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論文賞候補推薦のお願いおよび
実用化技術賞公募のお知らせ

第 19回論文賞選定条件

本会では，ロボット学および本会が関与する科学技術や産業の分野にお

ける研究を奨励しその発展を図ることを目的として，これらの分野での顕

著な学術的業績，優秀な実用技術を選び，論文賞，実用化技術賞による表

彰を実施しております．表彰数は［論文賞］4件まで，［実用化技術賞］2

件までを予定し，2005 年 9 月に行われる学術講演会で表彰いたします．

論文賞受賞者全員に賞状と賞牌を，また実用化技術賞受賞者には全員に賞

状と代表者に賞牌を贈呈し，学会誌に公表いたします．

ここに，第 19 回論文賞選定，および第 10 回実用化技術賞選定を行うた

めの推薦および応募を求めます．論文賞，実用化技術賞とも，会員の皆様

からの推薦および応募にもとづき本会選考委員会で審議決定します．よっ

て，下記の選定条件を参照の上，多数の方々の推薦および応募を期待しま

す．

1. 選定範囲および推薦できる論文の数：
次の論文の中から，正会員 1名につき 1編とする．

2003 年 1 月から 2004 年 12 月までの 2 年間に，本会会誌に掲載された

総合論文，学術論文，技術論文，研究速報，および本会欧文誌に発表され

た paper, short paper, invited paper とする．

2. 推薦資格：本会正会員に限る．
3. 推薦方法：下記の様式に従うこと．
4. 締 切 日： 2005年 1月 21日（金）

論文名・著者名

掲　　載　　誌 1.   会誌， 2.   欧文誌， 3.   その他
誌名：
Vol. No. pp. ―　　　　（ 年　　　　月）

被 推 薦 論 文
関　連　分　野

1.   コンポーネント， 2.   マニピュレーション， 3.   ロコモーション， 4.   センシング，
5.   システム， 6.   その他

推　薦　理　由

推　　薦　　者
（正　 会 員）

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所属機関（部，課，役職）

所在地　〒

電話　　　　　　―　　　　　　―

FAX ―　　　　　　―

論文賞候補推薦用紙

注：該当する番号を〇で囲んでください．
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1. 対象となる業績：
数年以内に完成したロボット学の成果を含む技術であり，応募者が主体

となって開発した自主技術．理論や実験にとどまらず，実用的応用や製品

化に結びついている技術を対象とする．（注参照）

注）1．技術の対象にはハードウェアやソフトウェアの要素技術的なも

のばかりでなくシステム化技術まで広く含まれる．

2．実用化の範疇には，製品化（販売）されたものはもちろん，販

売されていないものの，複数の人に用いられて評価を受けている

もの，自社の生産ライン用に開発し実際に稼働し経済効果をあげ

ているもの等も含まれる．

2. 受賞対象者：技術の完成に貢献した個人あるいは複数人
（10 名以内，ただし１団体は５名以内，なお団体とは法

人または法人に準じる単位とする）

3. 応募資格：個人の場合は本会の正会員または学生会員，複数人の場合
は代表者が本会の正会員または学生会員であることを要す

る．

4. 応募方法：次頁様式に従うこと，自薦・他薦いずれも可とする．
5. 締 切 日： 2005 年 1 月 21 日（金）
6. 応募に際しての注意事項：
1．提出書類は一切返却いたしません．

2．審査は書類審査，ヒアリング審査で行い，必要に応じて現地調査

を行います．書類審査にパスした候補者には審査委員会が指定する

会場（東京）にてヒアリング審査を行います．その際の交通費等は

応募者負担になります．

3．最終決定結果は，応募代表者全員に文書によりお知らせいたしま

す．ただし，［採］［否］の理由に関する問い合わせには応じかねます．

4．添付書類の変更がありますのでご注意下さい．

5．選考規定の変更があります．従来の文章より選考基準を明確にす

るための変更で，基本的な応募資格，応募方法，選考方法などは従

来と変わりがありません．詳しくは <http://www.rsj.or.jp/Info/

rules/hyosho.html> をご参照下さい．

論文賞候補推薦書，実用化技術賞申請書の応募先
〒113 ― 0033 東京都文京区本郷 2 ― 19 ― 7 ブルービルディング 2F

（社）日本ロボット学会　論文賞係，あるいは実用化技術賞係　宛

TEL：03（3812）7594 FAX：03（3812）4628

第 10回実用化技術賞募集要領

日本ロボット学会誌 23巻 1号予定目次（1月刊）
特集「ロボティクスのための生命理解（仮）」

特集について 泉田　啓（金沢大）
［解説］ 大脳基底核による運動制御機構 高草木薫（旭川医大）

動物の行動を決定する脳の神経機構 青沼仁志（北大）
実環境における 2足歩行の創発的リアルタイム制御

矢野雅文（東北大）
多足動物の歩行運動における基本戦略 西井　淳（山口大）
人間や類人猿の身体運動のシミュレーション

荻原直道・山崎信寿（京大）
昆虫の神経系と適応行動 神崎亮平（東大）
昆虫の複眼を規範としたビジョンセンサとその応用

星野一憲（東大）
数理モデルによる昆虫の飛翔機構の解明へのアプローチ

飯間　信（北大）
蝶の飛翔制御法解明への実験的アプローチ

泉田　啓（金沢大）
その他，応募論文他

会費納入のお願い

規程により 12 月末までに，2005 年度（2005 年 1 月～ 12 月）会費

を下記のとおりご納入くださいますようお願い申し上げます．

記

（社）日本ロボット学会

2005 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

また，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．

○各会員宛郵送（2004 年 10 月）の振込用紙にて上記宛にご送金くだ

さい．

○所属団体名でお振り込みの場合は，必ず別途事務局にその旨お知らせ

ください．

○ 2004 年度以前の会費が未納の場合はあわせてご納入ください．

○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 2004 年 3

月にご卒業になられた方は，2005 年度より正会員となりますので

正会員費をお納めください．
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添付書類：申請書の他に次の書類（任意形式）を添付してください．
（１）技術説明書：技術のセールスポイント，技術の内容の説明，技術開発の動機と経過，技術の独創性・新規性（ロボット応用の拡大，学術

論文や特許等），品質または性能の優秀さ（類似技術との比較），波及効果（次のロボット技術・他技術・知的基盤への貢献，開拓される
産業・市場の発展性）など，特に技術のセールスポイントは明確に記述して下さい．

（２）実用化の状況：現場への適用度，製品の経済効果・市場の評価，社会への実際的な貢献を販売実績，稼動実績，産業界・社会へのインパ
クトなど実用化技術賞にふさわしい実用化の状況を明確に記述して下さい．

（３）技術開発環境の説明：技術提携，技術協力などの有無，開発資金の援助の有無，それぞれある場合はその相手，内容も記述する．
（４）各候補者の応募技術実現における役割分担の説明．
（５）特許・実用新案出願・取得状況：取得および公開されたものはコピーを添付，出願中のものは，名称，出願番号，日付，請求範囲，出願

国リストを添付する．
（６）技術に関する公開された文献：論文，技術報告，技術資料などで技術内容および各候補者の貢献度がわかるもの．
（７）開発技術の内容，実用化状況を示すビデオ：ビデオの有無で選考委員の技術への理解度が大きく変わることがありますので可能な限り提

出して下さい．
提出部数：（１））～（６）を正 1部，（１）～（７）をCD―ROMに収めたものを副として 5部，または（１）～（７）を正 1部，副 4部（コピーで可）
提 出 先：社団法人　日本ロボット学会　実用化技術賞係　宛（〒 113 ― 0033  東京都文京区本郷 2― 19 ― 7 ブルービルディング 2階）

TEL  03 ― 3812 ― 7594 FAX  03 ― 3812 ― 4628
提出期限： 2005 年 1 月 21 日（金曜日） 17：00 必着　　　注意事項：応募事項は一切返却いたしません．
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日本ロボット学会第 18回論文賞の贈呈
―第 18回論文賞選考結果報告―

