岐阜大学工業倶楽部関東支部
本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と
工業の発展に寄与することを目的とします。
ニュースレター NO.5 2011 年 4 月発行

第4回総会 2011年6月12日 開催
詳細は 2 ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。
2008年6月8日岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。
3 月 11 日（金）に発生しました東日本大震災により被災された皆様、そのご家族、
ご親戚、ご友人の皆様に謹んでお見舞い申し上げるとともに 1 日も早い復興を祈念
しております。
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１．第４回総会案内
拝啓 陽春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます
関東支部は 2008 年の設立から 3 年を経過しましたが、会員各位ならびに工業倶楽部、大学の
ご支援・ご協力を賜り、順調に立ち上がって来ており厚く御礼申し上げます。
昨年の第 3 回総会では初めての役員改選が行われ支部長、事務局長退任など大幅な交代となりました。
新体制のもと役員・委員一同は更なるステップアップを目指し、魅力ある見学会(東京スカイツリー)
と講演会の開催、ニュースレターの充実、パブリックコメントへの対応などにより会員の拡大と組織の
充実を図っておりますので引き続きご支援・ご協力をお願い致します。
不幸にも 3 月 11 日に東日本大震災が発生しましたが、大震災により被災されました皆様、ご家族、ご
関係の皆様には衷心よりお見舞い申し上げるとともに 1 日も早い復興を祈念致しております。
このような厳しい状況下ではありますが、関東支部では第 4 回総会を来る 6 月 12 日に予定通り開催致
しますので以下にご案内致します。
なお、総会後の講演会には、大震災による電力不足対策としても脚光を浴びています太陽光発電の権
威者であり、岐阜大学工学部教授で昨年工業倶楽部専務理事にご就任の野々村修一先生をお招きしまし
た。
今回のご講演は関東支部会員の皆様に大いに参考になるものと確信いたしております。
さらにご参加の皆様の旧交を温めるべく懇親会を開催いたしますので、皆様には万障お繰り合わせの
上、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
敬具
２０１１年４月吉日

岐阜大学工業倶楽部 関東支部 支部長 浅野 弘

岐阜大学工業倶楽部 関東支部２０１１年度（第４回）総会・講演会・懇親会
開 催 要 領
日時

：２０１１年６月１２日（日曜日）午後１時～５時

場 所

：喜山倶楽部

（受付 １２時３０分より）

光琳の間（第１部・第２部）および飛鳥の間（第３部）

東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 日本教育会館９階
交通案内

・地下鉄都営新宿線、東京メトロ半蔵門線
「神保町」駅下車Ａ１出口から３分
・地下鉄都営三田線「神保町」駅下車Ａ８出口から５分
・地下鉄「竹橋」駅から徒歩５分
・「東京」駅北口からタクシーで１０分

次第
第１部

２０１１年度（第４回）関東支部総会
・２０１０年度活動報告
・２０１１年度活動計画
・規約改正
・その他
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岐阜大学工業倶楽部関東支部
第２部

講演会
講師：岐阜大学

大学院工学研究科 環境エネルギーシステム専攻

教授

未来型太陽光発電システム研究センター
センター長 野々村修一

氏 (電子修士５４年卒)

演題：「未来型太陽光発電研究センターの紹介と展望」
「２００９年までの世界の太陽電池の設置量が10GWを超えており、本講演では、各種太
陽電池の研究開発の状況、太陽電池システムの周辺技術およびコンソーシアムの設立等に関する動向、急速に変化
する太陽光発電分野に貢献するために岐阜大学未来型太陽光発電システム研究センターが取組んでいる研究」を御
紹介いただきます。

第３部

懇親会

立食パーティー形式で行います。

ご来賓・ご講演者、同級生・先輩・後輩、学科等、分け隔てなく歓談し、交流を図ります。

多数のご参加お待ちしています。
☆参加費、年会費について：
◆総会・講演会・懇親会参加者：８,０００円（２０１１年度年会費２，０００円を含みます）
◆上記以外の既加入者および新規加入者：２０１１年度年会費２,０００円
参加申込：下記の問い合わせ・連絡先までお問い合わせください。
別途、開催案内と参加費・年会費振込用紙を郵送します。
お問い合わせ・ご連絡先：岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長 堀尾 義矩
TEL／FAX：046-233-2370

gifu-jimu@gifu-t-kanto.com
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２．ニュース
（1）人間情報システム工学科・川﨑晴久教授
第８回産学官連携功労者表彰総務大臣賞などを受賞
2010 年 6 月 5 日

