制御用の通信方式としては用いることが可能となっている。
2. 直接制御用 PC
遠隔制御 PC から受けとった制御信号を変換し、モータードライバに送信する
機能を担う。具体的には、遠隔制御用 PC からのコマンドを有線の UART 経由で
受けとり、前項 1 で説明したモータードライバに対し、モーターの動作制御用の
コマンドを Ethernet プロトコルに変換し、UPT ケーブル(LAN ケーブル)経由で
送信する。
直接制御用 PC の実機としては、重量 100g 程度の軽量小型 Windows PC を用
いた。直接制御用 PC は、上部アームを駆動する 1 モーターに信号を送信する 1
台(上部アーム直接制御用 PC )と、下部アームを駆動する 2 モーターに信号を
送信する 1 台で構成される。いずれの直接制御用 PC も、遠隔制御用 PC とは
有線の UART により通信を行なう。上部アーム直接制御用 PC に関しては、無限
回転するアーム上に直接取りつけられることから、前述の通り下部アームとの接
続部にスリップリングを挿入している。
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直接制御用 PC では、Micro SD カードをモーターの動作パターンを記録する
媒体として使用している。モーターを動作させるときには、Micro SD カードに
格納されたパターンを 1000fps の速度で「再生」する。このような構成とした
のは、遠隔制御用 PC からの UART による通信では、モーターの動作パターンの
データを直接制御用 PC にリアルタイムに送ることが、速度的に困難であるため
である。つまり、バージョン 0 では遠隔制御用 PC に格納されているデータを
直接モータードライバに送信することが可能であったが、バージョン 1 ではこの
ような使い方はできなくなっている。しかし、実際にロボットを動作させる場合
には、予め決まった演出内容に沿ってデータを作成し、そのデータを再生すると
いう方法で用いることを想定している。このため、実際の現場でリアルタイムに
遠隔制御用 PC からモーターの制御データを送信する機能が必要となる可能性
は低いと考えている。
直接制御用 PC 上には、遠隔制御用 PC から受信したデータをモータードライ
バに送信する機能や、モータードライバの動作をテストする機能をもつソフトウ
ェアを実装した。具体的には、動作させるモーターの選択機能、直接制御用 PC の
記憶メディア (Micro SD) に格納したデータの再生、停止機能、再生速度の変更
機能、原点復帰機能、およびモーターの状態をモニタリングする機能をもつ。た
だし、ロボット上に設置した直接制御用 PC はディスプレイを持たないため、ロ
ボット上の PC 上でこのソフトウェアの GUI を直接操作することはできない。
実装した直接制御用 PC 上で動作する GUI 付きソフトウェアは、あくまで開発
中にモータードライバをテストするために用いるものである。
3. 遠隔制御用 PC
バージョン 1 の遠隔制御用 PC は、市販のデスクトップ型の Windows PC を使
用している。EtherCat を使用していたバージョン 0 の遠隔制御用 PC と異なり、
バージョン 1 では遠隔制御用 PC は一般的な PC でも使用できる UART による
通信が可能であればよいことから、市販されている安価な Windows PC を使用す
ることが可能となった。
バージョン 1 では、遠隔制御用 PC から 上部アームと下部アームの直接制御
PC に 個別に有線接続の UART を用いてコマンドを送信し、ロボット全体の制御
を行なう。遠隔制御用 PC 上では、本プロジェクトのロボット専用の制御ソフト
ウェアを用いて、ロボットの遠隔制御を行なう。ただし、バージョン 1 のソフト
ウェアでは動作などのコマンドがロボット単位ではなく、ロボットの部位毎(上
位アーム、下位アーム)となっている。これは、直接制御用 PC がロボットごと
に 2 台存在するためである。このため、1 台のロボットを動作させるときは同じ
ロボットに取りつけられている 2 台の直接制御用 PC に対して、同時にコマン
ドを送信する必要がある。この点については操作が煩雑となることから、バージ
ョン 2 にてロボット毎に制御ができるように改良することとした。
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4-1-3-3

