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理工学部概要 

• 創生工学科では，必要な理学的要素である数物系サイエンスのグローバルな視点を，
数物モデル化とシミュレーション技術を通して理解させることにより，安心かつ持続可能な
社会実現のために，付加価値の高いものづくり技術の創出に取り組むことができるような
教育カリキュラムの改編を行う。創生工学科では，以前より取り組んできた特徴分野である
医工連携，エネルギー，及び防災・減災分野を中心に4コースを設置し，シミュレーション技

術を駆使することにより，付加価値の高いものづくり技術の創出が可能となり，安心かつ持
続可能な地域社会実現に取り組むことで，地域の多方面からの要望にも対応する。 

 

• 共創理工学科では，従来の構成分野で不足していた理学分野である生物科学，環境
科学および複雑系科学を取り入れるともに物質科学，生物科学，環境科学を複合的に捉え
るための基盤となる数理科学を強化することにより，安心かつ持続可能な地域社会の実現
と地域のイノベーション創出に向けた教育と研究を行うことを目的とする。生物科学，環境
科学及び複雑系科学に注目した理由の１つは，物質科学，生物科学，環境科学の各々の
時間軸と空間軸が多様であり，それらの多様性を理解することが時空間のグローバル的視
点の獲得につながり，新たな観点からの科学技術イノベーションに欠かせないからである。
もう１つの理由は，生物科学，環境科学の２分野を取り入れることにより，農林水産業県大
分の特性を生かした産業の創出と身心の健康及び快適な住環境による高いQOL(Quality of 
Life)の実現を目指して，これまで，ほとんど人材養成をして来なかった「食の産業化」に新規

に取り組むことができるからである。そこで，共創理工学科は，数理科学及び自然科学を基
盤とする２コースと既存学科の中で比較的理学系に近い情報科学系と応用化学系の学科
を２コースとして再編するとともに，これらのコース間でカリキュラム連携を行うことにより，
自然物の認識とその応用を基本目的とする理工共創型の教育を行う。 
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養成する人材像(1) 
理工学部の人材養成像 

  工学と理学を融合し，自らの課題を探求する高い学習意欲と柔軟な思考力を有し，
国際基準を満たすゆるぎない基礎学力と高い専門知識を備えるとともに，豊かな
人間性と高い倫理観を有する人材を養成する。 

創生工学科 

学科の人材養成像 

１．豊かな教養と人間性に基づき，工学分野における基礎学力を満たす専門知識・
技術を有している人材。  

２．獲得したものづくりに関する知識や能力を基盤として，新たな視点を取り込んだ価
値の創出に積極的に取り組むことにより，技術者・研究者として地域や国際社会
の発展に貢献できる人材。 

３．工学分野と数物モデル化とシミュレーション技術の視点から，安心かつ持続可能
な社会の実現のために，付加価値の高いものづくり技術を創出すべく，新たな課
題を自ら探求し，問題を整理・分析し，自らの専門分野における問題に応用でき
る柔軟な発想をすることで，地域のイノベーション創生に取り組むことのできる人
材。 

４．現代社会の発展と人類福祉の向上を志向する意欲を持ち，社会のルールや規範
に則り，技術者・研究者としての責任と使命を認識しながら良識にもとづいた行
動ができる人材。 
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養成する人材像(2) 
コースの人材養成像 

・機械コース 

 理学の基礎に基づく最先端の機械工学とエネルギー・環境科学等を学び，高効

率で環境低負荷な自動車，ロボットなど機械関連の設計・開発ができる技術者・
研究者 

・電気電子コース 

 数学と物理の理学と電気電子工学を融合的に学び，電気エネルギーと電子情報

工学の分野に関する基礎から応用までの理論や技術を修得するとともに，実験・
演習による技術の体得，さらには数理的な思考方法もできる創造性と専門性を
備えた電気系技術者・研究者 

・福祉メカトロニクスコース 

 理学系基礎に強く，数理モデル構築力および高度シミュレーション技術を修得す

るともに，機械工学，電気工学を基盤として，先端のメカトロニクス，ロボティック
ス，サイバネティックス分野を応用した高度福祉社会に貢献できるメカトロニクス
および福祉工学系技術者・研究者 

・建築学コース 

 理学の基礎に基づく最先端の建築構造・材料施工・環境工学と建築設計・都市

計画等を学び，安全で持続可能な建築とまちづくりに貢献できる建築士・技術者・
研究者 
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養成する人材像(3) 
共創理工学科 

学科の人材養成像 

１．豊かな教養と人間性に基づき，科学分野における基礎学力を満たす専門知識・
技術を有している人材。  

２．獲得した数理科学，自然科学，情報科学，応用化学に関する知識や認識能力を
基盤として，新たな視点を取り込んだ価値の創出に積極的に取り組むことにより，
科学者，技術者，教育者として地域や国際社会の発展に貢献できる人材。 

