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お　　知　　ら　　せ

第 29回学会誌論文賞推薦募集
学会誌論文賞は，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
たこのほか，表現の完成度や研究の発展性も考慮するものとします．

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．
2013 年 1 月から 2014 年 12 月までの 2年間に，本会学会誌に掲載され
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：2015 年 1 月 16 日（金）

 学会賞推薦・応募のご案内 

日本ロボット学会学会誌論文賞候補推薦用紙

論文名・著者名

掲 載 誌
※ 1

日本ロボット学会誌
Vol.　　　No.　　　pp．　　　　-

論 文 の 性 格
※ 1

推 薦 理 由

関 連 分 野・
キ ー ワ ー ド

推 薦 者
（正 会 員）

氏　名 印

所属機関（部，課，役職）

所在地　〒

電話： FAX：

E-mail：

　注　※ 1：論文先頭ページ脚注より転記してください．

1．学 術 性 2．新 規 性 3．有 用 性 4．提 案 性
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お　　知　　ら　　せ

第 3回 Advanced Robotics Best Paper Award推薦募集
Advanced Robotics Best Paper Award 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．またこのほか，表現の完成度や研究の発展性も考
慮するものとします．

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．
2013 年 1 月から 2014 年 12 月までの 2年間に，本会欧文誌Advanced 
Robotics に掲載された full paper, short paper, survey 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：2015 年 1 月 16 日（金）

日本ロボット学会Advanced Robotics Best Paper Award 候補推薦用紙

論文名・著者名

掲 載 誌
Advanced Robotics
Vol.　　　No.　　　pp．　　　　-

論 文 の 性 格 1．学 術 性 2．有 用 性 3．提 案 性

推 薦 理 由

関 連 分 野・
キ ー ワ ー ド

推 薦 者
（正 会 員）

氏　名 印

所属機関（部，課，役職）

所在地　〒

電話： FAX：

E-mail：
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お　　知　　ら　　せ

第 20回実用化技術賞募集

一般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．

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：2015 年 1 月 16 日（金）必着
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．

学会誌論文賞，Advanced Robotics Best Paper Award，功労賞，ロボット活用社会貢献賞の推薦
および実用化技術賞への応募先：
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-19-7　ブルービルディング 2F

一般社団法人日本ロボット学会「○○賞係（該当の賞名を記載下さい）」宛
TEL：03（3812）7594　　FAX：03（3812）4628　　E-mail：award-entry@rsj.or.jp
※表彰に関する規程は http://www.rsj.or.jp/awards/rules にて公開されております．
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お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会実用化技術賞申請書
番号（記入不要）

（　年　月　日　提出）

対象技術分野 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．

技
術
名
称

代
表
者
を
筆
頭
に
記
入

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

連絡担当者氏名： TEL FAX
所属・部課名： E-mail
住所：〒

技
術
の
概
要

（600 字程度）

空
白
で
も
可

推
薦
者

会員資格 氏　　名 　所　属・職　名　　　連絡先（TEL　FAX）

添付書類：申請書の他に次の書類（任意形式）を添付して下さい．
（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．特
に共同研究の場合は，関連者の研究との関係（申請技術の背景の説明）を詳細に記述して下さい．

（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：一般社団法人　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　E-mail：award-entry@rsj.or.jp
提出期限：2015 年 1 月 16 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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第 8回功労賞　推薦募集

日本ロボット学会功労賞推薦用紙

提　　出　　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

推　　薦　　者 氏　　　名 印

所属・肩書

連　絡　先 住所：

E-mail：

Tel. Fax.

候　　補　　者 氏　　　名

所属・肩書

連　絡　先 住所：

E-mail：

Tel. Fax.

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）

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，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，以下をご参照の上，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．

1．推薦方法：他薦に限る
2． 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

3．推薦資格者：日本ロボット学会正会員
4．推薦締切：2015 年 1 月 16 日（金）
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お　　知　　ら　　せ

第 7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，以下をご参照のうえ，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．

1．推薦方法：他薦に限る
2． 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

3．推薦資格者：日本ロボット学会正会員
4．推薦締切：2015 年 1 月 16 日（金）

日本ロボット学会ロボット活用社会貢献賞推薦用紙

提　　出　　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

推　　薦　　者 氏　　　名 印

所属・肩書

連　絡　先 住所：

E-mail：

Tel. Fax.

候 補 者・団 体 氏名・団体名

所属・肩書

連　絡　先 住所：

E-mail：

Tel. Fax.

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）



―お知らせ 14―JRSJ Vol. 32 No. 9 Nov., 2014

お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会第 28回学会誌論文賞の贈呈
―第 28回学会誌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，
本学会の学会誌に発表された論文のうち，特に優秀なものに対して毎年学
会誌論文賞を贈呈しています．
今回選考の対象となったのは，2012 年 1 月から 2013 年 12 月に学会誌
に掲載された論文であり，この中から 40 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 28 回学会誌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．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 28 回学会誌論文賞選考小委員会委員長　大隅　　久

細胞力学試験や遺伝子操作において細胞の高速かつ高精度マニピュレー
ションに対するニーズは極めて高い．三次元空間内で細胞の位置・姿勢を
決めるためには理論上 6変数を制御する必要があるが，本論文では，6変
数をフルに制御するのではなく，マイクロ流路の形状を工夫して細胞の運
動自由度を実質的に一次元運動に拘束し，単一アクチュエータと高速ビジ
ョンを用いることより最高速度 36.4［mm/s］かつ最高分解能 1［mm］を
実現している．

 福井　航（Wataru Fukui）
2011 年大阪大学工学部応用理工学科機械工学科目卒
業．2013年同大学大学院工学研究科博士前期課程修了．
在学中は赤血球硬さと疾病の関係に関する研究および
細胞の高速マニピュレーション，高速特性評価に関す
る研究に従事．現在は（株）島津製作所にて分析・計
測機器の設計・開発に従事．

 金子　真（Makoto Kaneko）
1981 年東京大学博士課程修了（工学博士），1981 年通
産省機械技術研究所（現産総研）入所，1990 年九工大
情報工学部助教授，1993 年広島大学教授，2006 年大
阪大学大学院機械工学専攻教授，現在に至る．ヒトの
能力を超えた人工機械とその応用に興味を持つ．

（日本ロボット学会正会員）

幾何学的運動拘束を利用した
高速・高精度細胞マニピュレーション
福井　　航　　金子　　真　　川原　知洋

山西　陽子　　新井　史人
（日本ロボット学会誌　第 30 巻　第 6号，pp. 655-661）

 川原知洋（Tomohiro Kawahara）
2006年広島大学工学研究科博士課程修了．博士（工学）．
広島大学病院，東北大学助教，名古屋大学 COE特任
助教を経て，2012 年 1 月より九州工業大学若手研究者
フロンティア研究アカデミー准教授．この間，日本学
術振興会特別研究員（2004 ～ 2009），MIT 客員研究
員（2012 ～ 2013）．バイオ医療ロボティクスの研究に

従事． （日本ロボット学会正会員）

 山西陽子（Yoko Yamanishi）
2003 年ロンドン大学インペリアルカレッジ博士課程修
了，2008 年より東北大学大学院工学研究科助教，2011
年名古屋大学大学院工学研究科准教授，2013 年芝浦工
業大学機械工学科准教授となり，現在に至る．マイク
ロ混相流体力学，BIO-MEMS等の研究に従事．IEEE
会員． （日本ロボット学会正会員）

 新井史人（Fumihito Arai）
1993 年名古屋大学博士（工学）．1994 年名古屋大学講
師，1998 年同助教授，2005 年東北大学教授，2010 年
名古屋大学教授，現在に至る．2004年 RSJ論文賞受賞．
2012 年 度，2013 年 度 RSJ 理 事．2012 年 度 か ら
Advanced Robotics 編集長．2014 年から IEEE RAS 
Vice President． （日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文は，細胞マニピュレーションのための斬新なアイデアを提案して
おり，実システムでの検証を行っている点が高く評価された．

重量物対応のため大容量空気圧人工筋を採用したが，振動しやすく制御
困難なアームとなることが課題であった．機構に関してはシリコーン充填
型空気圧人工筋の使用，機構全体の振動特性解析・実験を通じた最適化に
より振動特性を改善した．制御に関しては独自空気圧人工筋モデルに基づ
くトルク制御系を構成することで空気圧人工筋の非線形性を克服し，動的
制御系に対応できる制御系を構成した．さらに，インピーダンス制御を導
入し重量物搬送の実験を行い，パワーアシストアームとしての作業応用可
能性を実証した．

大容量空気圧人工筋を用いた重量物
ハンドリング用パワーアシストアームの開発
岡﨑　安直　　小松　真弓　　Stephen W. John
横山　和夫　　浅井　勝彦　　山本　正樹

（日本ロボット学会誌　第 31 巻　第 5号，pp. 497-507）

 2014年学会賞選定結果のご報告 
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 岡﨑安直（Yasunao Okazaki）
1991 年京都大学大学院応用システム科学専攻修士課程
修了．同年松下電器産業（現パナソニック）（株）入社，
現在に至る．FA機器設計，プロセス装置開発，高周
波デバイス開発を経て，現在ロボットの機構，制御開
発に従事．システム制御情報学会正会員．

 小松真弓（Mayumi Komatsu）
2001 年京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻
修士課程修了．2007 年 1 月松下電器産業（現パナソニ
ック）（株）入社，現在に至る．ロボットの制御開発
に従事．計測自動制御学会正会員．

 Stephen W. John
2004 年豪州ウーロンゴン大学工学部メカトロニクス工
学科卒業．2009 年同大学院博士課程修了．2011 年パ
ナソニック（株）入社，現在に至る．工学博士．

 横山和夫（Kazuo Yokoyama）
1974 年大阪大学大学院工学研究科精密工学専攻修士課
程修了．同年松下電器産業（現パナソニック）（株）
入社，各種精密デバイス，機器，ポリマー人工筋アク
チュエータ等の開発に従事．2008 年定年退職後引続き
次世代ロボット技術開発等に従事．

 浅井勝彦（Katsuhiko Asai）
1994 年東京工業大学大学院理工学研究科機械工学専攻
修士課程修了．同年松下電器産業（現パナソニック）
（株）入社，現在に至る．アクチュエータ関連技術の
開発に従事．博士（工学）．日本機械学会，電子情報
通信学会各会員．

