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部門長挨拶
吉灘 裕 （大阪大学）
第90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．微力では
ございますが運営委員の皆様と力
を合わせて，大役にあたらせていた
だきたいと思います．
昨年我が国は，東日本大震災とい
う未曽有の災害に見舞われました．
15,000余名の方が犠牲になられた
だけではなく，原子力発電所の事故
対応，汚染地域の除染，膨大な瓦礫
の処理など，復興に長期間を要する
深い爪痕が残されています．原子力
発電所の事故では，最初に投入され
た米国製のロボットにスポットラ
イトが当てられ，その対照として日
本のロボットのふがいなさを嘆く
マスコミ論調が目立ちました．実際
は事故直後から，遠隔操作の建設機
械を用いた無人化施工システムが
導入され，またNEDOプロジェクト
で開発された閉鎖空間探査ロボッ
トQuinceによって，米国製のロボッ
トでは困難であった原子炉建屋上
層階の探査が行われるなど，日本の
ロボット技術は米国製のロボット
を凌ぐ貢献を果たしているものと
思います．
しかし一方で，大震災による被害
を前に，ロボティクス・メカトロニ
クス技術はまだまだやらねばなら
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ぬことがあるということを思い知
らされたのも事実です．また軍用と
いう側面を持たない日本のロボッ
ト産業において，このような災害対
応のロボットの市場創生と運用体
制の維持・確保が，あらためて課題
として浮彫にされました．昨年の
ROBOMEC2011には，過去最大規
模の1,600人を超える参加者があり
ました．またその会期中に開催した
公開シンポジウム「東日本大震災へ
のロボット研究者の取組み」も満席
となりました．これは震災を契機に
ロボットへの関心が一段と高まっ
ていることの表れと思います，迅速
な事故収束と復興のためには新し
い機械システムの投入が不可欠で
す．これらの機械システムの研究開
発は，ロボティクス・メカトロニク
ス部門の重要な責務のひとつであ
ることは間違いありません．
さて昨年は部門評価の年でした．
ロボティクス・メカトロニクス部門
は，すべての評価指標で最高のA評

ロボティクス・メカトロニクス

価を得ることができました．これは
部門登録会員の皆様のご協力と，こ
れまで部門運営に携わってこられ
た先輩諸氏のご尽力の結果と思い
ます．あらためてこの場をお借りし

て御礼申し上げます．またこれに奢
ることなく，より充実した会員サー
ビスと高いアクティビティの実現
を目指して努力を続けて行きたい
と思います．

本年度も当部門へのご支援・ご協
力をお願いします．1年間どうぞよ
ろしくお願い申し上げます．

ロボティクス・メカトロニクス講演会ROBOMEC2012の開催案内
ROBOMEC2012実行委員長

伊藤 友孝 （静岡大学）

開催日：2012年5月27日～29日
会場：アクトシティ浜松
講演会HP：http://www.jsme.or.jp/rmd/robomec2012/
ROBOMEC2012は，本年5月27
日(日)～29日(火)の日程でアクト
シティ浜松を会場に開催されま
す．今回のテーマである「グリー
ン＆ライフイノベーションで未来
を拓くロボティクス・メカトロニ
クス」の下，1350件を超える講演
のお申し込みを頂いており，まさ
に次世代を担うのに相応しい最新
の研究成果が集結致します．講演
はポスター発表形式で，90分とい
う十分な討論時間を設定させて頂
いており，100m×35mの広く快適
な講演会場には，講演ブースを取
り囲むように企業（機器）展示
ブースが設置されますので，産学
官連携に関わる意見交換や交流の
場としても大いにご活用下さい．
講演会初日は，ワークショップ
やチュートリアル，市民向け行事
を行います．また，夕方からは部

