
─1─

VOL. 40
SEP. 2022

VOL. 40
SEP. 2022

─1─

特集紹介� 2

2022年度日本ロボット学会名誉会員・フェローのご紹介� �5

【特集】デジタルツインと人・ロボット協調� �9

解説：第39回日本ロボット学会学術講演会レポート� 51

論文抄録� 57

論文 （本文は J-Stage にてオープンアクセス掲載 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrsj/list/-char/ja
 p.63～p.96は本冊子には掲載されておりません）

� ■��子どものためのロボット研究における科学館での研究者と�
ロボットによる合同発表の有用性評価�
Study�on�the�Usefulness�of�Collaborative�Researcher-Robot�Presentation��
in�a�Science�Museum�for�Robotics�for�Children�

� 東風上�奏絵・岡田�慧・稲葉�雅幸� 63�
� Kanae�Kochigami・Kei�Okada・Masayuki�Inaba

� ■����レター� 73�
 詳細は論文抄録（p.57～p.62）参照

ADVANCED�ROBOTICS�review

� ■����Call�for�Papers:�Special�Issue�on�World�Models�and�Predictive�Coding�in��
Robotics� AR�1

� ■��Call�For�Papers:�Special�Issue�on�Multimodal�Processing�and���
Robotics�for�Dialogue�Systems� AR�2

� ■��Call�For�Papers:�Special�Issue�on�Robotics�Technology�for�Agriculture� AR�3

� ■��ADVANCED ROBOTICS�Vol.�36,�Issue�13～14�Graphical�Abstract� AR�4

お知らせ� 会告1

� ■��カレンダー� 会告2

� ■��主催行事のお知らせ� 会告3

� ■��セミナーのご案内� 会告4

� ■��共催・協賛行事のお知らせ� 会告7

� ■��新入会員� 会告8

� ■��刊行物のご案内� 会告10



─2─

「デジタルツインと人・ロボット協調」特集について
　近年のデジタル化技術の進歩により，人を含む環境のデジタルツイン化が進んでいる．人・環境・ロボットに関する多様な
データを集約し，実世界の様々な側面を情報空間に再現し分析・予測に用いることで，よりリアルタイム性が高く，状況に
応じた高度な実世界への介入が可能となる．特に，ロボットの活用方法として製造，サービスそれぞれの分野において人と
ロボットの円滑な協調は重要な課題であり，この課題の解決に上記のデジタルツインは大きく貢献すると期待される．その
ような中で，本特集では，以下のような点に注目し，その第一線で研究を続けられている方々に執筆をお願いした．
　まず，現状のロボットや人のデジタルツイン技術を俯瞰したうえで，人とロボットがより密に協調するための課題，研究
の方向性を展望いただいた．そして，デジタルツインを活用した人・ロボット協調システムを実現するうえで，重要になる
技術として，人，ロボット，システム設計のそれぞれについて取り上げた．ロボットが人に適切に介入するためには，現場
で得られる限られたセンサデータから人の動きや身体的な負荷等の予測を行う技術が重要な要素となってくる．また，適切
な介入を行うためには，身体的な側面に加え，人の主観的な感覚と行動選択に対する理解も欠かせない．ロボットの動作生
成技術としては，人とのインタフェースとなる遠隔操作技術，デジタルツインを活用した日常の生活空間におけるロボット
の自律走行，シミュレーションを活用したマニピュレーションに関する話題を取り上げた．システム設計の視点では，自動
車製造分野における人とロボット協調化の取り組みと，そのような従来の安全で扱うことが困難な協調システムに対する安
全分野からの取り組みを紹介した．また，このようなデジタルツイン技術の研究や実証を進めるためには，実際に協調作業
が行われている現場のデータを取得し，介入実験を実施できる環境が必要である．その実証環境も取り上げた．
　この特集が読者の研究や開発の一助となれば幸いである．最後にご多忙の中，記事を執筆いただいた筆者の方々に深く感
謝いたします．� （花井　亮　産業技術総合研究所）

特集：デジタルツインと人・ロボット協調特集：デジタルツインと人・ロボット協調

【展望】� ■�人とロボットの体験型デジタルツイン� 稲邑�哲也� 9�
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【解説】� ■�CPS 研究棟における取組とHCMIコンソーシアム� 谷川�民生� 15�
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� ■�ヒューマンデジタルツインの現状と将来展望�
Current�Status�and�Future�Perspective�of�the�Human�Digital�Twin�
� 多田�充徳・遠藤�維・丸山�翼� 21�
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� ■�人と生活空間の理解に基づく自律走行ロボット技術�
Autonomous�Mobile�Robots�in�Human�Living�Space�
� 佐々木�洋子� 43�
� Yoko�Sasaki

� ■�Data�Augmentation�とDomain�Randomization�
―データドリブンなロボットラーニングを支える経験的アプローチ―�
Data�Augmentation�and�Domain�Randomization:�Empirical�Approaches�for��
Data-driven�Robot�Learning�
� 花井�亮・牧原�昂志・堂前�幸康� 47�
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本学会をご支援頂いている賛助会員の皆様をご紹介致します。
本学会webサイト（http://�www.rsj.or.jp/about/supporter/）にて会員の皆様のHPへリンクを貼らせて頂いております。
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アナログ・デバイセズ（株）

 （株）イシダ
 （株）インデックスプロ社

（株）インフィテック
NEC プラットフォームズ
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ナブテスコ（株）

（株）日刊工業新聞社
NiKKi Fron（株）
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（一社）日本ロボット工業会
（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ
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●御入会またはロゴの掲載をご希望の場合は，下記にお問い合わせください．
　一般社団法人日本ロボット学会 事務局 会員係　TEL 03（3812）7594，FAX 03（3812）4628，E-mail:service@rsj.or.jp

一般社団法人　日本ロボット学会　賛助会員のご紹介（50 音順）
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