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カレンダー
（2009年 7月～ 2010年 7月）
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主催行事のお知らせ
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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

ロボット工学セミナー

セミナーのご案内
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〈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.or.jp/events/robo_seminar.html
＊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，ゆうちょ銀行 振替口座 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，

その旨申込時に明記の上，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
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理事会報告
第 269回理事会報告

日　　時： 2009 年 5 月 8 日（金） 14 : 00 ～ 16 : 30

場　　所：本郷瀬川ビル 6F会議室

出席理事：榊原（会長），川村，佐久間，中内（記），小平，藤田，上野，

久保，倉爪，三浦，小俣，稲邑，前野，相山，太田，藪田，藤

本，大隅，脇田

出席監事：内山（隆）

事 務 局：松浦，水谷（事務局）

＜議　事＞

1．議事録の確認

・日本ロボット学会第 268 回理事会議事録（案）

につき承認された．

2．入退会の確認

・下記報告があり，承認された．

・前回理事会以降 2009 年 5 月 7 日現在の入退会申込状況，入会希望正

会員 6 名，入会希望学生会員 50 名，退会希望正会員 4 名，退会希望

学生会員 2 名，退会希望退賛助社 1 社（1 口），学生から正会員への

変更 12 名．

この結果，正会員 3,028 名，学生会員 1,007 名，名誉会員 8 名，会員総

数は 4,043 名，賛助会員 68 団体（96 口）となった．

4．審議・報告事項

4．1 庶務関連事項

（１）ロボット学会会員 5,000 名拡大計画委員会委員構成につき提案さ

れ承認された．

（２）ロボット教育研究専門委員会による JST「全国規模ネットワーク

支援制度」への応募について日本ロボット学会としての応募が提

案され承認された．

4．2 企画関係事項

（１）功労賞選考小委員会委員案が提案され承認された．

（２）ロボット活用社会貢献賞選考規程案が提示され承認された．

4．3 欧文誌関係事項

（１）欧文誌のアカデミックロードマップ特集号発行について進捗状況

の報告があった．

4．4 事業関係事項

（１）第 27 回日本ロボット学会学術講演会の準備状況が報告された．

（２）共催 1件，協賛 15 件，後援 3件，その他 1件の提案が承認された．

4．5 国際関係事項

（１）第 27 回日本ロボット学会学術講演会国際セッションの準備状況が

報告された．

正　会　員
12517 戸田　英樹 12522 立石佳津夫 12531 宜野座　朗

12532 平野　勝志 12534 佐藤　太一 12541 久池井　茂

12544 谷口　浩成 12548 都築　一郎 12549 井上　幸二

学　生　会　員
12518 中島　康貴 12519 白田　正樹 12520 武田　光一

12521 椎木　靖人 12523 佐藤　正隆 12524 渡邉　寛樹

12525 坂本　博一 12526 橋本　直樹 12527 跡治　保尭

12528 加藤　貴史 12529 山木　潤一 12530 佐藤　訓志

12533 江口　雄紀 12535 林　　剛史 12536 齋藤　　誠

12537 家富　和寿 12538 小林　一也 12539 杉本　晋介

12540 野波　博敬 12542 斉藤　　学 12543 黒木　崇博

12545 大岩　泰司 12546 服部　裕史 12547 薄井　明英

12550 弓削　和通 12551 伊藤　　博 12552 並木　政憲

12553 佐藤　　崇 12554 白井　伸明 12555 馬渕　奨平

賛　助　会　員
S0253 スキューズ　株式会社

新入会員
（2009 年 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 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 23 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 24 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 25 回学術講演会講演概要集（予稿集CD―ROM付）

本学会個人会員　6,000 円

本学会個人会員以外　12,000 円

第 26 回学術講演会講演概要集（予稿集CD―ROM付）

本学会個人会員　6,000 円

本学会個人会員以外　12,000 円

第 14回　ロボティクスシンポジア予稿集 10,000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 21 巻 第 1号　〔特集〕 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