本会では，ロボット学の発展への貢献を奨励することを目的として，本

学会の学会誌ならびに欧文誌に発表された論文のうち，特に優秀なものに

対して毎年論文賞を贈呈しています．

今回選考の対象となったのは，2002 年 1 月から 2003 年 12 月に学会誌

および欧文誌に掲載された論文であり，この中から 56 件の論文の推薦を

皆様から受けました．この候補論文を対象として，第 18 回論文賞選考委

員会を組織し，3回にわたる厳正かつ公正な審査を行った結果，次の 4件

の論文が受賞論文として選考され，理事会で最終決定されました．

表彰式は岐阜大学にて開催された第 22 回学術講演会において行われ，

会長から受賞者の方々に賞状と副賞のメダルが贈呈されました．受賞者の

皆様に心からのお喜びを申し上げるとともに，今後のご活躍をお祈りいた

します． 第 18 回論文賞選考委員会委員長　内山　隆

選考理由：学術・技術上の寄与と波及効果の観点で，このシステムが完成

したときに医療分野に与える貢献の大きさが高く評価された．

バイラテラル制御による
非接触マイクロマニピュレーション

――レーザマイクロマニピュレータによる
マイクロツール制御――

新井　史人　　小川　昌伸　　福田　敏男
（日本ロボット学会誌　第 20 巻　第 4号）

本論文では，レーザを用いて閉空間で微小物体を遠隔操作する際，反力

の力呈示を行うことを提案した．レーザマイクロマニピュレータにおいて，

Quadrant Photo Detector を用いて微小な対象物の位置検出をリアルタイ

ムで行うことで，レーザトラップ力を算出し，バイラテラル制御による非

接触マイクロマニピュレーションの実現方法を示した．また，レーザによ

る微小物損傷を防ぐことと操作性の改善を目的にしたマイクロツールを提

案し，実験においてレーザトラップの操作反力を確認し，操作性を向上した．

荒井史人（Fumihito Arai）
1963 年生．1989 年名古屋大学工学部助手，1993 年博

士（工学）（名古屋大学），1994 年講師，1998 年助教授．

2000 ～ 2003 年科技団さきがけ研究 21 研究員（兼任）．

2004 年より名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・

ナノシステム工学専攻に所属．現在に至る．バイオ・

メディカル・ナノロボティクスなどの研究に従事．

（日本ロボット学会正会員）

小川昌伸（Masanobu Ogawa）
1977 年生．1999 年名古屋大学工学部機械航空工学科

卒業．2001 年同大学大学院工学研究科マイクロ・ナ

ノシステム工学専攻博士課程前期課程修了．2001 年

より日本ガイシ生産技術センターに所属．現在に至る．

（日本ロボット学会正会員）

福田敏男（Toshio Fukuda）
1948 年生．1977 年東京大学大学院博士課程修了，工

学博士．1989 年 4 月名古屋大学工学部教授．2004 年

より名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシス

テム工学専攻に所属．現在に至る．1998 年から IEEE

robotics and Automation Society 会長（2 年間），

2001 年から IEEE Division X Director（2 年間），

2002 年から IEEE Nano technology Council 会長（2年間）など歴任．

（日本ロボット学会正会員）

高速度カメラを用いた心拍動同期とそれを用いた
心臓外科手術支援ロボットシステム
中村　仁彦　　岡田　昌史　　岸　　宏亮
（日本ロボット学会誌　第 21 巻　第 4号）

拍動状態で行う小切開冠動脈バイパス手術において，心臓が止まってい

る状態で手術するかのような仮想環境を術者に提供するロボットシステム

を開発した．本システムは，画像安定化，運動安定化，マスタスレーブロ

ボットの三つの要素技術からなる．画像安定化では，術者にモニタ上で静

止した目標部位を提供する．運動安定化では，毎秒 955 フレームの高速カ

メラから得た心臓の運動情報を用いて，スレーブロボットの入力を決定す

る．本論文では，プロトタイプシステムの有効性を in ― vivo 実験によっ

て検証した．

中村仁彦（Yoshihiko Nakamura）
1954 年 9 月 22 日生．1982 年京都大学大学院博士課程

退学．1982 ～ 1987 年まで同大学助手．1987 ～ 1991

年 3 月までカリフォルニア大学サンタバーバラ校助教

授，準教授．1991 年 4 月より東京大学に勤務．現在，

大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授．

ロボットの運動学，動力学，制御，および知能の問題，

特に非ホロノミックロボット，脳型情報処理，ヒューマノイドや CGの運

動・力学計算，外科手術用ロボットなどの研究に従事．京都大学工学博

士． （日本ロボット学会正会員）

岸　宏亮（Kousuke Kishi）
1976 年 1 月 17 日生．1999 年 3 月東京大学工学部機械

情報工学科卒業．2001 年 3 月同大学大学院修士課程

（機械情報工学専攻）修了．同年 4 月より日立製作所

機械研究所勤務．ロボット技術を用いた低侵襲手術支

援システムの研究開発に従事．

（日本ロボット学会正会員）

岡田昌史（Masafumi Okada）
1969 年 3 月 21 日生．1996 年 9 月京都大学大学院応用

システム科学専攻博士課程修了，博士（工学）．1997

年 2 月東京大学大学院工学系研究科リサーチ・アソシ

エイト．2000 年 4 月同大学大学院工学系研究科講師．

2004 年 4 月東京工業大学大学院理工学研究科助教授．

ヒューマノイドの機構開発，脳型情報処理，医療ロボ

ットの研究に従事． （日本ロボット学会正会員）

選考理由：新規性・独創性の観点で，非ホロノミック系の扱いにくいもの

を扱いやすくするためのインタフェースを提供するという非常

に新しい考え方が高く評価された．
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非ホロノミック系操作のための
ヒューマンインタフェース

荒井　裕彦
（日本ロボット学会誌　第 21 巻　第 5号）

本論文では，人間にとって操作が難しいタイプの非ホロノミック系を，

直観的に操作しやすいタイプの非ホロノミック系を扱う能力を利用して操

作する手法を提案した．操作しにくい制御対象を座標変換と入力変換によ

り操作が容易な仮想系に変換すれば，操作者はあたかも仮想系を操作して

いるような感覚で制御対象を操作できる．提案したインタフェースの効果

を，宇宙ロボットを制御対象とし単車輪を仮想系とする実験により示した．

荒井裕彦（Hirohiko Arai）
1959 年生．1982 年東京大学工学部計数工学科卒業．

同年本田技研工業（株）入社．1984 年通商産業省工業

技術院機械技術研究所入所．2001 年独立行政法人産

業技術総合研究所に改組，現在知能システム研究部門

主任研究員．工学博士．スピニング加工，非ホロノミ

ック系，パワーアシスト等の研究に従事．日本塑性加

工学会，日本機械学会，IEEE等の会員． （日本ロボット学会正会員）

選考理由：新規性・独創性の観点で，レーザートラップで操作されるマイ

クロツールにバイラテラル制御を導入しその効果を実証してみ

せたことで，将来技術として大きな可能性を示したことが高く

評価された．

The development and control of 
a flexible―spine for a human―form robot

Ikuo Mizuuchi Shigenori Yoshida
Masayuki Inaba Hirochika Inoue
（Advanced Robotics Vol. 17 No. 2）

