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ユニバーサルマニピュレーション
　産業用ロボットは、ユニバーサル・オートメーションの実現を目
指して約60年ほど前に発明されましたが、現在のロボットは全く
ユニバーサルではなく、作業毎に周辺機器をカスタマイズし、シス
テムとして統合し利用する必要があります。ロボットを作業毎に
カスタマイズしなくても、人間のように器用に作業が行える、ユニ
バーサルマニピュレーション技術の研究を行っております。

パワーアシストシステム
　少子高齢化に伴い、QoLの向上や労働人口の確保を行うための
パワーアシストシステムの需要が高まっています。人間を適切に
サポートするシステムには、快適な操作性や高度な安全性が求め
られます。当研究室では、リハビリテーション支援を行うためのパ
ワーアシスト型足こぎ車椅子や、重量物牽引作業における負荷の軽
減を行うためのパワーアシストカートの研究を行っています。

パートナロボット
　ロボットやロボット技術を社会へ統合するには、パートナとして
ディペンダブルなロボットの実現が必要です。当研究室では、人と
社交ダンスを踊るダンスパートナロボットの研究開発を通して、ロ
ボットと人との双方向コミュニケーションの研究を行うとともに、
それらの成果の実問題への展開を進め、工場で人の作業をアシスト
する協働ロボットシステムPaDYの研究などを行っています。

分散協調制御システム
　当研究室では、1台のロボットでは搬送できない重量物や大型搬
送物を安定して搬送するため、複数の移動ロボットによるリーダ・
フォロワ型分散協調制御システムを提案してきました。このシス
テムでは、ロボットの台数を増やすことで、システム全体の可搬重
量を容易に増加させることができます。当研究室では、このシステ
ムの発展系として車両搬送システムを研究開発しました。

システムロボティクス
　ロボットは、センサ、アクチュエータ、メカニズム等のデバイスと、それらを統合し知的な機能を発揮するためのソフトウエア・ハードウ
エアから構成されるシステムです。少子高齢化が深刻な問題となり、ロボットに対する期待は膨らむ一方ですが、ロボットを実社会で利用
するためにはロボットそのものの開発だけでは不十分で、ロボットを何らかのシステムの一部として社会に統合する必要があります。そこ
で、ロボットを単なるデバイスや要素技術の寄せ集めとしてではなく、理論に裏付けされた合理的アルゴリズムによってそれらを有機的に
結合し、必要とされる機能を発揮させるとともに、システムとして社会へ統合することを目指すシステムロボティクスを提唱しています。
また、それと同時に、実問題に潜む科学的課題を発掘し、それに挑戦することによってロボティクスのフロンティアを開拓します。

http://www.irs.mech.tohoku.ac.jp/

ロボティクス講座
ロボットシステム学分野

小菅・衣川 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

教　授
小菅　一弘

助　教
衣川　潤
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ビンピッキングロボット
　自動組立ラインでは、ばら積みされた部品を1つずつ取り出し 
（ビンピッキング） 組み立てロボットに位置決め供給する装置が必
要です。現在、この作業は人かパーツフィーダと呼ばれる装置が
主に担っていますが、スマート工場の実現には、ビンピッキングロ
ボットが必要不可欠であるとの認識が共有されています。ビンピッ
キングロボット実用化の鍵を握る三次元計測、位置姿勢推定、把持
計画、動作計画、および物体の位置決めを目的としたビジュアル
サーボに関する研究を行っています。

深層学習とスパースモデリングによる高精度三次元計測
　これまでは難しかった金属光沢のある物体や半透明な物体の高
精度三次元計測装置の研究開発に取り組んでいます。高速かつ高
精度な三次元計測の実現に向けて、深層学習やスパースモデリング
という数理的な手法を取り入れ、理論面から三次元計測の新たな方
法を提唱すると同時に、実際に計測装置を作成し、産業分野で使え
る装置の実現を目指しています。

マルチエージェントシステム
　マルチエージェントシステムの制御についての研究を行ってい
ます。多種多様なセンサをネットワーク結合したセンサネットワー
クを制御系の観測器として利用する際の、高速かつ最適なセンサス
ケジューリングの計算アルゴリズム構築を目指しています。
　また、複数の自律移動ロボットによる長期間のフィールド探査を
目的とした低エネルギ消費型の制御則、ならびにフィールドの状態
推定技術の確立を目的とした研究を実施しています。

アクティブビジュアルサーボによる高精度ロボットマニピュレーション
　位置決めされていない物を掴んで、持ち替えて、組み付ける。こ
れまでに、様々なロボットが開発されてきましたが、人間には簡単
で製品の組み立てには必要不可欠な動作がロボットではまだ実用
化できていません。この問題を解決するために、深層学習やアク
ティブ三次元計測技術をビジュアルサーボというビジョンを位置
決め制御系に組み込んだ位置決め技術に応用して、これまでにな
い高精度なロボットマニピュレーションの実現を可能とするアク
ティブビジュアルサーボを提案し、実用化を目指しています。

准教授
荒井　翔悟

第四次産業革命に向けたロボット技術開発！
　工場内のあらゆる状況をモニタリングし、その膨大なデータを通信ネットワークを介して工場内外のサービスと連携させ、新たな価値
を生み出す。この第四次産業産業革命実現に向けて、日本、米国、独国を中心に世界中で激しい技術開発競争が行われています。現在の自
動生産は、ライン構築のための膨大なインテグレーションコストと日々発生するトラブルによる短時間のライン停止に悩まされています。
我々は、こうした問題を解決すべく、三次元計測、ロボットビジョン、ビジュアルサーボといった要素技術から、それらを統合したロボット
システムの研究開発に取り組んでいます。また、ロボットビジョン技術によるモデル生物の行動解析、マルチエージェントシステムの制御
理論構築に関する研究を行っています。

http://www.irs.mech.tohoku.ac.jp/

ロボットシステム講座
ロボットシステム学分野

荒井（翔） 研究室 

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

ビジュアルサーボを用いた物体持ち替え アクティブビジュアルサーボによる高精度位置決めビンピッキングロボット
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脊椎動物の冗長関節制御と生物運動学習に関する研究
　人間のみならず脊椎動物は体肢の自律的かつ冗長関節の適切な
運動出力を行い環境に適応している。それを可能にするのは、中枢
神経系の中でも下位の階層に歩行などの移動に関する基本的リズ
ムを発現する神経回路を有し、運動出力を生成また修正するメカニ
ズムを備えているためと考えられている。ニューラルネットワー
クを用いた時系列運動パターンの発現、記憶に関する研究を行って
います。