バージョン 2

バージョン 2 では、バージョン 1 の遠隔制御用 PC にあたる装置をロボット上
に搭載し、これをロボット全体の制御ができる直接制御用 PC とした。そして、
この全体制御用 PC に対して、遠隔制御用 PC から各種ネットワークを経由して
コマンドを送信し、ロボット単位でコマンド制御を行なうことができるようにし
た。全体制御用 PC と遠隔制御用 PC の間は、PC 間で用いられる通信方式であ
ればどのようなものでも用いることが可能である。ロボット動作のテスト時には、
主に WIFI と有線 Ethernet を用いて制御を行ない、問題なく制御ができること
を確認した。
これらの実装により、当初予定していたロボット単位での遠隔制御を実現する
ことができた。遠隔制御用 PC には、複数の直接制御用 PC を接続することが可
能であり、事実上接続できる直接制御用 PC の数には上限がないことから、バー
ジョン 2 は当 3 章で述べた「複数のロボットを集中制御することができるシステ
ム」の要件を満たしている。制御可能な軸数については当初 24 軸としていたが、
前述のとおり制御できる軸数の上限がないことから、この目標は達成できたもの
と考えている。さらに、直接制御用 PC と遠隔制御用 PC の間の通信方式は、モー
タードライバと直接制御用 PC との間の通信方式とは完全に独立しており、状況
に応じて自由に選択が可能な構成となっているため、3 章で述べた「ステージの
状況に応じた通信方式の柔軟な選択」を可能にしている。
なお、実際のイベントで使用する場合には、イベント会場の無線通信状況が極
めて悪いことが多いことから、有線による通信方式を使用する可能性が高いと考
えている。フロート(移動型電動車)等の一部の有線接続が困難な施設に設置する
場合にのみ、報告者らが開発している LED 衣装の無線遠隔制御システムで用い
ている IEEE802.14.5 等の通信方式を用いて、遠隔制御することを考えている。
また、複数の通信方式が選択可能となったことから、バージョン 2 の遠隔制御
用 PC としては、Windows PC だけでなく Macintosh/Linux マシンも用いること
も可能になった。試験的にではあるが、Macintosh のコマンドラインで動作する、
遠隔制御コマンド群の実装も行なった。再生、停止、動作パターンの選択などの、
それぞれの機能を個別のコマンドで実装しておくことで、たとえば Web サーバ
からこれらのコマンドを呼びだしてロボットを制御することなども可能になる
ため、制御ソフトウェアの作成の自由度を大幅に高めることができるようになっ
た。
4-1-3-4

今後の課題

バージョン 2 の実装により、ハードウェアとしてはプロジェクトの目標とする
性能を達成しているが、ソフトウェアについてはあくまでテスト用のプログラム
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として実装を行ったため、実際のステージで使用するために必要な機能が十分に
は実装されていない。たとえば、報告者らが開発している LED の点灯状態を遠
隔制御システムとの連携機能がないことから、ロボットの憑肩に LED を装着し
た場合でも、ロボット制御と LED 点灯制御で別々のソフトウェアを使用する必
要がある。こうした、運用上必要となると考えられる機能については、今後のテ
スト運用を通して洗い出しを行ない、プロジェクト終了後に順次実装していく予
定である。

5. プロジェクトの成果
5-1

製品開発上の成果目標および実績
本プロジェクトでは、次の三点を開発上の成果目標としていた。
1. ロボットの生産期間の短縮：演出用ロボットの生産期間を、
フルスクラッチで生産する場合の 1/3 (6 ヶ月-> 2 ヶ月) と
する。
2. ロボットの生産コストの削減：演出用ロボットの生産コス
トを、フルスクラッチで生産する場合の 1/4 とする。
3. 演出制作期間の短縮：演出プログラムの作成期間を 1/4 (2
か月→2 週間) とする

