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カレンダー
（2004年 7月～ 2005年 5月）

会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

21巻 5号・10U. S. A.The Japan―USA Symposium on Flexible Automation（2004 JUSFA）7/17～ 7/21

21巻 7号・6論文締切 3/31東 京第 10回建設ロボットシンポジウム7/22・7/23

22 巻 5 号・10東 京特別展「プロジェクトX21 ～挑戦者たち～」7/25 ～ 8/25

22 巻 5 号・8東 京知的生産システム（IMS）シンポジウム（副題：IMS活動の成果）7/28・7/29

22 巻 5 号・8申込締切 4/30和 歌 山第 9回「知能メカトロニクス」ワークショップ8/5・8/6

22巻 5号・8兵 庫第 4回レスキューロボットコンテスト8/6～ 8/8

21 巻 7 号・7論文締切 4/30U.  S.  A.
第 7 回「運動と振動の制御」国際会議（MOVIC 2004）（The 7th International 

Conference on Motion and Vibration Control）
8/8 ～ 8/11

21 巻 7 号・7論文締切 6/1中 国IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, RoBio 20048/18 ～ 8/22

22 巻 5 号・8申込締切 7/9東京・神奈川2004 年度　夏休み科学教室8/20

22 巻 5 号・9北 海 道第 18 回リハ工学カンファレンス8/25 ～ 8/27

22巻 2号・6申込締切 5/1中 国
2004知能メカトロニクス及びオートメーション国際会議（International 
Conference on Intelligent）

8/26～ 8/31

22 巻 5 号・9北 海 道SIG「姿勢保持」講習会 in 札幌 20048/28・8/29

22 巻 5 号・9東 京第 26 回宇宙ステーション利用計画ワークショップ9/7・9/8

22 巻 5 号・9申込締切 6/30東 京第 6回日本感性工学会　年次大会・講演会9/9 ～ 9/11

22 巻 5 号・9大 阪実習を主にしたマイクロデバイス作製講座9/13 ～ 9/17

22 巻 4 号・10講演締切 5/21東 京
第21回センシングフォーラム計測部門大会―センシング技術の新たな展開と融

合
9/14・9/15

22巻 1号・14論文締切 5/28香 川平成 16年電気学会産業応用部門大会9/14～ 9/16

22巻 4号・5
申込・ 
原稿締切 6/10

岐 阜日本ロボット学会第 22回学術講演会（RSJ 2004）9/15～ 9/17

21 巻 7 号・7論文締切 6/31横 浜SCIS & ISIS 20049/19 ～ 9/23

22巻 5号・8岡 山
第 13回 IEEE国際ワークショップ　IEEE International Workshop on 
Robot and Human Interactive Communication（RO―MAN 2004）

9/20～ 9/22

22 巻 5 号・9京 都日本神経回路学会第 14 回全国大会（JNNS 2004）9/27 ～ 9/29

22 巻 3 号・7講演締切 4/16東 京
No. 04―05　Dynamics and Design Conference 2004「自由闊達　縦横無人　そし

て新たな未来へ」
9/27 ～ 9/30

21巻 7号・8論文締切 6/30仙 台IROS 20049/28～ 10/2

22 巻 5 号・9仙 台国際ワークショップ「ロボット模倣」9/29

22 巻 5 号・9原稿締切 8/1北 海 道生体医工学シンポジウム 20049/29・9/30

21巻 7号・6北 海 道第 4会先端メカトロニクス国際会議（ICAM �04）10/3～ 10/5

22 巻 5 号・9大 阪
システム制御情報セミナー 2004「超微細技術が支えるセンシングと制御」～ IT

デバイスから新しい生体計測まで～
10/4・10/5

22 巻 5 号・9東 京第 6回 EAJ 国際シンポジウム「ロボットとの共生」10/4・10/5

22 巻 4 号・10申込締切 6/14京 都ヒューマンインタフェースシンポジウム 200410/6 ～ 10/8

22 巻 5 号・9千 葉（第 6回）2004 年実装プロセステクノロジー展10/6 ～ 10/8

22 巻 2 号・6京 都ATOE 2004（Autmation Technology for Off―road Equipment）10/7・10/8
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会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

22 巻 5 号・10
申込締切 7/30

論文締切 8/31
高 知第 14 回インテリジェントシステムシンポジウム10/9・10/10

22 巻 5 号・10
東 京 ほ か 

全国 8地区
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト 200410/10 ～ 11/28

22 巻 2 号・7論文締切 5/7名 古 屋第 3回 ITS シンポジウム 200410/20

22 巻 5 号・10申込締切 4/19神 奈 川第 25 回バイオメカニズム学術講演会10/23・10/24

22巻 4号・10論文締切 8/10名 古 屋
2004国際シンポジウム　マイクロメカトロニクスとヒューマンサイエン
ス及び国際メイズコンテスト（MHS 2004）

10/31～ 11/3

22 巻 2 号・7申込締切 6/18大 阪第 19 回生体・生理工学シンポジウム11/1 ～ 11/3

22 巻 4 号・10申込締切 7/20熊 本No. 04―15  第 12 回機械材料・材料加工技術講演会11/6・11/7

22 巻 3 号・7論文締切 8/30

Santa 

Monica, 

Los

IEEE―RAS/RSJ International Conference on Humanoid Robots（Humanoids 

2004）
11/11 ～ 11/13

22 巻 5 号・10岐 阜VSMM国際会議 2000 岐阜11/17 ～ 11/19

22 巻 4 号・11申込締切 7/10東 京
TExCRA 2004 The 1st IEEE Technical Exhibition Based Conference on Robot-

ics and Automation
11/18・11/19

22 巻 4 号・11申込締切 7/13静 岡計測自動制御学会　システム・情報部門学術講演会 200411/18 ～ 11/20

22 巻 1 号・14大 阪国際会議 ICMA 2004―安心と安全を目指す次世代メカトロニクス―11/24 ～ 11/26

22 巻 3 号・7講演締切 8/13千　 葉第 47 回自動制御連合講演会11/26・11/27

22 巻 5 号・10申込締切 8/19茨 城第 5回 SICE システムインテグレーション部門講演会（SI 2004）12/17 ～ 12/19

22巻 5号・8申込締切 11/30愛 知
IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts
（ARSO �05）