本論文では，機械的柔軟性による安全性と多自由度による多様な環境や

作業への対応能力をヒューマノイドに持たせることを目的とし，柔軟性を

持ち多節構造の脊椎を有する人間型ロボットを提案し，その構成法と制御

法を示した．球面関節を直列に配置し各節間にゴムの椎間板を挟んだ骨格

を，張力センサ付の腱で駆動するという脊椎の構成法を示し，5節 8 筋の

脊椎を有する人間型ロボットCla を開発した．長さと張力のセンサを利用

した 4種類の制御モードを提案し，脊椎の姿勢制御や動的な柔軟性調節を

実現した．

水内郁夫（Ikuo Mizuuchi）
1995 年早稲田大学理工学部機械工学科卒業．2001 年

12 月東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻

博士課程退学．2002 年 1 月同大学院情報理工学系研

究科科学技術振興特任教員．筋骨格型ヒューマノイド

の研究に従事．博士（工学）．バイオメカニズム学会，

IEEE会員． （日本ロボット学会正会員）

吉田成徳（Shigenori Yoshida）
2002 年東京大学工学部機械情報工学科卒業．現在，

東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専

攻修士課程．人間型ロボットの学習・動作獲得・行動

プランニングに興味を持つ．

（日本ロボット学会学生会員）

稲葉雅幸（Masayuki Inaba）
1958 年 5 月 23 日生．1981 年東京大学工学部機械工学

卒業．1986 年東京大学大学院工学系研究科情報工学

専攻博士課程修了．工学博士．同年東京大学講師，

1989 年東京大学助教授，2000 年東京大学教授．現在

東京大学大学院情報工学系研究科知能機械情報学専攻

勤務． （日本ロボット学会正会員）

井上博允（Hirochika Inoue）
1970 年東京大学大学院博士課程修了．工学博士．同

年電子技術総合研究所入所．1977 年東京大学工学部

機械工学科助教授．1984 年同教授，同大学院情報理

工学系研究科教授を経て，2004 年 4 月日本学術振興

会監事，産業技術総合研究所ディジタルヒューマン研

究センター研究統括．東京大学名誉教授．

（日本ロボット学会正会員）

選考理由：新規性・独創性の観点で，人間型ロボットに柔軟な脊椎構造を

持ち込み，人の体幹と類似した駆動方式を採用し，それらに対

するいくつかの制御方式を提示したことが高く評価された．

第 18回論文賞選考委員会委員

委員長 内山　　隆（富士通研究所）

幹　事 神徳　徹雄（産業技術総合研究所）

下倉健一朗（日本電信電話）

委　員
淺間　　一（東京大学） 高橋　友一（名城大学）

池浦　良淳（三重大学） 高橋　　宏（日産自動車）

石川　友彦（三友製作所） 田中　雅人（安川電機）

林　　憲玉（神奈川工科大学） 東條　直人（三洋電機）

大須賀公一（神戸大学） 永嶋　史朗（富士通研究所）

大隈　　久（中央大学） 西田信一郎（宇宙航空研究開発機構）

岡田　徳次（新潟大学） 長谷川泰久（筑波大学）

河村　　隆（信州大学） 浜田　朋之（日立製作所）

衣笠　哲也（岡山理科大学） 深瀬勇太郎（清水建設）

琴坂　信哉（埼玉大学） 星野　　洋（松下電工）

近野　　敦（東北大学大学院） 細田　　耕（大阪大学大学院）

榊　　泰輔（九州産業大学） 堀　　俊夫（産業技術総合研究所）

榊原　　聡（デンソーウェーブ） 向井　利春（理化学研究所）

佐久間一郎（東京大学大学院） 森島　昭男（名古屋大学大学院）

皿田　　滋（産業技術総合研究所） 山� 信行（慶應義塾大学）

杉本　浩一（東京工業大学大学院） 吉見　　卓（東芝）

第 9回実用化技術賞選考委員会委員

委員長 中野　栄二（東北大学大学院）

幹　事 中内　　靖（筑波大学）

委　員
永井　　清（立命館大学）

中臺　一博（ホンダ・リサーチ・インス

ティチュート・ジャパン）

中野　殖夫（イワヤ）

中村　仁彦（東京大学大学院）

藤江　正克（早稲田大学）

前野　隆司（慶應義塾大学）

村上　弘記（石川島播磨重工業）

山田　陽滋（産業技術総合研究所）

吉灘　　裕（小松製作所）

五百井　清（近畿大学）

岩城　　敏（日本電信電話）

上野　浩史（宇宙航空研究開発機構）

大道　武生（名城大学）

柿倉　正義（東京電機大学）

金子　健二（産業技術総合研究所）

川端　邦明（理化学研究所）

菅　　和俊（日立製作所）

國井　康晴（中央大学）

小谷内範穗（産業技術総合研究所）

武田　行生（東京工業大学大学院）
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日本ロボット学会第 9回実用化技術賞の贈呈
―第 9回実用化技術賞選考結果報告―

実用化技術賞は，産業分野の自動化の推進や，社会生活の改善にロボッ

ト技術の研究開発成果が直接役立てられ，ロボット技術の社会への貢献が

一層進むことを目的として，ロボットに関する優秀な実用化技術の開発を

行った個人やグループに毎年贈呈しております．

本年度は，6件の応募がありました．本会選考規程に基づいて審査委員

会を組織して慎重な審議を行い，まず第 1段階として全 6件が規定で示す

条件に合致すること確認し，全 6件についてその内容を精査し議論をした

あと，委員全員無記名の投票でヒアリングすべき対象を 2 件選びました．

ついで第 2段階として，この 2件が受賞候補に値するかどうかを改めて慎

重に審議しました．その結果，以下の 2件が受賞対象として選定され，理

事会で最終決定されました．

表彰式は岐阜大学で開催された第 22 回学術講演会において行われ，会

長から賞状および副賞のメダルが贈呈されました．受賞者の方々に心より

お慶びを申し上げます．

第 9回実用化技術賞選考委員会委員長　中野栄二

多機種の製品に適用可能な
高速検査ロボットシステム

木村　博志 *1 松岡　　博 *1 森　　芳弘 *1

近藤　禎樹 *1 榊原　　聡 *2

（*1（株）デンソー　*2（株）デンソーウェーブ）

本技術は，高速に多機種の製品検査を実現するために，3次元対象物へ

の視覚処理，高速移動時のマニピュレータ軌道生成等のロボット技術を取

り入れたものである．製造業において自社製品の不良品の市場への流出は，

購入者はもとより，社会的な信頼性に大きな影響を与えかねないことから，

製造過程における多種多様な製品や部品の不良に関する見落とし防止は非

常に重要である．本技術開発では，入手の検査においても発生している不

良品見落としを防止するべく，人と同等のもしくはそれ以上の検査性能を

実現するために，前述の複数ロボット関連技術の導入およびその技術的積

み上げ・改良を行うことでこれを実現している．実績としては，自動車部

品の製造現場において 21 台のシステムを運用しており，技術の信頼性を

高く評価することができる．また，本技術は，従来，人手ないし簡単なシ

ステムで行われていた検査をロボット化することでコスト面においても大

きな効果を与えるものである．自社ならびにグループ会社において広く利

用されているだけでなく，他の製品検査へも十分応用可能なシステムであ

ることから，本技術の関連分野へ与えるインパクトも大きい．このように，

現場でのニーズに基づいて，ロボット技術を用いたシステム化技術という

観点において非常に完成度が高い内容であることから，本賞に値するもの

と評価することができる．

木村博志（Hiroshi Kimua）
1994 年岐阜大学大学院工学研究科修士課程電子情報

工学専攻修了．同年日本電装株式会社（現デンソー）

入社．生産技術部に勤務し，目視検査の自動化に関す

る視覚技術開発に従事．電子情報通信学会会員．

（日本ロボット学会正会員）

松岡　博（Hiroshi Matsuoka）
1989 年横浜国立大学大学院生産工学研究科博士課程

前期修了．同年日本電装株式会社（現デンソー）入社．

生産技術部に勤務し，漏れ検査，視覚検査の自動化技

術の開発に従事．自動車技術会会員．

森　芳弘（Yoshihiro Mori）
1981 年東京大学工学部計数工学科卒業．同年日本電

装株式会社（現デンソー）入社，生産技術部に勤務．

目視検査の自動化等の視覚技術開発，漏れ・流量等の

計測技術開発に従事．計測自動制御学会会員．

（日本ロボット学会正会員）

近藤禎樹（Yoshiki Kondo）
1979 年刈谷北高等学校卒業．同年日本電装株式会社

（現デンソー）入社．熱機器グループ生産技術室に勤

務．カーエアコンの製造および検査の工程設計に従事．

榊原　聡（Satoshi Sakakibara）
1987 年神戸大学大学院工学研究科修士課程計測工学

専攻修了．同年日本電装株式会社（現デンソー）入社．

1993 ～ 1995 年米パデュー大学客員研究員．2001 年よ

り（株）デンソーウェーブに勤務．産業用ロボットの制

御システム開発・アプリケーション技術開発・ネット

ワーク技術開発などに従事．計測自動制御学会会員．

（日本ロボット学会正会員）
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小型ヒューマノイドロボットプラットフォーム―
HOAP ― 1，― 2および NeuROMA
村瀬　有一 *1 永嶋　史朗 *1 安川　裕介 *1

