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第86期部門長就任にあたって
今般，第86期ロボット・メカトロ
ニクス部門長を拝命し，まずは，そ
の重責に身の引き締まる思いです．
近年の機械のメカトロニクス化は眼
を見張るものがあり，なかでも，も
のつくりにおけるロボティクス・メ
カトロニクス技術への期待はますま
す 大 き な も の に な っ て い ま す．特
に，国際競争力を求められる工業製
品の帰趨はメカトロニクス技術に委
ねられているといっても過言でない
と 言 え る で し ょ う．こ の よ う な 中
で，日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス部門は，歴代部門長を
はじめとする秀でた部門運営スタッ
フと，何よりも，活力あふれる部門
構成員の活躍により，構成員を順調
に増やしながら部門20周年を向かえ
る事になりました．
したがいまして，第86期の部門運
営にあたっては，これまでに培われ
てきた部門資産を生かしながら，そ
れをさらに強化することが何よりも
重 要 と 考 え ま す．す な わ ち，ロ ボ
ティクス・メカトロニクス講演会等
の分野関連技術の発展と推進活動，
国際化や技術者教育等に関する諸課
題の地道な解決努力を行っていくこ
とが，併せて，“ロボティクス・メ
カトロニクス技術フロントラン
ナー”としての社会の期待に応える
こととも思えます．
加えて，21世紀初頭の人類の課題
ともいえる“環境保全問題”と歴史
上初めて経験する“超少子化問題”
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大道 武生（名城大学）

の解決には人類の総力をあげた新し
い手法の取り組みが切望されていま
す．したがって，ロボティクス・メ
カトロニクス分野関係者もこの２つ
の問題，特に，環境問題解決に無関
係 で い る こ と は で き ま せ ん．幸 い
に，メカトロニクス技術は，機械，
電 気，制 御，情 報 技 術 領 域 に ま た
がった総合的解決策を提供できる強
力なポテンシャルを有しており，他
分野と融合したこれまでにない解決
策を提供できるものと信じておりま
す．すなわち，環境保全分野への新
しい取り組み，いわば，環境メカト
ロニクス分野への挑戦は，ロボティ
クス・メカトロニクス分野の新しい
貢献が期待されており，その着実な
活動を始めることの重要性を感じて
おります．
部門としてやるべき課題は，他に
も多くあると思いますが，これまで
に引かれたレールを驀進するととも
に，大問題である環境保全問題解決
への一理塚へ向けて，皆様のご理解
を得ながら全力を尽くす所存を申し
あげ，就任のご挨拶と致したく存じ
ます．

ロボティクス・メカトロニクス

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門賞・部門一般表彰
日本機械学会フェロー賞（若手優秀講演）
－第８４期－受賞者のご紹介
去 る平 成 １９ 年５ 月 １１日（金）
に，秋田拠点センター（ALVE）で開催
されましたロボティクス・メカトロニ

クス講演会２００７にて，前年度の功
績・業績を讃えまして各賞の表彰式が
行 わ れ ま し た．ま た，日 本 機 械 学 会

フェロー賞（若手優秀講演）につきま
しても，この場をお借りしてご紹介さ
せていただきます．

１．日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門賞
日本機械学会ロボティクス・メカト
ロニクス部門では，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，以下の３部門賞を設けてお
ります．
（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．
<各賞の選考プロセス>
部門運営委員会の指名による表彰委
員会（委員長は副部門長が担当）が部
門賞候補者の中から日本機械学会部門
賞通則第５項に基づく人数以内を選考
し，推薦理由を付して部門長に報告し

た後，最終決定をロボティクス・メカ
トロニクス部門運営委員会が行い，部
門協議会を経て理事会に報告するもの
でございます．
<部門賞候補者の推薦方法及び時期>
部門賞の受賞候補者は原則として日
本機械学会会員とします．部門賞募集
は公募によるものとし，推薦または本
人よりの申請を部門長宛でご提出願い
ます．募集方法は，部門ホームページ
や部門主催講演会などで公示致します
が，推薦締切は原則として当該年度の
１０月末日までとなっております．

部門功績賞
主な功績・業績
第68期ロボティクス部門運営委員長として，部門の立ち上げおよび部門活動の推進に
貢献するとともに，動的質量計測問題に対する制御理論の応用研究業績
第83期部門長として，ロボメカ部門の運営に貢献