門登録者総会（参加特典付）と
ウェルカムパーティを実施致しま
す．ポスター講演は2日目と3日目
に実施致します．2日目には，浜松
地域ならではの特色ある2件の特別
講演が予定されています．また，
その日の夜の懇親会では，是非，
浜松地域の豊かな幸とお酒，そし
て歓迎イベントをご堪能頂きたい
と存じます．
会場のアクトシティ浜松は，JR
浜松駅と動く歩道で直結し，3日間
の行事すべてを駅周辺に集約でき
る理想的な環境を備えています．
周辺には飲食店も多く，うなぎや
浜松餃子，すっぽんなどのお店を
ご紹介できます．また，舘山寺温
泉や浜名湖観光も浜松駅を起点に
楽しんで頂くことができます．今
回は，講演会初日に浜松地域の企
業の展示施設などを巡る「テクニ

カルツアー」（定数・申込制）の
企画も進んでおりますので，是
非，大会初日からの浜松入りをご
検討頂きたく存じます．今後，
ホームページに情報を順次掲載致
します．多くの皆様のご参加を心
よりお待ちしております．

いろいろなロボコン大集合！「ロボコンプロデュース2011」実施報告
ロボコンプロデュース2011実行委員長
ロ ボ コ ン プ ロ デ ュ ー ス 2011 を
2011年9月11日(日)，東京工業大
学大岡山キャンパスにて実施し
た．ロボコンプロデュース実行委
員会およびメカトロニクス教育研
究会の企画として，1999年より実
施しており，12回目を数える今回
は，はじめて日本機械学会年次大
会市民フォーラムとして開催し
た．参加チームは全国5大学6チー
ム，参加者40名，一般来場者40名

であった．
ロボコンプロデュースでは，各
チームが小中学生向けロボットコ
ンテストを企画し，運営マニュア
ルと規定集，競技場，ロボットを
作成する．15分間でコンテストの
実演，PPTやプロモーションビデ
オによってプレゼンテーション
し，コ ン テ ス ト の 独 創 性，完 成
度，教育効果が評価されるほか，
審査員がコンテストに評価金額を
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田中 孝之 (北海道大学)

つけるというユニークな審査が行
われている．企画されたコンテス
トは，各大学で市民向けに実施さ
れたり，また国際ジュニアロボコ
ンの競技として採用された実績が
ある．
今回は，九州工業大学大竹研究
室「じゅうしんじゅうし」が最優
秀ロボコン，信州大学SUR「ロボ
プラス＋」が優秀ロボコンに輝い
た．審査後には，一般来場者にも

ロボティクス・メカトロニクス

ロボットコンテストを体験してい
ただき，市民フォーラムとしても
大変好評であった．

次 回 は，2012 年 度 年 次 大 会 初
日，9月9日（日）に金沢大学にて

開催される予定である．
http://www.ssc-lab.com/procon/

写真（審査会の様子）

写真（一般公開の様子）

フューチャードリーム！ ロボメカ・デザインコンペ2011
ロボメカ・デザインコンペ実行委員長
岩村 誠人（福岡大学）
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，第６回目の開催であ
る．2011年12月10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22日までTNC会
館１Fフロア（福岡市）にて一般展
示を実施した．のべ約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8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
期待している．
今年度のテーマは，東日本大震災
などの社会背景と九州地区の産業
発展を考慮し「九州の文化・産業に
結びついたロボメカ技術（農業・漁
業等の第一次産業，工業等の第二次
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産業，観光等の第三次産業の活性
化，および各種災害前後の生活支
援・防災・復興支援等）」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 月下旬
までの募集に対し8大学15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．11月11日に実行委員会で第一
次審査を実施し，企画書・ポスター
等の書類審査で5チームに絞りこん
だ．その際，テーマ適合性，機能性・
実用性，実現への説得力，アイデア
性・提案性，造形性の5つの観点から
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月の第
二次審査において，ポスター，モッ
クアップ，プレゼンテーションで評
価した．第二次審査では福岡県企画