2005 

1/12～ 1/15

22巻 5号・8申込締切 10/8神 奈 川第 10回ロボティクス・シンポジア3/14・3/15

22 巻 5 号・10香 川
2005 ICME International Conference on Complex Medical Engineering―CME 

2005
5/15 ～ 5/18

22 巻 4 号・11名 古 屋国際ジェロンテクノロジー学会第 5回国際会議5/24・5/27

（詳細は表中の右欄に記載の会誌名号の会告・お知らせをご参照下さい．）
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主催行事のお知らせ



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 5―日本ロボット学会誌 22巻 5号 2004年 7月



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 6―JRSJ Vol. 22 No. 5 July, 2004



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 7―日本ロボット学会誌 22巻 5号 2004年 7月

セミナーのご案内

口　上： 2001 年 9 月のニューヨーク世界貿易センターでの救助活
動に，小型ロボットが試用された事実は記憶に新しいとこ
ろです．これも一つのきっかけとなり，レスキュー活動へ
のロボット技術の適用が大きく注目され，日本においても
2002 年から，文部科学省の「大都市大震災軽減特別プロ
ジェクト」がスタートしております．あらゆる災害に対し
て，万全の準備が必要です．「どんな道具があるの？　ど
んな使い方ができるの？　こんな物も必要だな！…」と理
解しておくことも大切な準備です．本シンポジウムでは，
実際のレスキュー活動の様子と問題点，さらに 5 ～ 10 年
後を見据えた最先端のレスキューロボット研究などを紹介
します．

オーガナイザー：内田康之（防衛庁技術研究本部）

講演内容（予定）：
第 1話 「防災と災害救助に対する消防庁の先進的取り組み」

総務省消防庁救急救助課　菅野晃一
http://www.fdma.go.jp/

第 2話 「レスキュー隊を進化させるパワードスーツ」
筑波大学　山海嘉之

http://sanlab.kz.tsukuba.ac.jp
第 3話 「災害救助犬への期待」

（社）ジャパンケネルクラブ中央災害救助犬委員会
本田　憲

http://www.jkc.or.jp/rescue_dog/
第 4話 「ロボットは災害救助犬を超えられるか！」

電気通信大学　松野文俊
http://www.hi.mce.uec.ac.jp/matsuno ― lab/

主　催：（社）日本ロボット学会
協　賛：計測自動制御学会，精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，土木学会，日本機械学会，日本ロボット工業会，農業機械学会，

自動化推進協会，バイオメカニズム学会，産業技術連携推進会議 機械・金属連合部会／福祉技術部会，機械技術協会，応用物理学
会，人工知能学会，日本神経回路学会，システム制御情報学会，情報処理学会，日本人間工学会，日本時計学会，日本バーチャル
リアリティ学会（予定）

ロボット工学セミナー

日　時：2004年 11月 19日（金）

会　場：工学院大学 28階第 1会議室（東京都新宿区西新宿 1 ― 24 ― 12，JR・小田急・京王線　新宿駅西口徒歩 5分）

定　員：80 名（定員になり次第締め切ります）

参加費：会員／協賛学会員 8,000 円，学生（一律）4,000 円，会員外 12,000 円（税込）

第 28回シンポジウム　 レスキューの現状と将来

　　　　　　　　　　　　　　　ロボット工学セミナー　講習会申込書　　　　　　　受付番号＊�

講習会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

会員No. 会員資格 □正会員　□学生　□賛助会員　□協賛学会員　□会員外�

参 加 費  　￥ 支払方法 □郵便局　□銀行振込　□その他（　　  月　　  日付）�

　 フリガナ  　 TEL. （　　　）�

氏　　名  　 FAX. （　　　）�

  　 E―mail :�

勤 務 先  　 部　署�

連 絡 先  　〒�

研究・専門分野�

キリトリ線�

〈申込み方法〉
＊以下申込書に詳細をご記入の上，学会宛お申し込みください．
＊また，学会ホームページ上でも講習会案内をご覧いただけます．講習会参加申込も受け付けておりますので，ご利用ください．
＊参加費には配布資料代を含み，昼食代は含みません．
＊会場，講師，日時等は都合により変更になる場合がありますのでご了承ください．
＊参加費振込先：銀行振込　りそな銀行本郷支店（普）1063675，郵便振替　00190 ― 8 ― 57896 ともに加入者名，（社）日本ロボット学会

（参加費のお振り込みに請求書等が必要な場合は別途お申し出ください．また，所定の用紙がある場合は，その旨申込書に
明記の上，同封ください．）

（社）日本ロボット学会　講習会係 seminar＠rsj.or.jp
〒 113 ― 0033 東京都文京区本郷 2 ― 19 ― 7 ブルービルディング 2F TEL 03 ― 3812 ― 7594 FAX 03 ― 3812 ― 4628
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共催・協賛行事のお知らせ
本会共催行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

「レスキューロボットコンテスト」事務局
大阪大学基礎工学研究科機能デザイン領域　
枡谷保博助教授気付
〒���―�����大阪府豊中市待兼山町�―�
�������―����―����　�������―����―����
�―�����������	
��
	�
―�����―����������	

����年�月�日（金）～�月�日（日）
神戸サンボーホール
（〒���―������神戸市中央区浜辺通�―�―��）
��������―���―����

第�回レスキューロボットコンテスト

レスキューロボットコンテスト実行委員会
神戸市

読売新聞大阪本社
読売テレビ

東京理科大学工学部機械工学科
〒���―�����新宿区神楽坂�―�
�������―����―����（内線����）

����年�月��日（月）～�月��日（水）
��―����������	
�	������������	�	
�
��������	
���	�

（����������	�
���	�������	������）
��―���������	�
�������―��������
������������	―��������

第��回����国際ワークショップ　��������
�����������	
������	��	�����	���	������

���������	�
����������（��―��������）

�����常任実行委員会

名古屋大学大学院工学研究科　教授　福田
敏男
〒���―������名古屋市千種区不老町�
��������―���―����　��������―���―����
�―���������	�
���������

����年�月��日（水）～�月��日（土）
����������	
��		�����������������������

��������	
���

申込締切　����年��月��日（火）
論文締切　����年�月��日（火）

����������	�
������������������������

���������	�
������（��������）

名古屋大学大学院工学研究科

プログラム委員長　久保田孝（宇宙航空研究
開発機構・宇宙科学研究本部）
〒���―�����相模原市由比野台�―�―�
��������―���―����　��������―���―����
�―���������	
���������������
������������	
	���―����������	


