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第87期部門長就任にあたって
田所 諭 （東北大学 ）
第87期ロボティクス・メカトロニ
クス部門の部門長を務めさせていた
だくことになりました．どうぞよろ
しくお願いいたします．
現在，金融システムの破綻により
世界は未曾有の大恐慌に見舞われ，
自動車産業や半導体産業などが壊滅
的な状況に陥りつつあります．高齢
化の進行によって我が国のかつての
活力は失われ，視聴率偏重によるマ
スメディア全体のワイドショー化は
社会のあら探しに終始し，ゆとり教
育やTVゲームの弊害は若年層の技術
ポテンシャルを低下させ，未来に対
する希望を語ることが難しくなって
いるように感じます．皆様にこの文
章が届くときには，経済状況はさら
に悪化しているかもしれません．し
かしながら，脱出できないトンネル
はありません．人類はこれまでの幾
多の困難にもかかわらず，その解決
を見いだしてきました．
ここで我々が深く考えるべき課題
は，この状況から脱出するための突
破口はどこにあるのだろうか，その
ためにどのようなアクションをとる
べきなのだろうか，という点です．
これまでの歴史の事実や我々の経験
が示すことは，起死回生のブレイク
スルーとその後の繁栄のための鍵
は，イノベーションにある，という
ことです．すなわち，新しい価値を
創造すること，そしてそれをいち早
くサービスにし，事業に結びつけて
いくことが重要です．
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RTは数兆円の産業に育つと期待さ
れています．鉄腕アトムが誕生でき
るかどうかははなはだ怪しいもの
の，ロボットやメカトロシステムの
能力は飛躍的に向上し，こなせる人
間代行機能は着実に拡大してきてい
ます．さらには，RTを活用した人や
社会に対するサービスの試みは一進
一退を繰り返しながらも少しずつ増
え て き て い ま す．そ の 背 景 と し て
は，個別技術の向上もさることなが
ら，サービス実現のための要求とロ
ボットが果たせる役割との溝が徐々
に埋まってきたこと，言い換えれば
ロボットをどう適用すればいいかが
徐々にわかってきたこと，が重要な
ポイントです．このサービスプロバ
イダとの協働によって初めて生み出
された「知恵」はかけがえのないロ
ボティクス・メカトロニクス分野の
財産であり，これなしには分野の発
展はあり得ません．その意味では，
サービスを解析し綜合するという活
動は，要素技術研究と同様に重要な
RT研究のひとつなのかもしれませ
ん．
ロボティクス・メカトロニクスの
分 野 が，我 々 の 幸 福 の 実 現 の た め
に，今後幅広く寄与していくことを
願っています．

ロボティクス・メカトロニクス

ロボティクス･メカトロニクス講演会2008における優秀講演のノミネーション

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）

ロボティクス・メカトロニクス講演
会2008は2008年6月5日(木)より7日(土)
までの3日間，長野オリンピックのア
イスホッケー会場であったビッグハッ
トを主会場に開催されました．今回は
過去最高となる1054件のポスター講演
発表が行われました．本講演会は若手
研究者を対象とした日本機械学会フェ
ロー賞，ロボティクス・メカトロニク
ス部門一般表彰であるROBOMEC表彰
の対象講演会です．また，優秀な講演
発表には，ベストプレゼンテーション
表彰（部門一般表彰）を実行委員会か
ら贈ることになっています．
今回は，論文投稿時に審査を希望し
た約400件に対して審査を実施しまし
た．審査は3人の審査員に各ポスター
講演を見て評価いただきました．審査
は，発 表 内 容 の 新 規 性，結 果 の 有 用
性，実用性・産業界への貢献，ロボメ
カ技術への貢献，ポスターなどの工
夫，発表の明確さについて評価いただ
き，総合的な評価をふくめ5段階で評
価いただきました．
実行委員会では総合評価の平均が
4.0以上である講演を優秀なものとし
てノミネーションしました．ノミネー
ションされた講演の中から，実行委員
会では，ベストプレゼンテーション表
彰，フ ェ ロ ー 賞 を 選 定 し ま し た．ま
た，実行委員会からROBOMEC表彰に
候補論文として推薦するものを選定し
ました．加えて，部門欧文誌Journal of
Robotics and Mechatronicsの特集号への
投稿推薦候補を選定しました．
本ニュースレターでは，審査委員か
ら高い評価を得た優秀講演としてノミ
ネーションされた59件の講演を発表さ
せていただきます．ノミネーションさ
れた皆様には心よりお喜び申し上げま
す．今後，皆様の研究が，ロボティク
ス・メカトロニクス分野の発展に寄与
されることを期待しております．
今回惜しくもノミネートされなかっ
た方々も含め，次回以降の講演会でよ

