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第 82 期部門長就任にあたって
第82期部門長
大築康生
(川崎重工業株式会社)
このたび，第82期ロボティクス・
メカトロニクス部門長をおおせつ
かりました．本学会の中でも活発な
活動を行っている本部門の運営に
携わらせていただくことは，大いな
る光栄であるとともに，責任の重さ
に身の引き締まる思いでおります．
ロボティクス・メカトロニクスは
非常に広範囲な学術分野，技術分野
から成り立っております．機械工学
一般はもとより，電気･電子工学，制
御･情報工学を基盤技術としていま
すが，適用分野によっては医学，物
理学さらには心理学等，通常の工学
分野を超えた分野も包含し，これら
を適切に組み合わせていくシステ
ム志向の強い学術といえます．この
点が，従来の機械工学各分野では専
門領域を深めていく傾向が強いの
に対しての本部門の特徴であり，広
い学術分野の人々の交流が刺激と
なって，本部門の高い活性度の大き
な要因になっていると思います．
本部門の登録者を見ますと，機械
学会の平成15年10月末現在，本部門
への第1位から第3位までの登録者
は5,269名であり，21部門中6位と上
位に入っています．本部門の活動で
は，毎年ロボティクス・メカトロニ
クス講演会（ROBOMEC講演会），
ロボティクスシンポジア，福祉工学
シンポジウムを主催し，ロボットグ
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ランプリを開催する他，他学会協会
と協力し，多くの国内外のシンポジ
ウムを開催，共催しています．また，
部門独自の英文誌を発行する，「地
区技術委員会」を全国に設け地域の
ニーズとシーズの吸収に勤める，各
種研究会を設置して先端的テーマ
の発掘を行う等の活動を活発に
行っており，これらは支部･部門活
性化委員会からも高く評価されて
います．
当部門を代表する活動である
ROBOMEC講演会を例に挙げます
と，平成15年5月23日〜25日に函館
で開催されたROBOMEC’03では770
件の講演と991名の参加者があり，
本年6月18日〜20日に名古屋で開催
されるROBOMEC’04でも多数の発
表と参加者が見込まれています．全
講演はポスターセッションで行わ
れ，発表者と質問者の間で熱い討議
が繰り広げられています．
またロボティクスシンポジアで
は，毎回「オーバーナイトセッショ
ン」と称して，深夜まで活発な論議
が交わされます．当部門では，30台，

ロボティクス・メカトロニクス

40台を中心とした若手研究者が部
門活動でイニシアティブを取って
いることがこれらきわめて高い活
動性に大きく寄与しており，1988年
発足という若い当部門の大きな特
色と言えると思います．
次に実社会におけるロボットの
現状を見ますと，産業用ロボット業
界は5,000億円規模の出荷額で，好不
況の波はありながらも漸増の傾向
にあります．加えて近年は，エンタ
テイメントロボット，医療福祉ロ
ボットが実用の域に達しつつあり，
災害ロボット等も実用化に向けて
活発に開発されつつあります．さら
に，ロボットという形にとらわれ
ず ， ロ ボ ッ ト 関 連 技 術 （ Robotics
Technology：RT）を広く社会に適用

しようと言う機運が高まり，政府も
新規プロジェクトや法整備に意欲
的であります．
このような状況下で各種ロボッ
トやRTの発展に，当部門が期待され
るところは大であり，それに応えて
いかなければならないと考えます．
そのためには，より自由で闊達な部
会活動が必要であり，その環境作り
に努力したいと思います．
このように順調に発展してきて
いる当部門ですが，今後の課題と
して，大学・研究機関と産業界と
の関係強化を挙げたいと思いま
す．これまで多くの優れた学術成
果が当部門から出ておりますが，
成果の産業界への適用という面で
は十分とは言いがたい面がありま

ROBOMEC ’04への案内
名古屋は，東京と大阪の間に位
置し，中途半端，ダサイ等あまり
良いイメージで語られるとが少な
く， 大いなる田舎 と言われた
りしています．しかし，今，その
名古屋が熱いのです．車を頂点と
する様々な ものつくり の世界
拠点として，また，来年度の"愛・
地球博（愛知万博）"開催，中部新
国際空港の完成，名古屋ビジネス
モデル等，名古屋は，今，発信し
続けています． ロボティクス・
メカトロニクス講演会2004 は，
安心・安全な環境のためのスー
パーものつくり と題し，2004年6
月 18（金）〜 20（日）に名城大学
で開催いたします．開催日の初日
18 日 に は 尾 張 座 談 会 を 開 催
し，安心・安全のものつくりにつ
いての集中的討論の場も用意しま
した．また，特別講演では，トヨ
タ自動車(株)から講師を向かえ，究
極の環境カーと言われている 燃
料電池車 の講演を行います．講
演会会場は，新装なった名城大学
の施設を名古屋風にけち臭く利用
しますが，実利を中心とする名古
屋方式とご理解ください．この活

す．学 界 と 産 業 界 間 で ニ ー ズ と
シーズを突合せて研究テーマを抽
出し，共同開発を推進することが
望まれます．この実現には多くの
困難があるでしょうが，効果は非
常に大きなものと思われますの
で，皆様のお知恵を借りながら実
を上げるべく努力する所存であり
ます．
ロボティクス・メカトロニクスは
若く今後大いに発展する技術であ
ると同時に，主要な社会基盤となる
技術でもあります．その牽引力とな
るべき本部門の更なる発展のため
微力を尽くしたいと思いますので，
会員の皆様には一層のご指導とご
鞭撻をいただきますようお願いい
たします．

