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カレンダー
（2009年 8月～ 2010年 9月）

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

27 巻 7 号・10東京ほか第 21 回全日本ロボット相撲大会8/30 ～ 12/20

27 巻 4 号・12論文締切 6/30東 京ヒューマンインタフェースシンポジウム 20099/1 ～ 9/4

27 巻 4 号・12論文締切 6/12福 岡No.09―30 第 11 回「運動と振動の制御」シンポジウム9/2 ～ 9/4

27 巻 7 号・9論文締切 8/21東 京2009 年度マイクロメカトロニクス学術講演会9/4

27 巻 5 号・13奈 良
18th IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace（第 18 回国際自動

制御連盟・航空宇宙自動制御シンポジウム）
9/6 ～ 9/10

27 巻 7 号・9東 京No.09―70 講習会「革新的ものづくりのための最適設計法入門」9/7・9/8

27 巻 4 号・12東 京第 11 回日本感性工学会大会9/8 ～ 9/10

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 6 号・10申込締切 8/22東 京
国立科学博物館産業技術史講座「私たちの暮らしと産業を支える貨物輸送と貨

車の大型化・高速化など技術発展の歩み」
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

27 巻 4 号・12論文締切 7/17福 島第 19 回インテリジェントシステムシンポジウム（FAN2009）9/17・9/18

27 巻 4 号・13論文締切 7/17福 島The 1st International Workshop on Aware Computing（IWAC09）9/17・9/18

27 巻 7 号・10東 京第 59 回東レ科学講演会9/18

27 巻 3 号・13論文締切 7/24千 葉生体医工学シンポジウム 20099/18・9/19

27 巻 7 号・9申込締切 9/10東 京SICE セミナー─現代制御理論入門─9/24・9/25

27 巻 4 号・13論文締切 7/17宮 城第 24 回生体・生理工学シンポジウム9/24 ～ 9/26

27 巻 5 号・13論文締切 7/10宮 城日本神経回路学会第 19 回全国大会（JNNS 2009）9/24 ～ 9/26

27巻 6号・9富 山
18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interac-
tive Communication（IEEE RO―MAN 2009）

9/27～ 10/2

27 巻 6 号・9論文締切 8/31東 京
第26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―
9/28・9/29

27 巻 6 号・9神 奈 川VISION Japan 2009 ／ポジショニングEXPO2009 ／光源&レーザー展 20099/30 ～ 10/2

27 巻 3 号・14東京ほかアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト 200910/4 ～ 11/22

27 巻 3 号・14滋 賀Asia Simulation Conference 2009（JSST 2009）10/7 ～ 10/9

27 巻 2 号・10論文締切 7/1アメリカ2009 ASME Dynamic System and Control Conference（DSCC 2009）10/12 ～ 10/14

27 巻 4 号・13東 京第 26 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム10/15・10/16

27 巻 7 号・9申込締切 10/9東 京第 339 回講習会「正しい実験～こんな時こそ基礎固め」10/16

27 巻 7 号・9
申込締切 9/4

論文締切 10/2
福 岡第 12 回情報論的学習理論ワークショップ（IBIS2009）10/19 ～ 10/21

27 巻 6 号・10申込締切 10/16大 阪マイクロデバイス作製実習講座10/19 ～ 10/23

27 巻 3 号・14論文締切 7/31韓 国
The 6th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelli-

gence（URAI 2009）
10/28 ～ 10/31

27 巻 7 号・9東 京
No.09―80 ―若手機械設計技術者のために―「新しいメカニズム創出に役立つ機

構学基礎講座」
10/29・10/30

27 巻 7 号・10東 京シンポジウム「機械工学の展望：21 世紀の役割と貢献」11/5

27 巻 2 号・10論文締切 8/21富 山No. 09―28　第 17 回機械材料・材料加工技術講演会（M&P 2009）11/5 ～ 11/7

27 巻 6 号・9愛 知
2009 International Symposium on Micro―NanoMechatronics and Human Sci-

ence（MHS2009） ／ International Micro Robot Maze Contest 2009
11/8 ～ 11/11
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会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

