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お　　知　　ら　　せ

論文賞・実用化技術賞
候補推薦・公募のお知らせ

第 25回論文賞推薦条件
論文賞は，本学会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし，本学

会の機関誌に発表された論文のうち，特に優秀なものを選び表彰すること
を目的としています．審査に当たっては，論文内容の独創性，学術・技術
上の寄与と波及効果，努力度を考慮し，特に独創性を重視します．またこ
の他，表現の完成度や研究の発展性も考慮するものとします．

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］3
件までを予定し，2011 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 25 回論文賞選定，および第 16 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，下記の推薦条件および募集要領を参照の上，多数の方々の推薦および
応募を期待します．

推薦条件：
1.　推薦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．
2009 年 1 月から 2010 年 12 月までの 2年間に，本会会誌に掲載された
総合論文，学術技術論文，解説論文，研究速報，討論，および本会欧文誌
に掲載されたFull paper, Survey paper, Short 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：2011 年 1 月 21 日（金）

論文賞候補推薦用紙

論文名・著者名

1．会誌，　　   　　 2．欧文誌

Vol.　　　　No.　　　　pp.　　　　－　　　　　（　　　　　年　　 　月）

掲 載 誌

※ 1

　　1．学　術　性　　　　　2．有　用　性　　　　　3．提　案　性
論 文 の 性 格

※ 1，※ 2

推 薦 理 由

関 連 分 野 ・ 

キ ー ワ ー ド

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所属機関（部，課，役職）

所在地　〒

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

E―mail：

推 薦 者

　（正会員）　

注 ※ 1：該当する番号を○で囲んでください．

 ※ 2：会誌については，論文先頭ページ脚注より転記してください．
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―お知らせ 7―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

第 16回実用化技術賞募集要領

社団法人日本ロボット学会ではロボット技術の社会への貢献が一層進む
ことを願って，ロボットに関する優秀な実用化技術の表彰を以下の要領で
実施いたします．応募技術の中で惜しくも受賞に至らなかった技術に対し，
次年度継続審査の制度が設けられております．詳しくは規程を参照くださ
い．また，過去に応募いただいた技術で受賞に至らなかった技術も再応募
可能です．会員各位，特に賛助会員各位の積極的な応募を歓迎します．

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． 技術の対象分野は，①製造業分野　②非製造業分野（農林漁業，

医療福祉，教育，サービス産業など），③実用化開発分野（宇宙，
海洋，原子力，災害対処など）とする．

 2． 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．

 3． 実用化の範疇には，製品化（販売）されたものはもちろん，販
売は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．

本賞の選考の対象となる技術は，当該年に行う本会会誌の公募に応じて
応募のあったものおよび前年の選考委員会で次年再審査対象となり，再応
募があったものです（事務局より再審査の連絡を行います）．したがって
当該年に選考されなかった技術に関して次年度に選考される可能性があり
ます．

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

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：会員・非会員を問わず応募可．
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：2011 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選考委員会が指定す
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ください．
　5． 選考規程について詳しくは，学会HP
 ＜ http://www.rsj.or.jp ＞にて公開の「表彰委員会規程」および

「実用化技術賞選考規程」をご参照ください．
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お　　知　　ら　　せ

  1.　製造業分野，2.　非製造業分野，3.　実用化開発分野　　　　　　　　　　　…○で囲んで下さい．対象技術分野

技
術
名
称

機関・所属・職名（詳細に記入のこと）年齢氏名（ふりがな付き）会員番号会員資格

代
表
者
を
筆
頭
に
記
入

連絡担当者氏名： TEL： FAX：
所属・部課名： E―mail：
住　所：〒

（600 字程度）

技
術
の
概
要

　所　　　属・職　　　名　　　　　　連絡先（TEL/FAX）氏　　　　名会員資格空
白
で
も
可

推
薦
者

番号（記入不要）

社団法人日本ロボット学会実用化技術賞申請書

（　　　　　年　　　月　　　日　提出）

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：技術の内容の説明の際，技術の独創性・新規性（当該技術によりロボット応用が拡大する効果），品質または性能の優秀さ・進

歩性（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）を明記し，技術のセ
ールスポイントとなる点（本賞の選考において，特に応募者が評価してほしいポイント）が明確になるよう詳細かつ具体的に記述して下さい．

（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について，販売実績，稼働実績，産業界・社会への
インパクトの観点から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，内容も記述して下さい．
（４） 役割分担：各候補者の応募技術実現における役割分担を説明して下さい．
（５） 特許・実用新案出願・取得状況：リストを作成して下さい．リストには，名称，番号（出願番号，公開番号，登録番号），日付，出願国を

記し，出願，公開，取得の区別を明確にして下さい．さらに取得および公開されたものに関しては，コピーを添付し，どの特許のどの請求
項が重要であるかを説明して下さい．

（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．特に，応募技術が日本ロ
ボット学会誌や学術講演会等で発表されている場合は，その論文や予稿集原稿の別刷りを提出して下さい（発表年，巻号等を明記）．文献
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．

（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（A4 用紙），（１）～（７）を CD―ROMに収めたものを副として 1部（ただし，（７）の動画ファイルを含め
 30 MB以内とする）
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：2011 年 1 月 21 日（金曜日）　17 : 00 必着　　　注意事項：応募書類は一切返却いたしません．
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お　　知　　ら　　せ

第 4回功労賞　推薦募集

功労賞（英文名：Distinguished Service Award）は，本会の運営なら
びに諸活動への貢献を奨励することを目的とし，そのような具体的貢献の
うち，特に顕著なものを成した個人に贈呈し，その功労に報いるもので，
2008 年度より表彰を行ってきております．
当学会の運営・諸活動は，ボランティアの献身的努力に強く依存してお

ります．それゆえ，顕著な貢献を顕彰し功労に報いることと，それを通し
て学会の運営・活動への貢献を奨励し活性化することは，当学会の存続・
発展のために極めて重要であります．この趣旨をお汲み頂き，本件にご協
力下さいますようお願い申し上げます．

つきましては，下記をご参照の上，所定の推薦用紙にて，本年度の功労
賞候補者を御推薦下さい．

記
推薦方法：他薦に限る
被推薦（受賞）資格者：原則として，被推薦年度および表彰年度において
本会の正会員または学生会員または職員であって，表彰年度において本会
役員でないこと
推薦資格者：日本ロボット学会正会員
推薦締切：2011 年 1 月 21 日（金）
推薦提出方法：所定の推薦用紙に記入・捺印の上，下記宛郵送のこと
〒 113―0033　東京都文京区本郷 2―19―7
ブルービルディング 2階
（社）日本ロボット学会　事務局　功労賞係

日本ロボット学会功労賞推薦用紙

　　　　　　　年　　　　月　　　　日提　　出　　日

印氏　　　名推　　薦　　者

所属・肩書

住所：

E―mail :

Tel. 　　　　　　　　　　　Fax.

連　絡　先

氏　　　名候　　補　　者

所属・肩書

住所：

E―mail :

Tel. 　　　　　　　　　　　Fax.

連　絡　先

貢献の内容および効果

（できる限り具体的に記述

ください）

貢献の顕著さ

（客観評価）

候補者の努力の程度

（具体的にお願いします）

28-09_会告論文賞.indd   928-09_会告論文賞.indd   9 10/11/02   18:4410/11/02   18:44



―お知らせ 10―JRSJ Vol. 28 No. 9 Nov., 2010

お　　知　　ら　　せ

第 3回ロボット活用社会貢献賞　推薦募集

ロボットは，将来，人類のあらゆる活動において不可欠な存在となるこ
とが期待され，ロボット学・ロボット産業もそれを担う存在に成長するこ
とが望まれています．ロボット活用社会貢献賞は，この「ロボット活用社
会」の実現に向けて，ロボットを様々な形で社会に普及・浸透させ，社会
の変革に大きく貢献した，あるいは貢献しうる活動や知見を顕彰し，もっ
て上記将来像への接近を促進することを目的に制定されました．
本賞選考に当たっては，ロボット活用社会の実現への貢献の具体的成果

と客観的な顕著さ，および社会的影響の大きさを総合的に評価し，特にロ
ボット活用社会の実現において革新的業績と認められる，あるいは成り得
る貢献をした団体，個人を選定します．

つきましては，下記をご参照のうえ，所定の推薦用紙にて，本年度のロ
ボット活用社会貢献賞候補をご推薦ください．

記
推薦方法：他薦に限る
被推薦（受賞）資格者・団体：表彰年度において本会役員が含まれないこと
推薦資格者：日本ロボット学会正会員
推薦締切：2011 年 1 月 21 日（金）
推薦方法：所定の推薦用紙に記入・捺印の上，下記宛郵送のこと
〒 113―0033　東京都文京区本郷 2―19―7 ブルービルディング 2階
（社）日本ロボット学会　事務局　ロボット活用社会貢献賞係

日本ロボット学会ロボット活用社会貢献賞推薦用紙

　　　　　　　年　　　　月　　　　日提　　出　　日

印氏　　　名推　　薦　　者

所属・肩書

住所：

E―mail :

Tel. 　　　　　　　　　　　Fax.

