
Hondaは、「技術は人のために」そして「人を知ることは、Hondaのものづくりの根源」

という創業以来の企業精神のもと、新しい製品の創造や技術の進化に挑戦していま

す。そこでHondaでは、ヒューマノイドロボット研究をその重要な柱のひとつであると

位置づけるとともに、知能を持つ究極のモビリティである「人」のさまざまな機能の具

現化に取り組んできました。

人の役に立ち、人間社会の生活を豊かにするという夢の実現に向けて、ロボット研

究を1986年よりスタートしました。以来、1996年に発表した世界初の人間型自律2足

歩行ロボット「P2」、2000年に発表した人々の生活空間で活躍できることをめざして

開発したヒューマノイドロボット「ASIMO」をはじめとした、ロボット研究の成果として継

続・拡大され、2011年で25年をむかえました。そして、これらの研究を通じて生まれる

技術、およびその技術の応用展開を「Honda Robotics」として定めました。

ここでは、Hondaが研究・開発をおこなった、ASIMOに代表される「Honda Robotics」

と、ロボット研究に携わってきた「開発者の想い」をご紹介します。

1996年発表の世界初の人間型自律2足歩行

ロボットP2

東日本大震災の被災地、宮城県南三陸町

から避難している子どもたちに特別授業をお

こなうASIMO
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ASIMOに代表されるHondaのヒューマノイドロボット研究から生まれるロボティクス技

術やその応用製品群を2011年11月「Honda Robotics」と定め、ロゴマークを設定しま

した。

「こんなものがあれば、もっと移動が楽しくなる」。Hondaは、「ASIMO」のほかにも「歩

行アシスト」や「U3-X」など、人をワクワクドキドキさせる魅力を秘めた次世代のモビ

リティの提案をめざし、これからもロボティクス研究を続けていきます。また、応用製

品群の早期実用化にも積極的に取り組んでいきます。
Honda Roboticsのロゴマーク

新型ASIMOは、周囲の人の動きにあわせて自ら行動する「判断」能力を備えたこと

で、これまでの決められた動作に基づいて動く「自動機械」から、「自律機械」へと進

化しました。この新機能により、人の操作を介在せずに連続して動き続けられるよう

になるなど、「世界初※の自律行動制御ができるロボット」として、ASIMOは飛躍的な

発展を遂げました。

Hondaは、自律機械としてのヒューマノイドロボットに必要な要素を、（1）歩行中の路

面の変化などにより倒れそうになっても、とっさに足を出すなどして姿勢をたもつ「高

次元姿勢バランス」、（2）周囲の人の動きなどの変化を、複数のセンサーからの情報

を総合して推定する「外界認識」、（3）集めた情報から予測して、人の操作の介在な

しに自ら次の行動を判断する「自律行動生成」の3つに定め、これらを実現する技術

を開発しました。これらの能力が備わったことで、新型ASIMOは人と共存する環境下

での実用化にむけて、また一歩近づいています。 

※Honda調べ（2011年11月8日現在）
2011年発表の新型ASIMO

知的能力

人間の視覚や聴覚、触覚などに相当する各種のセンサー入力情報を総合的に判断し、周囲の状況推定や、ロボットの対

応行動を決定する知能化の基盤技術となるシステムを新たに開発しました。このシステムにより、行動の途中であっても、

相手の反応に応じて別の行動に変更するなど、人の動きや状況にあわせた応対をおこなうことができます。

さらに、視覚センサーと聴覚センサーを連動させ、顔と音声を同時に認識することで、人間では難しい「同時に複数人の発

話を聞き分ける」ことを可能としました。

身体能力

従来よりも脚力のアップや脚の可動範囲の拡大に加え、動作中に着地位置を変更できる新たな制御技術を取り入れたこと

で、歩行や走行、バック走行、片足ジャンプ（ケンケン）、両足ジャンプなどを連続しておこなうことができます。この技術によ

って、凸凹のある路面でも安定姿勢をたもって踏破するなど、変化する外部の状況にあわせて柔軟に適応できるようになり

ました。

作業機能

手のひらに接触センサーを、また5指それぞれに力センサーを内蔵し、各指を独立して制御する高機能小型多指ハンドを

開発しました。視覚と触覚をあわせた物体認識技術と組みあわせることで、たとえばビンを手に取ってふたをひねる、液体

が注がれる柔らかい紙コップを潰さずに把持するなど、器用な作業をおこなうことができます。ほかにも、複雑な指の動きを

必要とする手話表現もおこなえるようになりました。

基本仕様の詳細はこちら

2011年発表の作業アームロボット
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人が立ち入れない危険な場所や、災害現場などで、人に代わって作業をおこないま