27 巻 7 号・10申込締切 10/26神 奈 川平成 21 年度 KAST教育講座「マイクロマシン・MEMS研究の最新動向」コース11/13 ～ 11/20

27 巻 2 号・10論文締切 10/9北 海 道第 30 回バイオメカニズム学術講演会（SOBIM 2009 in Sapporo）11/14・11/15

27 巻 7 号・10茨 城
マイクロマウス 2009（つくばチャレンジ 2009 ／第 30 回全日本マイクロマウス

大会）
11/20 ～ 11/23

27 巻 4 号・13大 阪第 52 回自動制御連合講演会11/21・11/22

27 巻 5 号・13東 京
2009 IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts（ARSO 

2009）
11/23 ～ 11/25

27 巻 6 号・10論文締切 9/30神 奈 川システム・情報部門学術講演会 2009（SSI2009）11/24 ～ 11/26

27 巻 5 号・13大 阪第 4回人工筋肉コンファレンス11/25 ～ 11/27

27 巻 5 号・13東 京2009 国際ロボット展 ［International Robot Exhibition 2009］11/25 ～ 11/28

27 巻 2 号・10論文締切 10/中旬神 奈 川ViEW 2009 ビジョン技術の実利用ワークショップ12/3・12/4

27 巻 6 号・10韓 国
2009 International Conference on Mechatronics and Information Technology 

（ICMIT2009）
12/3 ～ 12/5

27 巻 3 号・14広 島第 8回 ITS シンポジウム 200912/10・12/11

27 巻 6 号・10岡 山2009 年認知症早期診断・リハビリ技術国際シンポジウム12/11・12/12

27 巻 6 号・10論文締切 9/30東 京第 10 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会（SI2009）12/24 ～ 12/26

27巻 6号・9
申込締切 9/30
論文締切 10/30

大 分第 15回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム（AROB15th’10）2/4～ 2/6

27 巻 6 号・10
申込締切 12/11

論文締切 1/15
山 梨動的画像処理実利用化ワークショップ 2010（DIA2010）3/4・3/5

27巻 6号・9奈 良第 15回ロボティクスシンポジア3/15・3/16

27 巻 4 号・13中 国
2010 IEEE International Conference on Information and Automation（IEEE 

ICIA 2010）
6/20 ～ 6/23

27 巻 4 号・13
申込締切 11/27

論文締切 3/12
東 京2010 International Symposium on Flexible Automation（2010ISFA）7/12 ～ 7/14

27 巻 7 号・9愛 知
13th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Sup-

port Technologies for Mobile Machines（CLAWAR 2010）
8/31 ～ 9/3

（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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セミナーのご案内
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
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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



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 270回理事会報告

日　　時： 2009 年 6 月 10 日（水） 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，小平，横山（記），藤田，

上野，久保，倉爪，三浦，小俣，稲邑，相山，藪田，脇田

出席監事：内山（勝）

事 務 局：松浦，水谷

＜議　事＞

1．議事録の確認

・日本ロボット学会第 269 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 6 月 10 日現在の入退会申込状況，入会希望賛