連　絡　先

氏名・団体名候 補 者・団 体

所属・肩書

住所：

E―mail :

Tel. 　　　　　　　　　　　Fax.

連　絡　先

貢献の内容および

具体的成果

貢献の顕著さ

（客観評価）

貢献の社会的影響

（客観評価）
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お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会第 24回論文賞の贈呈
―第 24回論文賞選考結果報告―

本学会では，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，2008 年１月から 2009 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 61 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 24 回論文賞選考小
委員会を組織し，3回にわたる厳正かつ公正な審査を行なった結果，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．
表彰式は名古屋工業大学にて開催された第 28 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．
選考小委員会を代表して，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 24 回論文賞選考小委員会委員長　川村　貞夫

ロッド駆動型多関節術具とこれを用いた
MRI環境対応小型マスタスレーブマニピュレータ

岸　　宏亮　　藤江　正克　　橋爪　　誠
佐久間　一郎　　土肥　健純

（日本ロボット学会誌　第 27 巻　第 6号，pp. 652―660）

本報では，高さ 430［mm］というMRI の狭隘空間内で，MRI の強磁場
と干渉せずに動作可能な多自由度術具機構とその制御方法を提案し，これ
を用いたMRI 環境対応マスタスレーブ型小型手術支援マニピュレータシ
ステムの評価実験について述べた．小型化と強磁場環境に対応するために，
独立な屈曲 2自由度と開閉 1自由度を，ワイヤを用いず駆動可能な術具関
節機構を開発し，さらに可撓性を有するロッドによって動力を伝達する蛇
管ロッド機構，およびこれの制御系を構築し，評価結果により有用性を確
認した．

岸　宏亮（Kosuke Kishi）
2001 年 3 月東京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，2010
年 4 月よりオリンパス（株）勤務．博士（工学）．手
術支援システムの研究開発に従事．日本ロボット学会
論文賞（2004），日本機械学会奨励賞（技術）（2006），
Robomec 表彰（2006，2007），日本ロボット学会研究

奨励賞（2006）等を受賞．日本機械学会，日本コンピュータ外科学会の会
員． （日本ロボット学会正会員）

藤江正克（Masakatsu G. Fujie）
1971 年早稲田大学大学院修士課程修了．同年より株式
会社日立製作所機械研究所にてロボットの研究開発に
従事．同社主管研究長を経て 2001 年より早稲田大学
理工学術院教授（現職）．日本機械学会（副会長），日
本ロボット学会（フェロー・評議員），日本コンピュ
ータ外科学会（副理事長），バイオメカニズム学会（評

議員），日本生活支援工学会（理事），ライフサポート学会（理事），日本
生体医工学会，計測自動制御学会，IEEE等の会員．日本原子力学会技術
開発賞，注目発明科学技術長官賞，日本ロボット学会実用化技術賞，日本
機械学会技術賞・日経 BP技術賞，日本機械学会ロボメカ部門賞，IROS 
Harashima Award 等を受賞．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

橋爪　誠（Makoto Hashizume）
1984 年九州大学大学院医学研究科博士課程修了．医
学博士．1998年九州大学医学部第二外科助教授を経て，
1999 年九州大学大学院医学研究科災害救急医学（後に
大学院医学研究院先端医療医学部門災害救急医学分野
に名称変更）教授就任．2003 年九州大学病院先端医工
学診療部部長兼任，2006 年九州大学病院救命救急セ

ンター・センター長兼任，現在に至る．消化器外科学，コンピュータ外科
学，低侵襲治療学，災害救急医学，門脈圧亢進症の研究に従事．2006 年
文部科学大臣表彰科学技術賞，2007 年「今年のロボット」大賞 2007，審
査員特別賞受賞．日本外科学会，日本コンピュータ外科学会（理事），日
本腹部救急医学会（理事），日本門脈圧亢進症学会（理事），日本生体医工
学会（理事）等に所属．

佐久間一郎（Ichiro Sakuma） 
1985 年東京大学大学院工学系（精密）博士課程中退．
工学博士（1989 年東京大学）．現在同大学大学院工学
系研究科教授．医用生体計測，医用画像，ロボティク
スを利用した手術支援に関する研究に従事．所属学会：
日本コンピュータ外科学会，日本生体医工学学会，精
密工学会などの会員． （日本ロボット学会正会員）

土肥健純（Takeyoshi Dohi）
1947 年生．1977 年東京大学大学院工学系研究科博士
課程修了，工学博士．1980 年東京電機大学工学部助
教授．1981 年東京大学工学部助教授，1988 年同教授．
2001 年より東京大学大学院情報理工学系研究科教授．
日本ロボット学会実用化技術賞（2003），日本生体医
工学学会生体医工学シンポジウムベストリサーチア

ワード 2005，Asian CAS 功労賞（2007），今年のロボット大賞 2007 優秀
賞，審査員特別賞など．専門：医療福祉工学．所属学会：日本生体医工学
会（旧日本エム・イー学会）前会長，ライフサポート学会理事・前会長，
日本臓器保存生物医学会副理事長，日本生活支援工学会副会長理事，日本
コンピュータ外科学会理事（理事長：2004. 4 ～ 2006. 3），ISCAS 前会長， 
IUPESM理事（2000. 8 ～ 2003. 8），MICCAI 理事（～ 2005. 9）．

選考理由：
本研究では，ロッドとギアを用いた手術用マスタースレーブシステムの
機構と制御手法を開発するとともに，開発したロボットによりその検証実
験を行っている．MRI の強磁場と干渉せずに動作できる機構であるため，
MRI 環境下における力制御の困難さや各種センサの利用の困難さといっ
た問題を解決できるうえ，従来のワイヤ駆動型の場合に課題となるワイヤ
の疲労破断やメンテナンス性の問題を回避できるため，医用分野での有用
性，実用性は極めて大きい．以上のように，システムとしての完成度が高
く，医療現場での実用性が極めて高いことから，完成度・有用性の高い論
文として高く評価された．
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お　　知　　ら　　せ

人間の直接教示動作の統計的性質に基づいた
折り紙ロボットの目標軌道と
センサフィードバック則生成法

田中　健太　　木原　康之　　横小路　泰義
（日本ロボット学会誌　第 27 巻　第 6号，pp. 685―695）

光学系と画像処理系の速度を整合した
高速フォーカスビジョン

奥　　寛雅　　石川　貴彦　　石川　正俊
（日本ロボット学会誌　第 27 巻　第 7号，pp. 739―748）

本論文では，人間が実演した複数回の教示データの統計的性質を隠れマ
ルコフモデルで表現し，平均した軌道をノミナルな目標軌道とするととも
に，実演動作の統計的性質を基にフィードバック則を生成する手法を提案
している．この時，動作速度の揺らぎと速度と力との相関に着目して，環
境の変動に応じて動作を修正している区間を抽出し，抽出した区間のみに
フィードバック動作を適用することとした．提案手法を折り紙作業に適用
し，その有効性が実験的に確かめられている．本論文での提案手法は，折
り紙動作に限らず，明示的に記述することが難しいセンサフィードバック
則を実演によってロボットに教示する方法として一般性のあるものであ
る．

田中健太（Kenta Tanaka）
2006 年 3 月大阪市立大学工学部機械工学科卒業．同
年 4月京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻修士
課程入学．2008 年 3 月同課程修了．同年 4 月本田技
術研究所に入社，現在に至る．ロボットの研究に従事．
 （日本ロボット学会正会員）

木原康之（Yasuyuki Kihara）
2008 年 3 月京都大学工学部物理工学科卒業．同年 4
月京都大学工学研究科機械理工学専攻修士課程入学．
2010 年 3 月同課程修了．同年 4 月同専攻博士後期課
程入学，現在に至る．ロボットハンドの研究に従事．
 （日本ロボット学会学生会員）

