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学会賞推薦・応募のご案内
第 30 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，

推薦条件：

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

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．
2014 年 1 月から 2015 年 12 月までの 2 年間に，本会学会誌に掲載され

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．

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：2016 年 1 月 15 日（金）

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.

論 文 の 性 格

薦

理

pp．

1．学 術 性

※1

推

No.

‑
2．新 規 性

3．有 用 性

4．提 案 性

由

関 連 分 野・
キ ー ワ ー ド
氏 名

印

所属機関（部，課，役職）
推

薦

者

（正

会

員）

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．
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第 4 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

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．
2014 年 1 月から 2015 年 12 月までの 2 年間に，本会欧文誌 Advanced

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

Robotics に掲載された full paper, short paper, survey paper とする．

慮するものとします．

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：2016 年 1 月 15 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.

論 文 の 性 格

推

薦

理

No.

pp．

1．学 術 性

‑
2．有 用 性

3．提 案 性

由

関 連 分 野・
キ ー ワ ー ド
氏 名

印

所属機関（部，課，役職）
推

薦

者

（正

会

員）

所在地 〒

電話：

FAX：

E‑mail：
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第 21 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

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）．

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

3．応募資格：会員・非会員を問わず応募可．

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

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．

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

5．締 切 日：2016 年 1 月 15 日（金）必着

す．

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．

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．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‑2/rules にて公開されております．
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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
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）

代表者を筆頭に記入
連絡担当者氏名：
所属・部課名：
住所：〒

TEL
E‑mail

FAX

（600 字程度）
技術の概要
推薦者

空白でも可

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：2016 年 1 月 15 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 9 回功労賞
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

推薦募集
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

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，

賞候補者を御推薦下さい．

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

1．推薦方法：他薦に限る

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

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

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・

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

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

3．推薦資格者：日本ロボット学会正会員
4．推薦締切：2016 年 1 月 15 日（金）

力下さいますようお願い申し上げます．

日本ロボット学会功労賞推薦用紙
提

出

日

推

薦

者

年
氏

月

日

名

印

所属・肩書
連 絡 先

住所：

E‑mail：
Tel.
候

補

者

氏

Fax.

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）
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第 8 回ロボット活用社会貢献賞
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

推薦募集

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

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

ボット活用社会貢献賞候補をご推薦ください．

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

1．推薦方法：他薦に限る

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

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

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

3．推薦資格者：日本ロボット学会正会員
4．推薦締切：2016 年 1 月 15 日（金）

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．

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

推

薦

者

年
氏

月

日

名

印

所属・肩書
連 絡 先

住所：

E‑mail：
Tel.
候 補 者・団 体

Fax.

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）

JRSJ Vol. 33 No. 9

33-09 お知らせ̲07-12̲再.indd 12

―お知らせ 12―

Nov., 2015

15/10/29 18:53

お

知

ら

せ

2015 年学会賞選定結果のご報告
日本ロボット学会第 29 回学会誌論文賞の贈呈
―第 29 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，

高橋誠也（Seiya Takahashi）

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

2010 年 3 月中央大学大学院修士課程修了．1994 年 4

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，2013 年 1 月から 2014 年 12 月に学会誌
に掲載された論文であり，この中から皆様より 33 件の論文の推薦を受け

月よりオリンパス（株）勤務．医療機器の研究開発に
従事．

ました．この候補論文を対象として，第 29 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 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．
表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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 29 回学会誌論文賞選考小委員会委員長 吉見
卓

エンコーダによる把持力推定技術と
それを用いたマスタスレーブ型手術支援システム
井上慎太郎
岸
宏亮
高橋 誠也
佐久間一郎
小野
稔
（日本ロボット学会誌 第 31 巻 第 9 号，pp. 928‑935）
①ノイズ耐性，②体内組織から離れたセンサ配置，③小型，という手術
ロボットの力計測に求められる要求を満たすため，二つのエンコーダによ
り駆動部材の伸縮量を計測し，処置具先端の力を推定する技術を構築した．
駆動部の機構のモデル化を行った結果，検出された伸縮量から，平均誤差
0.32［N］の精度で把持力推定を実現した．さらにこの技術をマスタス
レーブシステムに実装し，針かけ動作時の把持力制御に適用可能なことを
確認した．

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．
（日本ロボット学会正会員）
小野 稔（Minoru Ono）
1987 年東京大学医学部医学科卒業．医学博士（1998
年）．現在同大学大学院医学系研究科心臓外科教授，
医工連携部部長（2013 年，併任）．心臓血管外科学，
重症心不全治療（補助人工心臓，心臓移植），手術支
援ロボット治療と開発の研究に従事．所属学会：日本
胸部外科学会，日本心臓血管外科学会，日本人工臓器
学会，日本コンピュター外科学会など．
選考理由：
本論文は，内視鏡下手術をサポートするための把持力指定手法に関する
論文であり，設計上の厳しい制約の中で，シンプルかつ信頼性の高い手法
を提案しており，有用性と完成度が高く評価された．

井上慎太郎（Shintaro Inoue）
2010 年 3 月早稲田大学大学院修士課程（生命理工学専
攻）修了．2010 年 4 月よりオリンパス（株）勤務．手

可変ピッチプロペラを用いた
立位および転がり移動可能な
マルチフィールド対応リング型飛行ロボット

術支援ロボットの研究に従事．日本機械学会の会員．
（日本ロボット学会正会員）

川崎 宏治
趙
漠居
岡田
慧
稲葉 雅幸
（日本ロボット学会誌 第 32 巻 第 9 号，pp. 807‑815）
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勤務．
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（ʼ04，ʼ10），Robomec 賞（ʼ06，ʼ07）等受賞．
日本機械学会，日本コンピュータ外科学会の会員．

我々は災害救助や災害現場でのロボットによる情報収集を目的とし，陸
海空を含むマルチフィールドに適応可能な新しい制御機構によるロボット
の開発を行ってきた．ピッチ可変方式によるクワッドコプターを中核とし
た本体とリング型のボデーによって構成され，一般的なクワッドクターの
飛行機能だけでなく，地面に対して任意の角度で立つことや，タイヤとし
て転がる機能などの陸上移動および水上を浮かんで進む機能を持つことを
特徴とし，新規な運動性能と計測機能の有効性を実測にて証明した．

（日本ロボット学会正会員）
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川崎宏治（Koji Kawasaki）

大西 献（Ken Onishi）

1995 年九州工業大学情報工学部電子情報工学科卒業．

1986 年東京大学工学部精密機械工学科卒業，同年三菱

1997 年九州工業大学大学院情報工学研究科情報システ
ム専攻修了．同年（株）デンソー入社．2012 年東京大

重工業（株）に入社，原子力・一般産業・家庭用などの
ロボットの企画・開発・設計および製造に従事し，日

学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻博士
課程入学．現在東京大学大学院情報理工学系研究科，

会貢献賞などを受賞．技術士（機械部門）
，Professional

本ロボット学会実用化技術賞を 3 度，ロボット活用社
Engineer（機械および電気），気象予報士，日本機械

（株）デンソー技術開発センター DP‑Robotics，
（株）
デンソー熱事業グループ FP 開発室，
（株）日本自動車部品総合研究所所属．

学会，日本ロボット工業会会員． （日本ロボット学会フェロー・正会員）

SAE，自動車技術会，電子情報通信学会，IEEE の各会員．
（日本ロボット学会学生会員）

大西典子（Noriko Onishi）
1984 年甲南大学理学部経営理学科卒業，同年三菱重工

趙 漠居（Moju Zhao）

業（株）に入社，神戸造船所にてロボットの開発に従

2013 年東京大学工学部機械情報工学科卒業．2015 年

事．可搬式汎用知能アームの実用化で日本ロボット学

東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専

会実用化技術賞を受賞．廃炉解体用ロボット，原子炉容
器検査・保全ロボット（A‑UT マシン，高速 INLAY）
などの主として制御ソフウェア設計・製作に携わる．

攻修士課程修了．同年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博士課程入学．飛行ロボット
における自己状態推定，自律制御の研究に従事．
（日本ロボット学会学生会員）

藤田 淳（Jun Fujita）
1995 金沢大学機械システム工学科卒業，1997 同大学
大学院自然科学研究科機械システム工学専攻修士課程
修了．同年三菱重工業（株）入社．原子力発電所内で使
われる保守・点検・作業ロボットの設計開発に携わり
現在に至る．技術士（機械部門・ロボット）．日本機
械学会会員．
（日本ロボット学会正会員）

岡田 慧（Kei Okada）
1997 年京都大学工学部情報工学科卒業．2002 年東京
大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了．
博士（工学）．2002 年東京大学大学院情報理工学系研
究科科学技術振興特任教員．2006 年同特任講師．2009
年同大学准教授となり現在に至る．ヒューマノイド統
合システム，ヒューマノイドプランナ，実時間三次元
ビジョンの研究に従事．1999 年第 4 回ロボティクスシンポジア優秀論文賞，
2006 年 IEEE‑RAS International Conference on Humanoid Robots Best
Paper Award 受賞．情報処理学会，IEEE の各会員．
（日本ロボット学会正会員）

原 浩二（Koji Hara）
1989 年県立兵庫工業高等学校電気科卒業，同年三菱重
工業（株）に入社，所内インフラ設備，シンガポール空
港搬送設備，原子力発電プラントの電気制御や検査・
補修装置（ロボット）の設計に従事．バッテリーや無
線制御技術に興味を持ち，近年は福島第一原子力発電
所向けの遠隔操作ロボットの開発を行っている．

