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民生（産総研）

第98期ロボティクス・メカトロニクス部
門長を務めさせていただくことになりまし
た．会員の皆様，企画委員会，運営委員会
の皆様のご協力を仰ぎながら，部門の活性
化ならびにロボティクス・メカトロニクス
技術による産業の発展に向けて貢献してい
く所存ですので，どうぞよろしくお願い申
し上げます．
さて，毎年開催しております本部門主催のロボティクス・メカトロ
ニクス講演会（ROBOMECH）は，昨年，広島市において，1,326件の
発表と2,056名の方々の有料参加登録をいただき，盛大に開催すること
ができました．参加，発表された方々，運営に携わられた方々に深く
お礼申し上げます．今年については，2020年5月27日(水)～30日(土)の
日程で，「異分野融合を加速させるロボティクス・メカトロニクス」
をテーマに石川県産業展示館にて開催予定でしたが，残念ながらコロ
ナウィルスの影響で，本講演会の特徴であった，実物を使ったデモン
ストレーション等の特徴ある発表がかなわない状況となっています．
とはいえ，本講演会は，機械学会の中でも特に発表件数，参加人数の
多い講演会であり，ロボット，メカトロニクス分野を中心としなが
ら，AI，IoT等の幅広い分野を網羅した講演会となっております．ま
た，応用先も，工業分野だけで無く，農業や介護等のサービス分野ま
で含む幅広い分野を対象としており，様々な異分野の研究者との議論
を行うことができます．今年度は，インターネット上での開催となっ
てしまいますが，これをきっかけとして，新たな発表スタイルを試す
機会になればと思っています．インターネット上であっても，引き続
き，「見て」，「楽しく」，「為になる」講演会として，今後もます
ますご活用いただければ幸いです．
ロボティクス・メカトロニクス分野は，その名の通り，メカニズム
とエレクトロニクスの融合から作られた和製英語であり，異分野の技
術を取り込み，新たな価値創造につなげる分野と考えています．現在
ではエレクトロニクスであるコンピュータ同士がインターネットでつ
ながり，単体で考えられていたロボットシステムが，インターネット
を介して，分散型システムへと形態を変化させています．また知能に
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おいても，クラウド技術の融合により，ロボット内ではなく，クラウド上に構成され，まさに，昔のSF小説や
漫画で表現されていた世界が，直接的でないにせよ現実のものになっています．ドラえもんの「どこでもド
ア」は，VR技術を使えば間接的には，遠く離れた場所に移動したように感じることもできますし，遠隔のロ
ボットを操作すれば，物理的に干渉することも可能です．すなわち，「想像」から「創造」へとつなげる工学
者としての夢を叶える分野であり，30年という長い歴史の部門とはいえ，未だに多くの若者が活躍していただ
いている活気ある部門です．このような活気ある活動は，既存の産業構造を変えて，新たな価値を生み出す産
業を創造する原動力にもなると思っており，本部門の活動が日本全体の産業活性化への支援となりえると考え
ています．
最後に，私の研究の遍歴からプロフィールとして紹介させていただきます．学生時代から漠然とロボットは
楽しそうだなと，運良くロボット関係の研究機関に就職し，数ミクロンの物体を操作するマイクロマニピュ
レーションの研究をしていました．その中で利用していた，様々な微小センサの知見から，インターネットを
介するセンサーネットワークへと展開し，さらにロボット同士が分散してつながるユビキタスロボティクスへ
と広がり，現在は，AI，IoT，ロボットが融合した社会全体がロボットというSociety5.0につながるサイバー
フィジカルシステム関連の研究に広がっています．ある研究テーマを掘り下げることも重要ですが，その掘り
下げたテーマを軸にしながら，当部門の活動を通じて知見を広げ，横断的な研究および新たな価値創造につな
がる産業へと展開できるよう，ロボティクス・メカトロニクス部門の中で貢献できる活動を進めたいと思って
います．今後とも部門の活動にご協力を賜りますよう，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2020 （ROBOMECH2020 in Kanazawa） 開催案内
開催日：2020年5月27日(水)～30日(土)
URL：https://robomech.org/2020/