����年�月��日（月）・�月��日（火）
箱根ホテル小涌園
（〒���―�����神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平
����）
���������―�―����
�������������	
���
―���������	�


講演申込締切　����年��月�日（金）
論文投稿締切　����年��月�日（金）

第��回ロボティクス・シンポジア

日本ロボット学会
日本機械学会
計測自動制御

本会協賛行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

（財）製造科学技術センター���センター（業
務部　田村）
〒���―�����東京都港区愛宕�―�―��第�森ビ

ル��
�������―����―����　�������―����―����
�―�����������	�
���������	���

����年�月��日（水）・�月��日（木）
（東京都江東区青海�―��タイム��ビル）

知的生産システム（���）シンポジウム（副
題：���活動の成果）

（財）製造科学技術センター

和歌山大学システム工学部　森本研究室「第
�回知能メカトロニクスワークショップ」事
務局
〒���―������和歌山市栄谷���
��������―���―����　��������―���―����
�―����������	
�����
����������������―
�������

����������	
���
�������―����������	
����

����年�月�日（木）・�月�日（金）
和歌山大学システム工学部
（〒���―������和歌山市栄谷���）
��������―���―����

申込締切　����年�月��日（金）

第�回「知能メカトロニクス」ワークショップ

精密工学会

「夏休み科学教室」係
〒���―�����明治大学生田校舎理工学部事務

室
��������―���―����（平良）
�―������������	
�����
��������（田辺）
������������	
�
����������

����年�月��日（金）
明治大学駿河台キャンパス
（〒���―�����東京都千代田区神田駿河台�―�）
明治大学生田キャンパス
（〒���―������神奈川県川崎市多摩区東三田
�―�―�）

申込締切　����年�月�日（金）

����年度　夏休み科学教室

明治大学理工学部
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第��回リハ工学カンファレンス実行委員会
〒���―������北海道札幌市東区本町�条�―�―

��医療社団法人三草会　クラー
ク病院

��������―���―����　��������―���―����

����年�月��日（水）～�月��日（金）
（財）札幌国際プラザ　札幌コンベンションセ
ンター
（〒���―������北海道札幌市白石区東札幌�条
�）
��������―���―����　��������―���―����

第��回リハ工学カンファレンス

日本リハビリテーション工学協会

���「姿勢保持」講習会��札幌����　事務局
代表　伊藤圭介
〒���―�����札幌市厚別区厚別町下野幌��
� （社）楡の会内
��������―���―����　��������―���―����
�―����������	�
���
���������

����年�月��日（土）・�月��日（日）
札幌市生涯学習センター　ちえりあ
（〒���―�����北海道札幌市西区宮の沢�条�
�―�―��）
��������―���―����　��������―���―����

���「姿勢保持」講習会��札幌����

日本リハビリテーション協会

（財）宇宙環境利用推進センター宇宙実験推
進部担当：佐藤
〒���―�����東京都新宿区西早稲田�―��―��
�―���������	
���	�����	
������������	
�������

����年�月�日（火）・�月�日（水）
砂防会館シェーンバッハ・砂防
（〒���―����東京都千代田区平河町�―�―�）

第��回宇宙ステーション利用計画ワークシ
ョップ

（独）宇宙航空研究開発機構

日本感性工学会事務局
〒���―������東京都中央区築地�―��―�―����
��������	
�―����―����
�―���������	
���	
���
������������	
�����

����年�月�日（木）～�月��日（土）
工学院大学新宿キャンパス
（〒���―����東京都新宿区西新宿�―��―�）

発表申込締切　�月��日
������������	
������������������������

��������	


第�回日本感性工学会　年次大会・講演会

日本感性工学会

センシング技術応用研究会（大阪府立産業技
術総合研究所内）
〒���―�����和泉市あゆみ野�―�―�
��������	―��―����　��������	―��―����
�―�����������	�
���	�	����������������
�������������	���
���������������	������

����年�月��日（月）～�月��日（金）
大阪府立産業技術総合研究所研究本館��研
修室�及びクリーンルーム
（〒���―�����大阪府和泉市あゆみ野�―�―�）
��������	―��―����　��������	―��―����

実習を主にしたマイクロデバイス作製講座

センシング技術応用研究会

京都大学大学院文学研究科心理学研究室　桜
井芳雄
〒���―�����京都市左京区吉田本町
���������	
��―���―����
�―����������	
����
��	����―�������
������������		
����

����年�月��日（月）～�月��日（水）
京都大学百周年時計台記念館
（京都市左京区吉田本町）

日本神経回路学会第��回全国大会（�����
����）

日本神経回路学会

東京大学工学系研究科機械情報工学専攻　佐
藤知正

����年�月��日（水）
仙台国際センター

国際ワークショップ「ロボット模倣」

国際レスキューシステム研究機構神戸ラボラ
トリー

北海道大学　高橋誠
�����������	
�
���������������

大阪大学　奥野竜平
���������	��
�
―�������

����年�月��日（水）・�月��日（木）
北海道大学
（北海道札幌市）

演題申込締切　����年�月��日（火）
原稿締切　����年�月�日（日）
����������―��������������―���������	
����

生体医工学シンポジウム����

（社）日本エム・イー学会関西支部

システム制御情報学会セミナー係
〒���―�����京都府京都市左京区吉田河原町

��　近畿地方発明センタービル内
��������―���―����　��������―���―����
�―����������	
�������
����
������������	
��������	������������������

����年��月�日（月）・��月�日（火）
立命館大学大阪オフィス
（大阪市中央区北浜�―�―��島ビル�階）
�������―����―����

システム制御情報セミナー����「超微細技�
術が支えるセンシングと制御」～��デバイ
スから新しい生体計測まで～

システム制御情報学会

���国際シンポジウム事務局
������������	
����
��

����年��月�日（月）・��月�日（火）
学術総合センター・一橋記念講堂
（東京，一ツ橋）

第�回���国際シンポジウム「ロボットとの
共生」

（社）日本工学アカデミー

（社）日本ロボット工業会
〒���―�����東京都港区芝公園�―�―�　機械振

興会館���号室
�������―����―����　�������―����―����
������������	
	����

����年��月�日（水）～��月�日（金）
千葉市・幕張メッセ展示ホール
（〒���―�����千葉県千葉市美浜区中瀬�―�）

（第�回）����年実装プロセステクノロジー展

（社）日本ロボット工業会
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高知工科大学知能機械システム工学科内　吉
田奈加（竹田研）
〒���―�����高知県香美郡土佐山田町宮ノ口