助会員 1 社（1 口），入会希望正会員 9 名，入会希望学生会員 30 名，

退会希望正会員 7 名，退会希望学生会員 12 名，口数変更賛助会員 1

社（1口），学生から正会員への変更 7名，正会員から学生への変更 1

名．この結果，正会員 3,036 名，学生会員 1,019 名，名誉会員 8 名，

会員総数は 4,063 名，賛助会員 69 団体（96 口）となった．

3．審議・報告事項

3．1 庶務関連事項

（１）2010 年度の役員候補の説明があり，次回理事会にて理事会（案）

を作成することが確認された．

（２）会員データベースWEB 化を委託する会社の選定理由につき報告

があり，承認された．

3．2 企画関係事項

（１）ロボット活用社会貢献賞選考委員会体制と選考スケジュール提案

され確認された．

（２）2010 年度の外部表彰関連選考体制とスケジュールが提案され承認

された．

3．3 会誌関係事項

（１）5/20 現在の論文査読状況につき報告があった．

3．4 欧文誌関係事項

（１）Brill 社との契約スケジュールについて報告があった．

3．5 財務関係事項

（１）1～ 4月度の一般会計実績につき報告があった．

3．6 事業関係事項

（１）ロボティクスシンポジア開催の幹事学会制へ移行に関する報告が

あり，前渡し金等に関する手続きが確認された．

（２）共催 4件，協賛 8件，後援 2件の提案があり，承認された．

3．7 国際関係事項

（１）国際セッションとARSUにつき報告があった．

第 271回理事会報告

日　　時： 2009 年 7 月 16 日（木） 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，小平，藤田，上野，久保，

倉爪，三浦，小俣，稲邑，前野，相山，大田，藪田，藤本，脇

田，横山（記）

出席監事：内山（隆）

事 務 局：松浦，水谷

＜議　事＞

1．議事録確認

・第 270 回理事会議事録（案）について，承認された．

2．入退会の承認

前回理事会以降 2009 年 7 月 15 日現在の入会希望正会員 26 名，入会希

望学生会員 186 名，入会希望賛助会員 1 団体（1 口），退会希望正会員 7

名，退会希望学生会員 13 名，種別変更（学生→正 8 名）を承認した．こ

の結果，正会員 3,063 名，学生会員 1,184 名，名誉会員 8 名，会員総数は

4,255 名，賛助会員 70 団体（97 口）となった．

3．庶務関連

（１）2010 ― 2011 年度理事候補の提案があり，承認された．

（２）2010 ― 2011 年度評議員候補の提案があり，承認された．

4．企画関連

（１）功労賞選考委員会より選考結果が報告され，承認された．

（２）論文賞選考委員会より選考結果が報告され，承認された．

（３）実用化技術選考委員会より選考結果が報告され，承認された．

（４）ロボット活用社会貢献賞選考委員会より選考結果が報告され，承

認された．

5．会誌関連

（１）学会誌掲載論文の査読状況が報告された．

6．欧文誌関係事項

（１）本年 6月段階での Impact Factor が報告された．

7．財務関連

（１）予算執行実績が報告された．

8．事業関連

（１）第 27 回学術講演会実行委員会より，準備状況が報告された．

（２）協賛と後援に関する報告があり，承認された．

9．国際関連

（１）ROMANに関する報告があり，承認された．
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正　会　員
12556 入江　寛昭 12557 名取　賢二 12559 山田　大地