横小路泰義（Yasuyoshi Yokokohji）
1988 年京都大学大学院博士課程中途退学．同大学工
学部オートメーション研究施設助手，1989 年応用シ
ステム科学教室助手，1992 年機械工学教室助教授，
2006 年機械理工学専攻准教授を経て 2009 年より神戸
大学大学院工学研究科機械工学専攻教授．1994 年 4
月から 1996 年 3 月まで米国カーネギーメロン大学客

員研究員．博士（工学）．遠隔操縦システム，ハプティックインタフェー
ス，ロボットハンド等の研究に従事．計測自動制御学会 1990 年度論文賞，
第３回佐藤記念知能ロボット研究奨励賞，日本バーチャルリアリティ学会
1999 年度論文賞，日本ロボット学会第 22 回論文賞等を授賞．システム制
御情報学会，計測自動制御学会，日本機械学会，IEEEなどの会員．
 （日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文は，確率的なふるまいを示すタスクの例として，柔軟物質に不規

則な変形が生じる折り紙を取り上げている．折り紙を折るロボットに対す
る動作教示法としてダイレクトティーチ法を採用し，紙の揺らぎに応じて
動作を修正するためのセンサフィードバック則を生成する手法を提案して
いる．すなわち，教示データの統計的性質を隠れマルコフモデルで表現す
ることによって目標軌道の自動抽出を行うとともにセンサフィードバック
を伴う動作を抽出している．本論文は，センサフィードバック則を必要と
する動作をロボットに教示する際に一般的に利用できる手法であり，独創
性・学術性に優れる論文として高く評価された．

本論文では，焦点距離やズームをミリ秒オーダで制御可能な撮像光学系
とやはりミリ秒オーダで画像の取得から処理までを行う高速ビジョンとを
統合した「高速フォーカスビジョン」を提案する．実際に 2［ms］の応答
速度をもつ高速液体レンズと 1,000［fps］の高速ビジョンとを組み合わせ
た試作システムを構築し，15.8［ms］で完了する高速オートフォーカスと，
運動する対象にフォーカスを合わせ続ける高速フォーカストラッキングに
成功したことを示して，高速フォーカスビジョンの有効性を確認した．

奥　寛雅（Hiromasa Oku）
1998 年東京大学理学部物理学科卒業．2000 年東京大
学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了．
2003 年同専攻博士課程修了．2003 ～ 2005 年科学技術
振興機構研究員．2005 年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助手．2007 年同助教，現
在に至る．マイクロビジュアルフィードバック，ダイ

ナモルフレンズなどの研究に従事．博士（工学）．（日本ロボット学会正会員）

石川貴彦（Takahiko Ishikawa）
2007 年東京大学工学部計数工学科卒業．2009 年東京
大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻修
士課程修了．同年日本電信電話株式会社入社．現在に
至る．光学系の高速制御に関する研究に従事．

石川正俊（Masatoshi Ishikawa）
1977 年東京大学工学部計数工学科卒業．1979 年東京
大学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了．
同年通産省工業技術院製品科学研究所入所．1989 年
東京大学工学部計数工学科助教授．現在，東京大学大
学院情報理工学系研究科創造情報学専攻教授．2002，
2003 年東京大学総長特任補佐．2004 年度東京大学副

学長．2005 年度理事・副学長．超並列・超高速ビジョン，センサフュー
ジョン，メタ・パーセプションなどの研究に従事．工博．
 （日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文では，従来のマシンビジョンでボトルネックとなっていた撮像光
学系の合焦時間の遅さを解決するために，高速に焦点距離を制御できるダ
イナモルフレンズを用いた高速フォーカスビジョンシステムを考案すると
ともに試作し，高速に運動する物体に合焦し続けることに成功している．
独自のシステムにより従来に比べて顕著な高速化・画像鮮明化を達成して
いるのみならず，システムとしての完成度も高く，ズーム制御への展開な
どの将来性も高いと考えられる．以上のように，本研究は，要素技術およ
びシステムとしての独創性と有用性がいずれも極めて高い論文として高く
評価された．
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―お知らせ 13―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

数式処理によるロボット機構の自由度解析
―基本アルゴリズムと適用例―

有川　敬輔
（日本ロボット学会誌　第 27 巻　第 8号，pp. 900―909）

ロボット機構の自由度を数式処理により機械的に判定する手法を提案し
た．本手法は，1．リンクと関節による幾何学的拘束条件をデュアルクォ
ータニオン形式による連立代数方程式として表現し，2．これを構成する
多項式のグレブナ基底を求め，3．その基底における変数の出現状況から
自由度を判定するというものである．クッツバッハの式をはじめとする一
般的な判定式では判定困難な機構にも対応できる，発見的手続きを必要と
しない，数値計算誤差の影響を受けないという利点を有する．

有川敬輔（Keisuke Arikawa）
2000 年東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工
学専攻博士後期課程修了．博士（工学）．2000 ～ 2002
年日本学術振興会特別研究員（東京工業大学）．2002
年神奈川工科大学工学部機械工学科講師．2004 年同
大助教授．2007 年同大准教授．現在に至る．多自由
度機械の設計，蛋白質の運動学解析，移動ロボットの

機構と制御に関する研究に従事．日本機械学会，ASMEの会員．
 （日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文では，グレブナ基底計算とデュアルクオータニアンを用いてロボ

ット機構の自由度解析を行い，汎用性の高い自由度解析方法を提案してい
る．従来手法による自由度導出では例外があったのに対し，本手法はその
問題を解決しており，発見的手続きを行うことなく機械的に機構の自由度
を適切に解析できる点や，数式処理によるため数値誤差の影響が皆無であ
る点等が特徴である．ロボットの機構において自由度は最も基本的で重要
な課題の一つであるため，この問題に対して新たな手法を提案したことは，
有効性が高く，波及効果も大きい．以上のように，本論文は，独創性・実
用性の高い論文として高く評価された．

第 24回論文賞選考小委員会委員

委員長 川村　貞夫（立命館大学）
幹　事 前野　隆司（慶應義塾大学）
 佐野　明人（名古屋工業大学）

委　員

注）本年度退任委員のみ掲載，また一次審査のみ担当した委員も含む

安藤　吉伸（芝浦工業大学）
稲見　昌彦（慶應義塾大学）
大川　一也（千葉大学）
大武美保子（東京大学）
岡田　徳次（新潟大学）
河村　　隆（信州大学）
久野　義徳（埼玉大学）
小関　義彦（産業技術総合研究所）

小林　政己（川崎重工業）
齋藤　滋規（東京工業大学）
佐藤　雅紀（九州大学）
前川　清石（三菱電機）
前山　祥一（岡山大学）
村川　賀彦（富士通研究所）
山野　光裕（山形大学）
横小路泰義（神戸大学）
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お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会第 15回実用化技術賞の贈呈
̶第 15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，4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段階として応募 4件が規程で示
す条件に合致することを確認し，書類選考の結果を経て，3件をヒアリン
グすべき対象としました．
ついで第 2段階として，この 3件それぞれについて厳正な技術評価を行

い，これに基づき委員会全体で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 1件が授賞対象として選定され，理事会
で最終決定されました．
表彰式は名古屋工業大学にて開催された第 28 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．
最後になりましたが，受賞者の方々に心よりお慶びを申し上げます．

第 15 回実用化技術賞選考小委員会委員長　佐久間　一郎

細胞自動培養システム
中嶋　勝己＊1　上田　澄広＊2　櫻井　　隆＊1　蓮沼　仁志＊1

羽畑　　修＊3　金澤　秀和＊3　脇谷　滋之＊4　田原　秀晃＊5

下平　滋隆＊6　植村　壽公＊7

（＊1 川崎重工業（株）　＊2 川崎重工業（株）現：兵庫県立大学
＊3 カワサキプラントシステムズ（株）

＊4 大阪市立大学　＊5 東京大学　＊6 信州大学
＊7（独）産業技術総合研究所）

推薦理由：
創薬研究や再生医療のための細胞培養装置がすでに他社から販売されて

いるが，いずれも専用機を目指す製品であった．本製品は他社製品とは大
きく異なり，細胞培養をできるだけ手培養に近い形で自動化することを開
発コンセプトとして，ロボットマニピュレータを用いている．この開発コ
ンセプトを実現したことにより，本製品にはユーザが容易に培養手法を組
み込むことができ，多種類の細胞にも対応可能であるという特長があると
認められる．またロボットを使った操作であるため，人手を使った操作と
比較して一定の操作を繰り返すことが可能であり，品質のバラツキを少な
くすることができると認められる．本製品においては，ロボットの特長は
十分に活かされていると判断される．
実績については，現段階では販売が１台，評価用が４台と少ない．しか