稲葉雅幸（Masayuki Inaba）
1981 年東京大学工学部機械工学科卒業．1986 年東京
大学大学院情報工学専門課程博士課程修了（工学博
士）．1986 年東京大学講師，助教授を経て，2000 年教
授．現在東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報
学専攻所属．知能ロボットシステムの研究教育に従事．
日本機械学会，計測自動制御学会，情報処理学会，人
工知能学会，ソフトウェア科学会等会員．
（日本ロボット学会正会員）
選考理由：
本論文は，空中移動と陸移動を同一プラットフォームで実現するリング
型飛行ロボットの提案であり，プロペラ特性の詳細な解析と実機での実験
検証も行われており，独創性と完成度で高く評価された．

橋本達矢（Tatsuya Hashimoto）
2006 年筑波大学大学院博士前期課程修了．修士（工学）．
2009 年より三菱重工業で原子力プラントの検査・補修
装置の設計に従事．ロボットの駆動機構やその制御方
法に興味があり，近年は福島第一原発向けの遠隔操作
ロボットの開発を行っている．

選考理由：
本論文は，災害対応無人化システム研究開発で製作されたロボットに関
する論文であり，原発対応ロボットに必要となる設計指針が明確に示され
ており，システム設計・構築分野の論文として新たなスタイルを開拓した
点において高く評価された．

原子力災害対応ロボットの設計と開発

第 29 回学会誌論文賞選考小委員会委員

大西

献
大西 典子
藤田
淳
原
浩二
橋本 達矢
（日本ロボット学会誌 第 32 巻 第 9 号，pp. 816‑824）
東日本大震災で被災し，事故がおきた福島第一原子力発電所の収束工事
では，放射線被ばくをさけるために遠隔操作ロボットの使用が望まれる．
しかし，原子力という特殊さ，福島の特異さが，一般のロボット技術者の
参入を阻んでいるかに見える．これらバリアを低くするために，原子力プ
ラントメーカがどのようにロボットを設計しているかを解説するととも
に，メカトロニクスの難しさについても議論する．

委員長
幹 事

吉見
卓（芝浦工業大学）
王
碩玉（高知工科大学）
橋本 浩一（東北大学）

委 員
荒井 裕彦（産業技術総合研究所）
倉爪
亮（九州大学）
琴坂 信哉（埼玉大学）
末廣 尚士（電気通信大学）
杉原 知道（大阪大学）
武居 直行（首都大学東京）
田中 孝之（北海道大学）

辻
長井
三浦
水内

敏夫（広島大学）
隆行（電気通信大学）
純（豊橋技術科学大学）
郁夫（東京農工大学）

宮崎
横井
吉田

文夫（大阪大学）
一仁（産業技術総合研究所）
和哉（東北大学）

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
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日本ロボット学会第 3 回 Advanced Robotics Best Paper Award の贈呈
―第 3 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，

Hiroyuki Ishii

本学会の欧文誌（Advanced Robotics）に発表された論文のうち，特に優

Hiroyuki Ishii received the B.S and M.S. degree in

秀なものに対して毎年 Advanced Robotics Best Paper Award を贈呈して
います．

Mechanical Engineering from Waseda University
Japan, in 2002 and 2004, respectively. He received

今回選考の対象となったのは，2013 年 1 月から 2014 年 12 月に Advanced

the Ph.D. degree in Biomedical Engineering from

Robotics 誌に掲載された論文であり，この中から皆様より 32 件の論文の

Waseda University, in 2007. He is currently an

推薦を受けました．この候補論文を対象として，第 3 回 Advanced Robotics

Assistant Professor at Waseda Research Institute for

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

Science and Engineering, Waseda University. His research interests are

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

focused on applications of robot technology to studies on animal behav-

最終決定されました．
表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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 3 回 Advanced Robotics Best Paper Award 選考小委員会委員長
吉見
卓

ior. He is currently interested in the development of mental disorder
model animals using a small mobile robot, and a mobile robot for environmental monitoring.

A novel method to develop an animal model of
depression using a small mobile robot
Hiroyuki Ishii, Qing Shi, Shogo Fumino,
Shinichiro Konno, Shinichi Kinoshita, Satoshi Okabayashi,
Naritoshi Iida, Hiroshi Kimura, Yu Tahara,
Shigenobu Shibata, Atsuo Takanishi
（Advanced Robotics, Vol. 27, No. 1, pp. 61‑69）
Robotics is contributing to studies on animal behavior. Mobile robots
are actually used as devices to give external stimulus to animals in several experiments. We consider that this approach can be applied to studies in psychic medicine. In psychic medicine, all new drugs are evaluated in experiments using animal models of mental disorder before using
it in clinical practice. However, conventional animal models have some
problems in the construct validity. The animal models should be devel-

Qing Shi
Qing Shi received the BS degree in Mechatronics
from Beijing Institute of Technology, Beijing, China,
in 2006, and the PhD degree in Biomedical
Engineering from Waseda University, Japan, in 2012.
He had been a Research Associate at GCOE Global
Robot Academia of Waseda University from 2009 to
2013. Since 2013 he has been a Full‑time Lecturer at Beijing Institute of
Technology. His research interests are focused on biorobotics, mechatronic systems, computer vision, and micro/nano robotics.
Shogo Fumino
Shogo Fumino received the B.S. and M.S. degrees in
Mechanical Engineering from Waseda University,
Japan, in 2009 and 2011, respectively. He had studied
the development of experimental systems for rats to
expose stress using robot. His research interests are
embedded system, mechanical design, robot‑rat
interaction and mechanism of mental disorder.
Shinichiro Konno
Shinichiro Konno received the B.S. and M.S. degrees
in Mechanical Engineering from Waseda University,
Japan, in 2010 and 2012, respectively. He had studied
the development of the rat‑inspired robot for interaction experiment with rats. His research interests

oped through the method which is consistently associated with the theory of the mental disorders while many of conventional models had been
developed by genetic manipulations or surgical operations on nerve system. We considered that a novel animal model could be developed by
stress exposure using a small mobile robot. We then implemented this
method to the experimental system which had been developed in our
past study. An experiment was conducted using the system, and the
method was then verified. Therefore, we conclude that the animal
model of depression developed by proposed method, exposing continuous attack by the robot in immature period and interactive attack in
mature period, can be a novel animal model of depression.
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are mechanical design, animal experiment and robot‑
rat interaction.
Shinichi Kinoshita
Shinichi Kinoshita received the B.S. and M.S. degrees
in Mechanical Engineering from Waseda University,
Japan, in 2011 and 2013, respectively. He had studied
the development of the rat‑inspired robot for interaction experiment with rats. His research interests
are mechanical design, robot control, image processing, animal experiment and robot‑rat interaction.

―お知らせ 15―

2015 年 11 月

15/10/29 19:02

お

知

ら

せ

Satoshi Okabayashi

demic societies such as IEEE, RSJ, and the Society of Mastication

Satoshi Okabayashi received the B.A. and M.A.

Systems.

degrees in Psychology from Waseda University,
Japan, in 2005 and 2007, respectively. Since 2007 he

選考理由：

became a Ph.D. student at Waseda University focusing on the learning behavior in rodents for

り，多くの実験によりその評価が行われている．生物と工学技術の融合で

Psychological studies. Since 2010 he became a

しか示せない独創性の高い研究成果であり，また，非常に興味深い研究ア

Research Associate at Waseda University Faculty of Letters, Arts and

本論文ではロボットを用いて実験用のラットを作る手法を提案してお

プローチであることが高く評価された．

Sciences. His research interests are concerned with animal psychology,
ethology and behavior analysis.
Naritoshi Iida
Naritoshi Iida received the B.A. and M.A. degrees in
Psychology from Waseda University, Japan, in 1994
and 1997, respectively. He serves as the university
lecturer at Waseda University since 2004. His
research interests are concerned with animal psychology, behavior analysis and psychology of learning. Especially, he is currently focusing on the response suppression by
punishment contingencies.
Hiroshi Kimura
Hiroshi Kimura received the M.A. degree in
Psychology from Waseda University, Japan, in 1967.
He specialized in the psychology of learning and
behavior analysis. He focused on the research on the
process of behavior modiﬁcation by using rats as the
experimental subjects. He was appointed as a professor emeritus in 2012 after lecturer, associate professor and professor of
psychology at Waseda University.
Yu Tahara
Yu Tahara received the BS, MS, and PhD degrees in
school of science and engineering, Waseda University, Japan. He is currently an Assistant Professor in
Waseda Institute for Advanced Study （WIAS）
,
focusing on circadian rhythms in mice by physiological and pharmacological methods.