産学官連携の優れた成功事例に対して贈られる産学官連携功労者表彰として産学官

連携功労者表彰 『総務大臣賞』 を受賞されました。 （ 「ネットワーク触覚インターフェイス」の実
用化）
2010 年 11 月 1 日 人間情報システム工学科・川﨑晴久教授・毛利哲也准教授・伊藤聡准教授が、特許
「触覚インターフェイス及びその制御方法」を対象に、第 25 回小野木科学技術振興財団表彰「最優秀賞」
を受賞されました。今回、受賞関連の研究開発内容について以下の寄稿を頂きました。

産学連携による多指ハプティックインターフェイスの研究開発
岐阜大学工学部人間情報システム工学科
教授
１．

川﨑

晴久

はじめに

触覚の通信は次世代通信の大きな課題である。人間の複数の指や掌に力覚を提示できるハプティック
インターフェイス技術の確立により、ヒューマノイドロボットの遠隔操作、製造業における触感３次元
ＣＡＤ、製造現場における熟練技能の記録と伝達、医学教育における触診訓練システム、医療における
遠隔検診・治療、福祉における遠隔介護と様々な分野で応用が期待できる。これまでの通信は文字、音
声、映像など人間の視覚と聴覚の情報を社会の隅々まで行き渡らせてきたが、多指ハプティックインタ
ーフェイス HIRO1)の研究開発により、触覚通信が大きく発展すると期待できる。
本研究開発は，総務省 SCOPE 事業の支援のもと，地元中小企業（㈱丸富精工，㈱ダイニチ，イー・バ
レイ㈱，㈱テック技販

等）と連携して行われたものであり，平成 22 年 6 月には第８回産学官連携功労

者表彰総務大臣賞を受賞した。
２．

多指ハプティックインターフェイス

HIRO Ⅲ

バーチャルリアリティ（VR）環境において、ハプティックインターフェイスはリアリティを創造する
上でキィーとなるデバイスである。市販品としては、指先の１点に力覚を提示できる対向型のデバイス
が幾つかあるが、5 本の指先に力覚を提示し広範な作業領域があるものは、手の甲に機構部を装着し腕に
アーム機構を取り付ける装着型のデバイスのみである。装着型は、機構を手に硬く装着するため強い拘
束感や圧迫感を与え、かつ物体の重量感の提示ができないなど機能が十分といえない。
本研究では、こうした問題を解決するため、図 1 に示すように人間の５本の指に重量感を含めリアル
な力覚を提示する、対向型多指ハプティックインターフェイス HIRO Ⅲを開発した。アームは上腕と前
腕から構成され、合計 6 自由度ある。人間の卓上での作業にほぼ対応できるように、上腕と前腕の長さ
は各 20cm である。アームの運動により、ハンドの位置・姿勢を人間の手の位置・姿勢に追従させること
ができる。ハンドは 5 本の触覚指をもち、触覚指は根元部に内外転と前後屈の 2 自由度と中間部に前後
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屈の 1 自由度の合計 3 自由度ある。操作者は指フォルダーをつけ、ハンドと連結する。指フォルダーに
は鉄球があり、触覚指の先端にある永久磁石と連結することで、受動球関節を構成する。この受動球関
節は、人間の指とハンドの指の姿勢を調整する機能があり、異常時には操作者が指を少し強く引くこと
で着脱できるように安全性が配慮されている。また、操作者の指先力は触覚指の先端にある 3 軸力覚セ
ンサにより計測される。このため、人間の指が仮想物体と干渉があるときに、触覚指毎に力の提示がで
きる。

３.