３．理学と工学の共創により，新たな課題を自ら探求し，問題を整理・分析し，数理科
学，自然科学，情報科学，応用化学の思考と方法を用いて，自らの専門分野に
おける問題や地域の課題に応用できる柔軟な発想をすることができる人材。 

４．現代社会の発展と人類福祉の向上を志向する意欲を持ち，社会のルールや規範
に則り，科学者・技術者としての責任と使命を認識しながら良識にもとづいた行
動ができる人材。 
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養成する人材像(4) 
コースの人材養成像 

・数理科学コース 

 論理的思考力と発見的創造力をあわせもち，数理的知識・推論を活用して問題

解決に寄与するとともに，次の世代の発展にも貢献できる科学者，技術者，教育
者，研究者 

・知能情報システムコース 

 数理的思考に基づいて事象をモデル化し，計算機による高度なシミュレーション

や新たなシステムを自立的にデザイン・構築することができる，国際的に通用す
る技術者，研究者 

・自然科学コース 

 総合的な自然科学の基礎知識と活用能力をもち，それを理工学的視点から地域
社会の発展に応用することができる科学者，技術者，教育者，研究者 

・応用化学コース 

 基礎化学の知識と物質・材料化学および生物化学の専門知識・技術を有し，そ

れらを活用する能力をもち，地域・企業から地球環境に亘るさまざまな課題解決
に生かすことができる技術者・研究者 
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研究対象とする中心的な学問分野(1) 
創生工学科 

・機械コース 
 機械エネルギー系分野（熱工学，流体力学，伝熱学，熱エネルギー工学，エネルギー移動工学，流体エ

ネルギー工学），ハード系分野（材料力学，機械材料学，弾性力学，機械力学，制御工学，メカトロニク
ス），設計・デザイン系分野（機械製図，CAD,機械設計学），機械工作系分野（機械加工学，機械計測工
学） 

・電気電子コース 
 電磁気学分野，電気回路分野，電子回路分野，電気エネルギー系分野（電気機器工学，発送配電工学，

高電圧工学，電力エネルギー工学，電気エネルギー変換工学），情報・通信・電磁波・音響系分野（情報
理論，情報伝送，電磁波工学，通信工学，音響工学），材料・物性系分野（電気電子物性工学，半導体
工学，電気電子材料），計測・制御・計算機分野（計測工学，制御工学，パワーエレクトロニクス，計算機
工学，マイクロコンピュータ工学） 

・福祉メカトロニクスコース 
 マルチフィジクス解析分野（複合システム解析，線形システム，非線形システム），機械工学系分野（材

料力学，機器設計工学，熱・流体工学，機構力学），電気電子工学系分野（電磁気学，電気回路，電子
回路，電気機器，電力システム工学，パワーエレクトロニクス），生体工学系分野（生体情報工学，ス
ポーツ工学，バイオメカニズム，生体運動計測法，身体運動機能学，リハビリテーション工学），計測制
御系科目（計測工学，メカトロニクス，制御工学，ロボット工学，システム信号処理） 

・建築学コース 
 設計・計画系分野（住居論，福祉環境計画，都市計画，建築計画），環境・設備系分野（建築環境工学，

建築環境計画，建築設備計画），構造系分野（建築構法，構造力学，構造解析，構造設計，木質構造，
鉄骨構造，鉄筋コンクリート構造，建築耐震システム），生産系分野（建築材料，建築施工学） 
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研究対象とする中心的な学問分野(2) 
共創理工学科 

・数理科学コース 
 代数学分野（抽象代数系，整数論，代数幾何学），幾何学分野（集合論，位相空間論），解析学分野（関

数解析学，偏微分方程式論，確率論・測度論），応用数学分野（数値解析，最適化理論），統計科学分野
（データ解析，多変量解析），情報科学分野（情報処理，プログラミング，離散数学） 

・知能情報システムコース 
 数理系分野（情報数学，データサイエンス），計算機系分野（プログラミング，アルゴリズム，計算機アー

キテクチャ，情報ネットワーク，データベース），人工知能系分野（音メディア処理，ヒューマンインタフェー
ス，言語処理，知識処理，コンピュータグラフィックス，ウェブサイエンス） 

・自然科学コース 
 環境科学分野（環境生物科学，環境地球科学，環境物質科学，気象学，宇宙科学），生物科学分野（動

物学，植物学，生物学，生態学，生命科学，生物工学），食品化学，複雑系科学，化学分野（無機化学，
分析化学，有機化学），物理学分野（力学，電磁気学） 

・応用化学コース 
 物理化学・化学工学系分野（物理化学，化学工学，電気化学），無機・分析化学系分野（無機化学，無機

材料科学，触媒化学，分析化学，錯体化学，機器分析，化学構造解析），有機・高分子化学系分野（有
機化学，高分子化学，有機材料化学），生物化学系分野（食品化学，生物化学，生命科学，生物工学），
生物科学系分野（生物学，生態学，環境生物科学，環境物質科学，生物系統学） 
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学ぶ分野(1) 

