
 「ＭＥＭＳ，ロボット，ＩＴの新潮流を探る」 
立命館大学出身の科学技術者からの研究報告会 

 
 
２００８年 ９月１９日 金曜日   
講演会 １３：００～１７：３０ ローム記念館５階大ホール 
懇親会 １７：３０～１９：３０ ローム記念館３階レセプションホール 
主催 立命館大学 MEMS，IT，Robotics 政策的重点拠点形成プログラム 
 

研究報告会概要 

13:00~13:10 はじめに 川村貞夫（理工学部ロボティクス学科教授）  
 
 １９９４年のＢＫＣ開学以来の歴史的な写真をもとに，これまでの理工

学分野の発展の経緯を説明した．今後の日本社会においては，博士号取得

は例外的ではなく，大学教員のみならず企業人としても必要となっている．

特に，博士課程在学中は，特定の専門分野のみを研究して，一定の能力を

養い，その後は横断的に他の分野にも活動を展開する人が増えると予想さ

れる． 

第１セッション  司会 山口秀樹 （情報理工学部知能情報学科 助教） 

司会者紹介 
２００５年 立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 

博士論文「色モード境界輝度による空間の明るさ感評価に関する研究」  
人間の視覚情報処理メカニズムを考慮した視環境の定量的評価に関する研究に従事．その成果を活用し

た産学連携にも積極的に取り組んでおり，人間の感覚に合致する評価方法および視環境の提案を行って

いる．ＨＰアドレス http://www.hvcs.ci.ritsumei.ac.jp/
 
13:10～13:40 講演１  
和田隆広（香川大学工学部知能機械システム工学科 准教授） 
「人間感覚特性のモデリングと機械システムの運動制御への応用」 

 

講師紹介 

１９９４年３月 機械工学科卒業（衣笠 後の年） 

１９９４年４月（ＢＫＣスタート） 情報システム学専攻修士課程 

１９９９年３月 立命館大学大学院理工学研究科 
総合理工学専攻博士課程修了（博士（工学）取得） 

博士論文「伸縮柔軟物体のモデリングとハンドリング」 
１９９９年４月～ 立命館大学ロボティクス学科 助手 

２０００年４月～ 香川大学工学部助手 

２００３年４月～ 香川大学工学部知能機械システム工学科 准教授 

http://www.hvcs.ci.ritsumei.ac.jp/


 

講演概要 

企業からの受託研究テーマによって，学費と給料を得て，経済的な困窮を打破し，靴下の自動生産シ

ステムの試作機の開発とその方法を普遍化した伸縮柔軟物体のモデリングとハンドリング手法を確立し

た．現在の研究テーマとして，自動車運転における衝突回避のために，人間の目の感覚量をモデル化す

ることから，人間にとって不安感の少ない自動ブレーキングシステムの開発に成功した．この結果は自

動車会社の研究者からも注目され，２００８年の第５８回自動車技術会の論文賞も得た． 

ＨＰアドレス http://www.eng.kagawa-u.ac.jp/~wada/

 

 

 

 

 

13:40～14:10 講演２  

松林淳子（(独）情報通信機構 未来ICT研究センター）  

「脳磁図計測による脳機能解明～脳が自律的に意識内容を選択する仕組みの解明へ向けて～」  

 

講師紹介  

２００６年 立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学））  

博士論文「動作時の意志と予期に関する神経生理学的メカニズムの解明」  

２００６年～２００８年 東京大学医学部付属病院精神神経科 リサーチレジデント  

２００８年～独立行政法人 情報通信研究機構  

第一研究部門 神戸研究所未来ICT研究センター バイオICTグループ 専攻研究員  

 

講演概要  

飛び級入学で大学院前期課程に入学後，人間工学研究室で研究を開始した．博士論文研究では，産業総

合技術研究所の脳磁図を利用して，運動前後の皮質神経活動を計測し，動作意志や予期との神経生理学

的な関連を示した．その後，東大病院精神科では，同じく脳磁図を利用して，精神疾患の病態解明や臨

床指標の開発に向けた研究に従事した（脳磁図信号の個人差解明に向けた研究がBrain Researchに掲載

予定）．現在は，意識の根底に迫るべく，脳磁図を利用した両眼視野闘争中の知覚意識の切り替わりと

その神経生理学的メカニズムの解明の研究に従事している．即戦力の研究が望まれる昨今，基礎研究に

従事できるところは少ないが，依然として曖昧模糊としている脳を，工学的なモデルに組み入れるため

には，一度基礎研究に従事し，その本質を追究するのも１つのアプローチであると考える． 

ＨＰアドレス http://www-karc.nict.go.jp/w131104/index.html
  

 