す。

ASIMOの研究で培った、コンパクトなレイアウト構造設計技術と、全身の関節に組み

込まれた数多くのモーターを同時に制御する多関節同時軌道制御技術を応用し、足

場を固定できない不安定な場所でも、自走式台車に乗せて移動させ、アームの先端

姿勢を安定させることにより、必要な作業能力を発揮できます。それにより、配管な

どが複雑に入り組んだ狭い環境下においても、遠隔作業で障害物を回避して、対象

物に自在にアプローチすることが可能になりました。

開発段階の試作機では配管のバルブ開閉作業を想定していますが、アームの先端

を交換することで多様な作業に応用できます。

2011年発表の作業アームロボット

加齢や疾病などにより脚力が低下した人に装着し、脚の振り出しを補助することで

「歩幅と歩行のリズム」を調整して、歩行をサポートします。

ASIMOと同様、人の歩行研究の蓄積をベースに開発したHonda独自の人の動きに

寄り添う制御技術を採用。歩行時の股関節角度センサーの情報をもとに協調制御を

おこない、制御CPUの指示を受けたモーターが、歩行リズムを最適にアシストしま

す。これにより、非装着時と比べて歩幅が広がり、より楽に、速く、遠くまでの歩行が

可能となります。

また、Honda独自開発の薄型モーターと制御システムを採用し、小型化を実現しまし

た。さらに、ベルト着用タイプのシンプルな構造とするなど、重量を約2.4キログラムと

軽量化し装着時の負担を軽減するとともに、さまざまな体格の人に対応可能な仕様

としています。

2008年発表のリズム歩行アシスト

仮設住宅の高齢者の歩行をサポートするリズム歩行アシスト

Hondaは、独立行政法人産業技術総合研究所※1が主体となり、東日本大震災で被災された気仙沼の方々の継続的な支援をおこ

なう「気仙沼～絆～プロジェクト」に参加しています。 

このプロジェクトは、地域コミュニティーの形成が課題となっている仮設住宅の敷地内に、店舗や多目的ハウスを完備したトレーラ

ーハウスを設置するなどして、地域内外の人々の交流やつながりといった、“絆”の活性化を支援することを目的としています。この

なかで、高齢者や脚力が低下した方々の歩行をサポートするために、リズム歩行アシストを提供しています。 

この取り組みで得られたさまざまなデータを支援活動にフィードバックする役割を担うとともに、課題となっている、地域内外の人々

の交流やつながりといった“絆”の活性化を支援することをめざしています。今後も、地域社会の発展に貢献する活動を積極的にお

こなっていきます。 

※1 独立行政法人 産業技術総合研究所

日本の産業を支える環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通信・エレクトロニクス、ナノテクノロジー・材料・製造、標準・計測、

地質という多様な6分野の研究をおこなう、日本最大級の公的研究機関。産業界、大学、行政との有機的連携をおこない、研究開

発からイノベーションへと展開しています。 

モーターの力により、自力歩行が可能な使用者の「体重の一部」を機器が支えること

で、脚の筋肉と関節（股関節、ひざ関節、足首関節）にかかる負担を軽減します。

機器の構造はおもに、シートとフレーム、靴で構成されるシンプルなつくりで、靴を履

き、シートを持ち上げるだけで手軽に装着することができます。またHonda独自の、

人の身体の重心方向へアシスト力を向かわせる機構と、脚の動きにあわせたアシス

ト力の制御により、歩行や階段昇降、立位や中腰など、さまざまな動作・姿勢での自

然なアシストを可能としています。

総重量は約6.5キログラム。機器がそれ自身の重量を支える構造とし、使用者に重さ

を感じさせにくくしました。さらに両脚の間に配置する構造として、方向変換などの動

作で抵抗を少なくしました。 

2008年発表の体重支持型歩行アシスト
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操作者が身体を傾け体重移動させることで、前後左右や斜めへの自由自在な動き

