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井上博允先生は，ロボット学の研究功績により平成 20 年秋の紫綬褒章を受章されました．

先生は，昭和 44 年になされた博士論文研究において，人間が行なうような精密で器用な手作業を実

現する鍵は，作業中の反力に応じて指令自体を変化させる性質であり，それが双動性であることを指

摘され，計算機で制御される人工の手にこの機能を組み込んで，クランクを回転させ，ピンを穴に挿

入できることを世界で初めて実証され，日本機械学会論文賞を受賞されました．この研究が，スタン

フォード大学 R. Paul 教授の博士論文研究に影響を与え，博士論文とその後の教科書にもそのことが記

され，米国で始まろうとしていたロボット研究者に高く評価されることとなり，日本のロボット研究

が欧米から一目置かれることになりました．その後，電子技術総合研究所において白井良明先生とと

もにビジュアルフィードバックによる物体組み合わせ作業も世界に先駆けて実現され，米国パターン

認識学会の最優秀論文賞を受賞されました．また，昭和 43 年にはMIT 人工知能研究所において力感

覚のフィードバックと Lisp プログラミングによって精密なベアリング組み立てを実現され，ロボット

が人工知能分野における新しい可能性を拓くことを実証されました．

東京大学に任官されてからは，大学院情報工学専攻基幹講座の情報システム工学研究室を担当され，

知能ロボットをテーマとして，感覚と行動を統合したシステムとしてのロボット学の研究を推進され，

システム要素の研究においても新しい切り口を示され多くの賞を受賞されました．また，システム統

合の成果である等身大ヒューマノイド H6，H7 の実証開発を踏まえて，経済産業省人間協調共存型ロ

井上博允先生の紫綬褒章受章をお祝いして
東京大学大学院教授　稲葉雅幸

井上博允先生ご略歴

昭和 40 年 3 月　東京大学工学部産業機械工学科卒業

昭和 45 年 3 月　東京大学大学院工学系研究科博士課程修了　工学博士

昭和 45 年 4 月　通産省工業技術院電子技術総合研究所研究官

昭和 52 年 4 月　東京大学工学部機械工学科助教授

昭和 59 年 8 月　東京大学工学部機械工学科教授

平成 13 年 4 月　東京大学大学院情報理工学系研究科教授

平成 16 年 4 月　独立行政法人日本学術振興会監事

平成 16 年 6 月　東京大学名誉教授

平成 18 年 3 月　日本学術会議連携会員

昭和 58 年 8 月～現在　International Journal of Robotics Research,

Editorial Board：Advisory Board（平成 15 年

1 月より）

昭和 60 年 1 月～現在　International Journal of Robotic Systems,

Editorial Board

昭和 62 年～平成 7年　IFRR Secretary（International Foundation of

Robotics Research）

平成 7年～ 13 年　IFRR President

本会関係

昭和 63 年～平成 2年　本会理事

平成 15 年　本会フェロー

学会からのお知らせ
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ボットシステムの開発「ヒューマノイドロボティクス」プロジェクトのリーダを務められ，教育研究

機関で利用可能なヒューマノイドプラットフォームを世に出されました．そして，研究のみならず，

伝統的な機械工学に新風を吹き込んで機械工学の教育体系の現代化を推進され，機械情報工学科とい

う新しい学科の創設に力を尽くされました．また，科学研究費重点領域研究においてロボットに関す

る重点領域（知能ロボット）を初めて創設され領域代表を担当されました．さらに，科学研究費分科

細目検討委員会副委員長を務められ，総合領域・情報学の分科において知能ロボティクスが学問分野

細目として示されることになりました．平成 16 年に東大を退官されてからも，愛・地球博「NEDOロ

ボット開発プロジェクト」のプロジェクトリーダを務められるなど，我が国のロボット学を世界のフ

ロントランナーとして発展させることに貢献され，現在，日本学術振興会の監事として我が国の基礎

研究の振興にも力を尽くされています．

以上のように，ロボット学における揺籃期から今日の成熟期に至るまで永年にわたって一貫してロ

ボット学の発展に尽くされたその功績は誠に顕著であり，この度のご受章を心よりお祝い申し上げま

す．
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カレンダー
（2009年 1月～ 2009年 9月）