ROBOMEC'04実行委員長
大道武生（名城大学）

気ある名古屋文化を感じていただ
きつつ，住みやすい環境作りに，
また，新技術の展開にロボティク
ス・メカトロニクスの熱い議論を
戦わしましょう．
また，名古屋近郊には，戦国3雄
ゆかりの地や，三河湾に浮かぶ海
の幸の島々，少し足を伸ばせば伊
勢志摩，飛騨，信州等，観光拠点
しても大いに活用可能です．講演
会への あなた の参加と熱き議
論を心よりお待ちしております．
会場 名城大学（名古屋市天白区
塩釜口１−５０１）
詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ http://www.
toyota.nitech.ac.jp/robomec04/ を
参照下さい．

三河湾 篠島

名古屋城

燃料電池車
名城大学タワー７５
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ICAM’04
- 大雪を眺望して開催ICAM’04実行委員長
古川正志
(旭川工業高等専門学校)
旭川は北海道の屋根，雄大な大
雪山から流れ出る石狩川を中心と
した3つの川が合流する盆地に広が
る人口36万人の東京以北で4番目の
人口を持つ中堅都市です．中心部
の道路は京都と同じような命名で
あり，嵐山など京都から模したと
考えられる場所も存在します．事
実，明治初期には市名を北京と名
付ける構想もあり，そのために御
料地と呼ばれる所もあります．
ICAM’04が開催される頃は紅葉の
季 節 で あ り，樫・く ぬ ぎ・つ つ
じ・白樺・ななかまど・プラタナ
ス等が鮮やかに色付きます．周辺
には層雲峡温泉・天人峡温泉・旭
岳温泉等が湧き，また大雪の伏流
水は美酒の源ともなっています．
ICAM’04はこれまでに4年毎に開
催されてきたR&M部門が主催とな
る国際学会ですが，このような雄
大な自然に囲まれた旭川で5年ぶり
に開催されます．会場となるホテ
ルは東側に厳粛な大雪連峰，西側
に石狩川の悠々たる流れを眺望で
きる市内の中心街にあり，活発な
議論や国際間の友好・連帯を深め
るのに好適な場所と思われます．
今回は優秀講演がJ. of R&Mに推薦
されることにもなっています．ま
た，After Fiveも北海道ならではの
魚介類・農畜産物を満喫すること
ができます（実は，旭川市は留
萌・稚内・網走等の新鮮な魚介類
の集散地なのです）．
交通の便も東京から約１時間半
のフライト便が夏期には8便あり，
日帰りが可能です．札幌からは電
車で1時間20分の距離です．更に，
大阪・名古屋からも直通便があり

ます．是非とも，北緯42 度，最低
気温-41度の日本記録をもつ旭川で
熱い議論を交わすべくふるって御
参加下さることをお待ちしていま
す．
開催日 2004年
10月3日(日)〜5日(火)
会場 旭川グランドホテル
（旭川市6条通り9丁目右1号）
詳細は，以下のホームページを御
覧下さい．
http://icam04.asahikawa-nct.ac.jp

文中嵐山よりの市内と大雪連峰
（市商工部提供）

石狩川と市のシンボル朝日橋
（市商工部提供）

市内のラベンダー
（市商工部提供）
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ロボメカ部門
欧文誌へのご招待
第82期欧文誌委員長
小森谷 清(産総研)
ロボティクス・メカトロニクス
部門には，部門専門の欧文誌
Journal of Robotics and Mechatronics（発行 富士技術出版）があり
ます．本ジャーナルは，1999 年 4
月号より，Technically Co-sponsored
by Robotics and Mechatronics Division of JSME という形で，日本機械
学会より正式にロボティクス・メ
カトロニクス部門英文ジャーナ
ルとして認められています．
本誌は，特集論文と一般論文か
ら構成されています．特集には，
「Micro-robots」，「 Motion Control
and Application in RT」，「Wearable
Robot」等，その時々の話題の分野
の先進的な研究論文を集めたも
のを企画しております．中でも，
2001 年 度 か ら 始 ま っ た
「ROBOMEC 特集号」は，前年の
ロボティクス・メカトロニクス講
演会で発表された優れた研究
（ROBOMEC2003 から全発表件
数の約 10%）に対し，論文投稿を
推薦し，採録された論文を集めた
ものです．
一般投稿も随時受け付けてお
ります．最短，半年での掲載が可
能です．日本語での論文提出も OK
です．英語はちょっとと，これま
で欧文誌への投稿を控えられて
いた方も，どしどしご投稿くださ
い．
本誌ホームページ
（http://www.hfl.hiroshima-u.ac.jp/
jrm/）
にも，ぜひお立ち寄りください．