受賞者
小野 敏郎 （岡山理科大）
小菅 一弘 （東北大）

部門学術業績賞
主な功績・業績
医療ロボットの研究開発業績
レスキューロボット，並びに非線形力学と先端制御理論に基づくロボットモーションの
解析と総合に関する研究業績

受賞者
光石 衛（東大）
大須賀 公一（神戸大）

部門学術業績賞
主な功績・業績
小型レーザーレンジファインダの実用化

受賞者
北陽電機株式会社

２．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
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，以下の
３つの一般表彰を設けております．
（１）ROBOMEC表彰
当該年度のロボティクス・メカトロ
ニクス部門主催講演会・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．
（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
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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．
<各賞の選考プロセス>
部門運営委員会の指名による表彰委

ロボティクス・メカトロニクス

員会（委員長は副部門長が担当）が部
門表彰候補者の中から適格者を選考
し，推薦理由を付して部門長に報告し
た後，最終決定をロボティクス・メカ
トロニクス部門運営委員会が行い，部
門協議会を経て理事会に報告するもの
でございます．
<表彰候補者の推薦方法及び時期>
部門一般表彰の表彰候補者は原則と

して日本機械学会会員とします．ベス
トプレゼンテーション表彰は当該年度
のロボティクス・メカトロニクス講演
会の実行委員会が候補者を選考し，開
催日から５ヶ月以内に表彰委員会に推
薦致します．ROBOMEC表彰，及び
部門貢献表彰候補者は公募によるもの
とし，推薦または本人よりの申請を部
門長宛でご提出願います．募集方法

は，部門ホームページや部門主催講演
会などで公示致しますが，推薦締切は
原則として当該年度の１０月末日まで
と な っ て お り ま す．な お，
ROBOMEC 表 彰 で 対 象 と す る 講 演
会・シンポジウムは前年度の１０月１
日以降，当該年度の９月３０日までに
開催されたものとなっております．

ROBOMEC表彰
論文題目（講演番号）
ヒト指模倣型触覚センサを用いた触感因子の実時間抽出法
（2C2）
ダイナミックリグラスピングにおける把持戦略
（1A1-B34）
移動ロボットによる環境地図生成のための３次元化ＮＤＴを
用いた高速３次元スキャンマッチング（3A3）
車輪型ロボットにおけるマイクアレイの移動情報を用いた
オンライン複数音源位置推定（2A2）
駆動ワイヤ非干渉型関節を用いた着脱自在な術具ユニットの
開発（6C3）

受賞者（著者）
○岡本 正吾（東北大），昆陽 雅司（東北大），向坊 由佳
（慶応大），前野 隆司（慶応大），田所 諭（東北大）
○古川 徳厚(東京大), 妹尾 拓(東京大),
並木 明夫(東京大), 石川 正俊(東京大)
○竹内 栄二朗（筑波大），坪内 孝司（筑波大）
○佐々木 洋子（理科大，産総研），加賀美 聡（産総研，
JST，理科大），溝口 博（理科大，産総研）
○西澤幸司（日立機械研，東京女子医大），岸宏亮（日立
機 械 研，早 大），藤 江 正 克（早 大），須 藤 憲 一（杏 林
大），高本眞一（東大）

ベストプレゼンテーション表彰
論文題目（講演番号）
低侵襲手術用体腔内ハンド（1A1-A07）
指の機能的協調に基づく把握操作（1A1-B28）
MeMEプロセスを用いた人工毛細血管デバイスの開発（1P1-C19）
広圧排面を備えた屈曲型小腸圧排リトラクタの試作（2A1-A21）
大規模トマト生産施設における収穫ロボット－ロボットシステムの概要－（2A1-B11）
メカトロ教育のための携帯型多目的コントローラの開発（2A1-B31）

受賞者
髙山 俊男(東工大)
永田 和之(産総研)
池内 真志(名古屋大)
岩田 浩康(早大科健機構)
門田 充司(岡山大)
兵頭 和人(神奈工大)

部門貢献表彰
主な功績・業績
2006ロボティクスメカトロニクス講演会実行委員長
2006ロボティクスシンポジア実行委員長
第16回インテリジェントシステムシンポジウム実行委員長

受賞者
藤江 正克（早稲田大学）
木口 量夫（佐賀大学）
淺間 一（東京大学）

３．日本機械学会フェロー賞（若手優秀講演）
本賞は，グローバル競争時代を迎え
て大学院学生および企業若手研究者の
意識高揚のため，フェロー寄付金によ
り設立するもので２００４年３月より
贈賞を開始しております．規定にもあ
りますように本会講演会において優れ
た講演を行った学生員および准員に対
して「フェロー賞（若手優秀講演）」

