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会費納入のお願い

2003 年度（平成 15 年 1 月～ 12 月）会費は 2002 年 12 月末までに

納入いただくようにお願いしておりましたが，まだ納めていない方

は，各会員宛郵送（2002 年 10 月／ 2003 年 6 月）の振込用紙にて，

下記宛にご送金ください．

記

（社）日本ロボット学会

2003 年度会費 正会員費　10,000 円　学生会員費　4,000 円

〈送付先〉 郵便振替　口座番号　00190 ― 8 ― 57896

（社）日本ロボット学会

または　みずほ銀行本郷支店（普）2149569

（社）日本ロボット学会

○会員の金融機関口座から本学会指定口座への自動振替サービスも
行っております．利用ご希望の方は，事務局までご連絡ください．

○所属団体名で振込む場合は，必ず別途事務局にその旨お知らせ下さい．

○ 2002 年度以前の会費が未納の場合はあわせてご納入下さい．

○振込金受領証をもって領収証にかえさせていただきます．

○入会時に学生会員としてお申し込みいただいている方で 2002 年 3

月にご卒業になられた方は，2003 年度より正会員となりますので

正会員会費をお納め下さい．

日本ロボット学会誌 21巻 6号予定目次（9月刊）
特集「ロボットのオープン化・モジュール化・ネットワーク化技術」（仮）

特集について 末廣尚士（産総研）
［展望］ RTオープン化はロボットに何をもたらすか？

大道武生（名城大）
［解説］ ORiN 水川　真（芝浦工大）

“つながる”ロボットへのアプローチ
十時　伸・園山隆輔（富士通・T―D ―F）

ロボットエンターテイメント用開発環境
OPEN ―R について 藤田雅博，他（ソニー）
オープンロボットコントローラアーキテクチャ（ORCA）

尾崎文夫，他（東芝）
ヒューマノイドソフトウェアプラットフォーム
OpenHRP とその応用事例 金広文夫（産総研）
マニピュレーションシステム：匠，梅 北垣高成（産総研）
EMIT（仮） 宮野尾哲司（松下電工）
ネットワーク家電の標準化技術

多鹿陽介・門間信行・一色正男（東芝）
CAN

青田浩之・早坂正義・高橋博由（ベクター・ジャパン）
その他，応募論文等
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カレンダー
（2003年 7月～ 2004年 7月）

会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

21 巻 1 号・16神　　戸IEEEロボットと自動化における計算機知能国際シンポジウム（CIRA 2003）7/16 ～ 7/20

21 巻 5 号・10申込締切 7/10大 阪
第 263 回講習会「実務者のための振動基礎（振動解析の実習，計測機器のデモ

紹介付き）」
7/17・7/18

20 巻 7 号・7論文締切12/20兵　　庫
2003 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mecha-

tronics（AIM 2003）
7/20 ～ 7/24

21巻 5号・7東 京第 22回シンポジウム  ロボット教育7/23

大　　分第 18 回  バイオメカニズム・シンポジウム7/24 ～ 7/26

20巻 5号・15論文締切 1/15東　 京
2003 IEEE Conference on multisensor Fusion and Integration for  
Intelligent Systems（MFI 2003）

7/29～ 8/1

21巻 5号・10大 阪第 3回レスキューロボットコンテスト8/1～ 8/3

21 巻 4 号・11原稿締切 7/18滋 賀第 8回知能メカトロニクスワークショップ8/21・8/22

20 巻 7 号・8千　　葉第 34 回  国際シミュレーション＆ゲーミング学会大会（ISAGA 2003）事務局8/25 ～ 8/29

21 巻 1 号・16論文締切 5/16東　　京平成 15 年電気学会産業応用部門大会8/26 ～ 8/28

21 巻 4 号・11原稿締切 5/15宇 都 宮第 18 回リハ工学カンファレンス8/28 ～ 8/30

21 巻 5 号・12
全国各地・

東 京
第 15 回全日本ロボット相撲大会8/31 ～ 12/21

21巻 5号・8東 京第 23回シンポジウム 水中ロボット技術の動向9/3

21巻 3号・8静 岡第 14回計測連合シンポジウム「先端計測 2003」9/5

21 巻 5 号・10原稿締切 8/1札 幌生体医工学シンポジウム 20039/5・9/6

21 巻 2 号・7申込締切 7/31大 阪第 19 回  ファジイシステムシンポジウム9/8 ～ 9/10

21 巻 2 号・7東 京日本神経回路学会第 13 回全国大会（JNNS 2003）9/8 ～ 9/10

21 巻 4 号・11東 京第 25 回宇宙ステーション利用計画ワークショップ9/9・9/10

21 巻 2 号・8予稿締切 2/28埼 玉第6回  日仏メカトロニクス会議　第4回 アジア―ヨーロッパメカトロニクス会議9/9 ～ 9/12

21 巻 5 号・12原稿締切 7/15福 岡��������―自己組織化マップに関する国際ワークショップ―9/11 ～ 9/14

20 巻 6 号・6論文締切 7/1U.  S.  A.第 2 回  アクアバイオメカニズム国際シンポジウム（ISABMEC 2003）9/14 ～ 9/17

21 巻 5 号・10東 京第 20 回センシングフォーラム計測部門大会9/16・9/17

21 巻 3 号・9申込締切 4/18長 崎Dynamics and Design Conference 20039/16 ～ 9/19

21 巻 5 号・11申込締切 9/10大 阪
2003 センシングテクニカルスクール「基礎実習講座：ワンチップマイコン PIC

を応用した計測システムの作製」
9/18・9/19

21巻 5号・4
申込・
原稿締切 6/23

東 京日本ロボット学会第 21回学術講演会9/20～ 9/22

21 巻 2 号・8論文締切 8/8東 京ヒューマンインタフェースシンポジウム 20039/30 ～ 10/2

21 巻 2 号・8長 野第 24 回  バイオメカニズム学術講演会10/4・10/5

21 巻 2 号・8新 潟第 18 回  生体・生理工学シンポジウム10/6 ～ 10/8

21 巻 5 号・11申込締切 9/30大 阪マイクロデバイス作製実習講座10/6 ～ 10/17

21 巻 5 号・11東 京
ISMAR 03 : The Second International Symposium on Mixed and Augmented 

Reality
10/7 ～ 10/10

21巻 5号・9東 京第 24回シンポジウム  環境問題とロボティクス・メカトロニクス・IT10/8
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会誌掲載号申込締切日開 催 地行　　　　　　　　　　　　　　事開  催  日

21 巻 5 号・12

福 井 

福 岡 

京 都 

北 海 道

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト 200310/12 ～ 11/23

21 巻 5 号・11大 阪システム制御情報セミナー 2003「生活の質を向上させる生体計測技術」10/14・10/15

21 巻 4 号・12原稿締切 9/10東 京第 11 回機械材料・材料加工技術講演会（M&P 2003）10/17・10/18

21巻 1号・15論文締切 8/10Nagoya
2003 International Symposium on Micromechatronics and Human  
Science（MHS 2003）

