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計測・制御システムプログラム

主な研究分野

システムを動かす基盤となる計測・制御の素養を土台として，家電・
情報機器、自動車、工場プラントなどの制御システム，医用計測を
はじめとした種々のセンサシステムや脳機能計測システム，また，
計測・制御系としての人間の感覚や運動の仕組みに関する研究や
教育を行っています．

▶家電，情報機器の制御
▶センサデバイス・システム
▶制御装置のセキュリティ
▶医療計測，医用工学
▶生体計測，脳機能計測
▶人間の感覚・運動メカニズム



授業科目（Мエリア）

マシンデザインB
現代制御工学

デジタル信号処理
流体力学

電子回路学
材料工学、

メカトロニクス
知能ロボット工学
生産システム工学
生体システム工学

マシンデザインA
基礎制御工学
電気電子計測

加工学
熱力学

ロボットの機構と力学
人間機械システム
設計基礎工学
機械要素設計

3年生後期

3年生前期

2年生

機械力学、材料力学、メカノデザイン、
計算機アーキテクチャー、計測工学、
計算機工学、プログラミング演習、
（類共通） 応用数学、基礎演習、
基礎電気回路、基礎電磁気学、
数値解析・プログラミング演習、力学演習、
離散数学、複素関数論、波動と光など

４年

３年

２年

大学院



計測と制御

• 環境と情報系をつなぐ役割

環境
（対象）

情報
処理系

計測
（対象を知る）

制御
（対象を動かす）



計測：対象を正しく知る

• 計測原理
–どのような物理現象を利用するか？

• 計測技術
–どのようなデバイスを使って現象を捉えるか？

• 信号処理
–どのようにして信号から必要な情報を取り出す
か？



制御：対象を正しく動かす

• 制御方式
–どのような方法でシステムを構成するか？

• 制御理論
–どのようにして目的の機能を実現するか？

• 実装
–どのような機材を使って実現するか？



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（制御システム・理論）



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（計測システム）



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（医用工学）



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（生体・脳活動計測）



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（感覚運動情報処理）



教員と研究分野
氏名 研究分野

教授 稲葉敬之 計測工学、計測変復調方式、ITSセンサ、センサネットワーク
教授 岡田英孝 スポーツバイオメカニクス
教授 金子 修 制御工学，システム理論，データ駆動制御，モデリング
教授 小池卓二 医用生体工学・生体材料学，機械力学・制御
教授 宮脇陽一 神経科学一般，医用生体工学・生体材料学
教授 阪口 豊 感覚運動メカニズム，認知科学，技能情報学
教授 正本和人 医用生体工学・生体材料学
准教授 安藤創一 医用・生体工学
准教授 小木曽公尚 制御工学，数理工学，ゲーム理論
准教授 佐藤俊治 知覚情報処理, 知能情報学, 神経生理学・神経科学一般
准教授 秋田 学 制御工学，計測信号処理
准教授 澤田賢治 機械力学，制御工学
准教授 船戸徹郎 知能機械学・機械システム
准教授 饗庭絵里子 実験心理学，感性情報学
助教 孫 光鎬 生体医工学・生体材料学，医用システム
助教 定本知徳 制御工学，システム理論