し，医療研究分野での拡販は制約が大きいこと，および高価であることを
考慮すべきであるという意見が多くの委員から出された．
技術面では滅菌可能なロボットを開発したことは評価に値する．半導体

のクリーンとは異なるバイオクリーン分野として，医療，食品分野でのロ
ボットの大きな需要が想定される．ロボットにより単なる自動化ではなく，
汚染源である人を排除して安全性を向上させることが期待できる．本製品
はバイオクリーン分野への波及効果が期待できる．
以上により，本製品は実用化技術賞の授与にふさわしいものであると判

断する．

中嶋勝己（Katsumi Nakashima）
1981 年京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士
課程修了．同年川崎重工業株式会社入社．以来，ロボ
ットを中心とした自動化システムの開発に従事．2004
年より自動培養装置の開発に従事．
 （日本ロボット学会正会員）

上田澄広（Sumihiro Ueda）
1970 年熊本大学工学部電気工学科卒業．同年川崎重工
業株式会社入社．以来，プラント制御，自動化システ
ム開発などに従事．2010年4月より兵庫県立大学勤務．
 （日本ロボット学会正会員）

櫻井　隆（Takashi Sakurai）
1980 年京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士
課程修了．同年川崎重工業株式会社入社．ロボット等
を使用した自動化装置，レーザ適用技術等の開発に従
事．2006 年より細胞自動培養装置の開発に従事．

蓮沼仁志（Hitoshi Hasunuma）
1993 年京都大学大学院工学研究科応用システム科学
専攻修士課程修了．同年川崎重工業株式会社入社．以
来，マイクロマシン，人間型ロボットの遠隔操縦など
の開発に従事．2007年より自動培養装置の開発に従事．
 （日本ロボット学会正会員）

羽畑　修（Osamu Habata）
1978 年京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修士
課程修了．同年川崎重工業株式会社入社．以来，プラ
ントの設計，自動化システムの開発に従事．2005 年
カワサキプラントシステムズ株式会社，現在に至る．

金澤秀和（Hidekazu Kanazawa）
1995 年東京工業大学理工学研究科制御システム専攻
修士課程修了．同年川崎重工業株式会社入社．以来，
産業プラントの設計，自動化システムの開発に従事．
2005 年カワサキプラントシステムズ株式会社，現在
に至る．

脇谷滋之（Shigeyuki Wakitani）
1983 年大阪大学医学部卒業，同年大阪大学整形外科
入局．1990 年大阪大学大学院医学研究科修了．軟骨
再生の研究に取り組み，1998 年，世界で初めてヒト自
己骨髄間葉系細胞移植による関節軟骨修復術を施行．
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田原秀晃（Hideaki Tahara）
1983 年大阪大学医学部卒業，1991 年よりピッツバー
グ大学勤務．2000 年より東京大学医科学研究所先端
医療研究センター・外科．癌に対する遺伝子・細胞治
療に関して，基礎的・臨床的な研究開発に従事．

下平滋隆（Shigetaka Shimodaira）
1990 年信州大学医学部医学科卒業．1997 年信州大学
大学院医学研究科修了．信州大学医学部附属病院輸血
部・先端細胞治療センターに所属．輸血・細胞療法お
よび再生医療の研究・診療に従事．

植村壽公（Toshimasa Uemura）
1985 年大阪大学理学研究科博士課程修了（理学博士），
同理学部職員を経て 1987 年通産省工業技術院入所，
2001 年産業技術総合研究所．専門は再生医工学，2007
年より自動培養装置開発に参加．

第 15回実用化技術賞選考小委員会委員

委員長 佐久間一郎（東京大学）
幹　事 小俣　　透（東京工業大学）
 細田　　耕（大阪大学）

委　員

注）本年度退任委員のみ掲載，また昨年度のみ審査に参加した委員も含む

青山　　元（富士重工業）
尾崎　功一（宇都宮大学）
木口　量夫（佐賀大学）
志子田繁一（川崎重工業）
鈴木　健嗣（筑波大学）
谷口　　恒（ゼットエムピー）
日浦　亮太（三菱重工業）

平田　泰久（東北大学大学院）
平野　線治（ライトウェア）
前　　泰志（大阪大学）
松本　　治（産業技術総合研究所）
八木　康史（大阪大学）
山本健次郎（日立製作所）
米田　　完（千葉工業大学）
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日本ロボット学会第 25回研究奨励賞の贈呈
―第 25回研究奨励賞選考結果の報告―

研究奨励賞は，研究発表を奨励し，若手研究者を積極的に育成する事を
目的とし，優れた研究発表を行った新進の研究者または技術者に進呈する
賞で，毎年度のロボティクスシンポジアおよび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 35 歳未満の方を対象に選考されます．
今回は 2009 年開催の第 27 回学術講演会および第 14 回ロボティクスシ
ンポジアにおいて推薦のあった 31 名の方を対象に，選考小委員会におい
て独創性，有効性，発展性の観点から厳正な審査を行って以下の 11 名を
選考し，理事会において授与が決定されました．
表彰式は名古屋工業大学にて開催された第 28 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．
選考小委員会を代表して，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 25 回研究奨励賞選考小委員会委員長　川村　貞夫

青木悠祐（1983 年 11 月 12 日生）

東京農工大学　大学院生物システム応用科学府　生物
システム応用化学専攻
講演番号：3H1―01（第 27 回学術講演会）
講演種目：超音波検査ロボットによる力サーボ／ビジ

ュアルサーボ切り替え制御に基づいたプロ
ーブ走査支援システムの構築

鮎澤　光（1983 年 5 月 16 日生）

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
講演番号：1A2（第 14 回ロボティクスシンポジア）
講演種目：ベースリンクの運動方程式を利用した脚型

ロボットの基底力学パラメータの可同定性

井柳友宏（1986 年 8 月 25 日生）

東北大学　大学院工学研究科　バイオロボティクス専
攻
講演番号：2B1―06（第 27 回学術講演会）
講演種目：高性能 2DOFマイクロ磁気ツールの設計と

評価

黒崎浩介（1985 年 10 月 12 日生）

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
講演番号：2E2―07（第 27 回学術講演会）
講演種目：筋のグルーピングに基づく二次計画法を用

いたリアルタイム筋張力推定法

田中由浩（1980 年 2 月 25 日生）

名古屋工業大学　大学院工学研究科
講演番号：1D1（第 14 回ロボティクスシンポジア）
講演種目：バルーンの膨張現象を利用した硬さおよび

表面状態のアクティブ触覚センシング

辻　俊明（1978 年 7 月 9 日生）

埼玉大学工学部　電気電子システム工学科
講演番号：1K3―02（第 27 回学術講演会）
講演種目：拮抗 3関節筋を模擬するナメクジウオ型ロ

ボットの機構

勅使河原誠一（1984 年 8 月 11 日生）

電気通信大学　電気通信学研究科　知能機械工学専攻
講演番号：3I1―04（第 27 回学術講演会）
講演種目：感圧導電性ゴムを用いた高感度型滑り覚セ

ンサの研究開発

永瀬一貴（1986 年 7 月 29 日生）

慶應義塾大学　大学院理工学研究科　総合デザイン工
学専攻
講演番号：2M2―05（第 27 回学術講演会）
講演種目：ハプティックペダルによるモバイルハプト

のバイラテラル力覚フィードバック制御

増沢広朗（1985 年 11 月 18 日生）

豊橋技術科学大学　大学院工学研究科　情報工学専攻
講演番号：2D1―05（第 27 回学術講演会）
講演種目：移動ロボットによる時間制約を考慮した環

境情報要約のための視点計画

森　裕紀（1981 年 11 月 21 日生）

東京大学／科学技術振興機構ERATO浅田共創知能シ
ステムプロジェクト
講演番号：3S1―03（第 27 回学術講演会）
講演種目：胎児の子宮内環境における触覚と反射的行

為の自己組織化

山崎公俊（1979 年 9 月 2 日生）

東京大学 IRT研究機構
講演番号：2R1―05（第 27 回学術講演会）
講演種目：生活支援ロボットのためのしわ特徴に基づ

く衣類発見法

第 25回研究奨励賞選考小委員会委員

委員長 川村　貞夫（立命館大学）
幹　事 三浦　　純（豊橋技術科学大学）
 太田　　順（東京大学）

委　員

注）本年度退任委員のみ掲載

友納　正裕（千葉工業大学）
高松　　淳（奈良先端科学技術大学

院大学）
久野　義徳（埼玉大学）
満田　　隆（立命館大学）
中田　　亨（産業技術総合研究所）

中村　恭之（和歌山大学）
妻木　勇一（山形大学）
岸　　宏亮（オリンパス）
志子田繁一（川崎重工業）
塚越　秀行（東京工業大学）
橋本　浩一（東北大学）
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日本ロボット学会第 3回功労賞の贈呈
―第 3回功労賞選考結果の報告―