12561 石田　卓也 12572 川端　　聡 12601 米澤　　浩

12611 和氣美紀夫 12615 三好　崇生 12616 鈴木　大資

12617 関口　英紀 12618 難波　孝彰 12626 黒田　悦成

12627 野口　仁志 12631 逸見　拓生 12655 阿部　真弓

12685 小野　　宏 12686 小笠原哲也 12690 荒川　隆行

12693 河井　良浩 12694 羽生　芳史 12736 姜　　有宣

12740 金岡　利知 12756 市川　安孝 12759 梅村　敦史

12764 伊藤　正英 12765 村井　健介

学　生　会　員
12558 松本　哲郎 12560 今川　和夫 12562 横山　絢美

12563 有山　大祐 12564 三宅　正樹 12565 滝田　智行

12566 福井　　航 12567 松尾　孝友 12568 伊藤　正紀

12569 板倉　英生 12570 羽根井瑞貴 12571 鈴木　一将

12573 森田由香里 12574 奥野　和秀 12575 細木　　藍

12576 田中　大資 12577 山� 暁 12578 東條　　統

12579 林 12580 高木　　薫 12581 山本　雅之

12582 森岡　裕紀 12583 平野　大地 12584 日永田佑介

12585 大高ともり 12586 吉崎　　航 12587 倉松　竜也

12588 桐原　浩一 12589 吉川　晃平 12590 大橋　太朗

12591 北山　一弥 12592 鈴木　正隆 12593 中島　佑輔

12594 Lee Jaewoo 12595 上田　　武 12596 矢野　岳水

12597 井柳　友宏 12598 武田　真人 12599 三瓶　元寛

12600 羽鳥　裕樹 12602 高橋　　準 12603 項　　警宇

12604 小出　真也 12605 小泉　喜典 12606 白井　拓磨

12607 小澤　圭広 12608 大森　悠太 12609 田中　直樹

12610 祢次金　孝 12612 佐藤　隆史 12613 山下　孔明

12614 西岡　靖貴 12619 桑野　真史 12620 小柳　拓也

12621 飯村　昭洋 12622 早川　純矢 12623 倉田　　稔

12624 Salvucci Valerio 12625 襟立　真奈 12628 野守　耕爾

12629 谷　　　篤 12630 松居　和寛 12632 大友　隆行

12633 三宅　祐一 12634 坂井　直樹 12635 堀　　貴之

12636 半田　陽一 12637 小宮　一樹 12638 飯塚　　啓

12639 園田　健一 12640 村澤　一樹 12641 阿部　康治

12642 横山　　巧 12643 小松　広史 12644 藤井　睦弘

12645 佐能　　唯 12646 平澤功太郎 12647 阪東　　茂

12648 青山雄一郎 12649 Jien Sumadi 12650 稲葉　　亮

12651 後藤　純伸 12652 元木　雄一 12653 鈴木桂太朗

12654 横井　　亮 12656 原　　直行 12657 藤本　祐介

12658 田井　秀昭 12659 丸山　剛史 12660 功刀　　望

12661 中川　健司 12662 豊泉　徹平 12663 竹田　滋紀

12664 八木　秀憲 12665 亀崎　康之 12666 森岡　秀徳

12667 吉野　寛康 12668 椎葉賢一郎 12669 福里　友介

12670 門脇　啓太 12671 行實　文明 12672 篠原　弘毅

12673 佐藤　誠一 12674 豊巻　敬太 12675 内藤　直樹

12676 内田　貴揮 12677 吉岡　雅也 12678 八田　啓希

12679 小室　　翔 12680 大河原　聖 12681 久保　知洋

12682 柳下　智輝 12683 山中　秀一 12684 河越　祥平

12687 大津　宏太 12688 西田　祐也 12689 緒方　博和

12691 福島　俊之 12692 佐和　立章 12695 安藤　輝尚

12696 左　　　祥 12697 川田　友哉 12698 清水　雄太

12699 飯坂　祐司 12700 斉藤　文孝 12701 廣岡　大祐

12702 荻原　直樹 12703 市川　修司 12704 執行　恵太