���

���������―��―����　���������―��―����
�―���������	
�����������―����������
������������	
����
�―����������	
���	

����年��月�日（土）・��月��日（日）
高知工科大学
（〒���―�����高知県香美郡土佐山田町宮ノ口
���）
������������	
��―����������	

講演申込締切　����年�月��日（金）
論文原稿締切　����年�月��日（火）

第��回インテリジェントシステムシンポジ
ウム

日本知能情報ファジィ学会

神奈川工科大学福祉システム工学科　西原主
計
��������―���―����　��������―���―����
�―�����������	
�������
�―��������

����年��月��日（土）・��月��日（日）
神奈川工科大学��号館（福祉システム工学
科），図書館
（〒���―�����厚木市下荻野����）

申込締切　����年�月��日（月）

第��回バイオメカニズム学術講演会

バイオメカニズム学会

����国際会議����岐阜実行委員会
〒���―�����岐阜県各務原市須衛町�―���―�

テクノプラザ　（財）岐阜県研究開
発財団内

��������	―��―����　��������	―��―����

����年��月��日（水）～��月��日（金）
大垣市情報工房
（岐阜県大垣市小野�―��―��）

����国際会議����岐阜

����国際会議����岐阜実行委員会

筑波大学大学院システム情報工学研究科知能
機能システム専攻　山海嘉之
〒���―�����つくば市天王台�―�―�
��������―���―����　��������―���―����
�―����������		
������������������

����年��月��日（金）～��月��日
つくば国際会議場
（〒���―�����茨城県つくば市竹園�―��―�）
�������������	
����	����

申込締切　����年�月��日（木）

第�回����システムインテグレーション部
門講演会（�������）

（社）計測自動制御学会

大会事務局　呉研究室　教授　呉景龍（香川
大学）
〒���―�����香川県高松市林町����―��
��������―���―����　��������―���―����
�―���������	
��������―�������

����年�月��日（日）～�月��日（水）
かがわ国際会議場
（香川県高松市）

�����������	
��	
��	����	����	����������

���������	
�����������―��������

����������	
��	������������������������

（����）

本会後援行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

���大学ロボコン事務局
〒���―�����東京都渋谷区神山町�―��第三共

同ビル（株）���エンタープラ
イズ��内

�������―����―����　�������―����―����

����年�月��日（日）
国立オリンピック記念青少年総合センター大
体育室

���大学ロボコン����～���アジア・太
平洋ロボコン代表選考会～

���

���エンタープライズ��

〈展覧会事務局〉���事務局　担当：大口伸
一
〒���―�����東京都渋谷区神南�―�―�
�������―���―����　�������―���―����

����年�月��日（日）～�月��日（水）
東京ドームシティ・プリズムホール
（東京都文京区）

特別展「プロジェクト���～挑戦者たち～」

特別展「プロジェクト���」実行委員会

四ツ柳隆夫　全国高等専門学校ロボットコン
テスト実行委員会事務局
〒���―�����東京都渋谷区神山町�―��第三共

同ビル（株）���エンタープラ
イズ��内

�������―����―����　�������―����―����

����年��月��日（日）～��月��日（日）
北海道大会（釧路市観光国際交流センター）
関東甲信越大会（木更津工業高等専門学校　
第一体育館）
近畿大会（近畿大学記念会館）
四国大会（新居浜工業高等専門学校　第一体
育館）
九州沖縄大会（都城市早水体育文化センタ
ー）
東北大会（鶴岡市小真木原総合体育館）
中国大会（松江市総合体育館）
東海北陸大会（鈴鹿市立体育館）
全国大会（国技館）