ロボティクス・メカトロニクス

2003年度ロボメカ部門表彰について
第81期表彰委員長
大築康生(川崎重工業株式会社)
当部門には，ロボティクス・メ
カトロニクス分野の活性化をは
かる一環として，日本機械学会ロ
ボティクス・メカトロニクス部門
賞と部門一般表彰が設けられて
います．
１．部門賞
部門賞は，功績・業績を対象と
する賞であり，その内容により，
次の３賞が置かれています．
(1)部門功績賞：
ロボティクス・メカトロニクス
の分野で，研究，教育，学会活動
の面で多大の影響を及ぼし，国際
的評価が高く，かつ有力な著書，
論文などを著している個人また
は団体(法主体)に贈る．
(2)部門学術業績賞：
ロボティクス・メカトロニクス
の分野で萌芽的あるいは発展性
のある学術業績を挙げた個人ま
たは団体(法主体)に贈る．
(3)部門技術業績賞：
ロボティクス・メカトロニクス
の分野で萌芽的あるいは発展性
のある技術開発面での業績を挙
げた個人または団体(法主体)に贈
る．
２．部門一般表彰
部門一般表彰は，成果・貢献を
対象とする表彰であり，その内容
により，次の４種類が置かれてい
ます．

(1)ROBOMEC表彰：
当該年度のロボティクス・メカ
トロニクス部門が主催および共催
する講演会・シンポジウムなどに
おいて，研究内容に対して高い評
価を得た著者全員に対して行う．
（共催の場合には、本部門が財務
に責任を持つ場合のみを対象とす
る）
(2) ベストプレゼンテーション表
彰：
当該年度のロボティクス・メカ
トロニクス講演会において，プレ
ゼンテーション面に対して高い評
価を得た個人に対して行う．
(3)部門貢献表彰：
部門への著しい貢献が認められ
る個人，または団体に対して行う．
(4)その他，当該年度のロボティク
ス・メカトロニクス部門主催講演
会・シンポジウムなどにおいて，当
該実行委員会から申請のあった場
合，部門長の認証を得た表彰を設
けることができる．
（本年度は本項
に該当する表彰はありません）
３．選考経過
26名の委員からなる表彰委員会
を構成し，別に定める部門賞規定
および部門一般表彰規定に基づい
て，以下の要領により選考しまし
た．なお，表彰委員会は2回開催し，
第1回委員会において，選考方法，
選考スケジュール，各賞に対する
推薦者リストを確認しました．

(1)部門賞
機械学会部門賞通則５.に基づ
いて，部門賞贈賞の人数は５名以
内としました．部門賞の募集は公
募によるものとし，部門功績賞候
補者として５名，部門学術業績賞
候補者として４名，部門技術業績
賞候補として１名の推薦があり
ました．これらの候補者に対し
て，表彰委員による第1次投票に
より，功績賞３名，学術業績賞お
よび技術業績賞４名に絞りまし
た．さらに，第2回表彰委員会にお
いて，これらの候補者より提出い
ただいた候補者調書に基づいて，
これらの候補者より５名を部門
賞候補者として決定しました．
(2)部門一般表彰
部 門 一 般 表 彰 規 定 ４.基 づ い
て，
「第12回インテリジェント･シ
ステム･シンポジウム（FANシン
ポ）」，「第８回ロボティクスシ
ンポジア」および「ロボティクス･
メ カ ト ロ ニ ク ス 講 演 会 2003
（ROBOMEC’03）」において発表
された論文をROBOMEC表彰の候
補としました．候補者は公募によ
るものとし，ROBOMEC’03実行委
員会により47件，第８回ロボティ
クスシンポジア実行委員会より
推薦された２件，および第12回イ
ンテリジェント･システム･シン
ポジウム実行委員会より推薦の
２件の論文を審査対象としまし
た．第1次投票で，1論文につき5名
の表彰委員により論文審査を行
い，9件の候補論文を選考しまし
た．さらに，これら9件の候補論文
について，論文審査，第2次投票を
行いました．第2回表彰委員会に
おいて，投票結果に基づいて４件
のROBOMEC表彰候補論文を決定
しました．

(5 ページに続く)
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(4 ページから続く)

ベストプレゼンテーション表
彰としてROBOMEC’03実行委員
会より５名の候補者を推薦して
いただきました．また，部門貢献
表彰の候補者として３名を決定
しました．
以上の部門賞および部門一般
表彰の選考結果を部門長に報告
し，ロボティクス・メカトロニク
ス部門運営委員会において最終
決定しました．
４．選考結果の発表と表彰
選考結果は，来る6月18日〜20
日に，名城大学において開催され
るROBOMEC’04において発表し，
表彰します．
表彰委員各位には，年末年始の
お忙しい中，短期間での多数の論
文審査など，多大なご協力をいた
だきました．この場を借りて厚く
お礼申し上げます．
部門賞および部門一般表彰の
募集は公募によるものとし，推薦
ままたは本人（あるいは団体）よ
りの申請に基づいています．部門
の活性化をはかるためにも，でき
るだけ多くの推薦や申請をいた
だくことが望まれます．来期も部
門ホームページで案内させてい
だきますとともに，ROBOMEC’04
などの本部門が主催する講演会
においても推薦用紙を配布させ
ていただきます．積極的な他薦お
よび自薦をいただきますようお
願いします．

ロボメカ部門関係アドレス
■部門ホームページ URL
http://www.jsme.or.jp/rmd/
■部門広報委員会
メールアドレス rmd@jsme.or.jp

第7回ロボットグランプリ
第7回ロボットグランプリ幹事
森島昭男(中京大学)
第7回ロボットグランプリは11
月8日(土)，9日（日），に名古屋市
千種区不老町の名古屋大学キャン
パス内の豊田講堂と隣接するシン
ポジオンホールで開催された．今
後のロボットグランプリの全国展
開を踏まえ，初の関東・東京地区以
外での開催である．場所は変わっ
たが，参加者のロボット作りの熱
意は変わらず，徹夜で大道芸ロ
ボットのセットアップを行うなど
熱い大会であった．
各競技の結果は以下のようで
あった．
●