として顕彰することによって若者に自
信と誇りを与え，本会が若手の専門家
育成を支援し，もって科学技術創造立
国のための人材育成に貢献することを
目的としております．
表彰対象者は，日本機械学会の支
部・部門等が主催する本賞を対象とす
ることを明記した講演会において，発
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表論文の共著者で且つ登壇し発表した
者で，講演申し込み登録時に学生員お
よび准員である者としております．な
おポスター発表形式の場合もこれに準
じます．ただし，試行期間におきまし
ては，本賞を対象とすることを明記し
ていない講演会も対象となります．

ロボティクス・メカトロニクス

日本機械学会フェロー賞（若手優秀講演）
論文題目（講演番号）
機能性ゲルマイクロツールを用いた脂質ナノチューブの水中ハンドリング
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2006）
平衡感覚の測定および強化訓練を行う機器の設計と試作
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2006）
移動する映像による誘導サービスのモデル化
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2006）
屋外環境下で用いる自律移動システムに関する研究
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2006）
昆虫の適応的行動選択を実現する神経回路モデルに関する研究
(NO/cGMPカスケードによる適応的行動選択のモデル化)
（第１６回インテリジェント・システム・シンポジウム）

受賞者
遠藤 稔明（名古屋大学）
熊中 聡（龍谷大学）
鳴海 拓志（東京大学）
石川 貴一朗
（早稲田大学）
藤木 智久（東京大学）

福祉工学シンポジウム２００７ 開催報告
実行委員長

1. はじめに

2. チャレンジ

2007年10月１日より３日まで，茨
城県つくば市の産業技術総合研究所
（以下，産総研）で，他学会と併催で
開催しました．ご存じのように福祉工
学関連の研究発表や技術の議論の場は
多々ありますが，それら技術のユーザ
になる方々や様々な職種の方々から一
度に意見を聞ける情報交流の場は少な
く，工学者が適切なアドバイスなどを
頂ける方々に巡り会うのは現状では困
難です．
本シンポジウムではより良く技術
を活かしたいと思っている参加者にメ
リットがある企画を目指しました．そ
のため，理学療法士，作業療法士，社
会福祉士，介護福祉士，リハエンジニ
アなどの保健・医療・福祉専門職や福
祉機器のユーザの立場にある方々（以
下，まとめてユーザと表記）に多数実
行委員になっていただき，企画段階か
らいっしょに検討しました．
その 結果，メ イン テー マ「当たり
前のことを知る」で，啓蒙・啓発，課
題・問題提起，解決案提示をするよう
な企画をすることになり，発表者にも
ご協力をお願いしました．

試みたことの一部を紹介します．
1:実行委員の約半分はユーザからな
る．
2:日本機械学会以外からも，メーリン
グリスト，WEBを介して企画案を
募集した．（応募35案）
3:研究発表者にユーザに意見を聞きた
いかと問うた（約８割がYES）
4:上記の聞きたいことと研究要旨を
ユーザに関心持ってもらうため，ご
本人の了解のもとWEBで事前公開
した．
5:上記にそって，研究発表に関連ある
適切な多くのユーザの方々にアドバ
イザーをお願いした．特に義肢装具
士に意見を聞きたい方々のセッショ
ンには，著名な義肢装具士4名にご
協力いただけた．
6:茨城県理学療法士会，茨城県作業療
法士会，茨城県言語聴覚士会のご協
力をいただいた．
7:「逆発表会」と銘打って，課題や問
題を発表し，フロアの工学関係者が
解答案を提示するという企画を試み
た．
8:世界で最初の視覚障害者と聴覚障害
者のための大学，筑波技術大学の先
生に協力を求めた．最終セッション
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小野栄一（産業技術総合研究所）
「夢の…」は視覚障害の学生さんら
の発案であった．
9:産総研の会場と周りの建物の多目的
トイレMAPを当事者が中心になって
作成した．（10箇所以上）
10:介護タクシー，介助ボランティア
を準備し，駅と会場間の車いすユー
ザ，歩行の不自由な方，全盲の方々
の移動をサポートした．
11:会場の茶菓子やスタッフ弁当は，
社会福祉法人（作業所等）に依頼し
た．