Zaier Riadh*1 境　　克司 *1 木村　公一 *2

舘野　茂夫 *2 石川　日吉 *2 荻野　慶太 *2

（*1（株）富士通研究所　*2 富士通オートメーション（株））

本技術は，多自由度ヒューマノイドロボットを，研究用プラットフォー

ムという新しい切り口で実用化するための，ハードウェア・ソフトウェア

に関する広範な統合化技術である．主な特徴として，（１）手で持ち運び

可能な小型軽量性，（２）USB ― IF の採用によるセンサ・アクチュエータ

の拡張可能性，（３）短期間で歩行実験可能なニューラルネットワークに

基づく制御ソフトウェア開発環境を有しており，大学，高専，研究所を含

め，既に 70 台以上の販売実績を上げている．さらに，本ロボットを導入

した大学，研究所より，本技術を利用した様々な研究成果の発表がなされ

ており，研究用プラットフォームとして実用化されていることが確認でき

る．また，様々なメディアを通じて本技術は紹介されており，技術的・コ

スト的に極めて敷居の高いヒューマノイドの研究層を広げただけでなく，

一般社会に対してもヒューマノイドロボットを身近なものとして認知させ

ることにおいて貢献しており，本賞を授与するに相応しいと認められる．

村瀬有一（Yuichi Murase）
1985 年横浜国立大学機械工学科卒業．1987 年同大学

大学院生産工学専攻修士課程修了．同年（株）富士通研

究所に入社後，宇宙ロボットの開発を経てパーソナル

ロボットの開発に従事． （日本ロボット学会正会員）

永嶋史朗（Fumio Nagashima）
1989 年慶應義塾大学大学院後期博士課程修了．工学

博士．同年（株）富士通研究所入社．主に，ロボットシ

ミュレーション研究開発に従事．2000 年第 14 回論文

賞受賞．日本機械学会会員．

（日本ロボット学会正会員）

安川裕介（Yusuke Yasukawa）
1981 年慶應義塾大学工学部電気工学科卒業．1983 年

同大学大学院工学研究科博士課程前期課程修了．同年

（株）富士通研究所に入社．現在に至る．ロボットの研

究開発，および知的財産管理に従事．

（日本ロボット学会正会員）

Zaier Riadh

1991 年 I’Ecole Nationale d’ingenieurs de Tunis,

Tunisia 卒業．1996 年名古屋工業大学修士課程修了，

1999 年同博士課程修了．工学博士．同年富士通オー

トメーション入社．2002 年（株）富士通研究所入社．

現在，ヒューマノイドロボットの運動制御および自律

システムの研究開発に従事．IEEE会員．

（日本ロボット学会正会員）

境　克司（Katsushi Sakai）
1994 年大阪府立大学大学院修士課程修了．同年（株）

富士通研究所入社．宇宙ロボットの開発を経てパーソ

ナルロボットの開発に従事．

（日本ロボット学会正会員）

木村公一（Koichi Kimura）
1987 年青山学院大学理工学部電気電子工学科卒業．

1989 年同大学大学院電気電子工学修士課程修了．同

年富士通株式会社入社．1997 年富士通オートメーシ

ョン株式会社に出向．現在に至る．設備，ロボットの

設計に従事． （日本ロボット学会正会員）

舘野茂夫（Shigeo Tateno）
1984 年日本大学理工学部物理学科卒業．同年富士通

第一通信ソフトウェア株式会社入社．1990 年富士通

株式会社に転社．1997 年富士通オートメーション株

式会社に出向．現在に至る．コンピュータ関連機器の

製造，試験設備およびロボットの設計に従事．

石川日吉（Hiyoshi Ishikawa）
1986 年東北学院大学工学部機械工学科卒業．同年富

士通オートメーション株式会社に入社．現在に至る．

コンピュータ関連機器の製造，試験設備およびロボッ

トの設計に従事．

荻野慶太（Keita Ogino）
1991 年東京工芸大学工学部電子工学科卒業．同年富

士通オートメーション株式会社入社．現在に至る．コ

ンピュータ関連機器の製造，試験設備およびロボット

の設計に従事．
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日本ロボット学会第 19回研究奨励賞の贈呈
―第 19回研究奨励賞選考結果報告―

研究奨励賞は若手研究者の研究発表を奨励し，積極的に育成することを

目的に設置されたもので，ロボティクスシンポジアと学術講演会で発表し

た講演者の中から講演年の 1 月 1 日に 32 歳未満の方を対象として選考さ

れるものです．

今回は 2003 年開催の第 21 回学術講演会（東京工業大学）および第 8回

ロボティクスシンポジア（静岡県浜松市舘山寺温泉）で発表した講演者の

中から 40 名の方の推薦がありました．この候補者を対象として，第 19 回

研究奨励賞選考委員会において，2回にわたる厳正な審査を行い以下の 10

名を選考し，理事会において決定されました．

表彰式は岐阜大学にて開催された第 22 回学術講演会において行われ，

会長から受賞者に賞状と副賞のメダルが授与されました．受賞者の方々に

は，心からお喜びを申し上げるとともに，今後もますますロボット学の発

展にご尽力いただきますよう期待いたします．

第 19 回研究奨励賞選考委員会委員長　中野栄二

上田　隆一（1978 年 2 月 16 日生）

東京大学大学院　工学系研究科　精密機械工学専攻

講演番号：23B3（第 8回ロボティクスシンポジア）

講演題目：ベクトル量子化による状態・行動地図の圧

縮

鏡　　慎吾（1975 年 9 月 13 日生）

東京大学大学院　情報理工学系研究科　システム情報

学専攻

講演番号：1F25（第 21 回学術講演会）

講演題目：通信遅延を考慮したセンサ選択手法

神田　岳文（1972 年 6 月 18 日生）

岡山大学　工学部　システム工学科

講演番号：1J23（第 21 回学術講演会）

講演題目：微細加工による直径 0.8 mm の円筒型圧電

素子を用いたマイクロ超音波モータ

武居　直行（1972 年 12 月 20 日生）

大阪大学大学院　工学研究科　電子制御機械工学専攻

講演番号：23C3（第 8回ロボティクスシンポジア）

講演題目：片側パターン電極による ER 流体ダンパの

粘性概算法の提案

田所　直樹（1980 年 3 月 17 日生）

茨城大学大学院　理工学研究科　システム工学専攻

講演番号：1L15（第 21 回学術講演会）

講演題目：蛇型ロボットの斜面蛇行移動体形

西川　員史（1976 年 1 月 5 日生）

早稲田大学大学院　理工学研究科

講演番号：1C12（第 21 回学術講演会）

講演題目：発話ロボットの柔軟舌形状のモデル化およ

び音響シミュレータの開発

濱本　将樹（1974 年 2 月 9 日生）

シャープ（株） 技術本部　デバイス研究所

講演番号：3B25（第 21 回学術講演会）

講演題目：流体・構造連成有限要素法による羽ばたき

飛行の free―flight 解析

前田　雄介（1972 年 11 月 10 日生）

東京大学大学院　工学系研究科

講演番号：22C3（第 8回ロボティクスシンポジア）

講演題目：グラスプレス・マニピュレーションのため

のロボット指の動作計画

宮田　なつき（1972 年 5 月 18 日生）

独立行政法人　産業技術総合研究所　デジタルヒュー

マン研究ラボ

講演番号：1A11（第 21 回学術講演会）

講演題目：医用画像を用いた手部リンク構造導出手法

の検討

毛利　哲也（1971 年 7 月 18 日生）

岐阜大学　工学部

講演番号：2B15（第 21 回学術講演会）

講演題目：ロボットのための省配線システム

第 19回研究奨励賞選考委員会委員

委員長 中野　栄二（東北大学）

幹　事 村上　弘記（石川島播磨重工業）

委　員
淺間　　一（東京大学） 永嶋　史朗（富士通研究所）

大隅　　久（中央大学） 西田信一郎（宇宙航空研究開発機構）

大寺　信行（神戸製鋼所） 細田　　耕（大阪大学）

河村　　隆（信州大学） 堀　　俊夫（産業技術総合研究所）

倉爪　　亮（九州大学） 松野　文俊（電気通信大学）

近野　　敦（東北大学） 見浪　　護（福井大学）

榊原　　聡（デンソーウェーブ） 森島　昭男（中京大学）

下倉健一朗（日本電信電話） 山北　昌毅（東京工業大学）

高橋　友一（名城大学） 山� 信行（慶應義塾大学）

武田　宗久（三菱電機） 吉見　　卓（東芝）
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カレンダー
（2004年 10月～ 2005年 12月）