大道芸ロボット競技
大道芸人のように観客を魅了す
る楽しいロボットを作り上げる競
技．演技時間は3分．今年の優勝
は，東京工業大学機械宇宙学科の
宇田川圭介さんらのグループ「紙
飛行機製造機」．大きく複雑な機
械に紙を投入すると飛行機の形に
折られて飛び出すというもので
あった．本当？と中身を見ると確
かに紙が順番に折られていく，驚
異のメカニズムであった．準優勝
は，電気通信大学ロボメカ工房の
「A Cappella（ア・カペラ）」．
指揮者のタクトに合わせて大きな
ロボットたちが歌う楽しいロボッ
トたちであった．からくり部門の
優勝は，東京工業大学の尾上知道
さんの「じゃんけん」（写真１）．
チャレンジ賞は，フェリス女学院
大学の和氣純子さんらのグループ
「タマ乗りタマちゃん」（写真
２），特別賞は，東京工業大学機
械宇宙学科の小上和訓さんらのグ
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ループ「叩いて笑ってジャンケ
ンポイ」，奨励賞は，不二越工
業高等学校情報機械科のルボネ
カ・ンタレさんらのグループ
「演奏ロボットチンドン&キー
ボー」であった．

写真１

写真２
● ロボットランサー競技
舞台上に設けられたオーバル
コースを周回し，その周りに設
置された標的をロボットの槍で
正確に突くことで得点が加算さ
れていく競技である（写真３）．
周回数に制限はないため，ロ
ボットが高速で正確に動作でき
ることがポイントとなる．93台
がエントリーし，予選，決勝の2
回戦を行った．優勝は，尾花健

ロボティクス・メカトロニクス

司さんの「KLRV」，準優勝は，
電気通信大学知能機械工学科ロ
ボメカ工房OBの伊藤暁さんの
「Blizzard X」，三位は，新潟大
学ロボコンサークルの三浦孝夫
さんの「goma」，四位は，京大
機械研究会の丸田一郎さんの
「Gungnir」，五位は，湘南工科
大学付属高等学校の井上貴夫さ
んの「白虎」，特別賞は，日産
自動車の河野純也さんの
「FRAGILE 003RL」，アイデア
賞は，静岡県立浜松城北工業高
校電気部の伊藤俊佑さんの「ア
メージング」，パッケージデザ
イン賞は，日産テクニカルカ
レッジの千葉瑞樹さんの
「NISSAN FAIRLADY Z」であっ
た．

写真３
●
技

ロボットスカベンジャー競

基本的な材料がパックされた
競技用車両キットと，家庭にある
材料を使って，リモコン操作され
るロボットを2台つくり，ごみと
資源ごみに見立てたピンポン玉
を集めるという競技である（写真
４）．2名のチームで参加である．
前回優勝の森裕之さん，森弘さん
のグループの「必笑くんZ」が再び
優勝した．準優勝は，臼木優さん
らの「追浜号」，三位は，橘中学
校の矢吹朗さんらの「REVENGER
1号・2号」，テクニカルチャレン
ジ賞は，武藤拓馬・篤さんらの「う

さぎとかめ 3号」，特別賞は，山西
ファミリーさんの「富士山号」で
あった．

ロボメカ部門推薦
フェロー受賞者紹介
第81期部門長
則次俊郎（岡山大学）

写真４
●

ロボタッグ競技
競技は円形の壁に囲まれたリン
グ内で，お尻に風船とランプをつ
け，頭に針をつけたロボットが，
光センサの情報をもとにプログラ
ミングされた動作を行い，相手の
風船を割る競技である．優勝は，
名古屋大学工学部機械航空工学科
の水谷浩幸さんの「キングキャロ
ル」，準優勝は，大同工業大学の
青木康宏さんの「龍頭 C」，三
位は，窪嶋一貴さんの「汐恩くん
2号」であった．
次の第8回大会は，愛知で行われ
る万博とからめて，2005年の3月に
実施 (ロボットスカベンジャーの
東京予選大会は未定) の予定であ
る．
詳細および競技の映像は，ロ
ボットグランプリホームページ
http://www.RobotGrandPrix.com
で公開しているので，是非ご覧く
ださい．
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日本機械学会のフェロー制度
も ４ 年 目 を 迎 え，今 期，ロ ボ
ティクス・メカトロニクス部門
推薦者から10名の方々が受賞さ
れました．この人数は，前期12
名の受賞とともに，本部門のア
クティビティの高さを示すもの
であります．学会から本部門へ
のフェロー候補推薦依頼人数は
部門評議員定数 (３名) 程度となっ
ていますが，この人数に絞るこ
とは難しく，前期と同様に10名
を越える方々を推薦させていた
だきました．推薦者は，部門長
および副部門長を中心に候補者
を選定した後，歴代部門長各位
のご助言をいただきながら，候
補者ご本人のご意向を確認 して
決定させていただきました．選
定作業においてはできるだけ多
くの企業会員を推薦者に加える
ように努めましたが，結果的に
企業会員の受賞者が少なくなっ
たことは，今後検討すべき点で
あると考えます．
受賞されました 10名の皆様は
いずれもロボティクス・メカト
ロニクスにおけるそれぞれの分
野において指導的立場にあり，
今後益々のご発展と本部門への
お力添えをお願いすべき方々で
あります．このような方々と若
い技術者や研究者との密な連携
が，部門活性化の大きなエネル
ギー源であります．受賞者の皆
様には，心よりお祝いを申し上
げますとともに，つぎに続く若
い会員のご指導をよろしくお願
い申し上げます．