ロボット技術のニューロリハビリテーションへの展開
　将来的に超高齢化社会を迎える日本にとってニューロリハビリ
テーションの効率化は重要な課題である。特に脳卒中は高年齢化
と共にリスクが増大し、運動制御および調整機能に影響を与える。
脳信号処理と末梢側の神経感覚刺激による感覚フィードバックか
らの運動学習に関するプロセスを研究し、運動学習効果を最大限に
引き出すニューロリハビリテーションの構築を目指しています。

生体感覚信号、生体機能のモデリングと同定技術の開発
　運動に関する生体信号解析および筋肉から脳を含めた生体機能
のモデリングおよび個体差を考慮するための同定技術の開発を
行っています。筋電位などの遠心性運動情報の解析および電気刺
激により求心性感覚フィードバックを与えたときの脳の知覚状態
を脳波などにより多次元信号解析を行うことで運動シナジーや感
覚シナジーの特徴を捉えることで運動感覚機能の定量的評価を目
指しています。

人間の運動制御、環境適応学習メカニズムの研究
　人間は未知の環境にも対応できるその運動学習性により、動物界
で最も優れた環境適応能力を獲得したと言っても過言ではありま
せん。環境からの感覚入力をいかに人間が処理し、どのような学習
アルゴリズムが感覚入力から正しい運動出力を計算できるかとい
う感覚運動系の学習制御ループに特に着目して研究を進めていま
す。バランス制御や歩行運動を対象として研究を行っています。

ロボティクスのためのニューロサイエンス、ニューロサイエンスのためのロボティクス
　ロボットの世紀などと近年言われるが、特に実世界の環境との適応的インタラクションという側面ではまだまだ人間のもつ高度な運動制
御、感覚機能から我々が学ぶべきことは多い。本研究室では人間の持つ環境適応、運動学習能力を工学的にも脳科学的にも深く理解するた
め、情報処理およびロボティクスのモデル化技術をベースとして用い脳科学的にも説明が可能なレベルで人間の運動制御、学習メカニズム
の解明とそれに資する人間の運動情報の収集およびロボティクスツールを用いた解析に関する技術開発を行っています。ロボティクスの
ためのニューロサイエンス、ニューロサイエンスのためのロボティクスと双方向的に科学するニューロロボティクスに取り組んでいます。
また運動学習と脳の環境知覚の研究から得た知見から、運動学習効果を最大限に引き出すニューロリハビリテーションを目指しています。

http://neuro.mech.tohoku.ac.jp/

ロボットシステム講座
ニューロロボティクス分野

林部 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

教　授
林部　充宏
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http://neuro.mech.tohoku.ac.jp

ロボットシステム講座
ニューロロボティクス分野

大脇 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

昆虫の歩行を制御する ーMotion Hackingー
　昆虫の歩行を計測するのみならず、工学的アプローチにより歩行
を外部から操作、制御することで昆虫内部の神経系による適応過程
を解明することを目指しています。筋肉を電気的に刺激すること
で脚の運動を任意に発生させるMotion Hacking 法を用い、運動
をハッキングすることによって昆虫が有する歩行制御アルゴリズ
ムと適応メカニズムの解明することを目指しています。

脳内身体表現の変容をもたらすニューロリハビリテー
ション
　本研究では、障害による身体機能の変化に伴う「脳内身体表現（脳
内に構築されている身体のモデル）」の長期的変容過程を明らかに
することが、最大限の効果をもたらすニューロリハビリテーション
の鍵になると考えています（身体性システム科学）。脳内身体表現
への介入を可能とする工学的リハビリ手法を開発し、東北大学病院
での臨床的検証を通して社会応用することを目指しています。

脚が故障しても歩きつづけるレジリアントな歩行ロボット
　現在の最先端の歩行ロボットですら、想定外の環境や故障に対し
ては非常に脆弱であるといわざるを得ません。一方、生物は、未経
験の環境、身体構造の変化（脚切断や身体の障害など）に対しても、
自身の残存機能をフル活用することで巧みに運動を生成すること
ができます。このような「しぶとく、打たれ強く、レジリアント」な
歩行ロボットを実世界応用することを目指しています。

昆虫の歩行を計測する
　昆虫は、たとえ自身の脚が切断されても、身体の物理的な変化に
応じて即時的かつ適応的に歩行を変化させながら歩き続ける能力
を有しています。本研究では、ハイスピードカメラと筋電位計を用
いて、昆虫の歩行中の脚の運動と筋肉の活動を同時に計測すること
で、脚切断前後の歩行の適応メカニズムを工学的視点から定量的に
解明することを目指しています。

生物が示す不測の事態への適応能力の解明と実世界応用
　生物は、10の6乗個程度の神経細胞しか持たない昆虫ですら（われわれヒトを含む哺乳類の神経細胞は10の12～14乗個）、未知の環境、
さらには、自身の身体が突然故障する、欠損するという想定外の状況においても、即時的かつ柔軟に適応し移動し続ける驚くべき能力を有
しています。本研究室では、生物の根源的な移動能力である「歩行」に着目し、「計測する」、「制御する」、「創る」などの工学的手法と技術
を活用しながら、（1）昆虫を対象とした運動制御メカニズムの理解、（2）リハビリテーション技術、ロボティクス技術の創出、という理学
と工学の2方向のアプローチを有機的に連関させることで、生物の適応原理の理学的追求と実世界応用を目指します。