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

22 巻 8 号・17申込締切10/12東 京第 6回「適応学習制御調査研究会」講義会10/22

22 巻 7 号・9申込締切 11/9東 京
第 301 回講習会「ユビキタスで変わる製造業―ヒット商品を生み出す組み込み

OS」
11/16

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

22 巻 7 号・9申込締切 11/4東 京No. 14―04 シンポジウム「2020 年，自動車とその製造技術の将来」11/18

22 巻 4 号・11論文締切 9/10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論文締切 9/30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 8 号・17申込締切 11/5東 京2004 年度　時計学会秋季研究会11/19

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 7 号・9大 阪
第 54 回システム制御情報講習会「最新のセキュリティシステムとそれを支える

高度な技術―個人認証から空港システムまで―」
11/29・11/30

22 巻 7 号・9論文締切 9/24福 岡
No. 04―38 第 14回設計工学・システム部門講演会―たくましいモノづくり日本の

ために―
11/29 ～ 12/1

22 巻 7 号・9申込締切 11/24東 京
第 303 回講習会「実験・評価機器マスターへの道　その 1　硬さ測定器・粗さ測

定器の正しい選択」
12/1

22 巻 8 号・17申込締切11/18東 京SICE セミナー「実践的な制御理論」―制御系設計の基礎とディジタル制御―12/2・12/3

22 巻 6 号・8東 京第 13 回日本コンピュータ外科学会大会12/10 ～ 12/12

22巻 7号・8東 京設計工学シンポジウム「関係性のデザイン：つくることから育てることへ」12/14・12/15

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 8 号・17申込締切 12/24京 都第 4回産業技術交流会「ファジィ・誘・サロン」
2005 

1/8

22 巻 8 号・17京 都SICE セミナー「ロバスト制御入門」in 関西1/11・1/12

22 巻 6 号・8論文締切 12/10東 京第 17 回自律分散システムシンポジウム1/27・1/28

22巻 7号・8大 分第 10回人工生命とロボットに関するシンポジウム（AROB 10 th ’05）2/4～ 2/6

22 巻 7 号・9東 京インタラクション 20052/28・3/1

22 巻 8 号・18京 都計測自動制御学会関西支部学生研究発表会3/7

22 巻 7 号・9
San 

Francisco
安心・安全社会構築を目指すシステム人間科学に関する国際シンポジウム3/9 ～ 3/11

22 巻 7 号・10
申込締切11/30

論文締切 1/15
神 奈 川シンポジウム「ケータイ・カーナビの利用性と人間工学」3/10・3/11

22巻 5号・8論文締切 12/10神 奈 川第 10回ロボティクス・シンポジア3/14・3/15

22 巻 8 号・17新 潟
The 2005 Internatinal Power Electronics Conferrence（IPEC―Niigata 2005） 

2005 年パワーエレクトロニクス国際会議
4/4 ～ 4/8

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

2005
5/15 ～ 5/18

22 巻 7 号・10論文締切 3/14茨 城
マシンビジョン応用に関する IAPR国際会議   MVA 2005 : IAPR Conference on 

Machine Vision Applications
5/16 ～ 5/18

22 巻 7 号・10論文締切 11/12香 川The Third International Conference on Active Media Technology5/19 ～ 5/21
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会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

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

22 巻 6 号・8申込締切 1/15神 戸
ロボティクス・メカトロニクス講演会 2005　ROBOMEC 2005 in Kobe―生活を

支援するロボメカ技術のメガインテグレーション
6/9 ～ 6/11

22 巻 8 号・18愛 知第 5回 IEEEナノテクノロジーに関する国際会議（IEEE―NANO 2005）6/11 ～ 6/15

22巻 5号・8
申込締切 11/30
論文締切 3/15

愛 知
IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts
（ARSO ’05）6/12～ 6/15

22巻 7号・8カ ナ ダ
2005 IEEEメカトロニクス及びオートメーション国際会議（2005 IEEE In-
ternational Conference on Mechatronics and Automation）（IEEE 
CIMA 2005）

7/29～ 8/1

22 巻 7 号・10
申込締切 3/4

論文締切 5/6
三 重第 19 回バイオメカニズム・シンポジウム8/4 ～ 8/6

22 巻 7 号・10茨 城第 6回 JEPS フルードパワー国際シンポジウム11/7 ～ 11/10

22巻 7号・8東 京国際ロボットシンポジウム（International Symposium on Robotics : ISR）11/29～ 12/1

（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．）

福岡工業大学　教員公募要項
職名および人員：助教授または講師 1名
所　　属：情報工学部情報システム工学科
学科目（おもな担当科目）：基礎ロボット工学，知能ロボット工学，情報処

理工学実験

専門分野：ロボティクスに関連したシステム制御（産業応用・遠隔操作ロ
ボット，医療福祉ロボット，人工知能等の分野のロボットの研

究を含む）実験系の研究，開発を行っている方

応募資格：（１）博士の学位を有し，45歳以下の方が望ましい，（２）大学
院の担当が可能な方

着任時期：平成 17 年 4 月 1日
応募締切：平成 16 年 12 月 10 日（金）必着
提出書類：（１）履歴書（学歴，職歴，学会及び社会における活動等，写真

添付，別途FD等で提出のこと），（２）研究業績リスト（査読

付き論文とその他の論文を区別のこと），（３）論文の別刷り

（主要なものを 5 編程度），（４）これまでの研究概要と今後の

研究計画，及び教育に対する抱負（JABEE 認定を含む）

（1000 字程度）

書類提出先：福岡工業大学　教務課長　重松　亮
〒 811 ― 0295 福岡市東区和白東 3― 30 ― 1

Tel : 092 ― 606 ― 0647 Fax : 092 ― 606 ― 7310

封筒の表に「情報システム工学科教員応募書類在中」と朱記の

上，簡易書留にて郵送のこと

問合せ先：福岡工業大学情報工学部情報システム工学科
学科長　鶴岡　久

Tel : 092 ― 606 ― 4993 Fax : 092 ― 606 ― 0754

E ―mail : turuoka@fit.ac.jp

茨城大学工学部
知能システム工学科　教官公募

募集人員：助教授もしくは講師 1名
所　　属：知能システム工学科（平成 17 年 4 月発足予定）
専門分野：コンピュータとメカ技術の融合領域うち，特にメカ技術の応用

分野．具体的には，マイクロ・ナノメカニズム，センサー，ア

クチュエータ，マイクロコンピュータ制御，マンマシンインタ

ーフェイスなど．

担当予定科目：アクチュエータやセンサー工学などの専門科目と，機械力
学などのメカ系の基礎科目．プログラミングやコンピュータリ

テラシーなどの，情報系の基礎的な教育コースの担当が可能で

あることが望ましい．夜間主コースの講義を含む．

応募資格：（１）博士の学位を有し，大学院の指導ができる方．（２）年齢
満 30 歳以上が望ましい．（３）夜間主コースを含む学部学生の

教育に熱意を持って取り組める方．

着任時期：平成 17 年 4 月 1日以降できるだけ早い時期．
応募締切：平成 16 年 12 月 15 日（水）必着
提出書類：（１）履歴書 1 通（学歴，職歴，学位，受賞歴，所属学会，連