ロボティクス・メカトロニクス

受賞者紹介
（五十音順，敬称略）
朝倉俊行
（福井大学）
1939 年 10 月 10
日生．1964年3月
京都工芸繊維大
学工芸学部卒
業．同年4月京都
工芸繊維大学生
産機械工学科助
手．1982 年 福 井
大学工学部機械工学科講師．1985年同
助教授を経て，1991年同教授，さらに
1999年知能システム工学科（新設）教
授 と な り 現 在 に至る．この間非線形
サーボ系の解析と設計，確率制御理論
の研究を経て，現在は知能ロボット，
カオス制御，化学プラントの知能制
御，画像認識と処理等の理論および応
用研究に従事．京都大学工学博士．
2001年本会ロボティクス・メカトロニ
クス部門貢献賞，日本機械学会評議
員，計測自動制御学会評議員，理事
（第41, 42期）等を歴任．
淺間 一
（東京大学
人工物工学
研究センター）
1959年1月18日
生．1984年3月東
京大学大学院工
学系研究科修士
課 程 修 了 ． 1986
年9月理化学研究
所化学工学研究室研究員補．同研究所
研究員，副主任研究員を経て，2002年
9月分散適応ロボティクス研究ユニッ
トリーダー．2002年11月東京大学人工
物工学研究センター教授．自律分散型
ロボットシステムの研究や複数自律移
動ロボットの協調技術，知的データ
キャリアとその応用技術の開発等に従
事．1995年 日 本 機 械 学 会 ロ ボ メ ッ ク
賞，2001年日本機械学会ロボメカ部門
学術業績賞，日本産業デザイン振興会
2002年グッドデザイン賞（新領域デザ
イン部門）等受賞．IEEE，日本機械学
会，日本ロボット学会，計測自動制御
学会などの会員．工学博士（東京大
学）．

柿倉正義
（東京電機大学）
1942 年 9 月 4 日
生．1965年東京電
機大学工学部電子
工学科卒業．同年
通商産業省工業技
術院電気試験所
（現産業技術総合
研 究 所）入 所．
1980年情報制御研
究室長．1988年自律システム研究室長．
1974年‑1975年英国エジンバラ大学人工知
能学科客員研究員．1990年東京電機大学
工学部電子工学科教授，現在に至る．知
能ロボットシステム，特にロボットセン
サシステム，経路計画システム，群ロ
ボットシステム，ホームロボットなどに
興味を持つ．1986年，1992年計測自動制
御学会論文賞受賞．工学博士（東京工業
大学）．日本ロボット学会，計測自動制
御学会，電気学会，日本機械学会等の会
員（計測自動制御学会フェロー，日本ロ
ボット学会フェロー）．
柿崎隆夫
（NTT
アイティ（株））
1953 年 9 月 23 日
生．1979 年 東 北 大
学大学院工学研究
科博士課程前期修
了，同年日本電信
電話公社入社，そ
の後，武蔵野電気
通信研究所， NTT
ヒューマンインタ
フェース研究所，同サイバーソリューショ
ン研究所企画部長などを経て，2002年NTT
アイティ（株）取締役・事業部長となり現
在に至る．1987‑88年マサチューセッツ工科
大学客員研究員．この間，大容量高速磁気
ディスク装置の実用化，弾性を考慮した機
構モデリング法の研究，高速視覚センサ付
き経路追従ロボットシステムの実用化，
ウェアラブルコンピュータを応用した
フィールドマルチメディアやリモートメン
テナンスの研究開発，さらにブロードバン
ドインターネットを活用した新規ビジネス
開発などに従事．1996年 第２回ロボティ
クス・シンポジア論文賞受賞，1997年 日本
電信電話株式会社社長表彰受賞，1997年第
３ 回 ロ ボ ティクス・シンポジア論文賞受
賞．博士（工学）．現在 FAオープン化推
進協議会 専門委員長，東京農工大学，秋田
大学非常勤講師など．日本機械学会ロボ
ティクス・メカトロニクス部門総務委員
長，日本機械学会東京ブロック商議員，日
本ロボット学会理事などを歴任．
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小菅一弘
（東北大学）
1978 年 東 京 工 業
大学工学部制御工
学科卒業．1980 年
東京工業大学大学
院理工学研究科制
御工学専攻修士課
程終了．同年日本
電装株式会社（現
株 式 会 社 デ ン
ソ ー）入 社．1982
年東京工業大学工学部制御工学科助手．
1990 年名古屋大学工学部助教授，1995年東
北大学工学部教授，1997年より東北大学大
学院工学研究科教授（大学院重点化による
配置換），現在に至る．IEEE Robotics &
Automation Society の Vice President (19982001)，日本ロボット学会理事 (1993-1994,
2001-2002)，計測自動制御学会理事 (20012002) などを務め，現在 IEEE Robotics and
Automation Society の AdCom メ ン バ ー，
Advanced RoboticsのEditor in Chiefなどに従
事．1979年計測自動制御学会学術奨励賞，
1998年日本機械学会ロボメカ部門学術業績
賞，2002年日本機械学会賞 (論文)，2004年
財団法人ファナックFAロボット財団論文賞
等受賞．IEEE，日本機械学会，日本ロボッ
ト学会，計測自動制御学会などの会員．主
な研究分野は，ロボット 工学，RTシ ス テ
ム，および，それらの実世界への応用に興
味がある．

