日付

0N0-ONE (+10pt)
■ロボカップ優勝ロボッ
ボ
プ 勝 ボ
ト「VisiON4G」
「Vstone810」のサーボ
モータを販売開始しまし
た。
【ヴイストン株式会社｜
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
11月12日
行ロボット・全方位セン
サの開発・製造・販売/
ロボ ト教育 教材 人
ロボット教育・教材・人
材育成で、 「VisiON4G」
「Vstone810」のサーボ
モータを販売開始のア
ナウンス。

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■
VirtualRealityToolbox
■ROBO-ONE Grand ■17日練習会行います 光子力研九所で、
■まぼたん投げの動画 Prix 2007 in Chiba
WORLDCOMMUNICATI VirtualRealityToolboxの
ロボツク！で、 まぼた ROBOTS DREAMSで、 ONS ロボット事業部
話。 お子さんのお誕生
ん投げの動画。
ROBO-ONE Grand Prix で、 17日練習会行いま 日おめでとうございま
2007 in Chiba の画像。 すの話。
す。 うちのことも書いて
うちの とも書いて
くださってありがとうござ
います。

■ロボワングランプリin
千葉市科学館
11月13日 URA-Gikenで、 ロボワ
ングランプリin千葉市科
学館の話。 動画あり。

■小型マイコンボード
KCB-1
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 小型マイコン
ボードKCB-1のアナウ
ボードKCB
1のアナウ
ンス。

■ロボットを投げるとい
■低軸ロボット
う事
■横パ～ンチ
3D SQUARE ロボットブ
こそこそ団 ロボット課 ロボツク！で、 横パ～
ログで、 低軸ロボットの
で、 ロボットを投げると ンチの動画。
動画
動画。
いう事の話。

■JMM-TOOL V0.90を
使ってみる。おお、便
利！
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
11月14日
JMM-TOOL V0.90を
使ってみる。おお、便
利！の話。 「感覚（エン
感覚（ ン
ドミルの何パーセン
ト）？」という項目の疑

■Pirkus・R Type-01
特別セット販売開始
au Bluetooth搭載携帯
電話で操作可能な２足
歩行ロボット Pirkus・R
で、 Pirkus・R Type-01
特別セット販売開始の
アナウンス。

■【小太郎】に会って来
ました！
ロボット製作支援局 ：タ
クパパの日記で、 【小
太郎】に会って来まし
た！の話。

■だいたい外装ができ
■浴びせ倒し
■メカでんでん
ました
11月15日 ロボツク！で、 浴びせ 大日本技研／1Fで、 メ シバの工房で、 だいた
倒しの話。
カでんでんの話。
い外装ができましたの
話。

■第13回ROBO-ONE
大会競技規則について
ROBO-ONE公式ページ
で、 第13回ROBO-ONE
11月16日 大会競技規則公開のア
ナウンス。 なんだかず
いぶん変更されました
ねぇ・・・ 資格審査も変
わっている・・・

■足裏ポテセンで耐え
る！
SuperMachine開発日記
で、 足裏ポテセンで耐
える！の動画。 うちの
ことも書いていただきあ
りがとうございます。
「ONO-ONEGETのコ
ミュ」に参加したいところ
ですが(笑)、 皆さんのコ
メントに影響を受けそう
なので・・・ ちなみに、
動画よりも技術情報を
重視なんです。 実
は・・・ (でも、気分で
やっているので、あてに

■今年最後のKONDO
CUP・第8回KONDO
CUPの詳細をアップし
ました！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第8回
O O CUPの詳細を
C の詳細を
KONDO
公開。

■「STEP6 モーション
内分岐の変化量(PA)を
使用する」の動画
11月17日 KRS-LABで、 「STEP6
モーション内分岐の変
化量(PA)を使用する」
の動画。

■ロボファイト６ トーナ
■トラッキングデモ
表
メント他発表
ラムダロボット研究所の
ロボットフォースで、 ロ
開発日誌で、 トラッキン
ボファイト６ トーナメント
グデモ。
他発表。

■とりあえずmisson1完
了
11月18日 光子力研九所で、 とり
あえずmisson1完了の
話。

■「キー坊」を変形でき
る様に改造した
Shake Hans[ロボット]・
「ロボワンへかけろ！」・
「Robo日記」で 「キー
「Robo日記」で、
「キ
坊」を変形できる様に改
造したとのこと。

■あんな防御認められ
てたまるか！
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで
ROBO
ONEで、 大会新
規則の検証。

■KO-LINK製作状況
(Dream Drive !!)で、
KO-LINK製作状況の
話。

■電波時計ロボット
伝助日記で、 電波時計
ロボット の話。

■第8回KONDO CUP
ROBOSPOT 最新情報
■その後のi-SOBOT
ブログで、 第8回
ロボットフォースで、 そ
KONDO CUPですが、
の後のi-SOBOTの話。
明日、詳細の発表を予
定しておりますとのこ

■AutoCADで作成した
データを3dsに変換する
方法
demura.net:RoboCup・
ODE・夢考房で、
AutoCADで作成した
デ タを3 に変換する
データを3dsに変換する
方法公開。

■学術研究発表会 二
足歩行ロボット格闘大
会ページ
法政大学工学部技術
連盟 電気研究会で、
学術研究発表会 二足
歩行ロボット格闘大会
ページのアナウンス。
■ＲＯＢＯＳＰＯＴでモー
ション作成に勤しむ
思い立ったが吉日で、
ＲＯＢＯＳＰＯＴでモー
ション作成に勤しむの
話。 段々完成度が上
がっているようです