絡先（メールアドレスを含む），写真貼付のこと），（２）研究

業績リスト：（Ⅰ）専門著書，（Ⅱ）学術誌論文，（Ⅲ）国際会

議論文，（Ⅳ）学所内報告，（Ⅴ）その他（特許など）について，

項目別に記載ください．（３）その他の業績リスト：以下の実

績があれば，可能な範囲で記載ください．（Ⅰ）教育実績：特

に大学等の教育機関での教育実績があれば記載ください．（Ⅱ）

外部研究費の導入実績：科学研究費，共同研究，受託研究，各

種公的研究費，奨学寄付金などの導入実績があれば記載くださ

い．（Ⅲ）学会・社会での業績：学会の企画・開催・運営，専

門誌編集，企業での開発実績，各種ボランティア活動などにつ

いて記載ください．（４）主な原著論文，国際会議論文（査読

つき）5 編の抜刷またはコピーを各 1 部．（５）研究・教育に

対する抱負（2000 字以内）．

書類提出先及び問い合わせ先（書類送付の際には「応募書類在中」と朱書
し，書留で郵送のこと）：

〒 316 ― 8511 茨城県日立市中成沢 4― 12 ― 1

茨城大学工学部システム工学科　教授　乾　正知

電話 : 0294 ― 38 ― 5204 FAX : 0294 ― 38 ― 5229

E ―mail : inui@mx.ibaraki.ac.jp

有料広告



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 13―日本ロボット学会誌 22巻 8号 2004年 11月

主催行事のお知らせ

第23回日本ロボット学会学術講演会　開催案内

主　　催：（社）日本ロボット学会
共　　催（予定）：計測自動制御学会，システム制御情報学会，情報処理学会，人工知能学会，精密工学会，電気学会，

電子情報通信学会，日本機械学会，日本シミュレーション学会，日本神経回路学会，日本知能情報
ファジィ学会，農業機械学会，バイオメカニズム学会，ヒューマンインタフェース学会，日本バー
チャルリアリティ学会

後　　援（予定）：日本ロボット工業会，製造科学技術センター，マイクロマシンセンター

会　　期：2005年 9月 15日（木），16日（金），17日（土）
会　　場：慶應義塾大学日吉キャンパス（〒 223 ― 8521横浜市港北区日吉 4 ― 1 ― 1）

講演会趣旨：
今回の日本ロボット学会学術講演会は，慶應義塾大学日吉キャンパスで開催いたします．本講演会では，ロボットそ

のもののシステム化技術・要素技術のみならず，ロボットの隣にある学問領域，すなわち，認知科学，情報工学，制御
工学，生物工学，建築工学，車両工学，機械・機能要素，そしてメカトロニクス・生産工学など，ロボット学とともに
発展する分野の講演も広く募集し，広い意味でのロボット学の学術的意義を問う講演会にしたいと考えています．企業，
研究所，大学等の幅広い分野からの多数のご参加をお待ちしています．

ホームページの開設：
第 23 回日本ロボット学会学術講演会ホームページを開設いたしました．
http://rsj2005.sd.keio.ac.jp/

現在トップページだけですが，今後いろいろなお知らせ等を掲載し，充実させていきます．

一般講演の募集：
講演申込および講演原稿締切日： 2005年 6月 20日（月）
講演申込，概要集原稿，PDF形式の論文原稿の投稿はインターネット経由で行います．締切厳守でお願いいたします．

オーガナイズドセッションの募集：
本講演会では，特定のテーマを定めて講演を募集するオーガナイズドセッションを計画しています．オーガナイザを

募集します．希望者は，1）セッション名，2）オーガナイザ名，3）発表予定論文リストを明記して学会事務局までお
申込みください．申込締切日は 2005年 1月 19日（水）といたします．

機器展示，広告等の募集：
ロボット関連の機器展示および広告の募集を行います．本講演会にはロボット関連の研究者，開発者，ユーザ等

1,000 名以上の参加が見込まれます．この機会に，賛助会員はもちろん，各方面の企業の機器展示・デモ・広告を是非
ご検討ください．詳しくは事務局にお尋ねの上，お申込みください．

問い合わせ先：
〈RSJ 事務局〉（社）日本ロボット学会　学術講演会係

〒 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

〈実行委員会〉慶應義塾大学理工学部
〒 223 ― 8522  横浜市港北区日吉 3 ― 14 ― 1
実行委員長　　　　吉田和夫　TEL : 045 ― 566 ― 1743 FAX : 045 ― 566 ― 1720

E ―mail : yoshida@sd.keio.ac.jp
プログラム委員長　前野隆司　TEL : 045 ― 566 ― 1516 FAX : 045 ― 566 ― 1516

E ―mail : maeno@mech.keio.ac.jp
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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）

http://www.jda―trdi.go.jp

講演内容：

〈開会挨拶・講師紹介〉

10 : 00 ～ 10 : 10

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

10 : 10 ～ 11 : 10 総務省消防庁救急救助課　菅野晃一

一部の消防本部においては以前からロボットが研究開発されてお

り，遠隔操作式の消火ロボットなどは既に実際の災害現場において

活用されているものの，広く一般に用いられるところまで至ってい

ないのが現状である．このような状況を踏まえ，有識者を交えて消

防活動が困難な現場において活動ができる消防・防災ロボットにつ

いて検討してきており，消防本部へのアンケート結果等により，

「偵察型・探査型の NBC テロ災害用ロボット」のニーズが高いこ

とが分かった．本講演では，消防庁における普及をにらんだロボッ

ト研究開発の取り組みについて言及する．

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

11 : 20 ～ 12 : 20 筑波大学　山海嘉之

ハイテク技術の導入によって，医療現場は長寿を支える電脳要塞

へと進化した．レスキューにおいても同様の進化が期待できる．ビ

ルの火災・崩壊，原子力事故など，レスキュー活動に大きな関心が

寄せられている．防護服を身にまとい，軽々と瓦礫を撤去し，高感

度センサーと情報系で強化されたスーパーレスキュー隊は SF救助

隊「サンダーバード」ですら発想されていない．本講演では，「レ

スキュー隊を進化させるパワードスーツ」の現状と未来，更に，そ

の基盤技術「サイバニクス：人間と機械・情報系の融合複合領域」

について言及する． http://sanlab.kz.tsukuba.ac.jp

第 3話 （時空間）GIS を利用した災害救助支援

13 : 35 ～ 14 : 35 （独）防災科学技術研究所　角本　繁　

情報システムは，直接的な災害救助を行うことはできないが，初

動体制確立の迅速化，被災状況の把握・分析による効率的な対応支

援，状況変化に即応した意思決定支援などで貢献することができる

と考えている．具体的には，現場の時間的な推移をデータベース化

して分析・予想できる震災総合シミュレーションシステムが必要と

なる．本講演では，このようなシステムについて紹介するとともに，

平常時から業務に活用されていることで緊急時でも確実に稼働する

システムであること，費用対効果の高いシステム構築ができている

こと，他機関との稼働共有ができるような配慮がなされていること

などの実用化の課題とその解決策についても提示したい．

http://www.kedm.bosai.go.jp/

第 4話 期待される災害救助犬

14 : 45 ～ 15 : 45

（社）ジャパンケネルクラブ中央災害救助犬委員会委員　

本田　憲

地震多発国である国情を踏まえ，本会では，1990 年から災害救

助犬の育成を始め，1995 年の阪神大震災ではわが国でも救助犬の

認知が高まった．救助犬は厳正な試験を経て現在 224 頭が合格し，

公益向上の観点から有事の際には救助活動をしている．本講演では，

こうした救助犬について，①誕生と経緯，②活動状況，③災害状況

における取組み方，④世界各国との協調体制等について述べたい．

なお，災害救助犬は，犬の優れた特質である嗅覚が人間の 100 万倍

から 1億倍ともいわれる能力を持つことから，この特性を活用して

震災等で瓦礫などに埋もれた被災者を見つけるなど，科学の発達し

た現代においてなお，有益な血の通った犬として世界中で活躍して

いる． http://www.jkc.or.jp/rescue_dog/

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，日本設計工学会，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） 10 : 00～ 17 : 00

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 ― 2，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
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第 5話 ロボットは災害救助犬を超えられるか！