 

 

 

 

 

http://www.eng.kagawa-u.ac.jp/%7Ewada/
http://www-karc.nict.go.jp/w131104/index.html


第２セッション 司会 植村充典（理工学部ロボティクス学科 助教） 

司会者紹介 

２００８年 立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 
博士論文「適応的剛性調節を用いたロボットシステムの省エネルギ制御法」 

２００８年 4 月 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 助教 

 ロボットや生体が周期運動を行う場合，重力や弾性要素にポテンシャルエネルギーを蓄積し，運動エ

ネルギへ回生することが効率的である．このような省エネルギシステムの理論的・実験的研究を行って

いる．   ＨＰアドレス http://muemr.blog83.fc2.com/

 

14:10～14:40 講演３  

木野 仁 （福岡工業大学工学部知能機械工学科 准教授） 

「運動生理仮説に基づく筋内力制御」 

講師紹介 
１９９６年４月 立命館大学大学院 理工学研究科  

総合理工学専攻 博士課程入学  

１９９７年３月 同 退学  

１９９７年４月 滋賀医科大学医学部マルチメディアセンタ 教務職員   

２０００年７月７日 博士（工学）（立命館大学） 

博士論文 「パラレルワイヤ駆動システムにおける運動性能に関する研究」  

２００１年４月 福岡工業大学工学部知能機械工学科 講師  

２００３年４月 同 助教授  

講演概要 
 パラレルワイヤ駆動関係の研究に関して，博士論文当時の研究内容から，現在の腱駆動ロボットや人

間のバイオメカニクス研究が，自然な形で繋がっている．周囲の反対を押し切って，博士課程に進学し，

大学教授を目指した．立命館大学，大学院，滋賀医科大学の経験が，現在の教育と研究に生かされてい

る．他人に認められる３つの要素は，「実力」「実績」「肩書き」であり，博士号取得は「肩書き」として

も重要である．大学院で学ぶことは未来への投資であり，今すぐに利益を得るものではないが，将来に

大きな利益をもたらす． 
ＨＰアドレス http://www.fit.ac.jp/~kino/

 
14:40～15:10 講演４  
谷口祥平（松下電工電器事業本部 電器 R&D センター） 
「松下電工の健康機器開発」 
 

講師紹介 

２００４年３月立命館大学大学院 理工学研究科 

情報システム学専攻 博士前期課程終了  

２００４年４月松下電工株式会社入社  

２００４年１０月～２００７年３月 

立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 

博士論文「他動的運動を用いた身体運動の動力学解析」 

http://muemr.blog83.fc2.com/
http://www.fit.ac.jp/%7Ekino/


講演概要 

松下電工は心と体と暮らしが生き生きする「ウエルネス家電」を形にして提案する．博士論文研究内

容である他動的運動による身体のトルク解析を行い，ロボティクス技術を応用した身体運動の動力学解

析の研究をおこなった．松下電工入社後は，ロボティクス技術を応用したマッサージ椅子の制御技術の

研究開発を担当した．博士号取得後，1年間マッサージ椅子の商品開発業務を経験し， 2008 年 8 月ロボ

ティクス技術を応用し，初めて力制御を導入したマッサージ椅子「リアルプロ」を発売した．今後も，

ロボティクス技術を応用した家電の研究開発を継続する．社会人入学で，大学院で研究することは，仕

事と大学院の両立が難しい面もあるが，チャンスがあれば若いうちに挑戦することをお勧めする．  

ＨＰアドレス http://panasonic.jp/massage_chair/
 
 
 
 
 

第３セッション 司会 柴田瑞穂（理工学部ロボティクス学科 助教） 

司会者紹介 

２００６年 ３月 立命館大学 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程 満期退学．  

同年 12 月 博士（工学） 

博士論文「ソフトインターフェースを介した動的な物体操作に関する研究」 

２００７年 ４月 立命館大学 助手 

２００８年 ４月 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 助教 

布地等の柔軟物体のモデリングやハンドリングは，ロボティクスの未解決問題である．柔軟物体の科

学技術からセンサーフィードバックによる運動制御および水中ロボットの運動制御へ研究を展開してい

る． 

ＨＰアドレス http://greenhand.web.infoseek.co.jp/school/index-j.html

 

 

 

 