功労賞は，本会の運営ならびに諸活動への貢献を奨励することを目的と
し，そのような具体的貢献のうち，特に顕著なものを成した個人に贈呈し，
その功労に報いるものです．
選考過程は規程により，正会員から推薦を募り寄せられました 3件の推

薦を，選考小委員会において内容を精査し慎重な審議を行った結果，3件
が授賞対象として選定され，理事会で最終決定されました．
表彰式は名古屋工業大学にて開催された第 28 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．
最後に，受賞者の方に心よりお慶びを申し上げます．

第 3回功労賞選考小委員会委員長　川村　貞夫

IROSの創設と運営
原島　文雄

（首都大学東京）

RO-MANの創設ならびに IROS等の国際会議運営
福田　敏男

（名古屋大学）

ポータルサイト “Robotics in Japan
日本の研究室 ”の開設
柴田　智広　　栗田　雄一

（奈良先端科学技術大学院大学）

原島文雄氏は，1988 年に workshop として始まった International 
Conference on Intelligent Robots and Systems（IROS）の創設者の一人
である．本会議はIEEE R&A society, IEEE IE society, 日本ロボット学会，
計測自動制御学会の共催する世界で主要なロボットに関する国際会議とな
っている．原島文雄氏は，本会議の創立と運営に 20 年以上の長きにわた
り貢献してきた．IROS は世界的にトップレベルの国際会議として位置づ
けられる存在となった．原島文雄氏の貢献を称えて上記 4学会の総意を持
って IROS HARASHIMA AWARDが IROSに於いて設立されている．日
本ロボット学会の多くの会員が IROS において発表することによって，国
際的な研究活動を発展させてきた．特に，このような国際的環境により，
日本の若い研究者に刺激を与え，多くのすぐれた研究成果を生み出す環境
と創造したことは，学会活動への貢献として大である．

原島文雄（Fumio Harashima）
1967 年，東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博
士課程修了，工学博士．同年，東京大学生産技術研究
所助教授．同大学教授，研究所長をへて，1998 年，東
京都立科学技術大学学長．2004 年，東京電機大学学長．
2009 年より，首都大学東京学長，現在に至る．専門は，
パワーエレクトロニクス，メカトロニクス．IEEE 

Industrial Electronics Society President，IEEE Secretary，IEEE Board 
of Directors member，電気学会会長，IEEE Transactions on Industrial 
Electronics および IEEE/ASME Transactions on Mechatronics の Editor-
in-Chief，学術会議会員などを歴任．IEEE Life Fellow，電気学会名誉員．
東京大学名誉教授，東京都立科学技術大学名誉教授，東京電機大学名誉教
授． （日本ロボット学会正会員）

福田敏男氏は，IEEEの International Conference on Intelligent Robots 
and Systems（IROS）の初代実行委員長として，設立に大きく貢献した．
さらに，Steering Committee を長年にわたって勤められ，本会議の運営
と発展に尽くした．本会議は IEEE R&A society，IEEE IE society，日
本ロボット学会，計測自動制御学会の共催する世界で主要なロボットに関
する国際会議となっている．また，International Symposium on Robots 

柴田智広氏，栗田雄一氏の両氏は，日本ロボット学会の社会貢献・会員
サービスの一環として，日本のロボット研究ポータルサイト「Robotics in 
Japan 日本の研究室」を立ち上げた．当該サイトは日本ロボット学会会員
だけでなく，ロボット研究者をこれから志そうとする学生やロボット研究
になじみのない一般の人や企業・報道関係者にとっても有用な情報を提供
しており，学会オフィシャルサイトにおける一大コンテンツとなっている．
このようにRobotics in Japan は日本ロボット学会による若年層啓発・社
会貢献の一翼を担っているほか，国際担当理事との協力により英語版ペー
ジも開設されており，日本のロボット研究を世界に発信する役割をも担っ
ている．

柴田智広（Tomohiro Shibata）
1996 年東京大学大学院工学系研究科を修了．日本学
術振興会，科学技術振興事業団の研究員を経て，2002
年より奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助
教授（現准教授）．IEEE Computational Intelligence 
Society Japan Chapter 運営委員．日本神経回路学会
理事．電子情報通信学会ニューロコンピューティング

研究会専門委員．北米神経科学会会員． （日本ロボット学会正会員）

栗田雄一（Yuichi Kurita）
2004 年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
博士後期課程を修了．博士（工学）．広島大学大学院
工学研究科特任教員を経て，2007 年より奈良先端科
学技術大学院大学情報科学研究科助教．また 2010 年
よりジョージア工科大学客員研究員，産業技術総合研
究所協力研究員を兼任． （日本ロボット学会正会員）

and Human Interactive Communication（RO-MAN）等を始めとして多
くの国際会議の運営維持において大きな貢献をした．特に，RO-MANは
福田敏男氏の発案により始まった会議であり，第 3回 RO-MAN（名古屋
大学）では，実行委員長として開催にも貢献した．このような国際的環境
により，日本の若い研究者に刺激を与え，多くのすぐれた研究成果を生み
出す環境と創造したことは，学会活動への貢献として大である．

福田敏男（Fukuda Toshio）
1977 年東京大学大学院修了．工学博士．機械技術研究
所，東京理科大学を経て，1989 年より名古屋大学工
学研究科教授．現在，同マイクロ・ナノメカトロニク
ス研究センター長．日本ロボット学会フェロー（2004）．
 （日本ロボット学会正会員）

第 3回功労賞選考小委員会委員

委員長 川村　貞夫（立命館大学）
幹　事 横山　和彦（安川電機）
 森田　俊彦（富士通研究所）
委　員 吉田　和哉（東北大学）
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日本ロボット学会第 2回ロボット活用社会貢献賞の贈呈
―第 2回ロボット活用社会貢献賞選考結果の報告―

ロボットは，将来，人類のあらゆる活動において不可欠な存在となるこ
とが期待され，ロボット学・ロボット産業もそれを担う存在に成長するこ
とが望まれています．ロボット活用社会貢献賞は，この「ロボット活用社
会」の実現に向けて，ロボットを様々な形で社会に普及・浸透させ，社会
の変革に大きく貢献した，あるいは貢献しうる活動や知見を顕彰し，もっ
て上記将来像への接近を促進することを目的に制定されました．
選考過程は，規程により，まず正会員および選考小委員会委員から推薦

を募り，6件の推薦が寄せられました．これを，選考小委員会において内
容を精査し慎重な審議を行った結果，2件が授賞対象として選定され，理
事会で最終決定されました．
表彰式は名古屋工業大学にて開催された第 28 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．
最後に，受賞者の方に心よりお慶びを申し上げます．

第 2回ロボット活用社会貢献賞選考小委員会委員長　佐久間　一郎

原子力発電プラントの検査補修作業における
ロボット技術の活用促進に対する貢献
三菱重工業株式会社　原子力事業本部

原子力施設の防災保全作業における
ロボット技術の活用促進に対する貢献

株式会社東芝　電力システム社

1980 年代から現在に至るまで，ロボットをキー要素とする原子力発電
プラントの保全事業を継続して実施し，原子力発電プラントにおける蒸気
発生器の供用中検査・補修ロボットや原子炉圧力容器超音波検査ロボット
など，ロボット技術を活用した原子力発電プラントの維持，保全に顕著な
貢献をした．

三菱重工業株式会社　原子力事業本部
（Mitsubishi Heavy Industries, LTD. Nuclear Energy Systems 
Headquarters）
三菱重工業では，原子力発電プラントにおいて最新技術を駆使した高度

な保守用ロボットや防災支援ロボットを開発，実用化し，原子力発電プラ
ントの信頼性・稼働率向上（CO2），作業者の被曝低減等に貢献しています．

ロボット技術を活用した原子力発電プラントにおけるプラント内移動式
点検技術，原子炉内構造物の検査技術，原子炉内構造物の保全技術を確立
した．特に原子炉再循環ポンプや主蒸気隔離弁のモノレール式点検ロボッ
ト，原子力施設用知的保全システム，臨界事故に対する防災ロボットシス
テム等を開発し，原子力プラント運転の信頼性確保のみならず社会的安全
の確保に大きく貢献した．