りよい講演発表と議論が行われること
を期待しております．
最後になりますが，本講演会に投稿
いただいた講演者の皆様，議論に参加
いただき講演会を盛り上げていただい
た多数の参加者の方々に感謝いたしま
す．また，講演会運営にあたり，プロ
グラム編成から審査にいたるまで，プ
ログラム委員を中心に多数の方々にご
協力いただきました．紙面の上ではあ
りますが御礼を申し上げ感謝の意を表
したいと思います．
優秀講演ノミネーション対象講演
（記載は講演番号順）
[1A1-B01]マルチルーメンチューブア
クチュエータ：鈴森康一(岡山大),尾上
久和(岡山大),脇元修一(岡山大),神田岳
文(岡山大)
[1A1-C01]線形ばねの伸縮分力を利用
した可変剛性ユニット：武居直行(名
工大),小坂来造(名工大),藤本英雄(名工
大)
[1A1-C07]駆動ワイヤ非干渉型関節を
用いた多自由度な可撓型術具の開発：
西澤幸司(日立),寺本律(日立)
[1A1-C08]CMTD（曲 が り 多 重 チ ュ ー
ブ）を用いた肝穿刺システムの開発と
胆管への穿刺のための基礎的検討：古
荘純次(大阪大),田中秀和(大阪大),小林
弘(大阪大),山本達郎(大阪大),菊池武士
(大阪大),寺山元和(大阪大),門田守人
(大阪大)
[1A1-C11]非侵襲超音波診断・治療統
合システムの構築法：小泉憲裕(東京
大),李得熙(東京大),太田耕平(東京大),
太田竜平(東京大),吉澤 晋(東北大),葭
仲潔(東京大),松本洋一郎(東京大),光石
衛(東京大)
[1A1-C13]単一トロカール組立による
腹腔内組立式圧排ハンド：大崎幹生
(東工大),小俣透(東工大),高山俊男(東
工大),大谷俊樹(東京医科歯科大),小嶋
一幸(東京医科歯科大),高瀬浩造(東京
医科歯科大),田中直文(東京医科歯科
大)
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[1A1-D04]電動搬送機における自律／
アシスト切り替え型制御系の設計：伊
藤隆洋(名大),鈴木達也(名大),稲垣伸吉
(名大),向山将行(名大),項警宇(名大)
[1A1-D10]位相フィードバックによる
ロボットの適応的運動軌道生成[複数
の周期を持つ運動への同期]：生方崇
之(埼玉大),琴坂信哉(埼玉大),大滝英征
(埼玉大)
[1A1-D20]全方向移動車両Vmaxの原理
を利用した凹凸壁面対応型全方向移動
ロボットの開発：鶴清(Titech),広瀬茂
男(Titech)
[1A1-E15]傾斜面上の4足歩行における
脚のリンク長の比率と関節負荷の関
係：青山忠義(名古屋大),関山浩介(名
古屋大),長谷川泰久(筑波大),福田敏男
(名古屋大)
[1A1-G22]モービルマッピングシステ
ムを用いたトンネル断面形状管理に関
する研究：石川貴一朗(早大院),村石隆
介(早大院),瀧口純一(三菱電機),天野嘉
春(早大),橋詰匠(早大),藤島崇(施工総
研)
[1A1-H08]反射型触覚センサの動的特
性評価：嵯峨智(東北大),田所諭(東北
大),舘暲(東京大)
[1A1-H11]高速，高感度な滑り覚セン
サの研究開発[感圧導電性ゴムの特
性]：勅使河原誠一(電通大),西永知博
(電通大),石川正俊(東大),下条誠(電通
大)
[1A1-H18]水晶振動子を用いた超小型
力センサの特性評価：朝倉歩(東北大),
福田敏男(名古屋大),新井史人(東北大)
[1A1-I10]装着型デバイスによる手首凹
凸形状計測に基づく指関節角度推定：
佐藤知正(東京大),行田知晃(東京大),森
武俊(東京大)
[1A1-I16]指先領域の皮膚振動伝達特性
の計測：田中由浩(名工大),鈴木洋平
(名工大),佐野明人(名工大),藤本英雄
(名工大)
[1A1-I18]受動操作における運動位相差
と皮膚変形による触知覚現象：佐野明

