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日本機械学会
ロボティクス・メカトロニクス部門

ロボメカ部門フェロー認定者紹介

大道 武生（第86期部門長）

日本機械学会のフェローは,日本機 （2008年度）は,選考の結果33名がフェ し上げます.今後さらなる学術的あるい
械学会に10年以上在籍している会員の ローと認定を受けることとなりました. は社会的なご活躍を祈念いたしますと
中から,「機械工学・機械技術と社会 当ロボティクス・メカトロニクス部門 ともに,今後とも,本学会の活動へのな
および本会の発展に顕著な貢献をなし では,下記2名の方が,フェローとして認 お一層のご協力,ご指導を賜りたく,お
た 者 」と して 選出 さ れ ま す . 第 8 6 期 定されました.ここに心からお祝いを申 願い申し上げます.

認定者紹介 （五十音順, 敬称略）
坪内 孝司（筑波大学）

手．1994年筑波大学助手，助教授を経 tion Society Japan Chapter Award，

1959年8月7日生． て2006年同大学大学院システム工学研 2008年日本機械学会賞，2008年日本機
1988年筑波大学大 究科知能機能システム専攻教授．屋外 械学会ロボティクス・メカトロニクス
学院博士課程

移 動 ロ ボ ッ ト の 走 行 技 術 の 研 究・開 部門学術業績賞，2009年科学技術分野

修了(工学博士 )． 発，レスキュー探査ロボットの開発， の文部科学大臣表彰・科学技術賞（理
1989年宇都宮大学 サービスロボットに関する研究の3つを 解増進部門）などを受賞.
工学部情報工学科 柱としておりField and Service Robot助 手．1991年 東京 ics の 分 野 で 研 究 業 績 を あ げ て い る．
大学計数工学科助 2005 年 IEEE Robotics and Automa-

吉田 和哉（東北大学）

1994年米国マサチューセッツ工科大学 究,大学における小型衛星の開発などに
1960 年 12 月 29 日 客員研究員．1995年東北大学助教授． も成果をあげている.1991年計測自動
生．1986 年 東 京 工 2003年より同大学大学院工学研究科航 制御学会論文賞,1993年日本ロボット
業 大 学 大 学 院 修 士 空宇宙専攻教授．宇宙ロボットの研究 学会論文賞,2001年IEEE ICRA 2001
課 程 修 了．同 年 東 に従事し,日本の第一人者としてこの分 Award for Best Conference Paper な
京 工 業 大 学 助 手． 野を牽引してきた.「一般化ヤコビ行 どを受賞.
1990年工学博士(東 列」は,数多くの研究者に引用され,こ
京工業大学)．1993 の分野の基礎をなすコンセプトの一つ
年 ス イ ス 連 邦 工 科 として世界中から認められている.ま
大 学 客 員 研 究 員． た,近年では不整地探査ローバーの研
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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
日本機械学会若手優秀講演フェロー賞
－第87期受賞者のご紹介 －
去る平成21年5月25日(月)に，福岡
国際会議場で開催されましたロボティ
ク ス・メカトロニクス 講演会 2009に

て，前年度の功績・業績を讃えまして につきましても，この場をお借りして
各賞の表彰式が行われました．また， ご紹介させていただきます．
日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

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．
<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

功績賞

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
人または団体（法主体）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．

淺間 一（東京大学 ）
松野 文俊（京都大学 ）

学術業績賞

吉田 和哉（東北大学 ）
ビー・エル・オートテック 株式会社

技術業績賞

株式会社 安川電機

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
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
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
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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 3 0日 までに 開催され たものと
なっております．

ロボティクス・メカトロニクス

ROBOMEC表彰
講演題目

受賞者

卖一トロカール組立による腹腔内組立式圧排ハンド
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1A1-C13）

大崎 幹生，小俣 透，高山 俊男（東工大），高瀬 浩
造，田中 直文（東京医科歯科大）

水晶振動子を用いた超小型力センサの特性評価
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1A1-H18）

朝倉 歩（東北大），福田 敏男（名古屋大），新井 史
人（東北大）

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－
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-C14）

多田隇 建二郎（電気通信大学），多田隇 理一郎（産総
研），木下 宏晃，永谷 圭司，吉田 和哉（東北大），
Karl Iagnemma（MIT）

皮膚感覚呈示における時間遅れの影響調査と検知限の同定
（第13回ロボティクスシンポジア 2C4）

岡本 正吾，昆陽 雅司，嵯峨 智，田所 諭（東北大）

SIR/MCMCパーティクルフィルタを用いたカメラと
レーザレンジファインダによる複数移動体の同時追跡
（第13回ロボティクスシンポジア 3C3）

山田 弘幸，倉爪 亮，村上 剛司，長谷川 勉（九州大）

ベストプレゼンテーション表彰
講演題目

受賞者

非侵襲超音波診断・治療統合システムの構築法
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1A1-C11）
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
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1A1-G22 ）
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
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-D16）
螺旋状層流界面形成マイクロロータリーリアクタ
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-D20）
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
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-D23 ）