会場：オンライン上

ROBOMECH2020 実行委員長

渡辺

哲陽（金沢大学）

当部門主催，ロボティクス・メカトロニクス講演会2020 in Kanazawaは，「異分野融合を加速させるロボティ
クス・メカトロニクス」をテーマに，2020年5月27日(水)から30日(土)にかけて石川県産業展示館をメイン会
場として開催させていただく予定でしたが，今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み，オンラインに
て開催させていただくことになりました．5月27日はワークショップおよびチュートリアルを，5月28，29日は
ポスター・デモンストレーション講演ならびに企業展示をオンライン上で実施します．オンライン開催という
こともあり，テクニカルツアーや市民向け企画，懇親会等の行事は中止とさせていただきました．このような
中，1,320件のご講演の申し込みをいただき，誠に有難く思っております．5月28日の特別講演として，東京大
学の中村仁彦先生をお招きし，「During the Voyages of H.M.S. Beagle Round the Robotics -ロボティクスをめぐる
ビーグル号航海記-」というタイトルで，オンラインにてご講演いただきます．ご講演内容を録画し，オンデマ
ンド配信することを予定しております．
大きなポスターがずらっと並び，各種ロボットのデモンストレーションが見られる，ROBOMECHならでは
の光景をオンライン上でも可能な限り体験してもらうおうと，Facebook上での開催を予定しております．企業
展示も同じようにFacebook上で実施予定をしております．部門登録者総会や表彰式もオンライン開催予定で
す．
勝手が違う初めてのオンライン開催ですので，至らぬところが多々出てくるとは存じますが，実行委員会，
PC委員会一同，精一杯準備させていただきますので，ぜひ，オンラインでの開催を楽しんでもらえればと存じ
ます．多くの皆様のご発表．ご参加をお待ちしております．
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大人向けプログラミング勉強会「子どもといっしょにプログラミング」 開催報告
開催日：2019年6月14日(金)～12月13日(金)
会場：新潟市生涯学習センター クロスパルにいがた（新潟県）
URL：https://www.jsme.or.jp/event/2019-38584/

第7地区技術委員会

第97期委員長

今村

孝（新潟大学）

本事業では，シニア世代を対象として，小学校プログラミング教育必修化にむけた教育支援人材の養成講座
を実施しました（共催：新潟市教育委員会生涯学習センター）．そして，地域や小学校の児童・保護者を対象
とした課外活動支援・普及活動を実施しましたので報告いたします．
対象は，2018年11月よりプレ活動を開始していた７名に，新たに募集した5名を加えた12名（60～70歳代）
で，「プログラミングゼミ」（株式会社DeNA）や「micro:bit」を用いた講座を約20回実施しました．それぞ
れ，エンジニア，教員を含む様々なバックグラウンドや経験をもった参加者に対して，「順序処理」「反復処
理」「条件分岐」などのプログラミングの基礎と，ゲームやアニメーションの制作方法を学んでいただきまし
た．その成果・作品をクロスパルにいがた文化祭（2019年11月）へ出展しました．
また教育支援活動の実践として，新潟市中央区内の２小学校のクラブ活動（各20名，17名の児童）におい
て，本事業の参加者がサポート役となってゲームやアニメーションの制作を指導・補助しました．さらに，新
潟市西区自治協議会の委託を受けた「こどもとおとなのプログラミング体験会」（日本機械学会ロボティク
ス・メカトロニクス部門 共催，計５回のべ72組143名が参加），新潟市立五十嵐小学校におけるプログラミン
グ教室（全14回，21名が参加）では，同様に本事業の参加者がサポート役をはたしました．
教育支援・サポートを経験した参加者からは，「自己研鑽や学びの成果が，教えて感謝される喜びに変化
し，更なる学びへのモチベーションが高まった」といった感想をいただきました．このように，本事業によっ
て，シニア世代の生涯学習を地域の教育支援へと発展・還元させる「学びの循環」を形成する，地域・学校・
行政との連携基盤が構築できました．