Tightly‑coupled stereo vision‑aided inertial
navigation using feature‑based motion sensors
Ehsan Asadi, Carlo L. Bottasso
（Advanced Robotics, Vol. 28, No. 11, pp. 717‑729）
A tightly‑coupled stereo vision‑aided inertial navigation system is
proposed in this work, as a synergistic incorporation of vision with other
sensors. In order to avoid loss of information possibly resulting by visual
preprocessing, a set of feature‑based motion sensors and an inertial
measurement unit are directly fused together to estimate the vehicle
state. Two alternative feature‑based observation models are considered
within the proposed fusion architecture. The ﬁrst model uses the trifocal
tensor to propagate feature points by homography, so as to express geometric constraints among three consecutive scenes. The second one is
derived by using a rigid body motion model applied to three‑dimensional（3D）reconstructed feature points. A kinematic model accounts for
the vehicle motion, and a Sigma‑Point Kalman ﬁlter is used to achieve a
robust state estimation in the presence of non‑linearities. The proposed
formulation is derived for a general platform‑independent 3D problem,
and it is tested and demonstrated with a real dynamic indoor data‑set
alongside of a simulation experiment.
Ehsan Asadi
Ehsan Asadi received the M.Sc. degree in
Mechanical Engineering from the Yazd University,
Iran, in 2005. Recently, he has received a Ph.D.
degree in Aerospace Engineering from the

Shigenobu Shibata
Shigenobu Shibata received the B.S., M.S. and Ph.D.
degree all in Pharmaceutical Sciences from Kyushu
University, Japan, in 1976, 1978 and 1981, respectively.
He is currently a Professor at the School of
Advanced Science and Engineering, Waseda
University. He specialized in physiology, especially
circadian rhythms in animals.
Atuso Takanishi
Atsuo Takanishi is a Professor of the Department of
Modern Mechanical Engineering as well as the director of the Humanoid Robotics Institute, Waseda
University. He received the B.S.E. degree in 1980, the
M.S.E. degree in 1982 and the Ph.D. degree in 1988,
all in Mechanical Engineering from Waseda
University. His current researches are related to Humanoid Robotics
and its applications in medicine and well‑being, such as the biped walking/running humanoids, the emotion expression humanoids, the ﬂute
player humanoids, the ultrasound medical inspection robots, the airway
management training humanoids, etc. He is currently the president of
the Robotics Society of Japan and the vice president of the Japan
IFToMM. He is a member of many robotics and medicine related aca-
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Politecnico di Milano, Italy, where he worked with
POLI‑Rotorcraft research group. His research interests include sensor fusion, Kalman ﬁltering, vision‑aided inertial navigation, and simultaneous localization and mapping（SLAM）.
Carlo L. Bottasso
Carlo L. Bottasso received a Ph.D. degree in
Aerospace Engineering from the Politecnico di
Milano, Italy, in 1993. Currently, he is the Chair of
Wind Energy at TUM, Technische Universität
München, Germany, and Professor of Flight
Mechanics with the Department of Aerospace
Science and Technology, Politecnico di Milano, Italy. He has held visiting
positions at various institutions, including Rensselaer Polytechnic
Institute, Georgia Institute of Technology, Lawrence Livermore National
Laboratory, NASA Langley, and NREL among others. His research
interests and areas of expertise include the ﬂight mechanics and aeroelasticity of rotorcraft vehicles, aeroelasticity and active control of wind
turbines, and ﬂexible multibody dynamics.
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mechanical engineering from Georgia Institute of Technology in 2002,

本論文ではドローンに搭載されたカメラによるステレオ画像と慣性セン

2003, and 2005, respectively. His technical interests include manufactur-

サおよび GPS・磁気センサの情報を統合することで，ドローンの位置・
姿勢計測の精度とロバスト性を向上させる手法を提案している．提案手法

ing processes as well as collaborative robots, controls and ﬂexible automations. He was awarded the ASME Blackall Machine Tool and Gage

は実用的なものであり完成度も高く，波及効果も期待できることが高く評

award in 2010 and the SME Richard L. Kegg Outstanding Young

価された．

Manufacturing Engineer Award in 2011. He was recognized as one of
the Fresh Faces of Sigma Xi in 2011.
Jun Ueda
Jun Ueda is an Associate Professor and Woodruff
Faculty Fellow in the G.W.W. School of Mechanical

Improved stability of haptic human‑robot
interfaces using measurement of
human arm stiﬀness

Engineering, Georgia Institute of Technology. He
received the B.S., M.S., and Ph.D. degrees from Kyoto

William Gallagher, Dalong Gao, Jun Ueda
（Advanced Robotics, Vol. 28, No. 13, pp. 869‑882）
Necessary physical contact between an operator and a force feedback
haptic device creates a coupled system consisting of human and
machine. This contact, combined with the natural human tendency to
increase arm stiﬀness to attempt to stabilize its motion, can reduce the
stability of the system. This paper proposes a method to increase stability on demand while maintaining speed and performance. Operator arm
stiffness is not directly measurable, so controllers cannot typically
account for this issue. The causes of arm end‑point stiﬀness are examined as related to system stability, and a method for estimating changes
in arm stiﬀness based on arm muscle activity was designed to provide a
robotic controller with additional information about the operator. This
was accomplished using EMGs to measure muscle activities and estimating the level of arm stiﬀness, which was used to adjust the dynamic
characteristics of an impedance controller. To support this design, the
correlation between EMGs and arm stiﬀness was validated experimentally. Further experiments characterized the eﬀects of the designed system on operator performance. This showed increased stability and faster, more accurate movements using the compensating system. Such a
system could be used in many applications, including force assisting
devices in industrial facilities.

University, Kyoto, Japan, in 1994, 1996, and 2002 all
in Mechanical Engineering. He was an Assistant
Professor in Nara Institute of Science and Technology from 2002 to
2008. During 2005‑2008, he was a visiting scholar and lecturer in
Massachusetts Institute of Technology. He is a co‑recipient of the 2009
IEEE Robotics and Automation Society Early Academic Career Award.
選考理由：
本論文ではマン・マシンインタフェース用のハプティックデバイスにつ
いて，筋電情報から推定した操作者の手先の剛性情報を用いてインピーダ
ンスコントローラゲインを調整する手法を提案している．完成度，独創性
がともに高い論文であり，その有効性が実験により示されていることが高
く評価された．

William Gallagher
William Gallagher is a Robotics Engineer at NASA
Goddard Space Flight Center in the Satellite
Servicing Capabilities Office in Greenbelt, MD. He
received his B.S. in aerospace engineering from the
University of Notre Dame, Indiana, in 2007, then
received his M.S. in aerospace engineering and Ph.D.
in robotics from Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia, in
2008 and 2013, respectively. His work focuses on advancing robotic
capabilities for on‑orbit servicing, assembly, and repair of satellites, as
well as developing robotic systems for missions to solar system bodies.
His technical interests include increased autonomy for space‑based
robots, as well as improved human‑robot interaction both on Earth and
in space.
Dalong Gao
Dalong Gao is a Staff Researcher at the
Manufacturing Systems Research lab of the General
Motors Global Research and Development Center,
Warren, Michigan. Dalong Gao received his B.E.
degrees in mechanical engineering and industrial
engineering from Tsinghua University, Beijing,
China, in 1999. He also received his M.S. degrees in mechanical engineering, electrical and computer engineering, and his Ph.D. degree in
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第 3 回 Advanced Robotics
Best Paper Award 選考小委員会委員
委員長
幹 事

吉見
卓（芝浦工業大学）
倉林 大輔（東京工業大学）
平田 泰久（東北大学）

委 員
太田
順（東京大学）
小関 義彦（産業技術総合研究所）
細田
耕（大阪大学）
高野
渉（東京大学）
國井 康晴（中央大学）
辻
俊明（埼玉大学）
山下
淳（東京大学）
石黒 章夫（東北大学）
福島 E. 文彦（東京工業大学）
宮下 敬宏（ATR）
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
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日本ロボット学会第 20 回実用化技術賞の贈呈
̶第 20 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

柴崎暢宏（Nobuhiro Shibasaki）

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．

1997 年慶應義塾大学大学院理工学研究科生体医工学専
攻修士課程修了，同年石川島播磨重工業（株）
（現社名・
（株）IHI）入社．物流・運搬機械の振動解析および制

本年度は，5 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

御技術の開発に従事．2007 年よりロボットシステムの

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 5 件が規程で示

開発に従事．現在，
（株）IHI 技術開発本部主任研究員．

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

日本機械学会会員．

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．
表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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と共
に，今後のご活躍をお祈りいたします．
第 20 回実用化技術賞選考小委員会委員長 沢崎 直之

林浩一郎（Koichiro Hayashi）
2003 年京都大学工学部物理工学科卒業，同年京都大学
工学研究科入学，2005 年修了．同年石川島播磨重工業
（株）（現社名・
（株）IHI）入社，現在に至る．自動化
システムやロボットアームの制御技術の開発に従事．
技術士（機械部門）．
（日本ロボット学会正会員）

三上知三（Tomozou Mikami）
2010 年九州大学大学院工学府修士課程修了（機械工学
専攻）
．同年（株）IHI 入社，現在に至る．自動化シス
テムの開発に従事．
（日本ロボット学会正会員）

航空機用ジェットエンジンの
ベベルギヤ精密仕上げシステム
上野

光
三上

柴崎 暢宏
林 浩一郎
知三
金子
大
（株式会社 IHI）

推薦理由：
本システムは，高価な航空機部品であるべベルギアの仕上げ加工を，ロ
ボット活用により自動化したものである．仕上げは失敗が許されないため，
作業者の精神的負担が大きな工程であるが，精密な力・位置制御が必要な
ため，従来自動化が困難であった．
本システムでは，位置と力のハイブリッド制御に加え，精密な重力補償
による高精度力制御・タッチセンシングによる精密位置検出（いずれも特
許取得済）の導入により，位置決め精度± 0.01°，ギア歯面取り幅 0.25 〜
1.0［mm］
，力制御精度 0.5［N］を実現した．また上記制御方法を実現す
るため，ロボットメーカ提供の制御システムではなく，PC ベースのリア
ルタイム制御システム制御を開発・導入した．更に現場熟練者との協力に
より，対象物状況に応じた加工ツールの選定などのノウハウをシステムに
組み込むなど，総合的な取り組みにより，工程の自動化を達成している．
システムは 2 品種の仕上げ自動化に導入され，1 年半の稼働で累積 1,000
台以上のギア仕上げ加工実績をあげている．開発技術はロボット実用化範
囲を拡大するものであり，航空機部品以外の産業への適用拡大も期待され
る．
独創的な技術開発・現場との協力によるノウハウの自動化など，総合的
な取り組みにより難工程を自動化した点，またロボットの実用化範囲を広
げた点など，高く評価できる．
上野 光（Hikaru Ueno）
1988 年日本大学理工学部物理学科卒業，同年日本大学
大学院理工学研究科入学，1990 年修了．同年石川島播
磨重工業（株）
（現社名・
（株）IHI）入社，現在に至る．
液晶パネル関連装置や自動化システムの開発に従事．