 山本正樹（Masaki Yamamoto）
1987 年東京大学大学院精密機械工学専攻修士課程修
了．同年松下電器産業（現パナソニック）（株）入社，
現在に至る．半導体製造装置開発，MIT AI Lab 客員
研究員，マイクロマシン開発を経て，現在次世代ロボ
ット技術の開発に従事．工学博士，フルードパワーシ
ステム学会，IEEE正会員．（日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文は，人工筋を用いた重量物用のパワーアシストアームを制御系も

含めて提案しており，その有用性が高く評価された．

本研究では，柔軟な構造を有し，構造そのものが変形することにより，
動作伝達・変換を行う機構であるコンプライアントメカニズムをパラレル
メカニズムに応用した，コンプライアント―パラレル（C-P）メカニズム
を提案し，試作機を開発した．本試作機は，レンズ等の光学部品組み立て
のための多自由度位置決め装置へ応用する．まず，広い動作域実現のため，
過去に本研究で提案した互違溝付ばね関節を改良し，± 61.75［deg］の
屈曲角度を有するばね関節を提案した．さらに，並進 3自由度のパラレル
メカニズムDELTAを二つ組み合わせた 5自由度のパラレルメカニズム
を提案した．この機構では，回転 2自由度関節が必要であったため，本研
究で新規に回転 2自由度ばね関節を提案した．次に，提案した C-P メカ
ニズム試作機を開発し，評価実験を行った．その結果，平均繰り返し精度：
0.74［mm］，0.010［deg］，動作域：400 × 150 × 150［mm］を有するこ
とが分かった．また，剛性や共振周波数も評価した．これらより，光学部
品位置決め装置へ応用可能であることが示され，提案したばね関節とC-P
メカニズムの有効性が確認された．

 小塚裕明（Hiroaki Kozuka）
2013 年名古屋工業大学大学院工学研究科機能工学専攻
博士後期課程修了．同年 4月より金沢大学理工研究域
機械工学系助教，現在に至る．コンプライアントメカ
ニズムおよびパラレルメカニズムに興味をもち，精密
位置決めロボット等に関する研究に従事．博士（工学）．
IEEE，日本機械学会，各会員．

 （日本ロボット学会正会員）

 荒田純平（Jumpei Arata）
2004 年東京大学大学院産業機械工学専攻博士課程修
了．現在九州大学先端医療イノベーションセンター准
教授．1998 ～ 2001 年にかけて 2年間スイス EPFL に
て研究助手としてパラレルメカニズムなどの研究に携
わる．2010年9月～12月スイスETH Zurich客員教員．
これまでにパラレルメカニズム，コンプライアントメ

カニズムを応用した手術支援システムなどの医療ロボット，力覚提示装置，
産業ロボット等の研究に従事． （日本ロボット学会正会員）

 奥田憲司（Kenji Okuda）
1983 年ブラザー工業（株）入社後，主に生産技術関係
業務に従事，情報機器関連製品の生産ライン構築，自
動化設備の導入業務に携わる．これまでにカラーコピ
ー，レーザプリンタの自動組立設備設計および生産ラ
イン構築に代表される，光学機器に関する製造技術開
発を行う．

 翁長明範（Akinori Onaga）
1988 年ブラザー工業（株）入社後，主に生産技術関連
業務に従事．小型高速スカラ型ロボット，小型マシニ
ングセンターに加えて，レーザプリンタ，インクジェ
ットプリンタ等の光学機器の精密調整・検査技術等の
開発を行う．

コンプライアント―パラレルメカニズムを
応用した高精度・広動作域位置決め装置

小塚　裕明　　荒田　純平　　奥田　憲司　　翁長　明範
大野　元嗣　　佐野　明人　　藤本　英雄

（日本ロボット学会誌　第 30 巻　第 7号，pp. 735-743）
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第 28回学会誌論文賞選考小委員会委員

委員長 大隅　　久（中央大学）
幹　事 田中　一男（電気通信大学）
 王　　碩玉（高知工科大学）

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

梅田　和昇（中央大学）
大須賀公一（大阪大学）
小俣　　透（東京工業大学）
木口　量夫（九州大学）
昆陽　雅司（東北大学）
永谷　圭司（東北大学）
並木　明夫（千葉大学）
野田　哲男（三菱電機）

橋本　浩一（東北大学）
堀　　俊夫（産業技術総合研究所）
毛利　哲也（岐阜大学）
山北　昌毅（東京工業大学）
山崎　公俊（信州大学）
山下　　淳（東京大学）
山本　大介（東芝）

 大野元嗣（Motoshi Ohno）
これまでブラザー工業（株）において，カラーコピー
機，FAX等の製品開発，またプリンティング事業製
品に関する工法，設備開発として，これまでに光学機
器における自動組み付け機，読み込みユニット調整・
組立ておよび検査装置等の開発に携わる．

 佐野明人（Akihito Sano）
1987 年 3 月岐阜大学大学院工学研究科精密工学専攻修
士課程修了．現在，名古屋工業大学大学院工学研究科
機能工学専攻教授．触覚テクノロジー，人間・機械系，
受動歩行の研究に従事．2004 年度日本機械学会ロボテ
ィクス・メカトロニクス部門一般表彰（ROBOMEC
表彰），2005 年度計測自動制御学会論文賞・友田賞な

どを受賞．2008・2009 年度本学会評議員，2010・2011 年度本学会理事，
日本機械学会フェロー，計測自動制御学会，日本バーチャルリアリティ学
会などの会員．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

 藤本英雄（Hideo Fujimoto）
1970 年名古屋大学工学部機械学科卒業．名古屋工業大
学教授を経て，現在同大学名誉教授．医学工学や感性
の工学，ロボティクスなどに興味を持つ．工学博士．
ASME最優秀論文賞など多数受賞．スケジューリング
学会会長，SICE 常務理事，文部省科学技術学術審議
会文化資源委員会委員．愛知県ものづくり人材育成協

議会座長，SICE 中部支部支部長，名古屋工業大学ものづくりテクノセン
ター長，理化学研究所研究員，日本機械学会フェロー・評議員，日本ロボ
ット学会理事などを歴任． （日本ロボット学会正会員）

選考理由：
本論文は，小型部品のピッキングと位置決め方法を提案しており，その

有用性が高く評価された．

従来，三次元環境情報を用いた移動ロボットの位置同定は，点群を用い
た ICP 法や，点群や面，ボクセルの分布を比較する手法が用いられるが，
これらの手法は大規模環境での位置同定に適用するには計算量や同定精度
に問題があった．これに対し，本論文では，ICP 法に代わる高速な点群デ
ータの位置合わせ手法として提案されたNDTに着目し，事前にレーザ計
測により得られた大規模な三次元環境地図と，移動ロボットに搭載した
RGB-D カメラを用いた，高速な大域的位置同定および局所的位置追跡手
法を提案した．

 鄭　龍振（Jeong Yongjin）
2010 年韓国釜山大学工学部情報コンピュータ工学科卒
業．2012 年九州大学大学院システム情報科学府修士課
程修了．同年（株）Robot And Design 入社．2014 年
九州大学大学院システム情報科学府博士後期課程入
学，現在に至る．群ロボット，レーザ計測の研究に従
事．

大規模な三次元環境地図と RGB-Dカメラを
用いた移動ロボットの広域位置同定

鄭　　龍振　　倉爪　　亮　　岩下　友美　　長谷川　勉
（日本ロボット学会誌　第 31 巻　第 9号，pp. 896-906）

 倉爪　亮（Ryo Kurazume）
1991 年東京工業大学機械物理工学専攻修士課程修了．
同年（株）富士通研究所入社，1995 年東京工業大学機
械宇宙学科助手，2000 年スタンフォード大客員研究員，
同年東京大学生産技術研究所博士研究員，2002 年九州
大学システム情報科学研究院助教授，2007 年より同教
授，現在に至る．日本ロボット学会論文賞，日本ロボ

ット学会功労賞，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門学術業
績賞等受賞．群ロボット，歩行機械，レーザ計測の研究に従事．博士（工
学）． （日本ロボット学会正会員）

 岩下友美（Yumi Iwashita）
2007 年九州大学大学院システム情報科学府知能システ
ム学専攻博士課程修了．日本学術振興会特別研究員，
Imperial College London 客員研究員を経て，同年よ
り九州大学大学院システム情報科学研究院助教，現在
に至る．2011 年から NASAジェット推進研究所客員
研究員（2015 年まで）．コンピュータビジョン，生体

認証に関する研究に従事．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

 長谷川勉（Tsutomu Hasegawa）
1973 年東京工業大学電子物理工学科卒業．同年電子技
術総合研究所勤務．1992 年より九州大学工学部情報工
学科教授．2013 年より国立高等専門学校機構熊本高等
専門学校校長．日本ロボット学会論文賞，日本機械学
会賞技術功績賞，文部科学大臣表彰科学技術賞等受賞，
知能ロボットの研究に従事．工学博士．

 （日本ロボット学会フェロー・正会員）

選考理由：
本論文は，大規模な三次元データを効率的に利用した位置同定手法を提
案しており，その有用性が高く評価された．
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日本ロボット学会第 2回 Advanced Robotics Best Paper Awardの贈呈
―第 2回 Advanced Robotics Best Paper Award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，
本学会の欧文誌（Advanced Robotics）に発表された論文のうち，特に優
秀なものに対して毎年Advanced Robotics Best Paper Award を贈呈して
います．
今回選考の対象となったのは，2012 年 1月から2013 年 12月にAdvanced 
Robotics に掲載された論文であり，この中から 24 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 2回Advanced Robotics 
Best Paper Award 選考小委員会を組織し，3回にわたる厳正かつ公正な
審査を行った結果，次の 3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．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 2回Advanced Robotics Best Paper Award 選考小委員会委員長

　大隅　　久

This paper presents a decentralized controller to guide a group of 
aerial robots to converge to and to move along a simple closed curve 
specifi ed in a three-dimensional environment. This curve may be con-
sidered as a perimeter to be surveilled by the robots. The solution pre-
sented in this paper is based on an artifi cial vector fi eld modulated by a 
collision avoidance scheme and relies only on local sensing. Proofs of 
asymptotic stability of the proposed controller are devised for a team of 
kinematically controlled rotorcrafts. Experimental results with a group 
of autonomous quadrotors are presented to validate the applicability and 
performance of the approach.

 Luciano Pimenta
Luciano Pimenta received the B. S., M. Sc., and Ph. D. 
degrees in e lectr ica l engineering from the 
Universidade Federal de Minas Gerais（UFMG）, 
Brazil, in 2003, 2005, and 2009, respectively. He is 
current ly an Ass istant Professor with the 
Department of Electronic Engineering at UFMG. His 

research interests include robotics and control theory.