ロボティクス・メカトロニクス

人(名工大),大熊陽介(名工大),田中由浩
(名工大),藤本英雄(名工大)
[1A1-I20]音響テレプレゼンスロボッ
ト（テレヘッド）における頭部形状簡
略化の可能性：戸嶋巌樹(NTT CS研),
青木茂明(金沢工大)
[1P1-C14]腹腔内組立式3指5自由度ハ
ン ド ( 第 2 報 )[ 指 駆 動 機 構 の 改 良 と In
Vivo実験による評価]：大嶋律也(東工
大),高山俊男(東工大),小俣透(東工大),
大谷俊樹(東京医科歯科大),小嶋一幸
(東京医科歯科大),高瀬浩造(東京医科
歯科大),田中直文(東京医科歯科大)
[1P1-H10]ひきつれ効果を有する粘弾
性組織の非接触アクティブセンシン
グ：田中信行(大阪大),東森充(大阪大),
金子真(大阪大)
[1P1-I21]インクジェットを用いたマイ
クロダイナミックセンシングシステ
ム：金子真(大阪大),古川功太(大阪大),
東森充(大阪大)
[2A1-D11]不整地におけるヒューマノ
イドのKinodynamic Motion Planning：
原田研介(産総研),森澤光晴(産総研),中
岡慎一郎(産総研),金子健二(産総研),梶
田秀司(産総研)
[2A1-D12]ヒューマノイドロボットの
障害物くぐり抜け動作 [第４報：進
入・離脱動作を含む横向きくぐり抜け
動作の実現]：眞田宏樹(筑波大/産総
研),吉田英一(産総研),横井一仁(産総
研/筑波大)
[2A1-F06]光造形マルチモールディン
グの研究[（第２報）メンブレンアシ
スト法による多様な立体構造の複
製]：長谷川拓也(横国大),丸尾昭二(横
国大)
[2A1-F07]バイオアクチュエータの創
成に向けた昆虫細胞の再構築に関する
研究：佐久間唯(農工大),秋山佳丈(農
工大),岩淵喜久男(農工大),秋山義勝(女
子医大),大和雅之(女子医大),岡野光夫
(女子医大),森島圭祐(農工大)
[2A1-F08]心筋細胞を用いたマイクロ
バイオアクチュエータの駆動源の開
発：堀口裕史(農工大),秋山佳丈(農工
大),森島圭祐(農工大)
[2A1-F09]超音波振動攪拌機構を用い
た水熱合成法による一体型圧電薄膜ア
クチュエータ：甲昌男(岡山大学),神田
岳文(岡山大学),鈴森康一(岡山大学)