ロボティクス・メカトロニクス

主幹末廣利範氏を審査委員長とす
る3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．
表彰された大学名・テーマは次の
通りである．最優秀作品は長崎大の
トマト生産支援ロボット「アシスト
マト」に授与された．「ユーザニー
ズの把握とユーザも交えた研究結
果の評価・検証」（末廣審査委員長）
が評価された．優秀作品は福岡大・
九産大のHUNTERs（沖縄のマン
グース捕獲ロボット），佳作が九産
大の避難所における高齢者入浴支
援装置（世代を超えて助け合うロ
ボット）FURO-HELPER，九大・北
九大の火山灰除去ロボット「リグ
モ」，久留米工大の「KAERU」（高
齢者の歩行アシスト）にそれぞれ授
与された．なお，最優秀作品は今回
よりロボスクエアにて１年間展示
いただくことになった．
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8大学15
件と昨年よりやや少なかった．（昨
年10大学18件）なお，新規参加が1
校あり高専から初参加であった．登
録学生は90名，また審査会当日の参
加および一般展示見学合わせて
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た．
今回は「九州の地域性に根差した作
品と自然災害後の対処法を追求し
た作品に大別」（薄審査委員）され
たのが特徴的であった．また「問題
発見・解決・検証といったデザイン
プロセスをきちんと踏まえている
か」（本間審査委員）に重点を置い
て評価した．今後の課題は，提案の
背景・目的・根拠，ユーザのニーズ
をきちんととらえたうえで解決手
段を展開することである．なお，プ
レゼンの際に提案をアピールする
パフォーマンスも推奨したが，全体

としてはまだ固さが見られるもの
の興味深い演出をするチームもあ
り，今後が楽しみである．
学生間の交流の点で，九大芸術工
学部と北九大院，福岡大工学部と九
産大芸術学部など大学間で，九産
大，長崎大，日本文理大では工学系，
情報系，芸術系，経営系など多彩な
学部・学科間でコラボチームが増え
発展が見られた．大学間・学部学科
間のコラボも定着してきており12
チーム（80％）に増えた．また，技
術やデザイン以外に経営学を専門
とする学生が加わったチームでは
事業化を意識した提案もあり，今後
の発展が期待できる．コラボチーム
組織については，実行委員会で宣
伝・斡旋してきたが今後も継続した
い．

教育効果について考察するため，
審査会参加学生にアンケート調査
した（39名，登録数の49％）．コン
ペ参加が学習・研究に役立った
（53％），工学系とデザイン系のコ
ラボは必要（67％）と，おおむね参
加の意義を理解する意見であった．
「チームでプロジェクトを進める
機会が与えられた」「良い製品を作
るには技術機能とそれに適した造
形が必要になる」等のコメントも寄
せられている．教員からも，学生・
指導教員のモチベーションが高い，
共同作業により自主性・協調性がは
ぐくまれる，大学間・学部学科間の
交流で刺激を受ける，ものづくりの
難しさ・価値を体験できるなどの意
見が寄せられた．
最後に，審査委員長の福岡県商工

最優秀作品ポスター

会場風景
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ロボティクス・メカトロニクス

部新産業プロジェクト室企画主幹
末廣利範氏，審査委員の崇城大学芸
術学部デザイン学科教授本間康夫
先生，福岡市経済振興局産業政策部
科学技術振興課課長薄俊也氏，また

協賛いただいたロボスクエア，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（アジアス九州），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，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，
2012年3月1日(木)～2日(金)の日
程で，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演習を通し
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10名，講
師2名，運営委員3名（竹囲年延
（成蹊大学），山崎公俊（東京大
学）），安藤吉伸技術委員長（芝
浦工業大学），チュータ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，まず安藤先生の
ご挨拶があり，その後の午前中に
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．
講演後の時間は，主に発表スラ