 Guilherme A. S. Pereira
Guilherme A. S. Pereira received the B. S. and M. S. 
degrees in electrical engineering and the Ph. D. 
degree in computer science from the Federal 
University of Minas Gerais（UFMG）, Brazil, in 1998, 
2000, and 2003, respectively. Since 2004 he has been 
an Associate Professor with the Department of 

Electrical Engineering, UFMG. His research interests include coopera-
tive robotics and autonomous vehicle developments.

Decentralized controllers for perimeter 
surveillance with teams of aerial robots
Luciano C. A. Pimenta,  Guilherme A. S. Pereira,

Mateus M. Gonçalves,  Nathan Michael,
Matthew Turpin,  Vijay Kumar

（Advanced Robotics, Vol. 27, Issue 9, pp. 697-709）

 Mateus M. Gonçalves
Mateus Mariano Gonçalves has a B. Eng and a M. Sc. 
from Federal University of Minas Gerais, Brazil, 
where he worked with decentralized control strate-
gies for swarms of aerial robots. Nowadays, he is a 
lieutenant of Brazilian Navy Engineering Corps.

 Nathan Michael
Nathan Michael is an Assistant Research Professor 
in the Robotics Institute at Carnegie Mellon 
University in Pittsburgh, Pennsylvania. Previously, 
he received a Ph. D. from the Department of 
Mechanical Engineering at the University of 
Pennsylvania（2008）before transitioning into a 

Research Faculty position in the same department（2010）. His research 
focuses on enabling autonomous ground and aerial vehicles to robustly 
operate in uncertain environments with emphasis on robust state esti-
mation, control, and cooperative autonomy.

 Matthew Turpin
Matthew Turpin has recently received his PhD from 
the Department of Mechanical Engineering and 
App l i e d  Mechan i c s  a t  t h e  Un i v e r s i t y  o f 
Pennsylvania. His work is on the coupling between 
goal assignment and planning of trajectories as well 
as formation control for micro-aerial vehicles.

 Vijay Kumar
Vijay Kumar is the UPS Foundation Professor in the 
School of Engineering and Applied Science with 
appointments in the Departments of Mechanical 
Engineering and Applied Mechanics, Computer and 
Information Science, and Electrical and Systems 
Engineering. Kumar’s group works on creating 

autonomous ground and aerial robots, designing bio-inspired algorithms 
for collective behaviors, and on robot swarms. They have won many 
best paper awards at conferences, and group alumni are leaders in 
teaching, research, business and entrepreneurship. Kumar is a fellow of 
ASME and IEEE and a member of the National Academy of 
Engineering.

選考理由：
本論文では，近年社会的ニーズが急速に高まりつつある小型飛行ロボッ
トについて，その集団飛行フォーメーション制御について論じ，軌道への
収束性や衝突回避性を理論的に保障する手法を提案している．本論文の内
容について，理論的バックグラウンドが明確である点，実験による実証が
示されている点，波及効果が大きいと予想される点が高く評価された．
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This study addresses a framework for a robot audition system, includ-
ing sound source localization（SSL）and sound source separation（SSS）, 
that can robustly recognize simultaneous speeches in a real environ-
ment. To improve the recognition, this study considers two issues：（1）
the resolution of pre-measured transfer functions（TFs）determines the 
resolution of SSL and SSS and（2）their computational cost is expensive 
for real-time processing. For the f irst issue, we propose a 
TF-interpolation method integrating time-domain-based and frequen-
cy-domain-based interpolation, which achieves super-resolution robot 
audition. For the second issue, we propose two methods for SSL：
MUSIC based on generalized singular value decomposition（GSVD-
MUSIC）and hierarchical SSL（H-SSL）. The integration of GSVD-MUSIC 
and H-SSL drastically reduces the computational cost while maintaining 
noise-robustness. These techniques are integrated into a robot audition 
system, and the evaluation successfully showed its validity.

 Keisuke Nakamura
received a B. E. in 2007 from the Department of 
Control and System Engineering, Tokyo Institute of 
Technology ,  Japan .  He a lso studied in the 
Department of Electronic and Electrical Engineering 
at the University of Strathclyde, United Kingdom 
from 2007 to 2008. He received an M. E. from the 

Department of Mechanical and Control Engineering at Tokyo Institute 
of Technology in 2010, and Ph. D. in Informatics in 2013 from Kyoto 
University, Japan. He is currently Researcher for Honda Research 
Institute Japan, Co., Ltd. His research interests are in the fi eld of robot-
ics, control engineering, signal processing, computational auditory scene 
analysis, multi-modal integration, and robot audition. He is currently a 
member of RSJ, JSAI, SICE, and IEEE.

 Kazuhiro Nakadai
received B. E. in electrical engineering in 1993, M. E. 
in information engineering in 1995, and Ph. D. in elec-
trical engineering in 2003 from the University of 
Tokyo. He worked with Nippon Telegraph and 
Telephone and NTT Comware Corporation from 
1995 to 1999. He was a researcher for Kitano 

Symbiotic Systems Project, ERATO, Japan Science and Technology 
Agency（JST）from 1999 to 2003. He is currently a principal researcher 
for Honda Research Institute Japan Co., Ltd. He was concurrently a vis-
iting associate professor at Tokyo Institute of Technology from 2006 to 
2010. From 2011, he concurrently has two visiting professor positions at 
Tokyo Institute of Technology and Waseda University. His research 
interests include AI, robotics, signal processing, computational auditory 
scene analysis, multi-modal integration and robot audition. He is a mem-
ber of ASJ, RSJ, JSAI, IPSJ, HIS, and IEEE.

 Hiroshi G. Okuno
He received the B. A. and Ph. D degrees from the 
University of Tokyo, Japan, in 1972 and 1996, respec-
tively. He is currently a professor of the Graduate 
Program for Embedded Informatics, Waseda 
University and a professor emeritus of Kyoto 
University, Japan. He received various awards 

A real-time super-resolution robot audition 
system that improves the robustness of 
simultaneous speech recognition

Keisuke Nakamura,  Kazuhiro Nakadai,  Hiroshi G. Okuno
（Advanced Robotics, Vol. 27, Issue 12, pp. 933-945）

including the Best Paper Awards of JSAI. His research interests include 
computational auditory scene analysis, robot audition and music scene 
analysis.

選考理由：
本論文では，人間とのインターフェイスとして重要性の高い会話認識機
能について，複数話者認識に対する時間・周波数補完，特異値分解・階層
的探査による高速化などを用いて，実用的な精度・効率向上をもたらすア
ルゴリズムが提案されている．従前の手法に対して，明確な優位性を持っ
た結果が示されており，聴覚システムとして完成度が高く，様々な応用が
期待できる点が高く評価された．

Roller-Walker is a leg-wheel hybrid mobile robot using a passive 
wheel equipped on the tip of each leg. The passive wheel can be trans-
formed into sole mode by rotating the ankle roll joint when Roller-
Walker walks on a rough terrain. This paper discusses energy effi  ciency 
of locomotion in wheeled mode. We defi ne a leg trajectory to produce 
forward straight propulsion and discuss the relationships between the 
parameters of leg trajectory and energy efficiency of the propulsion 
using a dynamics simulator. We fi nd optimum parameter sets where 
optimization criterion is specifi c resistance. The results indicate the fast-
er locomotion achieves the higher energy effi  ciency. Then we carried 
out hardware experiments and empirically derived experimental specif-
ic resistance. We show that wheeled locomotion has 8 times higher ener-
gy effi  ciency than ordinary crawl gait. Finally we compare the specifi c 
resistance of Roller-Walker with other walking robots described in the 
literatures.

 Gen Endo
Gen Endo received his BS, MS, and PhD degrees 
from Tokyo Institute of Technology, Japan, in 1996, 
1998, and 2000, respectively. From 2000 to 2007, he 
worked at Sony Corp. and was also a visiting 
researcher at the Advanced Telecommunication 
Research Institute International. In 2007, he joined 

the faculty of Tokyo Institute of Technology as assistant professor and 
from 2014 he is an associate professor at institute of biomaterials and 
bioengineering of Tokyo Medical and Dental University. His research 
interests include mechanism design, biologically inspired robots, welfare 
robots and medical robots.

 Shigeo Hirose
Shigeo Hirose is an emeritus professor of Tokyo 
Institute of Technology and holding the CTO posi-
tion at HiBot Corporation. He received PhD. degree 
in 1976 in Control Engineering from Tokyo Institute 
of Technology. His research interest is in the cre-
ative design of robotic mechanisms and their control. 

He was awarded more than 50 academic awards, including IEEE 
Robotics and Automation Award（2014）, Joseph Engelberger Robotics 
Award（2009）, Medal with Purple Ribbon from Japanese government
（2006）, Award of Merits from IFToMM（2004）, and the fi rst Pioneer in 

Study on Roller-Walker-Improvement of 
Locomotive Effi  ciency of Quadrupted Robots 

by Passive Wheels
Gen Endo,  Shigeo Hirose

（Advanced Robotics Vol. 26, Issue 8-9, pp. 969-988）
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Robotics&Automation Award（1999）. He is a Fellow of IEEE, JSME and 
RSJ.