15 : 55 ～ 16 : 55 電気通信大学　松野文俊

1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災から 10 年が経とうとしてい

る．最近では，イランの大地震やヨーロッパでの洪水などの自然災

害だけでなくチェリノブイリの原発事故，JCO の放射能漏れ事故，

サリンによるテロ行為などの人為災害も後を絶たない．2001 年 9

月 11 日のニューヨークWTC の自爆テロ災害現場でレスキューロ

ボットが試用されたのは記憶に新しい．また，日本では 2002 年度

から文部科学省の「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」が 5年

計画で行われており，レスキューロボット等の高度な次世代防災イ

ンフラ構築を目指して研究・開発が行われている．本講演では，レ

スキューロボットに求められる要件を考察し，従来のロボット開発

と何が異なるのかを示し，レスキューロボットシステムの最先端を

紹介する． http://www.hi.mce.uec.ac.jp/matsuno― lab/

〈閉会の挨拶〉

16 : 55 ～ 17 : 00

口　上：ロボット技術の統合の大きなターゲットの一つとして，家

庭やオフィスに浸透する新しいロボットの姿として，そし

てヒトを構成論的に知るよすがとして，ヒューマノイドは，

今これまでになく注目されています．ゆっくり丁寧に二足

歩行をするばかりでなく，最近は飛び，跳ね，あるいは走

るなど，高い運動性能を持つ人間型ロボットも多く発表さ

れています．このような新しい流れの中，ヒューマノイド

が次に目指すものを，運動・動作，作業・仕事，認識・知

識といった観点で，最先端の研究から今後の展開をまじえ，

4人の講師の方々に紹介していただきます．講師の方々は，

いずれもヒューマノイドの研究・開発の一線におられる気

鋭の研究者です．4つの講演に加え，ヒューマノイドによ

る人間の運動制御の探究をはじめとして，人間のモデル化，

観察・計測，提示技術の日本を代表する中核研究拠点であ

る産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センターの

見学の場を提供いただきます．

オーガナイザー：森　武俊（東京大学大学院情報学環）

講　師（予定）：

・梶田秀司：産業技術総合研究所知能システム研究部門

http://unit.aist.go.jp/is/index_i.html

・林　憲玉：神奈川工科大学

http://www.kanagawa―it.ac.jp/

・長阪憲一郎：ソニーエンタテイメントロボットカンパニー

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/QRIO/

・西脇光一：産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター

http://www.dh.aist.go.jp/

見　学：産総研デジタルヒューマン研究センター　1時間程度

日　時：2005年 3月 2日（水） 10 : 00～ 17 : 00

会　場：産業技術総合研究所臨海副都心センター 4F第 1会議室（東京都江東区青海 2― 41 ― 6，ゆりかもめテレコムセンター駅下車徒歩 2分，

りんかい線東京テレポート駅下車徒歩 15 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 29回シンポジウム　　　　ヒューマノイドの新展開

〈申込み方法〉

＊参加申込の詳細は学会 HPをご参照ください． http://www.rsj/Seminar/
＊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
本会協賛行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
 主　催

大森浩光　制御部門「ユーザーのための適応
学習制御調査研究会」慶應義塾大学
TEL : 045―563―1151（Ext. 48041）
E―mail : ohm@sd.keio.ac.jp
http://www.sano.elec.keio.ac.jp/2003 

adaptive_lecture.html
（社）計測自動制御学会／部門協議会担当
TEL. 03―3814―4121
E―mail : bumon@sice.or.jp
http://www.sice.or.jp/bukai_web_appli/ 

sindex.html

2004年 10月 22日（金）
東京電機大学神田キャンパス 11号館 17階大
会議室（1707室）
（〒 101―8457  東京都千代田区神田錦町 2―2）
TEL : 03―5280―3316
http://www.dendai.ne.jp/info/map.htm

申込締切　2004年 10月 12日（火）

第 6回「適応学習制御調査研究会」講義会

（社）計測自動制御学会

シチズン時計（株）時計開発本部NW事業開発
室　木原啓之
〒 188―8511 東京都田無市本町 6―1―12
TEL. 0424―68―4698　FAX. 0424―68―4730
E―mail : kihara@citizen.co.jp

2004年 11月 19日（金）
中央大学理工学部 2号館 2526号室
（文京区春日 1―13―27）

申込締切　2004年 11月 5日（金）

2004年度　時計学会秋季研究会

（社）日本時計学会

制御部門事業委員会　関　健太／（株）日立
製作所機械研究所
TEL. 029―832―4111　FAX. 029―832―2806
E―mail : kenta@gm.merl.hitachi.co.jp
http://www.sice.or.jp/bukai_web_appli/ 

sindex.html

2004年 12月 2日（木）・12月 3日（金）
東京大学工学部 6号館 3回セミナー室 A
（東京都文京区本郷 7―3―1）

TEL. 03―5841―6891
http://www.u―tokyo.ac.jp/jpn/campus/ 

map/map01/e24―j.html

申込締切　2004年 11月 18日（木）

SICEセミナー「実践的な制御理論」―制御
系設計の基礎とディジタル制御―

計測自動制御学会制御部門

日本知能情報ファジィ学会事務局（マイコム
（株）気付）
FAX. 075―882―6531
E―mail : yubazaki@mycom―japan.co.jp

2005年 1月 8日（土）
京都パークホテル
（〒 605―0941 京都市東山区三十三間堂廻り町

644―2）
TEL. 075―525―3111
http://www.kyopark.co.jp/

申込締切　2004年 12月 24日（金）

第 4回産業技術交流会「ファジィ・誘・サロ
ン」

日本知能情報ファジィ学会

（社）計測自動制御学会
〒 113―0033 文京区本郷 1―35―28―303
TEL. 03―3814―4121

2005年 1月 11日・1月 12日（水）
京都メルサ
（京都市南区新町通九条下ル京都府民総合交
流プラザ内）

SICEセミナー「ロバスト制御入門」in関西

計測自動制御学会

IPEC―Niigata 2005事務局　（株）ICSコンベン
ションデザイン内
〒 101―8449 東京都千代田区神田錦町 3―24
 住友商事神保町ビル
TEL. 03―3219―3541　FAX. 03―3292―1811
E―mail : ipec2005@ics―inc.co.jp
http://www.iee.or.jp/ipec05/

2005年 4月 4日（月）～ 4月 8日（金）
朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
（新潟市万代島 6―1）

TEL. 025―246―8400　FAX. 025―246―8411
ht tp ://www.n i iga ta―banda i j ima .com/ 

english/

Submission of Extended Summary : Sep. 10, 
2004
Submission of Final Manuscripts : Jan.24, 2005

The 2005 International Power Electronics 
Conference（IPEC―Niigata 2005）
2005年パワーエレクトロニクス国際会議

（社）電気学会

第 5回 IEEEナノテクノロジーに関する国際
会議実行委員長　新井史人（名古屋大学大学
院工学研究科）
〒 464―8603 名古屋市千種区不老町 1
TEL. 052―789―3116　FAX. 052―789―3115
E―mail : arai@mein.nagoya―u.ac.jp
http://www.mein.nagoya―u.ac.jp/IEEE―

NANO/

2005年 6月 11日（土）～ 6月 15日（水）
Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan

Paper Submission Due Date : Feb. 28, 2005
Final Camera ready Due Date : May 13, 2005

第 5回 IEEEナノテクノロジーに関する国際
会議（IEEE―NANO 2005）

the IEEE Nanotechnology Council
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澤田佑一　京都工芸繊維大学工芸学部機械
システム工学科
〒 606―8585 京都市左京区松ヶ崎御所海道町
TEL. 075―724―7372　FAX. 075―724―7300
E―mail : sawada@kit.ac.jp

2005年 3月 7日（月）
京都大学桂キャンパスBクラスター管理棟会
議室
（京都市左京区京都大学桂）
http://www.kogaku.kyoto―u.ac.jp/katsura/ 

index.htm

計測自動制御学会関西支部学生研究発表会

計測自動制御学会関西支部

正　会　員
10237 宮沢　清太 10238 小笠原昌和 10239 三隅　隆也

10240 坪井　央樹 10241 小畑　昌之 10242 中津　良平

10252 PURWANTO EKO

学　生　会　員
10233 菰口　勇多 10234 Michael Mathis 10235 浜田　幸則

10236 能勢　卓志 10243 篠崎　邦耶 10244 鶴田　俊史

10245 一色　昭寿 10246 劉　　宏偉 10247 Lee, Serin

10248 中野　鐵兵 10249 宗宮　圭佑 10250 西山　俊一

10251 溝田　晋市

新入会員
（2004 年 10 月入会の会員）



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 19―日本ロボット学会誌 22巻 8号 2004年 11月