准教授
大脇　大
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教　授
平田　泰久

助　教
翁　岳暄

助　教
サラザル　ホセ

複数ロボットを用いた広域探査システム 
（複数ロボットインタラクション）
　震災地域、火山地域、海洋、宇宙などを短時間で調査するために、
1台の大きな駆動力を有するシステム（車、船、クレーンなど）が、
調査に必要となるセンサを搭載した複数の非駆動型ロボットをけ
ん引し、その非駆動型ロボットを操舵制御することで、全体として
あるフォーメーションを実現するシステムを研究しています。こ
れにより、低コストかつ効率的な広域探査システムを実現します。

ソーシャルロボティクス 
（人間・ロボットインタラクション）
　技術が発達し、ロボットを人間社会へ組み込む需要が高まるにつ
れてソーシャルロボティクスという研究分野が人間とロボットの共
存研究において重要となりつつあります。これを「ロボットの社会
性に関する問題」と呼ぶことができます。今後、新しい人間共存型
ロボットを開発するために、工学的な観点の研究だけでなく、ロボッ
ト倫理やロボット法を含んだ他分野との学際的な研究を行います。

振動刺激を用いたスポーツ支援システム 
（人間・ロボットインタラクション）
　複数の振動刺激を用いて人間に適切な運動方向を知覚させるウェ
アラブルシステムや、スポーツで必要となる道具を介して適切な運
動を呈示するシステムの研究開発を進め、短時間で効果的な運動訓
練が可能となる技術の確立を目指しています。また、この技術を応
用することで、高齢者や障がい者の衰えた知覚機能を補完し、健常
者と同様にスポーツを楽しむことができるシステムを目指します。

高齢者・障がい者支援システム 
（人間・ロボットインタラクション）
　非駆動型ロボットの運動制御技術を用いて、歩行機型ロボット、
足こぎ車椅子型ロボット、物体搬送ロボットなどの移動台車システ
ムの研究開発やリハビリテーションやスポーツ訓練、バーチャルリ
アリティなどに活用できる力覚提示システムの研究開発を行ってい
ます。また、利用者の動作を実時間で計測することで、利用者の状
態や意図した運動を推定する研究開発も進めています。

自ら動くことがない新しいロボットのかたち
　当研究室では、能動的な駆動力を有さず外部から加わる力に基づいてロボットを制御する非駆動型ロボットの設計学・制御学の構築を目
指しています。このロボットはモータなどの駆動力を極力使わず、基本的に人の力のみで動かされます。人が助けて欲しい、もしくは危険
な状態にあるというときだけ支援を行うロボットです。これにより、人はロボットに常に助けられているわけではなく、自ら主体的に運動
していると感じます。また、人が主体的に動くということを前提に、人が移動すべき方向のみを教示するハプティックデバイス（振動呈示
装置）を用いて、人にスポーツを教える技術の研究開発も進めています。そのほか、非駆動型ロボットを複数台用いた広域探査システムの
研究開発を行い、震災地域、火山地域、海洋、宇宙調査等への応用を目指しています。

http://srd.mech.tohoku.ac.jp/ja/

ロボットシステム講座
知能機械デザイン学分野

平田・翁・サラザル 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻
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助　教
菅沼　雅徳

教　授
岡谷　貴之

深層学習基礎 深層学習応⽤

新しい構造・学習⽅法

coldaged

clean fragile glossy

INPUT

⾼性能の秘密を解明・より使い
やすく

多くの問題が解決済みの現在も
なお難しい問題

ロボットの⾏動・移動への深層
学習応⽤

⾔語化が難しい「質感」の認識 画像の理解（画像と⾃然⾔語の融合） ドローンを⽤いたインフラ画像点検技術

ロボット視覚

Conv1 - Pool5 fc6fc7 coldness
hardness

resilience

Classifiers of 
13-attributes

...
R
R

R

image1

image2

Q: What is 
reflected in the 

mirror? 
A: Cat

Q: What room is this?
A: Bathroom

http://vision.is.tohoku.ac.jp/

知能ロボティクス講座
イメージ解析学分野

岡谷・菅沼 研究室

ファッション画像の理解
　コンピュータビジョンを用いてファッション画像を理解する試
みを行っています。ファッション画像では服の色や詳細な形など
の目に見える要素を組み合わせていくことで多彩で複雑な印象を
作り上げます。人が認識するような複雑な印象を理解する機械知
能の実現に向け、例えばインターネット上に存在する大量のデータ
から服の着合わせの確率モデルを自動的に学習する手法を研究し
ています。

東日本大震災被災地を対象とした
市街地の時空間モデリング
　東日本大震災およびこれに伴う津波によって被害を受けた市街地
を対象に、被災状況とその後の同地域の復旧・復興の過程を可視化す
るための方法を研究開発してきました。地震等の災害やその後の復
旧・復興の過程など、市街地が広範囲にわたって大きく変容させる
ような場合に、長期に渡って収録した映像情報からコンピュータビ
ジョンを用いてその様子をとらえることができるようになります。

物の質感の画像認識
　質感とは物体の状態について人が感じ取る様々な感覚を包括的
に表す概念のことです。このような質感を画像から認識する手法
を研究しています。例えば、自動車の内装など、人が高品質に感じ
る製品を低いコストで作るにはどうすれば良いか、人が写実的に感
じるCG映像を少ない計算量でレンダリングするにはどうすべき
かといった問に答えを与えることを最終的な目標としています。

深層学習が実現する人工知能
　画像認識や言語生成などの人工知能が取り扱う各種の問題に対
し、深層学習モデルと呼ばれる人工神経回路（ニューラルネットワー
ク）が目覚ましい成果を達成しており、世界的に急速に研究が進めら
れています。我々の研究室では理論と実応用の両面から研究を行っ
ており、例えば数学的な計算モデルの解析や、脳内の電極から得ら
れた生体信号との相関関係の解明を進めています。