株式会社東芝　電力システム社
（Toshiba Corporation Power Systems Company）
1999 年に社内カンパニー制を導入し，現在，電力システム社として社

会インフラ事業を推進している．電力エネルギーの安定供給を目指し，原
子力発電システムや火力・水力発電システム，定置用燃料電池などの多彩
なエネルギー源により社会・産業を支えている．

第 2回ロボット活用社会貢献賞
選考小委員会委員

委員長 佐久間一郎（東京大学）
幹　事 倉爪　　亮（九州大学）
 梅田　和昇（中央大学）

委　員
佐藤　知正（東京大学）
國吉　康夫（東京大学）
森田　俊彦（富士通研究所）

太田　　順（東京大学）
大西　　献（三菱重工業）
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カレンダー
（2010年 11月～ 2012年 7月）

開 催 日 行　　　　　　　　　　　　　　事 開 催 地 申込締切日 会誌掲載号

8/29 ～ 12/19 第 22 回全日本ロボット相撲大会 東京ほか 28 巻 8 号・10

10/3 ～ 11/21 アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト 2010 東京ほか 28 巻 3 号・10

11/17～11/19
The 2nd International Conference on Design Engineering and Science（第 2回
設計工学に関する国際会議：ICDES2010） 

東 京 論文締切 9/5 28 巻 2 号・9

11/18・11/19 SICE セミナー―現代制御理論入門― 東 京 申込締切 11/4 28 巻 8 号・9

11/18～11/21
マイクロマウス 2010（つくばチャレンジ 2010／第 31 回全日本マイクロマウス
大会）

茨 城 28 巻 8 号・10

11/22～11/24 第8回日仏メカトロニクス会議（第6回ヨーロッパ・アジアメカトロニクス会議） 神 奈 川 28 巻 5 号・10

11/24
第 38 回溶接学会東部支部実用溶接講座（見学会＆講習会）「宇宙機器製造工場
の見学および航空宇宙技術と溶接」

群 馬 申込締切 11/4 28 巻 8 号・9

11/24・11/25
センサ・アクチュエータ・マイクロマシン／ウィーク 2010 次世代センサ総合
シンポジウム“ニーズとシーズの出会い”

東 京 28 巻 9 号・25

11/24～11/26 センサエキスポジャパン 2010（［併催］センサネットワーク技術展） 東 京 28 巻 6 号・15

11/24～11/26 システム・情報部門学術講演会 2010（SSI2010） 京 都 申込締切 8/24 28 巻 9 号・25

11/25 第 5 回ロボット聴覚システムHARK講習会 京 都 28 巻 9 号・25

11/27・11/28 No.10-29　第 18 回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2010） 東 京 論文締切 9/30 28 巻 4 号・11

11/29 第 61回シンポジウム「自然言語情報処理とロボットの脳型情報処理の
統合」 東 京 28巻 8号・7

12/2・12/3 平成 22 年秋季フルードパワーシステム講演会 大 分 論文締切 10/27 28 巻 9 号・25

12/8 マイクロ・ナノエンジニアリングシンポジウム―イノベーションと人材育成― 東 京 28 巻 7 号・12

12/9
（社）日本機械学会関西支部第 311 回講習会　事例に学ぶメカトロニクス機器の
開発プロセス

大 阪 申込締切 11/26 28 巻 8 号・9

12/9・12/10 ViEW2010 ビジョン技術の実利用ワークショップ 神 奈 川 論文締切 10/12 28 巻 4 号・11

12/9・12/10 No.10-67 第 9 回最適化シンポジウム 2010（OPTIS2010） 愛 知 28 巻 9 号・25

12/10・12/11 第 9 回 ITS シンポジウム 2010 京 都 28 巻 3 号・9

12/11 国立科学博物館産業技術史講座「日本の工業化住宅の変遷」 東 京 申込締切 11/20 28 巻 8 号・10

12/14～12/18 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics（ROBIO2010） 中 国 論文締切 10/15 28 巻 2 号・9

12/22
第 286 回塑性加工シンポジウム「ロボット技術最前線……技術立国日本がんば
れ」―家庭生活から産業現場まで―

東 京 申込締切 12/14 28 巻 9 号・25

12/23～12/25 第 11 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（SI2010） 宮 城 論文締切 10/8 28 巻 9 号・25

2011
1/11

日本計算工学会講習会「ものづくりシミュレーションの品質向上を目指して」 神 奈 川 申込締切 12/20 28 巻 9 号・25

1/19・1/20
（社）日本機械学会関西支部第 312 回講習会　実務者のための振動基礎と制御・
制御技術

大 阪 申込締切 1/13 28 巻 9 号・25

1/27～ 1/29 第 16回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム（AROB16th ’11） 大 分 論文締切 10/1 28巻 5号・10

1/28
（社）日本機械学会関東支部 2010 年度セミナー「技術者のための継続教育セミ
ナー」ディスカッションによる技術者倫理

東 京 28 巻 9 号・26

1/29・1/30 第 22 回自律分散システム・シンポジウム 北 海 道 論文締切 12/17 28 巻 8 号・9

3/3・3/4 動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2011 徳 島
申込締切 12/17
論文締切 1/14

28 巻 4 号・11
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開 催 日 行　　　　　　　　　　　　　　事 開 催 地 申込締切日 会誌掲載号

3/10・3/11 シンポジウム「モバイル 11」 茨 城
申込締切11/30
論文締切 1/5

28 巻 7 号・12

3/10 ～ 3/12 シンポジウム「インタラクション 2011」 東 京 28 巻 8 号・9

3/14 第 16回ロボティクスシンポジア 鹿 児 島 28巻 6号・14

4/29 ～ 5/1 第 50 回日本生体医工学会大会 東 京 28 巻 9 号・26

5/22 ～ 5/25 2011 IEEE/ICME International Conference on Complex Medical Engineering 中 国 28 巻 2 号・9

5/25 ～ 5/27 第 16 回計算工学講演会 千 葉
申込締切 1/15
論文締切 3/18

28 巻 9 号・26

6/5 ～ 6/12 第 28 回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（28th ISTS） 沖 縄 28 巻 2 号・9

6/13 ～ 6/15 マシンビジョン応用に関する IAPR国際会議（MVA2011） 奈 良 論文締切12/15 28 巻 8 号・9

7/2 ～ 7/4 スケジューリング国際シンポジウム 2011 大 阪 論文締切12/31 28 巻 7 号・12

2012　
7/1 ～ 7/6

先進陸水海洋学会日本大会 滋 賀 28 巻 8 号・10

（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．）

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 10 回レスキューロボットコンテスト〉
　当学会が共催する第 10 回レスキューロボットコンテスト（レスコン）
の競技会本選が，2010 年 8 月 7，8 日に神戸サンボーホール（神戸市）に
て開催されました．本年は阪神・淡路大震災 15 年の節目にあたり，レス
コンも今回で 10 周年を迎えることとなったので，これを記念して企画さ
れた「ロボット×レスキュー 2010」の中核イベントとして実施されました．
応募 23 チームの中から書類選考，ビデオ審査，予選を経て選抜された 12
チームが本選に参加し，各チームはそれぞれのオリジナルなロボットでレ
スキュー活動を競いました．2日間で延べ 5,100 名の来場者があり，盛況
のうちに終了しました．当学会では「SHIRASAGI」チーム（兵庫県立大学 
ロボット研究会）の 2号機「八起」に対し，日本ロボット学会特別賞とし
て「ベストロボット賞」が横小路泰義理事より授与されました．

学会からのお知らせ
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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
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共催・協賛行事のお知らせ
本会協賛行事
会　合　名　

主　催 開催日・会場・その他 申込・問合せ先

センサ・アクチュエータ・マイクロマシン／
ウィーク 2010 次世代センサ総合シンポジウ
ム“ニーズとシーズの出会い”

次世代センサ協議会

2010 年 11 月 24 日（水）・11 月 25 日（木）
東京ビッグサイト　東 6 ホール　センサエ
キスポジャパン 2010 会場内

次世代センサ協議会事務局
TEL. 03-5294-2333　FAX. 03-5294-0909
E-mail : jisedai@cnt-inc.co.jp
http://www.cnt-inc.co.jp/jisedai/

システム・情報部門学術講演会2010（SSI2010）

（社）計測自動制御学会（システム・情報部門）

2010 年 11 月 24 日（水）～ 11 月 26 日（金）
キャンパスプラザ京都
（京都市下京区西洞院通塩小路下る）

企画提案締切　2010 年 8 月 24 日（火）

SSI2010 事務局（京都大学工学研究科機械理
工学専攻機械システム創成学講座内）
TEL. 075-753-5233
E-mail : ssi2010@sice.or.jp