養成講座の様子

参加者との集合写真

小学校での支援活動の様子
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北海道地区 親子メカトロ教室「走れ！ロボットカー」開催報告
開催日：2019年6月29日(土)
会場：札幌市青少年科学館（北海道）
https://www.jsme.or.jp/event/2019-39666/

第2地区技術委員会

委員長

梶原

秀一（室蘭工業大学）

本教室は札幌市青少年科学館および梅澤無線電機株式会社札幌営業
所，室蘭工業大学ロボットアリーナ，札幌市立大学の協賛で，2019年6月
29日(土)に札幌市青少年科学館の会議室で開催されました． 今年で11回
目を迎える本企画は，前年度に引き続き小学校3年生から中学生までを対
象として実施しました．定員24名に対し24名の応募があり，その内訳は3
年生6名，4年生9名，5年生5名，6年生4名でした．当日は22名が参加しま
した．教室では，3，4年生グループ Aと5，6年生グループ B に分かれ，
グループA ではボーリングのピン倒しやレースなどの課題，グループB
ではライントレースの課題に取り組みました．参加者は，慣れないPC の
操作に戸惑いながらも徐々にプログラミングに慣れていき，後半の課題
ではコースとPC の間を何度も行き来しながら，課題クリアに挑む姿が印象的でした．教室終了後のアンケー
トでは，プログラムが難しいと答えた参加者が多く見受けらましたが，「またやりたい」と答えた参加者が9
割近くを占め，本教室を通じてプログラミングの楽しさを体験してもらえたと考えています．

機械の日・ロボットスカベンジャー教室開催報告
開催日：2019年8月7日(水)
会場：豊洲IHIビル（東京都）
https://www.jsme.or.jp/event/2019-41223/

第0地区技術委員会

委員長

青木

岳史（千葉工業大学）

8月7日にIHI豊洲本社で開催された機械の日イベントの一環として，「ロボットスカベンジャー教室」を開催
しました．定員の20組の申し込みがありましたが2組当日欠席し，18組36名のご参加となりました．
本教室では，ロボットグランプリ・ロボットスカベンジャー競技のためのロボットを各親子で1台ずつ製作
しました．午前中は車輪を駆動するギヤボックスの組立を行い，ロボットの移動機構を完成させました．その
後，特設コースでのスラローム競技を行い，車体をどのようにすると操縦しやすいか考えました．午後はペッ
トボトルと輪ゴムを使ったピンポン玉取り込み機構を製作し，最後に模擬競技会を行いました．製作作業を初
めて体験する参加者は組立作業に戸惑いましたが，全員がロボットを無事に完成させることができました．ロ
ボット製作を継続して，ぜひロボットグランプリの本大会での活躍を願っています．
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親子で楽しむ夏休み工作体験「ものづくり教室」開催報告
開催日：2019年9月7日(土)
会場：横浜市立浜小学校（神奈川県）
https://www.jsme.or.jp/event/2019-41595/

技術委員会

第97期委員

渋川

文哉（株式会社IHI）

本教室は，「親子で工作することを通じて，ものづくりの楽しさを体
感する」を趣旨として，株式会社IHIの協力の元，毎年1回開催していま
す．小学校の全学年が楽しめる7つのテーマ（ロボット製作，ゲルマニウ
ムラジオ，ペットボトルロケット，スライム・スーパーボール，カラー
ビーズ，ふわふわコンテスト）を，各自が自由に回る形式で，今年度は
児童145名，保護者125名に参加いただきました．
7つのテーマの1つ「ロボット製作」では，ロボット工作キット（Lego
社MINDSTORM®）をつかってロボットを作る体験をしてもらいまし
た．今年度はバトルロボットとラジコンロボットの2種類を製作手順書を
基に組立て，実際に操作して動かすところまでを体験してもらいまし
製作風景
た．昨年度に引き続き片付け用シートを準備し，「図面通りに製作す
る」，「後片付けまでしっかりやる」ことを親子で体験していただく場になることを意識しました．
例年希望者が多く，台数を増やして対応しましたが，作って動かして片付けるという一連の作業を短い時間
の中で，多くの児童に体験してもらうことができました。次年度も開催を予定しており，運営上の改善点など
を反映させて，より良いイベントとなることを目指します．