ディープラーニングが実現する人工知能と画像理解
　われわれはコンピュータビジョン分野を中心に、画像処理、機械学習、自然言語処理など、人工知能に関連する分野を広く研究しています。
コンピュータビジョンの目標は様々な視覚的現象について観測、認識、そして判断を下すことのできる機械知能を作ることにあり、画像計
測から意味的理解まで幅広い問題を取り扱います。この目標に向け、われわれの研究室では理論・実践の両面から各種の問題に取り組み、
モノの質感認識、市街地の情景モデリング、深層学習モデル（ディープラーニング）、確率的グラフィカルモデル、人工ニューラルネットワー
クと人の脳の関わりの分析、ファッション画像の認識、自然言語による質感表現などで研究を進めてきました。近年の深層学習モデルの発
展に伴い、研究室では現在ニューラルネットワークの理論的解析と効果的な実践応用手法で研究に取り組んでいます。

ロボティクスコース
情報科学研究科
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３次元地図構築と操縦支援，
環境認識・自律走行 次世代移動体システム

自走する能動スコープカメラ
飛行ロボットによる

インフラ点検 ロボット機構

レスキューロボット・サイバー救助犬

准教授
多田隈　建二郎

准教授
大野　和則

教　授
田所　諭

助　教
渡辺　将広

助　教
安部　祐一

社会インフラ・設備点検ロボットの研究
　レスキューロボット研究で培った人の行きづらい場所で人に代
わって作業をするロボット技術を活かし、橋梁・トンネルなどの社会
インフラや工場設備を点検するロボットの研究開発を行っている。
2018年度現在、橋梁狭隘部に安全に進入し点検できる球殻ドロー
ン（NEDO-SIP、理研AIP）や工場内発電炉の内壁を点検できる壁登
りロボット（住友重機械工業（株）との共同研究）を開発している。

次世代ロボット機構の研究
　球状全方向車輪 “Omni-Ball” を原点とした全方向駆動メカニズ
ムをはじめ、極限機構の研究開発に体系的に取り組んでいる。研究
開発においては、機構の原理アイディアの創出から、実機設計・試
作といった一連の具現化の過程に関しても力を入れて活動してい
る。また、ロボット機構の応用先として、災害地での移動ロボット
ベース・把持作業装置などを視野に入れて取り組んでいる。

能動索状体のアクチュエーションの研究
　細径の索状の機械を対象とし、新しいアクチュエーションの原理
を適用し、能動的に運動する機能を開発している。この技術を利用
して、レスキュー活動における狭路探査のために、ビデオスコープ
のケーブルに自走機能を付与した「能動スコープカメラ」を開発。
2008年には、消防庁長官表彰最優秀賞、「今年のロボット大賞・優
秀賞」等を受賞した。

次世代移動体・環境認識の研究
　屋外無人搬送車や自動運転を対象に、悪天候や積雪などの過酷な
環境で周囲を認識する技術、確率的な枠組みを利用した頑健な地図
構築や位置推定、自律的に行動する知能の研究開発を行っている。
これまで蓄積したセンシング、確率的な手法などを応用して、大規
模な石油化学コンビナート火災を対象とした消防ロボットの開発、
重度疾患患者の運転支援、東北の積雪路面での自動搬送車の共同研
究にも取り組んでいる。

レスキューロボット・サイバー救助犬の研究
　田所研究室は、1995年の阪神淡路大震災を期にレスキューロボットを学術研究分野として創成し、世界的な中心として本研究分野を推
進してきた。2006-2010年「NEDO戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」で開発したクローラロボットQuince は、東日本大
震災で被災した福島第一原発の内部調査に利用され、冷温停止に向けて大きく貢献した。2013年度は被災建物内探査システム「ロボ・ス
コープ」を清水建設（株）と共同開発し、さらなる貢献が期待される。
　また、レスキューロボットの情報収集や環境認識の技術を搭載した犬用サイバースーツにより、救助犬の災害現場での探査行動を記録し、
探査の有効性や被災者のいる可能性を自動で判断する「サイバー救助犬」の研究も近年注目を集めている。

https://www.rm.is.tohoku.ac.jp/

応用情報技術論講座
人間－ロボット情報学分野

田所・大野・多田隈・
安部・渡辺研究室
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情報科学研究科
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准教授
昆陽　雅司

ImPACTプログラム：触覚を用いた 
極限ロボットの操作支援
　極限環境においてロボットが十分なパフォーマンスを発揮するた
めには、ロボット単独の性能を高めるだけでなく、操縦者の操縦能
力、判断能力を高める必要がある。本研究では、ロボットの接触情
報を振動によって検出し、遠隔の操縦者にリアルタイムで伝える触
覚通信技術を研究開発している。とくに、ヘビのような索状ロボッ
トや新しい建設ロボットの操縦インタフェースを開発している。

道具を操る分布触覚の機能解明と 
拡張技術：TAKO-Pen
　ヒトは道具に加わる微細な力をあたかも体の一部のように感じ
ながら器用に操作が可能である。本研究では、この能力を探求する
ために皮膚の分布的な触覚の関与と役割を検証し、さらに、道具に
加わる触覚をより高感度に増強する新しい触覚デザイン法を提案
している。吸引触覚ディスプレイTAKO-Penによる触覚分布の再
現・拡張によって、6自由度の力覚提示やその増強に成功している。

どこでも手軽に利用できる触覚メディア：携帯情報端末
のため触力覚呈示技術 VibTouch
　スマートフォンのタッチパネルや、体感型ゲームの普及などによ
り、触覚フィードバックのニーズが高まっている。本研究では、携
帯情報端末に搭載可能で、かつ、多様な触感情報を呈示可能なイン
タフェースを開発している。また、皮膚刺激が誘発する力覚の錯覚
を利用することによって、GUI 操作支援やジェスチャインタフェー
スによるVR空間での力覚的インタラクションを可能としている。

皮膚で感じる運動情報：皮膚感覚の増強による 
運動機能サポート
　高齢者の運動機能の低下は、筋力だけでなく、運動を知覚する感
覚系の衰えも一因にある。本研究では、皮膚感覚による運動知覚の
メカニズムを解明し、皮膚感覚を増強することで運動機能をサポー
トする技術を開発している。メガネのように日常的に利用可能な
運動支援技術は、高齢者の自立・活性化を促すと期待される。また、
効果的なリハビリや、義手・義足の感覚転送などに応用可能である。