創生工学科 
・機械コース 

 理学の基礎に基づく最先端の機械工学や機械工学に関連したエネルギーに関

する教育と研究に加えて，機械システムの開発・設計に必要なメカトロニクスや
3D-CAD，シミュレーションなどを学ぶ。 

・電気電子コース 

 電磁気学や電気回路を基礎にして，低炭素社会の実現やエネルギー利用の高

効率化に向けた電磁応用デバイス，情報エレクトロニクス分野の将来を担うナノ・
量子エレクトロニクス技術や次世代フォトニックネットワークなどを学ぶ。 

・福祉メカトロニクスコース 

 ＱＯＬ(Quality of Life)向上を目的としたメカトロニクス，ロボット工学，サイバネティ
クスなどを基礎として，福祉マインドを持った工学技術について学ぶ。 

・建築学コース 

 学術・技術・芸術の総合である建築に関する最先端の教育と研究に加えて，建築
のイノベーションに必要な理学的基盤やCAD，シミュレーションなどを学ぶ。 
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学ぶ分野(2) 

共創理工学科 
・数理科学コース 

 数学（代数学，幾何学，解析学，確率論）における基礎能力を確立しつつ，異分

野への展開や実社会での数理的課題解決につながる統計科学などの応用数学
を学ぶ。 

・知能情報システムコース 

 情報科学の基礎から情報・知能工学の応用に関する教育と研究，計算機科学を

基盤としてコンピュータ，インターネット，プログラミング，情報・知識処理などにつ
いて学ぶ。 

・自然科学コース 

 生命科学，物質科学，地球科学など幅広い自然科学の理論と地域社会の発展
に資する科学技術を総合的に学ぶ。 

・応用化学コース 

 原子と分子の視点から，化学（物理化学，有機化学，無機化学，分析化学）を 土
台にした，物質変換，エネルギーの変換や貯蔵，高性能・高機能材料，食品科学， 
生命化学，廃棄物資源循環などに関する知識を習得し，ものづくり技術を学ぶ。 

 

 

 12 基礎理工学入門，第7回 



機械工学とは 
• 4力： 

– 熱力学 

– 材料力学 

– 流体力学 

– 機械力学 

• 2法: 
– 機械工作法 

– 機械設計法 

• その他１ 
– 機構学 

– 機械材料 

• その他２： 
– 制御工学 

– ロボット工学 

– メカトロニクス 
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機械学会HP 
https://www.jsme.or.jp/ 



機械コースHP 
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電気工学とは 
• 基礎： 

– 電気回路 

– 電磁気学 

– 電子回路 

• 関連分野: 
– 電力工学，送配電工学 

– 高電圧工学 

– 電気機器 

– 電気物性工学，半導体工学 

– 制御工学 

– 計測工学 

– ロボット工学 

– メカトロニクス 
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電気学会HP 
http://www.iee.jp/ 



電子情報通信工学とは 

基礎理工学入門，第7回 16 

• 基礎： 
– 電子回路 

– 電磁波工学 

– 半導体工学 

– 通信工学 

– 情報工学 

– 信号処理，画像処理 

– コンピュータ工学 

 

電子情報通信学会HPより http://www.ieice.org/jpn/ 



電気電子コースHP 
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メカトロニクスとは 
• 基礎： 

– 制御工学 

– 計測工学 

– システム工学 

• 関連分野: 
– 機械工学 

– 電気工学 

– 電子工学 

– 情報工学 

– ロボット工学 

– システム生物学 
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計測自動制御学会HPより http://www.sice.jp/ 



福祉メカトロニクスコースHP 
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自動車と複合物理（マルチドメイン）システム 

一部引用：辻，嶋田，加藤，自動車システム開発のためのモデルの要件と適用 

自動車は機械工学，電気電子工学，メカトロ二クス，情報工学，人間工学の総合技術 

人
間 

自動運転 



モデルベース開発と自動車産業 
数式を基にしたモデリング・制御・システムシミュレーション 

ソフトウェアの世界 

ハードウェアの世界 



建築学とは 
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建築学会HPより http://www.aij.or.jp/ 

• 基本分野 
– 構造系 

– 鉄筋コンクリート構造や鉄骨
構造，木構造などの構造，お
よび構造力学 

– 燃性，難燃性素材，耐震，免
震素材 

– 環境系 

– 生活において快適または不
快でない生理・心理・物理的
環境を予測 

– 計画系 

– 建築，都市，地域空間の計画，
設計に適応する方法 

– 材料・施工系 

– 耐久性、先端材料、リサイク
ル・リユース、エコマテリアル
及び力学的特性 

 