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

26 巻 8 号・19申込締切 12/12鳥 取第 21 回自律分散システム・シンポジウム1/22・1/23

26 巻 8 号・19申込締切 1/16大 阪第 300 回講習会「実務者のための騒音防止技術（デモ展示付き）」1/22・1/23

27 巻 1 号・12申込締切 1/22東 京
第 334 回講習会「人と機械の仲を取り持つセンシング技術」～安全・安心のた

めの，身の回り・機械の回りのセンサ活用法～
1/29

26巻 5号・9論文締切 10/15大 分第 14回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム（AROB 14th ’09）2/5～ 2/7

27 巻 1 号・12大 阪
第 36 回ニューセラミックスセミナー「セラミックス作製の真髄スーパープロセ

ステクノロジー II」―新機能の創出―
2/27

26 巻 8 号・19論文締切 1/16広 島第 9回制御部門大会3/4 ～ 3/6

26 巻 7 号・8論文締切 1/16福 島動的画像処理実利用化ワークショップ 2009（DIA2009）3/5・3/6

26 巻 7 号・8東 京シンポジウム「インタラクション 2009」3/5・3/6

27 巻 1 号・12論文締切 1/16東 京No.09―5　生産システム部門研究発表講演会 20093/10

27 巻 1 号・13論文締切 2/21東 京
国立科学博物館産業技術史講座「放射線診断学に革命をもたらしたX線 CTの

登場と技術発展の歩み」
3/14

26 巻 8 号・16北 海 道第 14 回ロボティクスシンポジア3/16・3/17

26 巻 8 号・19論文締切 1/30京 都シンポジウム「モバイル 09」3/17・3/18

27 巻 1 号・13申込締切 2/10全国18会場スプリング・サイエンスキャンプ 20093/20 ～ 3/27

27 巻 1 号・12東 京センサエキスポジャパン 2009（［併催］センサネットワーク技術展）4/8 ～ 4/10

25巻 2号・6兵 庫2009年 IEEEロボティクス・オートメーション国際会議（ICRA 2009）4/14～ 4/18

27 巻 1 号・12東 京第 14 回日本計算工学会講演会5/12 ～ 5/14

26 巻 7 号・9論文締切 3/6神 奈 川マシンビジョン応用に関する IAPR国際会議（MVA2009）5/20 ～ 5/22

27 巻 1 号・12
申込締切 1/23

論文締切 3/20
福 岡ロボティクス・メカトロニクス講演会 2009（ROBOMEC 2009）5/24 ～ 5/26

27 巻 1 号・12
申込締切 2/13

論文締切 4/6
茨 城日本人間工学会第 50 回記念大会6/10 ～ 6/12

26 巻 8 号・19論文締切 4/10茨 城
2009 年情報精密機器のメカトロニクスに関する日本・米国機械学会合同会議

（MIPE 2009）
6/17 ～ 6/20

26巻 8号・19アメリカ2009 Robotics : Science & Systems（RSS2009）6/28～ 7/1

26 巻 5 号・10愛 知スケジューリング国際シンポジウム 20097/4 ～ 7/6

26 巻 7 号・9茨 城第 27 回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（27th ISTS）7/5 ～ 7/12

27 巻 1 号・12
申込締切 3/6

論文締切 5/8
東 京安全工学シンポジウム 20097/9・7/10

27 巻 1 号・12神 奈 川第 21 回バイオメカニズム・シンポジウム8/4 ～ 8/6

27 巻 1 号・13
申込締切 3/20

論文締切 6/1
中 国

2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation（IEEE 

ICMA 2009）
8/9 ～ 8/12

25 巻 4 号・12論文締切 5/15岐 阜
9th IFAC Symposium on Robot Control（SYROCO 2009）（第 9回 IFACロボッ

ト制御シンポジウム）
9/10 ～ 9/12

27巻 1号・9申込締切 7/17神 奈 川第 27回日本ロボット学会学術講演会9/15～ 9/17

（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
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今年度のロボット工学セミナーも，最新のロボット研究，開発トピックスを取り上げる予定です．今年度は，環境知能化，IRT，デジタ