体感型インタフェース：触覚機能の解明と革新的技術をめざして
　「体感する」という言葉が示すように、触覚は臨場感を伝えたり技能を理解するために重要な感覚である。また、高齢化社会では、高齢者
の自立・活性化を促す技術が求められており、メガネや補聴器のように、触覚も強化できれば高齢者の運動機能をサポートすることが可能
となる。本研究室では、これまで解明されていなかったヒトの触知覚機構の機能と原理を探求するとともに、その機能をロボティクス技術
によって再現・拡張して呈示することにより、これまで普及していなかった触覚メディアの新しい応用技術の創成を目指している。具体的
には、極限環境においてロボットの遠隔操作をサポートする触覚技術や、情報端末の臨場感・直感性を高める体感インタフェース、皮膚感
覚補強により運動機能をサポートする技術、感覚 - 運動機能の定量化技術、ロボットのための触覚センサなどを開発している。

http://www.rm.is.tohoku.ac.jp/

応用情報技術論講座
人間ーロボット情報学分野

昆陽 研究室

ロボティクスコース
情報科学研究科
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DNAオリガミ構造モジュール（スタック数制御）

酵素を使ったDNA分子計算回路（USG)の設計図

■生命原理をシステマチックに拡大したモノづくり
コンピュータで配列設計した生体高分子を合成し，セルフア

センブリ（自己集合）によりシステムを構築する．

■コンパクトかつエコなモノづくり
DNAなどの高分子合成機（マザーマシン）により，あらゆる

パーツ・システムを創り出すことが可能である．

■超情報集約型のモノづくり
分子配列から応用システムまでの各階層を一気通貫に記述・

設計する超複雑システム構築理論に挑戦する．

分子ロボティクス～新しいモノづくりのパラダイム

分子ロボットの進化

DNA ナノエンジニアリングとは？
　DNA は生物の遺伝情報をつかさどるだけでなく、素材としても
非常に有望な分子です。ACGT という4つの文字で書かれたDNA 
の塩基配列をうまく設計することで、DNAの分子の形や、DNA 
分子間の相互作用を自在に操ることができるようになってきまし
た。この性質を利用して、ナノ構造やいろいろな分子デバイスなど
を創り出す技術がDNA ナノエンジニアリングです。

DNAでつくるナノ構造
　塩基配列を指定して化学合成したDNA でナノ構造を組み立て
る技術が急速に進歩しています。DNA オリガミと呼ばれる手法が
代表的なもので、コンピュータを使って非常に複雑な形の分子を
設計することができます。当研究室では、DNAオリガミ手法を用
いた人工膜チャンネルや、人工鞭毛スラスター、分子ステッピング
モーター、また、光に応答するDNAゲルなどの開発に取り組んで
います。

国際生体分子デザインコンペで大活躍！
　国際生体分子デザインコンペティション（BIOMOD）は、カリフォ
ルニア大学が主催する学生コンテストです。DNAやタンパク質など
生 体分子のユニークな設計を競う大会で、世界中から学生チームが
参加 します。2018年度、東北大チームはDNAオリガミによる展開
構造物の設計で、3度目の総合優勝を飾りました。今年も当研究室か
ら 学生チームが参加します。今度はどんなアイデアで勝負するか！

DNAコンピューティング
　DNA の相補性をうまく利用すると、溶液中のある DNA の濃度
が論理演算に対応するような反応系がつくれます。これを用いて、
数百個の論理ゲートを含むような分子計算回路をつくることがで
きます。当研究室では、マイクロゲルビーズにDNAゲートを組み
込んだ時空間情報処理システムや、プログラムした順番で特定の配
列のDNA分子を出力するシステム、ゲル上の離散反応空間などを
開発しています。

分子ロボティクスの創成を目指して
　「分子ロボティクス」を標榜する我が国初の研究室としてDNA ナノエンジニアリングのアプローチにより、部品となる分子ひとつひとつ
を設計し、それをシステムとして組み立てて、さまざまな環境の変化に対し自律的に応答することのできる分子機械システム、すなわち「分
子ロボット」を構築する方法を確立することを目指している。分子ロボティクスの研究は、これまで化学だけが扱うことのできた分子の世
界にロボット工学を拡張するための突破口となるだろう。ここで開発する技術は様々な分子機械システムの基盤技術となるもので、学術的
にも産業的にもインパクトは大きい。たとえば、分子ロボット群が協調して免疫細胞のように集団として患部をたたくスーパードラッグデ
リバリーシステム、細胞分化を制御するプログラム幹細胞培養、環境モニタリング、核酸医療など、広範な応用が期待される。

助　教
川又　生吹

教　授
村田　智

助　教
鈴木　勇輝

http://www.molbot.mech.tohoku.ac.jp/index.php

ナノシステム講座
分子ロボティクス分野

村田・川又 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

分子ステッピングモーター

離散ゲル反応空間
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准教授
野村　慎一郎

人工分子デバイス援用による新世代人工細胞
　人工的にデザインした分子デバイスを細胞に導入し、本来もって
いない機能を追加するプロジェクトです。細胞と協調的に働く人
工分子デバイス群（新規チャネル、座標制御、膜変型など）は、一時
的に細胞の能力を向上させたのち分解されます。遺伝子操作を必
要としない新規なバイオテクノロジーの基盤となりうると期待し
ています。京都大学・齊藤博英教授たちとの共同研究です。

細胞はつくれるのか？
　細胞のいるミクロな環境は、多種多様な分子が水や荷電粒子（イ
オン）とひっきりなしに衝突を繰り返す一種の極限環境です。そこ
で目的を達成するための人工細胞・分子ロボットをデザインする上
で、天然の40億年を生き抜いた機構を細胞とその歴史から学ぶこ
とは膨大です。原始的な細胞の模型をつくるという工学的な生命
の起源の研究もはじまりました（理学部・掛川武教授との共同）。