 



建築学コースHP 
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HEMSとは 

基礎理工学入門，第7回 24 

HEMS(Home Energy Management System)は、家庭での電気機器をつな

いでエネルギー使用状況を「見える化」したり、各機器をコントロールし
てエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にします。 

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseg/hems/about/index.html 



BEMSとは 

基礎理工学入門，第7回 25 

BEMS(Building Energy Management System)：「ビル用エネルギー管理システム」 

ビル全体のエネルギー使用量の削減やエネルギー関連設備の制御を目的として導入される
システム． 

http://www.toshiba.co.jp/sis/bldg/bems/index_j.htm 



FEMSとは 

基礎理工学入門，第7回 26 

http://www.hitachi-ies.co.jp/solution/energy_fems/jema_fems.htm 

FEMS(Factory Energy Management System):従来行われてきた受配電設備のエ

ネルギー管理に加えて，工場における生産設備のエネルギー使用状況・稼働
状況などを把握し，エネルギー使用の合理化および工場内設備・機器のトータ
ルライフサイクル管理の最適化を図るためのシステム 



 

 

振動子

電源スイッチ
（切り替えスイッチ

を兼ねる）

設定スイッチ

呼気圧センサ
支持棒

呼気圧
センサ

押しボタン

呼気圧センサ
接続コネクタ

 
自然な声を出せる電気式人工喉頭 

メカトロニクスとは 

人に優しい機械，人と共生できる機械の設計と制御に関する研究開発 

車いす用自動安全ストッパ－ 
     と下肢ストレッチ装置（本学製品化第一号） 立ち上がり補助装置 

Mechatronics（メカトロニクス）= 
Mechanics（機械工学） + Electronics（電子工学） 

機械工学・電気工学・制御工学・情報工学を中心にした幅広いカリキュラム 

現代の生活に不可欠な，ロボット，ハイブリッドカー，飛行機，ロケット， 
スマートフォンなど，メカトロ機器の設計と制御の基礎を習得できる！ 

大手電機メーカ，自動車，工作機械等，一般的な製造業のほか， 
福祉機器，スポーツ器具，医療機器メーカなどにも就職できる！ 

27 ドローン(Crazyflie 2.0)の計測と制御  

http://www.md.oita-u.ac.jp/ 
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メカトロニクス/ロボットで必要となる分野 

・数学（微分方程式，非線形力学系） 

・機械工学（機構学，座標変換，運動学，逆運動学，動力学 他）    

・電気電子工学（電気・電子回路基礎，A/D変換 他）   

・計測・制御工学 

  （センサ，電気アクチュエータ，フィードバック制御，レギュレータ，サーボ機構，PID制御 他）    

・歩行理論（静歩行、動歩行の基礎）  

・プログラミング （Visual Basic，C言語，MATLAB/Simulink，ロボット専用言語）     

・情報工学 （信号処理，画像処理，自然言語処理他，人工知能）   

・知識工学・認知科学・神経科学・脳科学 （知能の本質に迫る）  

・生物学，生理学 



メカトロニクスの諸分野 

基礎理工学入門，第7回 29 

三浦宏文監修：ハンディブック メカトロニクス，オーム社(1996) 



メカトロニクスの応用 

基礎理工学入門，第7回 30 

三浦宏文監修：ハンディブック メカトロニクス，オーム社(1996) 



メカトロニクス，ロボット，人体の対比(1) 

基礎理工学入門，第7回 31 

メカトロニクスシステム 人体 ロボット 

メカニズム(mechanism)：機械的仕組
（機構） 

骨格 指，腕，関節，足などのロボットの動きを可能に
する機械部分 

アクチュエータ(actuator)：機械を動
かす駆動部 

筋肉 ・電動モータ：直流モータ，交流モータ（同期機，
誘導機），ステッピングモータ，DCブラシレスモー
タ），リニアモータ，動電アクチュエータ 
・油圧式アクチュエータ 

・空気圧式アクチュエータ（空気圧ゴム人工筋な
どもある） 

パワー源(power source)： 

アクチュエータを駆動するエネ
ルギー源 

内臓，化学反応 電源，空気圧源，油圧源など 



メカトロニクス，ロボット，人体の対比(2) 

基礎理工学入門，第7回 32 

メカトロニクスシステム 人体 ロボット 

ドライバ：コンピュータの指令値をエ
ネルギーをもった信号に増幅する 

神経回路 パワーエレクトロニクス素子 
：サイリスタ 
GTO(gate turn off)サイリスタなど 

センサ(sensor)：機械の動きを計測
する測定器 

五感（目，耳，鼻，口，皮膚） ・変位計測：ポテンショメータ，エンコーダ，レ
ゾルバ，マグネスケール，差動変圧器など 
・速度計測：タコジェネレータ，ディジタル微分 