選考理由：
本論文では，能動駆動される脚（マニピュレータ）先端に受動車輪を取

り付けたシステムについて，そのエネルギー効率について論じている．走
行時のエネルギーの算出結果と実測結果を丁寧に比較し，新規な知見を提
供している．本論文の内容について，脚式ロボットに対する多様な移動モ
ードの付与，その特性・利点についての評価が明示された点が高く評価さ
れた．

第 2回 Advanced Robotics 
Best Paper Award選考小委員会委員

委員長 大隅　　久（中央大学）
幹　事 尾形　哲也（早稲田大学）
 倉林　大輔（東京工業大学）

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

下田　真吾（理化学研究所）
永谷　圭司（東北大学）
大矢　晃久（筑波大学）
友納　正裕（千葉工業大学）

武田　行生（東京工業大学）
長谷川　修（東京工業大学）
和田　一義（首都大学東京）
岡田　　慧（東京大学）



―お知らせ 20―JRSJ Vol. 32 No. 9 Nov., 2014

お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会第 19回実用化技術賞の贈呈
̶第 19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 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．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 19 回実用化技術賞選考小委員会委員長　高西　淳夫

推薦理由：
本システムはロボット自身の耳として実際のロボットに搭載することが

できる小型・軽量の聴覚センサに関するものである．ロボット自身に聴覚
を持たせ，音から各種情報を認識・理解するための研究には音源定位，音
源分離，認識がある．音源定位と音源分離では複数のマイクロホンを使っ
たマイクロホンアレイが多く用いられていて，本システムもマイクロホン
アレイを構築することができるように多チャンネルの音声入力を備えてい
る．従来より多チャンネルの音声入力が可能な装置は存在するが，チャネ
ルの数だけ入力ポート（コネクタ）やアナログ回路が必要であるなど，装
置が大きく，ロボットという限られたスペースに搭載するのは困難であっ
た．本システムでは信号品質を維持しつつ回路の最適化等を行い，多チャ
ンネルの音声入力を備えながらも小型・軽量化を実現した．ワイヤレスに
よる音声データ転送もできることなども評価され実際のロボットに搭載さ
れ活用されている．また最新の RASP-ZX ではマイク同士を多段接続す
る技術を独自開発し，1ポートでも複数のマイクロホンを扱えるようした．
これによりコネクタの実装面積が大幅に削減でき，35［mm］× 35［mm］×
15［mm］と非常に小型な聴覚センサ（マイクロホンアレイ）をロボット
に提供できるようになっている．本技術は，小型・高性能化を実現した使
い勝手の良い優れた製品で販売実績も多数あり，学会等でもそれを組み込
んだ応用システムが発表されていることから，その実用性を高く評価でき
る．

 釜島　力（Tsutomu Kamashima）
1991 年日本電子システムテクノロジー（株）入社．
2005 年信州大学大学院工学系研究科修了（理学博士）．
2010 年 7 月事業移転に伴い（株）システムインフロン
ティアに転籍．継続して音響処理装置の開発に従事．

ロボット聴覚プラットフォーム RASP
釜島　　力　　高木健太郎　　川瀬　宏和　　岡野　理紗

（株式会社システムインフロンティア）

 高木健太郎（Kentarou Takagi）
1999 年明星大学情報学部電子情報学科卒業．同年日本
電子システムテクノロジー（株）入社．2010 年 7 月事
業移転に伴い（株）システムインフロンティアに転籍．
継続して音響処理装置の開発に従事．

 川瀬宏和（Hirokazu Kawase）
1993 年武蔵工業大学工学部電気電子工学科卒業．2001
年日本電子システムテクノロジー（株）入社．2010 年
7 月事業移転に伴い（株）システムインフロンティア
に転籍．継続して音響処理装置の開発に従事．

 岡野理紗（Lisa Okano）
2009 年東京電機大学理工学研究科生命工学専攻修了．
同年日本電子システムテクノロジー（株）入社．2010
年 7 月事業移転に伴い（株）システムインフロンティ
アに転籍．継続して音響処理装置の開発に従事．

推薦理由：
東京電力福島第一原子力発電所の建屋解体・がれき撤去工事は，放射線
環境下で行われるため，作業員の被ばく線量の低減を図りながら効率的に
作業するために，昨年の作業開始時から多数の監視カメラや無線システム
が配備された重機の長距離遠隔操縦技術を利用した無人化施工システムが
適用されている．この解体工事で発生する放射線がれきの構内保管施設へ
の搬送作業においても遠隔操縦型重機や放射線遮蔽型重機の導入による作
業員の被ばく線量低減対策が実施されてきた．しかし，より高線量のがれ
きの出現等により作業環境は依然厳しく，一層の被ばく低減と作業効率の
向上，遠隔操作等で問題となる操作ミスの低減のための改善は常に追い求
めて行かなければならない重要な課題となっている．そのための解決方法
として，申請者らは搬送作業に使用する重機を自動化する検討を進めた．
その結果，最新の計測技術，制御技術を適用して，障害物や走行ルートを
自律的に認識，判断しながら既設走路上を自動で搬送するシステムを開発
し，実作業に適用した．自動化の対象は，福島第一原子力発電所の原子炉
建屋解体時に発生する鉄筋コンクリートガラおよび鉄骨を収納した鋼製コ
ンテナを解体現場から構内保管施設内のコンテナ貯蔵場所までの搬送作業
である．具体的には次の二つの作業を自動化した．
a．  クローラダンプによる屋外での搬送作業（原子炉建～構内保管施設の
約 1［km］）

b．  フォークリトによる構内保管施設での搬送作業（地上～下倉庫約 800
［m］）
自己位置推定や経路計画などの自律移動ロボット技術が，屋内外をシー

放射線環境下における解体がれきの
自律搬送システム

三浦　　悟　　浜本　研一　　黒沼　　出　　大塩　　真
片村　立太　　加賀美　聡　　Simon Thompson

（鹿島建設株式会社，独立行政法人産業技術総合研究所）
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第 19回実用化技術賞選考小委員会委員

委員長 高西　淳夫（早稲田大学）
幹　事 小林　　宏（東京理科大学）
 石田　勇一（不二越）

委　員

注）本年度退任委員のみ掲載

相山　康道（筑波大学）
稲邑　哲也（国立情報学研究所）
北野　　斉（パナソニック）
嶋地　直広（北陽電機）
髙松　　淳（ 奈良先端科学技術大学

院大学）

水内　郁夫（東京農工大学）
目黒　淳一（豊田中央研究所）
矢入　健久（東京大学）
安川　裕介（富士通研究所）

ムレスに実現できており，実環境下で一定期間運用し実績を挙げているこ
と，およびその実績に裏付けられるシステムとしての完成度の高さ，さら
には社会的に貢献しているという点が評価できる．

 三浦　悟（Satoru Miura）
1979 年早稲田大学理工学部卒業．同年鹿島建設（株）
入社．2005 年京都大学大学院工学研究科都市環境工学
専攻博士後期課程修了．博士（工学）．建設機械自動化，
構造物モニタリングの研究・開発に従事．土木学会，
地盤工学会などの会員．

 浜本研一（Kenniti Hamamoto）
2000 年京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻
博士後期課程修了．同年日本学術振興会特別研究員
（PD）．2001 年鹿島建設（株）入社．博士（情報学）．
建設機械自動化の研究・開発に従事．計測自動制御学
会，土木学会などの会員．

 黒沼　出（Izuru Kuronuma）
1994 年東北大学大学院工学研究科機械工学第二専攻博
士前期課程修了．同年鹿島建設（株）入社．建設機械
自動化の研究・開発に従事．日本機械学会，土木学会
などの会員． （日本ロボット学会正会員）

 大塩　真（Makoto Oshio）
1991 年東京都立大学大学院工学研究科機械工学専攻修
了．同年鹿島建設（株）入社．2000 年から 2002 年カ
ーネギーメロン大学ロボティクス研究所留学．建設機
械自動化の研究・開発に従事．日本機械学会会員．

 片村立太（Ryuta Katamura）
1992 年東京都立大学工学部機械工学科卒業．同年鹿島
建設（株）入社．建設機械自動化，振動制御の研究・
開発に従事．日本機械学会，日本建築学会会員．

 加賀美聡（Satoshi Kagami）
1997 年東京大学大学院の博士（工学）．同年東京大学
リサーチアソシエート．2001 年産総研デジタルヒュー
マン研究ラボ入所．副研究センター長．ロボットの認
識・計画・制御とそのリアルタイムシステムの研究に
従事． （日本ロボット学会正会員）

 Simon Thompson
2002 年オーストラリア国立大学の Ph. D.．同年産総研
デジタルヒューマン研究ラボ入所．主任研究員．移動
ロボットの自律移動および対人インタラクションの研
究に従事．
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第 6回ロボット活用社会貢献賞
選考小委員会委員

委員長 大隅　　久（中央大学）
幹　事 小林　　宏（東京理科大学）
 石田　勇一（不二越）

委　員
細田　祐司（日本ロボット学会）
岩城　　敏（広島市立大学）
沢崎　直之（富士通研究所）

尾崎　功一（宇都宮大学）
小林英津子（東京大学）

日本ロボット学会第 6回ロボット活用社会貢献賞の贈呈
―第 6回ロボット活用社会貢献賞選考結果報告―

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，7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．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 6 回ロボット活用社会貢献賞選考小委員会委員長　大隅　　久

推薦理由：
ロボットスーツHALの開発を通じ，人間の身体能力を向上させる装着

型ロボットという，それまでにない新たな福祉機器のあり方を社会に示し
たことで，サイボーグ型ロボットとしてテレビ等で大きく取り上げられ，
社会的認知度は非常に高い．HALの開発を行っている CYBERDYNE株
式会社は，ビジネスとしての将来性も高く評価され，国内外において数々
の賞を受賞するとともに，日本政府の国家成長戦略の最先端医療関連産業
の創出の中でも，中核の一つとして大いに期待されているなど，社会的に
顕著な功績が認められる．

 山海嘉之（Yoshiyuki Sankai）
筑波大学システム情報系教授．世界初のサイボーグ型
ロボット「ロボットスーツHAL」の研究開発と社会
実装，医療生活支援ロボットの国際規格化，医療機器
化を実現．株式上場を達成し，人・社会・新世紀のロ
ボット産業づくりに貢献． （日本ロボット学会正会員）

推薦理由：
アザラシ型セラピーロボット“パロ”の開発を通じ，ロボットセラピー

という新たな概念を医療分野，およびロボット分野に確立するとともに，
すでに世界で 3,000 台を超える販売実績があり，今後も更なる普及が見込
まれる．東日本大震災では多くの避難所で被災者の心のケアに利用され，
その様子がテレビで紹介されるなど，社会的な認知度も高く，顕著な社会
的貢献が認められる．

ロボットスーツHALの開発及び
福祉ロボットビジネスへの展開に対する貢献

山海　嘉之

セラピーロボット “パロ ”の開発と
その普及に対する貢献

柴田　崇徳

 柴田崇徳（Takanori Shibata）
産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研
究部門・上級主任研究員，東京工業大学大学院総合理
工学研究科・連携教授，およびMIT AgeLab. ・客員
フェロー．アザラシ型ロボット・パロとロボット・セ
ラピーを研究開発し，社会導入を実施した．
 （日本ロボット学会正会員）
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お　　知　　ら　　せ

日本ロボット学会第 7回功労賞の贈呈
―第 7回功労賞選考結果報告―

第 7回功労賞選考小委員会委員

委員長 高西　淳夫（早稲田大学）
幹　事 岩城　　敏（広島市立大学）
 細田　祐司（日本ロボット学会）
委　員 沢崎　直之（富士通研究所）

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 5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，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．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 7 回功労賞選考小委員会委員長　高西　淳夫