■明日はポリテクカレッ
ジでデモ
yumesikouで、 明日は
ポリテクカレッジでデモ
とのこと。

■Pov-RayによるCG作
成
もやねのロボット三昧
で、 Pov-RayによるCG
作成。

■ガンバレO君！
yumesikouで、 ポリテク
カレッジ高知フェスタに
行ってきましたの話な
ど。

日付

0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)
競技
■HITEC CUPの競技
参加規則が一部改定さ
れました
■RPU-10を公開
■ジャイロの設定は完
Hitec Multiplex
HPI ROBOT BLOGで、 了
11月19日
Japan,inc [株式会社ハ
RPU-10を公開のアナ ロボツク！で、 ジャイロ
イテックマルチプレック
ウンス。
の動画。
スジャパン]で、 HITEC
CUPの競技参加規則が
一部改定されましたの

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■ドール系
思い立ったが吉日で、
関東組ロボット練習会
の報告。

■ROBO-ONEの新規
定
メカトロ仙術で、
ROBO-ONEの新規定
の話など。

■株式会社エスケイパ
ンとのヒューマノイド型
ロボットの共同事業化
について
株式会社イーケイジャ
パンで、 株式会社エス
ケイパンとのヒューマノ
イド型ロボットの共同事
業化についてのアナウ

■水曜日にアメリカの
PBSテレビで放送され
ます
MARU Familyで、 水曜
日にアメリカのPBSテレ
ビで放送されますのア
ナウンス。

■2段加速歩行
■結婚祝の幹事を直々
いろいろ製作日記で、
に御指名賜りました
シームレスじゃない2段
思い立ったが吉日で、
11月20日
加速歩行の動画。 うち
高橋嬢結婚おめでとう
のことも書いていただい
会 in 呑処ひろしのアナ
てありがとうございま
ウンス。
す。

■ミキシング機能の動
画
KRS-LABで、 KRC-3マ
ニュアルの「STEP7 ミキ
シング機能による」の動
画。

■第13回ROBO ONE
■第13回ROBO-ONE
大会競技規則の改訂
について
ROBO-ONE公式ページ
11月21日
で、 第13回ROBO-ONE
大会競技規則の改訂に
ついてのアナウンスな
ど。

■第１３回ROBO-ONE
SISO JUNK
■起上り
■茶釜センサー
STUDIO/SISO-LABで、
UNDEЯ工房で、 ＹＯＫ
メカトロ仙術で、 茶釜セ 第１３回ROBO-ONEの
Ａロボの話。 起上りの
ンサーの話。
話。 JMM-TOOLのこと
動画有り。
も。 さらにＭＣナイロン
のことも。

■新生automo 01のバ
トルモーション動画
Challenge to Creation
and Entertainmentで、
新生automo 01のバト
ルモーション動画。

■
STEP8 ミキシング
■「STEP8
■資格審査スロープ動
■資格審査スロ
プ動
機能の応用」
画
11月22日
KRS-LABで、 ボタンを
ロボットフォースで、 資
離すとその位置でとまり
格審査スロープ動画。
ますの動画。
■ミッション１参考モデ
ルです
11月23日 光子力研九所で、 ミッ
ション１参考モデル公
開。

■明日はロボファイト６
兎小屋で、 明日はロボ
ファイト６の話 リアル
ファイト６の話。
タイム速報も・・・

■そのうち軽量級の出
場枠１６台が認定大会
の出で埋まっちゃいそう
だ！
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 重心の
規格の話。

■GCC Developer Lite
バ
ジョンアップのお知
バージョンアップのお知
らせ
BestTechnologyのホー
ムページへようこそで、
GCC Developer Lite
バージョンアップのお知

■第8回KONDO CUP
参加申込状況
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第8回
KONDO CUP参加申込
状況のアナウンス。

■定点カメラ実験中
こそこそ団 ロボット課
で 定点カメラ実験中
で、
のアナウンス。

■NCフライスさまさま
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
NCフライスさまさまの
話。

■第12回ROBO-ONE
大会収録DVDビデオ
ツクモロボット王国 - 店
長ブログで、 第12回
ROBO-ONE大会収録
DVDビデオの話。 冬の
秋葉原電気街祭りこと

■あら！優勝でし
た・・・・
Aerobattler coRoboで、
あら！優勝でした・・・・
の話。

■第8回KONDO CUP
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第8回
KONDO CUPの話。

■こんなロボットを作っ
■ビッグニュース「ゴー
■ロボファイト６速報
たらコロス！
レム君は立って動く」
11月24日
ロボットフォースで、 ロ ProjecutAutoWalker
メカトロ仙術で、 ロボ
ボファイト６速報。
ROBO-ONEで、 重心の
ファイトの話。
規格の話。

■チロルチョコロボット
タイカイ#2
BARN YARD < ROBOT
11月25日
MAKING DIARY >で、
チロルチョコロボットタイ
カイ#2のアナウンス。

■ロボバトａｔ名古屋
モーターショー
ASURADAのホーム
ページで、 ロボバトａｔ
名古屋モーターショー
の話。

■ROBOSPOT動画配
信開始！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 ロンダートの
動画。