下山 勲
（東京大学）
1955 年 1 月 6 日
生．1977 年 東 京
大学工学部機械
工 学 科 卒 業．
1982 年 東 京 大 学
大学院工学系研
究科機械工学専
攻博士課程修
了．工学博士．
1982年東京大学工学部講師，1983年同
大学助教授，1998年同大学教授，現在
に至る．この間，1986年〜1987年米国
カーネギーメロン大学客員助教授．歩
行ロボット，MEMS/マイクロマシン，
マイクロシステムの生体情報計測への
応用などの研究に従事．1989年日本ロ
ボット学会論文賞，1998年日本機械学
会ロボメカ部門Robomec賞，2002年日
本機械学会ロボメカ部門学術業績賞な
どを受賞．日本機械学会，計測自動制
御学会，日本ロボット学会などの会
員．共著書に「岩波講座マイクロエレ
ク ト ロ ニ ク ス 〈 11〉 メ カ ト ロ ニ ク
ス」．

ロボティクス・メカトロニクス

杉本 旭
（北九州
市立大学）
1945年6月26日
生．1972 年 早 稲
田大学大学院機
械工学科修士課
程終了，同年労
働省産業安全研
究所勤務．同研
究所機械システム安全研究部主任研究
官を経て，2001年より北九州市立大学
国際環境工学部教授，工学博士．危険
有害作業の安全確保手段としてのロ
ボット技術，及びロボット自体の安全
対策の両面から，安全に関わるロボッ
トの研究を行うと共に，安全・環境に
関する認証学の体系化に取り組んでい
る．また，最近では，体重軽減の状態
で安全なリハビリが出来る福祉機器を
開発している．日本機械学会，計測自
動制御学会，電気学会，日本信頼性学
会，日本ロボット学会などの会員．
NPO安全工学研究所理事長を務める．
日本機械学会理事，日本学術会議安全
工学委員，日本ロボット学会副会長な
どを歴任．

樋口俊郎
（東京大学）
1950 年 2 月 26 日
生．1977年東京大
学大学院工学系研
究科博士課程修
了.同 年 東 京 大 学
生産技術研究所講
師．1978年同助教
授．1991年東京大
学工学部教授．
1995年東京大学大学院工学系研究科精密
機械工学専攻教授となり現在に至る．こ
の間，1991年から5年間 (財) 神奈川科学技
術アカデミー樋口「極限メカトロニク
ス」プロジェクトリーダ．2002年から㈱
ナノコントロール取締役．メカトロニク
スに関する広汎な研究に従事．1985年工
作機械技術振興賞（論文賞），1989年及
び 1990 年精密工学会賞，1991 年 日 本 ロ
ボット学会技術賞，1998年日本ＭＨ協会
下地賞，1999 年 日 本 ロ ボ ッ ト 学 会 論 文
賞，1999 年 IEEE，IES 最 優 秀 論 文 賞 ，
2000年IEEE, IAS論文賞，2001年砥粒加工
学会論文賞，2001年 IEEE，VR2001 最 優
秀論文賞，2002年日本機械学会機素潤滑
設計部門功労賞を受賞．

長谷川 勉
（九州大学）
1950年2月18日
生．1973 年 東 京
工業大学工学部
電子物理工学科
卒業．同年通商
産業省電子技術
総合研究所入
所．1992 年 九 州
大学工学部情報工学科教授，1996年同
大学院システム情報科学研究科教授，
現在に至る．この間，1981年−1982年
フランス国立自動化技術・システム解
析研究所 (LAAS/CNRS)客員研究員．知
能ロボット，遠隔作業システム，多関
節多指ロボットハンドなどの研究に従
事．電気学会論文賞 (1988)，計測自動
制御学会論文賞 (1988, 1992)，日本ロ
ボット学会論文賞 (1993)，IEEE SMC
Franklin V. Taylor Award(1998) など受
賞．日 本 ロ ボ ッ ト 学 会 理 事 (2000,
2001)，同会誌編集委員長 (2001)，日本
機械学会ロボティクス・メカトロニク
ス部門技術委員長(1992)等歴任．

松日楽信人
（（株）東芝）
1956 年 9 月 9 日
生．1982 年 東 京
工業大学大学院
理工学研究科修
士課程修了（機
械物理工学専
攻）．同
年
（株）東 芝 入
社．1995年〜1997 年日本原子力研究所
に出向，国際熱核融合実験炉工学設計
活動（ITER EDA）に参加．1998年 よ
り湘南工科大学非常勤講師，2003年12
月より東京工業大学21世紀COE客員教
授．この間，原子力，宇宙，医療，家
庭用など各種ロボットの研究開発に従
事．現在，研究開発センター ヒューマ
ンセントリックラボラトリー研究主
幹，工学博士．1995年日本機械学会ロ
ボティクス・メカトロニクス部門
ROBOMEC賞受賞．日本機械学会ロボ
ティクス・メカトロニクス部門広報委
員長，日本ロボット学会理事等を歴
任．共著書に「わかりやすいロボット
システム入門」（オーム社）．