小泉 憲裕 （東京大学）
石川 貴一朗 （早稲田大学）
丸山 央峰（名古屋大学）
古澤 宏明 （岡山大学）
長谷川 忠大 （大阪工業大学 ）

部門貢献賞
主な功績・業績

受賞者

ロボティクス・メカトロニクス講演会2008実行委員長

河村 隆 （信州大学）

第13回ロボティクスシンポジア実行委員長

石原 秀則 （香川大学）

第11回ロボットグランプリ実行委員長

大隅 久 （中央大学）

３. 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞
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
り設立するもどで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

「日本機械学会若手優秀講演フェロー
賞」として顕彰することによって若手
の自信と誇りを与え,本会が若手の専
門家育成を支援し,もって科学技術創
造立国のために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・
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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.

ロボティクス・メカトロニクス

日本機械学会若手優秀講演フェロー賞
講演題目

受賞者

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－
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1A1-H11）
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
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 1P1-I21）
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
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2A1-F07）
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－
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-D13）
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－
（ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 2P1-D14）

勅使河原 誠一（電気通信大学）
古川 功太（大阪大学）
佐久間 唯（東京農工大学）

木原 勇輝（東北大学）

佐久間 臣耶（東北大学）

ロボティクス･メカトロニクス講演会2009における優秀講演のノミネーション
ROBOMEC2009実行委員長
長谷川 勉 （九州大学）
ROBOMEC2009プログラム委員長 木口 量夫 （佐賀大学）
ロボティクス・メカトロニクス講演
会2009は2009年5月24日(日)より26日
(火)までの3日間，福岡の福岡国際会議
場で開催されました．今回も昨年に引
き続き千件を越える1035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350件に対して審査を実施しまし
た．各ポスター講演を３人の審査員に
見ていただき，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，および総
合的な評価について，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．その中か
ら，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，

ROBOMEC表彰の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78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．
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優秀講演ノミネーション対象講演
（記載は講演番号順）
[1A1-A12] 力覚提示装置のための3自由
度冗長型パラレルメカニズムDELTA-4
の開発：荒田純平(名工大)，近藤寛之
(名工大)，藤本英雄(名工大)
[1A1-B08] 協調搬送のための動的ケージ
ングを実現する複数ロボットの軌道計
画：松本英統(千葉工大)，王志東(千葉
工大)，平田泰久(東北大)，小菅一弘(東
北大)
[1A1-B20] セルフォックレンズとPSDを
用いた小径深穴計測用センサプローブ
の開発：西堀賢司(大同大)，前迫大器
(菱栄エンジニアリング)，オンデルファ
ルク(大同大)，茶谷祐次(大同大)
[1A1-C05] 引きつれ効果を考慮したポイ
ント型非接触剛性センシング：田中信
行(阪大)，東森充(阪大)，金子真(阪大)
[1A1-D09] 室内におけるカメラとレーザ
レンジファインダの統合による複数人
物追跡：森武俊(東大)，松本尭(東大)，
下坂正倫(東大)，野口博史(東大)，佐藤
知正(東大)
[1A1-D18] モービルマッピングシステム
と小型自律飛行機を用いた堤防の三次
元復元に関する研究：石川貴一朗(早大