JRSJ Vol. 33 No. 9
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金子 大（Dai Kaneko）
2003 年茨城大学理学部数理科学課卒業，同年茨城大学
理工学研究科入学，2005 年修了．2008 年
（株）
IHI 入社，
現在に至る．航空エンジン部品製造の生産技術者とし
て従事．

地図作成・位置同定用コンポーネント ICHIDAS
の開発と物流支援ロボット Lapi への適用
白根

一登
槙
修一
松本 高斉
中 拓久哉
正木 良三
廣川 雅也
安藤
武
（株式会社日立産機システム，株式会社日立製作所，
株式会社日立ケーイーシステムズ）

推薦理由：
レーザ距離センサを用いた地図作成・自己位置同定は SLAM 技術とし
て，研究は盛んに行われているものの，オドメトリ情報が必要，システム
への組込みが容易な形で提供されていないといった問題があり，自動搬送
車をはじめとした産業利用が進んでいなかった．
位置同定コンポーネント ICHIDAS は，こうした問題を解決するため，
レーザ距離センサを用いたソフトウェアによる地図作成機能，およびハー
ドウェアによる位置同定機能をコンポーネント化することにより，開発さ
れた製品である．50［m］× 50［m］の地図範囲をカバーし，GPS やオ
ドメトリといった付加的な情報を用いず，レーザ距離センサと地図情報の
みを利用して，位置同定精度± 50［mm］と高精度な位置同定が可能なレ
ベルに仕上がっている．ICHIDAS は外販を行うと同時に，同社の物流支
援ロボット Lapi に搭載することにより，ガイドライン不要でフロア間移
動が可能なシステムが実現されている．稼働時間も延べ 2 万時間と高い実
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績を達成するなど信頼性も高いことから，自動搬送車の中核技術として広

安藤 武（Takeshi Ando）

く適用されていくことが期待される．

1981 年法政大学電気工学科卒業．同年（株）日立京葉

これまで着目されていなかった地図作成・位置同定機能のコンポーネン

エンジニアリング（現：
（株）日立ケーイーシステムズ）

ト化という新しい着想を実用化に結びつけた点，実際に構築したコンポー
ネントを利用することにより，従来より自動搬送車を高性能，かつ構築を

に入社，産業用ロボットのソフトウェア開発を担当．
以後，画像処理等種々のソフトウェア開発に従事．

容易にした点，相当数の学会発表や特許により技術の裏付けがなされてい
る点などその実用性は高く評価できる．
白根一登（Kazuto Shirane）
2008 年東京工業大学大学院情報理工学研究科情報環境
学専攻博士課程修了．同年（株）日立産機システムに
入社．物流支援ロボットの開発および事業化と，産業
機器の情報化に関わる開発に従事．博士（工学）．
（日本ロボット学会正会員）

槙 修一（Syuichi Maki）
1999 年詫間電波工業高等専門学校卒業．2007 年岡山
大学自然科学研究科数理電子科学専攻博士課程修了．
同年（株）日立産機システムに入社．主に物流支援ロ
ボットの位置同定技術の開発および事業化に従事．博
士（工学）．

松本高斉（Kousei Matsumoto）
1997 年筑波大学第三学群工学システム学類卒業．1999
年同大大学院修士課程修了．2003 年東京大学大学院工
学系研究科精密機械工学専攻博士課程修了．同年（株）
日立製作所に入社．以来，搬送ロボットなどの開発に
従事．博士（工学）．
（日本ロボット学会正会員）

中拓久哉（Takuya Naka）
2006 年山口大学大学院理工学研究科システム工学専攻
博士課程修了．同年（株）日立製作所に入社．自動車
や無人搬送車，建設機械などを用いた輸送システムの
自律化技術開発に従事．博士（工学）．
（日本ロボット学会正会員）

正木良三（Ryousou Masaki）
1982 年長岡技術科学大学大学院修士課程修了．同年
（株）日立製作所に入社．モータ制御技術，ハイブリ
ッド車などの開発に従事．2004 年，（株）日立産機シ
ステムに入社．アモルファスモータ，ロボット技術の
開発・事業化を担当．

廣川雅也（Masaya Hirokawa）
1981 年同志社大学工学部電気工学科卒業．同年日立西
商品サービス（株）入社，産業用ロボットシステムの
設計業務に従事．2002 年，分社統合に伴い（株）日立
産機システムに転籍．産業システム全般の営業活動，
ニーズ取りまとめに従事．

第 20 回実用化技術賞選考小委員会委員
委員長
幹 事

沢崎
石田

直之（（株）富士通研究所）
勇一（（株）不二越）

久保田哲也（川崎重工業（株））
委 員
中臺 一博（（株）ホンダ・リサーチ・ 塩形 大輔（（株）IHI）
高崎 正也（埼玉大学）
インスティチュート・ジャパン）
西村 健志（千葉工業大学）
大石 芳明（（株）ツムラ）
平田 泰久（東北大学）
大西
献（三菱重工業（株））
毛利 哲也（岐阜大学）
國井 康晴（中央大学）
榊原
聡（（株）デンソーウェーブ） 桃井 康行（（株）日立製作所）
注）本年度退任委員のみ掲載
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日本ロボット学会第 7 回ロボット活用社会貢献賞の贈呈
―第 7 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
てその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，8 件の推薦が寄せられました．その内容を，選考小委員会におい
て精査し，慎重に審議を行った結果，1 件 4 団体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．
表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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るとともに今後のご活躍
をお祈りいたします．
第 7 回ロボット活用社会貢献賞選考小委員会委員長 吉見
卓

福島第一原子力発電所廃止措置の一環としての
高放射線下可動形状変化型ロボットの開発及び
一連の格納容器内溶融燃料調査作業における
ロボット技術活用に対する貢献
日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社，
株式会社日立製作所，東京電力株式会社，
技術研究組合国際廃炉研究開発機構
推薦理由：
東日本大震災後，原子力プラントの廃止措置技術の開発，特に，遠隔作
業ロボットを各種開発してきた．その中で，今回推薦する形状変化型ロボ
ットは，独自のコンセプトにより，これまでのロボットでは不可能であっ
た，高放射線環境内の調査に活用され，ロボット技術の発展に貢献すると
ともに，福島第一原子力発電所の廃止措置を進めるにあたり大きく寄与し
た．なお，本成果は資源エネルギー庁の補助金により得られたものを含む．
日立 GE ニュークリア・エナジー（株）
・（株）日立製作所
（Hitachi GE Nuclear Energy Ltd., Hitachi Ltd.）
福島廃炉に向けて，例えば，高い放射線環境下において遠隔操作で環境調
査・測定などを可能とするロボット，ガレキの撤去や建屋内の除染を行う
ロボットを開発している．
東京電力（株）
（Tokyo Electric Power Company）
福島廃炉に向けて，事業者として全体の計画と現場での工事を取りまとめ
ている．
技術研究組合 国際廃炉研究開発機構
（International Research Institute for Nuclear Decommissioning）
震災後，原子力プラント廃止措置技術を開発するために，国内外の技術の
導入を検討するとともに，必要な技術開発を牽引している．

第 7 回ロボット活用社会貢献賞
選考小委員会委員
委員長
幹 事

吉見
卓（芝浦工業大学）
石田 勇一（（株）不二越）
久保田哲也（川崎重工業（株））

委 員
小林英津子（東京大学）
和田 一義（首都大学東京）
沢崎 直之（富士通研究所）
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日本ロボット学会第 8 回功労賞の贈呈
―第 8 回功労賞選考結果報告―
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，特に顕著な成果を得た個人に贈呈し，
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 4 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
2 名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．
表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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と共に，今後のご活
躍をお祈りいたします．
第 8 回功労賞選考小委員会委員長

澤

俊裕

ロボット教育セミナーの設立
中本

秀一

伊藤

圭史

推薦理由：
【貢献の顕著さ】平成 25 年度から，小学生を対象としたロボット教育の
セミナーを設立した．本セミナーでは，ロボットのルーツである「からく
り人形」の仕組みについて，キットを使って学ぶことができる．平成 25
年度に第 1 回が実施され，平成 26 年は川崎と金沢にて第 2 回の教育セミ
ナーを，平成 27 度は東京にて第 3 回の教育セミナーを実施．いずれも応
募開始と同時に定員となるほど盛況である．
【候補者の努力の程度】ロボット教育セミナーの企画・準備・実施を担
当した．特に，会場や実施体制については東芝科学館，金沢，江東区深川
江戸資料館を提案し，無料での施設利用や，講師の手配，キットの準備な
どほぼすべての実施内容を担当した．任期終了した平成 26・27 年度の教
育セミナーについても中本氏自身が担当した．
中本秀一（Hideichi Nakamoto）
2002 年東京工業大学大学院理工学研究科機械宇宙シス
テム専攻修了．同年（株）東芝に入社．現在，同社研
究開発センター機械・システムラボラトリ研究主務．
ロボット，メカトロ装置の機構，システム開発に従事．
日本機械学会，日本設計工学会の会員．
（日本ロボット学会正会員）
伊藤圭史（Keiji Ito）
2002 年東京工業大学総合理工学研究科精密機械システ
ム専攻修了．三菱重工業（株）でのフォークリフト設
計を経て，現在ニチユ三菱フォークリフト（株）勤務
中．一方で，からくり人形の研究および工作教室化を
実施中．
（日本ロボット学会正会員）