ルヒューマンといった最近流行の話題を取り上げつつ，産業界に密着したロボティクスやロボットとのインタラクションといった従来から

研究され着実に進歩している分野にも焦点を当てています．また人気の「ロボットの作り方」も開催いたします．ロボット工学の最新動向

の情報収集に，是非この機会をご利用ください．ロボット工学セミナー開催に関する詳細は，学会誌の会告，メーリングリスト，および学

会のホームページ（http://www.rsj.or.jp/events/index.html）にてご案内させていただきます．

事業計画委員会委員長：近野　敦（東北大学）

生活空間をセンシングする環境知能化
Intelligent environment for sensing living space 2009 年 4 月開催予定

近年，生活空間に設置されたセンサネットワークを利用し，子供や独居高齢者を見守る安全・安心のためのシステムの研究，ライフログ

を作成する研究，ロボットを制御する研究など，生活空間をセンシングする環境知能化の研究が行われています．本セミナーでは，センシ

ング技術，人の行動など目的の情報を取得する手法，ロボット制御への応用などについて，環境知能化の研究分野で活躍されている研究者

に講演していただきます． オーガナイザ：羽田芳朗（（株）富士通研究所）

ロボットの作り方 2009
How to build a robot 2009 2009 年 5 月開催予定

例年人気の「ロボットの作り方」を今年も開催します．例年通り，二日構成を予定しております．第一日目は，ロボットの機構要素の解

説と駆動機構設計の実際，サーボ機構の原理とその実装方法，制御システム構成の実際などについて，座学だけではなく現物に触れながら

の実践的な講義を予定しています．また研究室見学を通してロボット研究の最先端に触れていただきます．第二日目は，ノート PC をご持

参いただき，実習を通して，マイコンを用いたロボットの動かし方，プログラムの実際などを学びます．ロボット技術の基礎を，実習を通

して学ぶことができます． オーガナイザ：遠藤　玄，青木岳史（東京工業大学）

世界をリードする日本の IRT
World ― leading Japanese IRT 2009 年 6 月開催予定

サイバーワールド技術である情報通信技術（IT：Information Technology）では，通信とコンピュータが実世界の情報処理できるパワー

を持ち，将来はさらに高速高性能になる見込みです．リアルワールド技術であるロボット技術（RT：Robot Technology）では，実世界に

働きかける機能と信頼性が実際に利用できるまで向上してきました．本シンポジウムの前半は，ITと RTにおける最先端の技術，研究につ

いて講師陣をお招きし御講演いただきます．シンポジウムの後半は IT と RT技術を融合した IRT イノベーション創出の取り組みを行って

いる東京大学 IRT研究機構を見学いたします． オーガナイザ：原田達也（東京大学）

デジタルヒューマンの使い方
How to use a digital human 2009 年 7 月開催予定

デジタルヒューマンは人間の生理学的・運動学的・心理的機能をデジタルモデル化して，動作・身体負荷などを解析・評価することで，

製品設計や作業環境の検討などに応用できます．現在，様々なデジタルヒューマン研究が各方面で盛んに行われています．また市販されて

いるデジタルヒューマンは，ものづくり・農作業・介護福祉分野などで実際に利用されています．このように，デジタルヒューマンは私た

ちの想像以上に実用化が進みつつあります．その一方で，より滑らかな動作の生成や快適性・疲労などの感覚系の定量的評価はまだ難しい

のが現状です．本セミナーでは現在のデジタルヒューマン技術について，第一線の研究者や企業の方々に分かりやすく講義していただきま

す．本セミナーにより，デジタルヒューマン研究の最前線と，デジタルヒューマン技術を製品開発や作業改善に上手に応用する方法を知っ

ていただくことができます． オーガナイザ：志子田繁一（川崎重工業（株））

産業現場で望まれるロボット技術
Desired robot technologies in the industrial field 2009 年 10 月開催予定