ロボティクス・メカトロニクス

院)，鈴木太郎(早大院)，小野修平(早大
院 )， 藤島崇 (施工総研 )，鈴木真二 (東
大)，瀧口純一(三菱電機)，天野嘉春(早
大)，橋詰匠(早大)
[1A1-E07] 回転式揺動機構を用いた三次
元測域センサモジュール：松本光広(筑
波大)，吉田智章(千葉工大)，油田信一
(筑波大)
[1A1-E12] FastSLAMアルゴリズムにお
けるUnscented変換を利用したサンプリ
ング手法：坂井敤(明治大)，斉藤哲平
(明治大)，黒田洋司(明治大)
[1A1-E20] 自由空間観測モデルによる未
知物体にロバストな自己位置推定手
法：竹内栄二朗(東北大)，大野和則(東
北大)，田所諭(東北大)
[1A1-F07] 屋外環境下で用いる自律移動
システムに関する研究［第53報 環境の
三次元点群情報を用いた位置推定手法
の検討］：鈴木太郎(早大)，天野嘉春
(早大)，橋詰匠(早大)，瀧口純一(三菱電
機)
[1A1-L04] オオミジンコの光走性を利用
した行動制御手法の開発：久間裕丈(東
電大院)，伊東賢吾(東電大院)，伊東明
俊(東電大)
[1A1-M09] ステアリング鏡像錯覚を用い
た両手操作の実験的解析：佐野明人(名
工大)，栂尾健吾(名工大)，田中由浩
(名工大)，藤本英雄(名工大)
[1A2-B16] トマト管理・収穫用ロボット
の研究［花房認識アルゴリズムと果房
収 穫 エ ン ド エ フ ェ ク タ ］： 近 藤 直 (京
大)，山本一哉(愛媛大)，矢田宏希(愛媛
大)，大森弘美(農業・食品産業技術総合
研究機構)，椎木友朗(愛媛大)，門田充
司(岡山大)，岡本伸吾(愛媛大)，清水浩
(京大)
[1A2-B17] 小型自律飛行機による可視・
近赤外画像を利用した植生評価システ
ムの構築：桑原佑吉(早大)，三好大地
(早大)，鈴木太郎(早大)，天野嘉春(早
大 )， 橋詰匠 (早大 )， 瀧口純一 (三菱電
機)，鈴木真二(東大)，山場淳史(広島県
立総合技術研)
[1A2-B20] 道路地物の測量値とGPS/IMU
を複合した自己位置標定手法の研究：
石川貴一朗(早大院)，高野雅史(早大)，
梶原尚幸(三菱電機)，瀧口純一(三菱電
機)，天野嘉春(早大)，橋詰匠(早大)
[1A2-B21] モービルマッピングシステム
を用いた次世代デジタル道路地図作成

システムに関する研究：
高野雅史(早大)，石川貴一朗(早大院) ，
瀧 口 純 一 (三 菱 電 機 )， 島 嘉 宏 (三 菱 電
機)，天野嘉春(早大)，橋詰匠(早大)
[1A2-B22] モービルマッピングシステム
による高分解能DEMを用いた路面形状
の管理に関する研究：石川貴一朗(早大
院 )， 高野雅史 (早大 )，島嘉宏 (三菱電
機)，瀧口純一(三菱電機)，天野嘉春(早
大)，橋詰匠(早大)
[1A2-D14] 人間－ロボット間の相対運動
情報検出機能を有する力伝達調整機構
の開発：積際徹(同志社大)，渡部祐樹
(同志社大)，横川隆一(同志社大)
[1A2-E13] テールシッターVTOL航空ロ
ボットの水平飛行とホバリング間の遷
移：北光一(東北大)，近野敤(東北大)，
内山勝(東北大)
[1A2-G14] 凹凸のある壁面・天井を移動
するゲル粘着式移動探査機［第２報：
ゲルの粘着特性とその回復方法］：塚
越秀行(東工大)，千葉寛之(東工大)，北
川能 (東工大 )，広川吉之助(東工大 )，
Watari Eyri (東工大)
[1A2-G16] トンネル構築式移動探査ロ
ボット［第３報：探査機能の搭載］：
大沼宏陽(東工大)，塚越秀行(東工大)，
三川晃尚(東工大)，北川能(東工大)
[1A2-H08] 逐次３次元環境取得システム
を用いた不整地移動ロボットの遠隔操
作支援：徳永直木(東北大)，岡田佳都
(東北大)，永谷圭司(東北大)，吉田和哉
(東北大)
[1A2-J13] ハイブリッド光造形法による
マイクロ手術ツールの開発［ハイブ
リッド光造形片の引抜き試験と最適設
計の検討］：加藤大香士(名大)，生田幸
士(名大)
[1A2-K09] 空気圧駆動手術用マニピュ
レータ IBIS IV の開発：只野耕太郎(東
工大)，川嶋健嗣(東工大)，小嶋一幸(東
京医歯大)，田中直文(東京医歯大)
[1P1-C18] 人間共存型ロボットの操作手
法に関する研究（第7報）［ステップ・
オン・インタフェースを搭載した移動
ロボットの利用方法］：堀内康匡(静岡
大)，赤井孝輔(静岡大)，伊藤祐一(静岡
大)，宮慶良(静岡大)，松丸隆文(静岡大)
[1P1-D10] 複数のパッシブ型物体搬送ロ
ボットによる制御入力制限を考慮した
経路追従制御：小嶋洋介(東北大)，平田
泰久(東北大)，小菅一弘(東北大)
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[1P1-D17] 衝突時の衝撃力を低減するマ
ニピュレータの構成に関する実験的検
証：菅原雄介(東北大)，野波圭吾(東北
大)，小菅一弘(東北大)，大賀淳一郎(東
芝)，中本秀一(東芝)，吉見卓(東芝)
[1P1-E16] 面状柔軟アクチュエータとそ
の手首動作支援への応用：加藤利幸(東
工大)，塚越秀行(東工大)，北川能(東工
大)
[1P1-E19] アンドロイドロボットによる
遠隔授業システムの開発と評価：橋本
卓弥(東理大)，鈴木将人(東理大)，小林
宏(東理大)
[1P1-F07] 筋型アクチュエータモジュー
ルによるバイラテラル型ウェアラブル
ロボット操縦デバイスの開発：本郷一
生(東大)，吉田真璃子(東大)，中西雄飛
(東大 )，水内郁夫(東大)，稲葉雅幸(東
大)
[1P1-G07] 自律ロボットとのインタラク
ションのための複合現実感環境：西脇
光一(産総研)，チェスナットジョエル
(産総研)，加賀美聡(産総研)
[1P1-J09] 準3次元上肢リハビリ支援シス
テム(Hybrid-PLEMO)のパッシブ／アク
ティブ力覚提示とリーチングテストへ
の応用：菊池武士(阪大)，小澤拓也(阪
大)，赤井弘樹(阪大)，古荘純次(阪大)
[1P1-J11] 3自由度前腕義手のマルチモー
ダルセンサ制御：大西謙吾(岡山県大)，
森尾俊之(岡山県大院)，梶谷勇(産総研)
[1P1-J13] A Powered Ankle-foot Prosthesis
with an Artificial Gastrocnemius：遠藤謙
(Media lab MIT)，ヒューハー(Media
lab MIT)
[1P1-K13] 装着者の体重を利用した空気
式 歩 行 支 援 靴 の 開 発 ： 高岩 昌 弘 (岡 山
大)，則次俊郎(岡山大)，佐々木大輔(岡
山大)，星崎匡佑(岡山大)
[2A1-A17] 溶接ビード研削をロボット化
するための能動工具ホルダーの開発：
中嶋新一(新潟工科大)
[2A1-A19] 湾曲同期ダイレススピニング
加工法の開発：関口明生(筑波大)，荒井
裕彦(産総研)
[2A1-D02] ロボット知能ソフトウェアプ
ラットフォーム検証用知能モジュール
群／移動・作業・コミュニケーション
知能モジュール群の作業シナリオ実行
系による統合：山野辺夏樹(産総研)，
NeoEe Sian(産総研)，吉田英一(産総
研)，喜多伸之(産総研)，永田和之(産総