HIRO Ⅲの特徴的技術

3.1 省配線制御回路
ハンドの掌部には、15 個のモータ、その制御のために FPGA を用いた省配線インターフェイス回路、1
5ch のモータドライバ回路、3 軸力覚センサ増幅回路からなる省配線制御回路を収納している。FPGA 基
板は、モータ PWM 出力、モータエンコーダ入力、AD ボードとの通信、メイン CPU との TCP/IP による
通信機能を実現している。従来方式では 100 本を超えるケーブルを必要としていたが、省配線制御回路
により電源ケーブルを含め 8 本と大幅に省配線化を実現している。省配線制御回路は、システム信頼度
化と力覚提示の高精度化に寄与している。
3.2

人間の感性を考慮したインターフェイス制御法

HIRO Ⅲは 21 自由度の超冗長自由度機構である。操作者が指先を少し動かしたときにアームが大きく
動くと、操作者は不安を感じる。そこで、機構の冗長性を活用して、操作する人間にとって安心を与え
る人間の感性を考慮したインターフェイス制御法を開発した。その基本は、各触覚指は独立に力制御し、
アームはハンドの可操作度とアーム変位の変化量の重み付き和を最大とする位置制御を施す。この制御
により、アームは急な運動が抑えられかつハンド可操作性が高い位置・姿勢となり、操作者は不安を感
じることなく操作ができるようになった。5 本の指先で同時に 3 次元の力制御を施した世界初のハプティ
ックインターフェイス制御である。
3.3

触覚レンダリング技術

仮想環境での物体操作では、物理法則にもとづく実時間シミュレーションを計算する触覚レンダリン
グ技術が必要である。リアリティある物体操作を可能とするため、静摩擦から動摩擦への状態遷移を含
む、物体と手の接触で生じる摩擦力と摩擦モーメントの触覚レンダリング法を開発し、仮想物体の操作
において、摩擦モーメントの提示を世界で初めて実現した。また、非線形柔軟物体の触覚レンダリング
法を研究開発し、HIRO Ⅲと統合することで、乳癌触診訓練システム（図 2 参照)の開発をした。HIRO
と VR 技術を融合した訓練システムは、医学生、看護学生等の手技の学習に役立つことが期待される。
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3.4

VR 環境技術

ハプティックインターフェイスの制御には、物体の変形や抗力計算を 1ms 程度で実現することが求め
られる。しかし柔軟物体の操作では、物体の変形や抗力計算に数十 ms オーダの計算時間を要し、さらに
通信遅延が生じる。このため、ハプティックインターフェイスの制御のために、ハプティックインター
フェイス側で中間モデルを用いて抗力計算のみを 1m 程度で実現し、物体の変形を数十 ms オーダでフル
モデルにより VR 専用計算機で処理し、ローカルネットワークを介して通信する負荷分散法 2)を開発した。
図 2 は本手法により開発中の乳癌触診シミュレーションシステムである。3D 合成装置と連結して，操
作者の手の実映像とＣＧの生体モデルが操作者の手先にあるように合成され、臨場感ある物体操作がで
きる。今後、精密な乳癌モデルを構築する計画である。

図１ 多指ハプティックインターフェ
イス HIRO III

図2

HIRO III を用いた乳癌触診訓練システム

4.今後の応用
医療・介護の分野では、ヒューマノイドロボットによる診断、手術、介護の研究が行われている。そ
の多くの場合、遠隔で人間がロボットを操作する必要がある。HIRO Ⅲは、ネットワークを介してヒュ
ーマノイドロボットを遠隔操作する応用に役立てることができる。また、触感 3 次元 CAD、熟練技能の
保存と伝承、医学における触診訓練システム等と広範囲に応用が期待できる。これらの応用の発展によ
り、触覚通信が本格化する。図３に示すように、1876 年に Graham Bell が電話の発明、1962 年に ATT が
商用通信衛星の打ち上げに成功、1992 年に

音声とビデオがインターネットで取り扱えるようになった

が、これまでは人間の聴覚と視覚の情報が通信に利用されたにすぎない。2008 年に開発された本多指ハ
プティックインターフェイスが臨場感通信の次世代を切り開くと期待している。
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嗅覚
臨場感

触覚
視覚

味覚

遠隔ロボット操作

聴覚

ＦＡＸ（静止画像）
遠隔共同作業
モールス通信電
インターネット（動画）
話

2000年代

1900年代

1800年代
図３

臨場感通信の未来

参考文献
[1] H. Kawasaki et. al., “Design and Control of Five-Fingered Haptic Interface Opposite to Human Hand, IEEE
Trans. on Robotics”, Vol. 23, No.5, pp. 909-918，2007
[2] O. Halabi et. al., “Future Haptic Scirnce Encyclopedia: Realistic Stable Haptic Interaction with Highly
Deformable Objects Using HIRO-II”, Jour. of Robotics and Mechatronics, Vol. 18, No.4, pp. 409-417, 2006