バトルロボット操作風景

ペットボトルロケット

スーパーボール

小・中学生を対象としたロボット工作教室
「お泊まりでレスキューロボット工作＆防災体験」開催報告
開催日：2019年9月14日(土)～15日(日)
https://www.jsme.or.jp/event/2019-41598/

会場：名古屋市青少年宿泊センター（愛知県）

第3地区技術委員会

委員

奥川

雅之（愛知工業大学）

名古屋市青少年宿泊センターにて，小学生および中学生を対象に「レスキュークローラー工作セット（3ch
リモコン）」を教材として，災害救助をテーマにしたロボット製作を通して，ロボットの仕組みや社会性に関
する理解を深めることを目的に合宿形式の工作教室を開催しました．今回は，20名定員のところへ約80名の応
募があり，抽選により小学5年生から中学3年生の20名を決定しました．
はじめに，レスキューロボットに関する講演を行い，レスキューロボットに必要な「確実に動く」ことや
「やさしさ」などを子ども達に伝えました．その後，各グループ4名に1名の学生スタッフを配置し，子ども達
の分からない所を指導するという方式で行いました．工作中は，工作が得意な子は苦手な子に教えるというよ
うな助け合いも見られ，2日目の昼までには，参加者全員が，時間内に工作キットを組み立てることができま
した．午後からは，ミニレスキューロボットコンテストを行いました．コンテストでは，地震発生後を模した
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フィールド内で，自分で作製したレスキューロボットを用いて，人形（要救助者）を助けるというミッション
を行いました．また，空いている時間に，「未来のレスキューロボットデザイン」とした簡単なイラストを描
いてもらい優秀者には賞を贈呈しました．工作教室だけでなく，名古屋市港防災センターによるAED講習や非
常食体験なども行い，防災・減災について考えるイベントとなりました．イベント参加をきっかけに，ものづ
くりに興味を持つ子ども達が増えることを期待し，今後も継続開催して行く予定です．

ロボット製作の様子

ミニレスキューロボットコンテストの様子

AED講習の様子

非常食体験の様子

ヒト型レスキューロボットコンテスト2019開催報告
開催日：2019年11月3日(日)
会場：大阪電気通信大学 駅前キャンパス（大阪府）
http://jiyukobo-oecu.jp/?page_id=5681

第4地区技術委員会

第97期委員長

廣岡

大祐（関西大学）

2019年11月3日(日)に大阪電気通信大学 駅前キャンパスにてヒト型レ
スキューロボットコンテスト2019が実施されました．ヒト型レスキュー
ロボットコンテスト（ヒト型レスコン）とは，2000年から毎年開催され
ている「レスキューロボットコンテスト（レスコン）」の新たな展開を
目指し，ヒト型ロボット1台と操縦者1名で参加できるロボット競技の試
みです．レスコンは，ロボット競技を通じて，ものづくりの楽しさを伝
えるとともに，防災や減災の大切さや難しさを考える機会の提供を目指
しています．本コンテストも，この考えを受け継ぎ，さらに多くの皆さ
んに輪を広げるために毎年開催しており，今回で第11回目となります．
競技者が操縦するロボットはガレキの除去を行い，要救助者を模した
ガレキと要救助者人形
人形の救出を目指します．途中にはトンネルくぐり，段差乗り越えなど
のタスクも存在します．競技では要救助者人形の取り扱いも評価の対象になります．競技には実際の災害現場
での遠隔操縦を想定し，ロボットに搭載したカメラからの情報のみで競技を行う搭載カメラ部門も設けられて
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います．今大会より要救助者人形に加速度センサを埋め込み，要救助者のダメージの評価が試みられました．
今大会には18名のエントリーがありました．競技の難しさやロボットによる救助の様子から，参加者および観
客には防災や減災について考える機会になりました．次回は2020年11月に実施する予定です．