10/19～ 10/22

21 巻 5 号・11東 京
SICE セミナー「実践的な制御系設計―ゲインスケジューリング制御とむだ時間

制御―」
10/22

21 巻 5 号・11神 戸
計測自動制御学会関西支部シンポジウム「計測と制御の統合とナノ世界を目指

して」
10/24

21 巻 2 号・8幕 張International Body Engineering Conference 2003（IBEC 2003）10/27 ～ 10/29

20巻 5号・13要約締切 3/3U. S. A.IROS 200310/27～ 11/1

21 巻 5 号・11原稿締切 8/25東 京第 8回「運動と振動の制御」シンポジウム（MOVIC 2003）10/30 ～ 11/1

21巻 3号・9U. S. A.
第 12回  IEEE国際ワークショップRobot and Human Interactive Com-
munication（RO―MAN 2003）

10/31～ 11/2

21 巻 5 号・11申込締切 7/15仙 台計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 2003（SSI 2003）11/11 ～ 11/13

21 巻 5 号・11京 都ベイジアンネットセミナーBN 200311/13・11/14

21巻 2号・7論文締切 7/1大 阪
International Symposium on Systems & Human Science for Safe,  
Secure, and Reliable Society（SSR 2003）

11/19・11/20

21 巻 2 号・8東 京2003 国際ロボット展（2003 International Robot Exhibition）11/19 ～ 11/22

21 巻 4 号・12岡 山第 46 回自動制御連合講演会11/27・11/28

21 巻 5 号・11要約締切 7/31韓 国
International Conference on Mechatronics and Information Technology 

（ICMIT 2003）
12/4 ～ 12/6

21 巻 2 号・8京 都第 2回  ITS シンポジウム 200312/6 ～ 12/8

21巻 2号・7東 京
EcoDesign 2003 : 3rd International Symposium on Environmentally 
Conscious Design and Inverse

12/8～ 12/11

21 巻 5 号・11申込締切 8/19東 京第 4回 SICE システムインテグレーション部門講演会12/19 ～ 12/21

21巻 5号・10要約締切 10/15大 分第 9回人工生命とロボットに関するシンポジウム（AROB 9th �04）
2004 

1/28～ 1/30

21巻 5号・6申込締切 10/9沖 縄第 9回ロボティクスシンポジア3/8・3/9

21 巻 2 号・8パ リ第 35 回  国際ロボットシンポジウム（ISR 2004）3/23 ～ 3/26

21 巻 5 号・11宮 崎第 24 回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム（24th ISTS―Miyazaki, 2004）5/30 ～ 6/6

21巻 5号・10U. S. A.The Japan―USA Symosium on Flexible Automation（2004 JUSFA）7/17～ 7/21

（詳細は表中の右欄に記載の会誌名号の会告・お知らせをご参照下さい．）
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主催行事のお知らせ
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セミナーのご案内

口　上：大学ではロボット関連研究室への希望者は多く，ロボット
イベントやロボットコンテストは盛況である．中学・高校
の教育にロボットが題材として取り上げられる流れもあ
る．ところがいったんこれを教える立場に立つと技術範囲
は広く，カリキュラムや教材に悩む方も多いのではないだ
ろうか．本セミナーでは，実際に自ら教材を出版してロボ
ット工学を教えている経験者を迎え，カリキュラム構成の
例や教材作成の勘所・苦労された点などを紹介していただ
く．また，実際にロボットを製作し，各種コンテストに出
場して好成績を上げる学生を輩出している実技教育の例
や，中学・高校での情報教育の場面にロボットを適用した
実践授業など，実際のロボットのデモも交えながら紹介い
ただく．ロボット教育・情報教育に携わる方々へのヒント
を提供すると共に，ロボット工学の学び方と実践を知るよ
い機会であり，中学・高校から専門学校・大学・企業まで，
教える方も学ぶ方も，そしてロボットに興味をお持ちの一
般の方も奮ってご参加ください．

オーガナイザ：高梨伸彰（NEC）
講演内容：
〈開会挨拶・講師紹介〉

10 : 00 ～ 10 : 10
第 1話 “ロボットシステム入門”を書いてわかったこと

10 : 10 ～ 11 : 00 東芝　松日楽信人
大学で講義をしているロボットの内容を出版する機会があった．

本を書くのは研究論文を書くのとは勝手が大分違う．まず，ロボッ
トの本はどういう構成になっているのか，どんな本があるのかを調
べた．次に，企業の開発者が書くとすればどんなことを書けば良い
のか，何を特徴にすべきかを考えた．最終的には，読者にロボット
開発の“シナリオ”を理解してもらうことを目標とした．その他，
出版に至るまでの知見を参考までに紹介する．

第 2話 学部基礎科目としてのロボティクス
11 : 10 ～ 12 : 00 東京大学　中村仁彦

学部のロボティクスの授業の形は多様なものがある．メカトロニ
クスを基礎にして実習をとりいれたもの，機構学の基礎から発展的
な内容として講義するもの．機構，制御，センサ，知能，システム
などをバランスよく含むものなどが考えられる．東京大学工学部機
械情報工学科では，メカトロニクスや制御と並んでロボティクスを
大学院へつながる基礎専門科目として位置付けている．このため，
講師は空間運動と力学の数学，機構・運動学・制御の基礎などを中
心に講義している．ここでは講師らの学科におけるロボティクス関

連科目と「ロボティクス」の講義について話す．

第 3話 大学 1年生を対象としたロボット教育
13 : 00 ～ 13 : 50 桐蔭横浜大　林原靖男

本学では，平成 11 年度から「移動ロボット製作」を 1 年生の実
習として取り入れ，工学の興味に溢れた初年度の内に，ものに触れ
る機会を増やすことを試みている．実習は継続的に行われ，その内
容は機械・電気・化学・コンピュータと多岐にわたる．また，この
実習と他の授業とを関連させて，ものの存在を前提とした講義の展
開を始めている．本学の取り組みと共に，学生の工学に対する意識
の変化などについて報告する．

第 4話 電気通信大学知能機械工学科ロボメカ工房
14 : 00 ～ 14 : 50 電気通信大学　田中孝之

電気通信大学知能機械工学科では，ロボット作りを希望する学生
と専門の教官が集まり，1995 年からロボメカ工房と呼ばれる創造
性教育活動を行っている．本講演ではロボメカ工房の活動を通して，
各種ロボコンへ参加することによる，創造力・技術力育成方法のほ
か，独自のロボコンを運営することによる，社会貢献への意識向上，
物づくりによるリーダーシップ教育について述べる．なお，2003
年 4 月に，本活動に対して日本機械学会教育賞が与えられた．

第 5話 市販ロボットを利用した情報教育の実践授業
15 : 00 ～ 15 : 50

富士通大分ソフトウェアラボラトリ　十時　伸
2003 年 4 月より普通科高等学校での情報教科が開始され，小，

中，高校，さらに大学へと連続した情報教育が展開している．先進
的な情報教育への取り組みとして，実際に学校での実践授業を行っ
た実証実験プロジェクトをご紹介する．生徒が IT の基本概念を理
解し授業の中から感動の共有を得てより知的好奇心を喚起すること
を狙って，IT 技術の結晶であるロボットを利用し，体験重視の教
材ソフトを準備し，中学校，高校での実習授業を実現した．

