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部門長挨拶
大隅 久 （中央大学）
第89期ロボティクス・メカトロニ
クス部門の部門長を仰せつかりま
した．大役ではございますが，副部
門長，幹事と力を合わせ，円滑な運
営を心掛けてまいりますので，ご支
援のほどよろしくお願い申し上げ
ます．
また，このたびは東日本大震災と
いう未曾有の災害と，原子力発電所
の事故という，これまでの想像を超
えた大惨事が立て続けに発生いた
しました．犠牲となられた方々に謹
んで哀悼の意を表しますと共に，被
災された方々に心よりお見舞いを
申し上げます．一刻も早い復興を
願っております．
さて，皆様もご存じのように，近
年の国内の製造業は苦戦続きです．
技術力はあってもコストを軽視し
た技術指向の高性能製品は先進国
以外では受け入れられず，しかも開
発に高度な技術を要する製品も，開
発して数年もたたないうちにモ
ジュール化され，水平分業を得意と
する新興国にシェアを奪われてし
まいます．一方，国内向けに仕様の
特化した高機能製品ばかりを生産
する製造業の現状はガラパゴス化
と呼ばれています．
ところがこのような国内での行
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き詰まりをよそに，技術力を背景と
しながらもグローバル企業として
の地位を確立している企業もあり
ます．現在の世界はフラット化が進
むと同時に，世界に広がるネット
ワークの持つポテンシャルは無限
です．その中で確固たる存在感を示
すには，他ではまねのできない独自
の技術を持つだけでなく，世界中に
分散する知識・技術をうまく統合・
融合し，ニーズにマッチした新たな
コンセプトを創造できるセンスが
求められます．つまり，これからは
優れた技術を開発するだけではな
く，開発された技術をいかに活用す
るか，がこれまで以上に問われる時
代です．
そして，研究分野においては，それ
はまさにロボメカ部門の得意とす
るところではないでしょうか．
部門講演会であるROBOMECの
発表は現在1,000件を優に超え，ロ
ボティクス・メカトロニクス分野に

ロボティクス・メカトロニクス

関して国内最大規模を誇ります．そ
の講演内容は，ロボメカ技術の適用
されるあらゆる分野に及び，基礎か
ら応用まで多岐に渡ります．未だ実
用化されていない新しいコンセプ
トのロボットや技術の提案も多く，
こういった研究はその応用先とな
る異分野との連携が強く望まれま

す．このような分野間の連携が今後
ますます重要となることは間違い
なく，部門活動においても，他分野，
他部門との交流を積極的に推進し
ていきたいと考えています．
また，経営者や現場の方々など，
研究者，技術者以外の皆様にも是非
ともROBOMECに足をお運びいた

だき，実用化へのアドバイスをお願
いいたしますとともに，10年後，20
年後に役立つ，新たなロボメカ技術
の種を発見して欲しいと願ってい
ます．
皆様の積極的なご参加を，心より
お願い申し上げます．

ロボティクス・メカトロニクス講演会ROBOMEC2011の開催案内
ROBOMEC2011実行委員長

則次 俊郎（岡山大学）

開催日：2011年5月26日～28日
会場：岡山コンベンションセンター
講演会HP：http://www.jsme.or.jp/rmd/robomec2011/
この度の東日本大震災において
被災された方々に対して心よりお
見舞い申し上げます．
ROBOMEC2011を2011年5月26
日(木)～28日(土)に岡山コンベン
ションセンターで開催します．今
回のテーマである「進化するロボ
ティクス・メカトロニクス」のと
おり，日々発展を続ける当該分野
における最新の研究成果が発表さ
れます．また，企業展示もポス
ター講演と並行して実施しますの
で，産学官関係者の意見交換の場
としても大いにご活用下さい．
講演会初日はRTミドルウェア，
地域連携，ネットワークロボット
サービス等に関するワークショッ
プやチュートリアルならびに市民
向け行事を行います．講演会2日目

FAN2011 の開催案内

には先進技術に関する特別講演や
表彰式，懇親会が予定されていま
す．
JR岡山駅は中国，四国地方を結
ぶ交通の結節点ですが，講演会場
である岡山コンベンションセン
ターは岡山駅の西側に，特別講演
や懇親会場であるホテルグラン
ヴィア岡山は東側にそれぞれ隣接
しており，アクセスの便利さは最
高です．日本三名園の一つである
岡山後楽園や岡山城は会場から徒
歩で行けますし，白壁の町や大原
美術館で有名な倉敷は，JR山陽本
線で15分程度の距離です．講演会
の翌日は日曜日ですのでご延泊さ
れることをお勧めします．
1月28日(金)に講演申込みを締
め切りましたが，1,200件を超える

お申込みをいただき，皆様の本講
演会に対する期待を強く感じてい
ます．なお,この度の震災の影響に
より論文投稿を断念せざるを得な
かった皆様には,できるだけの便宜
を図りたいと考えています.
このような時期ではありますが,
本講演会が予定通り開催され,「元
気な日本」復活のために少しでも
貢献できれば幸いです.皆様のご参
加とご協力を心よりお願い申し上
げます.