ガレキ除去

救助

参加者と記念撮影

スカベンジャーロボット体験開催報告
開催日：2019年11月10日(日)
会場：横浜市磯子区役所（神奈川県）
URL：https://www.jsme.or.jp/event/2019-43928/

技術委員会

第97期委員

本イベントは，リモコンでロボットを操作してごみ収集作業を行うス
カベンジャーロボットの操作体験です．イベントを通してロボット技術
への関心とごみの分別への意識を高めることを趣旨として，毎年1回，横
浜市磯子区の磯子こども祭り内で開催しています．今年は児童54名に参
加いただきました．
今 回 の ス カ ベ ン ジ ャ ー ロ ボ ッ ト 体 験 操 作 で は，ブ ロ ッ ク（Lego社
MINDSTORM®）で製作したロボットをゲームパッドを使って無線で操
作します．
競技の内容はフィールドに散らばったピンポン玉の指定のエリアへの
運搬です．今回は輪ゴムを利用し，1アクションでピンポン玉をストック
できる機構としました．子どもたちは簡単な事前レクチャーですぐに
ゲームパッドでの操作方法を習得し，微妙な操作や，バック走行での位
置合わせなど難しい操作も，短い時間ながら少しずつ上達しミッション
を達成していました．保護者の方や友人，兄弟とも協力してワイワイと
参加していて，微笑ましい風景で，イベントは大盛況のうちに終了しま
した．
地域に根差し，楽しみながらものづくりや環境意識の向上に貢献でき
るイベントになり，意義ある活動になったと感じています．

渋川

文哉（株式会社IHI）

スカベンジャーロボット

競技風景
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フューチャードリーム！ロボメカ・デザインコンペ2019開催報告
開催日：2019年12月7日(土)
会場：福岡市科学館（福岡県）
URL：http://www.ip.kyusan-u.ac.jp/J/kougaku/tb/ushimi/rmdc2019q/

第8地区技術委員会
ロボメカ・デザインコンペ

第97期委員長
副実行委員長

槇田
牛見

諭 （福岡工業大学）
宣博（九州産業大学）

本コンペは地域課題や社会課題に対するロボティクス・メカトロニクス
技術による解決を提案する，柔軟な発想のできる技術者の育成を目的とし
ています．本競技会では工学的な観点，デザイン的な観点，さらに会場で
のプレゼンス的観点から総合的に審査をします． 今年は，その地方に固有
の産業，特色ある産業，あるいはその地域の有する技術力を新たに展開す
ることによる産業・雇用創出など，地域産業の支援をテーマとしました．
創意工夫を凝らした21チーム（7大学・高専）から一次審査へ応募があ
り，提案ポスターおよび書面による総合的な審査を実施し，6チームを最終
審査へ選出しました．
最終審査では各チームによる提案紹介のプレゼンテーション，作成した
モックアップの展示を踏まえて，審査員5名（九州大学，九州産業大学，
（一社）九州経済連合会，メカトラックス（株），（株）三松）による総
合的な審査が実施されました．最優秀作品にはTeamねたい（九州産業大
学）による「たねなしったい！」が選出され，ジベレリン処理（種子の生
成を抑制する処理）を自動化するロボットの提案が評価されました．な
お，二次審査をいただいた審査員のコメントはウェブサイトに掲載してい
ます．技術的アイデアだけではなく，そのシステムおよびモックアップの
デザイン，プレゼンテーションの工夫に至るまで総合的に優れた提案を求
めるコメントが多く挙がりました．また，当日より一週間，一次審査に応
募のあったすべてのポスターが福岡市科学館自習室に掲示されました．
＜最終審査結果＞（テーマ名，チーム名（大学名））
■最優秀作品，福岡市科学館賞
たねなしったい！ Teamねたい（九州産業大学）