ができるコンパクトな一輪車スタイルで、まるで歩くように、あらゆる方向に動き、曲

がり、止まり、速度も調節可能な人と乗り物を融合させたパーソナルモビリティです。

ASIMOの研究で培ったバランス制御技術と、Honda独自※で世界初の全方位駆動車

輪機構（Honda Omni Traction Drive System）により、自由に移動できます。また乗り

心地の良さによる安心感と、目線の高さを歩行者同等とすることで自然な目線がた

もて、さらにハンズフリーでの移動を実現するため、歩幅と肩幅におさまるミニマムサ

イズとしました。

全技術がコンパクトに機器内におさまりながら、10キログラム以下の重量を実現させ

たことで、脇に抱えての持ち運びも可能となっています。

また、実用にむけた「U3-X」の発展型のひとつである「UNI-CUB」は、人が行き交う

屋内空間や施設などでの活用を想定しています。その特徴は「U3-X」と比較すると、

安定性や走行性を向上させたほか、バランス制御とは無関係な旋回用車輪を追加

したことで、より簡単に車体の向きを変えることができるようになったことです。また、

体重移動とタッチパネル操作を融合し、スマートフォンなどを利用したタッチパネル操

作による移動も可能とし、初めて乗ったり体重移動による操作に不馴れな方でも簡

単に操ることができるようになりました。

※Honda調べ

2009年発表のU3-X

2012年発表のUNI-CUB
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我々ロボットを研究している人間として、「ニーズのあるところで人の役に立ってこそ

ロボット」という強い想いで、1986年以来、Hondaのロボット開発に携わってきました。

そのようななか、2011年3月に起きた福島原子力発電所の事故という国難ともいえる

事態に、我々のもてる技術で協力するためASIMOの技術を応用した「作業アームロ

ボット」の開発を進めています。また歩行アシストは、東日本大震災によって仮設住

宅で生活を送る高齢者のために提供させていただいています。

震災当時は新型ASIMOの研究をおこなっていましたが、「ロボット技術を原発の事故

収束に活かしたい」との想いから社長に提案。開発には費用がかかるにもかかわら

ず、ふたつ返事で社長は承諾してくれました。早速震災3ヵ月後には、我々の技術で

何ができるのか東京電力の方々などとお話をし、作業アームロボットの開発がスタ

ート。ただし放射線の線量や、何が起きているのかなどが不明な現場の状況であっ

た
（株）本田技術研究所基礎技術研究センター

開発責任者 重見聡史ため、ロボットの仕様を決めるのに最も苦労しました。 

その後、施設内の入り組んだ場所に手が届くロボットが必要だと判明し、ASIMOで使

われている技術を活用すれば役立てられると考えました。ロ ボットが施設内のバル

ブを開け閉めするためには、自律性 とコンプライアンス性（柔 軟性、弾性）を兼ね備

えている必要があります。たとえば、天井の電球を取りかえるときに足元が不安定な

場所で手を伸ばして電球を交換するのが難しいように、台車がグラグラするなかで

しっかりとおさえる技術が必要です。そこに、ASIM Oの足をしっかり踏ん張る制御技 

 術とまったく同じものを活かし、作業アームロボットがバルブのハンドル面の角度や床

 面を予測・推定しながら作業できるようにしました。

 今回のロボット開発では、現場で求められていることが不明確ではありました。しか

 し最終的には、「施設内において人が直接、手で修理・メンテナンスする範囲で活動

 できるロボット」に設定したことで、課題の解決策を提供することができたと考えてい

 ます。

 

 ASIMOをはじめとするHonda Roboticsに携わるなかで、「未来に必要とされるもの」だ

 けでなく「今まさに必要とされているもの」という社会の要請や期待に対して、皆さんに

 「欲しかった」と思っていただけるような技術・製品でも応えていきたいと考えています。

 そしてASIMOが人に受け入れてもらえる存在になったと実感できる今では、ステージ上

 のパフォーマンスにとどまらず、実際に人と共存して役立つことを想定しています。

 たとえば、駅では切符を購入するためにタッチパネルを操作しますが、高齢者はその操作に困っていることがあります。そういった

 状況下において、高齢者の代わりにASIMOが購入してあげることなど、人の生活をアシストするロボットへとさらに進化させたいと

 考えています。ロボティクス技術で世の中を変えて、人とロボットが共存できる未来の社会を描きながら、これからも人研究を続け

 ていきます。 
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「豊かな自然を次世代につなげたい」。そんな想いからHondaでは、事業所が立地する地域が恩恵を受ける森を豊かにし、未来に