技術委員会の紹介
と第81期活動報告
第81期技術委員長
井上健司(大阪大学)
Ⅰ．技術委員会の紹介
ロボティクス・メカトロニクス
部門では，約20名の技術委員に加
え，日本機械学会各支部に相当す
るエリアごとの地区技術委員会
で技術委員会を構成しています．
技術委員会は，部門主催の各種行
事（見学会，講習会，特別講演会
など）の企画・運営と，年次大会，
講演会のオーガナイズドセッ
ション，特別行事などの企画を主
な役割としています．また，地区
技術委員会を中心に，全国的に各
種行事を開催するなど活発な活
動を行っています．これらの活動
については，学会誌の会告だけで
なく，部門ホームページ，技術委
員会ホームページを活用してタ
イムリー な情報を発信していま
す．
ロボティクス･メカトロニクス
部門には，現在5 つ の 研 究 会 −
ヒューマンフレンドリーメカト
ロニクス研究会，遠隔操作技術知
能化研究会，ダイナミックセンシ
ング研究会，産業応用メカトロニ
クス技術研究会，メカトロニクス
教育研究会−が所属しています．
各研究会の活動の詳細は，技術委
員会ホームページのリンク先に
紹介されています．
ロボティクス・メカトロニクス
部門では，上記の各種企画，研究
会の設置や各種行事への協賛を
積極的に取り組んでいきます．会
員各位のご提案・ご意見をお寄せ
いただけたら幸いです．
(9 ページに続く)
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ロボティクス・メカトロニクス

Ⅱ．第81期の活動報告
１．技術委員会の開催
企画検討等のため，4回の委員
会を開催しました．詳細は，電子
メールを活用して検討しました．
第1回(2003.3.24)
年度方針と年間計画
第2回(2003.5.25)
部門，各地区の企画検討
第3回(2003.9.21)
運営状況確認，
年次大会企画検討
第4回(2004.2.19)
次年度企画検討
２．部門主催行事
第80期に引き続き，第81期も地
区技術委員会の企画に部門が積
極的に関与して，以下の行事を開
催しました．
(1)見学会
(1-1)東芝ソシオシステムズ(株)
におけるメカトロニクス装置
の見学会
2003.9.10
(1-2)京都大学霊長類研究所見学会
2004.1.19

霊長研のチンパンジー「アイ」
(2)特別講演会
地区技術委員会企画行事の
(1-2)(3-1)(3-2)(4-2)(6-1)(7-5)(7-6)
は，部門特別講演会として開催．
(3) 部門主催講演会（各実行委員
会）

(3-1)ROBOMEC'03函館
2003.5.23-25/公立はこだて未来
大学
(3-2)第3回福祉工学シンポジウム
2003.11.8-9/早稲田大学
(4)競技会（各実行委員会）
(4-1)第7回ロボットグランプリ
2002.11.8-9/名古屋大学
３．地区技術委員会企画行事
(1)第0地区（関東地区）
(1-1)Maria Feng 特別講演会
2003.7.10/電気通信大学
(1-2)特別講演会「ロボットと感性」
2003.5/電気通信大学
(2)第1地区（北海道地区）
(2-1)学生対象事業
「ロボットひろば」
2003.9.6/函館市立千代田小学校
(3)第2地区（東北地区）
(3-1)東北ロボメカ特別講演会
2003.4.21/山形大学
(3-2)東北ロボメカ特別講演会
2004.1.26/東北大学
(4)第3地区（北陸・信越地区）
(4-1)設計・メカトロ講演会
2003.6.27/新潟工科大学
(4-2)北陸信越ロボメカ特別講演会
2004.1.27/信州大学
(5)第5地区（関西地区）
(5-1)講演会｢ロボットを通じた
モノ作り教育｣
2004.1.28/神戸大学
(6)第6地区(中国・四国地区)
(6-1)特別講演会「医療，福祉，
健康をサポートする
メカトロニクス技術」
2003.11.21/テクノサポート岡山
(7)第7地区(九州地区)
(7-1)ミニフォーラム
「ロボカップにおける技術
とその産業応用の可能性」
2003.3.17/九州大学
(7-2)講演会
「知的情報インフラ活用型
ロボットの最新技術と展望」
2003.6.20/博多リバレイン
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(7-3)講演会
「3D Digital Technology and its
Applications in Cultural Heritage」
2003.7.24/九州大学
(7-4)研究会
2003.7.29/九州大学
(7-5)特別講演会
「マイクロ・ナノロボティクス
の現状と課題」
2003.11.25/博多リバレイン
(7-6)手術ロボット見学会
2004.1.13/九州大学
４．部門所属研究会活動
(1) 産業応用メカトロニクス研
究会
第3地区技術委員会行事(4-1)
(4-2)を共催．
(2) ヒューマンフレンドリーメ
カトロニクス研究会
第7地区技術委員会行事(7-2)
(7-3)(7-4)(7-5)(7-6)を共催．
(3) メカトロニクス教育研究会
(3-1)第2回メカトロニクス
教育研究会
2003.3.4/電気通信大学
(3-2)競技会
「電通大ロボコンプロデュース」
2003.6.29/電気通信大学
(3-3)日本機械学会2003年度
年次大会市民フォーラム
「ロボットコンテスト
による教育」
2003.8.2-3.8/徳島大学
(3-4)第7回ロボットグランプリで
競技を企画．
Ⅲ．第82期の活動予定
ロボティクス・メカトロニクス
部門では，第82期も各地区の活発
な活動を推進するよう計画してい
ます．また，部門主催の見学会もい
くつか計画中です．活動は，第82期
技術委員長北垣高成（産総研）を中
心に推進していく予定です．会員
各位のご協力と積極的な参加をお
願いします．