最優秀作品

■優秀作品，三松社賞
Pear Catcher Pear Catcher 制作委員会（福岡大学）
■佳作，メカトラックス社賞
七島藺ハーベスター「凜」

もんじゃ焼き（大分大学，九州大学，金沢大学）

■佳作
筍探（ジュンタン） D＆K（近畿大学）， サンシャイン TT フレンズ（久留米工業大学），
「ATTACHIMENT」－fuRo プラットフォーム用雑草伐採アタッチメント－ 「再エ根」（日本文理大学，
熊本大学，九州工業大学）

最終審査プレゼンテーション

モックアップの展示
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SII Workshop on Safety & ANSHIN Systems 開催報告
開催日：2020年1月12日(日)
会場：Hawaii Convention Center（米ハワイ）
URL：https://sice-si.org/conf/SII2020/workshop.html

主査

安心安全ロボット・メカトロニクス研究会
新井 健生（電気通信大学／北京理工大学）

2020年1月12日，米国ホノルル市コンベンションセンターにおいて表題ワークショップを開催いたしまし
た．本ワークショップは当部門の安心安全ロボット・メカトロニクス研究会（以下当研究会）と，計測自動制
御学会SI部門安全回復システム部会，IEEE RAS TC for Energy, Environment & Safety Issues in Robotics & Automationの3団体が共同主催した国際会議です．当研究会は2006年に発足し，これまでに安心と安全にかかわるシン
ポジウムとワークショップを12回ほど開催し，見学会などと合わせ毎年活発に活動を行っております．本ワー
クショップもこれまでの会議と同様に，ロボットや人工知能を適用したシステムの安全，事故や災害への対策
や復旧，ヒューマンロボットインタラクションにおける安心の問題など，幅広く議論を行うことを目指しまし
た．5件の基調講演発表があり，会場は少し狭めの部屋でしたが，50名以上の参加者があり，質疑も活発で大
いに盛況となりました．開催にご協力を頂いた当研究会のメンバの皆様，並びにロボティクスメカトロニクス
部門の関係皆様に改めてお礼を申し上げます．
“Opening Remarks,” Tatsuo Arai, University of Electro-Communications/Beijing Institute of Technology
“AI and Collaborative Robot Safety,” Yoshihiro Nakabo, AIST
“Safety Preservation for Infrastructure based on UAV,” Kenichi Ohara, Meijo University
“Towards Enhancement of Testing Environment for Remote Control Systems for Nuclear Disaster Response and Decommissioning,” Kuniaki Kawabata, JAEA
“Fault Detection for Sensor Redundant Robots and Its Application to Omni-Directional Vehicle and Serial Link Robot,”
Takanori Miyoshi, Nagaoka University of Technology
“ANSHIN for Robots and Intelligent Systems,” Tatsuo Arai, University of Electro-Communications/Beijing Institute of
Technology
“Discussions & Closing Remarks,” Tamio Tanikawa, AIST
本ワークショップの概要集は次のURLからダウンロードができます．
https://sice-si.org/wp-content/uploads/2019/12/SII2020-Workshop-Digest.pdf

中高生のためのロボットワークショップ開催報告
開催日：2020年1月12日(日)～13日(月)
会場：大阪工業大学（大阪府）
URL：https://www.jsme.or.jp/event/2019-44666/

技術委員会委員
ワークショップ企画担当
「中高生のためのロボットワークショップ」は，参加対象と同年代の高
校生が企画と当日運営の中心を担うことを特徴としたワークショップ
で，今回で2回目の実施となりました．2日間連続のプログラムにも関わ
らず21名の参加申し込みがあり，学校・学年の枠を超えたチームを形成
して受講しました．
1日目は主に機構に関する内容で，最近のロボット技術に関するレク
チャの後，ものを持つ機構の試作とミニミニゲームを経て，レゴレス
キュー課題に取り組みました．レゴレスキューコンテストでは途中から
全員で応援する雰囲気になり「これこそOne Teamやね！」と言う声まで
聞かれました．2日目は，主にロボットプログラミングに関する内容で，
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浩成（大阪工業大学）
悦子（大阪工業大学）