【著者紹介】（参考）
川﨑

晴久 Haruhisa Kawasaki

岐阜大学 工学部人間情報システム工学科
経歴

教授

1974年名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了，同年日本電信電話公社（現 NTT）研究員，
1988年NTT関連企業本部担当部長，1990年金沢工業大学教授，1994年岐阜大学工学部教授，
現在に至る．

専門

ロボティクス、制御工学、バーチャルリアリティ

受賞暦

2006年度文部科学大臣表彰「科学技術賞」
、2008年度日本機械学会「船井賞」受賞、2010年度
産官学連携表彰「総務大臣賞」など受賞

著書

「ロボット工学の基礎」、「ロボットハンドマニピュレーション」など
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（2） 「東京スカイツリー見学会」開催報告

平成２２年度 「見学会」を開催
平成２２年度の関東支部「見学会」を開催しました
◆

日

時

◆

東京スカイツリー：建設中

◆

参 加

者

：2010 年 12 月 3 日(金)

（東京都墨田区）

：２２名
内訳

◆

13 時～15 時

土木系 11 名、機械系 4 名、工化系 6 名、繊維系 1 名

見 学 内 容

まず最初に、事業者である「東武タワースカイツリー㈱」のインフォプラザにおいて事業の内容、タ
ワーの構造・仕様等を映像等により説明を受けました。
続いて、インフォプラザ屋上に上がり、建設中の「東京スカイツリー」の外観を間近から見学しまし
た。
さらに特別に、建設地内のタワー直下から建設中の「東京スカイツリー」外観を見学し、現在高さ５
１１ｍに達し頭上にそびえ立つスカイツリーの迫力に圧倒されました。
見学中は活発な質疑も行え、大変有意義なひと時となりました。
見学会終了後、場所を「浅草」に移して懇親会を開催し、旧交を温めるとともに親交を深めることが
でき、楽しい会となりました。
来年はさらに大勢の方が参加頂けるような見学会にしたいと考えておりますので、会員の皆様のご意
見、ご希望をお寄せ頂きたくお願い致します。
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３. 会員の声
（１） 岐阜大学を東京でのブランド化！

佐久間朋宏（’91 年工業化学卒）

諸先輩、後輩各位
桜の季節かと思いますがいかがお過しでしょうか？佐久間です。
小生のアイデンティティーは３つあります。
１つは岐阜生まれ（正確には下呂市生まれ）
、岐阜育ち（下呂、中津川、高山育ち）
、岐阜大学卒業です。
そして岐阜市の企業に就職しました。つまり岐阜をコヨナク愛し、郷土のために貢献したいと常に考え
行動しているという事です。正直言いまして、不良の小生！？は８年間かかり卒業しました。そして就
職も理系企業ではなく、当時３０人未満の広告代理店に入社しました。会社は２５０人規模に成長し、
２００８年には岐阜で２８番目の株式上場に立ち会う事ができました。また常務取締役までやらせて頂
き、経営含め多くのことを経験させて頂きました。
そのおかげで岐阜をあらゆる角度から知ることができました、また地域の活性化とは何ぞや？を常に考
えて行動してきました。
２つめは岐阜（地元）の為に東京（アジア）に行こうと４５歳で会社を退職し、何も考えず東京に行
き、地元の為にモノを売りたいとベンチャーとして起業したことです。（汗）
ただし岐阜大学、斐太高校、下呂温泉ブランドだけではなかなか東京では通用しません！そんな時岐阜
大学工業倶楽部関東支部の案内を頂き、昨年６月に急遽参加させて頂きました。先輩ばかりでしたが小
生に非常に優しく接して頂き、またさまざまな分野で活躍されている先輩がいると感じ、刺激にもなり
ました。また岐阜大学の為に何か出来ないか？と考え、ひょっとしたら後輩（８０年、９０年、００年
代の３０年間の仲間）を募り、切磋琢磨できる環境を関東支部で作る事が貢献のひとつではないかとも
考えています。堀尾事務局長のご指導の下、行動に移していければよいと思っています。
３つめは岐阜大学、岐阜県（飛騨美濃）、をブランド化するために東京、アジアで活動する事です。現
在小生は株式会社東京事務所の代表をしています。地方に本社がある企業・団体の東京事務所を代行し
ながら卸商社・販売代理をしています。現在は９社ほど請け負っています。
前職で培った広告・販売促進・広報ＰＲなども駆使しながら、地方企業の東京でのワンストップニッチ
商社を目指しています。したがって小生の活動が岐阜大工学部の伝道師になれる可能性があります。し
かし小生は理科系の職業ではありませんので、諸先輩後輩から皆様の情報頂き、伝えられる「ネタ」を
増やし、岐阜大学工学部卒を繋ぎ、インスパイヤーさせたいと思います。
勝手な事ばかり書きましたが、是非これを機会に「工業化学の佐久間」「下呂の佐久間」「モノ売りの佐
久間」を記憶して頂き、皆様のビジネスやさまざまな交流などにご一緒できれば幸いです。この３つの
軸をぶれることなくしばらくは東京中心に活動し、数年後にアジアに拠点を広げ、遠くから故郷や母校
を微力ながら支援できればと考えています。またいつかは故郷に戻り、御岳の麓で墓に入るのが今の東
京砂漠での活動でのささやかな希望です・・・。
（笑）少し暗くなりましたが、未来は自分で切り開くも
のです。仲間のいる人生はまた格別です。岐阜大学工学部の仲間もきっと格別のはずです。近くに意外
と沢山いるかもしれません。ぜひ声をかけてみて下さい！「もしかして、あんた岐阜大学やろ～！」と・・・
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（２） 長い海外勤務をひとまず終えて