第 6話 OPEN―R を用いた教育：大学でのカリキュラム，
RoboCup，などを例に
16 : 00 ～ 16 : 50 SONY 藤田雅博

2002 年 6 月にソニーより公開されたAIBO 用のソフトウエア開
発環境であるOPEN―R SDKに関して，OPEN ―R の目的とそのア
プローチ，OPEN―R SDKの概略の紹介をおこなう．また，OPEN―
R SDKを用いた活動の例としてRoboCup 4 足型ロボットリーグを
紹介する．さらに，世界の大学で取り組んでいる OPEN―R SDK
を用いた教育カリキュラムの紹介をおこなう．

＊参加申込の詳細は 9頁をご参照ください．

主　催：（社）日本ロボット学会
協　賛：計測自動制御学会，精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，土木学会，日本機械学会，日本ロボット工業会，農業機械学会，

自動化推進協会，バイオメカニズム学会，産業技術連携推進会議 機械・金属連合部会／福祉技術部会，機械技術協会，応用物理学
会，人工知能学会，日本神経回路学会，システム制御情報学会，情報処理学会，日本人間工学会，日本時計学会，日本バーチャル
リアリティ学会，日本設計工学会（予定）

ロボット工学セミナー

日　時：2003年 7月 23日（水） 10 : 00～ 17 : 00
会　場：工学院大学 28階第 1会議室（東京都新宿区西新宿 1― 24 ― 12，JR・小田急・京王線　新宿駅西口徒歩 5分）
定　員：80 名（定員になり次第締め切ります）
参加費：会員／協賛学会員 8,000 円，学生（一律）4,000 円，会員外 12,000 円（税込）

第 22回シンポジウム ロボット教育　　　　　
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口　上：水中で動作するロボットは深海探査，原子力，湖沼等の調

査など活躍の場所が限られています．しかし，海洋には

豊富な資源が埋蔵されていることや，水中での作業はそ

れ自体危険で熟練を要することから，今後ますます水中

ロボットの開発の要求が高まるものと考えられています．

しかし水中ロボットは水密構造だけでなく，深度により

大きく変化する圧力や，浮力の影響を考慮してロボット

を設計する必要があり，地上で動作するロボットとは異

なった技術課題が多くあります．運動制御についてもセ

ンシングや，信号伝送など色々な課題があり，日本では

研究・開発が盛んではないのが現状です．本シンポジウ

ムでは実際の現場で活躍する水中ロボットとして，①汎

用の水中ロボット，②小型の水中ロボット，③水中マニ

ピュレータ付の水中ロボット，④魚ロボット，⑤最新の

自律型海中ロボットを例に，それらロボットの機構・構

造や，センシング・制御についてご講演していただきま

す．また開発時の失敗などについてもご紹介していただ

く予定です．現在水中ロボットを製作・開発している方，

これから水中ロボットに携わる方のご参加をお待ちして

おります．

オーガナイザ：伊藤智之（東芝）

講演内容：

第 1話 概要：「海中ロボット―遠隔操縦機ROVから自律機

AUVへ―」

10 : 30 ～ 11 : 00 東京大学　浦　　環

未知の海中を切り拓く無人機械の開発は，1960 年頃から遠隔操

縦機の開発として始まり，1990 年代には自律機の研究開発が盛ん

になってきた．2000 年に入ると海底石油開発関連会社が自律機の

有用性を認識し，海底調査の実務に用いられるようになる．自律型

海中ロボットは海に係わる人間の悲願といってもよい．しかし，ロ

ボットを開発するには，ロボットが働く環境を開発者が認識しなけ

ればならない．海中ロボットの歴史を踏まえて自律型海中ロボット

の可能性について述べる．

第 2話 水中ロボット技術の現状と将来

11 : 10 ～ 12 : 00 三井造船　小池敏和

ROV および AUV に関し，カタログなどの資料を実例に，小型

水中ロボットの変遷と今後の技術動向などについて述べる．

第 3話 原子力発電プラント向け小型水中ROVの開発

13 : 00 ～ 13 : 50 日立製作所　鈴木正憲

原子力発電プラントには，水中内に多くの炉内構造物が存在する．

これらの炉内構造物は，作業対象が狭隘部にあり，水中に加えて放

射線という作業環境にあるため，人が容易に接近できず，点検作業

が難しいという課題がある．日立では，これらの課題に対処するた

めに，いくつかの小型水中ROV（Remotely Operated Vehicle）を

開発し，実プラント等へ適用してその有効性を確認している．本テ

ーマでは，これらの水中ROVの開発概要について紹介する．

第 4話 原子炉容器用自動超音波探傷装置A―UTマシンの開発

14 : 00 ～ 14 : 50 三菱重工業　磯崎芳史

原子力発電プラントの最も重要な原子炉容器本体の供用前検査

（PSI）及び供用期間中検査（ISI）用は，超音波探傷試験装置（UT

マシン）を行う次世代型 UTマシン（Advanced UT マシン：A―

UTマシン）を開発した．

このA―UTマシンシステムは，次の特徴を持つ．

（1）水中自走式で水中位置標定システムにより正確に位置決めを行

える．

（2）高精度マニピュレータにより探傷を行う．

（3）小型・軽量（気中： 300 kg，水中： 0 kg）であるため，探傷

中のポーラクレーンの使用が不要である．

また，現在更なる探傷時間の短縮を目的として，A―UT マシン

2台で同時探傷を行うA―UTマシン II を開発中である．この概要

についても報告する．

第 5話 遊泳式水中ロボット（魚ロボット）

15 : 00 ～ 15 : 50 三菱重工業　山本郁夫

生物運動応用型水中ロボットとして，弾性振動翼推進システム，

潜水システム，遠隔自動制御システム等の要素技術をベースに開発

した魚ロボット（鯛，シーラカンス）について，その誕生から完成

までを述べる．

第 6話 熱水地帯をくまなく観測する自律型海中ロボット「R2D4」

の開発

16 : 00 ～ 16 : 50 東京大学　浦　　環

活動の活発な熱水地帯は興味の尽きない場所である．そこを広域

的に観測するには自律型海中ロボットが欠かせない．2001 年から

開発を開始した新型ロボット「R2D4」の設計思想，機能について

詳述する．

日　時：2003年 9月 3日（水）10 : 30～ 16 : 50

会　場：工学院大学 28階 4会議室（新宿区西新宿 1― 24 ― 12，JR ・小田急・京王線新宿駅西口徒歩 5分）

定　員：80 名（定員になり次第締め切ります）

参加費：会員／協賛学会員 8,000 円，学生（一律）4,000 円，会員外 12,000 円（税込）

第 23回シンポジウム　 水中ロボット技術の動向　　
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口　上： 21 世紀に突入し環境問題に対する意識はますます高まっ