第 5 回ロボット聴覚システムHARK講習会

科学技術研究費補助金（S）「音環境理解か
らのロボット聴覚の構築」
京都大学グローバル CEO「知識循環社会の
ための情報学教育拠点」
（株）ホンダ・リサーチ・インスティチュート・
ジャパン

2010 年 11 月 25 日（木）
京都大学百周年時計台記念館国際交流ホー
ル

E-mail : HARK10-Reg@kuis.kyoto-u.ac.jp
http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/HARK/

平成 22 年秋季フルードパワーシステム講演
会

（社）日本フルードパワーシステム学会

2010 年 12 月 2 日（木）・12 月 3 日（金）
別府国際コンベンションセンター
（大分県別府市山の手町 12-1）

原稿締切　2010 年 10 月 27 日（水）

（社）日本フルードパワーシステム学会
TEL. 03-3433-8441　FAX. 03-3433-8442
E-mail : info@jfps.jp

No.10-67 第 9 回最適化シンポジウム 2010
（OPTIS2010）

（社）日本機械学会（設計工学・システム部門，
計算力学部門，バイオエンジニアリング部
門，機械力学・計測制御部門）

2010 年 12 月 9 日（木）・12 月 10 日（金）
愛知県産業労働センター
（愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38）

（社）日本機械学会（設計工学・システム部門）
（担当職員：田中　克）
TEL. 03-5360-3500　FAX. 03-5360-3508　
E-mail : tanaka@jsme.or.jp
http:// www.jsme.or.jp/conference/

dsdconf10-3/
第 286 回塑性加工シンポジウム「ロボット
技術最前線……技術立国日本がんばれ」―家
庭生活から産業現場まで―

（社）日本塑性加工学会

2010 年 12 月 22 日（水）
電気通信大学情報理工学部総合研究棟 301
室
（東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1）

申込締切　2010 年 12 月 14 日（火）

（社）日本塑性加工学会
TEL. 03-3435-8301　FAX. 03-5733-3730
http://www.jstp.or.jp/

第 11 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（SI2010）

（社）計測自動制御学会（システムインテグレ
ーション部門）

2010 年 12 月 23 日（木）～ 12 月 25 日（土）
東北大学　川内キャンパス

申込締切　2010 年 9 月 3 日（金）
論文締切　2010 年 10 月 8 日（金）

SI2010  実行委員長　橋本浩一（東北大学）
SI2010  PC 委員長　平田泰久（東北大学）
E-mail : si2010@si-sice.org
SICE 事務局　部門協議会担当
TEL. 03-3814-4121
E-mail : bumon@sice.or.jp

日本計算工学会講習会「ものづくりシミュ
レーションの品質向上を目指して」

（社）日本計算工学会

2011 年 1 月 11 日（火）
慶應義塾大学矢上キャンパス創想館地下 2
階大会議室マルチメディアルーム
（神奈川県横浜市港北区日吉）

申込締切　2010 年 12 月 20 日（月）

慶應義塾大学理工学部機械工学科　高野直
樹
TEL. 045-566-1824
E-mail : naoki@mech.keio.ac.jp

（社）日本機械学会関西支部第 312 回講習会   
実務者のための振動基礎と制御・制御技術

（社）日本機械学会関西支部

2011 年 1 月 19 日（水）・1月 20 日（木）
大阪科学技術センター 8階中ホール
（大阪市西区靱本町 1-8-4）

申込締切　2011 年 1 月 13 日（木）

（社）日本機械学会関西支部
TEL. 06-6443-2073　FAX. 06-6443-6049
E-mail : jsme@soleil.ocn.ne.jp
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（社）日本機械学会関東支部 2010 年度セミ
ナー「技術者のための継続教育セミナー」
ディスカッションによる技術者倫理

（社）日本機械学会関東支部

2011 年 1 月 28 日（金）
日本機械学会会議室
（東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館 5階）

日本機械学会内／日本機械学会関東支部
TEL. 03-5360-3510　FAX. 03-5360-3508
E-mail : kt-staff @jsme.or.jp

第 50 回日本生体医工学会大会

（社）日本生体医工学会

2011 年 4 月 29 日（金）～ 5月 1日（日）
東京大学工学部 2号館本郷キャンパス
（東京都文京区本郷 7-3-1）

第 50 回日本生体医工学会大会事務局　実行
委員長　正宗　賢
TEL/FAX. 03-5841-6370
E-mail : bme50@atre.t.u-tokyo.ac.jp

第 16 回計算工学講演会

日本計算工学会

2011 年 5 月 25 日（水）～ 5月 27 日（金）
東京大学柏キャンパス総合研究棟
（千葉県柏市柏の葉 5-1-5）

講演申込締切　2011 年 1 月 15 日（土）
論文締切　2011 年 3 月 18 日（金）

（株）ICS コンベンションデザイン気付計算
工学講演会事務局
TEL. 03-3219-3541　FAX. 03-3219-3577
E-mail : jsces@ics-inc.co.jp

理事会報告
第 285回理事会報告

日　　時：2010 年 8 月 16 日（月）　14：00 ～ 16：30
場　　所：ホテルブルーレイク大津（滋賀県大津市）
出席理事： 榊原（会長），川村，佐久間，横山（記），吉田，上野，野田，倉爪，

森田，小俣，佐野，梅田，藤本，水川，脇田，横小路
出席監事：内山，佐藤
事　務　局：水谷
〈議　事〉
1．議事録確認
第 284 回理事会議事録（案）を承認した．

2．入退会の承認
前回理事会以降 8月 16 日までの入会希望者正会員 18 名，学生会員 218
名および退会希望正会員 3名，学生会員 9名，種別変更（学生→正 4名）
を承認した．この結果，会員総数は 4,360 名，賛助会員 62 団体（88 口）
となった．
3．審議・報告事項
3.1　庶務関係事項
（１） （社）日本ロボット学会次期事務局長選考評価結果につき報告され，

承認された．
（２）　第 28 回評議員会資料につき報告された．
（３） 一般社団法人移行手続きの進捗状況と今後の予定につき報告され

た．
3.2　財務関係事項
（１） 一般会計予算および実績，基金の状況につき報告があり，承認さ

れた．
（２）　学会会費のコンビニ振込につき報告され，承認された．
3.3　企画関係事項
（１）　平成 22 年度ロボット活用社会貢献賞選考結果につき報告された．
（２）　研究専門委員会の運営費交付金に関する運用基準につき報告され，

承認された．
3.4　会誌関係事項
（１）　Journal@ アーカイブの公開が開始されたことが報告された．
3.5　欧文誌関係事項
（１） 欧文誌委員会・欧文誌編集査読小委員会の活動，ARの発行状況

につき報告された．
3.6　事業関係事項
（１）　第 28 回日本ロボット学会学術講演会併設行事につき報告された．
（２）　協賛 2件，後援 2件が報告され承認された．
3.7　国際関係事項
（１） ARSU，学術講演会国際セッション，RT-MAN日程につき報告さ

れた．
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有料広告
帝京大学理工学部

ヒューマン情報システム学科
教員募集

所　　属：学部はヒューマン情報システム学科，大学院は理工学研究科
公募人数：助教　1名　常勤　任期 5年（任期なし助教への移行も可能）
専門分野：先端ロボティクス，ヒューマンサイエンス関連
担当科目：学部ではロボット科学，人間工学，ロボット製作演習，ヒュー

マンシステム実習など，大学院では先端ロボット科学など
応募資格：（１）採用時に博士の学位を有していること，（２）上記専門分

野に関する研究実績があり，教育に熱意のある方，（３）ロボ
ットコンテスト等の参加学生への指導に熱意のある方

着任時期：2011 年 4 月 1 日
応募締切：2010 年 11 月 30 日（火）　必着
提出書類：（１）履歴書（写真添付，学歴，職歴，受賞歴，資格，連絡先

と E-mail アドレスを明記），（２）業績リスト（著書，論文，
国際会議論文，総説・解説，学会発表など），（３）代表的な原
著論文 3編以内の別刷またはコピー，（４）所属学会，社会に
おける活動状況，（５）特許，外部資金の取得状況（代表・分
担の別），（６）これまでの研究概要（A4用紙 1ページ以内），
（７）今後の教育と研究に対する抱負（A4用紙 1ページ以内），
（８）所見が聞ける人のリスト 2名程度