近江 英家

（’74 年土木工学卒）

まず自己紹介ですが、私は、1974 年（S49 年）に土木工学科をなんとか卒業し、当時海外工事に積極
的だった㈱大林組に就職いたしました。3 年間名古屋支店管轄の現場に配属され、4 年目に一年間、海外
工事のための「海外プロジェクトの進め方、諸外国事情など」に関する研修を静岡県富士宮市の旧建設
省の研修所で受けました。
それから海外勤務が始まります。成田空港開港の年、1978 年 6 月から昨年 2010 年 7 月まで、その間、
数回短期の国内勤務を経験しましたが、海外勤務は 6 ヶ国、トータルで約 28 年になります。その内訳は、
汚水処理場工事、埋立工事、地下鉄工事２工区のシンガポール 9 年 7 ヶ月、橋梁・インターチェンジ工
事のタイ 2 年、橋長 1410m の橋梁工事のバングラディシュ 1 年 10 ヶ月、国道の中小橋 48 か所の架替
え工事、73km の国道改良工事他のラオス 7 年 10 ヶ月、橋長 3084m の大橋梁工事のベトナム 2 年 2 ヶ
月、路線延長 5.4km のモノレール工事のドバイ 4 年 8 ヶ月などです。すべて現場勤務ですが、その内 16
年間、幸いにも所長を務めさせていただきました。
シンガポール時代は、とにかく海外工事の「いろは」を上司から徹底的に叩き込まれ、油断のならな
いシンガポーリアンから商売の「しょの字」を学び、タイ時代は国内でも施工例の少ない、技術的に非
常に難しい営業線の鉄道橋の建設に中心的に携わり、技術屋としての自信がつきました。バングラ時代
は、所長は営業に回ったため、副所長だった私に現場の施工管理全般を任せていただき、自然条件にも
恵まれたおかげで 1 年 10 ヶ月の従事期間で進捗率が 84%まで進みました。バングラディシュという国は、
あまり日本には知られておりませんが、｢貧困とは、こういうことなのだ。｣と即、理解できるほど生存
競争の激しい貧しい国です。あらゆるところにヒト・ヒト・ヒトがいます。その視線が我々外国人の背
中に突き刺さって痛く感じられるほど、
「生きてゆくことがどれほど厳しいことなのか」ということを教
えてくれます。
この厳しさから一転して、
「ゆるい」ラオスに転勤になりました。当時のラオスは当社の土木工事とし
ては初めて進出する国でしたので、何もないラオスで生活用品を買い入れるところから工事を始めまし
た。首都ビエンチャンのデパート代わりの何でも揃う「朝市」に行き、茶碗、箸、鍋などを自分で揃え
たことを覚えています。私にとって幸運だったのは、日本料理のレストランでもやれるほどの腕前の賄
婦のオバチャンに巡り会えたことです。見知らぬ国で生活して工事を進めて行く上で一番大事なことは、
「安心して食べられる」ことでしたが、そればかりでなく「美味しさ」がこのオバチャンのおかげで更
に加わり、当時ラオスの日本人の間では、大林の宿舎に行けば美味しい日本料理が食べられるというほ
ど評判になりました。
幕末の日本に入り込んできた西洋人が日本・日本人について「貧しいけれど貧困ではない」と記録し
ていますが、同じようなことをラオス人にも感じさせられました。
「人を遇すること」にたけていて、我々
はラオス人と接すると何故かホッとして非常に癒されます。仏教国だからというだけではなく、優しい
民族性によるのかもしれません。従って日本の援助工事でしたが、安心して工事を進めることができま
した。
次に隣国・ベトナムの首都ハノイに行きました。ラオスとベトナムの間にアンナン山脈というこの両
国の違いをはっきり分けている山々があります。ラオス人はタイ人とほぼ同じ民族ですが、ベトナム人
は「京（キン）族」という中華系の人々が主流です。カンボジアを含めて 3 国がかつてフランスの植民