3. 企画と結果
すべての実行委員企画は，ユーザに
ご協力いただいきました．以下がその
セッションテーマ名です．
1:特別講演；デンマーク王国の高齢者
居 宅 介 護 促 進 プ ロ ジ ェ ク ト『Be
Safe』に お け る ア ザ ラ シ 型 ロ ボ ッ
ト・パロによるロボット・セラピー
（講師：デンマーク認知症プロジェ
クトリーダーで理学療法士の，Lone
Gaedt女史）
2:売れる知能化福祉機器とは
3:逆発表会―工学に期待すること
4:寝たきりを福祉工学で救えるか
5:技術者と福 祉従事者の コラボレー
ション

ロボティクス・メカトロニクス

6:オプタコンの残したもの，伝えるも
の
7:夢の視覚歩行障害補助機器を考える
8:展示・体験コーナー(18件，見学無
料)
車いすに乗っての福祉車両の試
乗，新製品の試乗，最先端の研究試
作・研究成果の体験・試乗，光トポグ
ラフィー操作インターフェース，触図
筆ペン（全盲の人でも絵が描いてわか
るように立体的になる），視覚障害者
のフリークライミング，義肢・車いす
など．写真参照．
研究発表者67人，シンポジウムの
参 加 登 録 者 198 人（研 究 発 表 者 含
む），講師・アドバイザー・展示・体
験の協力者60人以上，併催学会の参
加者の聴講もありました．
展示・体験 コ ーナ ーは，障 害児を
持つお母さんや，社会福祉法人の作業
所で働く方々など，一般の方々にも多
く体験・御覧いただけました．
ユーザと工学関係者が本シンポジ
ウムで出会ったことをご縁にメール交

換や相談を始めたというケースを複数
聞いており，ユーザからもこのような
工学関係者との企画を望む声がありま
した．
今後のより良い発展につなげる
為，WEB上で結果などを公開する予
定です．
URL http://www.assistive2007.org/
ご発表・ご協力いただいた多数の
方々に深く感謝いたします．
視覚障害者のフリークライミング
説明は２００６年の世界チャンピオン

全方向移動型歩行訓練機

車いすで乗り込んで福祉車両の試乗

歴史ある部門欧文誌JRM
第85期欧文誌委員会委員長
Journal of Robotics and Mechatronics，略称JRMをご存知のことと
思います．JRMは1989年に創刊され
た，ロボティクス・メカトロニクス分
野では歴史ある欧文誌です．今年は
Vol.20が発刊されています．富士技術
出版から出版され，1999年4月号から
は正式にロボメカ部門の欧文誌となり
ました．Editor-in-chiefには代々ロボ
メカ部門長経験者が就任しており，山
藤先生（元電通大），福田先生（名古
屋大），金子先生（大阪大）に続き，
現在は84期部門長の新井先生（大阪
大）が就任されています．年6号，各
号 約 15 編 の オ リ ジ ナ ル 論 文 を 掲 載

梅田 和昇（中央大学）

し，特集論文と一般論文とから構成さ
れています．特にNo.2, 3はロボメカ
部門と関係が深く，ロボメカ講演会
(ROBOMEC) の優 秀な 発 表に 対し て
推薦を行い投稿された論文の特集号と
なっています．JRMの論文は，現在
Abstractまでは富士技術出版のHPで
一般に無料公開されていますが，今後
は全文が無料公開される予定です．ロ
ボメカ部門のHPの部門欧文誌の項目
に 特 集 号 の CFP が 掲 載 さ れ て い ま
す．また，一般論文の投稿は随時受け
付けています．日本語での投稿も可能
です．皆様方のご投稿をお待ちしてい
ます．
本誌HP http://www-arailab.sys.es.osaka-u.ac.jp/jrm/
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ROBOMEC2008のご案内
ROBOMEC2008実行委員長
河村隆 （信州大学）
ROBOMEC2008組織委員長
橋本稔 （信州大学）
ROBOMEC2008プログラム委員長 村上弘記（IHI）

2008年6月5日～7日の日程でビッグ
ハット(長野市)にてROBOMEC2008
を開催いたします．テーマは「持続的
な産業発展を支えるロボティクス・メ
カトロニクス」です．今年は第1回の
ロボティクス･メカトロニクス講演会
が1989年に行われてから20回目の記
念すべき年になり，6月5日には部門
登録者総会と20周年の記念行事を計
画しています．記念行事では設立の経
緯と部門の歴史に関する講演などが行
われます．また，特別講演では，内視
鏡心臓バイパス手術の名医である渡辺
剛教授（金沢大学医学部）による「ダ