（スポーツ科学）



より詳しい研究内容について

• このスライド資料の末尾ページ

• 各研究室のホームページ

• 研究室配属説明会

• 個別にコンタクトをとって訪問



脳・医工学研究センター

Brain Science Inspired
Life Support Research

Center

脳・医工学研究センター

医工連携体制

情報工学
生体工学
ロボット工学
光科学

脳科学
脳情報

医 学
医 療

～超高齢化社会を心豊かに生きる～



企業名 人

数

企業名 人

数

企業名 人

数

企業名

三菱電機 ヤンマー 東日本旅客鉄道（JR東日本） よみうりランド

オークマ 応用技術 東芝 横河マニュファクチャリング

パナソニック 横河電機 小松製作所 海洋電子工業

川崎重工業 共同カイテック 日産自動車 極東開発工業

日本発条 古河機械金属 日立オートモティブシステムズ 三浦工業

ABB 三菱プレシジョン CKS 三菱化学

Cygames 三菱自動車工業 EIZO 三菱重工業

IHI 蛇の目ミシン工業 IHI運搬機械 住友重機械工業

NECエンジニアリング 住友電装 NHKメディアテクノロジー 小糸製作所

THK新潟 製品評価技術基盤機構 YKK 石井鐵工所

YKK AP 綜合警備保障（ALSOK） アイシーエス 太洋電機産業

アズビル 池上通信機 インドネシア三菱商事会社 都市再生機構

エジソン 東京計器 オムロンソーシアルソリューションズ 東京精密

オリンパス 東芝電波システムエンジニアリング カシオ計算機 東北パイオニアEG

キヤノン 東北電力 コベルコ建機 日機装

システムサイエンス研究所 日清オイリオグループ スズキ 日東紡績

セイコーエプソン 日本信号 ソニー 日本精工

ダイフク 日本電気（NEC） ディスコ 日立アプライアンス

テクモ 日立ソリューションズ ナックイメージテクノロジー 富士通

フクダ電子 富士通システムズ・イースト ボッシュ 武蔵エンジニアリング

マグネスケール 北海道ガス ミツバ 理化工業

メイテック 教員 ヤマザキマザック 国家公務

主な就職先（Мエリア）
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各研究室の紹介スライド



①車載ミリ波レーダ
・ITS（Intelligent Transport Systems）
・高い目標分離能力，遠距離目標の検出，
超分解能計測技術．

○目標の検知，目標との距離や速度も計測
○雨，雪，霧などの悪条件下でも計測可能
○高精度な目標の移動予測

②鉄道安全監視システム
・線路内障害物の事前検知，衝突防止，
ホーム転落防止．

・超分解能レーダと光学画像処理装置
の融合システム

甲州街道

電磁波を用いた計測方式，信号処理アルゴリズムに関する研究

稲葉・秋田研究室



小池研究室
①術中聴覚器診断装置の開発
耳の中の骨（耳小骨）の振動しやすさを定

量的に評価する装置を開発し，手術中に患
者の耳小骨の可動性評価．
シミュレーションによる疾病原因確定や最

適治療法の選択，および手術後の聴力回
復の程度を予測．

②埋め込み型骨導補聴器の開発

磁力によって変形する素子（超磁歪素子）を
頭部皮下に埋め込み，外部から振動磁界を
与えることで補聴を行う．
既存の補聴器では困難な難聴者や老人性

難聴者の生活の質の向上を目指す．

体内ユニット

医工連携研究

中耳の振動 内耳の振動



情報理工学研究科 機械知能システム学専攻

宮脇研究室



西８号館 ６階 ６１１、６１５、６１８号室

類Ⅱ稲葉・秋田研究室
機械知能
システム学

専攻

稲葉・秋田研究室では、レーダ技術における計測用変復調方式、

アンテナ信号処理、ネットワークセンサなどを主な研究テーマとし

ています。特に、日本が世界に先駆ける戦略的技術としての衝突

回避や自動運転を実現させるためのキー技術である車載ミリ波

レーダにおいて、送信波形を工夫することで少ない周波数帯域で

高い目標分離能力、少ない送信電力で遠距離目標検知を可能と

し、さらには複雑な電波環境における干渉にも強い独自の変復

調方式を開発しています。また、本レーダを自動車に搭載した衝

突回避実験も行っています。

次世代レーダ技術の開発 ～安心安全な社会の実現にむけて～

車載レーダの衝突回避実験風景 当研究室で開発したミリ波レーダ

送受信装置RF部

送受信装置IF部

信号処理装置（制御部、FPGA部）

衝突回避目標

研究テーマイメージ図

研究分野とテーマ名

先端ワイヤレス・

コミュニケーション
研究センター



東3号館 6階 618号室

類Ⅱ金子研究室 機械知能
システム学

専攻

研究テーマ
「モノ」や「コト」の動きを見極め自在に操る方法―制御―を追求制御

操作

観測

Physical空間Cyber空間

コンピュータ

Cyber Physical Systems (CPS)

『現実の動くモノ⇔コンピュータ』のつ
ながりをいかに適切に合理的につくる
（創る）か？

数理的思考・システム的思考

実際に動くモノ

http://www.sc.lab.uec.ac.jp/

方針
制御を通じて本質を見
抜き, スマートに, そし
てとことん取り組む姿
勢．研究を通じて得ら
れる達成感・経験・
自信, そして協調性



データだけで制御に挑む！

検索 FRIT

金子研はこのようなことに取り組んでいます

同定
設計

？

データからダイレクトに制御!