第 8号　〔 〃 〕 ロボットデザイン

第 23 巻 第 1号　〔 〃 〕 ロボティクスのための生命理解

第 2号　〔 〃 〕 ロボット研究の商品化

第 3号　〔 〃 〕 進化するビジョン

第 4号　〔 〃 〕 ロボット工学今昔物語

第 5号　〔 〃 〕 世界のロボットプロジェクトとプロジェクト投資戦略

第 6号　〔 〃 〕 ネットワークロボティクス

第 7号　〔 〃 〕 技能の起源と再現

第 8号　〔 〃 〕 未来を拓くロボット研究者

第 24 巻 第 1号　〔 〃 〕 ロボットキット

第 2号　〔 〃 〕 愛・地球博のロボット

第 3号　〔 〃 〕 ロボットビジネスへの取り組み

第 4号　〔 〃 〕 スマートマテリアル／コンポジット

第 5号　〔 〃 〕 Women in Robotics

第 6 号　〔 〃 〕 感性心理とロボティクス

第 7号　〔 〃 〕 実世界の性質を利用した知覚と制御

第 8号　〔 〃 〕 空中ロボティクス

第 25 巻 第 1号　〔 〃 〕 トップに聞く

第 2号　〔 〃 〕 マルチスケール操作によるシステム細胞工学

第 3号　〔 〃 〕 21 世紀 COEプログラム

第 4号　〔 〃 〕 環境知能化

第 5号　〔 〃 〕 動作理解のための知的な仕組み

第 6号　〔 〃 〕 第 24 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号

第 7号　〔 〃 〕 ロボット向け電磁アクチュエータの今とこれから

第 8号　〔 〃 〕 ロボットの安全化

第 26 巻 第 1号　〔 〃 〕 複雑ネットワークとロボティクス

第 2号　〔 〃 〕 今使えるロボット通信技術

第 3号　〔 〃 〕 人間・人体への力学的アプローチ

第 4号　〔 〃 〕 ロボットの三次元環境認識と行動生成

第 5号　〔 〃 〕 次世代ロボット共通プラットフォーム技術

第 6号　〔 〃 〕 第 25 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号

第 7号　〔 〃 〕 アカデミック・ロードマップ

第 8号　〔 〃 〕 ロボットのいる生活

第 27 巻 第 1号　〔 〃 〕 自動車とロボット

第 2号　〔 〃 〕 次世代ロボット共通基盤開発プロジェクトとRTコンポーネント

第 3号　〔 〃 〕 ニーズに基づいたロボット開発

第 4号　〔 〃 〕 ロボット制御の理論

第 5号　〔 〃 〕 ロボット技術による宇宙開発の最前線

刊行物のご案内

刊行物のご注文は書面（FAX）または Email にて事務局あてにお申し込み

ください．Email: secretary@rsj.or.jp

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 20巻 1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．
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有料広告