機構製作の様子(1日目)
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プログラミングとP制御によるライントレースの基本を学習したのち，最終競技会内容に向け機構とプログラ
ム製作に取り組みました．テスト走行を何度も繰り返して臨んだ競技会本番は，やはり大いに盛り上がりまし
た．参加者からは「失敗を繰り返して少しずつ成功に近づくことはとても面白いと感じた」「グループで協力
して1日目は優勝し，2日目は準優勝だったので楽しかった」などの感想が寄せられました．企画・進行を高校
生中心で行うことで，参加者の親近感を得られ，満足度が高くなったと考えます．
中高生対象のロボット講座企画は少ないものの，参加者の意識は高く，このような機会を望む声は多くなっ
ています．また，企画・進行を担当した5人の高校生（高槻高等学校1，2年生）にとっての学びも大きく，彼
らも課題研究の成果として校内発表しました．本企画は部門ならびに関係の皆様のご支援なくしては実現する
ことのできなかったものであり，参加側の中高生，企画側の高校生双方にとって有意義な経験を与えられたこ
とにお礼を申し上げます．

レスコン前プレゼン(1日目)

最終競技会(2日目)

参加者集合写真

東北地区特別講演会「身体の限界を超えるロボティクスへの挑戦」開催報告
開催日：2020年2月21日(金)
会場：東北大学（宮城県）
https://www.jsme.or.jp/event/2019-46111/

第1地区技術委員会

副委員長

「身体の限界を超えるロボティクスへの挑戦」をテーマにした特別講演
会を，2020年2月21日(金)に東北大学工学研究科（仙台市）にて開催しま
した．東京工業大学 遠藤玄 准教授による「超長尺多関節マニピュレー
タの開発」と，大阪大学 細田耕 教授による「ソフト体性感覚受容」の
ご講演をいただきました．参加者は30名でした．
遠藤先生には，細径・軽量でなおかつ全長10mを超えるような超長尺
多関節アームの実現法について，ロボットアームに発生する巨大なモー
メントをいかに支え，重力に対してどのように抗うかについて，複数の
アプローチと空気圧アクチュエータや化学繊維ロープを用いたバランス
機構などの開発事例についてご紹介いただきました．細田先生には，従
来の剛性の高いロボットが外界を正確にセンシングすることが困難とい
う問題に対し，身体の柔軟性がロボットの知能を生み出すコアになると
いうコンセプトの元，柔らかいロボットの自身の体を測るための体性感
覚センサを導入し，環境との相互作用による変化に着目することで，間
接的に外界情報を検出する可能性についてご紹介いただきました．いず
れも，ロボットの身体のこれまでの限界を超えるための新しいアイデア
を含む，広範囲かつ高度な内容であり，参加者を交え活発な質疑応答，
議論が行われ，有意義な研究会でした．

昆陽

雅司（東北大学）

特別講演会会場の様子

細田先生ご講演の様子
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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欧文誌“ROBOMECH Journal”のご案内
URL：https://www.jsme.or.jp/rmd/Japanese/Journal/
https://robomechjournal.springeropen.com/