ビンチを操る」や，セイコーエプソン
㈱の人づくりものづくりに関する講演
が行われます．さらに，長野県には多
くの精密機器メーカがあることから，
たくさんのチュートリアルや企業展示
も用意されています．アクチュエータ
やセンサ関連のチュートリアル，研究
に役立つ試作企業の展示など，研究発
表以外にも充実した企画が組まれてい
ます．
ビッグハットは長野オリンピック
でアイスホッケー会場となったアリー
ナです．4000㎡の敷地の中に，ゆっ
たりとしたポスターセッションスペー

ス，企業展示スペース，休憩スペー
ス，ロボコンなどのイベントスペース
を用意します．
6月は山の新緑が美しい時期です．
ご家族を誘って参加されることもお勧
めです．講演会終了後には，ハイキン
グや登山，温泉，信州そば，お酒など
信州を満喫できます．会場には臨時託
児所も設けられますので，安心してお
子さんをお連れいただけます．長野駅
までは東京駅から新幹線で約90分で
す．皆様のご参加をお待ちしていま
す．

URL: http://www.jsme.or.jp/rmd/robomec2008/index_j.htm
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Romansy2008のご案内
Romansy2008実行委員長
2008年7月5～9日，早稲田大学国
際 会 議 場 に お い て 17th CISMIFToMM Symposium on Robot Design,
Dynamics,
and
Control
（Romansy2008）を開催致します．
本 会 議 は，CISM（Centre International des Sciences Mécaniques)と
IFToMM（International Federation
for the Promotion of Mechanism and
Machine Science）が協力関係を結ん
で初めての会議として，1973年イタ
リアのウディネ大会から始まりまし
た．現在，ロボットは医療，福祉，エ
ンターテイメント，宇宙開発など幅広
い応用が考えられており，最も注目さ
れている分野の1つです．本会議は小
規模ではありますが，それ故に，ロ
ボット工学における活発な議論と参加
者の交流の場として，大きな役割を
担って参りました．
特に今回は，例年より多い100件を
超える投稿があり，大きな盛り上がり
が期待されます．これもひとえに会員
の皆様のお蔭と，実行委員会一同心よ
り感謝致しております．
講演は，①画期的なロボットデザイ
ン，②サービス・教育・医療・福祉・
レスキューロボット，③ヒューマノイ
ドロボット・バイオロボティクス，④
宇宙ロボット，⑤制御システム・運動
解析・モデル化，⑥知覚・認識システ
ムなど多岐にわたっており，非常に興
味深く充実した内容となっておりま
す．中でも，医工連携とロボット技術
の実用化に重点をおき，関連企業によ
るデモンストレーションなど，豊富な

日本機械学会
ロボティクス・メカトロニクス部門
ニュースレターNo. 40（2008.4発行）

プログラムもご用意致しております．
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ
ます．

高西 淳夫(早稲田大学)

Cooperated with:
日本ロボット学会，精密工学会，
計測自動制御学会，計測自動制御学会
システムインテグレーション部門

Honorary Organizing Committee:
白井克彦(早稲田大学総長）

Organizing Committee:
高西淳夫(早稲田大学)，中村仁彦(東
京大学)，岩附信行(東京工業大学)，福
田敏男(名古屋大学)，藤江正克(早稲田
大学)，菅野重樹(早稲田大学)，橋本周
司(早稲田大学)

Program Committee Co-Chairs:
中村仁彦(東京大学)，B. Heimann
(Hannover University)

Steering Committee:

Co-hosts:
日本機械学会，早稲田大学理工学術
院総合研究所，早稲田大学ヒューマノ
イド研究所

Contact:
〒162-0044
東京都新宿区喜久井町17
第1研究棟41-2-04A
早稲田大学
ヒューマノイド研究所事務局
太田 久子
E-mail: contact@romansy2008.org
URL:http://www.romansy2008.org

P. Bidaud (Laboratoire de Robotique de Paris)，M. Ceccarelli
(University of Cassino)，I-Ming
Chen (Nanyang Technological University)，B. Heimann (Hannover
University)，O. Khatib (Stanford
University)，E. Martin (Canadian
Space
Agency)，W.
Schiehlen
(University of Stuttgart)，A. Takanishi (Waseda University)，T.
Zielińska (Warsaw University of
Technology)

Sponsor:
日本IFToMM会議，日本機械学会
ロボティクス・メカトロニクス部門

編集 第85期広報委員会
委員長
土居 隆宏
（中京大学）
副委員長 高山 俊男 （東京工業大学）
幹事
内田 康之
（防衛省）
委員
亀川 哲史
（岡山大学）
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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