第 8 回功労賞選考小委員会委員
委員長
幹 事
委 員
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澤
俊裕（（株）安川電機）
沢崎 直之（（株）富士通研究所）
細田 祐司（日本ロボット学会）
山本健次郎（（株）日立製作所）
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日本ロボット学会第 30 回研究奨励賞の贈呈
―第 30 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

大谷拓也（1988 年 5 月 24 日生）

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

早稲田大学

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．

講演番号：1B1‑02（第 32 回学術講演会）
講演題目：骨盤運動に着目した 2 足走行ロボットの開

今回は 2014 年開催の第 32 回学術講演会において推薦のあった 24 名の

発

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 9 名を選考し，理事会において授与が決定されま
した．

このたびは第 30 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．本研究は，人間の走行の模擬を目指し，骨盤

表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 回学術講演会において行わ

を含む走行ロボットにおける脚弾性の共振を利用した連続跳躍の実現を目

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 30 回研究奨励賞選考小委員会委員長 高西 淳夫

指したものです．人間の走行運動計測結果に基づき，開発したロボットは
腰部の能動自由度のみにより脚弾性に共振現象を起こし跳躍力を得ること
ができます．しかし，重心の運動との位相ずれにより跳躍力が減少してし
まうため，着地時間推定を行い各着地時における位相を調整することで連
続跳躍を実現しました．このような研究により，人間の動作原理の解明や
スポーツトレーニングへの応用，それを用いたロボット技術の発展に貢献
できると考えております．

赤井直紀（1990 年 2 月 5 日生）
宇都宮大学
講演番号：3J1‑07（第 32 回学術講演会）
講演題目：磁場ノイズを用いた自己位置推定法の有用
性検証とそれに基づく自律移動法に関する
考察
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光栄に存じま
す．本研究では，環境中に存在する磁場を利用した自律移動ロボットのた
めの自己位置推定法の開発を行っております．磁場は不可視であり，我々
人間にとっては分かりづらいものですが，その中には，鉄骨などの磁性体
が発生させる磁場の乱れがあり，これらは，位置推定を行うためのランド
マークとして利用できます．受賞対象となった論文では，磁場をシミュレ
ーションにより再現し，磁場の乱れに基づく位置推定法が有用に動作する
理由を明らかにしました．今後は，茨城県にあるロボット特区での実証実
験などを通して，自律移動ロボットの実用化に貢献していきたいと考えて
おります．

尾形邦裕（1982 年 6 月 7 日生）
埼玉大学
講演番号：1H3‑02（第 32 回学術講演会）
講演題目：福祉機器の客観的評価のための外装変形機
構を有する人型ダミーロボット
四肢に麻痺を持つ脊髄損傷者の方の中には日常生活
動作（ADL）に介助が必要な場合があり，自立生活の障害となっている．
特に，更衣や排泄等は当事者の方々の自尊心を守る上でも自立を高めるこ
とは重要である．しかし，自立した更衣が可能な衣服や排泄機器は少ない．
障害者の方々が自立した生活と社会参画を果たすために，有用な福祉機器
を広く普及させる必要がある．本研究では，障害者の身体を模擬したダミ
ーロボットを開発することで，衣服や排泄機器を客観的に評価することを
目指す．本論文では，変形機構を有するダミーロボットの上半身を開発し
た．これは人に近い高い自由度を有する上肢帯機構と多様な体型に適用す
るボディを供えている．
金崎朝子（1985 年 9 月 24 日生）
東京大学
講演番号：3I2‑03（第 32 回学術講演会）
講演題目：RGB‑D 画像からの物体検出における対応
点集合類似度の学習

入江 清（1980 年 10 月 24 日生）
千葉工業大学／東京工業大学
講演番号：2I2‑02（第 32 回学術講演会）
講演題目：初めて訪れる場所における 2 次元市街地図

入力 RGB‑D 画像と検出対象物体の RGB‑D 参照画

を用いた自己位置推定
本研究では，Google Map のような既存の地図を用
いて移動ロボットの自己位置推定を行う新たな手法を提案しました．従来
移動ロボットのナビゲーションには ロボット専用の地図 を用いた自己
位置推定が広く用いられてきましたが，既存の地図を再利用することで，
ロボット用の新たな地図を作ることなくナビゲーションを実現することを
目指しています．今回は統計的依存性を最大化するアプローチによって，
従来必要だった事前情報や物体認識を用いることなく直接自己位置推定が
可能であることを示しました．既存の地図を用いて移動ロボットの行動範
囲を大きく広げるための重要な一歩となるものと期待しております．
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像との間で得られた対応点集合に対して，その正当性を評価する対応点集
合類似度を導入し，パラメータを学習する手法を提案しました．画像から
抽出した特徴点の対応を求める手法は多く存在しますが，ある対応点集合
が得られたときに，目的の物体が検出できているか否かを明示的に判定す
る手法についてはほとんど議論されてきませんでした．主な先行研究は対
応点集合の精度向上を目的としているのに対し，本研究は物体検出の観点
から対応点集合を評価するという視点に新規性があります．提案手法は，
物体が雑多に置かれた日常環境で動作するロボットにとって重要な要素技
術になると考えています．
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進める所存です．

早稲田大学
講演番号：3J2‑06（第 32 回学術講演会）
講演題目：操作量ヒストグラムを用いた BIOG 自動調
整手法
このたびは，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，誠にありがとうございます．この場をお借りして，
本研究の遂行に当たり，ご指導・ご助力をいただきました，諸先生方・関
係者のみなさまに深く感謝申し上げます．本研究では，人間操作型作業機
における入出力ゲインとして，Basic Input‑Output Gain（BIOG）という
概念を提案し，操作者や作業内容の傾向に適応的に馴染んでいく BIOG 自
動調整手法を開発しました．今後は，より効果的な適応手法を開発すると
共に，他分野への応用および実証を進め，知的なヒューマンマシンインタ
フェースの設計に関する検討を深めていく所存でございます．
橋本健二（1981 年 12 月 20 日生）
早稲田大学
講演番号：1M3‑05（第 32 回学術講演会）
講演題目：ヒト足部の機械的特性を模擬した着靴可能
な足部機構の開発
研究奨励賞という栄誉ある賞を賜り，光栄に存じま
す．この場をお借りして，ご指導いただいた諸先生方や日ごろ研究生活を
支えてくださっている研究室の皆様に感謝申し上げます．私は，これまで
に多様な路面に適応可能な 2 足歩行ロボットの足部機構と制御を中心に開
発してきました．その中で，ヒト足部の機能に興味がわき，ヒト足部の機
能解明を目指した研究を実施した次第です．今後は，開発した足部機構を
用いて，アーチ構造や皮膚，靴が 2 足歩行に与える影響を検証していきた
いと考えております．また，ヒトの運動に注目した 2 足ロボットや，ヒト
の移動能力を超える災害対応ロボットの開発に取り組んでいきます．
早川 健（1985 年 2 月 6 日生）
名古屋大学
講演番号：1D3‑02（第 32 回学術講演会）
講演題目：振動誘起流れを用いたオンチップ細胞操作
このたびは研究奨励賞という名誉ある賞を賜り，大
変光栄に存じます．本研究では，外界からのアクセス
が容易なオープンマイクロ流体チップで細胞操作を行うための，振動誘起
流れを用いた方法を提案しました．本手法では，チップ上にマイクロピラ
ーを作製し，
円振動を印可することによりピラー周囲に局所流れを誘起し，
オープンチップでの搬送・トラップ・回転等様々な細胞操作を実現します．
今後は本手法により，オンチップ細胞操作の応用を広げ，工学のみならず
生物学，医学，薬学等の様々な分野において貢献できるよう精進して参り
ます．また，この場をお借りして常日頃からご指導いただいている先生方
に深く御礼申し上げます．
渡辺敦志（1986 年 8 月 7 日生）
（株）ATR
講演番号：3Q1‑04（第 32 回学術講演会）
講演題目：人間協調型移動ロボットによるコンクリー
ト打音検査記録システム
このたびは研究奨励賞を賜り，大変光栄に存じます．
本研究では，コンクリート打音検査において，人間の作業者が叩き，ロボ
ットがその位置と音を記録する，
協調型の検査システムを構築しています．
これにより屋内，小型建造物，インフラ設備の付帯設備周辺など，近年開
発が進められている完全自動型の検査システムの適用が煩雑な場所の検査
を，ロボットでサポートすることを目的としています．ロボットと人間，
それぞれの得意なことを相補的に行うことで効率よく働くシステムが，今
後ますます重要になると考えており，関連する研究開発，および実用化を
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第 30 回研究奨励賞選考小委員会委員
委員長
幹 事

高西 淳夫（早稲田大学）
尾崎 功一（宇都宮大学大学院）
小林英津子（東京大学大学院）

委 員
石上 玄也（慶應義塾大学）
星野 智史（宇都宮大学）
琴坂 信哉（埼玉大学大学院）
松下光次郎（大阪大学大学院）
小林 貴訓（埼玉大学大学院）
松本 高斉（日立製作所）
鈴木
剛（東京電機大学）
中村 亮一（千葉大学フロンティア
医工学センター）
注）本年度退任委員のみ掲載，昨年度のみおよび一次審査のみ審査に参加
した委員も含む
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日本ロボット学会第 5 回ロボティクスシンポジア研究奨励賞の贈呈
―第 5 回ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考結果報告―
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