大学・研究機関において生産現場への適用を目指した研究開発は多く行われていますが，実際の生産現場でその成果がそのまま用いられ

る機会は案外少なく，産業界は生産現場で必要な技術を独自で開発しているのが実情です．本セミナーでは，ロボットを用いた生産技術を

題材に，さまざまな立場の方から“真に生産現場で使える・望まれるロボット技術”が何であるか，研究開発や苦労・工夫の事例を交えて

ご講演いただきます． オーガナイザ：藤井正和（（株）IHI）

ロボットの知能とアフォーダンス
Intelligence and affordance of robots 2009 年 11 月開催予定

近年，認知や心理，AI，対話，インタフェース等の研究分野において，コミュニケーションロボットやインタラクションの研究が盛んに

行われ，新たな研究領域が確立されつつあります．しかし，これらの研究が知識として一つとなるためには，幹となる共通の問題意識や視

点が必要です．本セミナーでは，AI の歴史をふりかえりつつ，新たな切り口や試みとなる研究を紹介することで，ロボットのインタラクシ

ョン研究についての理解を深め，今後の展望を考える機会を提供します．

オーガナイザ：安藤友人（日本電気（株）），長田純一（（株）NECデザイン）

―2009年度ロボット工学セミナー　開講のお知らせ―
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共催・協賛行事のお知らせ
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理事会報告
第 262回　理事会報告