5-1-1

ロボットの生産期間の短縮

本プロジェクトで作成した、ロボットパフォーマーの最終的な試作機である 4
号機、5 号機に関して、仕様の決定から納品終了までに要した期間はそれぞれ 51
日 (製造期間 7/15-9/2) 、54 日 (製造期間 7/15-9/5) であった。検査期間を含め
ても 60 日以内に全工程か完了しており、目標としていた 2 ヶ月以内の生産を
実現している。4 号機と 5 号機については、3 号機までとは異なり二台同時に製
造を行なったにもかかわらず、2 ヶ月以内での生産を完了させることができたこ
とから、複数のロボットを同時に製造しても、目標としている生産期間内に製造
ができることが確認された。
仮に、5 号機と同等の完成度および性能をもつロボット 1 台を設計から行なう
とすれば、本プロジェクトの遂行に要した期間と同程度の、およそ 6-8 ヶ月程度
の期間を要するということも、本プロジェクトの実施結果から明らかになった。
マッスル社を含めたロボットの製造を行なう三社に、本プロジェクトの開始以前
にヒアリングを行なった結果と概ね一致している。
本プロジェクトにおいて実際に試作機を製造するにあたって要した日数およ
び、製造するにあたって必要となる構造の計算と構造決定、部品の調査、製造ス
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ケジュール調整等の期間が必要である。また、実際にロボットを製造している期
間、さらに報告者らがロボットを動作させてパフォーマンス等のテストを行なっ
た期間が必要であった。全く新規に作成を始めた 0 号機と、大幅な設計変更を行
なった 3 号機以外については、おおむね 2 ヶ月程度で製造が行なえた。
一般に、ステージで使用するような特別な仕様の大型ロボットを製造する場合、
設計図面を作成しただけでは最終的な仕様のロボットが本当にその性能を発揮
するかを確認することが困難であるため、最低でも 1,2 回程度の試作を行なう期
間が必要になる。1 回の試作には最低でも 2 ヶ月程度の試作期間を要するため、
安全を期すために 2 回の試作を行なうとすれば、最低 4 ヶ月程度の製造期間を要
することとなる。さらには、最初の試作の前にロボットの構造策定、および各部
品の性能テスト等の検討期間として 1-2 ヶ月程度の期間が必要であり、また最終
製品の製造期間も必要となるため、これらをすべて合計すると最低でも 6 ヶ月
程度の製造期間が必要である。フルスクラッチで製造するロボットの製造期間に
関する認識については、マッスル社以外の、製造の検討を依頼した他の 2 社から
も同様の見解が示されていた。
本プロジェクトにおいてロボットの生産期間を短縮することができた理由は、
ステージでの演出を目的として使用するロボットのイメージを報告者らの業務
経験や顧客からのヒアリングを通して明確化、シンプル化し、仕様を固定化する
ことで、特注品ではない量産可能なロボットを開発したことにある。3 章で述べ
たように、大型のステージで演出を目的に使用するロボットには、下記の要件が
求められていると報告者らは考えている。
・アーム形状（人間の腕や脚の形状に近い形状）
・人間に近い運動性能（高速な動作）
・人間を超えるサイズ（最小で 2m 以上）
このような仕様を満たすロボットを製造することは、2 章および 3 章でも述べ
たように、技術的な難易度が高いというわけではない。特別な仕様のロボットを
製造する技術をもつメーカーにとっては、いわゆる「作ろうと思えば作ることが
できる」性能のロボットである。しかし、前述の「ステージで使用するロボット
に求められる共通の要件」を抽出し、それを元にロボットの仕様を決定したこと
が、本プロジェクトにおいて最も重要なポイントであったと考えている。報告者
らによる、ステージパフォーマンスを行なうロボットに必要な要件の抽出と機能
の普遍化、量産に向けた機械構造の単純化、廉価な部品の選定、モデルケースで
の使用等のプロセスがあって、はじめて本プロジェクトのような短期間で製造が
可能なロボットの開発が可能となったのである。
なお、本プロジェクトでは 1 回目の試作にかける期間を極めて短期間(2.5 ヶ月
程度)としたことから、1 回目の試作(0 号機)の完成度が低くなり、その後の試作
のスケジュールを大幅に見直すこととなった。この見直しのため、結果的に 9 ヶ
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月の製造期間を要することとなったが、もしこれが本プロジェクトではなく、イ
ベント向けの商品開発であれば 6 ヶ月の製造期間では納期に間にあわなかった
可能性が高い。新製品の開発途上のトラブルによる遅延は、報告者らがステージ
向けの装置を製造する中では珍しくない現象であり、この業界において新製品を
実戦に投入することのリスクの高さは、報告者らの業務経験上よく知るところで
ある。本プロジェクトにより、すぐに現場に投入できるクオリティを持ちながら、
短期間で量産が可能なロボットを比較的低いリスクで開発できたことは、今後の
ビジネス展開において極めて高い競争力が得られたものと考えている。
5-1-2