■第２回 ロボット・バト
ルatモーターショー
11月26日 ロボ研日誌で、 第２回
ロボット・バトルatモー
タ シ
ターショーの話。
話

■ロボファイト6お疲れ
様でした
こそこそ団 ロボット課
で、 ロボファイト6お疲
れ様
れ様でしたの話。
た 話

■第12回ROBO-ONE
DVDの販売について
ROBO-ONE公式ページ
で、 第12回ROBO-ONE
DVDの販売についての
アナウンス。 3800円！

■『OMNIBOT FAN
OO ~~i-SOBOT
SO O &
BOOK
80's ロボットコレクショ
ン~ 』（毎日コミュニケー
ションズ）
■ロボファイトというエ
07.11 K.Moriyama's
ネルギー
diary / サイエンス&テク
Age of ROBOTで、 ロボ
ノロジー / ロボット&
ファイトというエネル
ネット / オタクで、
ギーの話。
『OMNIBOT FAN BOOK
SOBOT & 80
80'ss ロ
~ii-SOBOT
ボットコレクション~ 』（毎
日コミュニケーションズ）
という本も出るらしいの
■「第12回ROBO-ONE
■第２回 ロボットバトル
in 高松」DVDビデオ映
at モーターショー 参加
像 予約開始
してきました
ツクモロボット王国 - 店
MARU Familyで、 第２
長ブログで、 「第12回
回 ロボットバトル at
ROBO-ONE
ROBO
ONE in 高松」
タ シ
参加
参加し
モーターショー
DVDビデオ映像 予約
てきましたの話。
開始のアナウンスな

日付

0N0-ONE (+10pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■Dynamixel用Windows
■KUMACO操作方法
版サンプル公開
のページを作りました
BestTechnologyのホー
KUMACOぷろじぇくと！
11月27日
ムページへようこそで、
で、 KUMACO操作方法
Dynamixel用Windows版
のページを作りましたの
サンプル公開のアナウ
話。
ンス。

■ロボット・バトルat
モーターショー
ロボ研日誌で、 ロボッ
ト・バトルatモーター
ショーの話。

■ロボファイト６ SRC優
勝！
ひろのっち研究所で、
ロボファイト６ SRC優
勝！の話。

■アルミ切削加工サー
ビス本格始動！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 アルミ切削
加工サービス本格始
動！のアナウンス。

■ ボファイト６ 動画公
■ロボファイト６
開開始しました
ロボットフォースで、 ロ
11月28日
ボファイト６ 動画公開開
始しましたのアナウン
ス。

■Dynamixelプ ト ル
■Dynamixelプロトコル
とLabVIEW
BestTechnologyのホー
ムページへようこそで、
Dynamixelプロトコルと
LabVIEWの話。

■オノワンニショウガツ
イカサレマシタ
BARN YARD < ROBOT
MAKING DIARY >で、 ・
ミズタローン賞・提供:隊
長さまの話。 隊長さま
ありがとうございます

■わんだほーの準備
思い立 たが吉日で
思い立ったが吉日で、
ねんどろいど初音ミク
の話。 「１２月３日には
大会ＨＰを更新します。
エントリー開始日もその
時に（笑）」

■POMを染める
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
POMを染めるの話。

■３０日金曜ＰＭ８時か
らテレ朝系のミュージッ
クステーションでミャノイ
が踊るそうだ！
11月29日 ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 今度の
ミュージックステーショ
ンでミャノイが踊るそう
だ！の話。

■ロボゴング７ エント
リー受付開始
ロボットフォースで、 ロ
ボゴング７ エントリー受
付開始のアナウンス。

■TRIDENTのバキュー
ムパーツ
■den-dera
■den
dera
大日本技研／1Fで、
我がrobo人生２ndで、
TRIDENTのバキューム den-deraの話。
パーツの話など。

■講師は三月兎さんで
すよ。(^-^)
兎小屋で 「二足歩行
兎小屋で、
ロボット・プログラム教
室」の話。 ロボファイト
６一日目のロボットタウ
ンの様子。

■2007国際ロボット展
■ODEのテスト
ロボット KHR-1
KHR 1 製作日
もやねのロボット三昧
もやねのロボ ト三昧
記で、 2007国際ロボッ
で、 ODEのテストの話。
ト展の話。

■もし・・・・Wサーボな
ら
ら・・・
yumesikouで、 もし・・・・
Wサーボなら・・・の話。

■今日のケルビム
11月30日 ロボットフォースで、
ロボ トフ
スで 今
日のケルビムの動画。

■ROBO-ONEグランド
チャンピオンシップ
ロボット KHR-1 製作日
12月1日
記で、 ROBO-ONEグラ
ンドチャンピオンシップ
の話。
■ROBO-ONEグランド
チャンピオンシップ in
国際ロボット展2007観
戦記
12月2日 散財心理学実習講義
200Xで、 ROBO-ONE
グランドチャンピオン
シ プ in 国際ロボット
シップ
国際 ボ ト
展2007観戦記。
■ROBO-ONE グランド
チャンピオンシップ IN
国際ロボット展2007 結
果
ROBO-ONE公式ページ
で、 ROBO-ONE グラン
12月3日
ドチャンピオンシップ IN
国際ロボット展2007 結
果。 「第4回わんだほー
ろぼっとか～にばる」が
認定大会に決定のアナ
ウンスも・・・

2位 (+6pt)

■放送されなかったボ
ツネタ動画
ProjecutAutoWalker
ROBO
ONEで、 放送さ
ROBO-ONEで、
れなかったボツネタ動
画。 うちのことも書いて
いただいてありがとうご
ざいます。
■International Robot
Exhibition 2007 Photo
Album
ROBOTS DREAMSで、
International Robot
Exhibition 2007 Photo
Album。

■速報～(^_^;)
我がrobo人生２ndで、
速報～(^_^;)。

■第8回KONDO CUP
■表彰
ROBOSPOT 最新情報
ＰＥＫＯ海賊団の航海日
ブログで、 第8回
誌で、 速報。
KONDO CUPの話。
CUPの話

■ROBO-ONEグランド
チャンピオンシップで
■ROBO-ONE GC
BEST8
我がrobo人生２ndで、
ロボットフォースで、
ROBO-ONE GCの話。
ROBO-ONEグランド
チャンピオンシップで
BEST8の動画。
S 8の動画