FAN2011大会委員長
小島 史男 （神戸大学)
FAN2011実行委員長
小林 太 （神戸大学)
FAN2011プログラム委員長 小澤 誠一 （神戸大学)

開催日：2011年9月1日，2日
会場：神戸大学大学院工学研究科
講演会HP：http://www.cs.kobe-u.ac.jp/events/fan2011/
ロボティクス・メカトロニクス
部門主催のインテリジェント・シ
ステム・シンポジウム(FAN2011)

が，神戸大学大学院工学研究科に
おいて2011年9月1日，2日に開催
されます．本講演会は第１回を開
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催した1991年から数え，本年で21
回目を迎えます．本講演会では，
システムの高度化・知能化を目指

ロボティクス・メカトロニクス

し た フ ァ ジ ィ，AI，ニ ュ ー ラ ル
ネットワーク，ソフトコンピュー
テ ィ ン グ，コ ン ピ ュ テ ー シ ョ ナ
ル・インテリジェンスの基礎，理
論，応用技術に関する研究だけで
なく，知に関する最先端の研究と
技術に関して幅広く討論致しま

ICAM2010実施報告

本会議は2010年10月4日から6日
までの3日間，大阪大学コンベン
ションセンター（吹田キャンパス）
において当部門単独主催（阪大は名
義共催）で開催された．
初日には日本，韓国のジョイント
ワークショップ，および韓国，中国
からの招待者によるキーノートス
ピーチが行われた．日本，韓国ジョ
イントワークショップでは，日本よ
り4名，韓国より6名の各国のロボッ
ト界を代表する研究者により，各研
究者のこれまでの研究，および現在
取り組んでいるプロジェクトにつ
いての情報提供が行われた．キー
ノートスピーチにおいても総勢10
名の著名な研究者により最近の研
究動向について報告が行われた．ア
ジア圏の国際会議において，このよ

Prof. Youg-Ho Choの
プレナリートーク

す．皆様からの幅広い研究成果の
発 表 を 募 集 し て お り ま す の で，
奮ってご参加ください．
日程
一般講演発表申込締切：5月20日
採択通知
：6月10日
論文原稿締切
：6月24日

ICAM2010実行委員長
ICAM2010プログラム委員長
ICAM2010実行副委員長

新井健生（大阪大学）
金子 真（大阪大学）
前 泰志（大阪大学）

うにトップの研究者が一堂に会す
る機会はほとんど見られないこと
もあり，発表者はもとより，聴講者
においても活発な意見交換が行わ
れた．
2日目には，オープニングセレモ
ニー，2件の招待講演およびテクニ
カルセッションが実施された．１件
目の招待公演はKAIST（韓国）の
Prof. Youg-Ho Choより，MEMS技
術を用いた細胞の特性計測につい
て紹介が行われた．2件目の招待講
演では，東京女子医科大学先端生命
科学研究所の大和雅之教授により，
世界最先端の細胞シート技術につ
いて紹介が行われた．双方の招待講
概要集表紙
演ともに世界のトップを走る研究
者からの講演であったこともあり， テクニカルセッションでは計14ス
会場からも活発な質問が行われた． ロットのセッションが企画され，う
ちオーガナイズセッションが6ス
ロットを占めた．各セッションでは
活発に議論が行われると同時に，優
秀論文賞の審査も行われた．夕刻に
行われた懇親会において，優秀論文
賞の授与式をとり行い，Prof.
Byung-Ju Yiらの発表である
“Phantom Experiment of An
Ear Surgery Robot for Automatic
Mastoidectomy”に最優秀論文賞が
授与された．最終日である3日目は
16セッションが行われ，うち12
大和雅之教授の
セッションがオーガナイズセッ
プレナリートーク
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ションとして実施された．
発表件総数は136件であり，国別
内訳は日本76件，韓国41件，中国13
件，他U.S.A.，カナダ，台湾，ドイ
ツ，シンガポールからは1件であっ
た．参加者総数は205名と当初の予
想を大きく上回り，本会議への関心
がうかがえた．また計10か国からの
参加者があり，アジアを中心に幅広
い参加者のもとで活発な議論が行
えたことが何よりの成果といえる．
参加者の国別内訳は，日本127名，
韓国58名，中国13名，他カナダ，ド
イツ，ヨルダン，サウジアラビア，