[2A1-J22]高専−豊橋技科大間におけ
る遠隔制御システムを用いたロボメカ
教育プロジェクト：今村孝(豊橋技科
大),三好孝典(豊橋技科大),三宅一誠(豊
橋技科大院),新井真一(豊橋技科大院),
岡田達弥(豊橋技科大院),山本学(豊橋
技科大院),Duong Minh Duc(豊橋技科大
院),岡部正幸(豊橋技科大),北川秀夫(岐
阜高専),市村智康(小山高専),西山英治
(熊本電波高専),河合康典(石川高専),小
山慎哉(函館高専),寺嶋一彦(豊橋技科
大)
[2P1-A02]がれきと摩擦なく推進・方
向操舵可能なレスキュー探査ホース：
Grow-hose-I[第３報：推進力の検証]：
吉柳一郎(東工大),塚越秀行(東工大),北
川能(東工大)
[2P1-A11]小型自律飛行機を用いた災
害時のための実時間情報収集システム
の構築：三好大地(早稲田大),鈴木太郎
(早稲田大),目黒淳一(早稲田大),瀧口純
一(三菱電機),佐藤幸一(三菱電機),天野
嘉春(早稲田大),橋詰匠(早稲田大)
[2P1-B14]可変形状トラスを用いた可
動型屋根構造に関する研究[第８報，
アーチ型可動屋根の外装機構とモデル
実験]：井上 文宏(大林組),土井暁(大
林組)
[2P1-C02]可変翼車輪ビークルにおけ
る雪上移動のための開放型翼車輪：高
岡翔太郎(龍谷大),川瀬貴弘(龍谷大),塚
本浩史(龍谷大),堀川和哉(龍谷大),岩本
太郎(龍谷大)
[2P1-C06]液体を利用した壁面移動機
構のための真空吸着システムの研究
[液体による潤滑効果およびシール性
能の測定]：三宅徹(香川大/（株）未来
機械),石原秀則(香川大),冨野達也(香川
大)
[2P1-C14]横方向移動を可能にする円
形断面クローラ[基本概念の提案と第
一次試作機の設計・開発]：多田隈建
二郎(東北大),多田隈理一郎(産総研),木
下宏晃(東北大),永谷圭司(東北大),吉田
和哉(東北大),Karl Iagnemma (MIT)
[2P1-C15]形態可変機能を有する正四
面体型移動ロボット：多田隈建二郎
(東北大),多田隈理一郎(産総研),永谷圭
司(東北大),吉田和哉(東北大),Karl Iagnemma(MIT)
[2P1-C21]オンチップ細胞操作システ
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ムに関する研究[‐その8:ハイドロゲル
の微細パターンを用いたオンチップ細
胞観察システム]：新井史人(東北大),
松本秀之(東北大),四十九俊彰(東北大),
魚住信之(東北大)
[2P1-D13]オンチップ細胞操作システ
ムに関する研究[−その６ ： 磁気
マイクロツールによるマイクロドロッ
プレットの生成−]：山西陽子(東北大
学),木原勇輝(東北大学),佐久間臣耶(東
北大学),新井史人(東北大学)
[2P1-D14]オンチップ細胞操作システ
ムに関する研究 [−その７ ： 永
久磁石による磁気マイクロツールの製
作と微粒子操作−]：佐久間臣耶(東北
大学),山西陽子(東北大学),木原勇樹(東
北大学),新井史人(東北大学)
[2P1-D15]螺旋状層流界面形成マイク
ロロータリーリアクタ：古澤宏明(岡
大),鈴森康一(岡大),神田岳文(岡大),山
田嘉昭(岡山県産業振興財団),阪田祐作
(岡大),武藤明徳(岡大)
[2P1-D16]機能性マイクロツールを用
いたオンチップ細胞計測システム：丸
山央峰(名大),新井史人(東北大),伊藤正
樹(名大),中島正博(名大),福田敏男(名
大)
[2P1-D20]光駆動ヘリカルロータを用
いた粘性マイクロポンプの開発：高浦
彰(横国大),丸尾昭二(横国大)
[2P1-D23]加減圧切換マイクロポンプ
チップを組込んだマイクロ分注システ
ムの開発：長谷川忠大(大工大),尾松史
之(大工大),阪本 雅宣(大工大),生田幸
士(名大)
[2P1-E17]自立型脚部非固定式歩行補
助機の開発：田中英一郎(芝浦工大),池
原忠明(都立産技高専),永村和照(広島
大),池条清隆(広島大),井上裕介(広島大
院),橋本健一(芝浦工大),新堂陽平(芝浦
工大),三枝省三(広島大)
[2P1-E22]人間モデルに基づくパッシ
ブ型知的歩行支援機の運動制御：小松
田慎二(東北大),平田泰久(東北大),小菅
一弘(東北大)
[2P1-E23]手すりと昇降式電動ベッド
による使用者に適応した立ち上がり支
援：樋口淳一(東北大),平田泰久(東北
大),初雁卓郎(パラマウントベッド),小
菅一弘(東北大)
[2P1-I16]機械的位置エネルギーを利用
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した空中ブランコロボットの改良：西
堀賢司(大同工大),石川善裕(タケダ),近
藤弘憲(大同工大)
[2P2-A11]消防防災用ロボットベース
FRIGO-Mの開発と試験配備による評
価：天野久徳(消防研),岡田隆光(三菱
電機特機シス),福島徹(三菱電機特機シ
ス),矢野寛(三菱電機特機シス)
[2P2-B03]レスキュー支援のための倒
壊家屋がれきに関する研究[主要な研
究成果と実用に向けた課題]：小野里
雅彦(北大),増田寿信(北大),毛利健二
(北大)
[2P2-E10]人間共存型ロボットの操作
手法に関する研究（第4報）[―ステッ
プ・オン・インタフェースを搭載した
移動ロボットの検討―]：赤井孝輔(静
岡大),伊藤祐一(静岡大),鈴木重央(静岡
大),松丸隆文(静岡大)
[2P2-E22] ユ ビ キ タ ス デ ィ ス プ レ
イ”UD-1”を用いたアナモルフォーズ
による裸眼立体視の実現：冨板紀宏
(立命館大),宮下智至(立命館大),李周浩