■RGC 初代チャンピオ
ンになりました ！
■ORCバトル編
MARU Familyで、 RGC 兎小屋で、 ORCバトル
初代チャンピオンになり 編の話。
ました ！の話。

■今回も参加枠は４０
名です。先着順です！
思い立ったが吉日で、
第４回「わんだほー ろ
ぼっと か～にばる」参
加受付は１２月２４日
９：００～！

■ミャノイモード
■ORC動画編
ProjecutAutoWalker
兎小屋で、 ORC動画
ROBO-ONEで、 ミャノイ
編。
モ ドの動画
モードの動画。

■ROBO-ONE グランド
チャンピオンシップへの
道
MARU Familyで、
ROBO-ONE グランド
チャンピオンシップへの
道の話。

日付

0N0-ONE (+10pt)

■ロボット専用マイコン
ボードＡ３３Ｆを１月にリ
リース予定です
浅草ギ研 ロボット、特
殊メイク材料販売のＲＯ
12月4日 ＢＯＴＳＦＸ．ｃｏｍで、 ロ
ボット専用マイコンボー
ボット専用マイ
ンボ
ドＡ３３Ｆを１月にリリー
ス予定ですのアナウン
ス。 この資料はすごい
なぁ・・・

■Robovie-X 射撃モー
ション
【ヴイストン株式会社｜
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
12月5日 行ロボット・全方位セン
サの開発・製造・販売/
ロボット教育・教材・人
材育成で、 Robovie-X
射撃モーションなど。
■Ｅさんのスクリプトを
使った歩行
12月6日 ロボツク！で、 Ｅさんの
スクリプトを使った歩行
の動画など。

■Ｅさんスクリプトによ
る横歩き・旋回歩行
ロボツク！で、 Ｅさんス
クリプトによる横歩き・
12月7日
旋回歩行の動画。 うち
のことも書いてくださっ
てありがとうございま
す。
■Ｅさんのオフセット歩
行のスクリプトを公開し
ます
ロボツク！/ウェブリブ
ボツク /ウ ブリブ
12月8日 ログで、 Ｅさんのオフ
セット歩行のスクリプト
を公開。 うちのことも書
いていただいてありがと
うございます。

2位 (+6pt)
■Robovieシリーズ新商
ズ新商
品となる小型二足歩行
ロボットキット「RobovieX」を発表、予約を開始
しました
【ヴイストン株式会社｜
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
行ロボット・全方位セン
サの開発・製造・販売/
ロボ ト教育 教材 人
ロボット教育・教材・人
材育成で、 Robovieシ
リーズ新商品となる小
型二足歩行ロボットキッ
ト「Robovie-X」を発表、
予約を開始しましたの
アナウンス。

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■映画「バカロボ2007」
新春公開決定
ロボットフォースで、 映
画「バカロボ2007」新春
画
カ ボ2007」新春
公開決定の話。

■ホントに作るよNEW
ヘッド（メカ編）
ふかふかバスケット 楽天ブログ（Blog）で、
ホントに作るよNEWヘ
ホントに作るよNEWヘッ
ド（メカ編）の話。

■中部ロボット情報ＨＰ
ロボ研日誌で、 中部ロ
ボット情報ＨＰのこと。
キングカイザー（マルさ
ん）の練習風景＆レ
ポートの話も。

■TRIDENTのバキュー
ムパーツの組み付けが
■ジョイスティックレ
■ROBO-ONE
■ROBO
ONE チャンピ できたので、予約を開
できたので 予約を開
バー
オンシップ 第三位
始しました
Hide-i Homepage !!で、
ｉｖｒｅで、 ROBO-ONE
大日本技研／1Fで、
ＮＯＶＡでジョイスティッ
チャンピオンシップ 第 TRIDENTのバキューム
クレバーの値を確認す
三位の話。
パーツの組み付けがで
るプログラム。
きたので、予約を開始し
ましたのアナウンス。
■KONDO CUPオープ
■モーションエディタ
ンクラス参加者意気込
RPU-10を使ってみま
■RPU-10調査
み！
しょう
SISO JUNK
ROBOSPOT 最新情報
HPI ROBOT BLOGで、
STUDIO/SISO-LABで、
ブログで、 KONDO
モーションエディタRPURPU-10調査の話。
CUPオープンクラス参
10を使ってみましょうの
加者意気込み！の話。
話。
■ＨＩＴＥＣ ＣＵＰ開催の
お知らせとＬＩＶＥ中継に
ついて
Hitec Multiplex
■KONDO-CUP
■転倒判定に着手
Japan,inc [株式会社ハ OPEN-CLASS
ラムダロボット研究所の
イテックマルチプレック robot: 電気街探訪で、
開発日誌で、 転倒判定
スジャパン]で、 ＨＩＴＥＣ KONDO-CUP OPENに着手の話。
ＣＵＰ開催のお知らせと CLASSの話。
ＬＩＶＥ中継についてのア
ナウンス。 大会は明日
ですね。 HITEC CUP
■リハーサル
■ロボファイト６二日目
Shake Hans[ロボット]・
S
[ ボ ト]
の動画
「ロボワンへかけろ！」・
兎小屋で、 ロボファイト
「Robo日記」で、 リハー
６二日目の動画。
サルの動画。

■ROBO-ONE GP
2007 IN 東京ドームシ
■AX-12をPWMで動か
ティ
す
12月9日
散財心理学実習講義
K R-Lab.で、 AX-12を
200Xで、 ROBO-ONE
PWMで動かすの話。
GP 2007 IN 東京ドーム
シティ の話。
■ROBO-ONE GP
2007 IN 東京ドームシ
ティ 優勝しました
■ロボプロ
MARU Familyで、
12月10日 メカトロ仙術で、 ロボプ
ROBO-ONE GP 2007
ロの話。
IN 東京ド
東京ドームシティ
ムシティ 優
勝しましたの話。 強い
なぁ・・・