ております．廃棄物の分別・リサイクルはもとより，ゼ

ロエミッション工場，ライフサイクルを考慮した製品設

計など，循環型社会の構築を目指した取り組みが，国や

地方自治体の舵取りの下，着々と進められております．

また京都議定書への批准を正式決定した我が国は，地球

温暖化ガス削減目標達成のため，新エネルギーなどの技

術開発が今後ますます活発化していくでしょう．その一

方で，ロボット技術は非常に高いポテンシャルを持ちな

がらも環境問題における活躍の場を見いだせずにおりま

す．このシンポジウムではメカトロニクスや IT を含めた

広義のロボット技術を環境問題に適用した事例をご紹介

いただき，ロボティクスと環境問題との接点を探るとと

もに，その将来性あるいは新事業創出の可能性を模索し

ます．

オーガナイザ：酒本晋太郎（新菱冷熱工業）

講演内容：

〈開会挨拶・講師紹介〉

10 : 00 ～ 10 : 05

第 1話 環境メカトロニクスの勧め

10 : 05 ～ 11 : 05 名城大学　大道武生

環境保全は 21 世紀最大のテーマであると言っても過言ではな

い．近年になって多くの取り組みが始まり，ビジネスとしても魅力

的な市場に育ち始めているが，多くが従来よりもコスト高であり，

普及の大きな障害要因となっている．これら環境問題解決のいくつ

かの構想を示し，RT 技術こそが主役になりうること，および RT

の新しい技術分野（環境メカトロニクス）の魅力を紹介する．

第 2話 環境に優しい農業とロボット

11 : 15 ～ 12 : 15 東京農業大学　玉木浩二

ロボット農業の本質は，個体レベルで作物を管理しうる農業の情

報化にある．その結果，生産者は作物を生産する過程で，その品質

をモニタリングしながら生産を行うという，工業生産では当たり前

の生産工程により，生産を実施できることになる．生産者は汗にま

みれることなく労働を回避し，食の品質と安全性を確保することが

可能となり，消費者は安心を受け取ることが可能となる．

第 3話 宇宙から見た国土の環境

13 : 15 ～ 14 : 15 国土情報技術研究所　大林成行

地球表面の物体は太陽の光を受けてそれぞれ物体固有の電磁波を

反射・放射していることはよく知られている．一方，私たち人間の

目は可視光域といった限られた電磁波しか識別できないために殆ど

の物体が出している信号を捉えることができない．さらに広い領域

を一度に観察することもできない．そのために私たちは目の機能を

補う目的でセンサーといった道具を考案し，それを飛行機や人工衛

星に搭載して地球表面の物体や現象を観測してきた．前者を航空機

リモートセンシング，後者を衛星リモートセンシングといって区別

することもある．講演では，宇宙に浮かぶ科学の目（人工衛星に搭

載されたセンサー）を通して，広い領域を瞬時に繰り返し観測され

た国土の環境を映像を中心に紹介する．

第 4話 ダイオキシン類対策を考慮した煙突解体工法の開発と

その適用事例

14 : 25 ～ 15 : 25 飛島建設　沼口栄助

平成 13 年 4 月厚生労働省により焼却施設解体作業方法について

厳しい規定が策定された．この規定で最も重要なことは作業員のダ

イオキシン類ばく露防止と，ダイオキシン類の汚染拡散防止である．

今回，焼却施設の煙突解体において，この規定を満足するとともに，

高所作業を安全且つ効率的に実施するシステムを開発した．さらに

実際の施工に適用し安全，工期，コストについてその有効性を確認

した．

第 5話 ITS を利用した建設廃棄物回収事例

15 : 35 ～ 16 : 35 NTT東日本　辻　雅哉

環境負荷・交通渋滞の軽減，廃棄物管理の確実性向上・効率向上

を目的とした首都圏での建設廃棄物の巡回回収実験において，利用

した ITSシステムについて紹介し，あわせて想定される環境面での

効果について報告する．また，GPS と携帯電話とバーコードリー

ダーを組合せた ITS システムの運用と課題について報告を行なう．

日　時：2003年 10月 8日（水） 10 : 00～ 16 : 35

会　場：工学院大学 28階第 1会議室（東京都新宿区西新宿 1 ― 24 ― 12，JR・小田急・京王線　新宿駅西口徒歩 5分）

定　員：80 名（定員になり次第締め切ります）

参加費：会員／協賛学会員 8,000 円，学生（一律）4,000 円，会員外 12,000 円（税込）

第 24回シンポジウム

環境問題とロボティクス・メカトロニクス・IT

〈申込み方法〉
＊任意の用紙に以下の項を記載して学会あてお申し込みください．

1）講習会名，開催日，2）会員資格（正会員，学生会員，賛助会員，協賛学会員，会員外）・日本ロボット学会会員の場合は No.，3）氏名，
4）勤務先などの所属・部署名，5）連絡先の住所，電話番号とファクシミリ番号，6）該当する参加費，7）支払い方法（郵便／銀行振込
（りそな銀行・その他），振込などの日付），8）差し支えなければ研究・専門分野
＊また，学会ホームページ上でも講習会案内をご覧いただけます．講習会参加申込も受け付けておりますので，ご利用ください．
＊参加費には配布資料代を含み，昼食代は含みません．
＊会場，講師，日時等は都合により変更になる場合がありますのでご了承ください．
＊参加費振込先：銀行振込　りそな銀行本郷支店（普）1063675，郵便振替　00190 ― 8 ― 57896 ともに加入者名，（社）日本ロボット学会

（参加費のお振り込みに請求書等が必要な場合は別途お申し出ください．また，所定の用紙がある場合は，その旨申込書に
明記の上，同封ください．）

（社）日本ロボット学会　講習会係 seminar＠rsj.or.jp
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本会共催行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

大須賀公一　レスキューロボットコンテスト
事務局
〒���―�����京都府宇治市五カ庄京都大学大

学院情報学研究科システム科学
専攻助教授気付

���������―��―����
�―�����������	
��
	�
―�����―����������	
������������	
��	―�����―����������	


����年�月�日（金）～�月�日（日）
よみうり文化ホール
（大阪府豊中市新千里東町�―�―�）

参加申込締切　����年�月��日（月）
試走会（一般非公開）　����年�月��日（日）

第�回レスキューロボットコンテスト

レスキューロボットコンテスト実行委員会
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����������	��
（������―���������	
����）

第�回人工生命とロボットに関するシンポジ
ウム（���������	
�）

人工生命とロボットに関する国際シンポジウ
ム組織委員会（大分大学）
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����年�月��日（土）～�月��日（水）
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本会協賛行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

日本機械学会関西支部
〒���―�����大阪府大阪市靱本町�―�―���大阪

科学技術センター内
�������―����―�����������	��
―����―����
�―����������	
���	�������	���
������������	
��������	�

����年�月��日（木）・�月��日（金）
大阪科学技術センター�階中ホール
（大阪府大阪市靱本町�―�―�）
�������―����―����

申込締切　����年�月��日（木）

第���回講習会「実務者のための振動基礎（振
動解析の実習，計測機器のデモ紹介付き）」

日本機械学会関西支部

大会事務局
〒���―�����大阪府大阪市山田丘�―���大阪大

学大学院情報科学研究科バイオ
情報工学専攻赤澤研究室内生体
医工学シンポジウム事務局

�������―����―����　�������―����―����
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�
�����―�������
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����年�月�日（金）・�月�日（土）
北海道大学
（北海道札幌市）