シンガポール，台湾，U.S.A.から1名
であった．また，本会議の1日目に
行ったジョイントワークショップ
やキーノートスピーチでは，日本，
韓国，中国からのトップレベルの研
究者が一堂に会して講演を行った
が，参加者数も約90名と盛況であっ
た．
併設の行事も含め多くのトップ
会場の様子
レベルの研究者が講演され実りあ
る討論が実施できたこと，また多く ICAMが日本機械学会を代表する
の参加者より本会議の運営につい 真の国際会議として発展すること
てご評価を頂けたことは主催者と を祈念いたします．
しては望外の喜びです．次回以降も

フューチャードリーム！ ロボメカ・デザインコンペ2010
ロボメカ・デザインコンペ実行委員長
森園 哲也 (福岡工業大学)
ロボメカ・デザインコンペ副実行委員長 榊 泰輔 (九州産業大学)
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，昨年度に続き第５回
目の開催である．2010年12月4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17
日までTNC会館１Fフロア（福岡
市）にて一般展示を実施した．約
350名（審査会当日60名，展示見学
200名，参加登録学生90名）の参加
を得た．
現在，少子高齢社会などを背景に
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．
そこで，第7技術委員会では，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
テストを実施している．本デザイン
コンテストでは機構・機能・動作・
システムなどの工学的な観点と，利
活用の仕方・外観・インターフェー

スなどのデザイン的な観点とから
総合的に審査する．このコンテスト
を通じ，学生達が技術の進展や利活
用の方向を展望し，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
期待できる．
本年度のテーマは昨年に引き続
き，九州の地場産業を支援するため
「九州の文化・生活・産業に結びつ
いたロボメカ技術（祭，柔道などの
文化，苺，魚など農漁業，サービス，
育児，介護，健康など九州各地の特

色を生かした企画）」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，10大学18チー
ムの応募があった．第一次審査は書
類審査で企画書・ポスターを評価し
た．18チームの応募に対し，11月5
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．その際，社会性・機能性・実
用性・新規性・造形性などの観点か
ら技術面と芸術面とを総合的に評
価した．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

会場風景1

会場風景2
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審査委員長），また，｢九州の地域性 審査会参加学生にアンケート調査
をいかに捕まえているかが，優劣の した（20名，登録数の22％）．コン
決め手となった｣（末廣審査委員）と ペ 参 加 が 学 習 ・ 研 究 に 役 立 っ た
の指摘があった．なお，表現方法に （70％），工学系とデザイン系のコ
ついて「モックアップと映像を組み ラボは必要（70％），設計したもの
合わせ，立体的で機動的なプレゼン を作ってみたい（40％）と，参加の
テーションを試みては」（薄審査委 意義を前向きにとらえる意見が多
員）との意見があり，今後の発展に い．「工学とデザインは切り離せな
最優秀作品:久留米工大，太公望，自 期待が寄せられた．
いものであり２つのコラボがあっ
学生間の交流の点で，九大工学 てこそモノが作れる」「ロボット工
動延縄制御システム「マンボール」
優秀作品：九大＋九工大，＋2%，水 部・芸術工学府と九工大，九大工学 学のことを知ることができ，デザイ
部と九産大芸術学部，九大芸術工学 ンに対しても考えることがあり，授
質改善ロボット「UNPEAR」
佳作：北九大，チームひびきの，打 府と北大工学院，福岡大工学部と九 業以上に充実した」「設計までした
ち水ロボット「pod-shower」
産大芸術学部など大学間で，九大， なら愛着もある．実際に立体にした
佳作：九大＋九産大，クエールズ， 九産大，久留米工大，日本文理大で い」等のコメントも寄せられてい
海面清掃ロボット「クエール」
は工学系，情報系，芸術系，経営系 る．教員からも，学生・指導教員の
佳 作 ： 福 大 ＋ 九 産 大 ， 流 ～ など多彩な学部・学科間でコラボ モチベーションが高い，共同作業に
NAGARE～，博多祇園山笠の電動 チームが増え発展が見られた．ま より自主性・協調性がはぐくまれ
アシストの提案「木瓜～BOKKE た，技術やデザイン以外に経営学を る，大学間・学部学科間の交流で刺
～」
専門とする学生が加わったチーム 激を受ける，ものづくりの難しさ・
がいくつかあり，ビジネスまで意識 価値を体験できるなどの意見が寄
本企画の成果について，量の点で した提案もありアイデアの事業化 せられた．
は，第一次審査への応募が10大学 など今後の発展が期待できる．コラ
最後に，御後援いただいた福岡
18件と昨年並みであった．なお，新 ボチーム組織については，実行委員 県，福岡市，北九州市，九州北部学
規参加が2校あった．（昨年は8大学 会で宣伝・斡旋してきたが今後も継 術研究都市整備構想推進協議会，福
18件）登録学生は90名，また審査会 続したい．
岡県産業デザイン協議会，ロボット
当日の参加および一般展示見学合
教育効果について考察するため， 産 業 振 興 会 議 ， 北 九 州 ロ ボ ッ ト
わせて340名と昨年並みであった．
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レベ
ルの高い作品が多かった．昨年度と
同じく九州地域特有の課題とした
が，社会ニーズをよく把握したユ
ニークな作品が多かった．特徴的な
のは環境問題を取り上げたチーム
が多かった点である．今回はこのう
ち技術の可能性とデザインや創造
性とのバランス，地域性の考慮の度
合いが評価された．審査委員からも
「ロボメカ・デザインは単に形状に
とどまるものではなく，必要な機能
を発揮するための必然性も考慮さ
れていなければなりません」（横井
最優秀作品ポスター
を審査委員長とする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．
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フォーラム，ロボスクエア，また， 大学デザイン学部教授，福岡県商工
審査委員長の横井一仁第88期部門 部主幹末廣利載氏，福岡市経済振興
長，審査委員の木村幸二西日本工業 局課長薄俊也氏，御尽力いただいた