地になっていますが、この 3 国はそれぞれ民族が違います。ハノイは日本から眺めますと東南アジアに
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属し、同じ熱帯気候だろうと思われますが、実は違っていて非常に住みにくいところです。冬もあり最
低気温は 6℃ぐらいまで下がり、身体の芯まで寒くなる「シトシト雨」が降るかと思えば、5 月の最高気
温は 45℃ぐらいまで上がり、湿度は一年を通して 90%を超えていますし、青空は一年で数日しか見るこ
とができません。人々はさすがにアメリカに負けなかっただけのしぶとさとしたたかさはあるように感
じられました。
それから帰国後しばらくして｢沸騰都市ドバイ｣に行くことになりました。2005 年秋に、ドバイの大開
発の象徴的で、ヤシの木をモチーフにした人工島・パームジュメイラの中心線を貫く路線に日本のモノ
レールを走らせるプロジェクトを担当することになりました。凄まじい急激な開発でしたが、2008 年 9
月に起こった世界金融危機の発端の「リーマンショック」により、見事に壊滅状態になりました。石油・
ガスに依存できない経済では、一撃でした。そんな状況下でも無事工事は終わり、2009 年 4 月末にモノ
レールは営業開始しております。しかし、この突然の出来事により、お金の回収に開通から 1 年半を要
しました。
2006～8 年のドバイの沸騰ぶりは NHK でも放映され、その時期は「いつまでこの状況が続くのだろ
う、いつバブルがはじけるのだろう」とドバイを訪れた人々は口をそろえて疑問を投げかけていました。
その後すぐ、
「盛者必衰」を目の当たりにすることになったのです。ドバイの勢いはたった 3，4 年であ
まりにも早すぎました。開発を急ぎ過ぎた結果です。その雰囲気を一部醸し出しているのが下の写真で
す。実際も非常に美しい高級リゾートの観光地、避寒地パームジュメイラです。

【上に写っている島全体と高級ホテルのグランドオープニングのために約 25 億円かけて、
超美しい華やかな花火をリーマンショック後の 2008 年 11 月 20 日に上げました。】
以上勤務した各国の特徴的なことを紹介させていただきました。その間、もちろん苦しいことはいく
らでもありましたが、それ以上に自分を満足させてくれる、やりがいのあるいろいろなことを経験させ
ていただき、長い間続けることができました。今は、私にそれらをさせていただいた国内外におられる
すべての方々に心から感謝しております。
しばらく充電してまた、新たな海外貢献に微力ながら参画できることを願っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

（了）
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４．工学部研究室紹介
岐阜大学 産官学融合本部から、産官学連携促進のため研究紹介冊子
｢ＳＥＥＤＳ ２０１０｣が発行されています。下記はその抜粋です。
下記の URL から、全文のｐｄｆがダウンロードできます。
http://www.yugo-gifu.jp/research/index.html
http://gifu-t-kanto.com/download.aspx
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岐阜大学から発信される情報を覗いてみよう
岐阜大学ホームページ(http://www.gifu-u.ac.jp/)からアクセスしてみよう。
関東支部ホームページ(http://gifu-t-kanto.com/)の「リンク」からも入れます。
（以下はほんの一部ですが紹介します）
学報
「岐阜大学学報」