講演申込締切　����年�月��日（日）
原稿締切　����年�月�日（金）

生体医工学シンポジウム�����

日本エム・イー学会関西支部

（社）計測自動制御学会センシングフォーラ
ム係
〒���―�����東京都文京区本郷�―��―��―���
�������―����―����　�������―����―����
�―����������	
�����	����
������������	
������

������������	
�����������	�����������
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問合せ先　幹事�石井抱　広島大学大学院工学
研究科複雑システム専攻
��������	―��―����
�―�������������	�
����������―�������

����年�月��日（火）・�月��日（水）
東京農工大学小金井キャンパス
（東京都小金井市）

講演申込締切　����年�月��日（金）

第��回センシングフォーラム計測部門大会

計測自動制御学会

共催・協賛行事のお知らせ
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センシング技術応用研究会テクニカルスクー
ル係
〒���―�����和泉市あゆみ野�―�―�
��������	―��―����　��������	―��―����
�―�����������	�
���	�	����������������
�������������	���
���������������	������

����年�月��日（木）・�月��日（金）
大阪府立産業技術総合研究所研究本館�階研
修室�
（大阪府和泉市あゆみ野�―�―�）
��������	―��―����

申込締切　����年�月��日（火）

����センシングテクニカルスクール「基礎実
習講座：ワンチップマイコン���を応用した
計測システムの作製」

センシング技術応用研究会

センシング技術応用研究会
〒���―�����大阪府和泉市あゆみ野�―�―�大

阪府立産業技術総合研究所内
��������	―��―����　��������	―��―����
�―�����������	�
���	�	����������������
�������������	���
���������������	������

����年��月�日（月）～��月��日（金）
大阪府立産業技術総合研究所�本館�階研修
室�及びクリーンルーム
（大阪府和泉市あゆみ野�―�―�）
��������	―��―����　��������	―��―����

申込締切　����年�月��日（火）

マイクロデバイス作製実習講座

センシング技術応用研究会

�―����������	
�������	��
������������	
��������

����年��月�日（火）～��月��日（金）
学術総合センター

���������	��
���������������������������

����������	�
����������������������

����������	
����	��

日本バーチャルリアリティ学会
複合現実感研究委員会

システム制御情報学会セミナー係
〒���―�����京都府京都市左京区吉田河原町��

番地近畿地方発明センタービル内
��������―���―����　��������―���―����
�―����������	
�������
����
������������	
��������	������������������

����年��月��日（火）・��月��日（水）
住友電設（株）大阪本社会議室��―�������
（大阪府大阪市阿波座�―�―�）
�������―����―����
������������	
������
������������
�

システム制御情報セミナー����「生活の質を
向上させる生体計測技術」

システム制御情報学会

牛田俊　制御部門事業委員会　東京大学大学
院新領域創成科学研究科
���������	
�―����―����
�―���������	�
���������―����������	
������������	
�����������	�����������

��������	
�

����年��月��日（水）
東京大学工学部�号館��講義室本郷キャンパ
ス内
（東京都文京区本郷�―�―�）
���������	
�―����―����

����セミナー「実践的な制御系設計―ゲイン
スケジューリング制御とむだ時間制御―」

計測自動制御学会制御部門

澤田祐一
〒���―�����京都府京都市左京区松ヶ崎御所

海道町京都工芸繊維大学工芸学
部機械システム工学科

��������―���―����　��������―���―����
�―�����������	�
����������
������������	�
����	��	��������―��

����年��月��日（金）
神戸大学医学部神緑会館
（兵庫県神戸市中央区楠木町�―�―�）
�������������	��
���―����������	
����
�
���������	
�����

計測自動制御学会関西支部シンポジウム「計
測と制御の統合とナノ世界を目指して」

計測自動制御学会関西支部

背戸一登・渡辺亨
〒���―�����東京都千代田区神田駿河台�―�

日本大学理工学部機械工学科
��������	
�―����―����
�―���������	
�������	���
�―�������（背戸）
���������������������	
�	����
��―�������（渡辺）
������������	
��
�������―���������	�
����
���������	
��������

����年��月��日（木）～��月�日（土）
中央大学駿河台記念館
（東京都千代田区神田駿河台�―��―�）
�������―����―����

講演申込締切　����年�月��日（月）
原稿締切　����年�月��日（月）

第 �回「運動と振動の制御」シンポジウム
（���������	）

日本機械学会

高橋信　東北大学大学院工学研究科技術社会
システム専攻��������―����事務局
〒���―�����仙台市青葉区荒巻字青葉��
���������	
��―���―����
�―�����������	�
	�����������
	�����
�����
鈴木和美　計測自動制御学会事務局
〒���―�����東京都文京区本郷�―��―��―���
�������―����―����　�������―����―����
������������	
�������������		������

����年��月��日（火）～��月��日（木）
東北大学工学部青葉記念会館
����������	�
���
	���
	��	�������
���

��������	
������������

講演申込締切　����年�月��日（火）必着
原稿締切　����年�月��日（火）必着

計測自動制御学会システム・情報部門学術講
演会����（��������）

計測自動制御学会システム・情報部門

�������事務局
�―���������		
���������
��
������������	
������

����年��月��日（木）・��月��日（金）
ぱるるプラザ京都
（京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町
���番��）

参加登録開始　����年�月��日（金）予定
研究発表応募締切　����年�月��日（日）
一般発表原稿締切　����年�月��日（火）

ベイジアンネットセミナー��������

人工知能学会
人工知能基礎論研究会
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���������	
������
������������	������������

��������

�����������―������������	
���―����������
���―��������	

��������―�―����―����
��������―�―����―����
�―������������	�����
���
������������	
���	�
�

����年��月�日（木）～��月�日（土）
����������	
����	�����		��������		�����

���������	

�����

―����������	
���������
����������	
���

	������������������������

�����

������������	
���������
��
������������

���������	�
�������������（����������）

�����

�����―������������	
����
�������������
���������	��
�����


����������	
����������

落合康住　東海大学電子情報学部コンピュー
タ応用工学科
〒���―�����神奈川県平塚市北金目����
��������	―��―����　内線����
��������	―��―����
�―����������		
����―����������	
学会事務局　部門協議会担当
�������―����―����　
�―����������	
�����	����

����年��月��日（金）～��月��日（日）
東海大学代々木キャンパス
（東京都渋谷区富ヶ谷�―��―�）
���������������	
������������������������

����

申込締切　����年�月��日（火）必着

第�回����システムインテグレーション部
門講演会

計測自動制御学会��部門

吉州洋子　宇宙開発事業団国際部国際課
〒���―�����東京都港区浜松町�―�―�世界貿

易センタービル���
�������―����―����　�������―����―����

����年�月��日（日）～�月�日（日）
ワールドコンベンションセンターサミット
（宮崎県宮崎市山崎町浜山）
��������	―��―����　��������	―��―����
�―���������	
����������������
������������	
�
�
�����

第��回宇宙技術及び科学の国際シンポジウ
ム（���������―����������	

�）

第��回宇宙技術及び科学の国際シンポジウ
ム組織委員会

日本航空宇宙学会

本会後援行事

申込・問合せ先開催日・会場・その他
会　合　名　
� 主　催

石井健二　全日本ロボット相撲大会事務局
長
〒���―�����東京都墨田区江東橋�―��―�富士

ソフト���（株）
�������―����―����　�������―����―����
全国工業高等学校長協会
〒���―����千代田区飯田橋�―�―�
�������―����―����

����年�月��日（日）～��月��日（日）
高校生全国大会　����年��月��日（日）札幌
市民会館大ホール
（北海道札幌市中央区北�条西�丁目）
全国大会　����年��月��日（日）東京・両国
国技館
（東京都墨田区横網�―�―��）
�����級　����年��月��日（土）東京・両国
国技館

第��回全日本ロボット相撲大会

富士ソフト���（株）
全国工業高等学校長協会

北海道高等学校長会工業部会

堀尾恵一　��������事務局
〒���―�����福岡県北九州市若松区ひびきの

�―��九州工業大学大学院生命工
学研究科山川教官室

��������―���―����　��������―���―����
�―���������	�
������������������
������������	
����������
������������

��������	
�

����年�月��日（木）～�月��日（日）
北九州学術研究都市・九州工業大学若松キャ
ンパス

最終原稿締切　����年�月��日（火）
事前登録締切　����年�月��日（火）

��������―自己組織化マップに関する国際
ワークショップ―

九州工業大学大学院

藤原敬久　全国高等専門学校ロボットコンテ
スト実行委員会事務局
〒���―�����東京都渋谷区神山町�―��第三共

同ビル（株）���エンタープラ
イズ��内

�������―����―����　�������―����―����

����年��月��日（日）・��月��日（日）・��
月��日（日）・��月�日（日）・��月�日（日）・
��月��日（日）
東海北陸大会（サンドーム福井）
東北大会（いわき市総合体育館）
近畿大会（舞鶴文化公園体育館）
北海道大会（旭川市総合体育館）
中国大会（宇部市西部体育施設武道館）
四国大会（詫間電波工業高等専門学校第�体
育館）
九州沖縄大会（八代市総合体育館）
関東甲信越大会（東京都立航空工業高等専門
学校体育館）
全国大会（国技館）

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコ
ンテスト�����

高等専門学校協会連合会
���

���エンタープライズ��
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正　会　員
9353 森下　広一 9354 入江田　昇 9356 長堂　　勤 9363 久谷益士郎