日　　時：2008 年 10 月 15 日（水） 14：30 ～ 16：30

場　　所：本郷瀬川ビル 6F会議室

出席理事：佐藤（会長），榊原，内山（勝），細田，中内，小平（記），見

持，藤田，國吉，久保，三浦，稲邑，近野，大須賀，相山，大

山，大隅

出席監事：内山（隆）

オブザーバ：薮田

その他出席者：松浦（事務局）

＜議　事＞

1．議事録の確認

・日本ロボット学会第 261 回理事会議事録（案）

・日本ロボット学会臨時総会議事録（案）

・日本ロボット学会第 26 回評議員会議事録（案）

につきそれぞれ承認された．

2．入退会の承認

前回理事会以降 2008 年 10 月 15 日までの入会希望正会員 15 名，入会希

望学生会員 46 名，退会希望正会員 12 名，退会希望学生会員 19 名，退会

希望名誉会員 1名，学生から正会員への変更 7名，正会員から学生会員へ

の変更 2名，の状況．

この結果，正会員 3,102 名，学生会員 1,249 名，名誉会員 8 名，会員総

数は 4,359 名，賛助会員 72 団体（101 口）となった．

3．審議・報告事項

3．1 庶務関連

学会誌 11 月号にて学会役員，評議員選挙が公示される旨が報告された．

3．2 財務関連

（１）予算執行状況が報告された．

（２）2009 年度一般会計予算申請書 7件が審議された．審議継続．

3．3 事業関連

（１）今年度の日本ロボット学会学術講演会実施報告概要が報告された．

（２）次年度以降の学術講演会の準備状況が報告された．

（３）共催，協賛等の依頼 17 件が報告され承認された．

3．4 企画関連

（１）研究専門委員会の活動状況報告があり，さらに新設も含め活性化

を図ることとなった．

（２）表彰委員会の活動が報告された．

3．5 欧文誌関連

欧文誌委員会の活動が報告された．

第 263回　理事会報告

日　　時：2008 年 11 月 4 日（火） 14：30 ～ 16：30

場　　所：本郷瀬川ビル 6F会議室

出席理事：佐藤（会長），榊原，内山（勝），細田，中内，小平（記），見

持，藤田，國吉，久保，溝口，吉見，稲邑，近野

出席監事：内山（隆），橋野

オブザーバ：薮田

その他出席者：松浦（事務局）

＜議　事＞

1．議事録の確認

・日本ロボット学会第 262 回理事会議事録（案）

につき承認された．

2．入退会の承認

前回理事会以降 2008 年 11 月 3 日までの入会希望正会員 2名，入会希望

学生会員 6 名，入会希望賛助会員 2 団体（2 口），正会員復会 1 名，退会

希望正会員 29 名，退会希望学生会員 30 名，退会希望賛助会員 1 団体（1

口），学生から正会員への変更 7 名，正会員から学生会員への変更 1 名，

の状況．

この結果，正会員 3,082 名，学生会員 1,219 名，名誉会員 8 名，会員総

数は 4,309 名，賛助会員 73 団体（102 口）となった．

3．審議・報告事項

3．1 庶務関連

学生会員卒業後の正会員への勧誘活動について協議された．

3．2 財務関連

（１）2008 年 9 月までの予算執行状況が報告された．

（２）2009 年度一般会計予算申請書が審議された．12 月に予算案を策定

の予定．

3．3 事業関連

学会共催，協賛イベント案件につき報告があり，承認された．

3．4 会誌関連

（１）新たに企画中の，分野を絞ったゲストエディタ制による論文特集

号の編集プロセスとそれに伴う論文査読小委員会規則の修正案が

提案され，承認された．

（２）来年度発行される，第 26 回学術講演会論文特集号の掲載論文選考

状況が報告された．

正　会　員
12376 一丸　勇二 12379 三小田哲也 12384 川村　秀憲

12385 佐藤　拓志 12389 阿部　卓也 12390 岡本　　淳

12395 桑島　茂純 12396 小野寺　宏 12397 諸麦　俊司

学　生　会　員
12377 長濱虎太郎 12378 加藤　達也 12380 上野　潤也

12381 砂辺　　光 12382 奥野　敬丞 12383 鷹栖　尭大

12386 高木　岳彦 12387 石田　賢司 12388 中尾賢太朗

12391 池田　礼子 12392 Tasorn Sornnarong 12393 岡田　佳都

12394 松澤　敬之

新入会員
（2008 年 11，12 月入会の会員）
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英文論文集のページ
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有料広告

中央大学理工学部　精密機械工学科
専任教員公募要領

公募人員：准教授または助教（旧専任講師） 1名
所　　属：中央大学理工学部精密機械工学科
専門分野：精密機械工学に関連したマイクロ・ナノ領域の研究，教育を推

進できる方

担当科目：機構学，機械要素設計，設計製図に関する講義，実験，実習
応募資格：着任時に博士の学位を有し，大学院博士課程前期課程の教育，

研究指導を担当できること．

着任時期：2010 年 4 月 1 日
提出書類：（１）履歴書（写真貼付，現住所，連絡先（TEL，E ―mail），

学歴，職歴，賞罰など），（２）論文目録（原著学術論文，国際

会議論文（査読付き），同（査読なし），総説・解説（社報，技

報を含む），著書などに分類し，全著者名，発表誌・機関，年，

巻，ページ等を記載する．査読を終えた掲載予定の論文も含め

てよい），（３）特許等とその内容，（４）主要原著論文の別刷

（5 編以内．コピー可），（５）現在までの主要な研究・業務内

容と成果（A4 用紙 2 枚程度．論文目録に対応させて記述），

（６）受賞名とその内容，（７）所属学会及び社会における活動

状況，（８）今後の研究計画及び教育に関する抱負（A4 用紙 2

枚程度）

応募締切：2009 年 3 月 31 日（火）必着
選考方法：書類審査による 1次選考の後，必要に応じて面接による 2次選

考を行います（2次選考に伴い，追加資料の提出をお願いする

場合があります）．

書類送付先および照会先：
〒 112 ― 8551 東京都文京区春日 1 ― 13 ― 27 中央大学理工学

部精密機械学科　新任教員選考委員会委員長　戸井武司

TEL：03 ― 3817 ― 1828 E ―mail：toi@mech.chuo ― u.ac.jp

応募書類は，封筒に「精密機械工学科教員応募書類在中」と朱

書きの上，簡易書留にて上記宛先までお送り下さい．なお，提

出書類は，この公募に関してのみ使用し，選考終了後に破棄し

ます．

そ の 他：中央大学ホームページ：http://www.chuo ― u.ac.jp/
理工学部ホームページ：

http://www.chuo ― u.ac.jp/chuo ― u/science/index_j.html

精密機械工学科ホームページ：

http://www.mech.chuo ― u.ac.jp/

http://www.chuo ― u.ac.jp/chuo ― u/science/b05_02_04_ j.html

東北大学　電気通信研究所
教員公募

募集職種：教授
募集人員：1名
所　　属：東北大学電気通信研究所　ブレインウェア実験施設実世界コン

ピューティング研究部

専門分野：生体の認識・理解情報処理過程の解明と，それに基づく高次情報
処理システムや，知能ロボット等の実世界適応制御システムの

開発などに関連する分野（詳細：http://www.riec.tohoku.ac.jp/）

応募資格：博士の学位を有すること
着任時期：2010 年 4 月 1 日以降でできる限り早い時期
提出書類：（１）履歴書（写真貼付），（２）これまでの研究歴およびその