ロボットの生産コストの削減

本プロジェクトでロボットパフォーマーの生産にかかったコストを 100 とし
たとき、設計費用は全体の約 28% であり、1-5 号機の製造費はそれぞれ 14% 程
度である。つまり、本プロジェクトの特殊仕様のロボットを完全に白紙の状態か
ら製造した場合のコストを 100 としたとき、量産タイプである 4,5 号機は 14
のコスト、すなわち 1/7 のコストで製造できることを意味している。
4 号機、5 号機の製造にかかったコストは、すなわち実際にステージで使用す
るロボットを製造する段階でかかるコストとほぼ同等である。これに加えて、実
際のイベントのステージで使用するためにロボットの機能を演目にあわせてカ
スタマイズするコストは、おおむね 5-10 程度の範囲と見積っている。これらの
コストを合計すると、ステージ用のロボットの製造コストは最大で 24 となる。
すなわち、本プロジェクトの開発目標としていた、製造コストを 1/4 に削減す
るという数値目標を達成している。
開発期間の短縮の項でも述べた通り、開発にかかるコストの大半は設計費と試
作にかかるコストである。ステージで使用する演出用の機器に関しては、完成品
のイメージを設計時に確定することが難しく、試作を繰り返しながらイメージを
確定させていくことが多い。また、演目で必要とする機能をいかに実現するかに
ついて、さまざまな技術、機構、構造などを試すことになり、製造にかかるコス
ト以上に大きなコストを必要とすることも多い。本プロジェクトは、試行錯誤の
プロセスを 3 回行なうことで、演出に使用できるアーム型ロボットのイメージ
を明確化することができた。さらに、イメージを具体化する実装方法についても
試行を繰り返すことで確立することができた。
これにより、本プロジェクトの成果であるロボットパフォーマーを商用展開す
る時には、4 号機、5 号機に多少のカスタマイズを施すことで、十分に実用に供
することが可能なレベルの完成度を得ることが可能であると考えている。なお、
実際の演出への適用に関する実験については、5.2 のビジネスモデル検証の項目
にて述べる。
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5-1-3

演出制作期間の短縮

演目にあわせてロボットのモーションデータを作成する工程は、次の 4 つの工
程で構成される。
1. 演目(楽曲)にあわせたロボットの振り付け内容を、机上にて策
定する。
2. 振り付け通りにロボットを動かすためのモーションデータを、
本プロジェクトで実装したソフトウェアを使用して作成する。
3. 本プロジェクトで実装したシミュレータを用いて動作を確認し、
作成したデータの修正作業を行なう。
4. ロボットパフォーマーの実機で動作を確認し、データの修正作
業を行なう。
本プロジェクトでは、楽曲にあわせてモーションの作成が可能なデータ作成ソ
フトウェアと、作成したデータを楽曲にあわせてシミュレータ上で確認すること
ができるソフトウェアを作成することで、主に 2-3 の工程の効率化を図った。
そして、ビジネスモデルの検証時にデータの作成を実際に行なったところ、演目
の 1 楽曲(3-5 分程度)におけるロボット 1 台分の 1-4 の工程にかかる期間は平
均 16 時間(2 日)程度であった。1 の工程に 3 日程度の時間を要することを考慮
しても、おおむね 1 週間程度でデータの作成を完了することができることから、
目標としていた制作期間を 2 週間以下とする目標は達成できたものと考えている。
ロボットをステージ等で使用する場合には、楽曲に同期してロボットの動作を
作成するという点が、他のロボットの用途と大きく異なる点である。このような
作業を効率的に行なうことができるツールは、これまでに存在しなかった。本プ
ロジェクトで作成親ソフトウェアを用いずに楽曲に同期したロボットの動作デ
ータを作成する場合は、動作データを作成するソフトェアを用いて動作を作成し
た上で、その動作が楽曲に同期しているかを別途テストする必要が生じる。さら
には、実際にその動作が楽曲に適合しているかを、楽曲を再生しながらシミュレ
ータ等で視覚的に確認する方法もこれまでには存在していなかったため、データ
確認作業を効率的に行なうこともできなかった。本プロジェクトでは、楽曲に同
期してデータを作成、編集、確認できるソフトウェアを作成したことにより、こ
れらの問題点を解消し制作作業の効率を高めることを可能にした。
2 章でも述べたように、大型ステージを使用する演目の場合、演目に使用する
楽曲が決定して工程 1 を開始できるタイミングは、公演開始の 1 週間前から早く
ても 2 週間前である。このため、最長でも二週間程度で動作データを作成できな
ければ公演でロボットを使用することがそもそも不可能であり、ビジネスとして
成り立たない。本プロジェクトにおいて、動作データを極めて短時間で制作する
ことが可能となったことにより、大型ライブ、イベント等のステージでロボット
を「舞台装置として」使用するビジネスが成り立つ可能性を得ることができたも
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のと、報告者らは考えている。
5-2