■第8回KONDO CUP
オープンクラス 結果速
報
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第8回
KONDO CUP オープン
クラス 結果速報 。

■ロボワングランドチャ
ンピオンシップ
メカトロ仙術で、 ロボワ
ングランドチャンピオン
シップの話。

■国際ロボット展
(Irex)2007出展報告
ゆくぞ、ダイナマイザー
ゆくぞ ダイナマイザ
で、 国際ロボット展
(Irex)2007出展報告 の
話。

■見抜かれた秘密
MARU Familyで、 見抜
かれた秘密の話。

■KONDO-CUP オープ
ン
Aerobattler coRoboで、
KONDO-CUP オープン
の話。

■優勝ちまちた
A
YARD
A
< ROBOT
O O
BARN
MAKING DIARY >で、
優勝ちまちたの話。 お
おっ・・・すごい！

■第8回KONDO CUP
“PLASSON”自作二足
歩行ロボットで、 第8回
KONDO CUPの話。

■膝サーボの放熱処理
ラムダロボット研究所の
開発日誌で、 膝サーボ
の放熱処理の話。

■VRMLのサンプルモ
デルを作成しましたの
■昨日の模様
で公開します
Shake Hans[ロボット]・
～Riosia製作日記～
「ロボワンへかけろ！」・
で、 VRMLのサンプル
「Robo日記」で、 昨日
モデルを作成しました
模様 動画
の模様の動画。
ので公開しますとのこ
と。

■GP４位でした
光子力研九所で、 GP４
位でしたの話。

日付

0N0-ONE (+10pt)
旅
■R-Blueだけ旅立ちま
す
SuperMachine開発日記
12月11日
で、 正しいR-Blueの取
り扱い方の動画。 今日
は、ありがとうございま
■07.12 K.Moriyama's
diary / サイエンス&テク
ノロジー / ロボット&
ネ ト / オタクの話題か
ネット
12月12日
ら
複数台のASIMOによる
受付・デリバリーサービ
スの試験運用開始の記
■12月23日(月)のロボ
サロンで関西オフを開
催しようと思います
兎小屋で、 12月23日
12月13日 (月)のロボサロンで関
西オフを開催しようと思
いますのアナウンス。
ビバシティロボットフェス
タ２００７二日目の動画
■ガチャピン
ラムダロボット研究所の
12月14日 開発日誌で、 ラムダの
面の皮ができたぁ～の
面の皮ができたぁ の
話。

2位 (+6pt)
素
■KONDO CUPでの素
晴らしいシュート！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 KONDO
CUPでの素晴らしい
シュート！の動画。
■Hitec Cup 1st
Competition in Japan
株式会社ハイテックマ
ルチプレ クスジャパン
ルチプレックスジャパン
| インフォメーション | イ
ベントリポートで、 Hitec
Cup 1st Competition in
Japanの報告。

4位 (+2pt)
「ビバ
ボ
■「ビバシティロボット
フェスタ2007」の一日目
レポート
兎小屋で、 「ビバシティ
ロボットフェスタ2007」の
一日目レポート。

5位 (+1pt)
ボ
■ＹＯＫＡロボまつり２
終了＆結果
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 ＹＯＫＡロボま
つり２終了＆結果の

■ピボットターンユニッ
■ＨｉｔｅｃCup ROBO
ト for KHR-2HV
MISSION 優勝！！
ツクモロボ ト王国 - 店
ツクモロボット王国
ファミロボ製作記で、 Ｈｉ
長ブログで、 ピボット
ｔｅｃCup ROBO
ターンユニット for KHRMISSION 優勝！！
2HVの話。

■二日目の写真と年末
年始のイベント
兎小屋で 「ビバシティ
兎小屋で、
ロボットフェスタ2007」二
日目の写真と年末年始
のイベントの話。

■ロボットもちつき大会
開催決定！！
ROBOSPOTへようこ
そ！で、 ロボットもちつ
き大会 開催決定！！
のアナウンス。

■新型機組み立て中
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで
STUDIO/SISO
LABで、
新型機組み立て中の
話。

■T-Storm Ver3.5進捗
3D SQUARE ロボットブ
ログで、 T-Storm
Ver3.5進捗の話。

■IKT-1 今後の方針
ロボット KHR-1 製作日
記で、 IKT-1 今後の方
針の話。

■大会用基地テスト
中！！
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 大会用基地
テスト中！！の話。

■明日！KHR-2HV拡
張ユニット『ピボットター
■ＫＨＲ用の拳
ンユニット』発売！
ロボツク！で、 ＫＨＲ用 ROBOSPOT 最新情報
の拳など。 すばらし
ブログで、 明日！KHR明日！KHR
い・・・
2HV拡張ユニット『ピ
ボットターンユニット』発
売！のアナウンス。

■時間が有ったら直し
たいところ
Shake Hans[ロボット]・
「ロボワンへかけろ！」・
「Robo日記」で、
「R b 日記 で 時間
が有ったら直したいとこ
ろの話。

■ODE上での歩行テス
■ドラゴン-ONE改造
ト
ロボ研日誌で、 ドラゴン もやねのロボット三昧
-ONE改造の話。
で、 ODE上での歩行テ
ストの動画。

■ピボットターン！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 ピボットター
ン！の話。

■関東組練習会＆ロ
ボット忘年会＋梓夫妻
■関東組ロボット練習
おめでとう会
会＆忘年会
Aerobattler coRoboで、
開発日誌で、 関東組ロ
関東組練習会＆ロボッ
ボット練習会＆忘年会
ト忘年会＋梓夫妻おめ
の話など。
でとう会の話。 本当に
おめでとうございます。