竹囲 年延（成蹊大学）

イドを修正作業にあてられ，多く
の参加者が，夜遅くまで作業を
行っていました．また，4名の
チュータも夜を徹して，参加者の
発表準備が終わるまで熱心に指導
を行っていました．
翌日のプレゼンテーションで
は，一人当たり22分の時間が用意
されており，発表時間15分＋コメ
ント質問7分でした．参加者全員の
発表を全員で聞き，講師とチュー
タからは，多くの質問と改善のた
めのコメントをいただきました．
参加者の多くから，実施後のアン
ケートを通して，充実していたと
回答をいただきました．

集合写真（2012年3月1日撮影）

実習中の様子

第１７回ロボティクスシンポジア開催報告
実行委員長
第17回ロボティクスシンポジア
は，2012年3月14日(水)～15日(木)
に，日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス部門を幹事学会とし
て山口県萩市の萩本陣で開催され
ました．参加者209名がオーバーナ
イトセッションまで熱心に討論を
行いました．投稿論文は130件で，

稲垣

厳密な査読によって100件の論文
を採択しました．質疑応答時間を十
分にとり，一論文あたり30分の発表
時間としました．講演は4セッショ
ン（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）として，それ
ぞれ14日は3回，15日に3回に分け
100件の論文講演を行いました．予
稿集は648ページにまとめ，論文を
Page 5
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詠一（山口東京理科大学）

見ながら質疑に参加できる形式と
して定着しています．夕刻より懇談
会を開催し，最優秀論文賞：勾配計
算分解を用いた逆運動学計算の高
速化および大自由度筋骨格モデル
への応用；鮎沢光、中村仁彦：優秀
論文賞:認知神経リハのためのバイ
オフィードバック型知覚支援Ｒ

ロボティクス・メカトロニクス

Ｔ；岩田浩康、菅野重樹の2件を表
彰しました．その後，オーバーナイ
ト・セッションに移行し，ＯＮＳ
１；淺間一（東大），大隅久（中央
大）による“東日本大震災および原
子力発電所事故対応から学ぶべき
こと”，ＯＮＳ２；山田陽磁（名大）
による“ロボット安全研究へのい

ざない“，ＯＮＳ３；岡田昌史（東
工大），田中秀幸（産総研），福井
類（東大），鮎澤光（東大）による”
これからのロボティクス，何をすべ
きか/何をすべきでないか（40歳未
満限定）”は夜中まで議論が続きま
した．特にＯＮＳ３は，たくさんの
若手が集まり，ロボット研究の明日

への期待が感じられる議論の場と
なりました．東日本大震災の復興に
ロボット技術がますます期待され
ているこの時期の開催となり，本講
演会にご関係いただいたすべての
皆様に心より感謝申し上げます．

会場の様子

第15回ロボットグランプリ実施報告
ロボットグランプリ実行委員長
ロボティクス・メカトロニクス
部門企画行事であるロボットグラ
ンプリを，2012年3月24日(土)～
25日(日)に北の丸の科学技術館で
開催した．ロボットグランプリ
は，学会会員のみならず，小・中
学生から大学生，一般の人々に対
する啓蒙活動として，高く評価さ
れたロボット競技会である．第14
回大会は震災のために規模を縮小
し開催したが，今回は通常通り大
道芸ロボット，ロボットラン
サー，スカベンジャーの3競技全て
を実施することができた．
開会式では主催者を代表して佐
藤順一日本機械学会会長，会場を
ご提供いただいた科学技術館より
田代英俊室長にそれぞれご挨拶を
いただいた．
大道芸ロボット競技会では14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．ロボットの調整の時
間が短く予定通りに動作しないロ
ボットもあったが，それでも楽し
いストーリー性を持ったものも多
く，特に観客への受けの良かった
ロボットが優勝した．競技終了後