・加速度計測：サイズモ系（振動式），ひずみ
ゲージ式加速度センサなど 
・力計測：ひずみゲージなど 
・画像計測：CCDカメラなど 
・音計測：マイクロフォンなど 
・その他：においセンサ，味センサなど） 

コンピュータ(computer)：動きを制御
する命令をつくる 

頭脳，神経回路 CPU：Intel チップセット 
マイコンPIC, H8, R8, Arduino 
Interface:AD(analog/digital)変換 
      :DA(digital/analog)変換 



機構 

• 伝達系：歯車列，ラック・ピニオン，ベルト，チェーン，ロープ，
リンク機構 

基礎理工学入門，第7回 33 

ラック・ピニオン リンク機構 



アクチュエータ(1) 

• モータ：DCサーボモータ，ACサーボモータ，ステップ（ステッピ
ング）モータ，ダイレクトドライブモータ，超音波モータ，油空
圧モータ 

基礎理工学入門，第7回 34 

DCサーボモータ ステッピングモータ ACサーボモータ 

写真はすべて，多摩川精機製のもの 

DC は Direct Current 直流  Alternate Current 交流 



アクチュエータ(2) 
• エアシリンダ：直線動作を行うシリンダ 

• ロータリーアクチュエータ：設定された角度範囲を右に左に揺動する 

• エアチャック：ワークを掴む 

基礎理工学入門，第7回 35 

SMC社製 



センサ(1) 

基礎理工学入門，第7回 36 

http://www.chip1stop.com/tutorialContents.do?page=078 



センサ(2) 

基礎理工学入門，第7回 37 



センサ(3) 

基礎理工学入門，第7回 38 



センサ(4) 

基礎理工学入門，第7回 39 



センサ(5) 

基礎理工学入門，第7回 40 



センサ(6) 

基礎理工学入門，第7回 41 



内界センサ 

• ポテンショメータ，エンコーダ，レゾルバ（位置・速度），タコ
ジェネレータ（速度），リミットセンサ（機械式，光電式） 

基礎理工学入門，第7回 42 

タコジェネレータ 

ポテンショメータ 
（日本電産コパル製） 

リミットスイッチ 

エンコーダ（オムロン製） 



外界センサ 

• CCDカメラ，力トルクセンサ，距離センサ（レーザ，超音波な
ど） 

基礎理工学入門，第7回 43 



制御方式：シーケンス制御(1) 

• シーケンス制御 
 シーケンス制御とは，古くから存在する制御技術の一つで，現在フィードバック制御と並ぶほど重要視さ

れている．制御対象の変動に対する補償に優れている安定化を主としたフィードバック制御は盛んに研
究者により解析されている．これに対し，シーケンス制御はあらかじめ定められた順序に従って，制御の
各段階を「ON」，「OFF」により順次進めていく制御で，工場ラインではよく使われている半面，制御対象の

動特性とからめた解析が難しかったが，最近ではトリガ信号を含む動的システムとしての定式化の研究
が盛んに成りつつある．ところで，従来の現場のシーケンス制御技術は，リレー制御盤を中心にしたもの
であり，現場技術者の熟練した技術を要求するものであったがPLC(Programmable Logic Controller)の爆
発的な進歩と普及により，多くのシーケンス制御がソフトウェアで実現するようになってきた．そこで， を
中心にした新しいシーケンス制御システムの理論化が必要不可欠でとなってきている． 

基礎理工学入門，第7回 44 

命令処理部 制御装置 制御対象 

検出部 

制御 
命令 

制御 
信号 

状態 

PLC 



基礎理工学入門，第7回 45 

制御方式：シーケンス制御(2) 
・シーケンス制御の問題点 
二値（ブール代数）を扱い，定式化しにくいという欠点がある．また，シーケンス専用の言語は独特の技術を
用いるために，他人にはそのプログラムが理解しにくいという可読性の問題や，保全性の問題を多く抱えて
いる．さらに，本質的な問題点として，制御対象の不確かさや時間的変動に対する補償が難しい．たとえば，
位置決め制御においては，制御対象が振動特性を持っているような場合には，スイッチのON.OFFだけでは，

指定された位置のまわりで振動を起こしてしまうため，フィードバック制御を用いた制振制御が必要になる．
このため，精密な位置決め制御にはフィードバック制御を用いる必要がある．また，シーケンス制御とフィー
ドバック制御の両方を用いる制御系をハイブリッド制御系といい，最近の制御理論分野でホットな話題と
なっている． 