残すため、従業員やその家族らによるボランティア参加を特色とした「水源の森」保全活動を積極的に実施しています。

その原点は1976年にスタートした、「ふるさとの森づくり」。それは「地域社会とHondaの敷地の境界を、完全に遮断してしまうような

コンクリートの壁は作らない」という、創業者・本田宗一郎のグリーンベルト構想に基づいています。事業所の周囲に“ほんものの

森”を育てていくことが良い方法であると考え、その土地に自生する木々を植林していきました。

森には人の心を癒すだけではなく、さまざまな効果があります。CO2の削減をはじめ、源流にある森林は水を蓄えることで、川を育

む「水源の森」となったり、地盤を安定させることで災害を防いだりと、コンクリートの壁では得ることのできない恩恵を人々にもたら

してくれます。また、環境悪化などの際は、自ら枯れることなどで、私たちに警告する環境バロメーターとしての役割もあります。

地域や人々に多大な恵みを与えてくれる森を、生命力あふれるものにするためのHondaの考え「ふるさとの森づくり」と、その精神

によって各地域で展開している「水源の森」保全活動についてご紹介します。
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Hondaでは、ヒトと自然のことを考えて、常に一歩進んだ取り組みをおこなってきており、現在の「水源の森」保全活動のきっかけと

なったのが、「ふるさとの森づくり」でした。

森を育てることは、美観のために芝生をはり、外来の樹木を植える、といった画一的な緑化とは異なり、失われつつある緑とその土

地固有の生態系を守ることにもつながり、地域の環境保全にも貢献することにつながります。

1970年代、Hondaでは埼玉県・狭山工場の環境対策に際し、“本当に役に立つ緑化”

とは何かを模索する話し合いがおこなわれていました。そんななか、1976年、当時の

副社長・西田道弘は、宮脇昭・横浜国立大学教授（当時）の提唱する「ふるさとの森」

理論と出会い、感銘を受けました。そして同年、全社的な「ふるさとの森実行委員会」

が発足し、各事業所で取り組みを開始しました。

宮脇氏の提唱する「ふるさとの森づくり」は、その土地の生態系にあった樹木を植

え、“鎮守の森”を作ることにより、自然と環境を回復・維持します。また、植物は地球

上で唯一の酸素の生産者であり、ヒトや動物は植物がなくては生きていけません。

つまり「ふるさとの森づくり」は、私たち自身が生き残るためでもあります。

Hondaでは、その森づくりを地域社会の方々と分かち合っていくことこそが、私たち一

人ひとりに課せられた使命でもあると考えています。

1977年、ふるさとの森づくり開始当時の埼玉

製作所狭山工場の正面付近。白っぽく見え

る敷き藁の部分に苗木を植栽

遠い昔、日本の国土の大部分は、冬も緑の葉をたくわえている常緑広葉樹の森に覆われていました。森は人々の暮らしを守り、活

力と安らぎを与えてくれました。先人達も、長い生活の知恵の中から森の大切さを知り、敬い、保護してきました。それが“鎮守の

森”です。

ふるさとの森づくりとは、Hondaでは鎮守の森をモデルとし、生態学的基礎に立った“ほんものの森”をめざして森づくりをおこなって

きました。冬も緑の葉を持つ常緑広葉樹には、人の心を癒すだけではなくさまざまな効用があります。工場と地域の緩衝、災害防

止、環境保全など、単なるコンクリートの壁では得ることのできない“恩恵”を人々にもたらしてくれました。

1. 動植物を育み生態系を保護 2. 大気浄化作用

3. 地盤の安定 4. 騒音の吸収 5. 防風

6. 防火 7. 太陽熱吸収 8. 災害時の避難場所 など

現在、日本は国土の約7割が緑に覆われた世界でも指折りの

森林大国であるにもかかわらず、本来の森がもっている活力を

いかしきれていません。なぜならば日本では木を切らず放置し

たことで、日光が届かず、細くて弱い木ばかり密生した森がで

きてしまい、CO2吸収力や保水力、地盤強化、多様な生態系を

維持するなどの「森の持つさまざまな機能」を発揮できない状

況になっているからです。

CO2などの温室効果ガスを削減するとした京都議定書におい

て、森の持つ能力が改めて注目を集めている昨今、森を活性

化させて地球温暖化防止に役立てようという動きがさかんにな

ってきています。 カラマツ・スギ・天然林広葉樹における林齢とCO2のおおよその吸収

量

植栽10年後の1987年同位置を撮影。苗木は

樹高10メートルを超えて、森のような茂みに
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国内にある各事業所の周囲に“ほんものの森を育てる”という、「ふるさとの森づくり」開始から四半世紀。Hondaは1999年から、そ