ロボティクス・メカトロニクス

研)，横井一仁(産総研)，高野陽介
(NEC)
[2A1-D11] インテリジェントルームにお
けるジェスチャ認識のための肌色登録
手法：入江耕太(中央大)，荻島秀敏(中
央大)，高橋真人(中央大)，寺林賢司(中
央大)，梅田和昇(中央大)
[2A1-F15] 滑らかなリーチング動作のた
めの手先位置フィードバックによる非
線 形 目 標 位 置 整 形 ： 瀬 戸文 美 (千 葉 工
大)，杉原知道(九州大)
[2A1-J04] 細胞ビルドアップ型ウェット
ナノロボティクスの構築と機能創発
［流体駆動デバイスの構築及び薬物刺
激による駆動性能の影響］：今川健太
郎 (東 京 農 工 大 ) ， 堀 口 裕 史 (東 京 農 工
大)，池田和正(横浜国大)，秋山佳丈(東
京農工大)，星野隆行(東京農工大)，丸
尾昭二(横浜国大)，森島圭祐(東京農工
大)
[2A1-J09] 細胞ビルドアップ型ウェット
ナノロボティクスの構築と機能創発
［温度応答性培養表面を用いた長期間
室温で駆動する昆虫細胞シートの開
発］：佐久間唯(東京農工大)，秋山佳丈
( 東 京 農 工 大 ) ， 岩 淵 喜 久 男 (東 京 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(東京農工大)
[2A1-J12] ディスポ構造を有するオン
チップ微小液滴生成機構：水沼赳人(東
北大)，佐久間臣耶(東北大)，山西陽子
(東北大)，丸山央峰(東北大)，新井史人
(東北大)
[2A1-L02] 超音波検査ロボットにおける
プローブの体表面なぞり走査と取得断
層像に基づいたビジュアルサーボ系の
構築：青木悠祐(東京農工大)，金子健太
(東京農工大)，酒井太郎(東京農工大)，
桝田晃司(東京農工大)
[2A2-A19] ヒューマノイドロボットのた
めの多指ハンド把握モジュール：原田
研介(産総研)，辻徳生(産総研)，金子健
二(産総研)，丸山健一(産総研)
[2A2-A20] 全面柔軟被覆を備えた人間形
ハンドのための接触頻度・寄与度に基
づく触覚センサ設計：岩田浩康(早大高
等研究所)，鼠家正則(早大)，木村謙大
(早大)，菅野重樹(早大)
[2A2-A21] 受動柔軟性を活用したハンド
持ち替え制御と安定化手法：岩田浩康
(早大高等研究所)，塩澤裕樹(早大)，木