(立命館大)
[2P2-F06]電動把持装具：諸麦俊司(長
崎大学),小森健一(長崎大学),柴田昌知
(長崎大学大学院生産科学研究科),熊野
慎一(長崎大学大学院生産科学研究科),
石松隆和(長崎大学)
[2P2-F14]外骨格型マイクロロボット
に関する研究[その1：積層組立プロセ
スSTAMP]：鳴海圭亮(東北大),井柳友
宏(東北大),我妻大策(東北大),廣田雅彦
(東北大),新井史人(東北大)
[2P2-F16]外骨格型マイクロロボット
に関する研究[その3：積層マイクロ組
立プロセスSTAMPを用いた細胞採取
マイクロデバイスの製作 ]：廣田雅彦
(東北大),鳴海圭亮(東北大),新井史人
(東北大)
[2P2-F21]筋収縮を考慮した舌の硬さ
センシング：東森充(大阪大),串田啓介
(大阪大),金子真(大阪大)
[2P2-F23]柔軟物表面性状を計測する
ための流体を用いた触覚センシング：
田中由浩(名工大),杉村遼平(名工大),佐

野明人(名工大),藤本英雄(名工大)
[2P2-I15]適応的ロコモーションを発現
するアメーバ様モジュラーロボットの
実機開発：清水正宏(東北大),加藤拓真
(東北大),石黒章夫(東北大)
[2P2-J13]3D細胞トラッキング蛍光顕
微鏡の開発と細胞走性研究への応用：
小原健(東北大),五十嵐康伸(東北大),若
生大輔(東北大),坪川宏(東北大),中岡保
夫(大阪大),橋本浩一(東北大)
[2P2-J17]円形断面を有する毛細血管モ
デルの作製と応用：中野琢磨(東北大),
吉田圭佑(東北大),池田誠一(名古屋大),
内田智之(名古屋大),大浦裕就(名古屋
大),福田敏男(名古屋大),根来真(藤田保
険大),松田武久(金沢工大),新井史人(東
北大)
[2P2-J18]電気浸透現象における有機ナ
ノチューブナノピペットの噴出量の解
析：野川晃佑(名古屋大),中島正博(名
古屋大),清水敏美(産総研),神谷昌子(産
総研),福田敏男(名古屋大)
以上．