【貢献の顕著さ】平成 23・24 年度において，遠隔システムを導入（構築）
し，平成 25 年度からロボット工学セミナーの遠隔配信を試験的に実施，
第 82 回から有料での遠隔セミナーを実施した．平成 26 年度から遠隔セミ
ナーが常設となった．また，セミナーだけではなく，理事会，委員会でも
利用され，会議の効率化にも大きく貢献した．
【候補者の努力の程度】平成 23・24 年度は事業計画委員として主導的に
遠隔セミナーの構築に携わった．また，マニュアルの整備にも大きく貢献
した．平成 25 年度は任期終了にもかかわらず，遠隔セミナーが安定実施
できるまで献身的にセミナーに参加し，システムの運用指導を担当した．

 大槻真嗣（Masatsugu Otsuki）
2005 年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程
修了．慶應義塾大学助手，宇宙航空研究開発機構プロ
ジェクト研究員を経て，2006 年より，同機構宇宙科学
研究所助教．現在米国ジェット推進研究所にVisiting 
Professor として滞在中． （日本ロボット学会正会員）

ロボット工学セミナーにおける
遠隔セミナーの設立と推進

大槻　真嗣
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日本ロボット学会第 29回研究奨励賞の贈呈
―第 29回研究奨励賞選考結果報告―

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こと
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 2013 年開催の第 31 回学術講演会において推薦のあった 25 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 8名を選考し，理事会において授与が決定されま
した．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 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 29 回研究奨励賞選考小委員会委員長　高西　淳夫

 福島俊彦（1987 年 7 月 14 日生）
東京大学
講演番号：2E2-08（第 31 回学術講演会）
講演題目：  棒高跳びロボットのポール曲げ動作による

跳躍高さ向上

本研究では，棒高跳びにおける競技者の巧みな身体
動作に着目し，この身体動作をポール曲げ動作としてモデル化することで，
ロボットによる棒高跳びを行った．結果，ポールの状態に応じて動的に曲
げモーメントを加えることで，跳躍高さが向上することを示した．ロボッ
ト実験では，ポール曲げ動作により跳躍高さが有意に向上し（14%向上），
これは跳躍方向の垂直化，および跳躍速度の向上によるものであった（垂
直成分 3.3 倍，跳躍速度 2.0 倍）．この結果は，「弾性体を介して環境と接
触する時間を利用した，弾性体へのアクチュエーション」の一例を示し，
本手法をより多様な弾性体へ適用することで，ロボットの制御戦略の拡大
が期待される．

 福井　類（1979 年 7 月 23 日生）
東京大学
講演番号：1E1-01（第 31 回学術講演会）
講演題目：  装着型手首凹凸計測デバイスによる回内角

度変化を許容する手形状識別

このたびは第 29 回日本ロボット学会研究奨励賞と
いう栄誉ある賞をいただき，大変光栄に思います．装着型手首凹凸計測デ
バイスの研究は人の巧みな手先の動きを機械操作のインタフェースとして
用いることを狙ったものです．筋腱の伸縮に伴う手首凹凸変化を腕時計型
デバイスに内蔵した高密度距離センサアレイにより計測し，機械学習によ
って手形状を認識する点がコア技術となります．手首凹凸は手形状以外に
も手の捻り（回内・回外運動）等によっても変化するため，これらを如何
に分離して認識するかが技術課題となります．認識アルゴリズムを設計す
る過程がすなわち人を知る研究になっており，非常にやりがいのある課題
だと考えております．

 田中淳也（1984 年 2 月 10 日生）
（株）東芝
講演番号：2E2-03（第 31 回学術講演会）
講演題目：  小型ガススプリングを利用した把持機構の

研究開発

本研究では，多様な物体の把持運搬作業を目的とし
て，小型低出力モータ 1個のみでも小型ガススプリングの反発力と送りね
じ機構と多リンク構造の指関節連動駆動とを組み合わせることで，高い把
持力を生成可能な機構を考案し，2指と 1指が対向配置の 3指 3関節把持
機構の試作評価を通してこれを実証した．また考案した機構は，把持物落
下防止のためモータへの電力供給を遮断しても把持状態が維持可能である
こと，予期せぬ外力による破損防止のため機構的なコンプライアンス性を
有すること，ある程度のなじみ把持動作が可能であることを確認した．得
られた研究成果を把持運搬作業自動化実現へ向けて発展させることで，世
の中へ貢献していきたい．

 嶋田直矢（1986 年 8 月 30 日生）
東京大学
講演番号：1F1-03（第 31 回学術講演会）
講演題目：  光駆動マイクロロボットを用いた単一顕

微鏡平面像からの 3次元細胞機械特性計
測

このたびは，ロボット学会研究奨励賞をいただき大変光栄に存じます．
本研究では，細胞機能と力学刺激の関係を解明する新ツールとして，生細
胞の機械特性を三次元かつリアルタイムに計測可能なマイクロマシン系を
開発しました．本システムは，レーザトラッピングにより駆動制御可能な
マイクロマシンの形状的工夫のみで実現しています．そのため，観察光学
系に共焦点顕微鏡などが不要であり，従来の実験装置をそのまま利用可能
です．この受賞を励みに，さらに高度なシステムとして実用化に向け努力
してまいります．最後になりましたが，ご指導いただいた諸先生方に深謝
申し上げます．

 安藤　健（1984 年 1 月 31 日生）
パナソニック（株）
講演番号：3C2-03（第 31 回学術講演会）
講演題目：  5 節リンク機構により洗浄性を向上したヘ

ッドケアロボットの開発

このたびは研究奨励賞という名誉ある賞をいただ
き，大変嬉しく思っております．ヘッドケアロボットは，手荒れや腰痛な
ど負担の大きい作業である洗髪を含むヘッドケアの自動化を目指したロボ
ットです．ヘッドケアの基本価値は，頭皮の洗浄になります．しかし，頭
部形状の個人差は大きく，従来機では頭部中央にロボットアームが届かず，
洗い残しが生じることがありました．本研究では，5節閉リンク機構を用
いたロボットアームを開発し，可動域を拡大させることで頭部全域を満遍
なく洗浄できることを，看護学で使われているATP拭取り法により示し
ました．今後は．ヘッドケアロボット含め医療福祉分野で役立つロボット
の開発・商品化に取り組んでいきます．
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第 29回研究奨励賞選考小委員会委員
委員長 高西　淳夫（早稲田大学）
幹　事 吉田　英一（産業技術総合研究所）
 尾崎　功一（宇都宮大学）

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

大槻　真嗣（宇宙航空研究開発機構）
小澤　隆太（立命館大学）
門根　秀樹（筑波大学）
川端　邦明（理化学研究所）
菊池　耕生（千葉工業大学）
木下　航一（オムロン）
國井　康晴（中央大学）
小林英津子（東京大学）
坂本　守行（川崎重工業）

滝田　謙介（日本工業大学）
伊達　　央（防衛大学校）
中村　明生（東京電機大学）
鍋嶌　厚太（CYBERDYNE）
福岡　泰宏（茨城大学）
程島　竜一（埼玉大学）
松浦　大輔（東京工業大学）
山本　　江（名古屋大学）

 本堂貴敏（1988 年 7 月 21 日生）
東京農工大学
講演番号：2I1-03（第 31 回学術講演会）
講演題目：  時間反転積分法と終端状態最適化に基づく

多関節投擲運動における制御入力計画法

投擲・打撃・蹴球運動に代表される非周期スイング
運動のための制御入力設計法として，「時間反転積分法」を提案した．リ
リース時の目標状態（関節角度と関節角速度）を与えたときに，初期状態
から目標状態に到達するための制御入力および軌道を，運動方程式を時間
軸逆向きに解くことで計算する．これにより，ある目標終端状態に到達す
るための制御入力時系列を 1回の数値積分で計算可能であり，更にその目
標状態を最適化することで，リリース時の先端速度最大化も可能となる．
今後，ダイナミックマニピュレーションの様々な応用可能性について模索
していきたい．

 竹村憲太郎（1978 年 5 月 7 日生）
東海大学
講演番号：1E1-04（第 31 回学術講演会）
講演題目：  角膜表面反射画像と環境画像を併用したキャ

リブレーションフリー視線計測法

このたびは，研究奨励賞を賜り，誠にありがとうご
ざいます．受賞した研究は，常時装着型の視線計測技術として，キャリブ
レーションの問題解決を目指したものです．角膜表面に反射した環境情報
を抽出し，環境カメラとの対応関係を求めることで，キャリブレーション
を行うことなく，注視点の推定を実現しました．常時装着型の実現には，
まだ問題が残っておりますが，今回の受賞を励みに今後も取り組みたいと
思います．また，本研究に関しては多くの先生方にご指導を賜りましたの
で，この場をお借りしまして皆様に御礼申し上げます．

 下野誠通（1980 年 2 月 23 日生）
横浜国立大学
講演番号：1N2-01（第 31 回学術講演会）
講演題目：円弧型シャフトモータのロバストモーショ
ンコントロール

このたびは第 29 回研究奨励賞という栄誉ある賞を
賜り，大変光栄に存じます．この場をお借りして，常日頃から懇切丁寧に
ご指導いただいております皆様に心より深謝申し上げます．受賞対象とな
りました発表論文では，著者らが試作開発した円弧円筒形コアレスリニア
モータのためのロバストな運動制御手法を新たに提案しております．本モ
ータは，固定子と可動子が共に円弧形状をした独創的なリニアモータであ
り，バックドライバビリティが高く，ダイレクトドライブでの円周運動を
実現することができます．今後は，本モータの高性能化を図るとともに，
手術支援ロボットやリハビリテーションロボットなどへの応用研究を推進
していきたいと考えております．
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日本ロボット学会第 4回ロボティクスシンポジア研究奨励賞の贈呈
―第 4回ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考結果報告―

第 4回ロボティクスシンポジア
研究奨励賞選考小委員会委員

 委員長　高西　淳夫（早稲田大学）
 　幹事　尾崎　功一（宇都宮大学）
 　　　　小林英津子（東京大学）
委　員
吉田　英一（産業技術総合研究所） 加賀美　聡（産業技術総合研究所）

ロボティクスシンポジア研究奨励賞は，研究発表を奨励し，若手研究者
を積極的に育成することを目的とし，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 2014 年開催の第 19 回ロボティクスシンポジアにおいてロボティ