原 祥尭（1982 年 11 月 13 日生）

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

筑波大学／千葉工業大学

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

講演番号：1B4（第 20 回ロボティクスシンポジア）
講演題目：蓄積したスキャン形状のマッチングにより

れます．

過去を考慮した Grid‑based SLAM

今回は 2015 年開催の第 20 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

移動ロボットが地図生成を行うには，自己位置推定

員会において厳正な審査を行い以下の 3 名を選考し，理事会において授与

を 同 時 に 行 う 必 要 が あ り，SLAM：Simultaneous Localization and

が決定されました．

Mapping と呼ばれている．本研究では，屋外の広大な環境など，センサ

表彰式は東京電機大学にて開催された第 33 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 5 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
澤
俊裕

の視野が不足する場合でも地図生成が可能な SLAM 手法を開発した．従
来手法は Bayes Filter に基づくものが多く，現在のセンサデータのみに
依存して推定が行われる．これに対して提案手法では，過去のセンサデー
タを蓄積して情報量を増やすことで，視野の不足を補って正しく地図生成
を行える．今後は提案手法を二次元から三次元に拡張し，屋外の実環境で
行動可能な自律移動ロボットを実現したい．

杉浦広峻（1990 年 6 月 5 日生）
名古屋大学
講演番号：1A1（第 20 回ロボティクスシンポジア）
講演題目：ロボット統合型マイクロ流体チップを用い
たモアレ干渉縞による高精度細胞計測
私共の研究グループでは，機械工学者として微細加
工技術，計測制御技術を武器に，微小細胞の評価，操作に主眼をおいた研
究を進めています．細胞の評価手法において，近年細胞の機械的特性が大
きな注目を集めており，臓器，血管，筋繊維など，あらゆる生体組織の重
要な形成因子であると認識されています．本研究では，マイクロ流体チッ
プにおいて単一細胞の圧縮変形特性を計測する技術を提案いたしました．
微細加工による精密な計測機構の設計，および，干渉縞を利用した計測技
術により，従来実現できなかった精度で細胞特性計測を実現しました．今
後，生体研究の現場における実用化を見据えています．
上野貴弘（1992 年 1 月 6 日生）
広島大学
講演番号：1A2（第 20 回ロボティクスシンポジア）
講演題目：高速トラッキングに基づくモーションブラー
フリー顕微鏡
本研究は間歇的トラッキング法と称した輝度とモー
ションブラーの関係を解決する新たなボケ補正の手法を提案し，顕微鏡下
の環境に対してモーションブラーフリー撮影の実現を目指しています．本
研究を遂行することで流路を流れる細胞を画像により瞬時に解析し，LOC
技術に基づく細胞検査・ソーティングの性能の向上に貢献できると考えて
います．現在では構築した顕微鏡システムのさらなる精度向上や微生物な
どのより複雑な移動にも対応可能とするなどの改善を目指しています．ま
た，本研究で提案した間歇的トラッキング法は顕微鏡下以外の環境にも適
用できると期待されており，多種多様な場面で貢献できればと考えていま
す．

第 5 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
幹事
委 員
尾崎 功一（宇都宮大学）
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澤
俊裕（安川電機）
小林英津子（東京大学）
和田 一義（首都大学東京）
小林

宏（東京理科大学）
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カレンダー
（2015 年 11 月〜 2016 年 9 月）
開 催 日

行

事

開 催 地

申込締切日

会誌掲載号

11/20〜11/22

マイクロマウス 2015（第 36 回全日本マイクロマウス大会）

神 奈 川

33 巻 7 号・25

11/21〜11/23

第 24 回日本コンピュータ外科学会大会

東

京

33 巻 4 号・19

11/22・11/23

青少年のためのロボフェスタ 2015

神 奈 川

33 巻 6 号・21

26th 2015 International Symposium on Micro‑NanoMechatronics
11/23 〜 11/25 and Human Science（MHS2015）/24th International Micro Robot 愛
Maze Contest 2015

知

11/23〜11/25

The World Robot Conference 2015（WRC2015）

11/25〜11/28

第 18 回情報論的学習理論ワークショップ（IBIS2015）

茨

城

33 巻 8 号・18

11/26〜11/27

平成 27 年秋季フルードパワーシステム学会講演会

鹿 児 島

33 巻 8 号・18

11/27〜11/30

第 19 回メカトロニクス技術に関する国際会議（ICMT2015）

東

京

33 巻 4 号・19

11/28・11/29

第 36 回バイオメカニズム学術講演会（SOBIM2015 in Shinshu）

長

野

33 巻 2 号・11

11/28〜11/30

2015 年知的情報処理と生物科学国際会議（ICIIBMS2015）

沖

縄

33 巻 7 号・24

11/29 〜 12/2

第 5 回世界工学会議（WECC2015）

京

都

32 巻 9 号・31

11/30・12/1

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
大
を統計的に学ぶ〜」2015

阪

33 巻 9 号・34

12/2 〜 12/5

2015 International Conference on Mechatronics and Information Technology
（ICMIT2015）

China

33 巻 5 号・19
33 巻 7 号・24

Korea

33 巻 7 号・24

12/3・12/4

ViEW2015 ビジョン技術の実利用ワークショップ

神 奈 川

33 巻 4 号・19

12/3・12/4

第 13 回 ITS シンポジウム 2015

東

京

33 巻 5 号・20

12/4

No. 15‑121 講習会 産業に役立つアクチュエータ研究開発の最前線

神 奈 川

33 巻 9 号・34

12/5 〜 12/8

第 6 回先端メカトロニクス国際会議（ICAM2015）

東

京

33 巻 9 号・34

12/11〜12/13

IEEE/SICE International Symposium on System Integration 2015

愛

知

33 巻 7 号・24

12/14〜12/16

第 16 回 SICE システムインテグレーション部門講演会

愛

知

申込締切 8/21
32 巻 7 号・25
原稿締切 9/25

12/18・12/19

第 10 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

33 巻 9 号・34

12/18〜12/20

第 2 回トマトロボット競技会

福

岡

33 巻 7 号・25

12/19・12/20

進化計算シンポジウム 2015

愛

知

33 巻 8 号・18

2016
1/20 〜 1/22

第 21 回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム（AROB21st2016）

大

分

33 巻 4 号・19

1/21・1/22

第 28 回自律分散システム・シンポジウム

広

島

33 巻 9 号・34

3/2 〜 3/4

シンポジウム「インタラクション 2016」

東

京

33 巻 9 号・34

3/7・3/8

動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2016

岩

手

33 巻 5 号・20

3/10・3/11

シンポジウム「モバイル ʼ16」

茨

城

33 巻 8 号・18

5/18 〜 5/20

OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2016（OPIE ʼ16）

神 奈 川

33 巻 8 号・18

7/24 〜 7/29

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

31 巻 6 号・18

8/7 〜 8/10

2016 IEEE メカトロニクス及びオートメーション国際会議（IEEE ICMA2015） 中

国

33 巻 9 号・34

8/30 〜 9/1

平成 28 年電気学会産業応用部門大会

馬

33 巻 9 号・34

群

（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．）

日本ロボット学会誌 33 巻 9 号

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 25

―お知らせ 25―

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

知

ら

せ

主催行事のお知らせ

JRSJ Vol. 33 No. 9

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 26

―お知らせ 26―

Nov., 2015

15/10/29 19:07

お

日本ロボット学会誌 33 巻 9 号

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 27

知

ら

―お知らせ 27―

せ

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

JRSJ Vol. 33 No. 9

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 28

知

ら

―お知らせ 28―

せ

Nov., 2015

15/10/29 19:07

お

日本ロボット学会誌 33 巻 9 号

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 29

知

ら

―お知らせ 29―

せ

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

JRSJ Vol. 33 No. 9

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 30

知

ら

―お知らせ 30―

せ

Nov., 2015

15/10/29 19:07

お

日本ロボット学会誌 33 巻 9 号

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 31

知

ら

―お知らせ 31―

せ

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

知

ら

せ

セミナーのご案内

JRSJ Vol. 33 No. 9

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 32

―お知らせ 32―

Nov., 2015

15/10/29 19:07

お

日本ロボット学会誌 33 巻 9 号

33-09 お知らせ̲25-42̲再.indd 33

知

ら

―お知らせ 33―

せ

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

知

ら

せ

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

SICE セミナー「モデルベースト制御系設計 2015 年 11 月 30 日（月）・12 月 1 日（火）
部門協議会担当：鈴木和美
〜モデリングから制御系設計までを統計的 常翔学園大阪センター
TEL. 03‑3814‑4121 FAX. 03‑3814‑4699
に学ぶ〜」2015
（大阪市北区梅田 3‑4‑5 毎日インテシオ 3F） E‑mail：bumon@sice.or.jp
（公社）計測自動制御学会
No. 15‑121 講習会 産業に役立つアクチュ
エータ研究開発の最前線

2015 年 12 月 4 日（金）
横浜国立大学 教育文化ホール中集会室
（横浜市保土ヶ谷区常盤台 79‑1）

一般社団法人日本機械学会 機素潤滑設計
部門 渡邊
TEL. 03‑5360‑3505
E‑mail：watanabe@jsme.or.jp

第6回先端メカトロニクス国際会議
（ICAM2015） 2015 年 12 月 5 日（土）〜 12 月 8 日（火）
早稲田大学 西早稲田キャンパス
（新宿区大久保 3‑4‑1）

ICAM2015 実行委員会
実行委員長：岩田浩康（早稲田大学）
E‑mail：icam2015‑info@iwata.mech.waseda.
ac.jp
http://www‑arailab.sys.es.osaka‑u.ac.jp/
icam2010/