■onPC用ロボ切削開
始
光子力研九所へようこ
そ！で、 onPC用ロボ切
削開始の話。

■「ボークス」のクリス
マスドレス
メカトロ仙術で、 「ボー
クス」のクリスマスドレス
の話。 うちのことも書い
ていただいてありがとう
ございます。
■ロボット好き共の忘
■ケーキカット
年会2007＆梓さん高橋
ProjecutAutoWalker
さんおめでとうございま
ROBO-ONEで、 ケーキ
す！
カットの動画など。 「あ
12月16日
散財心理学実習講義
ずささんのヅラ」「変身メ
200Xで、 ロボット好き
イド城間くん」も・・・ 幸
共の忘年会2007＆梓さ
せそうでうらやましい
ん高橋さんおめでとうご
ねぇ・・・
ねぇ
ざいます の話
ざいます！の話。
■アリキオン、クリスマ
スソングを歌います
ファミロボ製作記で、 ア
12月15日
リキオン、クリスマスソ
ングを歌いますの動
画
画。

3位 (+3pt)
様
■GPの様子をYahooに
アップしてみました
Aerobattler coRoboで、
GPの様子をYahooに
アップしてみましたの
話。

■KONDO CUP#8 KHR
■サンタなマヌイとNEW
クラスに参加してきまし
ボディ
■仮組み完了
た
ふかふかバスケット 光子力研九所で、 仮組 robot: 電気街探訪で、
楽天ブログ（Blog）で、
み完了 の話。
KONDO CUP#8 KHRク
サンタなマヌイとNEWボ
ラスに参加してきました
ディの話。
の話。
■ロボゴング７にエント ■直前の参加者で埋め ■ピボットターンユニッ
■転倒受け身（しりも
ち）
リ しました
リーしました
尽くされるロボゴング７ トを組む その１
■旋回
12月18日 ラムダロボット研究所の ロボツク！で、 ロボゴン Age of ROBOTで、 直 robot: 電気街探訪で、 Hide-i Homepage !!で、
開発日誌で、 転倒受け グ７にエントリーしまし 前の参加者で埋め尽く ピボットターンユニットを 旋回の話。
身（しりもち）の動画。 たの話。
されるロボゴング７の 組む その１。
■第２回チャレンジカッ
プのレポート
12月17日 兎小屋で、 第２回チャ
レンジカップのレポー
ト。

■ピボットターンユニッ
ト「その場旋回動画」
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 ピボットター
ンユニット「その場旋回
動画」など。

日付

0N0-ONE (+10pt)

■Wiiリモコンを使った
ナイスアイデア
BLESS ME ALL THE
12月19日 TIME別館 - ロボ開発
状況で、 Wiiリモコンを
Wiiリモ ンを
使ったナイスアイデアの
話。

■転倒受け身（前側）
ラムダロボット研究所の
12月20日
開発日誌で、 転倒受け
身（前側）の動画。
■RCB-3J、アップデー
ト開始！！
ROBOSPOT 最新情報
12月21日
ブログで、 RCB-3J、
アップデ
ト開始！！
アップデート開始！！
のアナウンス。
■姫路ロボ・チャレンジ
エントリークラス
12月22日 KUMACOぷろじぇくと！
で、 姫路ロボ・チャレン
ジエントリークラスの
■RCB-3JからRCB3Ver1.1aにバージョン
アップしたときに役立つ
方法
12月23日 ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 RCB-3Jから
RCB-3Ver1.1aにバー
ジョンアップしたときに
役立つ方法の話。
■転倒受身（前側のそ
の２）
12月24日 ラムダロボット研究所の
開発日誌で、 転倒受身
（前側のその２） の話。

■メカでんでん
12月25日 大日本技研／1Fの、 メ
カでんでんすげぇ～

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)
■放映は平成19年12
放映
成
月26日（水） 「激突！ロ
ボット騎馬戦 高専ロボ
コン２００７」ＮＨＫ総合
テレビ午後7時30分～
■8th KondoCup Robot
午後8時39分
Soccer Competition
ファミロボ製作記で、 ア
Photos
リウス、アリキオン、あ
ROBOTS DREAMSで、
りまろ７の３人でＮＨＫ
8th KondoCup Robot
obot
に遊びに行 てきました
に遊びに行ってきました
Soccer Competition
の話。 うちのことも書い
Photos。
ていただいてありがとう
ございます。 喜んでい
ただけるとは思わな
かったです(というか、見
ていただいていると
■ヒューマノイドカップ
■チロルチョコロボット
にも申し込みました
タイカイ
ロボツク！で ヒューマ
ロボツク！で、
BARN YARD < ROBOT
ノイドカップにも申し込
MAKING DIARY >で、
みましたの話。 パンチ
チロルチョコロボットタイ
カーペット上の歩行の
カイの話。
動画も・・・
■認定大会会場へのス
ロープ設置について
■練習会のレポート
ROBO-ONE公式ページ
思い立ったが吉日で、
で、 認定大会会場への
練習会のレポート。
スロ
プ設置について
スロープ設置について
のアナウンス。
■自律バトルロボット動
■自律バトル試験
画！
ロボット KHR-1 製作日
ROBOSPOT 最新情報
記で、 自律バトル試験
ブログで、 自律バトル
の話。
ロボット動画！

■明日はいよいよ「わ
んだほー」の参加エント
リー日
思い立ったが吉日で、
明日はいよいよ「わん
だほー」の参加エント
リー日の話。
■ピボットターンユニッ
トを使用するときに役立
つデータ変換方法
O OS O 最新情報
ROBOSPOT
ブログで、 ピボットター
ンユニットを使用すると
きに役立つデータ変換
方法の話。
■Dynamixel RX-28リ
リースのお知らせ
BestTechnologyのホー
ムページへようこそで、
Dynamixel RX
RX-28リリー
28リリ
スのお知らせ。 俺に
とっては、タイミングが
悪いなぁ・・・