15:20～15:50 講演５  

田原健二（九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授） 

「ロボティクスによる人間の運動知能の獲得と実現」 

 

講師紹介 

２００３年 ３月立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程 修了（博士（工学）） 

２００３年 ４月～２００７年 ３月 独立行政法人理化学研究所 BMC 研究センター  

環境適応ロボットシステム研究チーム 研究員 

２００５年４月～現在 九州大学大学院 システム情報科学研究院 特任准教授  
２００６年，２００７年連続して，IEEE International Conference Robotics and Automation Best 
Manipulation Paper Award の Finalist として表彰等の受賞 
 

http://panasonic.jp/massage_chair/
http://greenhand.web.infoseek.co.jp/school/index-j.html


講演概要 

 大学院修士１年時の８月から９月にかけて，香港の中文大学の劉教授の研究室に滞在して，まわりの

院生が世界を相手に動き出そうしている姿に刺激を受けて，博士課程進学を決意した．博士論文では２

指によるピンチングの運動制御の研究に取り組んだ．理化学研究所では，リーマンと呼ばれるロボット

の実装化にも貢献した．現在は，転がり接触を力学的にモデル化した指のセンサーフィードバック制御，

運動学習理論を研究している． 

ＨＰアドレス http://www.ssp.isee.kyushu-u.ac.jp/~tahara/index_j.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:50～16:20 講演６  
井上貴浩（岡山県立大学情報工学部スポーツシステム工学科 助教） 
「巧みさの力学と制御」 

 

講師紹介 

２００２年大阪工業大学工学部機械工学科卒業． 

２００６年９月立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 

博士論文「Study on Soft-fingered Handling via Minimum dof Robotic hand for Robust Manipulation」 

２００７年岡山県立大学情報工学部スポーツシステム工学科助教 

この間，２００５年，２００６年連続して，IEEE International Conference Robotics and Automation Best 
Manipulation Paper Award の Finalist として表彰を受ける．また，2005年 IEEE関西支部学生研究奨励賞．

2007 年ロボティクスシンポジア 優秀論文賞．計測自動制御学会 SI 部門研究奨励賞．2008 年日本ロボ

ット学会論文賞，日本ロボット学会研究奨励賞等を受賞 
 

講演概要 

 在日韓国人２世として生まれ，立命館大学大学院で博士号を取得するまでに，他の複数の大学での学

習および企業で勤務を経ている．現在，岡山県立大学情報工学部で，環境のよいところで，思う存分研

究ができる．柔軟指によるハンドリング，柔軟物体のモデリングの研究に従事している．バイオメカニ

クスに基礎を置いた操り動作の研究に興味を持つ． 

ＨＰアドレス http://www010.upp.so-net.ne.jp/gr018026/

 

 

 

 

 

http://www.ssp.isee.kyushu-u.ac.jp/%7Etahara/index_j.html
http://www010.upp.so-net.ne.jp/gr018026/


第４セッション 司会 DAO Viet Dzung（総合理工学研究機構 講師） 

司会者紹介 

１９９７年６月:ベトナム ハノイ工科大学 機械工学科  

博士前期課程 機械工学専攻 修了 

２００３年３月：立命館大学 理工学研究科 総合理工学専攻 

博士課程修了 博士（工学） 

博士学位論文名：  

「シリコンピエゾ抵抗型６軸マイクロ力―モメントセンサと流体力学への応用に関する研究」 

現在は，マイクロマシニング技術による、マイクロ機械量センサ・アクチュエータの製作プロセスおよ

びデバイスに関する研究開発に従事．たとえば，６軸力・モメントセンサ，加速度センサ，３軸角速度

センサ，マイクロアクチュエータ等を開発している． 

ＨＰアドレス http://www.ritsumei.ac.jp/se/~sugiyama/index.html

 

 

 

 

 

 

 

16:20～16:50 講演７  

與田光宏 
（エプソン 生産技術開発本部 先端技術開発センター） 

「エプソンにおける MEMS 技術」 

 

講師紹介 

１９９３年機械工学科入学（衣笠キャンパス 後の学年） 

２００２年３月 立命館大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 

小西研究室 1 期生 

博士論文「MEMS 技術を用いた音響境界の高機能化に関する研究」 

２００２年４月 セイコーエプソン入社  

生産技術開発本部  先端技術開発センター勤務 

 