に表彰式が行われ，優勝チームに
は，佐藤会長より賞状および研究
奨励金と協賛企業各社からの副賞
が授与された．最後に広瀬茂男組
織運営委員長の総評で1日目の競技
会は無事終了した．
2日目は朝からロボットランサー
とスカベンジャー競技会が行わ
れ，会場は競技会参加者の熱気に
包まれ大いに盛り上がった．ロ
ボットランサー競技会では，参加
者のレベルに応じてマイスターク
ラス，スタンダードクラスに分け
て競技を行った．スタンダードク
ラスには63台，マイスタークラス
には11台のエントリーがあった．
マイスタークラスはさすがにレベ
ルが高く，見ごたえがあった．
スカベンジャー競技会には32
チームのエントリーがあった．ス
カベンジャー競技会においては，
上田市，札幌市，福岡市において
地方予選を行っており，それぞれ
の優勝チームが本大会に出場する
ことで競技レベルが向上し，また
会場を大きく盛り上げている．
競技会終了後，表彰式が行わ
れ，それぞれの競技の入賞者に賞
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米田完（千葉工業大学）

状と協賛企業各社からの副賞が授
与された．引き続き行われた閉会
式では，小林正生日本機械学会関
東支部長，大隅久ロボティクス・
メカトロニクス部門長にご挨拶を
いただき，無事に予定した全競技
を終了した．
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14チームがビデオ
予選を通過し競技決勝を行った．
内訳は，からくり部門2チーム，コ
ンピュータ制御部門が12チーム
で，会場に並べられたロボットが
順次パフォーマンスを披露した．
観客に札を配り，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，審査員による審査結果を
合わせて総合評価を行った．競技
結果は以下の通りである．
大道芸ロボット競技 結果
優勝：ＺＵＢＡ侍（金沢工業大
学 ド・ド・ドイランド♪）
準優勝：Rust of Katana Kai
（電気通信大学 ロボメカ工房大

ロボティクス・メカトロニクス

ロボットランサー競技会の様子
道芸部隊チーム刀魂）
からくり部門優勝：からくりこ
うさく君（不二越工業高等学校
情報機械科）
創造賞：アシカロボット「ハマ
ちゃん」（静岡大学ロボットファ
クトリー）
技術賞：頭をはずすと頭をけな
げに追いかけるロボット（東工大
APM工房）
芸術賞：クリスマスボックス
（千葉工業大学 ぽってん）

●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
ラスでは参加者63名のうち予選上
位21名が決勝に進んだ．スタン
ダードクラス上位6名とマイスター
クラス上位3名がそれぞれ表彰され
た．
スタンダードクラス 結果
優勝：湘南-X01（湘南工科大学
附属高等学校 才木利希）
準優勝：大錦（電気通信大学ロ
ボメカ工房 寺崎 清）
第3位：ITHランサーくん1号
（磯子工業高等学校 安田一貴）
デザイン賞：ZWEIAL （電気通
信大学ロボメカ工房 二瓶陽介）
技術賞：天華（電気通信大学ロ

ロボットスカベンジャー競技会の様子

ボメカ工房 市野塚朝）
特別賞：天の童（山形市立第一
中学校 今野翔太）
マイスタークラス 結果
優勝：TRINITYtry（電気通信
大学 平井雅尊）
準優勝：God Arthur L6.3
（湘南工科大学ロボット技術研究
会ＯＢ 黒川 旭）
第3位：RB2010L（西崎伸吾）
大変なレベルの高さに驚くと共
に，再現性と完成度の高さには，
長年の技術やノウハウの蓄積が非
常に感じられた．

●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
習フィールドでも親子で熱心に練
習する光景が見られた．参加32
チームのうち，上田予選，九州予
選，北海道予選の上位者を含む予
選の上位のチームで決勝が行われ
た．決勝の上位3チームと特別賞の
7チームが表彰された．
スカベンジャー競技 結果
優勝：バンブードラゴン
（小林岳寛・三川立誠）
準優勝：Cool animals
（小林秀明・小林燎平）
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第3位：チームK
（金井涼・金井美来）
デザイン賞：ロボじぃー
（猪岡佑美・浅海奈央）
技術賞：ナルガ
（谷本尚基・志村将也）
技術賞：Λ
（伊藤汐音・星野聖奈）
技術賞：長井ドリーム号
（竹川健太郎・山田拓弥）
創造賞：なぜロボットを作るの
か? そこに部品があるかぎり……
（千葉匠・関原弘将）
チャレンジ賞：R2D2
（青木昊・青木岳史）
奨励賞：スターボンバー
（天野友貴・杉山直也）