 タンク内の水が無くなりLSLが押され
なくなったとき，ポンプ運転開始 

 タンクが満水になってLSUが押された
とき，ポンプ運転停止 



制御方式：フィードバック制御 

• フィードバック制御 

基礎理工学入門，第7回 46 

制御部 比較部 制御対象 

検出部 

誤差信号 操作量 制御量 

フィードバック信号 

制御量をセンサで測定してフィードバックするほうが精密な制御が可能となる．目標制
御量とセンサで測定した実際の制御量の偏差を元に，PID制御やLQG制御などの線形

制御法を用いてモータに制御信号を送るものである．しかし制御対象にバックラッシュ
などの非線形要素がある場合には，自励振動を起こすことがある． 
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ロボットって？ 

• 機械 

–自動作業を行う機械 

• ロボットマニピュレータ 

• Segway（セグウェイ） 

• ガンダム 

–人や動物に近い形およびはたらきをもつ機械 

• 鉄腕アトム 

• からだは機械，あたま（こころ）は人間 

• 生き物 

– フランケンシュタイン 
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マニピュレータ（多関節ロボット ） 

http://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/index.html 
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マニピュレータのしくみ(2) 

制御 
 リモコン方式 
 ティーチングによる自動運転 
 マスタ・スレーブ方式 

機構 

コンピュータ 

プログラム 
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マニピュレータのしくみ(2) 

 

マニピュレータ 

（ロボットの腕） 
 

センサ 
アクチュエータ 

（モータなど） 

制御装置 

（コンピュータ内のプログラム） 

数式 
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Segway(セグウェイ)のしくみ(1) 
Segwayとは？ 
Segway ® Personal Transporter (PT) は、アクセルやブレー

キ操作なしに重心移動によってその動きを制御する。そ
のため発進や停止をスムーズに行なうこと が出来る他、

左右独立したタイヤによってその場での回転が出来るな
ど小回りのきいた移動が可能です。 

http://www.segway-japan.net/ 
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Segway(セグウェイ)のしくみ(2) 
人間のバランス感覚を司る内耳器官に似た機構を内蔵し
バランスを保つことが可能． 
5つのジャイロスコープと2つの加速度センサーから現在

の傾きを計算し，車体（しゃたい）を垂直に保つための指
令をモーターに伝えバランスを保ちます 

おもちゃ車輪ロボット：  Beauto Balancer ，Beauto Balancer Duo（ヴイストン(株)）  
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車輪ロボットのしくみ(1) 
外形 110(H)×45(W)×210(D)mm 

重量 約175g (バッテリ搭載時) 

モータ構成 DCモータ1個搭載(本体駆動用) 

搭載センサ 
・ジャイロセンサ×1 

・エンコーダ×1 

CPUボード 
・VS-WRC003 

・VS-SB001 

電源 
・単3アルカリ乾電池 4本 

・USBバスパワー (モータなどの一部機能を除く) 

対応OS Windows XP / Vista / 7 (日本語版) 

インタフェース USB 

寸法 51×47×12mm 

重量 13g 

CPU H8/36064G 

DCモータ出力 2ch 

LED 2個 

インタフェース USB 

アナログ入力 4ch 

ブザー 単音出力搭載 (音階・音量可変) 

http://www.vstone.co.jp/products/beauto_balancer/ 
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車輪ロボットのしくみ(2) 
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車輪ロボットのしくみ(3) 

センサ： 
ジャイロ：傾く速度 
エンコーダ：タイヤの位置 
 

コンピュータ 

モータ 
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2足歩行ロボット(1) 

http://www.gundam.jp/mecha/ 

ひとが操縦する． 
 
歩行：自動制御 

ガンダム 
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2足歩行ロボット(2) 
• おもちゃの2足歩行ロボット： 

製造：近藤科学 http://www.kondo-robot.com/ 

コンピュータ 

サーボモータ 

(アクチュエータ） 
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2足歩行ロボット(3) 

• システム制御理論により，1個1個のモータを独立に
希望の角度と速度で動かすことができる． 

    サーボ機構 

• モーションデータ（希望の角度と速度）の入力が必要 

    どうやってモーションデータを得るか？ 

     市販の装置では，ここの部分の機能は 

     装備されていない． 
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各々の動きのシーンごと
に各モータへの指令値を 

表形式で指定する。 

モーションデータ（希望の角度と速度）の入力方法 
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どこがもの足りないか？ 

• 多数のモータ指令値に相互依存性がある． 
– 実験により，うまくいくデータを収集するだけでは面白くない． 

– 各モータ間の依存性をもとに，どのように協調動作させるのかの
理屈が必要 

• ロボットのうごきをモデル化することが必要． 
– 人間の頭の中では自分の身体がどういう形でモデル化されてい
るか？ 

• 数式ベースかルールベースか？それとも・・・ 

  頭の中の情報コーディング 

  機能の解明は難しい． 

脳科学，認知科学・・・ 
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要求されること 

• ロバスト性：命令された運動の途中でじゃまされても，その
えいきょうをさける行動をとることができる． 
 

 