フューチャードリーム！ ロボメカ・デザインコンペ２００８
ロボメカ・デザインコンペ実行委員長
ロボメカ・デザインコンペ副実行委員長
この企画はロボティクス・メカト
ロニクス部門が主催する九州地区競技
会であり，平成20年12月13日にロボス
クエア（福岡市）にて最終審査と表彰
式，及びこれより12月25日まで一般展
示を実施した．約240名（当日40名，
展示見学200名）の参加を得た．昨年
度に続き第3回目の開催である．
少子高齢社会を背景に，高齢者や
身体に障害のある人を含む一般ユーザ
にとって，ユニバーサルなデザインや
人に優しい技術が益々求められてお
り，ロボティクスやメカトロニクスに
精通するとともに柔軟な発想のできる
技術者の育成が期待されている．その
一助として，工学系学生とデザイン系
学生とのコラボレーションによる新し
いロボット・メカトロデザインを審査
するコンテストを実施した．技術の進
展や利活用の方向を展望し，学生に
とって異なる分野との交流が良い刺激
となり，産業界で活躍するエンジニア

の育成に寄与するとともに，新ブラン
ド・製品やベンチャー育成の契機とな
ることを狙いとした．
社会的ニーズの高さから今回テー
マ「福祉支援（中高年の健康増進，高
齢者介護，家事育児，災害における生
活支援）」を設定した．新しい発想で
夢があり，かつ社会的ニーズに応えた
実用性の高い，ロボットまたはメカト
ロニクス製品の企画を対象とした．九
州内の各大学・短大・高専・専門学校
に参加を呼びかけ，7大学11チームの
応募があった．審査では，機能・実用
性などの工学的な観点と，造形性など
のデザイン的な観点から総合的に評価
した．
11月14日に実行委員会で第一次審
査を実施し書類審査で5チームに絞り
こんだ．この5チームに対し12月に第
二次審査を実施し，ポスター，モック
アップ，プレゼンテーションで評価し
た．第二次審査では部門長を審査委員
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清田 高徳（北九州市立大学）
榊 泰輔 （九州産業大学）
長とする4名の審査委員に依頼し，第
一次審査と同じ審査基準で評価いただ
いた．特に技術とデザインとのバラン
ス，実用性に審査の力点をおいた．表
彰されたチーム（大学名，チーム名，
テーマ）は次の通りである．
最優秀賞：長崎大・九産大，チーム
KSU・TERA，移 乗 ア シ ス ト 車 椅
子−TAW2008−
優秀賞：九産大，キャベツハウス，
手のひらからリラックス「ハンドマッ
サージャー」
佳 作 ： 久 留 米 工 大，H2TU，セ
フィーニ
佳作：大分大，大分大学的研，片麻
痺者用パワーアシスト車いす
「suisui」
佳作：北九大，チームひびきの，空
気圧ゴム人工筋を用いた安全確認型リ
ハビリ装置「maru」
本企画の成果について，量の点で
は，第一次審査への応募が11件と前回
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最優秀賞作品 TAW2008
に比べやや減少したが，参加校数は微
増するとともに新規参加が3校あった
（昨年は6大学15件）．一般含む参加
者数は，二次審査の参加数が横ばいで
あったが，展示は場所を工夫し大幅に
増えた．
質の点では，本企画の趣旨である
「工学とデザインのコラボレーショ
ン」について進展が見られた．問題解
決のアプローチとして技術と感性の双
方をバランス良く融合させ，利便性や
安全性，使い勝手などの実用上の課題

も掘り下げた作品もあった．企画の意
義と作品の技術レベルについて，審査
委員長の大道武生部門長も「コンペの
意義はロボットのデザイン性を前面に
出すこと，また，そのデザインを実現
するためのロボット技術からの視点が
充実していること」と総括し，審査委
員の馬書根技術委員長も「ロボットメ
カトロニクス製品が私達周囲の環境に
存在するために，その存在をしっかり
「デザイン」することが望ましい」と
コメントしている．また，審査委員の
尾方義人九大芸術工学研究院准教授も
「人間のために技術をいかに利用し，
人間が技術と関わるかを製造者・使用
者双方の立場からあるいは総合的に考
えるコンペティション」と述べ今後の
発展に期待を寄せている．
学生間の交流の点で，長崎大工学
部と九産大芸術学部など大学間で，大
分大，北九大，日本文理大，九産大，
久留米工大などでは学部・学科間でい
くつものコラボチームが参加した．審
査委員の福岡県商工部末廣利載氏も
「出場チームのメンバー構成も，大学
連合，男女共同など様々な形態があ
り，リーダシップや協調性養成といっ
た教育的観点からも大変意義がある」
とコメントしている．
御後援いただいた福岡県，福岡市，