一般社団法人日本機械学会
（機素潤滑設計部門）

（一社）日本機械学会ロボティクス・
メカトロニクス部門
第 10 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〜

2015 年 12 月 18 日（金）・12 月 19 日（土）
琵琶湖畔おごと温泉 湯の宿木もれ日
（〒520‑0102 滋賀県大津市苗鹿 2‑30‑1）

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

（公社）日本材料学会関西支部
第 28 回自律分散システム・シンポジウム

2016 年 1 月 21 日（木）・1 月 22 日（金）
広島大学 東広島キャンパス

（公社）計測自動制御学会システム・情報部門

広島大学大学院工学研究科機械工学専攻
大倉和博
TEL/FAX. 082‑424‑7550
E‑mail：das2015@ohk.hiroshima‑u.ac.jp

シンポジウム「インタラクション 2016」

contact2016@interaction‑ipsj.org

2016 年 3 月 2 日（水）〜 3 月 4 日（金）
科学技術館
情報処理学会 （千代田区北の丸公園）

平成 28 年電気学会産業応用部門大会

2016 年 8 月 30 日（火）〜 9 月 1 日（木）
群馬大学 荒巻キャンパス
（前橋市荒牧町 4‑2）

一般社団法人電気学会

一般社団法人電気学会 事業サービス課
学会事務担当 奈良英範
TEL. 03‑3221‑7313 FAX. 03‑3221‑3704
E‑mail. nara@iee.or.jp

本会後援・協力行事
会 合 名
主 催
2016 IEEE メカトロニクス及びオートメー
ション国際会議（IEEE ICMA2015）

開催日・会場・その他
2016 年 8 月 7 日（日）〜 8 月 10 日（水）
中国ハルビン市 Shangri‑La Hotel, Harbin

IEEE Robotics and Automation Society,
Harbin Institute of Technology
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申込・問合せ先
〒761‑0396 高松市林町 2217‑20
香川大学 工学部知能機械システム工学科
郭 書祥
TEL. 087‑864‑2333 FAX. 087‑864‑2369
E‑mail：guo@eng.kagawa‑u.ac.jp
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理事会報告
2．2 学術講演会関係事項

第 49 回理事会
日

（１）第 33 回日本ロボット学会学術講演会開催後の結果について報告さ
れた．

時：2015 年 10 月 6 日（金）14：00 〜 17：00

場
所：日本ロボット学会事務局 会議室
出席理事：高西淳夫（会長），澤俊裕，吉見卓 , 細田祐司，井上康之，奥
田晴久（遠隔），久保田哲也，王碩玉（遠隔），橋本浩一，倉林
大輔，平田泰久（遠隔），石川潤（遠隔），妻木勇一（遠隔），

（２）科研費研究成果公開発表（B）計画調書案について報告された．
2．3 事業関係事項
（１）研究専門委員会活動報告書（当期）について報告された．
（２）第 31 回研究奨励賞選考小委員会委員候補（案）が承認された．
（３）東レ科学技術賞候補者推薦の件について承認された．

岡田昌史（遠隔），山本健次郎（記）

2．4 国際関係事項
（１）IROS Steering/Advisory Committee Meeting および ARSU サミ

出席理事数：15 名（理事総数 20 名，過半数 11 名以上）
出席監事：平井成興
事務局：水谷
〈議 事〉
1．議事録確認
（１）以下の議事録が確認された．
日本ロボット学会第 48 回理事会議事録
2．審議・報告事項
2．1 会長・副会長・庶務
（１）第 5 回運営報告会の結果が報告され，今後の対応方針について議
論が行われた．
（２）研究協議会の結果が報告され，今後の対応方針について議論が行
われた．
（３）2016 年度予算申請および事業計画の報告があった．

ットの議事内容について報告があった．
2．5 財務関係事項
（１）1 月から 8 月までの累計財務報告があった．
3．定例報告事項
（１）2015 年度入退会申込（2015 年 10 月 6 日現在）状況
・正会員 2,986 名（入会 14 名，復会 0 名，種別変更（増）6 名，種別変更（減）
6 名，退会 9 名），学生会員 1149 名（入会 16 名，復会 0 名，種別変更（減）
6 名，退会 16 名）
，終身会員 79 名（種別変更 6 名）
，名誉会員 10 名
であり，会員総数は 4,225 名，賛助会員 72 団体 98 口となったことの
報告があり，入会及び退会の申請が全件承認された．
（２）国内協賛案件の報告が行われた．

新入会員
（2015 年 9 月入会の会員）

15873 小林 正樹

正 会 員
15874 伊藤 圭史

15878
15882
15897
15901

15880
15886
15898
15902

巽
高田
佐藤
阪下

俊二
雅弘
修三
英知

井上
村井
弓取
坂原

真翔
雄太
修二
洋人

15875 清水 昌樹

15876 大崎 洋介

学 生 会 員
15877 渡邊 悠太

15879 片岡 大哉

15881 岩澤
洋
15894 近藤 玄大
15899 鈴木 教郞

15883 堀井 斗城
15887 遠藤 太貴

15884 栗原 直也
15888 中原
康

15885 阿久津健太
15889 リュー ジュンフイ

15890 和田健太郎
15893 寺沢 周悟

15891 矢田部小百合
15895 浅野
滋

15892 松永
15896 皆本

夏紀
光

15900 宮西 洋輔
賛 助 会 員
S0285 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
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英文論文集のページ
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刊行物のご案内
日本ロボット学会誌

第 23 回学術講演会講演概要集（予稿集 CD‑ROM 付）

第1号

〔特集〕

10,000 円

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 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

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
第6号

〔 〃 〕
〔 〃 〕

使える RT ミドルウェア
生体筋骨格型ロボット

第7号
第8号

〔 〃 〕 第 27 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
〔 〃 〕 第 27 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅱ

第 26 回学術講演会講演概要集（予稿集 DVD‑ROM 付）

第9号

〔 〃 〕 クオリティ・オブ・ライフのためのロボティクス

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 10 号
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号

〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔

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
第 10 号
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号

〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔

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

本学会個人会員
本学会個人会員以外

本学会個人会員以外

第 28 巻

5,000 円

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 14 回
第 18 回

ロボティクスシンポジア予稿集
ロボティクスシンポジア予稿集

第 29 巻

第 30 巻

〔 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〕

ロボット聴覚

分子ロボティクス

〕 ソーシャルロボットと人間理解
〕 研究者が『ロボット』を伝えるために
〕 人と接するロボットの研究を考える
〕 ロボット技術の国際標準
〕 確率理論のロボティクス応用
〕 機構の知と技
〕 第 28 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ
〕 ロボットと安全コンポーネント
〕 人ロボット共生学
〕 共創知能システムプロジェクト
〕 パラレルメカニズムと実用化
〕 つくばチャレンジ論文特集号
〕 2 足歩行ロボット技術
〕 ヒトの触感覚特性を活かす
〕 広がるテレロボティクス
〕 第 29 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号Ⅰ

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―

10,000 円
10,000 円

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

※以上のものはいずれも消費税込，送料は別にかかります．
第 33 巻
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 28 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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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
第4号
第5号
第6号
第7号

〔
〔
〔
〔
〔

〃
〃
〃
〃
〃

〕
〕
〕
〕
〕

第8号
第9号
第 10 号
第1号
第2号

〔
〔
〔
〔
〔

〃
〃
〃
〃
〃

〕 懐に入り込むロボット技術
〕 高速ビジョンの応用展開
〕 ヒューマンモデリングアンドエンハンスメント
〕 水圏における生物模倣型移動ロボット
〕 データサイエンス研究のロボティクス応用にむけて

第3号 〔 〃
第4号 〔 〃
第5号 〔 〃
第6号 〔 〃

〕
〕
〕
〕

知能化する家電
原点としての機巧
探査ローバ開発の今と新しい試み
ロボット工学における最適化手法
第 31 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号

ロボット教育論文特集号Ⅱ
今更聞けないロボットの基礎と未解決問題
製造業向けロボット
大型機械のためのヒューマンインタフェースデザイン

第7号

〔 〃 〕 第 32 回日本ロボット学会学術講演会論文特集号

第8号

〔 〃 〕

ロボット関連の実験特区の取り組み

Nov., 2015

15/10/29 19:07
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一般社団法人 日本ロボット学会賛助会員（50 音順）
（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）
イリソ電子工業（株）
（株）インフィテック
（株）インフォコーパス
（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ズ（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）
協栄産業（株）
（株）クリムゾンインタラクティブ・ジャパン
（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）
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
新明和工業（株）
スキューズ（株）
（株）精好堂
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）
（株）豊田自動織機／技術・開発本部
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
NiKKi Fron
（株）
日東精工（株）
日本精工（株）
（社）日本ロボット工業会
パームス（株）
パナソニック（株）エコソリューションズ社
パナソニック（株）生産技術本部
ビー・エル・オートテック（株）
日立建機（株）
（株）
日立製作所／テクノロジーイノベーション統括本部
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
（株）明電舎
矢崎総業（株）
（株）安川電機
（株）リアルビズ
（株）リコー
（株）ロボット科学教育

・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．
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● 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
〒 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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事務局

2015 年 11 月

15/10/29 19:07

お

知

ら

せ

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
＊髙西 淳夫（早稲田大学）
副会長
＊沢
俊裕（安川電機）
＊吉見
卓（芝浦工業大学）
庶務担当
沢崎 直之（富士通研究所）
＊山本健次郎（日立製作所）
＊細田 祐司（日本ロボット学会）
財務担当
井上 康之（安川電機）
＊奥田 晴久（三菱電機）
企画担当
石田 勇一（不二越）
＊久保田哲也（川崎重工業）
学会誌担当
王
碩玉（高知工科大学）
＊橋本 浩一（東北大学）

