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メンバー（2011 年 4月 19 日現在）
チェアマン：淺間　一（東京大学）
アンカーマン：中村仁彦 （東京大学）
浅田　稔 ( 大阪大学），池内克史（東京大学），生田幸士（東京大学），
井上博允（東京大学名誉教授），上坂　充（東京大学），梅谷陽二（東
京工業大学名誉教授），大隅　久（中央大学），加賀美聡（産業技術
総合研究所），神永　拓（東京大学），川妻伸二（日本原子力研究開
発機構），川村貞夫（立命館大学），國吉康夫（東京大学），熊谷正朗
（東北学院大学），黒木義博（トヨタ自動車），黒田洋司（明治大学），
神徳徹雄（産業技術総合研究所），小菅一弘（東北大学），小平紀生（三
菱電機），小栁栄次（千葉工業大学），佐藤知正（東京大学），妻木勇
一（山形大学），高野　渉（東京大学），多田隈理一郎（山形大学），
田所　諭（東北大学），中内　靖（筑波大学），永谷圭司（東北大学），
西田信一郎（宇宙航空研究開発機構），平井成興（千葉工業大学），
比留川博久（産業技術総合研究所），広瀬茂男（東京工業大学），福
田敏男（名古屋大学），松野文俊（京都大学），水内郁夫（東京農工大），
向殿政男（明治大学），油田信一（筑波大学），吉田和哉（東北大学）
（この他に氏名を公表していないメンバーもいます）

「対災害ロボティクス・タスクフォース」とは、東日
本大震災と福島原子力災害からの復旧・復興にむけて
ロボット技術を有効に利用するための技術上の問題、
適用と運用の方策などについて情報交換、意見交換す
るために集まった有志の会である。日本のロボット技
術関連の各種学術団体、日本学術会議、産業界などと
も連携する、超学会組織である。

The Robotics Task Force for Anti-Disaster (ROBOTAD) is a 
community of volunteers who gather to exchange and 
discuss the issues of technology, application, and 
management to utilize robotics toward recovery from the 
Great East Japan Earthquake and the Fukushima Nuclear 
Power Plant Disaster. The ROBOTAD is a hyper-academic 
organization and tightly liaises with academic societies, the 
Science Council of Japan, and the industry. The ROBOTAD 
is chaired by Professor Hajime Asama, the University of 
Tokyo. 

対災害ロボティクス・タスクフォース
WWW:  http://roboticstaskforce.wordpress.com
Twitter:  @roboticsTF
e-mail: roboticstaskforce@ynl.t.u-tokyo.ac.jp

特定非営利法人国際レスキューシステム研究機構
WWW: http://www.rescuesystem.org
 川崎オフィス
　　　　　　TEL:044-542-1036/FAX:044-542-1061
神戸ラボラトリー
　　　　　　TEL:078-641-2840/FAX:078-641-2841

対災害ロボティクス・タスクフォース 会場案内

地下鉄

    東京メトロ　東大前駅（南北線） 徒歩 1分

    東京メトロ　根津駅（千代田線） 徒歩 8分

都バス

    御茶ノ水駅（JR 中央線、総武線）より

      茶 51 駒込駅南口又は東 43 荒川土手操車所前行

      東大（農学部前バス停）下車徒歩 1分

対災害ロボティクス ・ タスクフォース

公開シンポジウム

震災復興にむけて

ロボット技術のいま

２０１１年５月２日 （月）

１４ ： ００−１６ ： ００

東京大学　弥生講堂一条ホール

主催 ： 対災害ロボティクス ・ タスクフォース

共催 ： 特定非営利法人国際レスキューシステム研究機構

 一般社団法人日本ロボット学会

協力 ： 一般社団法人日本機械学会ロボティクス ・ メカトロ

 ニクス部門

 公益社団法人計測自動制御学会システム ・ インテグ

 レーション部門

 システム制御情報学会

 IEEE Robotics and Automation Society, Japan Chapter

 IFToMM, Japan Council

「対災害ロボティクス ・ タスクフォース」 は， 東日本大震

災と福島原子力災害からの復旧 ・ 復興にむけてロボット

技術を有効に利用するための技術上の問題， 適用と運

用の方策などについて情報交換， 意見交換するために

集まった有志の会です． 日本のロボット技術関連の各

種学術団体， 日本学術会議， 産業界などと広く連携

する超学会組織として活動しています．

チェアマン　淺間　一

東日本大震災により被災された方々およびそのご家族

の皆様には， 心よりお見舞い申し上げます．

ロボット技術に関連する科学者 ・ 研究者 ・ 技術者が，

東日本大震災およびそれに伴う福島原子力災害に対し

てロボット技術を適用し， 災害対策 ・ 復旧 ・ 復興に貢

献したい， という強い思いのもと， ロボット技術関連の

学術団体や産業界と連携し， 対災害ロボティクス ・ タス

クフォース（ROBOTAD）を設立いたしました． 災害対応・

普及の現場においては， 人では困難な作業が多く， ロ

ボット技術の導入が不可欠であります． 本シンポジウム

では， これまでの ROBOTAD の取り組みや， ロボット

技術の現場投入実績などについてご紹介するとともに，

課題や今後の取り組みに関する議論を行います．

対災害ロボティクス ・ タスクフォース
WWW:  http://roboticstaskforce.wordpress.com
Twitter:  roboticsTF
e-mail:  roboticstaskforce@ynl.t.u-tokyo.ac.jp

特定非営利法人国際レスキューシステム研究機構
WWW:  http://www.rescuesystem.org
TEL: 078-641-2840
FAX: 078-641-2841