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 22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 17 巻 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

第 5号　〔 〃 〕 大都市大震災軽減化特別プロジェクト

第 6号　〔 〃 〕 水中ロボティクス

第 7号　〔 〃 〕 ロボットシティ

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 17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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（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）



【総合論文】

強化学習による冗長ロボットの自律制御に関する研究
―身体像を考慮した強化学習―
………………………伊藤一之・松野文俊・五福明夫 No. 5・672

【学術・技術論文】

三次元ヘビロボットの推進制御と先頭位置姿勢制御
………………………山北昌毅・橋本　実・山田　毅 No. 1・61

エピポーラ幾何を利用した呈示者視野復元に基づく模倣の
実現 …………………吉川雄一郎・浅田　稔・細田　耕 No. 1・68
構造強度に着目したロボット機構の姿勢決定および動作計
画 ………………………………磯部大吾郎・石井悠一郎 No. 1・75
不正確さを許すマップと単眼ビジョンによる物体認識に基
づく移動ロボットの屋内ナビゲーション
……………………………………友納正裕・油田信一 No. 1・83

移動マニピュレータの未知凹凸路面走行時における軌道追
従制御性能の改善―学習的手法を用いた路面形状同定と
トルク補償―
………羽多野正俊・大住　剛・小原治樹・見浪　護 No. 1・93

知能化空間における移動ロボットの人間追従制御
………………………森岡一幸・李　周浩・橋本秀紀 No. 1・103

非駆動関節を有する閉 5リンクロボットの動的回転制御
………………………山脇　輔・森　　治・小俣　透 No. 1・112

複数報酬のもとでの階層強化学習 …内部英治・銅谷賢治 No. 1・120
受動歩行を規範とした 2足ロボットの歩容生成と制御

………………………浅野文彦・羅　志偉・山北昌毅 No. 1・130
可変構造型パラレルメカニズム
………………………新井健生・小関義彦・高山和也・

井上健司・前　泰志 No. 1・140
遅延フィードバック制御に基づく準受動的歩行の安定化制
御 ……………………大須賀公一・杉本靖博・杉江俊治 No. 2・193
胴体の姿勢制御を伴う 2足歩行ロボット Emu の受動的歩
行―安定解析と歩行実験―
……………………衣笠哲也・大須賀公一・細川智生 No. 2・200

片側ラドン変換を用いた平面運動検出
……………………………………坪井辰彦・平井慎一 No. 2・207

機械知能を設計するための基本技術としてのブール多値論
理の小数符号化 ………鈴木　寿・齋藤　亮・島田道雄 No. 2・215
全方向移動型パワーアシストカートの操作性向上
………………………藤原茂喜・北野　斉・山下秀樹・

前田裕史・福永秀雄 No. 2・223
波動 CPGモデルを用いた多脚歩行ロボットの歩容生成と
移動速度制御
…………稲垣伸吉・湯浅秀男・鈴木健了・新井民夫 No. 2・230

インピーダンス知覚を用いた環境表面属性の認識
……………………………………菊植　亮・吉川恒夫 No. 2・239

ベイジアンネットワークの構造学習と推論を用いた移動ロ
ボット位置決めのためのセンサプラニング
……………………………………周　洪鈞・坂根茂幸 No. 2・245

ミメシス理論に基づく見まね学習とシンボル創発の統合モ
デル ………稲邑哲也・中村仁彦・戸嶋巌樹・江崎英明 No. 2・256
動的多指可操作性の提案とマスタ・スレーブハンド設計指
標への拡張 …………藤原政記・横小路泰義・吉川恒夫 No. 2・264

進化的計算法を用いたリンク型移動ロボットの形態と運動
パターンのデザイン法
……………………遠藤　謙・川内野明洋・前野隆司 No. 2・273

腕脚統合型ロボットの全方向移動
………………………前　泰志・高橋裕也・新井健生・

井上健司・小谷内範穂 No. 3・329
神経系の引き込みによる 2足ロボットの歩行運動生成

………………………松浦　俊・石村康生・和田充雄 No. 3・336
全方位カメラとデッドレコニング機能を有するサッカーロ
ボットのロバストな自己位置同定手法
………………………倉爪　亮・本村　暁・山口祐規・

松岡　毅・山本元司・長谷川勉 No. 3・343
ハーモニックドライブを有するマニピュレータに対する飽
和特性とディザを用いた力センサレス・コンプライアン
ス制御 …………………永井　清・益原　絆・山中和也 No. 3・353
二重十字構造に基づく小型 6分力力覚センサの開発
………………………永井　清・伊藤義典・矢崎　誠・

樋口克己・阿部　暁 No. 3・361
要求加速度・平衡力集合を用いた物体の把持の最適化

……………………………………渡辺哲陽・吉川恒夫 No. 3・370
力覚提示システムのための高安全性アクチュエータ

………………………小柳健一・古荘純次・井上貴文 No. 3・377
全方向移動型パワーアシストカートの衝突回避機能

…………藤原茂喜・山下秀樹・前田裕史・岡野正紀 No. 3・385
ヒューマノイドロボットの押し操作における歩行動作
…………原田研介・梶田秀司・金広文男・藤原清司・

金子健二・横井一仁・比留川博久 No. 3・392
予測型イベントドリブン歩容による脚車輪分離型ロボット
の不整地移動
…………熊谷正俊・高橋隆行・庄司道彦・中野栄二 No. 3・400

脚・腕統合リムメカニズムによる歩行と腕作業― 2腕把持
のための胴体・脚・腕変形―
………小谷内範穗・安達弘典・新井健生・和泉　誠・

廣瀬武志・先生直史・村田良司 No. 3・411
遠隔操作用視線追従型映像取得・提示システムにおける注
視点近傍の高解像度映像提示の評価
……………………………………岩本和世・小森谷清 No. 4・461

点字ブロックを利用した自律移動ロボットの屋外ナビゲー
ション …………………吉田智章・大矢晃久・油田信一 No. 4・469
多型的な CPG回路モデルによる 2脚ロボットの実時間行
動遷移
……藤井亮暢・石黒章夫・Peter Eggenberger Hotz No. 4・478

ロボットマニピュレータの腕全体に対する機械インピーダ
ンス制御 …………………………………………望山　洋 No. 4・485
6 脚ロボットの方向転換歩容生成ネットワーク

………岩瀬英治・加藤慎一朗・安田　隆・下山　勲 No. 4・492
接触モード遷移を伴うマニピュレーションのダイナミクス

……………………………………八島真人・山口秀谷 No. 4・499
自動車組立作業支援装置スキルアシストの実用化

………………………鴻巣仁司・荒木　勇・山田陽滋 No. 4・508
簡易な入力装置を用いたヒューマノイドロボットの全身遠
隔操作システム …Neo Ee Sian・横井一仁・梶田秀司・

金広文男・谷江和雄 No. 4・519

お　　知　　ら　　せ
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神経振動子経由の左右揺動運動・姿勢反射を用いた 4脚ロ
ボットの三次元適応歩行
…………竹村　裕・上田　淳・松本吉央・小笠原司 No. 4・528

床反力中心制御による 2足歩行系両脚支持期の重心移動
………………………伊藤　聡・浅野博紀・川�晴久 No. 4・535

ロボットによる高層ビルの清掃システムの開発
…………田島茂樹・青山　元・関鉄太郎・石川和良・

横田和隆・尾崎功一・山本純雄 No. 5・595
Open MRI 環境下手術支援マニピュレータのためのてこ
―平行リンク式位置姿勢伝達機構　
運動学と可動領域解析，剛性実験
………小関義彦・小谷内範穗・新井健生・鎮西清行 No. 5・603

張力型力覚提示装置のための張力計算法
………長谷川晶一・井上雅晴・金　時学・佐藤　誠 No. 5・610
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