欧文誌担当
倉林 大輔（東京工業大学）
＊平田 泰久（東北大学）
事業担当
小林英津子（東京大学）
＊和田 一義（首都大学東京）
学術講演会担当
石川
潤（東京電機大学）
＊妻木 勇一（山形大学）
国際担当
平井 慎一（立命館大学）
＊岡田 昌史（東京工業大学）
監

事
平井 成興（千葉工業大学）
＊小平 紀生（三菱電機）
無印
＊印

2014 年 3 月より 2016 年総会時まで
2015 年 3 月より 2017 年総会時まで

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

中臺 一博（ホンダ・リサーチ・イ

市川 明彦（名城大学）
王
碩玉（高知工科大学）
川田 浩彦（北陽電機）
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）

ンスティチュート・ジャ
パン）

中村
浪花
野田
羽田
日高
平井
程島
堀

明生（東京電機大学）
智英（福井大学）
哲男（三菱電機）
芳朗（富士通研究所）
洋士（富士通研究所）
宏明（大阪大学）
竜一（埼玉大学）
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）

一般社団法人 日本ロボット学会 代議員
任期：2015 年 3 月〜 2019 年 3 月
相山
安藤
安藤
一丸
岩田
牛見
梅田
江丸
遠藤

康道（筑波大学）
慎悟（安川電機）
健（パナソニック）
勇二（安川電機）
浩康（早稲田大学）
宣博（九州産業大学）
和昇（中央大学）
貴紀（北海道大学）
玄（東京医科歯科大学）
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大明
太田
岡
岡田
加藤
金岡
木野
栗栖
姜

準治（東芝）
祐介（千葉工業大学）
宏一（高知工科大学）
聡（日立製作所）
龍（横浜国立大学）
利知（富士通研究所）
仁（福岡工業大学）
正充（東京電機大学）
山（富士通研究所）
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50 音順
菅原 雄介（国士舘大学）
杉
正夫（電気通信大学）
髙信 英明（工学院大学）
土橋 宏規（立命館大学）
中村 幸博（NTT）
原田 達也（東京大学大学院）
松下光次郎（岐阜大学）
松本 高斉（日立製作所）
毛利 哲也（岐阜大学）
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「次世代アクチュエータが描く未来像」
特集について
電車，自動車，スマートホン，家電，私たちは高度に発
展した機械システムに囲まれ，その恩恵を受け日常の生活

いる空気圧ソフトロボットアームに関して，実例を交えて
ご解説いただきました．

を送っています．機械システムの高度化は，利便性のさら

アクチュエータのマイクロ化は，医療応用などの観点か

なる向上，新たなサービスの創生につながります．基盤技

ら，従来から盛んに研究が行われています．特に圧電アク

術の一つであるアクチュエータのブレイクスルーは，ロ

チュエータはその特性からマイクロ化に有利であると考え

ボットを含めた機械システムの発展に大きく寄与します．

られています．真下智昭先生には，圧電アクチュエータの

そこで，今回は「アクチュエータのブレイクスルーがもた

一種である超音波モータのマイクロ化の最新動向について

らす恩恵」をキーワードに，次世代アクチュエータの可能

ご執筆いただきました．一辺 1［mm］の立方体を駆動源

性，研究成果の社会還元，実作業への応用などを中心とし

とする非常に小さなモータが紹介されています．

た内容を企画しました．本特集では，アクチュエータ技術

竹村研治郎先生には，機能性流体を利用したアクチュ

の可能性，社会還元に関する展望と特徴ある次世代アク

エータについて解説をいただきました．流体駆動でも旧来

チュエータ技術ならびに医療，農業など各方面へのアク

の油空圧とは異なり，電界や磁界などによって駆動可能で

チュエータの応用に関する解説を関連の深い皆様にご寄稿

あることから，新しいデバイスとしての応用が模索されて

いただきました．

きました．このような特徴を生かしたマイクロアクチュ

アクチュエータが科学技術の発展に大きく寄与してきた

エータの例や，液滴駆動やダンパに利用されている例な

ことは様々な事例が示しています．現在進行中の様々なプ

ど，様々な応用事例を交え，機能性流体アクチュエータの

ロジェクトにおいても，アクチュエータ研究が大きな役割

現状について解説されています．

を果たすことが期待されています．鈴森康一先生には，革

改めて指摘するまでもなく，医療あるいは福祉の分野

新的なアクチュエータが革新的なロボティクスをもたらす

は，ロボット技術の展開先として近年特に注目されていま

という観点から，アクチュエータ研究の現状と今後の展望

す．伊原正先生には，医療用メカトロニクスシステムにお

についてご執筆いただきました．油空圧アクチュエータを

けるアクチュエータ利用の現状について解説をいただきま

中心とする独創的なアクチュエータについて解説をいただ

した．いわゆる手術ロボット，あるいは検査環境でのアク

いています．

チュエータ利用についての事例が紹介されています．

次世代アクチュエータの研究成果の社会還元は，産業用

農業に目を移せば，農作業の自動化が重要な課題です．

途以外に現在ロボットに多大な期待が寄せられている医

その中で，アクチュエータは作物の自動収穫において重要

療，農業分野などでの技術革新に大きく寄与すると同時に

な要素であることから門田充司先生・脇元修一先生には，

これまでは思いもよらなかった新たな応用分野の開拓につ

農業におけるロボット技術ならびに収穫作業への活用を目

ながることが期待できます．そこで，則次俊郎先生に，社

的に開発に取り組まれているアクチュエータに関してご執

会実装というキーワードで次世代アクチュエータの研究成

筆いただきました．
辻俊明先生には，人間機械協調系のインタフェースにお

果の社会還元に関する展望を実用化事例を交えてご執筆い

けるアクチュエータに関してご解説いただきました．一見

ただきました．
人間と直接ふれあうような場面においてロボットを利用

空気圧人工筋が取り扱うには不向きな衝突などの高周波応

する場合，ロボットには人間への安全性を確保する必要が

答を含む現象に対して人工筋の機械的剛性の制御が有効で

あります．その実現方法の一つとしては，アクチュエータ

あると言う興味深い内容をご執筆いただいています．

を含む機構全体を柔軟材料で構成する方法が挙げられま

（神田岳文 岡山大学，佐々木大輔 香川大学）

す．西岡靖貴先生には，上記を目的に開発に取り組まれて
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〔表紙説明〕
言うまでもなく，駆動系を有するロボットにとってアク
チュエータは必要不可欠な要素の一つです．そしてそれは
とりもなおさず，ロボットの形状に大きな影響を与える，
デザイン要素の一つでもあります．
その形状やサイズ，駆動原理がロボットのデザインを大
きく変え，また逆に斬新なロボットのデザインを実現する
ためにはアクチュエータの革新が不可欠と言っても過言で
はありません．
今回はそんなロボットデザインにも大きなかかわりを持
つアクチュエータの特集ということで，様々なアクチュエ
ータの集合体としてのロボットハンドをテーマに描いてみ
ました．アニメや映画に登場する巨大なロボットが，どん
なアクチュエータで駆動するのか思いを馳せるのも面白い
かもしれませんね．
（園山隆輔＜ T‑D‑F@T‑D‑F.jp ＞

T‑D‑F）

編集後記
本特集の企画・立案をきっかけに，普段はあまりにも当

ロボットをはじめとするメカトロニクスシステムにおい

たり前で気にとめず通り過ぎるだけのものが様々なアクチ

て，アクチュエータはセンサと対になる，なくてはならな

ュエータに支えられ，私たちの日常生活の深くにアクチュ

い要素です．ただし，例えばセンサという用語に比べて，

エータが入り込んでいることを再認識しました．エディタ

アクチュエータという言葉自体の知名度は必ずしも高くあ

ーという立場ではありますが，アクチュエータの開発，応

りません．一般の聴講者の方々や高校生を対象とする解説

用に携わる研究者として皆様の原稿を拝読して大変刺激を

を担当することがありますが，アクチュエータの紹介の前

受けました．最近は，自分の周囲を見渡し「アクチュエー

に，アクチュエータという言葉の紹介が必要なのが実情で

タの発展がこの景色をどういう風に変えるか？」と心躍ら

す．本誌の読者の皆様は，さすがにそのような状況ではな

せています．冒頭でも述べさせていただきましたが，ロボ

いと思いますが，ロボットのためにアクチュエータ自体の

ットを含めた機械システムの発展にはアクチュエータの発

研究を行う方は少ないのかもしれません．本特集におきま

展が必要不可欠です．本特集が，アクチュエータの研究開

しては，アクチュエータ研究において多くの実績を持つ著

発に携わる皆様，アクチュエータにご関心のある皆様のお

名な方から新進気鋭の方まで，それぞれの立場でアクチュ

役に立てば光栄です．私自身も，またいつかアクチュエー

エータ研究の現状と今後の展望についてご寄稿いただき，

タ技術を基盤とした未来像を皆様にお伝えできるよう日々

あらためて多様な研究開発が行われていることを認識した

の研究活動を真摯に取り組みたいと思います．

ところです．これを機に，ロボット分野でのアクチュエー

最後になりましたが，本特集にあたりご多用の中ご寄稿

タ技術の重要性を再確認いただくとともに，アクチュエー

いただいた皆様にこの場をお借りして厚くお礼を申し上げ

タに関する研究開発に携わる皆様に対し，革新的アクチュ

ます．

エータに関して多くのご意見・ご要望をお寄せ下さること
（佐々木大輔 香川大学）

を期待しております．
（神田岳文 岡山大学）
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