ごあいさつ

対災害ロボティクス・タスクフォース

会場案内

地下鉄

    東京メトロ　東大前駅 （南北線） 徒歩 1 分

    東京メトロ　根津駅 （千代田線） 徒歩 8 分

都バス

    御茶ノ水駅 （JR 中央線、 総武線） より

      茶 51 駒込駅南口又は東 43 荒川土手操車所前行

      東大 （農学部前バス停） 下車徒歩 1 分
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わが国には災害対策にかかわるロボット技術の研究開
発の蓄積がある．また，わが国のロボット技術関連学
術団体は世界の災害対策に関わるロボット技術にも深
く関与しており，世界の研究開発機関との密接な協力
体制も築いてきた．東日本大震災およびそれに伴う福
島原子力災害の対策措置および復旧・復興に対しても，
活用可能なロボット技術は数多く存在する．そこで，
東日本大震災と福島原子力災害への対策およびそれか
らの復興に対して国内外のロボット技術を早急に役立
てるべく，日本ロボット技術関連団体は，最先端のロ
ボット技術とそれに関与する科学者・技術者を総動員
し，日本学術会議および産業界と連携しながら *1，動
作環境やミッションに応じた最適なロボット技術の提
供，現場での補強，改造も含めた導入・運用における
実働支援，そのための技術情報の発信を，迅速かつ積
極的に行う．

１４：００～１４：０５
開会のご挨拶

チェアマン　淺間　一

１４：０５～１４：２５
対災害ロボティクス・タスクフォースの活動

淺間　一

１４：２５～１４：４５
NPO国際レスキューシステム研究機構の活動

田所　諭

１４：４５～１４：５５
休憩

１４：５５～１５：１５
津波被害地域でのロボット技術と活動

松野文俊

１５：１５～１５：３５
原発復旧作業のリモートコントロール化

比留川博久

１５：３５～１５：５５
パネルディスカッション

司会：中村仁彦

１５：５５～１６：００
閉会のご挨拶

アンカーマン　中村仁彦

淺間　一　（東京大学）

田所　諭　（東北大学）

松野文俊　（京都大学）

比留川博久（産業技術総合研究所）

中村仁彦（東京大学）

プログラムごあいさつ 講演者紹介

東日本大震災およびそれに伴う福島原
子力災害に対する日本のロボット技術

の適用に関する声明（抜粋）

対災害ロボティクス ・ タスクフォースメンバー
（2011 年 4 月 29 日現在）

チェアマン ： 淺間　一 （東京大学）

アンカーマン ： 中村仁彦 （東京大学）

浅田　稔 ( 大阪大学）， 池内克史 （東京大学）， 生田幸士 （東京大学），

井上博允 （東京大学名誉教授）， 上坂　充 （東京大学）， 梅谷陽二 （東

京工業大学名誉教授）， 大隅　久 （中央大学）， 加賀美聡 （産業技術総

合研究所），神永　拓 （東京大学），川妻伸二 （日本原子力研究開発機構），

川村貞夫 （立命館大学），工藤久明 （東京大学），國吉康夫 （東京大学），

熊谷正朗 （東北学院大学）， 黒木義博 （トヨタ自動車）， 黒田洋司 （明治

大学）， 神徳徹雄 （産業技術総合研究所）， 小菅一弘 （東北大学）， 小

平紀生 （三菱電機），小栁栄次 （千葉工業大学），佐藤知正 （東京大学），

妻木勇一 （山形大学），高野　渉 （東京大学），多田隈理一郎 （山形大学），

田所　諭 （東北大学）， 中内　靖 （筑波大学）， 永谷圭司 （東北大学），

西田信一郎 （宇宙航空研究開発機構）， 平井成興 （千葉工業大学）， 比

留川博久 （産業技術総合研究所）， 広瀬茂男 （東京工業大学）， 福田敏

男 （名古屋大学）， 松野文俊 （京都大学）， 水内郁夫 （東京農工大），

向殿政男 （明治大学），油田信一 （筑波大学），，横小路泰義 （神戸大学），

吉田和哉 （東北大学）

（この他に氏名を公表していないメンバーもいます）

司会 ： 中村仁彦

１４ ： ００～１４ ： ０５

開会のご挨拶

１４ ： ０５～１４ ： ２０

対災害ロボティクス ・ タスクフォースの活動

淺間　一

１４ ： ２０～１４ ： ３５

NPO 国際レスキューシステム研究機構の活動

田所　諭

１４ ： ３５～１４ ： ５０

津波被害地域でのロボット技術と活動

松野文俊

１４ ： ５０～１５ ： ０５

原発復旧作業のリモートコントロール化

比留川博久

１５ ： ０５～１５ ： １０

休憩

１５ ： １０～１５ ： ５５

パネルディスカッション

１５ ： ５５～１６ ： ００

閉会のご挨拶

淺間　一

東京大学　大学院工学系研究科　教授

対災害ロボティクス ・ タスクフォース　チェアマン

福島原発事故対策統合連絡本部

　　リモートコントロール化プロジェクトチーム　メンバ

田所　諭

東北大学　大学院情報科学研究科　教授

NPO 国際レスキューシステム研究機構　会長

松野　文俊

京都大学　大学院工学研究科　教授

NPO 国際レスキューシステム研究機構　副会長

比留川　博久

独立行政法人産業技術総合研究所　

　　知能システム研究部門　研究部門長

福島原発事故対策統合連絡本部

　　リモートコントロール化プロジェクトチーム　メンバ

中村　仁彦

東京大学　大学院情報理工学系研究科　教授

対災害ロボティクス ・ タスクフォース　アンカーマン

プログラム 東日本大震災主要被災エリア概略図 講演者紹介