• 適応性：命令されていない運動を環境に適して，自ら生成
することができる． 
–  知能の本質に迫る必要がある 
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究極のロボット：アトム 

http://www.jsme.or.jp/atom0810.htm 

・10万馬力とジェットの力（手足）：力は10万馬力，空飛ぶスピードはマッハ５  

・ロボットの視覚（目）のしくみ：アトムの視力は2.5  
・ロボットの聴覚（耳）：聴覚は人の千倍  
・熱遮断コーティング：千度以上の熱も通さない  
・ロボットと表情：ないたりわらったり． 
・人間と協調・共存する未来のロボット 

社）日本機械学会 鉄腕アトム誕生祭企画 
2003年８月  

ASIMOはどこまでできる？ 
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人間って？ 
• 身体 

– 心臓と血管 

– 肺 

– 消化器（胃腸） 

– 手足 

– 感覚器（目，耳，口，舌，皮膚） 

– 遺伝子 

– 生殖器 

– 神経 

• 頭 

– 記憶，学習，判断 

– こころ，きもち，感情 
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現実のロボット（１） 
• 自動でうごく機械 

– 自動の意味は？ 

• リモコン 

• 自律（自分で判断して動く） 

• 便利なロボット 

– 手足や感覚器（目耳口鼻皮膚）のかわり 
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現実のロボット（２） 
 

• かしこいロボット 

– 記憶，学習，判断 

  ：あたまのかわり 

• コミュニケーションするロボット 

• ゲームするロボット 

• 意外なロボット 

– 昆虫ろぼっと：かぶとむし，トンボなど 

– 検索エンジン：インターネット情報（じょうほう）をさがす． 

– クレイトロニクス :小さなコンピュータを使って物体の3次
元コピーを合成（ごうせい）する技術（ぎじゅつ）  

– スマートフォンでうごく人間 
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現実のロボット（３） 

• 人型機械： 

– ASIMO 
• 旋回，8字歩行，階段の上り下り  

• 自律移動：床面センサや視覚センサなどにより障害物をみつけた
ときは、自らの判断により他の経路に遠回りする．  

• ダンスパフォーマンス  

• センサ：頭にダイナミックレンジカメラ．腰に赤外線カメラ．胴体に
超音波センサ 

• 自律充電機能：バッテリー残量が一定値を下回るとASIMOが空い

ているステーションの中から最も近いものを自動で検出し、立った

ままで充電を行います。  

http://www.honda.co.jp/ASIMO/ 



67 

現実のロボット（４） 
• 人型機械： 

– ASIMO 

• コミュニケーション 

– 視覚センサや手首に追加した力覚センサなどから人の動きを検知
することで、物の受け渡しや、相手に合わせた握手や、握手の際に
手を押し引きされた場合に同じ方向への足の踏み出すなど、相手の
動きに同調した動作が出来るようになりました。  

• 環境認識  

– 人などの移動する障害物が目の前に現れたときは止まり、再び立ち
去ると歩行を再開します。  

• IC通信カード 

– IC通信カードに登録したお客様情報をもとに、目的の相手の属性や

位置を検出することができます。人との距離を測定して応対したり、
すれ違う人に挨拶をする、予約された所定の場所へお客様を誘導す
るなど、相手に応じた個別の対応をすることが可能になりました。  

http://www.honda.co.jp/ASIMO/ 
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現実のロボット（５） 

• 人（？）型機械： 

– Aibo：コミュニケーションと学習 

http://www.sony.jp/products/Consumer/aibo/ 
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現実のロボット(6) 
– Aibo 

 
自律：自分で自分を制御すること 
 

自律型ロボットは、環境から受けた刺激や情報を利用して自分の行動を自
ら判断する． 
 
AIBO： 

センサ：タッチセンサ，カラーカメラ，赤外線距離センサー，ステレオマイクロ
フォン，加速度センサー 
 

たとえば，カラーカメラで好きな色を視野に見つけると，自分でその色に近づ
いてみるというような行動をおこす． 
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現実のロボット(7) 
– Aibo 

 
コンピュータ：情報処理 
 
手法： 
 音声・音響認識 
 リアルタイムビジョン： 
   （瞬時に画像を認識するための技術） 
 マッピング： 
   （ロボットが自分がいる場所の位置や周りの環境など  
     を認識するための技術）など 
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現実のロボット(8) 

• 人型機械： 

–アクトロイド，シムロイド，：人間によく似た表情を
再現できる   

  （株式会社ココロ） 

 

http://www.kokoro-dreams.co.jp/control/ 
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現実のロボット(9) 