村謙大(早大)，菅野重樹(早大)
[2A2-B02] 全方向包み込み式なじみグ
リッパ［把持応答性向上を目指した各
種方法］：多田隇建二郎(電通大)，多田
隇 理 一 郎 (東 大 ) ， 勅 使 河 原 誠 一 (電 通
大)，溝口善智(電通大)，長谷川浩章(電
通大)，寺田一貴(電通大)，高山俊男(東
工大 )，小俣透 (東工大 )，明愛国 (電通
大)，下条誠(電通大)
[2A2-B04] Tokyo-TECH 100N Hand II の
開発［新たなトルク増大機構の提
案］：高山俊男(東工大)，山名崇博(東
工大)，小俣透(東工大)
[2A2-B21] 積み重なったタオルのピッキ
ング作業記述：永田和之(産総研)，山野
辺夏樹(産総研)
[2A2-C22] 社会的インタラクションを実
装可能なシミュレータープラット
フォーム［SIGVerse:社会的知能発生シ
ミュレータ］：稲邑哲也(国立情報研)，
柴 田 智 広 (奈 良 先 端 大 )， 瀬 名 秀 明 ( 作
家)，橋本敬(北陸先端大)，川合伸幸(名
大)，宮下敬宏(ATR)，櫻井圭記(プロダ
クションIG)，清水正宏(東北大)，大武
美保子(東大)，細田耕(阪大)，梅田聡(慶
應大)，乾健太郎(奈良先端大)
[2A2-E09] 人間上肢型ロボティックアー
ムによるアトラクタ選択モデルを用い
た円運動の生成：菅原淳(阪大)，中村泰
(阪大 )，福頼一平(阪大)，松本吉央(阪
大)，石黒浩(阪大)
[2A2-F04] 移動ロボットの速度と安全性
を両立する経路探索のための地図情報
に関する研究：荒井優輝(奈良先端大)，
加賀美聡(産総研)
[2A2-F08] つくばチャレンジ2008 ：その
意義と成果：油田信一(筑波大)，水川真
(芝浦工大)，橋本秀紀(東大)，田代泰典
(ニューテク財団)
[2A2-H05] フィジカルヒューマンマシン
インタラクション用アクティブ多面体
の研究［第12報：アクティブ80面体シ
ステムの構築と弾性力提示実験］：久
保知也(岡山大)，小林勇介(岡山大)，鈴
森康一(岡山大)
[2A2-J05] 指部触覚と前腕部力覚の統合
による力触覚ディスプレイの設計方
針：单澤孝太(東大)，プラッティキッ
ツォドメニコ(シエナ大)，川上直樹(東
大)，舘暲(東大)
[2A2-J11] Eigen Finger: MRI画像を用い
た形状データベースの生成：多田充徳
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(産総研)，野原健(中央大)，梅田和昇(中
央大)，持丸正明(産総研)
[2A2-K08] マイクロロボティクスを適用
した胚操作の自動化のための流体チッ
プの設計と製作：佐久間臣耶(東北大)，
山西陽子(東北大)，新井史人(東北大)，
新井健生(阪大)，長谷川明之(阪大)，谷
川民生(産総研)，市川明彦(産総研)，佐
藤理(川崎重工)，中山章弘(川崎重工)，
麻生博(富士平工業)，後藤充弘(富士平
工業)，高橋清也(畜草研)，松川和嗣(畜
草研)
[2A2-L01] 磁気駆動Robot-on-a-chipに関
する研究［その３：磁気駆動マイクロ
ツールを用いた微粒子の連続選別］：
丸 山 央 峰 (東 北 大 )， 佐 久 間 臣 耶 (東 北
大)，シャプラブノア(東北大)，山西陽
子(東北大)，新井史人(東北大)
[2A2-L02] 磁気駆動Robot-on-a-chipに関
する研究［その２：ハイブリッド磁気
駆動マイクロツールの設計と製作］：
木原勇輝(東北大)，山西陽子(東北大)，
佐久間臣耶(東北大)，新井史人(東北大)
[2A2-L03] 磁気駆動Robot-on-a-chipに関
する研究［その１：２自由度磁気駆動
マイクロツールによるオンチップ微粒
子操作］：山西陽子(東北大)，佐久間臣
耶(東北大)，木原勇輝(東北大)，新井史
人(東北大)
[2A2-L09] レーザ駆動Robot-on-a-chipに
関する研究［その２：自己組織化現象
を利用したマイクロツールの作製］：
飯塚龍(東北大)，恩田一寿(東北大)，丸
山央峰(東北大)，新井史人(東北大)
[2P1-B02] ECFマイクロレートジャイロ
の低駆動電圧化：横田眞一(東工大)，本
郷充俊(東工大)，竹村研治郎(慶大)，枝
村一弥(NMT)，今村恒彦(多摩川精機)，
熊谷秀夫(多摩川精機)
[2P1-C14] 受動歩行機のアシスト平地歩
行の実現：田部井聡(名工大)，佐野明人
(名工大)，池俣吉人(名工大)，林祐史(名
工大)，藤本英雄(名工大)
[2P1-D06] マイクロラバー構造体による
受動歩行［第2報；光造形プロセスによ
る集積化と小型化 ]：鈴森康一(岡山
大)，斉藤文孝(岡山大)
[2P1-D18] 玉乗りロボットによる物体運
搬 に 関 す る 研 究 ： 熊 谷 正朗 (東 北 学 院
大)，落合恭也(東北学院大院)
[2P1-E16] 分散アクチュエーションモ
ジュールの開発［あらゆる物体を移動