12705 大江寛次郎 12706 田邉　康史 12707 桑迫　真広

12708 北国　雅英 12709 滝　　俊也 12710 細川　和真

12711 則定　孝彰 12712 日下　　航 12713 浅野　耕一

12714 高岡　志尚 12715 末松　久幸 12716 小笠原聖悟

12717 大塚　隆弘 12718 安藤　洸一 12719 加藤　奨一

12720 小林　慶太 12721 杉本　暁彦 12722 菅原　大樹

12723 渋川　文哉 12724 尾畑　宏幸 12725 松橋　祐太

12726 VINAYAVEKHIN PHONGTHARIN 12727 吉田　尚水

12728 岩瀬　信広 12729 山田　佑樹 12730 高味　良樹

12731 大塚　琢馬 12732 和氣　尚紀 12733 曽我部光司

12734 内木　孝将 12735 増田　大樹 12737 中井　　央

12738 守屋　元道 12739 嵩　裕一郎 12741 浅野　裕也

12742 熊丸　　烈 12743 宇多　由美 12744 鈴木　雄介

12745 朴　　善洪 12746 Van Heerden, Kirill 12747 YAP HUEI EE

12748 Kitti Suwanratchatamanee 12749 阿部　友基

12750 徐　　俊浩 12751 加藤　大智 12752 吉岡　秀隆

12753 西　　俊哉 12754 寺田　一貴 12755 吉川　貴支

12757 富原　裕士 12758 長谷川浩章 12760 皆川賢太郎

12761 梅　　　亮 12762 後藤　清宏 12763 星野　恵一

12766 ENRIQUEZ GUILLERMO 12767 山� 明

賛　助　会　員
S0254 日本信号　株式会社

新入会員
（2009 年 6，7 月入会の会員）
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有料広告

公募人員：工学部知能機械工学科　准教授または助教　1名
専門分野：制御工学，ロボット工学に関する分野
担当科目：制御工学，ロボット工学，機械運動制御，工学実験，卒業研究

など

応募資格：①本学の教育方針を理解し，教育および研究に熱意のある方②
制御工学やロボット工学に関する大学での教育経験ないしは，

企業での研究開発・設計の経験がある方③博士の学位を有し，

大学院（博士前期課程）の授業および研究指導を担当可能な方

着任時期： 2010 年 4 月 1 日
提出書類：①履歴書（写真貼付，携帯電話番号，E―mail アドレスを記入）

②健康診断書③推薦書（ある方が望ましい）④教育研究業績一

覧表⑤論文の別刷りまたはコピー⑥着任後の教育研究に関する

抱負

応募締切： 2009 年 11 月 30 日（必着厳守）
書類提出先：〒 731 ― 5193 広島市佐伯区三宅 2― 1 ― 1

広島工業大学事務局総務部　堀　武彦　宛

TEL : （082）921 ― 3123 FAX : （082）921 ― 8934

E ―mail : t.hori.fr@it-hiroshima.ac.jp

※応募資格等の詳細は http://hirokoudai.jp/13tsurugakuen/03_saiyo.html

をご覧ください．

広島工業大学工学部
知能機械工学科
教員公募

職名・人員：教授　1名
所　　属：信州大学繊維学部応用生物学系に所属し，主として「バイオエ

ンジニアリング課程」の教育を担当
研究分野：バイオメカトロニクスまたはバイオロボティクス分野
教育担当分野：
学　部： 1年次生（松本キャンパスでの共通教育）に対して，共通科

目の講義を担当．
高年次生に対して，「一般力学」，「電子回路」ならびに関連
する専門科目，関連基礎科目，実験などを担当．

大学院：主としてバイオメカトロニクスに関連する科目を担当．
＜参考＞本課程は，2008 年度に新設され，人間を含めた生物
の構造と機能および生体システムを理解し，生物と工学を融合
した新たな領域における技術の創出をめざした教育研究を行う
ユニークな課程です．今回の公募では，バイオメカトロニクス
またはバイオロボティクスで実績を有し，生体医用工学分野に
も関心をもち，工学を基礎とした教育研究を行うことのできる
人物を求めています．