• ひとのかわりをする機械 

– Predators, Reapers and Global Hawks  

 

ヘルファイヤーを 
発射するプレデター(攻撃機）  プレデターの操縦席  

グローバルホーク：偵察機  

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35376 

スウォーズ  

画像処理 
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現実のロボット(10) 

• ひとのかわりをする機械（探査） 

–キュリオシティ 

 

http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20121031.html/ 
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現実のロボット(11) 

• ひとのかわりをする機械（走行） 

–自動車 

 

 

–センサーで自律走行する４輪ロボットカー（ZMP） 

• 自動車の１０分の１の寸法 

• ステレオカメラ，加速度センサ， 

• ジャイロ，赤外線距離測定 

 

視力９５％失った男性、グーグルの自律走行車でドライブ 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cdgQpa1pUUE 

http://www.nikkan.co.jp/saisai/090610.html 
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現実のロボット(12) 

• ひとのかわりをする機械（手術） 

–ダビンチ：マスタースレーブロボット 

米国Intuitive Surgical社製「da Vinci S HD Surgical System」（da Vinci ）  
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マスタースレーブ・ロボット 

• バイラテラル制御が課題 
– マスタ（主人）：指示装置 

– スレーブ（従人）：作業ロボット 

– マスタ装置とスレーブ装置の間で姿勢と力の状態を一
致させるように制御することによって，マスタからスレー
ブへの姿勢制御とスレーブからマスタへの力制御を同
時に行う制御方法 

– マスタ・スレーブ間のフィードバック制御により実現可能．
スレーブの受けた力をマスタ側に伝達することが可能 

–ハプティクス (Haptics)：力覚提示 
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現実のロボット(13) 

• ひとの助けをする機械 

–歩行，パワーアシスト 

 

HAL：パワーアシストスーツ 
（筑波大学） 

電動歩行アシストカー 
（村田製作所） 
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現実のロボット(13) 

• ひとの助けをする機械 

–視覚 視覚障害者の歩行を支援するロボット「ひとみ」  

http://resource.renesas.com/lib/jpn/edge/15/special04.html 
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現実のロボット(14) 

• ひとの助けをする機械 

–レスキューロボット：遠隔操作 

京都大学：松野研究室 
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現実のロボット(15) 

• かしこい機械： 

–質問応答システムワトソン（watson） (IBMリサーチ ) 

2011年2月16日米国の人気クイズ番組
「Jeopardy!」（以下「ジョパディ！」）に挑戦し，2

ゲームを通じて，ワトソンが最高金額を獲得し
た． 

http://www-06.ibm.com/ibm/jp/lead/ideasfromibm/watson/ 

自然言語処理技術 
：瞬時に複雑な質問文を解析して正しい答を導く．  
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「アルファ碁（AlphaGo）」 ：ディープラーニング 
 Google傘下のディープマインド社が開発した人工知能 

現実のロボット(16) 

Google DeepMind公式HPより。右がイ・セドル九段 
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人間とロボットの違いは？  
 

 

 

 

ロボット：プログラムで動くもの 
      記憶力 
      規則にのっとった判断力 
人間：プログラムをつくる側 
      創造性 
      感情 
      理屈にあわないことをする 
 
機械学習(machine learning)は人間を凌駕す
るか？ 
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言葉の紹介： 
サイバネティックス 

●Norbert Wiener (MIT)  

1948: Cybernetis, MIT Press 

1950: The Human Use of Human Beings; Cybernetics and Society, 
Houghton Mifflin Company, Boston 

 

 “通信と制御と統計力学を中心とする一連の問題が，それが

機械であろうと，生体組織内であろうと，本質的に統一されう
るものである．・ ・ ・ そこで我々は制御と通信理論の全領
域を機械のことでも動物のことでも，ひっくるめてCybernetics
とよぶことにした．” 

引用：ウィーナー著（池原ら訳）サイバネティックス，岩波書店(1962) 
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ロボットから生物へ(1) 

http://www3.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~tateno/LectureResources2/Chap1_No2_17Apr2008.pdf 
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ロボットから生物へ(2) 

• バイオミメティックス（生物をまねる） 

–群知能ロボット 

• アリ，ハチ，ほたるの習性は？ 

• サッカーロボットへの応用 

• クレイトロニクス 

 

http://www.scholarpedia.org/article/Swarm_intelligence 
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ロボットから生物へ(3) 

• 脳科学 

–ニューラルネットワーク：神経回路網 

                 ディープラーニング 

–ブレインマシーンインターフェース（ブレインコン
ピュータインターフェース）：脳神経活動で機械を
直接操作する  

 

ホンダ，島津，ATR http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0903/31/ 