ロボティクス・メカトロニクス

ロボット化するアクティブ・キャス
タ]：高木和貴(芝浦工大)，冨沢哲雄
(産総研/電通大)，谷川民生(産総研)，
大場光太郎(産総研)，水川真(芝浦工
大 )[2P1-G17]筋型アクチュエータモ
ジュールの開発と筋追加効果の検証：
本郷一生(東大)，水内郁夫(東大)，稲
葉雅幸(東大)
[2P1-K08]座屈による安定荷重機構を有
するセンサプローブ：田中由浩(名工
大)，山田篤史(名工大)，佐野明人(名
工大)，藤本英雄(名工大)
[2P1-K09] AT-Cut水晶振動子を用いた
荷重センサの評価と温度補償：鳴海圭
亮(東北大)，福田敏男(名大)，新井史
人(東北大)
[2P1-L03] ソフトフィール硬質面：佐
野明人(名工大)，中山侑(名工大)，田

中由浩(名工大)，藤本英雄(名工大)
[2P1-L04] ダイラタント流体を利用し
た触覚ディスプレイの検討 (第二報)：
嵯峨智(東北大)，出口光一郎(東北大)
[2P1-L06] 磁性光硬化樹脂の開発とマ
イクロ光造形による磁気駆動３次元マ
イクロマシンの実現：小林謙吾(名大
(名大)，生田幸士(名大)
[2P1-L07] 磁気駆動マイクロアクチュ
エータを用いた泳動マイクロマシンと
マイクロスクリューポンプ：小林謙吾
(名大)，生田幸士(名大)
[2P1-L11] 細胞ビルドアップ型ウェッ
トナノロボティクスの構築と機能創発
［光ピンセットによるDLCナノグリッ
パーへの卖一細胞アセンブリ]：黒田
啓史(農工大)，星野隆行(東京農工
大 ) ， 米 谷 玲 皇 ( 東 大 )， 金 野 智 浩 ( 東

大)，石原一彦(東大)，森島圭祐(東京
農工大)
[2P1-L14] 柔軟マイクロアクチュエー
タを用いたESDレトラクタの開発：小
西聡(立命館大)，澤野聡(立命館大)
[2P1-M02] ラゲールガウスビームを用
いた光駆動マイクロマシンの開発：斉
藤洋平(横浜国大)，丸尾昭二(横浜国
大)
[2P1-M06] レジスト薄膜の変形を用い
た3次元カーボン構造体の自己組織化
とバイオ応用：臼田敬介(東京農工
大)，星野隆行(東京農工大)，森島圭祐
(東京農工大)
以上．

JRM優秀論文賞の選定について
Journal of Robotics and Mechatronics編集長

新井 健生（大阪大学）

優秀論文
Development of a Quadruped Walking Robot TITAN XI for Steep Slope Operation
–Step Over Gait to Avoid Concrete Frames on Steep Slopes –
Ryuichi Hodoshima, Takahiro Doi, Yasushi Fukuda, Shigeo Hirose, Toshihito Okamoto, and Junichi Mori
Vol.19, No.1, pp.13-26, 2007
http://www.fujipress.jp/JRM/JRM_award.html
2008年，JRMは20周年を迎え，記
念すべき20巻を発行しました．この良
き年を記念して，富士技術出版の林社
長のご発案により優秀論文の表彰を行
うことになりました．優秀論文の選定
については，2007年に刊行された19
巻掲載の全ての論文から選考すること
になりました．19巻には全部で88件の
質の高い論文が掲載されております
が，受賞論文はこの多くの優秀な論文
の中から選ばれた最優秀の１件であ
り，新規性や有用性はもちろんのこと
大変ユニークな論文内容です．まさに
ＪＲＭの20周年を飾るに相応しい内容
の論文と言えるでしょう．また，今回
の論文賞選定は，編集委員会のメンバ
が全員参加して行われました．19巻の
各号より1 ないし2 件の候補論文が編
集長と特集号企画委員より推薦され，