数式モデル データ

制御対象

制御器

検索 ERIT

検索 VIMT

当研究室発の手法

検索 データ駆動予測

目標応答

制御の結果

テキトーに動かした結果

データだけで制御が行えて目標達成！

実応用の制御に挑む！

システムの本質に数理で挑む！

0 50 100 150 200 250

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ｃ
ｃ

鉄鋼

ボイラー
エレベータ
ドア
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確率とファイナンス 有限体・符号理論

Max-Plus 線形システム
スケジューリングへ

情報関係の学生も歓迎

システムの消散性
エネルギー散逸の一般化

双模擬性・大規模系の解析
モデル検証

多くの産学連携



次世代のシステム制御工学の理論と応用を研究
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定本研究室

発電量？
安定度？

蓄エネ？

電気料金？
DR？

蓄電価格？ 発電抑制？
系統安定度？

応用研究（スマートグリッド）

エネルギーマネジメントには
制御が不可欠!!

理論研究（大規模複雑システム）

複雑なものを扱う
新しい方法論の構築!!

例２）速い強化学習

こんな人にオススメです

強化学習に興味がある! 省エネに興味がある!理論がやりたい! 国際共同研究がしたい!

例１）速い予報手法の基礎
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定本研究室

国際共同研究を通じて垣根を超えた経験ができます

North Carolina State Univ.  (その他も・・・??)
国内では慶応大，東工大，etc. 

NCSU

幅広く研究・アウトリーチ活動を行っています

http://www.sc.lab.uec.ac.jp/ts/research_4s.html 電通大 定本

詳しい情報は下記

国際会議(例：イタリア・フランス) 国際共同研究 国際専門誌～一般向け雑誌



類Ⅱ
機械知能
システム学

専攻

西５号館 ２階 ２０５号室

澤田研究室

研究内容：IoT時代の安全・
安心を支えるのは計測制御技
術です．エネルギーシステム
などの重要インフラに関わる
技術等を研究しています．
ホワイトリスト：業界初のコ
ントローラ用セキュリティ技術
縮退運転制御：通信情報を使
わないサイバー攻撃検知
自律分散制御：耐故障性と利
便性を両立するエネルギー運用

制御システムを活かすモデルベース計測制御技術開発

その他：自動車・航空機，生産システム，スワームロボティクス



• 制御工学はある対象を自在に動かすための枠組み（アルゴリズム）を研究する学
問です．制御工学を主軸に，最適化理論，信号処理理論などを組み合わせな
がら，新しい制御理論の構築からセキュリティ分野，エネルギー分野，自動車，
航空機，自律分散ロボットなど多様な産業への応用を目指しています．

• 産業応用では，制御システムのセキュリティ機器，ソフトウェアのバグ検出，生産
計画最適化，自動車の各種制御，情報家電の制御などをおこなってきました．

• 重要インフラの制御システムに対するモデルベースセキュリティ技術の開発に携
わっている有数の研究室でもあります．

研究の紹介

• 研究は面白くなくてはいけません．その意味で，主役は研究をする人であると考
えています．学生の研究指導では，各人の興味や能力に応じたテーマの選択と
研究のサポートが重要だと認識しています．

• 皆さんには大学で修学したことは社会で役に立つことを研究をしつつ体感してもら
いたいと考えています．

学生へのメッセージ



東９号館３階３０９号室

類Ⅱ小木曽研究室
機械知能
システム学

専攻

柔
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動
系
の
開
発
に
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で
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制御理論を軸として，基礎理論研究から実応用研究まで