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコ
ンテスト����

高等専門学校連合会
���

���エンタープライズ��
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理事会報告

第 210回理事会報告

日　　時： 2004 年 2 月 17 日（木） 14 : 30 ～ 16 : 30

場　　所：本郷瀬川ビル　6階会議室

出席理事：吉川（会長），中野，大島，柳原（記），駒田，樋口（大西代理），

石田，中嶋，村上，中内，末廣，神�，�梨，�信

出席監事：江尻

委任状提出：大西，生田，広瀬，小林，谷

その他の出席者：田中（事務局）

〈議　事〉

1．議事録確認

第 209 回理事会議事録案について了承した．

2．入退会の承認

前回理事会以降 2 月 17 日までの入会希望正会員 5 名，学生会員 14 名，

復会希望学生会員 1 名，および退会希望正会員 8 名，学生会員 10 名，名

誉会員 1名，種別変更（学生→正会員）3名，（正会員→学生会員）1名を

承認した．この結果，会員総数は 4,050 名，賛助会員 69 団体（99 口）と

なった．

3．事業関連

共催，協賛等を了承した．

4．その他

（１）科学技術振興機構からの電子媒体資料（CD ― ROM）の利用につ

いての依頼を承認した．

（２）平成 15 年度収支決算書報告，平成 16 年度収支予算書を含めた第

22 回通常総会資料を承認した．

第 212回理事会報告

日　　時： 2004 年 4 月 9 日（金） 14 : 30 ～ 17 : 00

場　　所：本郷瀬川ビル　6階会議室

出席理事：吉川（会長），中野，柳原，増田（記），石田，樋口，橋本，

中内，上田，下倉，生田，淺間，神�，山海，�信，堀，久

保田

出席監事：なし

委任状提出：内山，谷，吉田

その他の出席者：田中（事務局）

〈議　事〉

1．事業方針と体制について

会長より平成 16 年度の学会事業方針とそのための体制について報告・

依頼がなされた．

2．議事録確認

第 211 回理事会議事録案について了承した．

第 22 回通常総会議事録について了承した．

3．入退会の承認

前回理事会以降 4 月 9 日までの入会希望正会員 5 名，学生会員 3 名，

および退会希望正会員 2名，学生会員 17 名，復会正会員 1名，種別変更

（学生→正会員）21 名を承認した．この結果，会員総数は 3,900 名，賛助

会員 69 団体（99 口）となった（R212 ― 4）．

4．事業関連

（１）第 22 回学術講演会の実行委員およびプログラム委員の変更を承

認した．

（２）協賛 9件，共催 2件，後援 1件について承認した．

5．企画関連

（１）日本ロボット学会表彰規程の一部修正を承認した．

（２）第 18 回論文賞選考委員会委員と第 9 回実用化技術賞選考委員会

委員を承認した．

（３）安全回復ロボティクス研究専門委員会の設置を承認した．

第 211回理事会報告

日　　時： 2004 年 3 月 10 日（水） 14 : 30 ～ 16 : 30

場　　所：本郷瀬川ビル　6階会議室

出席理事：吉川（会長），中野，内山，大島，柳原（記），駒田，樋口（大

西代理），石田，中嶋，村上，中内，末廣，生田，田所，神�，

�梨，小林，谷，�信

出席監事：柿倉，江尻

委任状提出：大西，広瀬

その他の出席者：田中（事務局），増田，橋本，上田，下倉，淺間，吉田，

久保田（以上次期理事）

〈議　事〉

1．議事録確認

第 210 回理事会議事録案について了承した．

2．入退会の承認

前回理事会以降 3月 9日までの入会希望正会員 8名，学生会員 6名，お

よび退会希望正会員 6 名，学生会員 12 名，除名正会員 49 名，学生会員

87 名，種別変更（学生→正会員）6名を承認した．この結果，会員総数は

3,910 名，賛助会員 69 団体（99 口）となった．

3．事業関連

（１）2004 年度事業計画委員会委員（案）を承認した．

（２）「ロボット基礎講座の件」について了承した．

4．企画関連

表彰規定に関する改正を承認した．

5．庶務関連

会費の徴収および学会誌の配布に関する規程に関する改正案を承認し

た．

6．財務関連

2004 年度予算＆実績について了承した．

7．その他

新大型プロジェクト（桑原氏提唱）について，担当に内山副会長，浅間

新理事を推薦することを承認した．



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 15―日本ロボット学会誌 22巻 5号 2004年 7月