計７件の候補論文が推薦されました．
この7件の論文を全編集委員が査読
し，評価採点を行いました．そして，
2009年2月の編集委員会において，出
席委員全員一致で該当論文が優秀論文
として決定された次第です．受賞者の
皆様にはお祝いを申し上げますととも
に，今後のますますのご発展を祈念申
し上げます．
ところで，編集委員会ではこの20年
という長い歴史の節目を機にJRMのさ
らなる発展を目指しております．具体
的 に は S CIへの登録を近年中に果た
し，世界に認められるロボット・メカ
トロニクスの専門誌として飛躍したい
と考えております．そのために，部門
の皆様にはここでひとつお願いがござ
います．論文をご執筆頂く際は，本誌
に掲載された関連論文をできるだけ多
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く御引用下さることをお願い申し上げ
ます．現在，JRMはWeb上でほとんど
すべての掲載論文がオープンアクセス
可能となっております．キーワード検
索も可能であり，関連論文の検索が大
変容易になっております．皆様の研究
に大いに役立つことと存じます．是非
とも，これまで以上にJRMをご支援頂
きますよう宜しくお願い申し上げま
す．
最後に，日頃ご支援を頂いておりま
す日本機械学会ロボティクスメカトロ
ニクス部門関係者の皆様，富士技術出
版の皆様，副編集長を始めとする編集
委員皆様，そして20年の長きにわたり
本誌を支えて下さいました歴代編集長
と歴代編集委員の皆様に感謝申し上げ
ます．

ロボティクス・メカトロニクス

第12回ロボットグランプリ
ロボットグランプリ実行委員長 大隅 久（中央大学）

3月28日(土)，29日(日)の二日間
にわたり，日本科学未来館におい
て，第12回ロボットグランプリが開
催された。第11回より会場を日本科
学未来館に移しての開催となり，開
催日も春休みの週末であったことか
ら，非常に多数の見学者があった．
開会式では主催者を代表して日本
機械学会の白鳥正樹会長，会場をご
提供いただいた日本科学未来館より
小中元秀副館長，企画者代表として
大道武生部門長，そしてロボットグ
ランプリ組織運営委員長広瀬茂男氏
よりそれぞれご挨拶をいただいた．

写真1

白鳥会長挨拶（開会式）

開会式に引き続き，13:20より大道
芸ロボット競技会が行われた.今回は
15台のロボットが出展され，それぞ
れ趣向を凝らしたパフォーマンスが
披露された．そのユニークな外見や
参加者とのやり取りが笑いをさそう
ロボットに，会場は大いに盛り上
がった.今年の特徴として，動きだけ
でなく，似顔絵を書くといった画像
処理や，ロボットの表情をディスプ
レイを映すといった，ソフトウェア
を利用したものが複数登場したこと
が挙げられる。今後このようなロ
ボットも増えていくものと思われ
る。
2日目の29日は午前からロボットラ
ンサー競技，及びスカベンジャー競

技が開催され，会場は参加者の熱気
にあふれた.ロボットランサー競技は
88台のエントリーがあった.昨年度よ
り上級者クラスと初心者クラスのク
ラス分けが行われており，上級者ク
ラスのマイスタークラスには，思わ
ず魅入ってしまうレベルの非常に高
いマシンが数多く登場した.ロボット
スカベンジャー競技には41チームが
参加した。今年は地方でのロボット
工作教室の効果もあり，あわせて9つ
の都道府県からの参加者があった.
この他，会場の一部分を利用し，
ロボット大賞を受賞したページめく
りロボットや，いくつかの大学で研
究されているロボットのデモが行わ
れ，参観者に対し，手作りのロボッ
トから，大学や企業で活躍するロ
ボット研究までの一連の流れを示す
ことができ，日本の技術のアピール
やものづくりに対する理解を深める
ことができたと考えている.
日本科学未来館への来館者数は併
設展示がテレビで紹介されたこと
や，3月末の週末ということもあり，
4,000名程度と見積もられており，そ
のうちのかなりの人数がグランプリ
会場を訪れたものと思われる．以下
に各競技の結果を報告する．
●大道芸ロボット競技
参加申し込みは，からくり部門２
チーム，計算機部門が13チームの計
15チームであり，全チームがビデオ
予選を通過し，当日の競技決勝に参
加した．採点は，例年と同じく観客
の子供たちに札を配り，演技が楽し
かったかどうかを，札を上げて投票
してもらい，また審査員による審査
結果を合わせ，評価を行った．審査
結果は以下の通りである．
優勝：SORR・Y 金沢工業大学 D&K
準優勝：ピカピカソ 東京工業大学
アトリエ・ピカソ
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からくり部門優勝：からくり春まつ
り 不二越工業高等学校
技術賞：マネージャーのフランソ
ワーズたん 東京工業大学ツンデレ
愛好会
創 造 賞 ： N ＠ Isu 静 岡 大 学，芸 術
賞：Lord of the Circle 信州大学SURL