概要（文中で（３）の研究業績リストの番号を引用して下さい），

（３）研究業績リスト（学術論文，国際会議論文，解説記事，

著書，特許，受賞，学会・社会における活動状況，代表あるい

は分担者としての研究費獲得状況，その他の特記事項，に分類

して作成すること），（４）主な原著論文 5編の別刷りまたはコ

ピー，およびそれらの概要，（５）教育実績，（６）着任後の研

究計画と教育への抱負（各々A4 用紙 2枚以内），（７）応募者

の能力や人柄を評価できる方 2名の氏名，所属，職名，連絡先

住所，電話番号，FAX番号，E―mail アドレス．

＊書類はA4 版用紙に横書き，項目毎に別葉とし，封筒に「実

世界コンピューティング研究部公募書類在中」と朱書して書留

にて送付下さい．応募書類は原則として返却いたしません．

応募締切：2009 年 3 月 31 日（消印有効）
送付先／照会先：〒 980 ― 8577 宮城県仙台市青葉区片平 2― 1 ― 1

東北大学電気通信研究所総務課庶務係

TEL：022 ― 217 ― 5420

E ―mail：shomu@jm.riec.tohoku.ac.jp
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独立行政法人　宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究本部助教　公募

募集要項
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，下記のとおり助教

（教育職）の公募を行いますので，広く適任者の推薦，応募を求めます．

公募職種及び人数：助教（教育職） 1名
配属予定部署：宇宙科学研究本部　宇宙航行システム研究系
職務内容及び求める人材像：
宇宙航行システム研究系においては，新しい宇宙開発分野の創造，ロケ

ット等飛翔体システム研究，宇宙探査のミッション解析，先進的な人工衛

星や月・惑星探査機など宇宙飛翔システムに関する課題を掲げて研究を行

っています．

今回の公募では，宇宙航行力学，制御，最適化等の宇宙工学分野におい

て深い学識を有した上で，衛星，探査機や飛翔体に関して，応用飛行力学

およびミッションの解析や策定，飛行システムの開発等に貢献し，また本

研究系が掲げる上記の関連する課題の研究を遂行する能力を持つととも

に，国際協力を含むプロジェクトを主導できる有為な人材を求めます．

JAXA が持つ大学共同利用の役割を理解し，大学等の研究者と協調し

て研究を遂行するとともに，大学院学生の教育・指導にも十分な能力のあ

る方を求めます．また，JAXA 内各種活動に積極的に参加し，専門研究

能力を生かして研究開発やプロジェクトに貢献できる意欲あふれる人材を

希望します．

待　　遇：（１）給与：能力・経験を考慮の上，機構の規定により決定．
（２）休日休暇：機構の規定による．（教育職特則あり）（３）

勤務地：相模原キャンパス．（４）任期・定年：任期なし．63

歳定年制．（５）宿舎：独身用・世帯用が用意されていますが，

空室状況等により入居のご希望に添えない場合には，機構の規

定により住宅手当が支給されます．（６）社会保険：各種社会

保険完備（健康保険，厚生年金保険）．

応募資格：博士の学位を有する者（平成 20 年度末までの取得見込みを含
む）．

着任時期：平成 21 年 6 月 1日以降速やかに．
提出書類：（１）履歴書，（２）研究歴，（３）論文リストと主要論文の別

刷り，（４）これまでの研究概要と今後の研究計画，（５）他薦

の場合は推薦書 2通，自薦の場合は本人について意見を述べる

ことのできる方 2名の氏名と連絡先（住所，電話番号，電子メ

ールアドレス）．

応募締切：平成 21 年 3 月 6日（金） 必着
連 絡 先：〒 229 ― 8510 神奈川県相模原市由野台 3― 1 ― 1

宇宙航空研究開発機構　宇宙科学研究本部　研究推進室人事係

TEL：042 ― 759 ― 8010

封筒の表に「宇宙航行システム研究系助教応募書類在中」と

朱書きして，書留便にて郵送して下さい．応募書類は返却いた

しませんので，あらかじめ御了承下さい．また，選考に伴い発

生する交通費・宿泊費については自己負担となります．

問い合せ先：宇宙航空研究開発機構　宇宙科学研究本部
宇宙航行システム研究系　研究主幹　川口淳一郎

TEL：042 ― 759 ― 8219

FAX：042 ― 759 ― 8458

E ―mail：kawaguchi.junichiro@jaxa.jp

そ の 他：選考は宇宙科学研究本部宇宙科学運営協議会にて行います．

〈個人情報の利用日的について〉

宇宙航空研究開発機構の教育職公募に関連して提供された個人情報に

ついては，選考の目的に限って利用し，選考終了後は，選考を通過した

方の情報を除き，全ての個人情報を責任を持って破棄致します．
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（社）日本ロボット学会賛助会員（50音順）