北九州市，九州北部学術研究都市整備
構想推進協議会，福岡県産業デザイン
協議会，ロボット産業振興会議，北九
州ロボットフォーラム，ロボスクエ
ア，また，審査委員長の大道武生部門
長，審査委員の馬書根技術委員長，尾
方義人九大芸術工学研究院准教授，福
岡県商工部末廣利載氏，御尽力いただ
いた実行委員各位に厚くお礼申し上げ
る．

会場風景

ロボメカ分野の歴史ある欧文誌JRM
欧文誌委員会委員長 梅田 和昇（中央大学）
本誌HP
http://www-arailab.sys.es.osaka-u.ac.jp/jrm/
富士技術出版HP http://www.fujipress.jp/JRM/
Journal of Robotics and Mechatronics
（略 称 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，今年はVol.
21が発刊されます．富士技術出版から
出版され，1999年4月号からはロボメ
カ部門の欧文誌として位置づけられて
います． Editor-in-chiefには代々ロボ
メカ部門長経験者が就任しており，現
在は84期部門長をつとめられた新井健
生先生（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
論文を掲載し，特集論文と一般論文と

から構成されています．このうちNo.
2，3はロボメカ講演会(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．さら
に，昨年より掲載論文の全文が富士技
術出版のHPで一般に無料公開されて
います．簡単なユーザー登録を行うだ
けでPDFファイルがダウンロード可能
ですので，是非ご利用下さい．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．
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皆様方のご投稿をお待ちしています．

ロボティクス・メカトロニクス

ロボティクス・メカトロニクス講演会 2009のご案内
ROBOMEC2009 実行委員長
ROBOMEC2009 プログラム委員長
本年5月24日（日）から26日（火）
まで，九州・福岡市において日本機械
学会ロボティクス・メカトロニクス講
演会（ROBOMEC）2009を開催いたし
ま す．ご 存 じ の と お り，本 講 演 会 は
（社）日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス部門が主催する国内最大
のポスター形式の講演会であり，21回
目となる今年度は「豊かな暮らしを創
生するロボティクス・メカトロニク
ス」をテーマに博多港に隣接した福岡
国際会議場で開催します．本講演会は
回を重ねるごとに参加者，発表件数と
もに増加しており，今回も1000件以上
の発表と日本全国のロボティクス・メ
カトロニクス関連の研究者，学生など
1400名以上の参加者が見込まれていま

す．
特別講演には，日本のトップロボッ
トメーカである（株）安川電機の利島
康 司・取 締 役 社 長 に よ る「次 世 代 ロ
ボットの実現にむけて −産業界の視
点から」と，人間の味覚，嗅覚を定量
的に評価できるセンサの開発で著名な
都甲潔・九州大学教授から「味と匂い
のわかるロボット」について，それぞ
れご講演いただく予定です．特別講演
の後は，九州最大の商業集積地，福岡
天神のほぼ中央に位置するソラリア西
鉄ホテルにおいて，豪華懇親会を企画
しております．
ポスターセッションの開催される25
日，26日に先立ち，初日の5月24日に
は，各種ワークショップ，チュートリ

長谷川勉（九州大学）
木口量夫（佐賀大学）

アルに加えて，高校生らによるロボッ
トコンテスト，夕刻より部門登録者総
会，さらには博多湾に沈む夕日を見な
がらのウェルカムパーティを準備して
おります．
九州は玄界灘の新鮮な海の幸やもつ
鍋，水炊き，数千種類といわれる焼酎
や地酒など食・肴・酒の王国といわれ
ますが，中でも博多は九州中の銘酒，
逸品が集まる都です．講演会のあと
は，有名な屋台街をそぞろ歩きするも
よし，極細ラーメン店でハリガネ（超
固茹で）にチャレンジするもよし，討
論で枯れた喉を夜の中洲で歌い潰すも
よし．皆様ぜひご期待の上お越しくだ
さい．

URL: http://www.jsme.or.jp/rmd/robomec2009/

日本機械学会
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■部門ホームページURL
http://www.jsme.or.jp/rmd/
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