クスシンポジア実行委員会より推薦のあった 4名の方を対象に，選考小委
員会において厳正な審査を行って以下の 1名を選考し，理事会において授
与が決定されました．
表彰式は九州産業大学にて開催された第 32 回学術講演会において行わ

れ，会長から受賞者の方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 4回ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考小委員会委員長
　高西　淳夫

 戸森央貴（1987 年 6 月 1 日生）
中央大学
講演番号：5A3（第 19 回ロボティクスシンポジア）
講演題目：  空気圧ゴム人工筋肉マニピュレータによる

瞬発力のための可変インピーダンス制御

本研究は空気圧ゴム人工筋肉と磁気粘性流体から構
成された可変粘弾性関節の開発と制御を行っており，生物のような柔軟な
動きやダイナミックな運動，衝撃吸収等の多様な運動の実現を目指してい
ます．本研究を遂行することで，人間共存型のロボットとして人間親和性
の高い運動の実現に貢献できると考えています．ほかにも力覚提示装置へ
の応用も進めており，安全かつ多様な力覚の提示を目指しています．また，
本研究室で開発している軸方向繊維強化型人工筋肉は可変粘弾性関節だけ
でなく，ミミズ型ロボットや蠕動運動ポンプにも使用されており，管内検
査ロボットや固液混合流体の搬送ポンプとして期待されています．
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カレンダー
（2014年 11月～ 2016年 7月）

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

11/16～11/19 第 17 回情報論的学習理論ワークショップ（IBIS2014） 愛 知 32 巻 9 号・31

11/19・12/18
「第 11 回ロボット聴覚オープンソースソフトウェアHARK講習会」および
「第 1回 HARKハッカソン」

東 京 32 巻 8 号・15

11/21～11/23 マイクロマウス 2014（第 35 回全日本マイクロマウス大会） 神 奈 川 32 巻 6 号・19

11/21～11/23 システム・情報部門学術講演会 2014（SSI2014） 岡 山 32 巻 7 号・16

11/23・11/24 青少年のためのロボフェスタ 2014 神 奈 川 32 巻 7 号・17

11/25・11/26
SICE セミナー「モデルベースト制御系設計～モデリングから制御系設計まで
を統計的に学ぶ～」2014

東 京 32 巻 9 号・31

11/26
No. 14-132 講習会「―若手機械設技術者のために―機械設計のための機構学と，
機構における摩擦の基本的取り扱い及び活用事例」

東 京 32 巻 9 号・31

11/27～11/30 Mecatronics2014 国際会議 東 京 32 巻 2 号・14

11/29
N0.14-137 第 13 回技術者のための技術者倫理セミナー―事故・不祥事の背景か
ら学ぶリスクマネジメント：スタップ論文から何を学ぶか―

東 京 32 巻 9 号・31

12/3 ～ 12/6 SCIS & ISIS 2014 福 岡 31巻 9号・24

12/3 ～ 12/6 SIGGRAPH ASIA 2014 中 国 32 巻 5 号・20

12/4 No. 14-105 講習会「産業に役立つアクチュエータ研究開発の最前線」 愛 知 32 巻 7 号・16

12/4・12/5 第 12 回 ITS シンポジウム 2014 宮 城

論文締切（査読あり）
2014/7/1
論文締切（査読なし）
2014/8/18

32 巻 5 号・20

12/4・12/5 ViEW2014 ビジョン技術の実利用ワークショップ 神 奈 川 32 巻 3 号・10

12/5・12/6 第 9 回若手シンポジウム～若手による材料研究の開拓・継承・融合～ 滋 賀 32 巻 9 号・31

12/12・12/13 第 11 回最適化シンポジウム 2014（OPTIS2014） 石 川 32 巻 4 号・20

12/15～12/17 第 15 回 SSICE システムインテグレーション部門講演会（SI2014） 東 京
申込締切 2014/8/22
原稿締切 2014/9/26

32 巻 5 号・20

12/20・12/21 トマトロボット競技会 福 岡 32 巻 5 号・20

12/20・12/21 進化計算シンポジウム 2014 広 島 申込締切 2014/11/7 32 巻 8 号・15

12/21 ～
2015　1/7

ウインター・サイエンスキャンプ ’14-’15 全国 9会場 32 巻 9 号・31

2015
1/21 ～ 1/23

第 20 回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム（AROB20th ’15） 大 分 32 巻 3 号・10

3/5・3/6 動的画像処理実利用化ワークショップDIA2015 広 島
講演申込締切
2014/12/12

32 巻 3 号・10

3/12・3/13 シンポジウム「モバイル ’15」 愛 知 32 巻 8 号・15

3/15・3/16 第 20回ロボティクスシンポジア 長 野 申込締切 2014/9/24
論文締切 2014/10/20 32巻 5号・19

4/22 ～ 4/24 OPTICS&PHOTONICS International Exhibition 2015（OPIE ’15） 神 奈 川 32 巻 8 号・15

4/22 ～ 4/25 第 6 回機素潤滑設計生産国際会議（ICMDT2015） 沖 縄 32 巻 9 号・31

7/2・7/3 安全工学シンポジウム 2014 東 京 32 巻 9 号・31

7/4 ～ 7/10 第 30 回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（30th ISTS） 兵 庫 32 巻 2 号・14
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開 催 日 行　　　　　　　　　　　　　　事 開 催 地 申込締切日 会誌掲載号

8/2 ～ 8/5
2015 IEEE メカトロニクス及びオートメーション国際会議
（2015 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation）
（IEEE ICMA2015）

中 国 32 巻 9 号・31

11/29 ～ 12/2 第 5 回世界工学会議（WECC2015） 京 都 32 巻 9 号・31

2016
7/24 ～ 7/29

第 31 回国際心理学会議（XXXI International Congress of Psychology：
ICP2016）

神 奈 川 31 巻 6 号・18

（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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共催・協賛行事のお知らせ

会　合　名
主　催 開催日・会場・その他 申込・問合せ先

第 17 回情報論的学習理論ワークショップ
（IBIS2014）

電子情報通信学会情報論的学習理論と
機械学習研究会（IBISML）

2014 年 11 月 16 日（日）～ 11 月 19 日（水）
名古屋工業大学・名古屋大学

IBIS2014 事務局
ibis2014@ibisml.org

SICE セミナー「モデルベースト制御系設計
～モデリングから制御系設計までを統計的
に学ぶ～」2014

公益社団法人計測自動制御学会

2014 年 11 月 25 日（火）・11 月 26 日（水）
東京理科大学森戸記念館第 2フォーラム
（東京都新宿区神楽坂 4-2-2）

部門協議会担当：鈴木和美
TEL：03-3814-4121　FAX：03-3814-4699
E-mail：bumon@sice.or.jp

No. 14-132 講習会「―若手機械設技術者の
ために―機械設計のための機構学と，機構
における摩擦の基本的取り扱い及び活用事
例」

日本機械学会機素潤滑設計部門

2014 年 11 月 26 日（水）
東京工業大学大岡山キャンパス石川台 3号
館 304 号室（工学系会議室）
（東京都目黒区大岡山 2-12-1）

日本機械学会機素潤滑設計部門
（担当：高橋　綾）
TEL. 03-5360-3504
E-mail：a.takahashi@jsme.or.jp

N0.14-137 第 13 回技術者のための技術者倫
理セミナー―事故・不祥事の背景から学ぶ
リスクマネジメント：スタップ論文から何
を学ぶか―

一般社団法人日本機械学会
（技術と社会部門，イノベーションセンター）

2014 年 11 月 29 日（土）
東京工業大学キャンパスイノベーションセ
ンター東京 5階 501 号室
（〒 108-0023　東京都港区芝浦 3-3-6）

一般社団法人日本機械学会技術と社会部門
（担当職員：曽根原雅代）
FAX. 03-5360-3508
E-mail：sonehara@jsme.or.jp

第 9 回若手シンポジウム～若手による材料
研究の開拓・継承・融合～

公益社団法人日本材料学会関西支部

2014 年 12 月 5 日（金）・12 月 6 日（土）
滋賀県青年会館アープしが
（〒 520-0851　滋賀県大津市唐橋町 23-3）
TEL：077-537-2753　FAX：077-537-2756

日本材料学会関西支部
TEL. 075-761-5324　FAX. 075-761-5325
E-mail：kansai@jsms.jp

第 6 回機素潤滑設計生産国際会議
（ICMDT2015）

一般社団法人日本機械学会

2015 年 4 月 22 日（水）～ 4月 25 日（土）
沖縄コンベンションセンター

一般社団法人日本機械学会機素潤滑設計部
門担当　高橋　綾
〒 160-0016　新宿区信濃町 35　信濃町煉瓦
館 5階
TEL. 03-5360-3504　FAX. 03-5360-3507
E-mail：a.takahashi@jsme.or.jp

安全工学シンポジウム 2014

日本学術会議

2015 年 7 月 2 日（木）・7月 3日（金）
日本学術会議講堂および会議室

（幹事学会）土木学会
TEL. 03-3355-3559　FAX. 03-5379-0125
E-mail：anzen2015@jsce.or.jp

2015 IEEE メカトロニクス及びオートメー
ション国際会議（2015 IEEE International 
Conference on Mechatronics and Automa-
tion）（IEEE ICMA2015）

IEEE Robotics and Automation Society
Beijing Institute of Technology

2015 年 8 月 2 日（日）～ 8月 5日（水）
中国北京市，Beijing Friendship Hotel

http://2015.ieee-icma.org

第 5 回世界工学会議（WECC2015）

公益社団法人日本工学会
日本学術会議

2015 年 11 月 29 日（日）～ 12 月 2 日（水）
国立京都国際会館
（京都市左京区岩倉大鷺町 422）

公益社団法人日本工学会WECC2015 担当
〒 162-0825　東京都新宿区神楽坂 4-2-2
TEL：03-6265-0672　FAX：03-6265-0673
E-mail：eng@jfes.or.jp

本会後援・協力行事
会　合　名

主　催 開催日・会場・その他 申込・問合せ先

ウインター・サイエンスキャンプ ’14-’15

公益財団法人日本科学技術振興財団

2014年12月21日（日）～2015年1月7日（水）
大学，公的研究機関（9会場）

サイエンスキャンプ本部事務局
TEL. 03-3212-2454　FAX. 03-3212-0014
E-mail：camp-boshu26@jsf.or.jp

本会協賛行事
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新入会員
（2014 年 9月入会の会員）