細胞質から細胞核にいたる力覚機構の解明と 
新技術開発から医学展開を目指す基盤研究
　力覚、つまり微小な力と細胞との関連を理解し、制御するプロ
ジェクトです。医学部加齢研・小椋利彦教授たちとの共同研究
（AMED-CREST）で、人工細胞をもちいて生きた細胞の中に2µm
までのマテリアル（蛍光／磁気ビーズやDNAオリガミ等）を直接
導入することに成功しています（特許申請中）。核などに極小レベ
ルの局所的な力学刺激を加える技術の開発をおこなっています。

人工細胞型分子ロボット
　自律的に動いて分子信号で操作する、という分子ロボットをつ
くっています。人工膜カプセルの中にモーター分子を組み込み、人
工DNA分子反応で制御します。また細胞表面をころがり移動す
るクロラ型や、活動時間をのばす栄養補給も研究しています。組織
内部の探査や培養細胞の管理などでの活躍が期待できます。東工
大・小長谷明彦教授のグループ「分子ロボ・アメーバ班」の共同研究
です。

生命と機械：分子レベルでの融合
　野村研究室では、生体分子・合成分子材料を用いて、自律的に働く微小な分子ロボット「人工細胞」を研究しています。生体の最小単位で
ある細胞の機構を理解し、分子レベルから生体の支援を可能にするような新しい仕組みをつくって社会に提供することが目標です。生命と
機械、というと相反するように思える概念ですが、生体の部品である分子についての知識とその操作技術が飛躍的に高まりつつある現在、
分子レベルでは生命＝機械ともいえる構造が大活躍しており、小さく柔らかい機械が統合されたシステムこそが生命であるといえましょ
う。我々は実際の細胞のありかたに学び、実空間で動く人工分子システムづくりに挑戦しています。

https://sites.google.com/site/smnomuralaboratory/

ナノシステム講座
分子ロボティクス分野

野村 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻
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図2　LSI 上にダイヤモンド電極を有する集積化バ
イオセンサーアレイ

図3　MEMS-LSI 集積化プラットフォーム :TSVを
形成したLSIとMEMSを金属接合し、気密封止

図1　ロボットアームに取り付けたバスネットワーク型集積化フィン
ガーセンサー

准教授（μSIC）
室山　真徳

シニアリサーチフェロー
門田　道雄

教　授
田中　秀治

講師（μSIC）
鈴木　裕輝夫

准教授（AIMR）
Jörg Frömel

准教授（μSIC）
平野　栄樹

特任准教授
吉田　慎哉

ヘテロ集積化技術とウェハーレベル・パッケージング技術
　MEMSと LSI に代表される異要素の集積化技術、MEMSをウェ
ハーレベルで真空封止するためのパッケージング技術などを開発
しています（図3）。これらは、マイクロデバイスの小形化や高機能
化に必要な共通基盤技術であると同時に、多くのノウハウを必要と
する差別化技術でもあります。また、ウェハーボンダー、原子層堆
積（ALD）装置などのプロセスツールも開発しています。

MEMSの共同研究開発パートナーを 
お探しの企業の皆様へ
　豊富な技術、ノウハウ、文献情報などに基づき、マイクロデバイ
スに関連する産業界の研究開発を積極的に支援します。当研究室
とマイクロシステム融合研究開発センター（μSIC）が協力し、研
究開発のステージに応じて、小片ウェハーでの原理実証から4～ 6
インチウェハーでの試作まで様々な案件に対応します。技術コン
サルティング、企業内プライベートセミナーなども承っています。

力や動きを検知する、生体物質を測定する 
マイクロセンサーと応用システム
　機械学習による高度なロボット制御に用いるバスネットワーク型
触覚センサーを、力センサーと信号処理・通信用集積回路が一体化
された形で開発しています（図1）。自動運転や自律航行に用いる高
性能慣性センサーを塚本研究室と共同で開発しています。さらに、
ジェスチャー認識のための超音波レンジファインダー、生体物質を
簡単に検出するバイオセンサー（図2）なども研究しています。

無線通信をつながりやすく、高速にするための 
周波数選択・制御デバイス
　スマートフォンに代表される携帯情報端末の普及によって、周波
数資源がひっ迫しています。次世代無線通信や IoT（Internet of 
Things）に対応するために、チューナブル弾性波フィルター、広帯
域／高音速SAWデバイス、高周波MEMSスイッチ、集積化クロッ
ク発振器などを開発しています。また、圧電薄膜や圧電デバイスの
研究にも力を入れています。

材料からシステムまで、MEMS・マイクロシステムの研究開発
　MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）は人間と機械との間をつなぐ入出力システムとして広く利用されていますが、それを
発展させた新しいマイクロシステムを創出しています。たとえば、人間と共生する次世代ロボットのための触覚センサー、自動運転にも重
要な高性能ジャイロスコープ、情報通信や無線センサーの要となる周波数選択デバイス、ジェスチャー認識のための超音波センサーなどが
あります。これらのマイクロシステムが従来にない機能や性能を発揮するためには、集積回路やパッケージングとの一体化、機能性材料の
利用などが必要です。そのため、異要素の集積化技術、ウェハーレベル・パッケージング技術、機能性材料の成膜技術などの基盤技術も開
発しています。また、企業との共同研究、研究機器の公開、および国際連携にも力を入れています。

http://www.mems.mech.tohoku.ac.jp/index.html

ナノシステム講座
スマートシステム集積学分野

田中（秀） 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻
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MEMSジャイロスコープ用の高性能振動子高性能ジャイロシステムと、制御用の機能ブロック図

准教授
塚本　貴城

http://www.mems.mech.tohoku.ac.jp/

ナノシステム講座
スマートシステム集積学分野

塚本 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

大きな発生力と精密な変位制御が可能な、MEMSアク
チュエータの開発
　MEMSアクチュエータは微小であるがゆえに発生できる力も小
さくなってしまいます。比較的大きな力が発生可能な方式として
圧電薄膜を用いたものや、熱膨張を用いたものがありますが、これ
らは変位を精密に制御しづらいといった欠点を持っています。そ
こで、アクチュエータと変位センサを集積化させ、フィードバック
制御することで、変位を精密に制御することに取り組んでいます。