平成 22年度　近畿大学工学部
知能機械工学科
教員公募

募集人員：教授 2名，准教授あるいは講師 1名
所　　属：工学部知能機械工学科（広島県東広島市）

URL : http://www.hiro.kindai.ac.jp/index.html

専門分野：機械工学，自動車工学，ロボット工学に関する研究分野
担当科目：①力学，基礎材料力学，材料力学（教授 1名）

②機械要素設計，機械材料・加工学，CAD ／ CAMシステム

（教授 1名）

③ロボット機構学，メカトロニクス，センサ工学（准教授ある

いは講師 1名）

これらの科目以外に 3 次元 CAD ／ CAE 演習，実験関連科目

および卒業研究などを担当．

応募資格：博士の学位を有し，専門分野での研究業績があり，教育および
研究に熱意のある方．

さらに，大学院の研究指導および授業科目を担当可能であるこ

と．

着任時期： 2010 年 4 月 1 日
応募締切： 2009 年 9 月 7 日必着
提出書類：（１）履歴書，（２）研究業績一覧（著書，学術論文，国際会議

論文，口頭発表　その他に分けて記載），（３）主要論文別刷り

（コピー可），（４）学会，社会活動および研究資金獲得状況等，

（５）現在までの研究概要（A4 用紙 1 枚程度），（６）着任後

の研究構想および教育に対する抱負（それぞれA4 用紙 1枚程

度），（７）推薦書，または応募者について意見を伺える方の氏

名と連絡先

書類提出先：〒 739 ― 2116 広島県東広島市高屋うめの辺 1
近畿大学工学部長　京極　秀樹

（応募書類は簡易書留とし，封筒の表に「知能機械工学科　教

員応募書類在中」と朱書のこと）

問合せ先：住所　同上
知能機械工学科長　教授　児島忠倫

TEL : ダイヤルイン　082 ― 439 ― 1110 ― 710

代表 082 ― 434 ― 7000（内線 710）

FAX : 082 ― 434 ― 7011

E ―mail : kojima@hiro.kindai.ac.jp

そ の 他：（１）1 次選考（書類審査）合格者に 2 次選考（模擬授業，研
究内容プレゼンテーション，面接等）を行います．

（２）応募書類は原則として返却いたしませんが，返却を希望

される方は応募時にお伝えください．なお，提出書類は，本選

考以外には使用いたしません．

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 2009 大阪〉

当学会が共催する「ロボカップジャパンオープン 2009 大阪」が，平成

21 年 5 月 8 日～ 10 日，京セラドーム大阪にて開催され，自律型ロボット

によるサッカー部門に 58 チーム，大規模災害への IT，ロボットの応用と

してのレスキュー部門に 17 チーム，日常生活の中でのロボットの活用を

試みる＠ホーム部門に 2チーム，次世代の技術担い手を育てることを目的

とするジュニア部門に 156 チームの，合計 233 チームが参加して自律型ロ

ボットの技術を競い合いました．本大会には日本全国及び中国，タイ，ア

メリカ，スペイン，ブラジルから人工知能やロボット工学の研究者，学生

ら約 793 人が参加し，白熱した戦いが繰り広げられました．当学会では，

関西学院大学・はじめ研究所　HAJIME TEAM（サッカーヒューマノイ

ドリーグ）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）
スキューズ（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
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
（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
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（社）日本ロボット学会平成 21・22年度（2009・2010年度）役員
正会員による選挙を経て，第 27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
＊榊原　伸介（ファナック（株））
副会長
＊川村　貞夫（立命館大学）
＊佐久間一郎（東京大学）
庶務
中内　　 （筑波大学）

小平　紀生（三菱電機（株））
＊横山　和彦（（株）安川電機）
財務
藤田　善弘（日本電気（株））

＊上野　浩史（（独）宇宙航空研究開発機構）
企画
久保　貞夫（川崎重工業（株））

＊倉爪　　亮（九州大学）
会誌
三浦　　純（豊橋技術科学大学）

＊小俣　　透（東京工業大学）
欧文誌
稲邑　哲也（国立情報学研究所）

＊前野　隆司（慶應義塾大学）
事業
相山　康道（筑波大学）

＊太田　　順（東京大学）
＊藪田　哲郎（横浜国立大学）
＊藤本　英雄（名古屋工業大学）
国際
大隅　　久（中央大学）

＊脇田　優仁（（独）産業技術総合研究所）
監　　事

内山　　隆（（株）富士通研究所）
＊内山　　勝（東北大学）

＊印　2009・2010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）
金宮　好和（東京都市大学）
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）
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）
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 21・22年度（2009・2010年度）評議員（50音順）

青山　　元（富士重工業（株））
石黒　　周（（株）MOTソリューション）
石原　秀則（香川大学）
大久保宏樹（千葉工業大学）
大須賀公一（大阪大学）
大山　英明（（独）産業技術総合研究所）
岡田　徳次（新潟大学）
川村　秀憲（北海道大学）
河村　　隆（信州大学）
國井　康晴（中央大学）
國吉　康夫（東京大学）
久野　義徳（埼玉大学）
見持　圭一（三菱重工業（株））
琴坂　信哉（埼玉大学）
小林　政己（川崎重工業（株））
近野　　敦（東北大学）
佐藤　雅紀（福岡県産業科学技術振興財団）

沢崎　直之（（株）富士通研究所）
嶋田　　晋（中京大学）
鈴木　高宏（東京大学）
高木　宗谷（トヨタ自動車（株））
谷川　民生（（独）産業技術総合研究所）
谷口　　恒（（株）ゼットエムピー）
友納　正裕（千葉工業大学）
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）

中村　恭之（和歌山大学）
則次　俊郎（岡山大学）
日浦　亮太（三菱重工業（株））
東森　　充（大阪大学）
ピトヨ ハルトノ（はこだて未来大学）
平井　慎一（立命館大学）
平野　線治（（株）ライトウェア）
細田　祐司（（株）日立製作所）

前　　泰志（大阪大学）
前川　清石（三菱電機（株））
前山　祥一（岡山大学）
溝口　　博（東京理科大学）
村川　賀彦（（株）富士通研究所）
安川　裕介（NEDO技術開発機構）
山本健次郎（（株）日立製作所）
山本　元司（九州大学）
余　　　永（鹿児島大学）
横井　一仁（（独）産業技術総合研究所）
吉川　恒夫（立命館大学）
吉見　　卓（芝浦工業大学）
李　　周浩（立命館大学）
渡辺　富夫（岡山県立大学）
渡辺　桂吾（佐賀大学）