■姫路ロボチャレンジ
我がrobo人生２ndで、
姫路ロボチャレンジの
話。

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■動歩行シミュレーショ
ンの準備
もやねのロボット三昧
で、 動歩行シミュレー
動歩行シミ レ
ションの準備の話。

■ピボットターンユニッ
トを組む その２
robot: 電気街探訪で、
ピボットターンユニットを
ピボットタ
ン
ットを
組む その２。

■BBR-MINIの写真
チャーリーのROBOT日
記 - livedoor Blog（ブロ
グ）で、 BBR-MINIの写
真 の話。

■ROBO-ONEスロープ
設置しました
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 ROBO-ONE
スロープ設置しましたの
アナウンス。

■RCB3JがRCB3HV
■積分ジャイロ
に！
robot: 電気街探訪で、 HIDEロボ:で、 積分ジャ
RCB3JがRCB3HVに！ イロの話。
の話。
の話
■ＫＵＭＡＫＯ最強！
頑屈王国ネオで、 ＫＵ
ＭＡＫＯ最強！の話。

■RCB-3HV Ver1.1
アップデートのお知らせ
KONDO Supportで、
RCB-3HV Ver1.1 アッ
プデートのお知らせ。

■５３日目のプログラム
■脚先反力の可視化
の移植
もやねのロボット三昧
吉野のロボットで、 ５３
で、 脚先反力の可視化
日目のプログラムの移
の話。
植の話。

■Blaser発売日決
■姫路ロボチャレンジ
■姫路ロボチャレンジ
定！！
に参加してきました
必殺 イナ ホビ で
必殺マイナーホビーで、
C
Challenge
to C
Creation
ロボットフォースで、 姫
姫路ロボチャレンジの
and Entertainmentで、
路ロボチャレンジに参
レポート。
Blaser発売日決定！！
加してきましたの話。
の話。
■マノピーのクリスマス
Shake Hans[ロボット]・
「ロボワンへかけろ！」・
「Robo日記」で マノ
「Robo日記」で、
ピーのクリスマスの動
画。

■ＩＤ－０１
ProjecutAutoWalker
ROBO ONEで ＩＤ
ROBO-ONEで、
ＩＤ－０
０
１の動画。

■12月30日はロボット
もちつき大会
ROBOSPOT 最新情報
ブログで 12月30日は
ブログで、
ロボットもちつき大会の
アナウンス。

日付

0N0-ONE (+10pt)

3位 (+3pt)
■第3回ナガレン
第
ガ
ジャー・ファイティング
フェスタ in 雪灯り回廊
参加受付
”フラワー戦隊ナガレン
ジャーの日々”ｂｙ西置
賜工業会 - livedoor
Blog（ブログ）で、 第3回
ナガレンジャー・ファイ
ティングフ スタ iin 雪灯
ティングフェスタ
り回廊 参加受付のアナ

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■T-Storm Ver4.0始動
3D SQUARE ロボットブ
ログで、 T-Storm
Ver4.0始動の話。 前進
動画あり。

■アルマイトとシュート
モーション
ロボツク！で、 アルマ
イトとシュートモーション
の話。

■ピボットターンユニッ
ト対応モーション
■暴れるZMP
ROBOSPOT モーション
12月27日
もやねのロボット三昧
配信サービスで、 ピ
で、 暴れるZMPの話。
ボットターンユニット対
応モーション配信。

■バッテリーボックス
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
バッテリーボックスの
話。

■12月中に参加したイ
ベント
■キックモーション
こそこそ団 ロボット課 ロボツク！で、 キック
で、 12月中に参加した モーションの話など。
イベントの話。

■ROBO-ONE
Technical Conference
開催のお知らせ
ROBO-ONE公式ページ
12月28日
で、 ROBO-ONE
Technical Conference
開催のお知らせ。 これ
はすでに予定済み・・・

■12/28(金) 17:10 ～
19:00 NHK総合
ファミロボ製作記で、
2007首都圏ハイライト
にて、前回放送の「父
子中心のライフスタイ
ル」が再放送の話。

■アナログ設定の画面
■姫ロボ・チャ一日目
の説明
その３
HPI ROBOT BLOGで、
兎小屋で、 姫ロボ・チャ
アナログ設定の画面の
一日目その３の話。
説明。

■初音ミクで遊ぶ
12月26日 思い立ったが吉日で、
初音ミクで遊ぶの話。

2位 (+6pt)
■ロボカップ2008向け
TEENサイズ機体（身長
1m）完成。販売開始し
ます。
有限会社はじめ研究所
で、 ロボカップ2008向
けTEENサイズ機体（身
長1m）完成。販売開始
しますのアナウンス
しますのアナウンス。