正　会　員
09861 塚本　貴城 09867 越野　　亮 09870 中尾　哲也

09875 丁　　洛榮 09885 奥村　克博 09887 Cho, ah―ra

09889 田伏　正佳 09890 稲益　悦夫 09897 森澤　光晴

09898 服部　　泰 09900 Chung, Geum Lyul 09901 大野　　宏

09904 高間　和志 09910 坂倉　守昭 09940 加瀬　隆明

09956 茶屋本利男 09958 増本　大器 09974 原田　宏幸

09979 辻野　広司 09985 野田　世希 09993 長谷川直樹

10007 ZECCA MASSIMILIANO 10020 丸山　勝範 10031 古賀　敏之

10032 坂本　　元 10052 渡辺　　修 10064 植木　美和

10065 有吉斗紀知 10066 山田　　学 10083 川口　　学

10084 Olivier STASSE 10105 樋口　　勝 10107 加藤　昇平

10113 Ebert Dirk 10114 Lemaire Olivier 10115 倉　　篤人

10117 曹　　梅芬

学　生　会　員
09859 山田　浩也 09860 大脇　　大 09862 森　　和弘

09863 永井　　建 09864 堀田　宗利 09865 小山　真澄

09866 熊谷　　快 09868 檜山　有紀 09869 山崎　慎介

09871 日比　一秀 09872 篠原　弘徳 09873 岩田　克也

09874 九鬼　陽介 09876 守谷　　剛 09877 今西　一剛

09878 末藤　　啓 09879 菅原　吉隆 09880 團　　良祐

09881 山田　光利 09882 古田　智浩 09883 古賀大二朗

09884 小西　　薫 09886 池谷　亮一 09888 南　　　孝

09891 吉田　晃典 09892 細川　雄史 09893 野村　孝文

09894 佐藤　史明 09895 吉本　芳幸 09896 中越　宏明

09899 仲川　宜秀 09902 木村　啓志 09903 橋本　明奈

09905 高木　嗣夫 09906 見延　壮希 09907 太田　裕一

09908 山下　育民 09909 矢藤　　孝 09911 池谷　昌浩

09912 桑波田修平 09913 福田　　司 09914 菅原　隆行

09915 有野　千昭 09916 小倉　基範 09917 小松　祥人

09918 森山　伸彦 09919 西　　大輔 09920 鶴谷　泰介

09921 小西　剛史 09922 西出　　俊 09923 大久保善之

09924 黒田　友樹 09925 石河　正継 09926 渡邉　貴光

09927 梁取　徹也 09928 渡　　正行 09929 小橋　征爾

09930 吉田　裕介 09931 泉　　正樹 09932 安積　孝治

09933 伊藤　雄一 09934 住岡　英信 09935 丸林　実雄

09936 石田　武志 09937 作田　康平 09938 加藤　昭博

09939 内山　研吾 09941 門林　義幸 09942 河田　浩平

09943 原田　　篤 09944 五味健太郎 09945 下村　明司

09946 西田　武史 09947 中沢　俊貴 09948 伊藤　雅之

09949 佐藤　　勇 09950 青木　祐人 09951 村松　寛章

09952 小野寺良二 09953 太田　　聡 09954 中野　広樹

09955 袖山　慶直 09957 内田　千春 09959 南　広一郎

09960 中野　　徹 09961 丹羽　正彦 09962 越智　　光

09963 神吉　厚之 09964 河村　俊哉 09965 渡邉　恭成

09966 相澤　知成 09967 小平　圭佑 09968 奧迫　伸一

09969 大石　哲也 09970 高村　　寧 09971 橋本　　誠

09972 藤田　泰伸 09973 宮本　昌和 09975 李　　成求

09976 恒吉　　剛 09977 尾崎　健太 09978 立石　怜志

09980 大橋　亮治 09981 山本　紘督 09982 Muhamad Aizuddin

09983 平川　新吾 09984 畠山　拓也 09986 飯塚浩二郎

09987 北川　耕平 09988 鎌田　展秀 09989 青木　勝洋

09990 梅林　克哉 09991 谷保　勇樹 09992 宮川　正好

09994 高橋　卓良 09995 近藤　一生 09996 原田　賢二

09997 星　　貴之 09998 多和田典朗 09999 涌井　祐介

10000 高橋　昌宏 10001 山口　　哲 10002 小林　大輔

10003 田中　博人 10004 秋山　　仁 10005 中山　美佐

10006 三好　伸弥 10008 �松　誠一 10009 大谷　純一

10010 実川　達明 10011 鴨島　里実 10012 塩形　大輔

10013 高木　史朗 10014 La Tuan Anh 10015 阿部　崇志

10016 畑　　良幸 10017 石田　　豊 10018 小野　智也

10019 松田　壮史 10021 小椋　浩平 10022 阿部　貴史

10023 安東　寛史 10024 洪　　　震 10025 小築　隆博

10026 杉生　憲司 10027 高巣　祐介 10028 杉山　和也

10029 鈴木　孝史 10030 菅井　晴彦 10033 山田　智之

10034 小坂　一祥 10035 小林　弘明 10036 藤原　健洋

10037 石川　哲也 10038 山口　景一 10039 楊　　　飛

10040 表　慎太郎 10041 吉原　佑器 10042 佐竹　宣彦

10043 高橋　友也 10044 佐藤　正浩 10045 吉田　啓二

10046 庵下　陽平 10047 高島　　享 10048 竹内　正樹

10049 加藤　　進 10050 松原　大輔 10051 中井　高久

10053 富澤　義仁 10054 田崎　　豪 10055 島原　　聖

10056 平山　幸喜 10057 伊与部宗吾 10058 松本　祥平

10059 藤田　卓志 10060 大橋　康弘 10061 大竹　祐希

10062 齋藤　和成 10063 松尾　圭剛 10067 桜井　　尊

10068 水戸　豪二 10069 春日　智史 10070 黄　　吉卿

10071 野田　善之 10072 豊川　貴章 10073 菅野　昌伸

10074 佐治慎一郎 10075 加藤　幸雄 10076 栃久保裕司郎

10077 志賀　俊基 10078 松尾　和芳 10079 齊藤　陽平

10080 松本　剛明 10081 濱　　隆行 10082 北澤　誠之

10085 田渕　芳浩 10086 佐藤　帆紡 10087 森木　紘平

10088 久保　　允 10089 高野瀬雅樹 10090 李　　虎奎

10091 鈴木　秀俊 10092 鈴木　良平 10093 Bui Trong Quan

10094 城殿　千生 10095 伊藤　直幸 10096 本間　将人

10097 樋野　俊之 10098 増田　健司 10099 沼田　兼一

10100 港　　　淳 10101 高橋　将史 10102 大場　　譲

10103 森田　和郎 10104 瀬川　友史 10106 滝川　靖弘

10108 高岡　　豊 10109 溝井　敏幸 10110 西尾　祥一

10111 石丸　佳範 10112 市来　幸裕 10116 尚　　爾哲

10118 黒瀬　賢史 10119 山本　俊一 10120 小林　謙吾

10121 田端　　聡 10122 鈴木　雅人 10123 高野　　渉

10124 岩城　洋平 10125 山本　　江 10126 大里　健太

10127 末永　　剛 10128 脇田　淳一 10129 伊藤　良彦

10130 松ヶ下正之 10131 金　　天海

賛　助　会　員
S0230 オリンパス（株） 1口

新入会員
（2004 年 5 月～ 6月入会の会員）
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英文論文集のページ
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第 7・8・9・10 回学術講演会予稿集 8,000 円（送料 700 円）

第 11・12 回学術講演会予稿集 10,000 円（ 〃 1,000 円）

第 13 回学術講演会予稿集 15,000 円（送料込）

第 14 回学術講演会予稿集 15,000 円（送料込）

第 15 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 16 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 17 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 18 回学術講演会予稿集 15,000 円