「広報・報道」欄の
「広報誌・刊行物」

「大学案内」

岐
広報誌
「岐大のいぶき」

「学部」欄の
「工学部」

「学部・大学院」

阜
「

大

工学部トピックス

工学部オリジナルサイト」

「お知らせ」

工学部新着

「学科のご案内」

※へ

「イベント」
「

学

工学部ニュース
匠

電子広報」

工学部
翔
（電子広報誌）

「工学部のご案内」

ホ
メデイアへの掲載

「プロジェクト研究センター」

「金型創生技術研究センター」

｜

研究室から 大学は今
（岐阜新聞より転載）

「未来型太陽光発電システム
研究センター」

目で見る岐阜大学
工学部（動画です）

ム
※より
「人間情報システム工学科」

ぺ
「研究・産官学連携」

「大講座の紹介」

「産官学連携」欄の「産官学
融合本部（別サイト）」

｜
「研究シーズ」

「G－NICE」

ジ

「地域交流協力会」
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「ニュースレター
の発刊」

川崎・毛利研究室
岐阜大学教員無料出前
講座“the 学”
など行事案内多数

WEB 版「さんかんがく 」
「シーズ集 」
「ニュースレター
G－NICE」
「協力会
ニュースレター」
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６. 寄付のお願い
関東支部の今後のさまざまな活動を支えていくために、基金の充実が肝要なのはいうまでもありませ
ん。現在、岐阜大学工業倶楽部の支援金と会員の会費のみで運営されています。資料の印刷、配送等役
員、委員による多大な尽力に負うところが大きいです。
寄付に対する制約はございません。卒業（修了）在籍最終年 学部・研究科 ご連絡先をご記入の上、
gtk-jimu@gifu-t-kanto.com までご連絡くださるようお願いいたします。

７. 編集後記
ニュースレターNO.5 を発行いたします。まだ不備な点が多々あると思いますのでご意見いただけた
らと思います。今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。
私は、小さい時からロボットに興味を持っていました。
小学生 6 年の時、私は木製のロボットを作って恒例の朝礼で発表しました。
ちなみに我が家の愛犬ペキニーズの名前は’アトム’です。
日本のロボット技術は、世界から注目されています。asimo に代表される二足歩行ロボット、パオに
代表される介護ロボット、おもちゃの世界でも i-SOBOT 等が販売されています。
工業用ロボットは、多く利用されていますが少し違ったジャンルです。
日本では、大学、企業等での開発は盛んですが、製品化された成功例は少ないといわれています。
大阪大学の石黒浩教授のアンドロイドは、ハリウッド映画にも登場しました。東京工業大学の広瀬茂
男教授は多数のヘビ型ロボットを開発しています。東京大学の石川正俊教授は、超高速知能システム
として本読みとり（ブックフリッピングスキャニング）ロボット、ボール打ち返しロボット等を開発
しています。
軍事用ロボットへの転用を目指して各国が情報収集したり資金提供したりしている例もあるようで
す。アフガニスタンでは飛行ロボット 7000 台、地上ロボット 12000 台が配備され実戦で使われている
そうです。攻撃型飛行ロボットはアメリカの空軍基地で遠隔制御され爆撃等の攻撃をしているそうで
す。
日本でも販売されている掃除用ロボットルンバを開発販売している米国のｉROBOT 社のような企業
が出現するのを期待したいです。ルンバの販売累計は 500 万台、ｉROBOT 社の 2010 年度の売り上げは、
4 億ドルに迫る勢いで規模はケタ違いです。これほどの成功を収めている企業は日本にはありません。
福島第１原子力発電所の事故処理のため、フランス、アメリカ、ドイツが無人ロボットを提供する
そうです。今後に期待したいです。
（野田記）
2010年4月発行
発行：岐阜大学工業倶楽部関東支部
Email： gtk-jimu@gifu-t-kanto.com
ホームページ：http://gifu-t-kanto.com/
編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報編集委員会
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