ビジネスモデルの成果目標及び実績

(1)実施計画における目標
本プロジェクトの実施計画では、小規模会場かつ短期のイベントでの実証実験
であるモデルケース A、大規模会場かつ中長期のイベントでの実証実験であるモ
デルケース B の 2 つのパターンを想定した顧客へのヒアリングにより、以下に示
す項目の調査を検討した。
・ロボットの演出における外見的特徴・表現力が、顧客の期待に沿うレベルに
達しているか
・想定する制作コストの範囲内で充分な顧客満足度が得られているか
「モデルケース A」
この規模のイベントでは、制作に大きなコストのかかる従来の大型のロボット
を採用することはコスト的に不可能であった。これらのイベントで使用可能な演
出用ロボットを低価格に提供し、演出家へのプレゼンテーションとヒアリングを
行い、演出能力について十分であるか試験・評価を通して検証する。
「モデルケース B」
この規模のイベントでは、予算規模的に大型のロボット機材の使用も可能であ
るが、カスタマイズ性の低さ、制作期間の長さ、外見に対する制約等の問題があ
ったが、これらを解消し十分な顧客満足度が得られるか、試験・評価を通して検
証を行う。
また、全国の複数の会場を移動しながら公演することから、短期間のイベント
では検証することが難しい「設置、撤去、運搬、保管」といった周辺作業にかか
るコストについて、実証実験を行ない検証する。
最終的なビジネスモデルの成果目標として、以下のいずれかの引き合い獲得を
目指す。
・「モデルケース A」レベルの引き合い獲得 2 件以上、または
・「モデルケース B」レベルの引き合い獲得 1 件以上、または著名な新規顧客
からの引き合い獲得 1 件以上
(2)本プロジェクトにおける実績
①モデルケース A
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大手芸能事務所のライブ制作チームに実機を見せてヒアリングを行った結果、
色々な装飾品を取り付けることができれば演出の幅が広がる、という意見をいた
だいた。衣装を着ているようにロボットパフォーマーのアーム部分に布を取り付
け、先端に顔のような装飾をつけることで大きくて速く動くキャラクターとして
利用する、アームの先端部分にお皿のようなものを取り付けて、その上に物を載
せて運び人間が受け取る、といったパフォーマンスも提案いただいた。
運搬に関して、JITBOX チャーター便というボックス（内寸 104cm x 104cm x
170cm、最大積載量 600kg）に収まる量であれば一定料金で配送できるサービス
を利用できれば低コストが可能という意見をいただいた。例として、ヤマトボッ
クスチャーター株式会社を利用して東京都から大阪市まで翌日午前着でボック
スを 1 つ配送した場合 2 万円で配送が可能である。この意見をいただき、ロボッ
トパフォーマー1 台をボックス 1 つに収まる量に調整、また土台もボックス 1 つ
に収まるように土台のサイズ、分割方法を修正した。小規模会場の予算として搬
入出合計で 8 万円しかかからないことは巨大なロボットパフォーマーを使用する
場合において想定する制作コスト内であるとの意見をいただいた。
運用に関して、野外や展示場など三相 200V を用意できない場合があり、それ
以外の方法での運用ができれば利用シーンが広がるとの意見をいただいた。この
意見を反映するため、三相 200V での駆動だけでなくバッテリー駆動に対応する
ことによって設置位置の制約を減らした。また、小さい会場で披露する場合、高
さが 3 メートルを超えていると設置できない箇所も多い、という意見をいただい
た。ロボットパフォーマーの上アーム部分をカーボンパイプにすることによって、
会場の高さに合わせてカーボンパイプの長さを変更するだけで対応可能とした。
②モデルケース B
ドームやアリーナなどのライブツアー向けの舞台制作会社代表取締役社長に
実機を見せてヒアリングを行った結果、使い道は色々あるという評価を受けた。
ダンスパフォーマンスがあるライブイベントだけでなく、ロックバンド系のライ
ブイベントなどライブのジャンルを問わず LED を取り付けて高速で動く照明と
して使用、レーザーを取り付けて有機的に動くレーザー装置として使用するなど
の意見をいただいた。
設置・撤去に関して、土台を床面に固定する必要がある場合、各会場での設置
位置の調整、ライブのリハーサルで変更の必要が生じた際に対応できない、との
意見をいただいた。この意見を反映するため、土台を床に置くだけで安定するよ
う、土台全体が地面に接地するよう修正を行った。また、バッテリー駆動にする
ことで設置位置の制約を減らし、取り付け位置の急な変更にも対応可能とした。