書類提出先：〒320-8551　栃木県宇都宮市豊郷台 1-1
帝京大学理工学部　ヒューマン情報システム学科　熊澤弘之
TEL. 028-627-7177
E-mail : kuma@ics.teikyo-u.ac.jp
封筒表面に「助教公募」と朱書の上，書留郵便にて上記に郵送
してください．なお，応募書類は返却いたしませんのでご了承
ください．

新入会員
（2010 年 9，10 月入会の会員）

正　会　員
13350　三根　　清 13351　草野　兼光 13352　杉山　　治
13355　加藤　竜也 13365　神尾　直樹 13366　岡田　和廣
13374　堀ノ内貴志 13381　山口　雅昭 13383　野村　章博
13385　福本　靖彦 13393　中村　栄治 13394　加藤　恵輔
13395　吉峰　俊樹 13397　本田雄一郎 13400　森田　　剛
13405　本田　幸夫 13419　出杏光魯仙 13420　加藤　常徳

学　生　会　員
13349　野畑　典宏 13353　江口　純司 13354　森川　隆浩
13356　石川　達也 13357　山田　隆基 13358　門側　拓巳
13359　佐々木晋之介 13360　石津　謙生 13361　三井　嘉弘
13362　花岡　優介 13363　深田　洋銘 13364　中村　彰宏
13367　石丸　浩平 13368　山田　修平 13369　野々下博昭

13370　上田　智裕 13371　松阪　憲人 13372　岡元　崇紘
13373　三武　裕玄 13375　鈴木　宗佑 13376　久場景太郎
13377　山本　直弘 13378　福田　武司 13379　高木　　和
13380　Schmit Nicolas 13382　牛田　卓朗 13384　岩島　　研
13386　寺原　綾一 13387　齊藤　崇之 13388　富名腰　敬
13389　冨田　直紀 13390　張　　　陽 13391　安井　真人
13392　山田　　萌 13396　木村　康人 13398　竹内　博紀
13399　今枝　毅泰 13401　佐橋　　拓 13402　越智　裕章
13403　種　　良典 13404　吉崎　友斗 13406　中村　裕貴
13407　王　　　磊 13408　西川　　鋭 13409　梅谷　　綾
13410　福元　　俊 13411　安　謙太郎 13412　緑川雄一郎
13413　株本憲一郎 13414　清水　恒志 13415　古川勇志郎
13416　末岡裕一郎 13417　浪花　啓右 13418　米山　大揮
13421　重松　佑紀 13422　永田　純平
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英文論文集のページ

28-09_お知らせ.indd   2828-09_お知らせ.indd   28 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 29―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

28-09_お知らせ.indd   2928-09_お知らせ.indd   29 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 30―JRSJ Vol. 28 No. 9 Nov., 2010

お　　知　　ら　　せ

28-09_お知らせ.indd   3028-09_お知らせ.indd   30 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 31―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

28-09_お知らせ.indd   3128-09_お知らせ.indd   31 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 32―JRSJ Vol. 28 No. 9 Nov., 2010

お　　知　　ら　　せ

28-09_お知らせ.indd   3228-09_お知らせ.indd   32 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 33―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

28-09_お知らせ.indd   3328-09_お知らせ.indd   33 10/11/02   18:4310/11/02   18:43



―お知らせ 34―JRSJ Vol. 28 No. 9 Nov., 2010

お　　知　　ら　　せ

第 7・8・9・10 回学術講演会予稿集 8,000 円 
第 11・12 回学術講演会予稿集 10,000 円 
第 13 回学術講演会予稿集 15,000 円 
第 14 回学術講演会予稿集 15,000 円 
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DVD-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 27 回学術講演会講演概要集（予稿集DVD-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 28 回学術講演会講演概要集（予稿集DVD-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

日本ロボット学会誌
第 23 巻 第 1 号　〔特集〕　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
 第 6 号　〔 〃 〕　人間と共存し発展するロボットのためのビジョン
 第 7 号　〔 〃 〕　第26回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
 第 8 号　〔 〃 〕　第26回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ
 第 9 号　〔 〃 〕　ロボットコンテストがもたらすもの
 第 10 号　〔 〃 〕　戦略的先端ロボット要素技術開発
第 28 巻 第 1 号　〔 〃 〕　ロボット聴覚
 第 2 号　〔 〃 〕　レスキューロボット―災害救助支援システムの現状と今後―
 第 3 号　〔 〃 〕　ロボットを進化させる最先端 IT技術
 第 4 号　〔 〃 〕　ロボティック・サイエンス
 第 5 号　〔 〃 〕　使えるRTミドルウェア
 第 6 号　〔 〃 〕　生体筋骨格型ロボット
 第 7 号　〔 〃 〕　第27回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
 第 8 号　〔 〃 〕　第27回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ

刊行物のご案内

※以上のものはいずれも消費税込，送料は別にかかります．

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23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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―お知らせ 35―日本ロボット学会誌 28巻 9号 2010年 11月

お　　知　　ら　　せ

（株）IHI
IHI 運搬機械（株）／開発部
（株）アヴィス
育良精機（株）
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）
（株）ジェイテクト／研究開発センター
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
ソニー（株）
（株）ダイナックス
（株）立山システム研究所
（株）データベース
（株）デンソーウェーブ
東急建設（株）／技術研究所
（株）東郷製作所
（株）東芝
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）
日本電子システムテクノロジー（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）
ビー・エム・ダブリュー（株）
ビー・エル・オートテック（株）
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）

（社）日本ロボット学会賛助会員（50 音順）

・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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お　　知　　ら　　せ

（社）日本ロボット学会平成 22・23年度（2010・2011年度）役員
正会員による選挙を経て，第 28 回通常総会において次のとおり選挙されました．

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
　横山　和彦（（株）安川電機）
＊吉田　和哉（東北大学）
＊大西　　献（三菱重工業（株））
財務
　上野　浩史（（独）宇宙航空研究開発機構）
＊野田　哲男（三菱電機（株））
企画
　倉爪　　亮（九州大学）
＊森田　俊彦（（株）富士通研究所）
会誌
　小俣　　透（東京工業大学）

＊佐野　明人（名古屋工業大学）
欧文誌
　前野　隆司（慶應義塾大学）
＊細田　　耕（大阪大学）
事業
　太田　　順（東京大学）
＊梅田　和昇（中央大学）
　藤本　英雄（名古屋工業大学）
＊水川　　真（芝浦工業大学）
国際
　脇田　優仁（（独）産業技術総合研究所）
＊横小路泰義（神戸大学）

監　　事
　内山　　勝（東北大学）
＊佐藤　知正（東京大学）

＊印　2010・2011 年度　新役員

（社）日本ロボット学会平成 22・23年度（2010・2011年度）評議員（50 音順）

（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（九州大学）

沢崎　直之（（株）富士通研究所）
嶋田　　晋（元　中京大学）
鈴木　高宏（長崎県庁）
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（（株）富士通研究所）
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（岡山大学）

相山　康道（筑波大学）
石井　　抱（広島大学）
石井　純夫（セコム（株））
稲邑　哲也（国立情報学研究所）
井上　康之（（株）安川電機）
今井　倫太（慶應義塾大学）
今村　信昭（広島国際大学）
牛見　宣博（九州産業大学）
大隅　　久（中央大学）
岡田　昌史（東京工業大学）
尾形　哲也（京都大学）
奥田　晴久（三菱電機（株））
金子　健二（（独）産業技術総合研究所）
可部　明克（早稲田大学）

菊植　　亮（九州大学）
木野　　仁（福岡工業大学）
木村　哲也（長岡技術科学大学）
久保　貞夫（川崎重工業（株））
久保田直行（首都大学東京）
小金澤鋼一（東海大学）
小平　紀生（三菱電機（株））
小林　幸徳（北海道大学）
鈴木　恵二（北海道大学）
鈴木　達也（名古屋大学）
田原　健二（九州大学）
妻木　勇一（山形大学）
永井　　清（立命館大学）
中内　　靖（筑波大学）

長瀬　賢二（和歌山大学）
永田　和之（（独）産業技術総合研究所）
新野　俊樹（東京大学）
西川　　敦（信州大学）
西田　佳史（（独）産業技術総合研究所）
橋本　　学（中京大学）
平田　泰久（東北大学）
藤田　善弘（NEC）
丸　　典明（和歌山大学）
三浦　　純（豊橋技術科学大学）
水内　郁夫（東京農工大学）
矢入　健久（東京大学）
八島　真人（防衛大学校）
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