会場内には，各競技会の実施ス
ペース以外にも展示スペースやロ
ボット操縦を体験できるスペース
などがあり，多くの人々に広くも
のづくりの楽しさを広める助けと
なっていた．
この様に毎年ロボットグランプ
リを行う事ができるのは，多くの
企業より企業協賛を頂いているお
かげである．また，日本機械学会
を始め科学研究費補助金等による
支援に依る部分も多い．各大学か
ら多数のアルバイト学生の協力に
も支えられている．ここで紙面を
借りて感謝したい．

ロボティクス・メカトロニクス

教科書「ロボティクス」のご紹介
ロボティクス・メカトロニクス部門 出版委員会
機械学会ロボティクス・メカト
ロニクス部門出版委員会が企画
し，20名以上のロボット研究の
トップランナー達が，5年以上の歳
月をかけて執筆したロボット工学
の教科書の決定版「ロボティク
ス」が，2011年9月に出版されま
した．
本書は，大学の機械系学科の学
部3年生～4年生を対象とし，日本
機械学会の教科書シリーズに準ず
る形で編纂されたロボット工学の
教科書です．その目的は，機械工
学で学んだ知識を総動員して，ロ
ボットを設計し，作り，動かすた
めの基礎を学ぶことにあります．
本書の特徴の1つは，定価1,995
円（会員特価1,700円）と，専門書
としては非常にお求めやすい価格
設定になっていることです．A4判
194ページの中に，ロボット工学
を学ぶためのエキスが凝縮されて
います．
本書のもう1つの特徴は，通常の
教科書とは逆の順序で説明されて
いることです．つまり，完成した
ロボットをまず紹介し，それを分

解することによって，ロボットが
どう作られているか，どのように
して動かされ，どのような性質を
持っているかを示しています．代
表的なロボットの移動機構や作業
機構について，その主な構成を紹
介し，機能を実現するための方法
論や考え方を示しています．そし
て，ロボットという機能体の全貌
を理解した後に，その構成要素で
あるセンサ，アクチュエータ，制
御，行動計画などに関する技術を
説明しています．さらには，最後
に，ロボットがどのようにして企
画され，設計され，商品化された
かを実例によって学びます．
すなわち，本書はロボットとい
うシステムを科学的に説明し，理
解してもらうことが目的ではあり
ません．この機能を実現するため
にはどうすればいいのか，を考え
る力を付けることが本書の目的で
す．ある問題が与えられたとき，
それを解決するためのロボットや
メカトロニクスシステムを設計
し，構成し，それによって問題を
解決し，ユーザに対するサービス

を実現する，そのための基礎を学
ぶことを目的としています．
また，本書を講義に採用される
先生方のための補助教材資料も
2012年度中に完成予定です．
ロボット工学を学ぶ／教える際
には，日本機械学会を代表するロ
ボット工学者が考え抜いたロボッ
ト工学の教科書「ロボティクス」
を，是非ご活用下さい．

黒い表紙が目印

ロボティクス・メカトロニクス部門 部門登録のお願い
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部 4,900 人
門
登
録
者
数 4,800 人
1
位

4,700 人

3
位

）

編集 第89期広報委員会
委員長
太田 祐介 （千葉工業大学）
副委員長 伊達 央
（防衛大）
幹事
福田 靖
（玉川大学)
委員
木村 仁
（東京工業大学）

5,000 人
5,000人

～

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.46（2012.4発行）

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単に行え
ます．

（

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
5,000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

5,100 人

4,600 人

ロボメカ部門登録者数の１年間の推移

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