（株）IHI
（株）アヴィス
育良精機（株）
石川島運搬機械（株）／開発部
SMC（株）
NECコントロールシステム（株）
NTTサイバーソリューション研究所
オリンパス（株）
川崎重工業（株）
関西電力（株）／電力技術研究所
キタムラ機械（株）
（株）共和電業
キャタピラージャパン（株）
キヤノン（株）
（株）国際電気通信基礎技術研究所／知能ロボティク
ス研究所
（株）ココロ
（株）小松製作所／研究本部
サイバネットシステム（株）
三洋電機（株）／エコロジー技術研究所
（株）ジェイテクト／研究開発センター
シナノケンシ（株）
清水建設（株）
新電子工業（株）
新明和工業（株）
セコム（株）／ IS 研究所
（株）ゼットエムピー
ソニー（株）
（株）ダイナックス
（株）データベース
（株）デンソーウェーブ
（株）立山システム研究所
東急建設（株）／技術研究所
（株）東芝
東芝機械（株）
戸田建設（株）
特許庁

トヨタ自動車（株）／元町工場
トヨタテクニカルディベロップメント（株）
ナブテスコ（株）／津工場
（株）日栄
ニッタ（株）／RETS事業部
日東精工（株）
日本電気（株）／共通基盤ソフトウェア研究所
日本無線（株）
（社）日本ロボット工業会
（株）ヴァスダックロボティクス
パナソニック（株）／生産革新本部
パナソニック電工（株）
（株）バンダイナムコゲームス
ビー・エム・ダブリュー（株）
ビー・エル・オートテック（株）
（株）ピーマック・ジャパン
日立建機（株）
日立情報通信エンジニアリング（株）
（株）日立製作所／機械研究所
平田機工（株）
ファナック（株）
（株）不二越
富士重工業（株）／戦略本部クリーンロボット部
富士通（株）
富士通フロンテック（株）／メカコンポーネント事
業部
ボッシュ（株）
（株）本田技術研究所／基礎技術研究センター
マクソンジャパン（株）
三井化学（株）／電子・情報材事業部
三菱重工業（株）
三菱電機（株）
モリマシナリー（株）
矢崎総業（株）
（株）安川電機
（株）リアルビズ
リコー（株）

・賛助会員の皆様には学会活動へのご支援をいただきあ
りがとうございます．
・学会活動をご支援いただける賛助会員を募集していま
す．学会事務局へご一報ください．
URL : http://www.rsj.or.jp/member/index.html#

nyukaihouhou

● 入会に関するお問い合わせは…

（社）日本ロボット学会　事務局
〒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
e ―mail : service@rsj.or.jp



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 22―JRSJ Vol. 27 No. 1 Jan., 2009

（社）日本ロボット学会平成 20・21年度（2008・2009年度）役員
正会員による選挙を経て，第 26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 20・21年度（2008・2009年度）評議員（50音順）