れらの事業所の立地する地域が水の恩恵を受けている森を保全する活動として、「水源の森」保全活動と名付けた植林活動をおこ

なっています。これは単なる植林活動ではありません。

「自らの意志で参加した実体験があってこそ、環境保全への理解を深める」というHondaの考えに基づいてHondaの従業員やその

家族、OBで構成されるボランティアが活動をおこなっているのです。また、家族で活動に参加することで、次の世代へ環境を守る意

識を引き継いでいく役割も担っています。

埼玉製作所による群馬県みなかみ町での活動から始まり、全国へ広がっていった植林活動。「ふるさとの森づくり」の考えを具現化

したこの「水源の森」保全活動が、地域の森林を守り、未来へつなぐことに寄与します。

和光ビル

埼玉県寄居町

埼玉製作所

群馬県赤城山

群馬県みなかみ町

山梨県小菅村

栃木製作所

栃木県足尾町

浜松製作所

静岡県浜松市

鈴鹿製作所

三重県亀山市

熊本製作所

熊本県大津町

Hondaは2012年4月21日（土）に、林野庁・日光森林管理署、CCC自然・文化創造工場関東事業部と協働し、栃木県足尾町にある

日光森林管理署所有の山地において、森林回復のための「第13回栃木県足尾町水源の森保全活動」を実施。Honda従業員・

OBOGら39名がボランティアが参加しました。

公害の影響が色濃く残った足尾地区での植林

2006年からスタートしたHonda栃木製作所の森林保全活動場所は、渡良瀬川上流

に位置する栃木県足尾町。同町にある足尾銅山は、1610年に発見されてから江戸

幕府直轄の経営から始まり、繁栄と衰退を繰り返しながら1881年から繁栄の一途を

たどり、製錬量も増加していきました。急激な銅山開発は有毒な亜硫酸ガスを発生

させ、草木は枯れて山肌からは土壌が流れ、広大な足尾の山地は草木を完全に失

った荒廃地へと変貌。その被害面積は2,400ヘクタールにもおよびました。

この広大な荒廃地をよみがえらせるために、政府は1956年から本格的に治山工事

をスタートさせ、50年かけて工事を徐々に進め、現在は約50パーセントの緑がよみ

がえりました。

やっと回復してきた自然には、シカやカモシカ、サル、ツキノワグマなどの野生動物が戻ってきました。しかし、今度はシカによる食

害という新たな問題が発生しています。

森林保全ボランティア参加者の皆さん

尾根での植林作業をスタート

そこで、今回植林したのはシカが食べないとされている植物アセビやヤマハン・ヤシ

ャブシ・ヤマモミジ・ヤマザクラの苗木。山の尾根を数人でグループを組み、2人1組

でクワと苗木を抱えて山を登ります。植林地は下から見上げれば近い距離に感じま

すが、実際は急斜面なので、回り道をしながら登っていきます。見た目以上にハード

な道のりに、スタッフからは「無理せず、休みながら登っていきましょう」と声がかかり

ます。慣れない斜面に苦労しつつ、山頂の尾根へと到着。植林作業が始まりました

が尾根のため、その両側はかなりの急斜面となっています。斜面側に背を向けクワ

を振ると、バランスを崩して非常に危険なため、皆が声をかけ合い細心の注意しな

がら作業を進めていきます。

木の成長を考慮して苗木の間隔を保ちつつ、一本一本丁寧に植えていきます。慣れない山の斜面でのクワと苗木を抱えての作業

に、最初はとまどっていた参加者も徐々にコツをつかみ、最終的には500本の苗木を植えることができました。

急斜面でバランスを取りながらの植林活動

自然回復の大変さと大切さを実感

植林作業後は関東森林管理局による森林保全セミナーがおこなわれます。足尾地

区で起こった公害による環境破壊についてや、人の手による自然回復の大変さとそ

の必要性、足尾の保全計画がめざす自然林の再生、自然回復のために多くのボラ

ンティア協力が求められている現状などが語られました。荒涼とした風景の中で聞く

話は、参加者に自然回復の重要さを実感させます。

参加者からは次回の活動についての質問もあり、この活動の開催に大きな期待が

寄せられていることを実感しました。Hondaは、今後も足尾町の「水源の森」保全活

動を継続的に支援していきます。 植林後に植林現場で行われた森林保全セミ

ナー
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地道に活動を続けることで、自然回復につながると実感がもてました