③ 引き合いの獲得
56

大手芸能事務所のライブ制作チームに実機を見せてヒアリングをした際、モデ
ルケース A のような小規模短期ではなく、小規模長期（常設公演）への導入が良
いのではという意見があった。小規模会場であれば 3 メートルのロボットパフォ
ーマーはお客さんからも距離が近く迫力があり、ロボットパフォーマーを公演の
メインの舞台セットとすることでこれまでの公演との差別化を図ることができ
るとの意見であった。常設公演の実施に向けてロボットパフォーマーを演出に使
用した作品の実験、テスト公演を経てスポンサーの獲得を一緒に行っていきたい
という引き合いを獲得した。
5-3

成果物
本プロジェクトの活動を通じて作成した成果物を以下に列挙する。

5-3-1

ロボットパフォーマー（RP-BASE）
(1)ロボットパフォーマー（RP-BASE）1 号機
(2)ロボットパフォーマー（RP-BASE）2 号機
(3)ロボットパフォーマー（RP-BASE）3 号機
(4)ロボットパフォーマー（RP-BASE）4 号機
(5)ロボットパフォーマー（RP-BASE）5 号機

5-3-2

演出制作ソフトウェア
(1)演出表示アプリケーション
(2)演出制作・データ作成アプリケーション

5-3-3

通信制御システム
(1)通信制御システム

5-3-4

実証実験結果報告書
(1)実証実験結果報告書
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6. 事業化に向けた課題と展望
(1)様々な演出方法の検討
本プロジェクトでは、ロボットパフォーマー本体の開発に想定より時間がかか
り、ロボットパフォーマーをどう応用するかというフェーズまで到達できなかっ
た。ロボットパフォーマーの性能自体は想定していた人間より巨大かつ高速、と
いう目標を達成している。今後はロボットパフォーマーを床に接地した単体での
利用だけでなく、ロボットパフォーマーを壁面や天井に取り付けて有機的に動く
照明器具や動くパーテーション、といった使い方も実験していきたい。また、ロ
ボットパフォーマーを複数使用し、ロボットパフォーマーを各関節に見立てるこ
とで巨大なマリオネットのような装置の開発も検討している。ロボットパフォー
マーがバッテリー駆動に対応したことで、ロボットパフォーマーに車輪を取り付
けて自走式にすることも可能といえる。
ロボットパフォーマーに様々な装置を取り付けて演出のパターンを実験する、
というのも本プロジェクトで到達できなかったため、引き続き実験を続けていき
たい。LED テープをロボットパフォーマー本体に取り付けてロボットパフォー
マーの高速な動作と LED の点滅パターンの組み合わせでどのような見え方にな
るのか実験していく。上アーム部分が高速かつ無限回転に対応したことで、上ア
ーム部分を高速回転させた際に LED の残像でディスプレイのように映像を表示
することも実現できるかもしれない。また、GoPro のような小型カメラを先端に
取り付け、無限回転を利用した高速なカメラワークを実現することも可能である。
実証実験での意見にあったようにロボットパフォーマーに布や軽い装飾品を取
り付けることで本体をより大きく見せたり、風になびくようなしなやかな動きを
再現したりすることも効果的かと考える。
(2)ロボットパフォーマーのカスタマイズ性
今後の展開として、本プロジェクトで開発したロボットパフォーマーを使用し
た演出案の試作を複数行い、実際のクライアントワークや展示会への出展を行っ
ていく。本プロジェクトで開発したロボットパフォーマーは完成形ではなく 1 つ
のサンプルであり、今後はこのロボットパフォーマーを基盤として大きさ・関節
数・モーター出力を案件毎にカスタマイズできるロボットパフォーマーのプラッ
トフォームを作っていきたいアーム部分は案件によって長さを変更し、モーター
部は様々な出力を用意しておき、長さ・動作速度・荷重・関節数に応じて変更す