応募資格：博士の学位を有し，学部，大学院修士課程および博士課程の教
育研究の指導ができること．男女雇用機会均等法の主旨を尊重
し選考します．

任用予定日： 2010 年 4 月１日以降
なお，満 65 歳となる年度の末日を定年とします．

提出書類：（提出書類は JREC-IN ＜ http://jrecin.jst.go.jp/＞から書式をダ
ウンロードして作成してください．）
A. 履歴書（写真添付），B. 研究業績リスト（分類して記載），
［学術論文（審査の有無で分類），国際会議のプロシーディング
ス（審査の有無で分類），著書，総説・解説，特許，学術書・
教科書の出版，その他．共著者名は全員記載してください．
ただし，共著者が 10 名以上の場合は，何名中の何番目と記載
してください．］，C. 主要業績の概要［a. 主要論文，著書，総
説・解説，あわせて 10 編以内についておのおのの概要および
本人の寄与を記述してください．なお，それらの別刷あるいは
コピー（著書を除くことも可）を添付してください．印刷前の
論文を添付する場合は掲載決定済を証明する資料を付けてくだ
さい，b. 研究概要（2,000 字以内）］，D. 研究にかかわる職務上
の実績（例：職場における運営リーダーシップ，科学研究費な
ど外部資金導入，共同研究，共同プロジェクトなど），E. 教育
上の実績（例：学生の教育・指導実績，教科書・教材・講義の
創意工夫，教科書・指導書の執筆など），F. 業績サマリ，G. 今
後の研究計画と抱負（研究の目標，意義，発展性など，2,000
字以内），H. 教育に対する抱負（2,000 字以内），I. 本人に関す
る所見を求め得る人の氏名とその連絡先（2名），J. A ～ Hに
ついてはCDによるファイルの添付が望ましい．
＊原則として応募書類は返却しません．返却を希望する応募者
は，その旨を明記してください．なお，応募および応募資料
の機密は厳守いたします．

応募締切： 2009 年 10 月 16 日（金）必着
書類提出先：〒 386 ― 8567 長野県上田市常田 3― 15 ― 1

信州大学繊維学部庶務係
（注）厳封し，封筒の表に「信州大学繊維学部応用生物学系バ
イオエンジニアリング課程教員応募書類在中」と朱書の上，簡
易書留または宅配便で送付のこと．

問い合わせ先：信州大学繊維学部応用生物学系バイオエンジニアリング課
程　教授　橋本　稔
TEL : 0268 ― 21 ― 5524 FAX : 0268 ― 21 ― 5524
E ―mail : hashi@shinshu-u.ac.jp
信州大学繊維学部のホームページのURL
http://www.tex.shinshu-u.ac.jp/