欧文誌委員会

検 索 「 ROBOMECH Journal 」

委員長

釜道

紀浩（東京電機大学）

ロボティクス・メカトロニクス部門の欧文誌“ROBOMECH Journal”は，2014年からSpringer社で発行されてい
るオンラインジャーナルです．世界中からWebで自由に閲覧できるオープンアクセスジャーナルであり，採択
後直ちにWeb上に掲載され，投稿から掲載までの期間が短い(2018年度約6ヶ月)など，数々の利点をあわせ持っ
ております．
2020年3月時点において，160報を超える論文が掲載され，1論文あたり平均4回引用されております．2014年
に掲載された論文は，1論文当たり平均3,800回を超えるアクセスがございます．論文投稿から査読回答までの
期間は平均2か月以内と，編集委員会一同努力しております．
ロボティクス・メカトロニクス部門講演会（ROBOMECH）や，関連する学術講演会にて発表された優れた
研究に対して本ジャーナルへの投稿を推薦しております．投稿推薦を受けられた方は，ぜひROBOMECH Journalを通じて，世界へ発信していただきたいと思います．投稿推薦に対して英文校正費を補助する特典も準備し
ております．また，会員の皆様へは掲載料の優遇があり，優れた論文には部門欧文誌表彰が行われます．皆様
からの積極的なご投稿をお待ちしております．
編集委員長
福田敏男（名城大学）
副編集委員長
新井健生（電気通信大学・北京理工大学） 金子真（名城大学） 長谷川泰久（名古屋大学）
ROBOMECH Journal の目指すところ：
本誌はロボティクス・メカトロニクス分野における最新技術及び実践活用を紹介する，概観的・方法論的・
実践志向の各種論文を掲載します．論文の種類は，通常の原著論文（Research Article）に加え，開発レポート
（Development Report），速報（News Article），総説論文（Review）の4種類があります．
また，ロボティクス・メカトロニクス分野が扱う対象は日用品から宇宙まで幅広く，また人の生活・社会と
共に絶えず変化・成長しております．本誌ではメカトロニクスを「機械工学と情報科学の統合を行う学問体
系」と定義し，ロボティクス・メカトロニクス分野の理論・方法論から実践的要素まで網羅します．
※論文投稿規定などの詳細情報は，下記URLをご確認ください．
https://robomechjournal.springeropen.com/submission-guidelines
※日本機械学会会員の方には，掲載料の優遇がございます．
詳しくは下記URLをご確認ください．
https://www.jsme.or.jp/rmd/Japanese/Journal/
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教科書「ロボティクス」のご案内
URL：https://www.jsme.or.jp/rmd/Japanese/Publication/Robotics/textbook.html

出版委員会

委員長

河合

俊和（大阪工業大学）

ご好評いただいている教科書「ロボティクス」のご紹介と，講義で使用され
る先生をサポートするための画像・図版電子データおよび章末練習問題解答集
の提供について，ご案内いたします．
【教科書「ロボティクス」とは】
日本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，2011
年9月に出版されたロボット工学の教科書の決定版，それが「ロボティクス」
です．出版以来，毎年多くの大学・専門学校などで講義に採用されておりま
す．本書は，ロボットシステムの全体像を把握することと，ロボットやメカト
ロニクスシステムを設計・構成し，問題を解決するための基礎を学ぶことを目
的としています．また，定価2,090円（会員価格1,833円)(税込）と，専門書と
しては非常にお求めやすい価格設定も特徴の一つです．
【講義で使用される先生へのサポート】
大学等の講義で本教科書をご利用いただく先生のために，章末練習問題解答集と，講義のスライド等にご利
用いただける画像・図版電子データを提供しております．著作権等の関係により，掲載のすべての画像・図版
を含むわけではありませんが，資料作りの一助となれば幸いです．詳細は下記Webサイトをご覧ください．な
お，これらのデータは，教科書を採用していただいた，あるいは採用を予定していただいている先生のみを対
象としております．ご了承ください．
【Web情報】
教科書の詳細は下記 URL をご覧ください．2015年度より，新たに正誤表も掲載しました．
https://www.jsme.or.jp/rmd/Japanese/Publication/Robotics/textbook.html
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」をご活用いただければ幸いです．

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．ロボティクス・メカトロニク
ス部門を第1位に登録している人数は，おかげさまで右図に示すように近
年は1,900人にかかる勢いです．しかし，登録者の皆様へのサービスの充
実には第1～3位までに登録されている会員の人数が重要です．当部門で
は5,000人を目指して登録者数を増やしていきたいと考えております．
この機会にぜひともロボメカ部門への登録をお願いします．登録は，
日本機械学会ホームページ（https://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」タブを選択して設定することにより簡単に行えます．
部門登録者数（第1位）の5年間の推移
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.54
（2020年5月発行）

編集 第98期広報委員会
委員長
土橋 宏規 （和歌山大）
副委員長 大瀬戸篤司 （JAXA）
幹事
山口 大介 （埼玉大）
委員
難波江裕之 （東工大）
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■部門ホームページURL
https://www.jsme.or.jp/rmd/
■部門広報委員会メールアドレス
rmd@jsme.or.jp