正 会 員
15406　植野　　剛 15412　浅野　豪文 15414　上田　隆一
15415　高畑　敦志 15425　酒井　貴史 15426　Hyun-Yong Han
15427　小倉　　潤 15429　蛭田　浩光 15431　河内山　聡
15434　伊東　徹雄 15447　大津聡一郎 15452　沢　　俊裕
15453　Kilgannon Justin 15461　谷合　由章

学 生 会 員
15401　濱田　一貴 15402　流田　裕介 15403　大竹　　亘
15404　山田　貴之 15405　宮田　哲明 15407　藤居　枝里
15408　長谷川湧大 15409　清水　恭平 15410　土谷　優人
15411　星　　　翼 15413　秋山　　亮 15416　華　　　曄
15417　棚木　瑞輝 15418　今井　啓明 15419　滝澤　　優
15420　並木　政人 15421　ダム クワン マン 15422　佐々木久幸
15423　柴山　真史 15424　郎　　詩萌 15428　神田宗一郎

15430　上間　圭祐 15432　Nishanth Koganti 15433　瀬戸山康之
15435　胡　　京雨 15436　松本　庸佑 15437　古川　　優
15438　久木田　要 15439　新福　宜侑 15440　伊澤　基博
15441　渡邊　大輔 15442　江川　直孝 15443　浦井　健次
15444　前原　広幸 15445　橋本　直樹 15446　竹内　　彰
15448　簑原　　凜 15449　本吉　　隆 15450　林　　鍾勳
15451　松崎　燦心 15454　下牧　祐大 15455　伯耆田　悟
15456　中島　俊史 15457　松澤　貴侑 15458　河西　　元
15459　兒玉　瑞希 15460　山田　幸佑 

賛 助 会 員
SO274　株式会社エイ・ダブリュ・ソフトウェア
SO275　株式会社オートネットワーク技術研究所
SO276　株式会社エクォス・リサーチ
SO277　株式会社ティービーアイ
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英文論文集のページ
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福岡工業大学教員公募
職名および人員：准教授または助教　1名
所　　属：情報工学部　情報システム工学科
専門分野：生体情報システム工学分野
学 科 目： システム工学，情報工学（おもな担当科目）

（情報リテラシー，生体情報計測学，生体システム論，センサ
情報処理，情報システム基礎実験，システム情報工学実験，卒
業研究など）

応募資格：専門分野の研究業績があり，以下の各項に該当する方
（１） 博士の学位を有する方または着任時までに取得可能な方，
（２）大学院の教育，研究指導の可能な方，（３）実験や研究で
実践的な学生指導ができる方が望ましい，（４）教育歴のある
方が望ましい

着任時期：平成 27 年 4 月 1 日
応募締切：平成 26 年 12 月 24 日（水）必着
提出書類： ①履歴書（学歴，職歴，学会および社会における活動等，写真

添付），②研究業績リスト（査読付き論文とその他の論文を区
別すること，また，外部資金の獲得実績や特許などもあれば記
載すること），③論文の別刷（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（A4 1 枚程度），⑤教育歴（こ
れまでの担当科目や役職，教育改善の取り組み，オープンキャ
ンパスなどでの展示，出前講義などについてもあれば記載する
こと），⑥教育に対する抱負（本学科は JABEE を推進してい
ます）（1,000 字程度），⑦応募者について問い合わせのできる
方 2名の氏名，所属，連絡先
※紙での提出のほか，電子ファイル等のデジタルデータでも提
出して下さい．ただし，③は任意．

書類提出先：福岡工業大学　教務課長　本行義洋
〒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（生体情報システム工
学分野）応募書類在中」と朱記の上，簡易書留にて郵送して下
さい．原則として応募書類は返却致しませんのでご了承下さい．

問 合 先：福岡工業大学　情報工学部　情報システム工学科　学科長　吉
田耕一
E-mail：k-yoshida@fi t.ac.jp
TEL：092-606-4991（ダイヤルイン）
FAX：092-606-0754（学科事務室）

備　　考： 本学は 65 歳定年です．また，助教も独立した研究室を持ち，
研究費も配分されます．

有料広告
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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 29 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 30 回学術講演会講演概要集（予稿集DVD-ROM付）
 本学会個人会員　10,000 円
 本学会個人会員以外　12,000 円
第 31 回学術講演会講演概要集（予稿集DVD-ROM付）
 本学会個人会員　10,000 円
 本学会個人会員以外　12,000 円
第 32 回学術講演会講演概要集（予稿集DVD-ROM付）
 本学会個人会員　10,000 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
第 18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 27 巻 第 1 号　〔特集〕　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
 第 9 号　〔 〃 〕　クオリティ・オブ・ライフのためのロボティクス
 第 10 号　〔 〃 〕　分子ロボティクス
第 29 巻 第 1 号　〔 〃 〕　ソーシャルロボットと人間理解
 第 2 号　〔 〃 〕　研究者が『ロボット』を伝えるために
 第 3 号　〔 〃 〕　人と接するロボットの研究を考える
 第 4 号　〔 〃 〕　ロボット技術の国際標準
 第 5 号　〔 〃 〕　確率理論のロボティクス応用
 第 6 号　〔 〃 〕　機構の知と技
 第 7号　〔 〃 〕　第28回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
 第 8号　〔 〃 〕　第28回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ
 第 9 号　〔 〃 〕　ロボットと安全コンポーネント
 第 10 号 〔 〃 〕　人ロボット共生学
第 30 巻 第 1 号　〔 〃 〕　共創知能システムプロジェクト
 第 2 号　〔 〃 〕　パラレルメカニズムと実用化
 第 3 号　〔 〃 〕　つくばチャレンジ論文特集号
 第 4 号　〔 〃 〕　2足歩行ロボット技術
 第 5 号　〔 〃 〕　ヒトの触感覚特性を活かす
 第 6 号　〔 〃 〕　広がるテレロボティクス
 第 7号　〔 〃 〕　第29回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
 第 8号　〔 〃 〕　第29回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ
 第 9 号　〔 〃 〕　ロボティクス研究のためのソフトウェアツールⅠ
 第 10 号 〔 〃 〕　創立 30 周年記念特集号―ロボット学会新世代：世界に向かって―
第 31 巻 第 1 号　〔 〃 〕　次世代ロボットのための知能化技術
 第 2 号　〔 〃 〕　ロボット教育論文特集号
 第 3 号　〔 〃 〕　ロボティクス研究のためのソフトウェアツールⅡ
 第 4 号　〔 〃 〕　マニピュレーション研究の最前線
 第 5 号　〔 〃 〕　材料の知
 第 6号　〔 〃 〕　人間環境と親和性の高いロボットのためのアクチュエータ特集号
 第 7 号　〔 〃 〕　第30回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
 第 8 号　〔 〃 〕　第30回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ
 第 9号　〔 〃 〕　ロボットのエージェンシーとインタラクション
 第 10 号 〔 〃 〕　日本ロボット学会-日本 SF作家クラブ　共同企画―ロボット工学とSF―
第 32 巻 第 1 号　〔 〃 〕　震災対応 レスキューロボットの活動を振り返ってⅠ
 第 2号　〔 〃 〕　震災対応 レスキューロボットの活動を振り返ってⅡ
 第 3 号　〔 〃 〕　知能化する家電
 第 4 号　〔 〃 〕　原点としての機巧
 第 5 号　〔 〃 〕　探査ローバ開発の今と新しい試み
 第 6 号　〔 〃 〕　ロボット工学における最適化手法
 第 7 号　〔 〃 〕　第 31回日本ロボット学会学術講演会論文特集号
 第 8 号　〔 〃 〕　懐に入り込むロボット技術

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: order@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 4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27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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（株）IHI
IHI 運搬機械（株）／開発部
（株）アヴィス
（株）アドイン研究所
（株）アトックス技術開発センター
育良精機（株）
（株）インフィテック
（株）エイ・ダブリュ・ソフトウェア
（株）エクォス・リサーチ
NTTコミュニケーションズ（株）
（株）NTTデータ／技術開発本部
エフエクスシステムス（株）
（株）オートネットワーク技術研究所
オリンパス（株）
川崎重工業（株）
キヤノン（株）
（株）クリムゾンインタラクティブ
（株）ココロ
コマツ／研究本部
サイバネットシステム（株）
（株）ジェイテクト
（株）システムインフロンティア
清水建設（株）
新明和工業（株）
スキューズ（株）
（株）スペイシーズ
セコム（株）／ IS 研究所
ソニー（株）
ソフトバンクモバイル（株）
（株）ソミック石川
（株）データベース
（株）ティービーアイ
（株）デンソーウェーブ
東急建設（株）

（株）東芝
戸田建設（株）
特許庁
トヨタ自動車（株）／元町工場
（株）豊田自動織機／コーポレートセンター／研究開
発センター
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）ナレッジ
日東精工（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）モノづくり本部
パナソニック（株）エコソリューションズ社
ビー・エル・オートテック（株）
日立建機（株）
（株）日立製作所／日立研究所
平田機工（株）
ファナック（株）
（株）フォーラムエイト
（株）不二越
富士通（株）
富士ソフト（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）
三菱重工業（株）
三菱電機（株）
（株）村田製作所／野洲事業所
（株）明電舎
矢崎総業（株）
（株）安川電機
（株）リアルビズ
（株）リコー

一般社団法人　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．

● 入会に関するお問い合わせは…

 一般社団法人　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
 URL : http:// www.rsj.or.jp/
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一般社団法人　日本ロボット学会　平成 26・27年度（2014・2015年度）役員
理　　事 会　長

　小平　紀生（三菱電機）
副会長
　髙西　淳夫（早稲田大学）
　大隅　　久（中央大学）
庶務担当
　岩城　　敏（広島市立大学）
　細田　祐司（日本ロボット学会）
＊沢崎　直之（富士通研究所）
財務担当
　塩沢　恵子（アドイン研究所）
＊井上　康之（安川電機）
企画担当
　小林　　宏（東京理科大学）
＊石田　勇一（不二越）
会誌担当
　田中　一男（電気通信大学）
＊王　　碩玉（高知工科大学）