るということが実現できれば利用範囲は広がっていくと考えられる。
(3)今後の展望
本プロジェクトでは、人間より大きく、人間より高速に動作するロボットが人
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間の目の前に実際に現れたら人はどのように感じるのか、というテーマを軸にロ
ボットをエンターテイメントとして利用することを前提に開発を進めてきた。開
発の最終版である 4・5 号機は当初の想定を超えて全長 3 メートルで、1 メート
ルのアーム部分が 1 秒間に 5 回転する、といった性能を実現できた。ロボット開
発には高額な資金が必要であり、産業用としては開発が進んでいるがエンターテ
イメント用として発展が期待されている分野ではない。本プロジェクトの成果を
ライブエンターテイメントの現場で実運用を行っていくことで、人間の身体能力
を超えたロボットとの共演、舞台に固定されていた照明器具を有機的に動作させ
る、人間では実現できない高速カメラワークによる演出、という演出の新しい形
を提案し、ロボットをエンターテイメント分野で普及させていきたい。
1979 年にスタートしたアニメ「機動戦士ガンダム」では約 18 メートルの巨大
な人型ロボットが登場した。そこから 30 年以上が経ち、人類はまだ宇宙に移住
してもいないし、そのような大きなロボットも現実には登場していない。ロボッ
トを実用性という点で考えると、ガンダムのような製品を開発するというのは現
実的ではない。報告者は、ガンダムのような巨大なロボットを開発できる分野と
いうのはエンターテイメント分野だけだと思っている。本プロジェクトでは 3 メ
ートルで超高速なロボットパフォーマーを実現させた。本プロジェクトでは、巨
大なロボットパフォーマーを組み合わせることでさらに大きな造形物を動かす
ことを目標としている。10 メートルで人間のような四肢の動きを実現するロボッ
ト、20 メートルで象のような速度で動くロボット、といった誰も見たことがない
ようなエンターテイメントを創出していきたい。
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7. 付録
(1) 用語説明
用語
ロボットパフォーマー
エンドエフェクター
pan 方向
tilt 方向
BPM
バックラッシ
Ableton Live
openframeworks
OSC

リトルエンディアン
MIDI
DMX
EtherCat
UTP
スリップリング
UART

説明
本プロジェクトで開発した演出用ロボットアーム
の名称
ロボットの末端に取り付ける何かの機能を持つも
の
ロボットの軸を水平方向に回転させる場合の方向
ロボットの軸を垂直方向に傾ける場合の方向
Beats Per Minute：１分間あたりの拍の数で音楽
の店舗を表す単位
一対の歯車をかみ合わせた場合に生じる遊び（隙
間）のこと
Ableton 社による音楽編集ソフトウェア
C++のオープンソースツールキット
Open Sound Control：音楽演奏データをネットワ
ーク経由でリアルタイムに共有するための通信プ
ロトコル
最下位のバイトから上位に向けて順に取り扱う方
式
電子楽器の演奏データをデジタル転送するための
規格
照明や舞台効果を制御するための通信プロトコル
Ethernet と互換性のあるオープンなフィールド
ネットワークの一つ
シールドが施されていないツイストペアケーブル
回転体に対して電力や信号を伝達するための機構
シリアル信号をパラレル信号に変換するためのデ
バイス

(2) 関連 Web サイト
[1] mplusplus 株式会社 http://mplpl.com
[2] マッスル株式会社 http://www.musclecorp.com
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