第 19 回学術講演会講演概要集（予稿集CD―ROM付）

併設行事テキスト「21 世紀のロボット技術シンポジウム」贈呈（在庫分のみ）

15,000 円

第 20 回学術講演会講演概要集（予稿集CD―ROM付）

本学会個人会員　5,000 円

本会個人会員以外　10,000 円

第 21回学術講演会講演概要集（予稿集 CD ―ROM付）
本学会個人会員　5,000円

本学会個人会員以外　10,000円
第 1・3回ロボットセンサシンポジウム予稿集 2,500 円

第 1回　ロボットシンポジウム予稿集 5,000 円

第 3・4・5回　ロボットシンポジウム予稿集 8,000 円

第 4回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

第 5回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

第 6回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

「ロボット制御に使い易いDSPとは？」講習会テキスト

2,000 円（送料込）

ロボット工学入門シリーズ講習会テキスト
―第 21 回センサ編・第 22 回言語編

第 23 回総集編・第 34 回システム編

第 35 回アプリケーション編

第 38 回エンドエフェクタ編

第 44 回システム編

第 45 回アプリケーション編 各 4,000 円（送料込）

ロボット工学セミナー講習会テキスト
―第 48 回センシング研究の最前線

第 50 回先端制御理論

第 52 回海外におけるロボット研究

第 53 回安全・ PL法とロボット

第 54 回ロボットメカニズムの設計と実例

第 55 回続続・こうすればロボットが作れる

第 57 回創発的ロボット教育

第 58 回バリアフリーロボティクス入門

第 59 回こうすればロボットが簡単に動かせる

第 60 回ネットワークとロボティクス

第 62 回ロボット用ソフトウェアの作り方 各 2,000 円（送料込）

第 17 回学術講演会特別セッション資料　福祉の現場の声とロボット技術

1,000 円（送料込）

ロボット学術用語集 1,000 円

ロボット学術用語集（意味つき） 2,000 円

インテリジェントテレロボティクス研究専門委員会報告書

1,000 円

ロボットの知能と自律性研究専門委員会報告書 2,000 円（送料込）

IROS '90 10,000 円（ 〃　）

IROS '91 ・ IROS '93 15,000 円（ 〃　）

ICRA '95 15,000 円（ 〃　）

※以上のものはいずれも消費税込，送料は特に明記されているもの以外は，

別にかかります．

日本ロボット学会誌
第 16 巻 第 7号　〔 〃 〕 リファレンス　オブ　リファレンス

第 8号　〔 〃 〕 PCとロボティクス

第 17 巻 第 3号　〔 〃 〕 高度道路交通システム

第 4号　〔ミニ特集〕テレロボティクスからネットワークロボティクスへ

第 5号　〔特集〕 ロボットの作業環境

第 6号　〔 〃 〕 ソフトロボティクス

第 7号　〔 〃 〕 感性とロボット

第 8号　〔 〃 〕 ETS ―VII における宇宙ロボット実験

第 18 巻 第 1号　〔 〃 〕 21 世紀の医療とロボティクス

第 2号　〔 〃 〕 21 世紀の玩具とロボティクス

第 3号　〔 〃 〕 新しいモデリングパラダイムを目指して

第 4号　〔 〃 〕 産業用ロボットの昨日，今日，明日

第 5号　〔 〃 〕 21 世紀の産学共同

第 6号　〔 〃 〕 器用な手

第 7号　〔 〃 〕 屋外で活躍するロボット

第 8号　〔 〃 〕 未来志向大型ロボットプロジェクト

第 19 巻 第 3号　〔 〃 〕 マイクロマシン技術

第 4号　〔 〃 〕 未来開拓：「分散協調視覚」プロジェクト

第 5号　〔 〃 〕 川人学習動態脳プロジェクト

第 6号　〔 〃 〕 極限環境作業ロボット

第 7号　〔 〃 〕 マイクロメカトロニクス・ソフトメカニクス

第 8号　〔 〃 〕 競争的研究資金

第 20 巻 第 1号　〔 〃 〕 ロボカップ

第 2号　〔 〃 〕 マニピュレーション： 21 世紀に向けた新展開

第 3号　〔 〃 〕 ロコモーション

第 4号　〔 〃 〕 センシング技術―光と影―

第 5号　〔 〃 〕 ロボットの知能とシステム統合

第 6号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念特集号

第 7号　〔 〃 〕 ロボット新ビジネス

第 8号　〔 〃 〕 ウェアラブルロボティクス

第 21 巻 第 1号　〔 〃 〕 気になるコンポーネント

第 2号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念学術講演会 I

第 3号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念学術講演会 II

第 4 号　〔 〃 〕 福祉とロボティクス

第 5号　〔 〃 〕 月・惑星探査ローバ

第 6号　〔 〃 〕 ロボットのオープン化，モジュール化，ネットワーク化技術

第 7号　〔 〃 〕 次世代アクチュエータ

第 8号　〔 〃 〕 モジュラーロボット

第 22 巻 第 1号　〔 〃 〕 HRPの成果と人間型ロボットの今後の展開

第 2号　〔 〃 〕 ロボットの運動学習

第 3号　〔 〃 〕 ロボットと知的財産

第 4号　〔 〃 〕 メディカルロボティクス

刊行物のご注文は書面にて事務局あてにお申し込みください．

会員の方で学会誌を巻毎にまとめてお申し込みの場合は会費と同額で，その

他の場合は実費として第 1巻～第 8巻 2号まで 1冊 1,500 円，第 8巻 3号よ

り1冊 2,000円，第12巻 1号より1冊 2,500円（いずれも消費税，送料別）で

お求めになれます．また，第 16巻 7号以前の在庫につきましても事務局あ

て別途お問い合わせください．

刊行物のご案内

2002年度版会員名簿発行のお知らせ

頒布価格 2,500円（税込み，送料学会負担）
新しい会員名簿が発行されました．電子メールアドレスなど，多く

の会員データが更新されています．ご希望の方は，現金書留または郵

便小為替にて代金を添え，下記事務局までお申込みください．なお申

込みは本会会員の方に限ります．

〒 113 ― 0033 東京都文京区本郷 2 ― 19 ― 7
ブルービルディング 2階

日本ロボット学会　名簿係宛
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慶應義塾大学理工学部
大学院理工学研究科　教員募集

募集人員： 1名
専門分野：「宇宙システム工学」分野あるいは「システム工学の理論」分

野．教育面ではシステム工学，数理計画法，応用力学などの講

義を担当できる方

職位・年齢：「宇宙システム工学」分野については，教授，助教授，専任
講師で 45 歳以下がのぞましい．「システム工学の理論」分野に

ついては，助教授，専任講師で 30 歳～ 40 歳程度

所　　属：学部はシステムデザイン工学科，大学院は，複合システム工学
分野または空間・環境デザイン工学分野のいずれかの専修に所

属

応募資格：博士学位取得者または着任時取得見込み者
提出書類：（１）履歴書（写真貼付），（２）業績リスト，（３）論文別刷り

（複写可），（４）これまでの研究概要と今後の抱負（1500 字程

度）

着任時期：2005 年 4 月 1 日（金）
応募締め切り：2004 年 8 月 20 日（金）必着
照 会 先：〒 223 ― 8522  横浜市港北区日吉 3― 14 ― 1 ／慶應義塾大学理工