理　　事 会　長
佐藤　知正（東京大学）

副会長
榊原　伸介（ファナック（株））
内山　　勝（東北大学）

庶務
細田　祐司（（株）日立製作所）

＊中内　　靖（筑波大学）
＊小平　紀生（三菱電機（株））
財務
見持　圭一（三菱重工業（株））

＊藤田　善弘（日本電気（株））
企画
國吉　康夫（東京大学）

＊久保　貞夫（川崎重工業（株））
会誌
溝口　　博（東京理科大学）

＊三浦　　純（豊橋技術科学大学）
欧文誌
吉見　　卓（（株）東芝）

＊稲邑　哲也（国立情報学研究所）
事業
近野　　敦（東北大学）
大須賀公一（神戸大学）

＊相山　康道（筑波大学）
＊畠山省四朗（東京電機大学）
国際
大山　英明（（独）産業技術総合研究所）

＊大隅　　久（中央大学）
監　　事

橋野　　賢（東京工科大学）
＊内山　　隆（（株）富士通研究所）

＊印　2008・2009年度　新役員

五百井　清（近畿大学）
王　　碩玉（高知工科大学）
大熊　　繁（名古屋大学）
大築　康生（（財）新産業創造研究機構）
大西　　献（三菱重工業（株））
尾崎　功一（宇都宮大学）
小俣　　透（東京工業大学）
金宮　好和（武蔵工業大学）
河本　浩明（筑波大学）
神田　崇行（ATR知能ロボティクス研究所）
木口　量夫（佐賀大学）
衣笠　哲也（岡山理科大学）
栗栖　正充（東京電機大学）
小関　義彦（（独）産業技術総合研究所）
駒田　　諭（三重大学）
小松　　督（関東学院大学）

近藤　　直（京都大学）
佐久間一郎（東京大学）
佐野　明人（名古屋工業大学）
志子田繁一（川崎重工業（株））
菅原　　研（東北学院大学）
鈴木　健嗣（筑波大学）
須藤　　拓（（株）IHI）
辰野　恭市（名城大学）
土谷　武士（北海道工業大学）
出口光一郎（東北大学）
出村　公成（金沢工業大学）
西田信一郎（宇宙航空研究開発機構）
野田　哲男（三菱電機（株））
橋本　　稔（信州大学）
長谷川泰久（筑波大学）
服部　　誠（（株）日立製作所）

平田　泰久（東北大学）
馬　　書根（立命館大学）
前川　　仁（（独）産業技術総合研究所）
前野　隆司（慶應義塾大学）
松元　明弘（東洋大学）
松本　　治（（独）産業技術総合研究所）
武藤　伸洋（NTTサイバーソリュー

ション研究所）

森田　俊彦（（株）富士通研究所）
八木　康史（大阪大学）
山野　光裕（山形大学）
横山　和彦（（株）安川電機）
米田　　完（千葉工業大学）
和田　正義（埼玉工業大学）

（社）日本ロボット学会平成 19・20年度（2007・2008年度）評議員（50音順）

新井　健生（大阪大学）
新井　史人（東北大学）
安藤　吉伸（芝浦工業大学）
石井　和男（九州工業大学）
今井　倫太（慶應義塾大学）
林　　憲玉（神奈川大学）
大野　　宏（新潟県工業技術総合研究所）
尾形　哲也（京都大学）
小澤　隆太（立命館大学）
金子　　真（大阪大学）
川� 晴久（岐阜大学）
川端　邦明（（独）理化学研究所）
神田　真司（（株）富士通研究所）
久保田直行（首都大学東京）
倉爪　　亮（九州大学）
倉林　大輔（東京工業大学）

佐々木　健（東京大学）
佐藤　　正（（株）バンダイナムコゲームス）
鈴木　昭二（公立はこだて未来大学）
鈴木　高宏（東京大学）
鈴木　　剛（東京電機大学）
関　　啓明（金沢大学）
滝田　好宏（防衛大学校）
田所　　諭（東北大学）
谷川　民生（（独）産業技術総合研究所）
坪内　孝司（筑波大学）
寺崎　　肇（三洋電機（株））
永井　　清（立命館大学）
中臺　一博（（株）ホンダ・リサーチ・イン

スティチュート・ジャパン）
中野　榮二（千葉工業大学）
南條　義人（NTTコミュニケーションズ（株））

二瓶　　亮（ファナック（株））
則次　俊郎（岡山大学）
橋本　浩一（東北大学）
蓮沼　仁志（川崎重工業（株））
長谷川忠大（芝浦工業大学）
堀　　俊夫（（独）産業技術総合研究所）
前田　雄介（横浜国立大学）
正宗　　賢（東京大学）
村田　　智（東京工業大学）
桃井　康行（（株）日立製作所）
森田　寿郎（慶應義塾大学）
八木　栄一（和歌山大学）
山本　正信（新潟大学）
横小路泰義（京都大学）
渡辺　桂吾（佐賀大学）