ロボットや自動運転にも使用可能な、小型・高性能ジャイ
ロスコープ
　ロボットやドローン、自動車の高度な制御にはジャイロスコープ
が必須です。ジャイロスコープの性能を向上させるためのMEMS
設計技術、MEMS構造体を真空中にパッケージングする技術につ
いて研究開発を行っています。また、FPGAを用いてMEMSデバ
イスを制御することで、これまで実現が難しかった、角度を直接出
力する新しい方式のジャイロスコープの開発に取り組んでいます。

熱の流れを制御したり、赤外線を可視化するためのマイ
クロ熱デバイス
　CPU等の電子部品の局所冷却や、超小型の冷凍機を実現するた
めには、小型の熱流制御デバイスが必要になります。微小領域での
沸騰・凝縮現象を応用して、高熱密度の排熱や、熱流方向によって
断熱／熱通過を切り替えるような微小デバイスを開発しています。
また、サーモグラフィーをより身近なものにするために、赤外線を
可視光に変換するデバイスの開発を行っています。

誰でもどこでも使用可能な小型バイオセンサ
　食中毒やアレルギー反応による食品事故を未然に防ぐために、家
庭や外出先で誰でも簡単に使える小型の検査装置を開発していま
す。対象となる物質を高感度に検出するために、アプタマーと呼ば
れるDNAを用います。操作を簡単に行えるようにするために、ア
プタマーを封入した使い捨てシートを開発したり、アプタマーの状
態を自動で読み取るための小型システムを開発しています。

暮らしを豊かにするための、マイクロマシン技術を使った高性能センサの研究
　当研究室では、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）を使った高性能なセンサデバイスや、センシングシステムの開発に取
り組んでいます。MEMSとは、マイクロメートル精度で加工されたシリコンの微細構造や、ナノ・マイクロメートルレベルの極めて薄い薄
膜などを組み合わせて作られたマイクロマシンです。我々は、これらのMEMSセンサを高性能化・小型化するための、設計・加工技術の向
上に取り組んでいます。また、マイクロコンピュータや FPGA（Field Programmable Gate Array）を用いたシステムの研究開発にも力
を入れており、センサの性能を飛躍的に高めたり、これまで実験室にしか置けなかった検査装置を家庭でもつかえるように小型化したりし
ております。
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三次元ロボットビジョン・触覚センシングとロボットマニピュレーション 生物の移動原理の解明

教　授
橋本　浩一

助　教
山口　明彦

人工知能によるロボットマニピュレーション
　これまでのロボット研究では、工業部品のように固くて画一的な
対象を扱ってきました。一方人間が日常的に扱っている対象物は、
服や布、野菜、肉、液体、調味料のように、柔らかかったり壊れやす
かったりし、個体差もあります。こういった対象物は、数学的な表
現方法の構築が難しく、それらを操作するロボット制御も難しくな
ります。我々は人工知能技術を駆使した解決に取り組んでいます。

三次元センシング×三次元データ処理=三次元ロボット
ビジョン
　計算機の高性能化に伴い産業ロボットにおける三次元データの
活用が急速に進められており、三次元データに基づく自動組み立て
やばら積み部品のハンドリングなどが求められています。私たち
は、スパース推定による三次元センシング、効率的な点群処理アル
ゴリズムや深層学習による三次元データ処理など、最先端のAI 技
術を活用した三次元ロボットビジョンの実現を目指しています。

人工知能で切り開くロボットビジョンとマニピュレーション
　この研究室では、機械学習・深層学習・強化学習・推論といった人工知能、ロボティクス、コンピュータビジョンの技術を駆使し、工場で
働くロボットや、人間の生活をサポートするロボットを制御する方法を研究しています。ロボットが操作しようとしている対象物を三次元
ビジョンによって認識し、モーションプラニングなどの推論によって行動を生成します。より良い画像認識や対象物理解のために、機械学
習を取り入れています。ロボットが物体を操作（マニピュレーション）するには、視覚（ビジョン）だけでなく触覚も重要です。我々はロボッ
トハンドのための触覚センサ開発にも力を入れています。さらに、このような研究で培われた技術は、生物の行動を理解するツールとして
も使えます。例えば鳥に取り付けた小型の計測器からビッグデータを構築し、機械学習によってパターンの分析を行っています。

http://www.ic.is.tohoku.ac.jp

知能ロボティクス学講座
知能制御システム学分野

橋本・山口 研究室

ロボティクスコース
情報科学研究科システム情報科学専攻

ビジョンベースの触覚センサとマニピュレーション
　人間の五感のうち、特に視覚と触覚は物体を操作する際に重要で
す。視覚としてはカメラや深度センサが普及していますが、触覚セ
ンサはロボットに十分普及していません。我々は小型カメラを指
先に埋め込み、透明で柔らかい素材で覆うことによって、触覚を実
現する研究を進めています。このカメラ（ビジョン）ベースの方法
で力や滑りなどの感覚をロボットに与えられ、物体操作が進化しま
す。

生物の移動原理の解明
　ヒトを含め鳥や昆虫などの生物は「移動」します。その原理を解
明するために、多様なセンサや、ロボット顕微鏡を用いた計測によ
り、生物の移動に関するデータを収集します。そのデータを人工知
能技術により分析し、生物の移動を数式として表現し、理解します。
この研究により、生物の移動を予測・制御できるようになれば、ヒ
トや動物、ロボットが移動する社会の問題解決が期待できます。
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動画内の微小運動の学習に基づくタッチ操作検出高速プロジェクションマッピングの可能なフルカラープロジェクタ