小林義直さん

「今回の活動は、もっと急勾配で危険度の高いところでの作業を想像していまし

たが、思ったほどでもなく、場所選びにも配慮してくださり、安心して活動するこ

とができました」と笑顔で語る小林さん。

「実際に植林する現場に足を踏み入れてみると、山を登り下りするための道が

踏みならされていてスタッフは苦労されたことでしょう。また、シカよけもあわせ

てによる食害が予測されることに対しては、シカよけもあわせて対応していく必

要があると思いました」と真剣な表情で話されていました。

そして、足尾の山の回復はまだまだ半分という話を聞くと、「もっと広く、息の長

い活動が必要」であることを改めて感じるとともに、「一人でも多くHondaの従業

員がこの保全活動に参加してほしいです」と、さらなる活動の継続・発展に期待

を寄せていました。

ボランティア作業中の小林義直さん
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Hondaでは、日本古来の鎮守の森をモデルとした“ほんものの森”の育成をめざして、1976年より森づくりをおこなってきました。

Hondaと「ふるさとの森」との出会いやその森づくりからはじまり、水源の森保全活動、そしてハローウッズでの環境保全活動へと広

がっています。

1976 Hondaの全社的な緑化プロジェクトとして、理学博士・宮脇昭氏の指導のもと「ふるさとの森実行委員会」が
発足。各事業所において調査を開始

1977 熊本、鈴鹿、浜松、埼玉の各製作所及び栃木プルービングセンターで、約25万本以上の苗木を使用して本
格的に「ふるさとの森づくり」が始まる

1978 計画段階から実践に至るまでの過程を記録した映画「ふるさとの森づくり」を制作

1980 静岡県浜松市の佐鳴台小学校の教育課程「みどりの学校づくり」に協力するため、浜松製作所が工場緑
化で培ったノウハウを提供
過程を記録した映画「ふるさとの森づくり」が文部省（当時）により社会教育教材として認定される

1984 埼玉県西武学園文理高等学校にて卒業記念植樹をサポート

1986 工場緑化推進全国大会で「ふるさとの森づくり」が通産大臣賞（当時）を受賞

1988 「ふるさとの森づくり」が緑化推進運動功労者内閣総理大臣賞表彰を受ける

1999 埼玉県立飯能高等学校にて、卒業記念行事として「ふるさとの森づくり」が実施
佐々木和夫（Honda総合建物株式会社・施設管理課課長）、狭山工場における森づくりの実績、および地
域緑化に大きく貢献したことが評価され、通産省・消費者指向優良企業表彰の「消費者志向企業活動功労
者」に選ばれる
群馬県みなかみ町で保全活動を開始

2000 栃木県茂木町に人・自然・モビリティの豊かな関わりをめざし「ハローウッズ」がオープン

2002 佐々木和夫、「ふるさとの森づくり」活動について、松下電器産業グループ「LEシンポジウム」にて特別講
演。狭山工場でのプロジェクトの事例、今後の課題、地域社会での活動などを紹介

2003 栃木県茂木町「ハローウッズ」にて森づくりワークショップを開始

2004 静岡県浜松市、熊本県阿蘇町（当時）で保全活動を開始

2005 山梨県小菅村で保全活動を開始

2006 鈴鹿製作所において10月より、環境学習を取り入れた工場見学コースを新設
三重県亀山市、熊本県大津町、栃木県足尾町で保全活動を開始

2007 埼玉県寄居町、群馬県赤城山で保全活動を開始

2010 ハローウッズ10周年記念シンポジュームを現地にて開催

2012 ハローウッズ第２回シンポジューム「次世代へ繋ぐ「人と自然の共生を考える」を青山ビルにて開催
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