9376 柳川　章全 9385 中尾　　学 9387 伊藤　　毅 9393 千原　健司

9399 飛田　和輝 9401 谷口　　恒 9403 米澤　　勝 9404 川上　哲生

9405 中川　秀夫 9407 皆川　　要 9408 川崎英一郎 9412 水上　幹之

9419 落合　孝正 9425 木村　　茂 9428 新谷　　賢 9431 伊達　　央

9434 岡本　球夫 9441 御舩　文里 9442 杉浦　富夫 9449 中西　洋喜

9464 鶴岡　　久 9472 吉田　俊一

学　生　会　員
9350 大賀淳一郎 9351 宮崎　　学 9352 早川　宏治 9355 李　　運生

9357 鴇澤　正宗 9358 桜庭　裕一 9359 柿沼　　良 9360 内田　　桂

9361 福島　寛子 9362 大内　　崇 9364 杉沼　麻美 9365 三橋　秀行

9366 木下　綾子 9367 柴田　瑞穂 9368 松野　洋介 9369 高橋　正康

9370 西澤　　健 9371 井上　　豊 9372 西城　善典 9373 臼井美和子

9374 小林　　亮 9375 田所　和成 9377 磯部　真吾 9378 石塚　顕在

9379 上村　聡文 9380 月川　剛徳 9381 横山　尚二 9382 神崎　　秀

9383 Kato Gustavo 9384 楽　　燕群 9386 飯田　康博 9388 亀村　隆史

9389 川路　友博 9390 中嶋　秀朗 9391 水川　　秀 9392 谷江　博昭

9394 小嶋　大介 9395 佐藤　留介 9396 佐藤　　恵 9397 藤田　　愛

9398 平　　哲也 9400 西野　敏正 9402 寺田　耕志 9406 劉　　新宇

9409 佐藤　雅紀 9410 藤原　　健 9411 小林　一樹 9413 藤本　隆司

9414 佐々木拓郎 9415 中束　直人 9416 山本　雅人 9417 元長　優作

9418 中筋　雅樹 9420 松田　　剛 9421 仲　　幸子 9422 加藤　洋介

9423 杉浦　健朗 9424 大下　　剛 9426 藤井　　優 9427 高島　志郎

9429 亀川　和弘 9430 柳田　聡司 9432 朝井　大介 9433 若村　直弘

9435 庄司　隆之 9436 猪俣　　博 9437 玉井　裕樹 9438 池田　光司

9439 小田　敏晴 9440 安孫子聡子 9443 佐藤　孝洋 9444 松永　和之

9445 小坂　賢範 9446 八木　　淳 9452 渡辺　真志 9453 河本　　仁

9454 中村　尚彦 9455 峠　　隆広 9456 本間　良幸 9457 平澤　雅人

9458 小林　　豊 9459 濱田　　純 9460 外間　達夫 9461 寺田　鉄平

9462 佐藤　俊介 9463 守屋　良昭 9465 竹谷　哲也 9466 山本　和也

9467 依田　一朗 9468 野沢　康文 9469 北村　光司 9470 荒川　真澄

9471 宗玄　清宏 9473 成　　定模 9474 平野　慎也 9475 川嶋　秀之

新入会員
（2003 年 5 月～ 6月入会の会員）

理事会報告

第 201回　理事会報告

日　　時： 2003 年 3 月 11 日（火） 15 : 20 ～ 17 : 20

場　　所：弓町クラブ会議室

出席理事：江尻（会長），吉川，杉本，大島（記），榊原，田中，駒田，中

嶋，村上，末廣，松野，田所，荒井，�梨，小林

出席監事：高瀬

委任状提出：松日楽，小菅，新井

その他の出席者：田中（事務局），内山，中野，柳原，大西，石田，中内，

生田，神�，谷，�信（以上次期理事）

〈議　事〉

1．議事録確認

第 200 回議事録案を承認した．

2．入退会の承認

（１）前回理事会以降の入会希望正会員 8 名，学生会員 5 名，および退

会希望正会員 2 名，学生会員 6 名，種別変更（学生→正会員）7

名を承認した．

（２）2003 年度除名対象者，正会員 45 名，学生会員 79 名を承認した．

この結果，会員総数は 3,870 名，賛助会員 69 団体（99 口）となった．

3．事業関連

（１）ロボット工学セミナー第 19回シンポジウムの中間報告を承認した．

（２）2003 年度事業計画委員会の委員編成案を承認した．

4．企画関連

（１）第 17 回論文賞選考委員会委員の編成案，第 18 回研究奨励賞選考

委員会委員の編成案を承認した．

（２）実用化技術賞選考委員会委員の編成案を承認した．

5．財務関連

2003 年度予算実績について了承した．

6．庶務関連

電子化準備委員会の名称を電子化運営委員会に変更することを了承した．

7．その他

2003 年度欧文誌委員会委員編成を承認した．

第 202回　理事会報告

日　　時： 2003 年 4 月 8 日（火） 14 : 30 ～ 17 : 00

場　　所：本郷瀬川ビル 6階会議室

出席理事：吉川（会長），内山，中野，大島，柳原（記），駒田，大西，石

田，中嶋，村上，中内，末廣，生田，神�，広瀬，�梨，小林

出席監事：柿倉，江尻

委任状提出：田所，谷，�信

その他の出席者：田中（事務局）

〈議　事〉

1．議事録確認

（１）第 201 回理事会議事録案を承認した．

（２）第 21 回通常総会議事録を了承した．

2．入退会の承認

前回理事会以降の入会希望正会員 10 名，学生会員 16 名，および退会希

望正会員 1名，学生会員 18 名，種別変更（学生→正会員）15 名を承認し

た．この結果，会員総数は 3,877 名，賛助会員 69 団体（99 口）となった．

3．事業関連

共催，協賛等（このうち第 15 回知能ロボットコンテスト・フェスティ

バルへの共催は費用負担を伴う）を承認した．

4．企画関連

（１）「生命組織を対象とする微細作業高度化研究専門委員会終了報告

書」，「ロボット研究 20 年が果たした役割と今後の展望に関する

調査研究委員会 2002 年度報告」について了承した．

（２）IROS 2002，Financial Report について了承した．

5．財務関連

2003 年度予算実績について了承した．

6．庶務関連

（１）2003 年度電子化運営委員会委員（案）を承認した．

（２）「人事院勧告に伴う事務局職員待遇の変更について」を承認した．
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第 7・8・9・10 回学術講演会予稿集 8,000 円（送料 700 円）

第 11・12 回学術講演会予稿集 10,000 円（ 〃 1,000 円）

第 13 回学術講演会予稿集 15,000 円（送料込）

第 14 回学術講演会予稿集 15,000 円（送料込）

第 15 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 16 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 17 回学術講演会予稿集 15,750 円

第 18 回学術講演会予稿集 15,000 円

第 19 回学術講演会講演概要集（予稿集CD―ROM付）

併設行事テキスト「21 世紀のロボット技術シンポジウム」贈呈（在庫分のみ）

15,000円
第 20回学術講演会講演概要集（予稿集 CD ―ROM付）

本学会個人会員　5,000 円

本会個人会員以外　10,000 円

第 1・3回ロボットセンサシンポジウム予稿集 2,500 円

第 1回　ロボットシンポジウム予稿集 5,000 円

第 3・4・5回　ロボットシンポジウム予稿集 8,000 円

第 4回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

第 5回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

第 6回ロボティクスシンポジア予稿集 10,000 円

「ロボット制御に使い易いDSPとは？」講習会テキスト

2,000 円（送料込）

ロボット工学入門シリーズ講習会テキスト
―第 21 回センサ編・

第 22 回言語編・第 23 回総集編

第 34 回システム編

第 35 回アプリケーション編

第 38 回エンドエフェクタ編

第 44 回システム編・

第 45 回アプリケーション編―各 4,000 円（送料込）

ロボット工学セミナー講習会テキスト
―第 48 回センシング研究の最前線

第 50 回先端制御理論

第 52 回海外におけるロボット研究

第 53 回安全・ PL法とロボット

第 54 回ロボットメカニズムの設計と実例

第 55 回続続・こうすればロボットが作れる

第 57 回創発的ロボット教育

第 58 回バリアフリーロボティクス入門

第 59 回こうすればロボットが簡単に動かせる

第 60 回ネットワークとロボティクス

第 62 回ロボット用ソフトウェアの作り方 各 2,000 円（送料込）

第 17 回学術講演会特別セッション資料　福祉の現場の声とロボット技術

1,000 円（送料込）

ロボット学術用語集 1,000 円

ロボット学術用語集（意味つき） 2,000 円

インテリジェントテレロボティクス研究専門委員会報告書

1,000 円

ロボットの知能と自律性研究専門委員会報告書 2,000 円（送料込）

IROS '90 10,000 円（ 〃　）

IROS '91 ・ IROS '93 15,000 円（ 〃　）

ICRA '95 15,000 円（ 〃　）

※以上のものはいずれも消費税込，送料は特に明記されているもの以外は，

別にかかります．

日本ロボット学会誌
第 15 巻 第 5号　〔特集〕 ロボティクスにおける創発と進化

第 6号　〔 〃 〕 生産システムにおける最近の動向

第 7号　〔ミニ特集〕ヒューマノイド

第 8号　〔 〃 〕 カオスとロボット

第 16 巻 第 2号　〔特集〕 柔軟物操作

第 3号　〔 〃 〕 人間共存型ロボット

第 4号　〔 〃 〕 ロボットと教育

第 5号　〔 〃 〕 重点領域研究「知能ロボット」

第 6号　〔 〃 〕 ロボットのためのメディア情報処理

第 7号　〔 〃 〕 リファレンス　オブ　リファレンス

第 8号　〔 〃 〕 PCとロボティクス

第 17 巻 第 3号　〔 〃 〕 高度道路交通システム

第 4号　〔ミニ特集〕テレロボティクスからネットワークロボティクスへ

第 5号　〔特集〕 ロボットの作業環境

第 6号　〔 〃 〕 ソフトロボティクス

第 7号　〔 〃 〕 感性とロボット

第 8号　〔 〃 〕 ETS ―VII における宇宙ロボット実験

第 18 巻 第 1号　〔 〃 〕 21 世紀の医療とロボティクス

第 2号　〔 〃 〕 21 世紀の玩具とロボティクス

第 3号　〔 〃 〕 新しいモデリングパラダイムを目指して

第 4号　〔 〃 〕 産業用ロボットの昨日，今日，明日

第 5号　〔 〃 〕 21 世紀の産学共同

第 6号　〔 〃 〕 器用な手

第 7号　〔 〃 〕 屋外で活躍するロボット

第 8号　〔 〃 〕 未来志向大型ロボットプロジェクト

第 19 巻 第 3号　〔 〃 〕 マイクロマシン技術

第 4号　〔 〃 〕 未来開拓：「分散協調視覚」プロジェクト

第 5号　〔 〃 〕 川人学習動態脳プロジェクト

第 6号　〔 〃 〕 極限環境作業ロボット

第 7号　〔 〃 〕 マイクロメカトロニクス・ソフトメカニクス

第 8号　〔 〃 〕 競争的研究資金

第 20 巻 第 1号　〔 〃 〕 ロボカップ

第 2号　〔 〃 〕 マニピュレーション： 21 世紀に向けた新展開

第 3号　〔 〃 〕 ロコモーション

第 4号　〔 〃 〕 センシング技術―光と影―

第 5号　〔 〃 〕 ロボットの知能とシステム統合

第 6号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念特集号

第 7号　〔 〃 〕 ロボット新ビジネス

第 8号　〔 〃 〕 ウェアラブルロボティクス

第 21 巻 第 1号　〔 〃 〕 気になるコンポーネント

第 2号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念学術講演会 I

第 3号　〔 〃 〕 創立 20 周年記念学術講演会 II

第 4 号　〔 〃 〕 福祉とロボティクス

刊行物のご注文は書面にて事務局あてにお申し込みください．

会員の方で学会誌を巻毎にまとめてお申し込みの場合は会費と同額で，その

他の場合は実費として第 1巻～第 8巻 2号まで 1冊 1,500 円，第 8巻 3号よ

り1冊 2,000円，第12巻 1号より1冊 2,500円（いずれも消費税，送料別）で

お求めになれます．また，第 15巻 5号以前の在庫につきましても事務局あ

て別途お問い合わせください．

刊行物のご案内

2002年度版会員名簿発行のお知らせ

頒布価格 2,500円（税込み，送料学会負担）
新しい会員名簿が発行されました．電子メールアドレスなど，多く

の会員データが更新されています．ご希望の方は，現金書留または郵

便小為替にて代金を添え，下記事務局までお申込みください．なお申

込みは本会会員の方に限ります．

〒 113 ― 0033 東京都文京区本郷 2 ― 19 ― 7
ブルービルディング 2階

日本ロボット学会　名簿係宛
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有料広告
東京大学精密機械工学専攻