写真2

写真3

SORR・Y

マネージャーのフランソ
ワーズたん（技術賞）

●ロボットランサー競技
スタンダードクラス予選、決勝、
マイスタークラス決勝の順で競技が
行われた.スタンダードクラスでは予
選上位21台が決勝に進み、上位５台
が，マイスタークラスでは上位3台が
表彰された.また，スタンダード，マ
イスターそれぞれのクラスから，ユ
ニークな取り組みを行ったマシンそ
れぞれ1台ずつに対して特別賞が送ら

ロボティクス・メカトロニクス

れた。昨年から的に自動計測システム
を導入しているが，信頼性がまだ十分
高いとはいえないため，スタッフも計
測に参加した。マイスタークラスでは
今年からゴールエリアを設定し，競技
時間終了時にこのエリアの中心からの
距離が近いとボーナス点を与えること
とした.この設定はかなり難しいので
はないかと予想していたが，上位マシ
ンは驚くほど正確にゴールエリア中心
近くに停止し，そのレベルの高さに驚
くとともに，それぞれのマシンの完成
度の高さに，長年の技術やノウハウの
蓄積が非常に感じられた.

写真4

ランサー競技

スタンダードクラス
優勝：RX-78-6（湘单工科大学付属高
校 杉山正樹）
準優勝：RB2008L（西崎伸吾）
3位：F9（舞鶴工業高等専門学校創造
技術研究会 西本淳一）
4位：ぐんぐにる（電気通信大学ロボ
メカ工房 上村敤史）
5位：天の童std（山形電波工業高校
青木洋輔）
特別賞：BLITZER-SONIC（電気通信
大学ロボメカ工房 内田雄太郎）
マイスタークラス
優勝：Verdi RL1（電気通信大学ロボ
メカ工房 平井秀一）
準優勝：隼Lancer.ver（湘单工科大学
ロボット技術研究会 井上貴夫）
3 位 ： Ken3（奈 良 中 学 校 住 吉 賢 太
郎）
特 別 賞 ： FRAGILE008RL（河 野 純
也）
●ロボットスカベンジャー競技
ロボットスカベンジャー競技には多
数の親子チームも参加し，練習フィー

ロボティクス・メカトロニクス部門 部門登録のお願い
日本機械学会は部門制となっていま
す． 部門登録者数 （第1～3位までに登
録している会員）が多いと部門評価が上
がり，登録者へサービスを還元できま
す．特に５０００人は評価の一つの境目
となりますので是非ロボメカ部門の登録
を御願いします．ぜひ第１位～３位，で
きれば第1位にご登録をお願いいたしま

す．ロボメカ部門への登録は，機械学会
ホームページ（http://www.jsme.or.jp/）
から会員専用ページにログインし，「会
員情報管理」のメニューを選んで表示さ
れるページ内の「部門登録」タブを選択
し，この中の設定を変更することにより
簡卖に行えます．

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. 43（2009.10発行）

編集 第87期広報委員会
委員長
亀川 哲志
（岡山大学）
副委員長 福田 靖
（玉川大学）
幹事
高山 俊男 （東京工業大学）
委員
太田 祐介 （千葉工業大学）

写真5

スカベンジャー競技

ルドでも親子で熱心に練習する光景が
見られた．今年は地方でのロボット工
作教室の効果もあり，あわせて９つの
都道府県からの参加者があった。予選
は41チームで行われ，決勝に進んだ16
チームと上田市からの３チーム，北海
道からの１チームを加えた20チームに
よる決勝が行われた．
今年は予選の得点でパーフェクトを
出したチームが何チームもあり，大変
に高レベルの大会となったが，決勝で
は昨年の優勝チームが今年も安定した
強さを見せつけ優勝した．その他，
2,3位，技術賞2件，アイデア賞，技能
賞，敢闘賞2件がそれぞれ贈られた．

部門登録者数の１年間の推移
5200
部
門 5100
登
5000
録
者 4900
数

4800
2008/4

2008/7 2008/10 2009/1

2009/4

年月
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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