実行委員各位に厚くお礼申し上げ
る．

講習会「英語力強化合宿Academic Boot Camp」実施報告
実行委員長
英語によるプレゼンテーション
能力向上を目的とした，英語力強
化合宿Academic Boot Campを，
2011年3月11日(金)，12日(土)の
予定で，幕張セミナーハウス(千葉
県習志野市茜浜2-3-2)で開催しま
した．
近年，若手技術者・研究者に
とって，英語によるプレゼンテー
ション能力の必要性が高まってお
ります．そこで本講習会では，資
料の作成・発表・質疑応答に関す
る一連の流れを含む実習を通し
て，英語によるプレゼンテーショ
ン能力の強化を目指しました．講
師としては，国際的な研究事情・
教育事情に詳しい富山健先生（千
葉工業大学），Dragomir N.
Nenchev先生（東京都市大学）を
お招きし，その豊富な経験に基づ

く実践的な英語によるプレゼン
テーション指導を行ってもらいま
した．
参加者は，一般参加者19名，講
師2名，実行委員2名（大川一也
（千葉大学），竹囲年延（筑波大
学）），荒井裕彦技術委員長（産
業総合技術研究所），チューター4
名でした．
参加者には，事前課題として，
優れた英語論文を熟読してもら
い，講習会の開催2日前までに発表
用スライドを作成提出してもらい
ました．また，参加者には，事前
学習の手助けとして，資料の作
成・発表・質疑応答に関するアド
バイスを8回にわけてメールマガジ
ンでお送りしました．
講習会当日は，まず荒井先生の
ご挨拶があり，その後の午前中に

講演会での様子（2011年3月11日撮影）
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.45（2011.4発行）

編集 第88期広報委員会
委員長
福田 靖
(玉川大学)
副委員長 太田 祐介 （千葉工業大学）
幹事
亀川 哲志
（岡山大学）
委員
伊達 央
（防衛大）
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大川 一也（千葉大）

富山先生のご講演，午後には
Nenchev先生のご講演がありまし
た．両講演とも非常に面白く，大
変役立つ内容でした．
Nenchev先生のご講演の終了間
際に，東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）が起きました．会場
となった建物は，停電・断水・ガ
ラス破損・天井の一部落下などが
ありましたが，参加者の冷静な対
応により，全員無事に屋外へ避難
できました．避難している間も，
英語論文に目を通したり，講師に
質問したりする参加者の姿が見ら
れました．
施設が復旧せず，予定していた
発表実習は残念ながら中止しまし
たが，事前学習や2件の聴講を通し
て，英語力に対する意識向上が図
れたと思います．

避難中の様子
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

