2021/12/15（水）
A

B

C

D

E

F

G

H

S

8:30OS22：レスキューを題材
にしたロボットコンテスト
OS29：ビジョンシステムと
OS33：マニピュレーション
OS55：医用ロボットの基
OS45：移動ロボット機構
（１）
ビジョン応用システム
のためのロボット知能と
礎と応用（１）
（１）
（１）
学習（１）
OS23：レスキュー工学
（１）

OS13：ホームロボット＆シ
ステム（１）
OS７：触覚・力覚（１）

OS58：地域連携を活用 OS30：移動ロボット（１）
した科学／技術／環境
／教育の新展開と事例
発表（１）

-10:00
10:10OS18：廃炉・廃止措置の
ための技術開発とシステ
ムインテグレーション
OS22：レスキューを題材に
したロボットコンテスト（２）

OS13：ホームロボット＆シ
ステム（２）

OS39：ロボット・セラ
ピー・システム

OS33：マニピュレーション
OS29：ビジョンシステムと
OS45：移動ロボット機構
のためのロボット知能と
ビジョン応用システム
（２）
学習（２）
（２）
OS55：医用ロボットの基
礎と応用（２）

OS７：触覚・力覚（２）

OS23：レスキュー工学（２）

OS58：地域連携を活用 OS30：移動ロボット（２）
した科学／技術／環境
／教育の新展開と事例
発表（２）

-11:40
昼食

特別講演１ 12:40-13:30
13:40-

OS14：軽労化システム
（１）

OS42：スワームシステム

OS33：マニピュレーション OS47：エージェント・シン
OS40：バイオミメティック
のためのロボット知能と セシス・エンジニアリン
知能とロボット（１）
グの設計・応用
学習（３）

OS７：触覚・力覚（３）

OS27：農業システム，サ
ステナブルシステムズ
13：55～
OS30：移動ロボット（３）
デザインとインテグレー
OS48：RTミドルウエアコン
ション（１）
テスト2021（１）

-15:10
15:20OS14：軽労化システム
OS27：農業システム，サ
OS16：人と環境と人工物
（２）
OS59：多指ハンドとイン OS52：次世代ロボット共
OS48：RTミドルウエアコン
の調和技術～Newインタ OS40：バイオミメティック
OS19：ロボットのための ステナブルシステムズ
OS30：移動ロボット（４）
テリジェント物体操作 通プラットフォーム技術
デザインとインテグレー
テスト2021（２）
知能とロボット（２）
ラクションのフロンティ
通信（１）
OS57：人と垣根のない機
（１）
（１）
ション（２）
アへの挑戦～（１）
械システム（1）
-16:50
17:00OS27：農業システム，サ
OS16：人と環境と人工物
OS59：多指ハンドとイン OS52：次世代ロボット共
OS57：人と垣根のない機 の調和技術～Newインタ OS40：バイオミメティック
OS19：ロボットのための ステナブルシステムズ
OS30：移動ロボット（５）
テリジェント物体操作 通プラットフォーム技術
デザインとインテグレー
知能とロボット（３）
ラクションのフロンティ
械システム（２）
通信（２）
（２）
（２）
ション（３）
アへの挑戦～（２）
-18:30

2021/12/16（木）
A

B

C

D

E

F

G

H

S

8:30OS60：ナノ・マイクロシス
テムとその応用 −超高
OS29：ビジョンシステム
OS３：ソフトメカニズム
OS35：無人機を用いた
OS６：医用工学と障害者
速バイオアセンブラ，シ
とビジョン応用システム
（１）
サービス・応用（１）
支援（１）
ステム細胞工学，ナノ・
（３）
マイクロロボット−

OS７：触覚・力覚（４）

OS２：自動化・FA・作業を
OS９：測域センサを用い
するロボット・システム
た計測と環境認識（１）
（１）

OS29：ビジョンシステム OS17：実学としての医工
OS41：受動歩行の新展
OS35：無人機を用いた
とビジョン応用システム 融合研究と次世代医療
開（１）
サービス・応用（２）
福祉システム（１）
（４）

OS７：触覚・力覚（５）

OS２：自動化・FA・作業を
OS９：測域センサを用い
するロボット・システム
た計測と環境認識（２）
（２）

-10:00
10:10-

OS３：ソフトメカニズム
（２）

-11:40
昼食
特別講演２ 12:40-13:30
13:40OS32：飛行体とシステム
（１）
OS37：ITS
OS35：無人機を用いた
サービス・応用（３）

OS17：実学としての医工
OS41：受動歩行の新展
融合研究と次世代医療
開（２）
福祉システム（２）

OS38：ユニバーサルデ
ザインを考慮したシス
テム

OS７：触覚・力覚（６）
OS24：主観・感覚・行動
計測とその応用（１）

OS２：自動化・FA・作業を
13：55～
OS９：測域センサを用い
するロボット・システム
た計測と環境認識（３） OS54：RSNPを活用したロ
（３）
ボットサービスコンテス
ト2021（１）

-15:10
15:20-

OS44：性能評価とロボッ OS54：RSNPを活用したロ
OS50：人と機械システム
OS32：飛行体とシステム OS21：水中・海中システ
OS43：スポーツ応用シス OS53：心身一体感の理 OS24：主観・感覚・行動 OS１：空間知能化とアプ
ト・ドローンイノベーショ ボットサービスコンテス
としての医療・福祉工学
リケーション（１）
（２）
ムとその応用（１）
テム（１）
解と具現化技術（１）
計測とその応用（２）
ト2021（２）
ン（１）
（１）

-16:50
17:00OS46：協調安全に向けた技術開
発と人の行動の定量化技術‐作
業現場におけるウェールビーイン
グの提案
OS51：人と環境及び機械安全の
融合に着目した安全管理システ
ムの構築‐ホリスティック・セーフ
ティを目指して

-18:30

OS50：人と機械システム
OS44：性能評価とロボッ
OS21：水中・海中システ
OS43：スポーツ応用シス OS53：心身一体感の理 OS24：主観・感覚・行動 OS１：空間知能化とアプ
としての医療・福祉工学
ト・ドローンイノベーショ
ムとその応用（２）
テム（２）
解と具現化技術（２）
計測とその応用（３）
リケーション（２）
（２）
ン（２）
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