一般社団法人　日本ロボット学会　代議員
任期：2011 年 3 月～ 2015 年 3 月　50 音順

足立　　勝（安川電機）
石井　和男（九州工業大学）
石原　秀則（香川大学）
尹　　英杰（トヨタテクニカルディ

ベロップメント）
上野　浩史（宇宙航空研究開発機構）
太田　　順（東京大学）
小俣　　透（東京工業大学）
包原　孝英（安川電機）

河原崎徳之（神奈川工科大学）
木室　義彦（福岡工業大学）
倉爪　　亮（九州大学）
榊原　伸介（ファナック）
坂根　茂幸（中央大学）
清水　正晴（千葉工業大学）
高橋　隆行（福島大学）
高松　　淳（奈良先端科学技術大学院大学）
塚越　秀行（東京工業大学）

長縄　明大（秋田大学）
深野　　亮（小松製作所）
前野　隆司（慶應義塾大学）
松本　吉央（産業技術総合研究所）
山下　　淳（静岡大学）
山本　晃生（東京大学）
余　　　永（鹿児島大学）
横山　和彦（安川電機）
脇田　優仁（産業技術総合研究所）

一般社団法人　日本ロボット学会　代議員
任期：2013 年 3 月～ 2017 年 3 月　50 音順

市川　明彦（名古屋大学）
王　　碩玉（高知工科大学）
川田　浩彦（北陽電気）
川原　知洋（九州工業大学）
北野　　斉（パナソニック）
見持　圭一（三菱重工業）
小林英津子（東京大学）
榊　　泰輔（九州産業大学）
朱　　　赤（前橋工科大学）
辻　　俊明（埼玉大学）
中尾　　学（富士通研究所）

中臺　一博（ホンダ・リサーチ・イ
ンスティテュート・ジャ
パン）

中村　明生（東京電機大学）
浪花　智英（福井大学）
野田　哲男（三菱電機）
羽田　芳朗（富士通研究所）
日高　洋士（富士通研究所）
平井　宏明（大阪大学）
程島　竜一（埼玉大学）
堀　　俊夫（産業技術総合研究所）

前田　雄介（横浜国立大学）
松浦　大輔（東京工業大学）
松日楽信人（芝浦工業大学）
松本　　治（産業技術総合研究所）
三宅　徳久（千葉大学）
山崎　文敬（イクシスリサーチ）
山本健次郎（日立製作所）
山本　元司（九州大学）
吉見　　卓（芝浦工業大学）

欧文誌担当
　尾形　哲也（早稲田大学）
＊倉林　大輔（東京工業大学）
事業担当
　尾崎　功一（宇都宮大学）
＊小林英津子（東京大学）
　倉爪　　亮（九州大学）
＊石川　　潤（東京電機大学）
国際担当
　前田　雄介（横浜国立大学）
＊平井　慎一（立命館大学）

監　　事
　油田　信一（芝浦工業大学）
＊平井　成興（千葉工業大学）

無印　任期：2013 年 3 月より 2015 年総会時まで
＊印　任期：2014 年 3 月より 2016 年総会時まで
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「高速ビジョンの応用展開」
特集について

高速ビジョンは通常のカメラのビデオフレームレート
30［Hz］を超え 1［kHz］レベルでのサンプリングレート
で画像取得と画像認識を行うことができるシステムであ
り，画像処理が高速なことと遅れ時間が小さいことからロ
ボットを含む自動制御機器へ応用されてきた．以前は，シ
ステム構築の難しさから容易には導入しづらい面もあった
が，近年では周辺技術の開発が進んだこともあり導入の
ハードルは下がってきている．
本学会誌においては，2005 年度の特集号「進化するビ

ジョン」の解説記事の一つとして，石川正俊教授により高
速ビジョンの現状と展望が開設されているが，その後大き
く状況が変わってきている．特に，近年ではビジョンシス
テムそのものの開発よりも，高速ビジョンの応用システム
の開発，使用方法に焦点が移ってきているものと思われ
る．そこで，本特集号では特に応用展開に焦点をあてて，
高速ビジョンの様々な分野での応用展開の状況についてご
寄稿いただいた．
高速ビジョンが最も有効活用されうる応用分野はやはり

ロボット分野であろう．これについては，数々の高速ロ
ボットシステムの開発の実績を持つ，妹尾拓先生，山川雄
司先生，石川正俊先生にご解説いただいた．高速ビジョン
をロボットに用いる場合にはロボットの動作の高速性も重
要であり，ロボット自体の動作が遅い場合は十分な効果は
得られない．解説論文の中では，ロボットアームやロボッ
トハンドの高速化と，応用例として，ダイナミックマニ
ピュレーションと，柔軟物操り応用についてご解説いただ
いた．
次に奥寛雅先生には，最近の高速トラッキングシステム

についてご解説いただいた．移動物体に対して視線方向を
移動する装置については古くから多くの例があるが，近
年，瞳転光学系と回転鏡を用いることで高速性が格段に増
した光学式視線制御機構が開発されている．高速移動物体
をまさに静止したように計測できる点を利用して，ロボッ
ト，映像機器へ応用されており今後の展開が期待できる．
渡辺義浩先生には，高速三次元センシングとその応用に

ついて解説していただいた．高速ビジョンを活用した非接
触，能動型，リアルタイム三次元センシングと，その応用
展 開 と し て 時 系 列 距 離 画 像 の 統 合，Deformable 
Workspace，超高速書籍電子技術の三つを詳しく解説して
いただいた．先にも書いたように柔軟変形物体のリアルタ
イム三次元計測はロボット応用として非常に有望な技術と
思われる．また，最後の超高速書籍電子技術は，高速ビ

ジョンの実応用例として大変興味深いものである．
橋本浩一先生には，ロックオントラッキング顕微鏡につ
いて解説していただいた．バイオ・医療分野において，顕
微鏡検査における対象の自動トラッキングは作業者の負担
を減らすために重要な課題であるが，特に観測対象を微小
生物とし，その行動と神経細胞活動を高い時間分解能で計
測し，光刺激をリアルタイム制御する統合ビジュアルサー
ボ顕微鏡について詳しく説明していただいた．
金子真先生には，高速・高分解能細胞マニピュレーショ
ンの研究開発について解説していただいた．高速ビジョン
は，非常に多数の細胞の変形特性を高速に計測するために
活用されており，高速アクチュエータと組み合わせて高性
能マニピュレーションが実現されている．先生が解説でご
指摘されているように，バイオなどマイクロ・ナノのよう
な微小対象の世界での高速ビジョンと高速アクチュエータ
の組み合わせは今後最も応用が期待できる分野の一つと思
われる．
石井抱先生には，高速ビジョンのダイナミックセンシン
グ応用についてご解説いただいた．高速ビジョンではフ
レーム間隔が微小であるので，対象の変位に加えて，速
度，加速度までを高精度で計測できるので，対象の力分
布，粘弾性特性等の機械的ダイナミクスまでも視覚計測す
ることが可能となる．従来は音響センサや力センサで断片
的に情報を得ていたのを，分布情報として瞬時に得ること
が可能となり非常に強力な計測ツールと思われる．解説中
では，先生の進められる振動解析，非破壊検査などへの応
用について詳しくご説明いただいた．
小室孝先生には，高速ビジョンを拡張現実感（AR）技
術と組み合わせたユーザインタフェース装置についてご解
説いただいた．高速ビジョンの高速性を活用することで安
定した画像認識と高い応答性が実現でき，実体感の高い操
作が可能となる．非接触ユーザインタフェースは盛んに研
究されている分野であるが，高速ビジョンを導入すること
で従来とは質的に異なる操作感が得られる可能性がある．
以上，現状の高速ビジョンの応用に関して最新の知見に
関してご寄稿いただいた．この特集を契機に高速ビジョン
の応用がさらに広がり，新しく高速ビジョンの導入を検討
される研究者の方々が増え，ロボティクス研究の発展につ
ながれば幸いである．最後にご多忙中，貴重な解説記事を
執筆していただいた著者の皆様に心からご礼を申し上げま
す．

（並木明夫　千葉大学）
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編集後記

ロボットビジョンについては過去にも何度か特集が組ま
れています．このことはロボットのビジョン技術が着々と
進化を続けていると同時に，注目されている分野であるこ
とを意味しているように思います．
もともとビジョンがロボットの重要な部位であることは

言うまでもありませんが，我々を取り巻く日常生活環境が，
様々な分野で高速化が進んでいることも関心を向けられる
一因なのではないでしょうか．
そんなワケで今回は「高速ビジョンを手に入れたロボッ

ト」のイメージを，高速交通機関との絡みで表現してみま
した．
こうして具体的に絵にしてみると，知能や運動性能も重

要ですが，高速ビジョンも，ロボットの基本性能として，
今後ますます需要が高まってくるように思えます．

（園山隆輔＜ T-D-F@T-D-F.jp ＞　T-D-F）

筆者は学生時代に高速ビジョンの研究プロジェクトの末
端に加わりました．当時は 90 年代半ばでしたが，そのこ
ろはじめて高速ビジョンが実ロボットに応用され，デモシ
ステムとして広く世間に公開されるようになりました．当
時の高速ビジョンは，解像度は小さく感度も不十分であり，
現在の感覚からするとビジョンセンサというよりは少し高
級な光センサというレベルでしたが，2自由度の雲台の上
に載せられ目の前に出された対象物体を俊敏に追いかける
動作は印象的で，反応の速さはあたかも生き物のようにも
見えました．
当時，ロボットビジョンの研究の多くは，人の眼を基準

としてビデオフレームレートでの画像処理がなされている
中で，人間とは異なる高速視覚認識能力のコンセプトはイ
ンパクトがあったものと思われます．特に，単なる高速化
という数量的な変化だけでなく，高速化することで制御方
法やシステム構成法まで変わるという質的な変化も生じる
という点を明確にしたことに意義があるものと思われま
す．

その後研究開発が進み，今回の特集で寄稿された論文の
中では様々な用途に高速ビジョンが活用されています．シ
ステム開発だけでなく，計測機器として普通にツールとし
て組み込むことも容易になってきました．展望論文中にも
書きましたが，現状は高速に画像が取得可能なカメラユニ
ット，並列計算が可能な計算機など，高速ビジョンシステ
ムを構成するためのコンポーネントが揃ってきており，比
較的容易に導入できるようになってきていると思われま
す．今回の特集号が読者の皆様の今後の研究に役立てられ
れば幸いです．
最後になりましたが，ご多忙の中でも御執筆いただきま
した著者の先生方，高速ビジョンの効果を直観的に分かり
やすい表紙イラストを書いていただいた園山様，貴重なご
意見をいただいた編集委員会の委員の皆様，遅れがちな原
稿をまとめていただきました学会事務局の皆様に厚くお礼
を申し上げます．

（並木明夫　千葉大学）