信州大学繊維学部
応用生物学系バイオエンジニアリング課程

教員公募
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有料広告

電気通信大学大学院
情報システム学研究科
専任教員（准教授）公募

募集人員：准教授　1名
所　　属：情報メディアシステム学専攻　知能システム学講座
専門分野：知能システム，関連する専門分野としては，知能ロボットシス

テム，メカトロニクス，ロボットビジョン，機械学習，ロボッ

ト制御，ロボットソフトウェアなど．特に実際にロボットアー

ムや移動ロボットを動かして教育研究を行える方で，できれば

ロボットビジョンを活用した研究経験がある方．

着任時期： 2010 年 4 月 1 日（できればそれ以前のなるべく早い時期）
応募資格：（１）博士の学位を有する方，（２）上記専門分野に関する研究

業績があり，熱意をもって大学院教育を担当できる方．

提出書類：（１）履歴書（写真貼付，含連絡先電子メールアドレス），（２）
研究業績リスト（次のように分類： 1. 著書，2. 査読付学術雑

誌論文，3. 査読付国際会議論文，4. 以降として，その他の論

文，口頭発表，解説，特許，受賞，外部資金獲得状況など），

（３）主要論文別刷，著書など（5 編位，コピー可），（４）ご

自分で最も誇れると考える研究論文の概要と今後の研究教育計

画・抱負（A4 用紙にそれぞれ 1,000 ～ 2,000 字程度），（５）

参考となるご意見を伺える方（2～ 3名）のお名前と連絡先．

なお，これら（１）～（５）の原本一揃とともにそれらをA4

サイズ（片面）にコピーしたもの 1部を原本に付けてください

（主要論文が著書の場合，そのコピーは不要）．また，選考結果

のお知らせに使用しますので，宛先を記した定形封筒（80 円

切手貼付）を同封してください．

書類の送付先：〒 182 ― 8585 東京都調布市調布ヶ丘 1― 5 ―― 1
電気通信大学大学院情報システム学研究科　研究科事務室

※封筒に「知能システム学講座准教授応募書類在中」と朱記し，

簡易書留で郵送してください．なお提出書類は原則返却いた

しません．著書などで返却を希望される場合はお申し出くだ

さい．

応募締切： 2009 年 9 月 30 日（水）（必着）
問合せ先：情報システム学研究科教授　末廣　尚士

E―mail : suehiro@is.uec.ac.jp

電気通信大学大学院情報システム学研究科　事務室

TEL : 042 ― 443 ― 5680 ／ FAX : 042 ― 443 ― 5681

E ―mail : isoffice@is.uec.ac.jp

URL : http://www.is.uec.ac.jp/

電気通信大学知能機械工学科
ロボティクス講座
教員公募

公募人員：助教　1名
所　　属：知能機械工学科　ロボティクス講座
専門分野：メカトロニクス・ロボティクス分野（特に，知能機械システム，

センサ工学，ヒューマンインタフェースなど）

担当科目：基礎科学実験，専門実験，専門基礎科目など
応募資格：博士の学位を有しているか，着任までに取得見込みのある方．

研究業績に実績があり，ものづくりを含む教育に熱意のある方

着任時期： 2010 年 1 月 1 日以降のできるだけ早い時期．
提出書類：（１）履歴書（写真貼付），（２）研究業績リスト（次のように

区分）（a）著書（b）学会誌論文（査読あり）（c）国際会議論

文（d）その他（外部資金など），（３）主要論文別刷（3 編）

（コピー等により A4 サイズに統一のこと），（４）研究概要と

今後の抱負（2,000 字程度），（５）教育に対する抱負（1,000 字

程度），（６）応募者に関する所見の得られる方，2名以上の氏

名と連絡先勤務先とその所在地または自宅の住所，電話番号，

E―mail address）

特記事項：ものづくり教育に興味がある方．当学科には，学生が自主的に
参加しロボット等の研究開発を行えるロボメカ工房といわれる

組織があり，それに積極的に対応していただける方．

応募締切： 2009 年 10 月 9 日（金）（必着）
問合せ・書類送付先：〒 182 ― 8585 東京都調布市調布ヶ丘 1― 5 ― 1

電気通信大学　電気通信学部　知能機械工学科　下条　誠

TEL : 042 ― 443 ― 5421

E ―mail : shimojo@mce.uec.ac.jp

封筒に「知能機械工学科　ロボティクス講座 助教公募関係書

類在中」と朱記し，書留郵便で郵送してください．なお，応募

書類は返却しませんのでご了承下さい．



お　　知　　ら　　せ

―お知らせ 20―JRSJ Vol. 27 No. 7 Sept., 2009

福岡大学工学部電子情報工学科
教員公募

募集人員：教授または准教授　3名
所属学科：工学部電子情報工学科
専門分野：以下の専門分野で優れた研究業績があり，学部および大学院で

研究指導ができる方．博士の学位を有し，教育・研究に熱意が

ある方．

ナノテクノジー，フォトニクス，ディジタル通信，生体工学，

組込みシステム

担当講義科目は，電気磁気学，電子回路，通信工学，プログラ