講演概要 

 ＭＥＭＳ研究室の１期生として，ＭＥＭＳ設備を立ち上げた．採択率１６％という IEEE のＭＥＭＳ国

際会議に採択され，ドイツまで行って会議に参加した．そこで，世界のトップ研究者が精力的に研究発

表をしている姿をみて，博士課程進学を決意した．特に，研究室では１０年後ではなく５年後の自分の

イメージを持つ重要性を学んだ．ＭＥＭＳ設計においては，実装，ソフト開発，製造プロセス，光学設

計，デザイン，駆動制御，回路設計等々の総合的な研究開発力が問われている．これらの分野を連携調

整する能力が今後極めて重要になる． 

ＨＰアドレス http://www.epson.jp/

 

http://www.ritsumei.ac.jp/se/%7Esugiyama/index.html
http://www.epson.jp/


16:50～17:20 講演８  

佐々木昌 

（オムロン 技術本部 コアテクノロジーセンター） 

「オムロンの MEMS と将来展望」 

 

講師紹介 

１９９３年４月 オムロン入社 

２００４年４月 立命館大学大学院 理工学研究科  

総合理工学専攻 入学 

２００７年４月立命館大学大学院 理工学研究科 

総合理工学専攻 博士課程修了（博士（工学）） 

学位論文「サーモパイルを用いた熱式 MEMS フローセンサに関する研究」 

オムロン(株)技術本部 コアテクノロジーセンタ 技術専門職 MEMS デバイスの研究開発に従事 

 
講演概要 
 オムロンでは修士号は当然になりつつあり，専門家としては博士号となる．ソフトウエアが専門であ

ったが，ＭＥＭＳのハードを手がけることになった．これは，時間や努力を消耗したのではなく，ハー

ドとソフトの両方の知識と経験で，今後自動車や家電製品に必要となるスマートシステム開発に強力な

能力となっている．今後は，ＭＥＭＳが様々な工業製品に応用される時期にきている．   
ＨＰアドレス http://www.omron.co.jp/r_d/technavi/mems/
 
 
17:20～17:30 おわりに 鳥山寿之（理工学部マイクロ機械システム工学科 教授） 
本学大学院で博士学位を取得し，大学，公的研究機関や民間

企業の第一線の研究開発現場で活躍する OBの皆様が参集した

研究会を無事開催できたことをうれしく思う．研究会を企画立

案した川村先生や司会進行の山口先生，柴田先生，植村先生，

ダオ先生のご苦労に感謝する．OB の皆さんが，いかに自分の

人生を切り開いているかが，ひしひしと伝わってきた．OB の

皆さんの日ごろの努力が結実し，それぞれの志す道を歩まれて

いると感じた．さらに，指導教員の皆様の常日頃の教育に対す

る情熱が OB の皆さんを支えているとも感じた． 
 本研究会は OB の皆さんに，何故博士課程に進学したか？研究の内容はどうか？といったことをざっ

くばらんに，お伺いするための研究会を目指した．皆さんの現在の研究内容や研究に対する熱い思が，

はっきり分かった．一方，博士課程進学に対する動機はばらばらで，必ずしも画一的でなかったように

思う．しかし，大切なことは一致していた．それは、進学時に自らの人生を自らの力で切り開いてゆこ

うとする強い気持ちである． 
 OB の皆さんが社会の現場で活躍することが、本学のブランドを形成するといっても過言でない．その

意味で、本日は皆さんのご活躍に感動した．また、皆さんと指導の先生方との強い絆も十分感じ取れた．

OB が活躍する雰囲気と伝統は、研究会に参加した博士課程進学を志す学生諸君にとって大いに参考にな

ったと思う． 後に、OB の皆さんのますますのご活躍とご健康を祈念して、閉会のご挨拶とする． 
 

http://www.omron.co.jp/r_d/technavi/mems/


17:30～19:30 懇親会  
懇親会 挨拶 川村貞夫 

 

 講師・司会者の皆さんに感謝する．当初の予定より

も１時間もオーバーしてしまい，全体の司会役として，

予定時間を厳守できなかったことをお詫びする．しか

し，各講師の話の中には，極めて多くの示唆があり，

学生と教員の双方にとって重要と思われたので，講師

の方々のお話の全体を，是非お聞きしたいと思ったこ

とも事実である．このような機会を，また企画したい

と思う． 

 

 この後，講師，司会者，教員，学部４回生，大学院生が，ビールを飲みながら，先端科学技術に関す

る情報の交換，進路の決め方，今後の日本の社会，思い出話，自社製品の売り込み？等で，盛り上がっ

た． 

  

 

 

 