ロボティクス・メカトロニクス

日本機械学会2004年年次大会について
ロボメカ部門担当実行委員
鈴木昭二(公立はこだて未来大学)
2004年年次大会は9月6日〜9日の4日
間，北海道大学で開催されます．オー
ガナイズドセッション，特別企画をは
じめ多くの行事が予定されており，普
段は滅多にない他分野の方々との議論
と交流の機会を持つことができます．
以下に当ロボメカ部門の企画，および
当部門に関連するその他の企画をまと
めました．皆様の奮ってのご参加をお
待ちしております．詳細は年次大会
ホームページ
http://www.jsme.or.jp/2004am/
をご覧下さい．
1.大会概要
2004年9月6日(月)〜9日(木)の4日間
会場：北海道大学 高等教育機能開発
総合センター・学術交流会館（札幌
市）
特別講演：9月7日（火） 13:00-14:00
大会HPでご確認下さい
懇親会：9月7日（火） 18:00より
京王プラザホテル
見学会：9月9日（火） 12:45-18:15
「北の大地で働くロボティクス
＆メカトロニクス」
市民フォーラム： 9月5日（日）
「ロボット競技会」
「ロボット教材の展示・実演」
9月6日（月）
「ロボット教材の展示・実演」
講演その他：
9月6日(月)〜8日(水)の3日間
日程および行事の詳細は大会ホーム
ページでご確認下さい．
2.ロボメカ部門企画
2-1. 基調講演
「人間型ロボットの動かし方」
講師：大築康生
（川崎重工業株式会社）
2-2. ワークショップ
「農業ロボットの最前線」
企画： 門田充司（岡山大学農学部）
2-3. 見学会
「北の大地で働くロボティクス
＆メカトロニクス」
企画：野口伸（北大）

札幌近郊の研究機関を訪問し，北海道
の地域性に着目したロボティクス，メ
カトロニクス研究や屋外作業ロボット
を見学します．
2-4. 市民フォーラム
「ロボット競技会と教材展示・実演」
企画：田中孝之（電通大）
花島直彦（室蘭工大）
5日にはロボットトライアスロンの競
技会を開催します．5日と6日はロボッ
ト教材の展示と実演を行います．
2-5. 研究発表セッション
・部門一般発表 10件程度
・部門主催オーガナイズドセッション
S-61 ムバコン・ユーザビリティ‑知的
クラスター「札幌ＩＴカロッツェリア
の創成」
企画：松原仁（未来大）
鈴木恵二（未来大）他
・他部門共催オーガナイズドセッション
（1） J-05 ライフサポート
（バイオエンジニアリング，
機械力学・計測制御と共催）
企画： 井上喜雄（高知工科大）他
（2）J-07 生物の運動機能
／バイオミメティクスとバイオメカ
ニクス／バイオロボティクスとバイ
オメカトロニクス （バイオエンジ
ニアリング，流体工学と共催）
企画：森川裕久（信州大）他
（3）J-22 センサ・アクチュエータシス
テムとその知能化ー実環境で活躍す
るメカトロニクスを目指して （情
報・知能・精密機器部門，機素潤滑
設計，交通・物流と共催）
企画： 坂木 泰三（リコー）他
（4） J-24 交通機械のダイナミクス
（交通・物流，機械力学・計測制御
と共催）
企画：酒井英樹（トヨタ自動車）他
3.ロボメカに関連する他部門企画
・オーガナイズドセッション
S-01 身体機能のモデリングと福祉工学
（バイオエンジニアリング）
S-03 制御と情報・生体への応用
（バイオエンジニアリング）
S-04 医療とバイオエンジニアリング，
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工学技術の医療応用
（バイオエンジニアリング）
S-29 小型飛翔体（ＭＡＶ）
（流体工学）
S-47 健康・福祉機器の開発
（機素潤滑設計）
S-48 機械設計における情報共有
（機素潤滑設計）
S-49 パラレルメカニズムとその応用
（機素潤滑設計）
S-50 アクチュエータシステム
（機素潤滑設計）
S-63 柔軟媒体ハンドリングと画像形成
システム
（情報・知能・精密機器）
S-64 生物医学工学における計測と制御
（情報・知能・精密機器）
S-66 宇宙ロボットと制御技術
（宇宙工学）
S-69 技術教育・工学教育
（技術と社会）
S-70 機械技術史・工学史
（技術と社会）
J-14 ヒューマン・ダイナミクス
（機械力学・計測制御，
バイオエンジニアリング）
J-16 工学的応用に向けた複雑系
の能動制御
（機械力学・計測制御，
環境工学）
J-21 マイクロメカトロニクス
（情報・知能・精密機器，
機素潤滑設計）
J-22 センサ・アクチュエータシステム
とその知能化ー実環境で活躍する
メカトロニクスを目指して
（情報・知能・精密機器，
機素潤滑設計）
J-23 マイクロナノ理工学
（情報・知能・精密機器，
機素潤滑設計）
・その他の他部門企画については表記
のホームページをご覧下さい．
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