ミング，マイクロコンピュータなど電子情報関係の基礎科目と

大学院の専門科目です．

任　　期：常勤（任期なし）
着任時期： 2010 年 4 月 1 日
提出書類：（１）履歴書（写真貼付），（２）研究業績，（３）論文別刷り，

（４）教育に対する抱負，（５）研究に対する抱負，（６）連絡

先：メールアドレス，電話番号

選考方法：書類選考の上，面接を行います
応募締切： 2009 年 9 月 28 日（必着）
備　　考：封筒に「工学部電子情報工学科教員応募書類」と朱書きのこと．

書類の返却を希望する場合は返却先を明記のこと．

送付先／連絡先：〒 814 ― 0180 福岡市城南区七隈 8― 19 ― 1
福岡大学　工学部　電子情報工学科　主任　吉村賢治

TEL & FAX : 092 ― 871 ― 6631（内線 6403）

E ―mail : yosimura@fukuoka-u.ac.jp

募集人員：助教　1名
専門分野：センサネットワーク，組み込みシステム，計算機ハードウエア，

動画像処理，その他モノ作りに興味を持ち実験系の研究，開発

を行っている方が望ましい．

担当予定科目：電子情報工学実験，情報工学実験など
応募資格：博士の学位を有する人（取得見込み可）
着任時期： 2010 年４月 1日（予定）
提出書類：履歴書，研究業績リスト（審査のある論文と審査のない論文，

講演等に分ける．共著の場合は担当部分を明記する．），論文別

刷（コピー可），着任後，実施したい研究テーマの概要（A4

で 1～ 2枚）

選考方法：書類選考の上，面接を行います
応募締切： 2009 年 9 月 28 日（必着）
備　　考：封筒に「工学部電子情報工学科助教応募書類」と朱書きのこと．

書類の返却を希望する場合は返却先を明記のこと．

問合わせ先：福岡大学　工学部　電子情報工学科　鶴岡知昭
TEL & FAX : 092 ― 871 ― 6631（内線 6399）

E ―mail : tsuruoka@fukuoka-u.ac.jp

書類の送付先：〒 814 ― 0180 福岡市城南区七隈 8― 19 ― 1
福岡大学　工学部　電子情報工学科　主任　吉村賢治

TEL & FAX : 092 ― 871 ― 6631（内線 6403）

E ―mail : yosimura@fukuoka-u.ac.jp

有料広告

法政大学理工学部機械工学科
教員公募

募集人員：教授または准教授　1名
所　　属：機械工学科
専門分野：ロボット工学，福祉ロボット工学に関する教育・研究分野
担当授業科目：
学　部：機械制御工学，機械力学，機械振動学，ロボット工学，福祉ロ

ボット工学，メカトロニクス，など当学科におけるヒューマン

ロボティクスコースの授業科目

大学院：福祉ロボット工学，制御工学に関する講義科目

応募資格：博士の学位または外国の Ph.D を有すること．また，専門分野
における十分な研究業績があり，博士後期課程の教育・研究を

担当できること．

着任時期： 2010 年 4 月 1 日
提出書類：履歴書，研究業績書，主要原著論文の別刷など，詳細は本学ホ

ームページ（http://www.hosei.ac.jp/riko/news/shosai/

news_1313.html）でご確認ください．

応募締切： 2009 年 10 月 30 日（金）（必着）
選考方法：書類選考，面接（研究に関するプレゼンテーションを含む）
書類送付先および問合せ先：

〒 184 ― 8584 東京都小金井市梶野町 3― 7 ― 2

法政大学理工学部機械工学科　主任　辻田星歩

TEL : 042 ― 387 ― 6111（学科事務室），FAX : 042 ― 387 ― 6121

E ―mail : tsujita@hosei.ac.jp

・応募書類は簡易書留で，封筒の表に「教員応募書類」と朱書

きの上，郵送してください．

備　　考：詳細については本学ホームページ（http://www.hosei.ac.jp/
riko/news/shosai/news_1313.html）でご確認ください．

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．

〈第 21 回知能ロボットコンテスト・フェスティバル〉

当学会が共催する第 21 回知能ロボットコンテスト・フェスティバルが，

2009 年 6 月 20 日・ 21 日，仙台市科学館にて開催され，全国から約 80 チ

ームが参加して覇を競いました．延べ約 3,000 名の多くの来場者を得て，

盛況のうちに終了となりました．当学会では，東京農工大学：ロボット研

究会（ホンキッキーズ）のロボット「くるとが SHIFT」に対し，日本ロ

ボット学会会長賞を授与しました．
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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）／事業開発センター
日東精工（株）
日本信号（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）