准教授
鏡　慎吾

http://www.ic.is.tohoku.ac.jp/

知能ロボティクス学講座
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情報科学研究科

高速視覚情報に基づくユーザインタフェース
　身の回りのあらゆる表面をディスプレイに変化させるプロジェ
クション型の情報提示技術が、オフィス、家庭、生産現場などにお
ける作業・活動支援手段として注目されている。実環境中の物体や
ユーザの素早い動きに適応する遅延のない映像制御や、そのような
動きに基づく動的なコンピュータ・ヒューマン・インタラクション
を実現するための研究開発を行っている。

高フレームレート画像計測の研究
　運動する対象の計測全般において高フレームレートビジョンは
強力なツールとなる。非接触センシングという画像計測の特長に
加え、通常のビデオレート計測ではとらえきれない高速な動きをと
らえ、それをリアルタイムに活用することができる。さらに、高速
プロジェクタと組み合わせた高速3次元計測や、他のセンサ情報と
の融合による同物体検出・同定技術の開発に取り組んでいる。

高速プロジェクタの開発
　ビデオプロジェクタとビジョンシステムを組み合わせることで、
さまざまな映像表現や計測応用が可能となる。高速ビジョンシス
テムと組み合わせて用いることを目的として、毎秒数千フレームで
の投影が可能な高速プロジェクタの開発を行っている。映像の供
給とその幾何学的変換を分離して実行するアプローチにより、ホス
トPCに負荷をかけずに高速投影を実現できる。

ロボットビジョン技術の実応用
　産業応用やスポーツ応用など、現実の問題へのロボットビジョン
技術の適用にチャレンジしている。特に、ワイヤハーネスやシート
状素材のような柔軟物体の計測・ハンドリングや、高速回転するゴ
ルフボールのマーカー貼り付けに頼らない運動計測など、難易度の
高い対象の自動認識、位置決め、追跡等のための技術開発に取り組
んでいる。

高速ビジョンシステムとその応用
　従来のビジョンシステムを大幅に上回るフレームレートで動作する高速リアルタイムビジョンシステムとその応用に関する研究を行っ
ている。ビジョンシステムどうし、あるいはビジョンシステムとさまざまな機器が協調動作する仕組みの開発も進めており、その一貫とし
て、画像パターンを毎秒数百～数千フレームで投影・撮像できる高速プロジェクタ・カメラシステムの開発を行っている。高フレームレー
トでの3次元形状計測や、新しい映像提示インタフェースへの応用が可能である。また、高速ビジョンシステムにより運動体の動きを素早
く検知することができることを利用した新しいユーザインタフェースの研究を進めている。
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（d）光通信用スイッチングアドドロップフィルタ、
（e）光通信用反射率可変フィルタ

（a）ナノ格子無反射構造（蛾の眼構造）、（b）構造色利用カラーフィルタ、
（c）疑似電磁誘起透明化光メタマテリアル

教　授
金森　義明

「シリコン表面の新しいナノ加工・平滑化技術の開発」
　ドライエッチングされたシリコンの加工面は荒れており、デバイ
スの特性劣化や光学損失の原因となります。高温水素雰囲気中に
おけるシリコン表面原子の自己拡散による構造変形を超精密制御
するナノ加工技術を開発しました。超低損失なナノ・マイクロ光
デバイスや機械強度の優れたシリコン微小機械部品を実現します。
基板表面だけでなく立体構造への超平滑化処理が可能です。

「微小機械による光の動的制御
　～可動フォトニック結晶・可動メタマテリアル～」
　フォトニック結晶は光波長程度の微細周期構造で、光を遮断・閉
じ込める機能を持ちます。マイクロアクチュエータでフォトニック
結晶を高精度に位置制御することで、フォトニック結晶ナノ光共振
器の光結合効率を制御する波長選択フィルタや光遮断特性を制御す
る反射率可変フィルタを開発しました。また、構造可変電磁誘起透
明化メタマテリアルを製作しTHz波の透過率制御に成功しました。

「メタマテリアル：電磁波の自在制御を目指して」
　メタマテリアルは構造性人工光学材料であり、そのユニークな電
磁波モードは構造に依存するため、自然界に存在する物質が本来示
さない革新的な光機能や目的に応じた電磁波制御を構造により可
能とします。疑似電磁誘起透明化や Fano 共鳴を発現するメタマ
テリアル、メタマテリアル吸収体、光電素子一体化メタマテリアル
によるセンサ、機械式可変メタマテリアルを開発しました。

「生物模倣ナノ光学素子～構造色利用カラーフィルタ、
ナノ格子無反射構造（蛾の眼構造）～」
　クジャクの鮮やかな羽根の色はナノ格子が発生する構造色によ
るものです。本構造を模倣したのが構造色利用カラーフィルタで、
多彩な発色を可能としました。蛾の眼にはナノ格子無反射構造が形
成されています。この構造を模倣し、シリコンの反射率を百分の一
に低減したり、発光ダイオードの光取り出し効率を60%程度向上
しました。ナノインプリントによる安価な製造技術も開発しました。

光操作技術の新展開：メタマテリアル・生物模倣ナノ光学素子と微小機械の融合
　メタマテリアルは入射波長よりも小さなサブ波長構造を単位素子とした人工光学材料で、負の屈折率や巨大群屈折率など自然界に存在し
ない様々な光学応答を実現できることが知られ、これまでにない新たな光操作技術を可能とします。本研究室では、微細加工技術を駆使し
たメタマテリアルの製作技術、微小機械により変形して光学特性の変わる可変メタマテリアル、メタマテリアル応用デバイスの研究開発を
行っています。また、生物の持つ構造や機能を模倣し工学的に応用する生物模倣技術（バイオミメティクス）を応用した高効率なナノ光学
素子の開発とデバイス応用を行っています。また、超低損失なナノ・マイクロ光デバイスを実現するために、水素雰囲気アニールにおける
表面原子の自己拡散を利用したシリコン表面の新しいナノ加工・平滑化技術の開発を行っています。

http://db.tohoku.ac.jp/whois/detail/fbe3bc4c0f557bf49e4f1b3bd22d8c67.html

ナノシステム講座
情報ナノシステム学分野

金森 研究室

ロボティクスコース
ロボティクス専攻
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