教員公募
募集人員：助教授または常勤講師 1名
任　　期：原則として 5～ 8年
研究分野：生物・人間・社会のデジタルモデリング

システム工学，制御工学などの素養を持ち，研究成果をシス

テム技術として精密機械工学へ応用できる人材を募集する．生

物・人間・社会などで代表される複雑なシステムを機能・構造

の両面から理論化し，それらの振舞いと機能とをデジタル表現

するモデル化技術を開発・展開できる研究者．

担当する教育分野：システム工学，数理科学など基礎工学に関わる学部お
よび大学院の講義・実験実習．

着任時期：決定後できる限り早い時期
応募資格：（１）上記専門分野で独創的な研究構想を有している．（２）大

学院および学部教育に意欲を持つ．（３）研究・教育業務に支

障がない程度に日本語ができる．（４）博士の学位を有する．

（５）年齢は 37 歳程度までが望ましい．

公募締め切り： 2003 年 7 月 20 日（日）必着
応募書類：（１）履歴書，（２）研究に対する構想（A4 用紙 2 枚程度），

（３）研究業績一覧（学術論文，国際会議論文，著書等のリス

ト，共著者はすべて記入のこと），（４）主要論文別刷り（5編

以内，コピー可），（５）参考意見を伺える方（2名）の氏名・

所属・連絡先

書類提出先：〒 113 ― 8656 東京都文京区本郷 7― 3 ― 1
東京大学大学院工学系研究科　精密機械工学専攻事務室

封筒に「教官応募書類在中」と朱書きし，簡易書留にて送付の

こと．

応募書類は返却しません．

担 当 者：精密機械工学専攻教授　高増　潔（選考委員長）
E―mail : jinji@nano.pe.u ― tokyo.ac.jp

Tel : 03 ― 5841 ― 6450 Fax : 03 ― 5841 ― 8554

関西大学工学部
システムマネジメント工学科

教員公募
募集人員：助手または講師 1名
所　　属：工学部システムマネジメント工学科
専門分野：マイクロシステム（シリコンプロセス，MEMS 等）を専門分

野とし，ロボティクスにも興味を有することが望ましい

担当科目：メカトロニクス，情報関連科目の講義，実験を担当できること
応募資格：（１）博士の学位を有するか，着任時点までに取得見込の方，

（２）年齢 30 歳程度までの方

着任時期： 2004 年 4 月 1 日（木）
提出書類：（１）履歴書（A4版で写真添付．住所，氏名，生年月日，連絡

先住所・電話番号・E―mail アドレス，学歴，学位，職歴，所

属学会，社会における活動状況，賞罰等を記載），（２）研究業

績書（「著書」，「査読付き論文」，「査読無し論文」，「解説記事」，

「国際会議報告」，「国内学会報告」，「その他（解説，招待講演，

調査報告等）」，「特許」の項目に分け，発表年月日の古い順に，

タイトル，全著者名，発行年月，掲載雑誌名，巻，号，ページ

を記載），（３）主要論文別刷（5件以内，コピー可），（４）教

育・研究に関する抱負（A4 一枚程度），（５）（可能であれば）

参考となる意見を伺える 2 名以内の方の氏名，所属，連絡先，

応募者との関係を記した書類

応募期限： 2003 年 8 月 20 日（水）
書類送付先：〒 564 ― 8680 吹田市山手町 3 ― 3 ― 35 ／関西大学工学部シス

テムマネジメント工学科／学科長　中井暉久　

Tel : 06 ― 6368 ― 0890 E ―mail : nakai@iecs.kansai ― u.ac.jp

問合せ先：青柳誠司　Tel : 06 ― 6368 ― 0823
E ―mail : aoyagi@iecs.kansai ― u.ac.jp

※封筒の表に「教員応募書類在中」と朱書きして，書留郵便に

て送付して下さい．

慶應義塾大学
理工学部・大学院理工学研究科

教員募集
募集人数・職位： 1名・教授，助教授，専任講師，助手（有期）のいずれ

か

所　　属：学部はシステムデザイン工学科，大学院は，複合システム工学
専修，空間・環境デザイン工学専修のいずれかに所属

専門分野：ハードウェアを基盤としたシステムの統合に関わる工学（例え
ば，極限環境工学，大規模構造物工学などの分野，あるいはシ

ステムの設計に関する工学）．教育面ではシステム工学，応用

力学分野等の講義を担当できる方

応募資格：博士学位取得者または着任時取得見込み者で，年齢は 45 歳以
下が望ましい

提出書類：（１）履歴書（写真貼付），（２）業績リスト，（３）論文別刷り（複
写可），（４）これまでの研究概要と今後の抱負（1500 字程度）

着任時期： 2004 年 4 月 1 日（木）
応募締め切り： 2003 年 8 月 29 日（金）必着
照 会 先：〒 223 ― 8522  横浜市港北区日吉 3 ― 14 ― 1 ／慶應義塾大学理工

学部システムデザイン工学科主任　浜田　望

電話（045）566 ― 1738 ／ E ―mail : hamada@sd.keio.ac.jp

書類提出先：封筒に朱書きで「教員応募書類在中」と明記し，上記宛に郵
送（書留）願います

学会からのお知らせ
ロボットコンテストで優秀チームを表彰

日本ロボット学会では，ロボット学とその応用に関する研究の進展と知

識の普及を図る目的で，次世代を担うロボット研究者の育成と社会への啓

蒙にも力を注いでいます．その一環として，いくつかのロボットコンテス

トを共催・協賛して賞を提供しておりますが，今回下記のコンテストが開

催され，優秀チームを表彰しましたのでここにご報告します．

〈ロボカップジャパンオープン 2003 新潟〉

当学会が共催するロボカップ 2003 が，平成 15 年 5 月 1 日～ 5日，朱鷺

メッセにて開催され，全国から 140 チーム，471 人のチームメンバーが参

加して覇を競いました．人工知能やロボット工学の研究者，学生が参加し

て過去最大の規模となると同時に，7月の世界大会へ向けての前哨戦とし

て白熱した戦いが繰り広げられました．当学会では，Nagaoka ―

Fireworks（長岡技術科学大学）およびFusion（福岡大学，福岡大学大学

院，九州大学大学院）に対し，日本ロボット学会賞を授与しました．