■ロボファイト in 和歌
山 開催
ロボットフォースで、 ロ
ボファイト in 和歌山 開
催のアナウンス。

■Blaserシステム入
荷！
ツクモロボット王国 - 店
長ブログで、 Blaserシ
ステム入荷！の話。 ヴ
イストンの超ハイトルク
サーボモータも出荷開
■ロボファイト in 和歌
■姫ロボ・チャ二日目 ■もちつき大会！
山
ROBOSPOT 最新情報
その１
ロボットフォースで、 ロ
兎小屋で、 姫ロボ・チャ ブログで、 もちつき大
ボファイト in 和歌山の
二日目その１の話
二日目その１の話。
会！の話。
会！の話
アナウンス。
■姫ロボ・チャ二日目
■腿,脛のフレーム
その２
■ロボスポの餅つき
- スギウラブラザーズ
兎小屋で、 姫ロボ・チャ
robot: 電気街探訪で、
のロボット開発日記 二日目その２の話。 う
ロボスポの餅つきの
Yahoo!ブログで、 腿,脛
ちのことも書いていただ
話。
のフレームの話。
いてありがとうございま
■マノイATカーボンフ
レームが発売されまし ■AlibreDesignXpress ■T-Stormの頭部製作
た（組立て編）その2
原毅の鍵盤日記
原毅の鍵盤日記＠ココ
その1
ゆくぞ、ダイナマイザー ログで、
3D SQUARE ロボットブ
で、 マノイATカーボンフ AlibreDesignXpressの ログで、 T-Stormの頭
レームが発売されまし 話。
部製作その1の話。
た（組立て編）その2 の
■T-Stormの頭部製作 ■図面を書いていまし ■あけましておめでとう
た
ございます
その2
3D SQUARE ロボットブ Hide-i Homepage !!で、 ロボツク！/ウェブリブ
ログで、 T-Stormの頭 図面を書いていました ログで、 ＴＥＣ－３の
部製作の話その2
部製作の話その2。
の話
の話。
話
話。
■ロボットフェスタin和
■レトロ(２号機)
■キックで相手を倒す
歌山
- スギウラブラザーズ
ロボツク！/ウェブリブ
兎小屋で、 ロボットフェ
のロボット開発日記 ログで、 キックで相手を
スタin和歌山の話。 兎
Yahoo!ブログで、 レトロ
倒すの動画。
小屋: ロボットフェスタin
(２号機)の情報。
和歌山 一日目にも・・・

■おもしろいぞ！
Blaser！！＆年のはじ
■Kinopyのできるまで めは福袋
12月29日 Kino部屋で、 Kinopyの ROBOSPOT 最新情報
できるまでの話。
ブログで、 おもしろい
ぞ！Blaser！！＆年の
はじめは福袋の話。

■第5回姫路ロボ・チャ
レンジ一日目のレポー
レンジ 日目のレポ
トその4
兎小屋で、 第5回姫路
ロボ・チャレンジ一日目
のレポートその4。

■学発の二足ロボット
大会用のページを更新
大会用のペ ジを更新
法政大学工学部技術
連盟 電気研究会で、
学発の二足ロボット大
会用のページを更新。

12月30日

■ＳＤレイズナー
思い立ったが吉日で、
ＳＤレイズナーの話。

■プログラムの移植
吉野のロボットで、 プロ
グラムの移植の話。

■MinGW+MSYSで日本
語を表示しよう！
demura.net:RoboCup・
ODE・夢考房で、
MinGW+MSYSで日本語
を表示しよう！の話。

■年末恒例！俺的今
年の１０大ニュース
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 年末恒
例！俺的今年の１０大
ニュースの話。

12月31日

1月1日

1月2日

1月3日

■ロボットフェスタin和
歌山その１
1月4日 兎小屋で、 ロボットフェ
スタin和歌山その１の
話。

■わんだほーまでの改
■切削加工をしました
造予定
Hide-i Homepage !!で、
ＡＺＭ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ
切削加工をしましたの
で、 わんだほーまでの
話。
改造予定の話。
■あけましておめでとう
ございます
K-PROJECTで、 わん
だふぉーに向けての
話
話。

■ロボットフェスタ in 和
歌山
我がrobo人生２ndで、
ロボットフェスタ in 和歌
山の話
山の話。

■ロボットフェスタin和
歌山
ロボットフォースで、 ロ
ボットフェスタin和歌山
の話。

■『ロボットフェスタin和
歌山』開催中
Age of ROBOTで、 『ロ
ボットフェスタin和歌山』
開催中の話。

■ROBO-ONE観戦記
■新春企画MANOI
の過去分を整理しまし
PF01スペシャル販売
■正面方向へのパンチ た
ク
ボ
国-店
ツクモロボット王国
ロボツク！で、 正面方 散財心理学実習講義
長ブログで、 新春企画
向へのパンチ の動画。 200Xで、 ROBO-ONE
MANOI PF01スペシャ
観戦記の過去分を整理
ル販売の話。
しましたの話。

■ミク風なインカム
ふかふかバ ケ
ふかふかバスケット
楽天ブログ（Blog）で、
ミク風なインカムの話。

日付

0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

■旋風ロンダート
ProjecutAutoWalker
1月5日
ROBO-ONEで、 旋風ロ
ンダートの動画。

■ロボットフェスタin和
■T-Stormの頭部完成
■積分ジャイロの動画
歌山その２
3D SQUARE ロボットブ
HIDEロボ:で、 積分ジャ
兎小屋で、 ロボットフェ
ログで、 T-Stormの頭
イロの動画。
スタin和歌山その２。
部完成の話。

■正月休み最後の一
発芸
1月6日 ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 正月休
み最後の一発芸。

■短時間で仰向け起上
がり
3D SQUARE ロボットブ
ログで、 短時間で仰向
け起上がりの動画。

■ ボファイトin和歌山
■ロボファイトin和歌山
我がrobo人生２ndで、
ロボファイトin和歌山の
話。

■ ボットフ スタin和
■ロボットフェスタin和
歌山その３
兎小屋で、 ロボットフェ
スタin和歌山その３。

5位 (+1pt)
音声
■音声認識のしくみ
まじかる☆マリオネット
で、 今日のお買物
(EVAサイコロ、スベリ止
メゴム、スムーズフェル
ト、アルミアングル材)
の話。 音声認識のしく
みのことも・・・
■ハワイアンズへGP観
戦
マッドサイエンティスト
のアタモ無限大で、 ハ
ワイアンズへGP観戦の