学部システムデザイン工学科主任　青山藤詞郎／

電話（045）566 ― 1721 ／ E ―mail : aoyama@sd.keio.ac.jp

書類提出先：封筒に朱書きで「教員応募（システム）書類在中」と明記し，
上記宛に郵送（書留）願います

会費納入のお願い

2004 年度（平成 16 年 1 月～ 12 月）会費は 2003 年 12 月末までに

納入いただくようにお願いしておりましたが，まだ納めていない方

は，各会員宛郵送（2003 年 10 月，2004 年 6 月）の振込用紙にて，

下記宛にご送金ください．

記

（社）日本ロボット学会

2004 年度会費 正会員費　10,000 円　学生会員費　4,000 円

〈送付先〉 郵便振替　口座番号　00190 ― 8 ― 57896

（社）日本ロボット学会

または　みずほ銀行本郷支店（普）2149569

（社）日本ロボット学会

○会員の金融機関口座から本学会指定口座への自動振替サービスも
行っております．利用ご希望の方は，事務局までご連絡ください．

○所属団体名で振込む場合は，必ず別途事務局にその旨お知らせ下さい．

○ 2003 年度以前の会費が未納の場合はあわせてご納入下さい．

○振込金受領証をもって領収証にかえさせていただきます．

○入会時に学生会員としてお申し込みいただいている方で 2003 年 3

月にご卒業になられた方は，2004 年度より正会員となりますので

正会員会費をお納め下さい．

日本ロボット学会誌 22巻 6号予定目次（8月刊）
特集「水中ロボティクス」

特集について 磯部大吾郎（筑波大）

［展望］ 海中に求められるロボット 浦　　環（東大）

［解説］ 水中ロボットの現状と将来（仮） 小池敏和（三井造船）

原子力発電プラント水中検査用ROVの開発

鈴木正憲（日立）

魚ロボットの開発 山本郁夫（海洋研）

小型水中点検ロボットの開発

伊藤智之・木村元比古（東芝）

自律型海中ロボット r2D4 の製作と佐渡沖および

黒島海丘海底観測 浦　　環（東大）

知的観測を行う水中ロボット 近藤逸人（東京海洋大）

自律型水中ロボットの群ロボットシステム

柳　善鉄（ハワイ大）

水中移動体の制御 池田貴幸（東工大）

水中ロボットとニューラルネットワーク（仮）

石井和男（九工大）

ダイバーロボットの実現に向けて

金岡克弥・川村貞夫（立命館大）

その他，応募論文等

有料広告 学会からのお知らせ

ロボットコンテストで優秀チームを表彰

日本ロボット学会では，ロボット学とその応用に関する研究の進展と知

識の普及を図る目的で，次世代を担うロボット研究者の育成と社会への啓

蒙にも力を注いでいます．その一環として，いくつかのロボットコンテス

トを共催・協賛して賞を提供しておりますが，今回下記のコンテストが開

催され，優秀チームを表彰しましたのでここにご報告します．

〈ロボカップジャパンオープン 2004 大阪〉

当学会が共催するロボカップ 2004 が，平成 16 年 5 月 1 日～ 4日，イン

テックス大阪にて開催され，サッカーリーグ 60 チーム，レスキューリー

グ 14 チームが参加して覇を競いました．人工知能やロボット工学の研究

者，学生が参加して 7月の世界大会へ向けての前哨戦として白熱した戦い

が繰り広げられました．また，ロボットの設計製作を通じては次世代の科

学技術者を育てることを目的とするジュニア部門には，全国から 94 チー

ムの参加がありました．当学会では，Jolly Pochie（九州大学大学院）お

よび五輪の会C Silf ― H2（井藤功久）に対し，日本ロボット学会賞を授与

しました．
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（社）日本ロボット学会平成 16・17年度（2004・2005年度）役員
正会員による選挙を経て，第 22回通常総会において次のとおり選挙されました．

（社）日本ロボット学会平成 15・16年度（2003・2004年度）評議員（50音順）

（社）日本ロボット学会平成 16・17年度（2004・2005年度）評議員（50音順）

理　　事 会　長
吉川　恒夫（京都大学）

副会長
内山　　隆（（株）富士通研究所）
中野　榮二（東北大学）

庶務
柳原　好孝（東急建設（株））

＊増田　良介（東海大学）
財務
石田　健蔵（ソニー（株））

＊樋口　峰夫（三菱電機（株））
＊橋本　英昭（（株）東芝）
企画
中内　　 （筑波大学）

＊上田　澄廣（川崎重工業（株））
＊下倉健一朗（日本電信電話（株））

会誌
生田　幸士（名古屋大学）

＊淺間　　一（東京大学）
欧文誌
神� 徹雄（産業技術総合研究所）

＊山海　嘉之（筑波大学）
事業
谷　　和男（岐阜大学）
�信　英明（工学院大学）

＊吉田　和夫（慶應義塾大学）
＊堀　　俊夫（産業技術総合研究所）
＊久保田　孝（宇宙航空研究開発機構）

監　　事
江尻　正員（元（株）日立製作所）

＊大島　正毅（東京海洋大学）

＊印　2004・2005年度　新役員

新井　健生（大阪大学）
荒井　裕彦（産業技術総合研究所）
五百井　清（近畿大学）
出澤　正徳（電気通信大学）
伊東　明俊（東京電機大学）
稲葉　昭夫（岐阜県生産情報技術研究所）
井上　健司（大阪大学）
岡本　　修（茨城工業高等専門学校）
岡　　宏一（高知工科大学）
菅　　和俊（（株）日立製作所）
倉爪　　亮（九州大学）

池浦　良淳（三重大学）
石川　友彦（（株）三友製作所）
石黒　　浩（大阪大学）
上野　浩史（宇宙航空研究開発機構）
大石　　潔（長岡技術科学大学）
岡　　　潔（日本原子力研究所）
柿倉　正義（東京電機大学）
梶川　伸哉（秋田県立大学）
刈谷　　学（高知県工業技術センター）
川路　茂保（熊本大学）
衣笠　哲也（岡山理科大学）
小林　　宏（東京理科大学）
榊　　泰輔（九州産業大学）
佐久間一郎（東京大学）
佐野　明人（名古屋工業大学）

皿田　　滋（産業技術総合研究所）
末廣　尚士（産業技術総合研究所）
鈴木　慎一（北海道立工業試験場）
�梨　伸彰（日本電気（株））
高橋　　宏（日産自動車（株））
田所　　諭（神戸大学）
東條　直人（三洋電機（株））
中嶋　勝己（川崎重工業（株））
中野　殖夫（イワヤ（株））
橋本　浩一（東京大学）
浜田　朋之（（株）日立製作所）
林　　憲玉（神奈川工科大学）
日浦　亮太（三菱重工業（株））
広瀬　茂男（東京工業大学）
深瀬勇太郎（清水建設（株））

星野　　洋（松下電工（株））
本間　敬子（産業技術総合研究所）
増田　峰知（三重県科学技術振興センター）
向井　利春（理化学研究所）
村上　弘記（石川島播磨重工業（株））
村瀬　有一（（株）富士通研究所）
森島　昭男（名古屋大学）
柳田　康幸（（株）国際電気通信基礎技術研究所）
山北　昌毅（東京工業大学）
山崎　信行（慶應義塾大学）
山田　陽滋（豊田工業大学）
吉田　和弘（東京工業大学）
吉田　和哉（東北大学）
吉見　　卓（（株）東芝）

小菅　一弘（東北大学）
榊原　伸介（ファナック（株））
澤　洋一郎（沼津工業高等専門学校）
下笹　洋一（綜合警備保障（株））
下山　　勲（東京大学）
杉本　　旭（北九州市立大学）
高橋　隆行（東北大学）
高橋　友一（名城大学）
高本　陽一（（株）テムザック）
武田　宗久（三菱電機（株））
田代　泰典（（株）ナムコ）

田中　雅人（（株）安川電機）
長尾　信一（北海道立工業試験場）
中嶋　新一（新潟工科大学）
永嶋　史朗（（株）富士通研究所）
秦　　清治（香川大学）
前山　祥一（大阪電気通信大学）
松野　文俊（電気通信大学）
松日楽信人（（株）東芝）
山崎　宗重（（株）安川電機）