東４号館 １階 １２９号室

類Ⅱ小池研究室
機械知能
システム学

専攻

振動をベースとした診断・治療技術およびサスティナブル農業
基盤技術の開発

●電磁力を利用した人工聴覚システム
正常な機能を失った聴覚を代替する、新しい埋め込み型人工

聴覚デバイスの開発を行い、治療の難しい患者さんに対して

も、高音質・高利得の補聴を可能にすることを目指しています。

●耳小骨可動性診断装置の開発
手術中に耳の内部の小骨の動きやすさ

を自動計測する装置とソフトウエアを開

発し、手術の安全性と術後の聴力回復

成績の向上を目指しています。

人工聴覚システム
試作機

脳・医工学
研究センター

computer

probe

control unit

●聴覚器官のシミュレーション
聴覚器官をコンピュータ上で再現し、難聴発生のメカニズムの

解明や効果的な治療法の提案を行っています。



東４号館 １階 １２９号室

類Ⅱ小池研究室
機械知能
システム学

専攻

●体表振動を利用した医療機器の開発と臨床応用
眼球への障害が起こり得る鼻科内視鏡手術において、微小

な振動を計測することができるPVDFフィルムを用いて眼球

振動を計測することにより、手術の危険度を監視するシステ

ムを開発しています。

●近赤外光を用いた咽頭腔残留食物の非侵襲
検出法の開発

誤嚥による肺炎防止を目的とし、近赤外線を用いて嚥

下反射後に咽頭腔に残留した食物を非侵襲に検出する

技術の開発を行っています。

●植物播振動を用いた環境調和型害虫防除および
受粉技術の開発

昆虫は振動に対して忌避する習性があるため、植物の振動
特性やその伝播の機構を解明し、農薬やホルモン剤の代替
となる環境調和型の新しい害虫防除・受粉技術の開発を
行っています。

成虫 幼虫

トマトの害虫（コナジラミ）

振動による害虫防除および受粉システム

脳・医工学
研究センター



類Ⅱ孫光鎬 研究室
機械知能
システム学

専攻

電波暗室

Target

Antenna

脳・医工学
研究センター

Target

②心拍変動計測からストレス度評価システム

非接触でバイタルサイン（心拍、呼吸、体温、血圧）を計測するための信号処理と画像処理
および同技術を実装した医用システムの実用化研究開発を行っています。

研究テーマ

•ToFセンサを用いた非接触呼吸機能評価
•光学・赤外カメラを用いた非接触な心拍・呼吸計測
•心拍変動による精神疾患患者のスクリーニングシステム
•ドップラーレーダによる健康モニタリングシステム

詳細は、研究室のHP： https://sun-melab.com/

西２号館 ２階 ２０２室

① 感染症スクリーニングシステム

③ 在宅ヘルスケアモニタリングシステム

https://sun-melab.com/


東４号館 ６階 ６１７号室

類Ⅱ正本研究室
機械知能
システム学

専攻

脳科学ライフ
サポート研究

センター

II類（生体）計測・制御プログラム

① 目的 (Goal) ② 計測方法 (Optical Bioimaging)

http://www.nvu.mi.uec.ac.jp/

ラボの先輩たちは、こんな人、、
・生体・医学に興味がある
・医用画像・画像の解析に興味がある
・実験が好き
・将来、医療関連の仕事に就きたい

最先端の光技術を駆使した生体の画像計測

↑ 脳血管(赤)の接続とグリア(緑)の挙動
← 3次元顕微鏡による脳血管の立体画像

脳血管の立体画像(左)と新生した血管のライブ画像計測(右)

脳の微小な血管を流れる赤血球(図中の緑)の高速画像計測



東４号館 ６階 ６１７号室

類Ⅱ正本研究室
機械知能
システム学

専攻

脳科学ライフ
サポート研究

センター

II類（生体）計測・制御プログラム

④ 制御 (Optogenetics)

http://www.nvu.mi.uec.ac.jp/

③ 解析 (Medical Image Processing)
大規模画像データを解析し、細胞や血管の実形状と
機能計測に基づいた臨床・病態予測モデルへの実装

（主な共同研究先）

・放射線医学総合研究所 ・東京都医学総合研究所

・慶應義塾大学医学部 ・東北大学医学部 など

認知症の予防に向けた効果的な血流
制御法の探索と神経保護機能の解明

↑ 脳毛細血管(赤)の刺激応答性に関する統計画像解析

↑ 蛍光造影剤の輝度時間変化の解析に基づいた動脈(右図の赤)と静脈(右図の青)の自動判別画像

laser
(830 nm)

LSFG
argon laser
(488 nm)

orange LED
(595 nm)

  

 

   

  

 

 

 



類Ⅱ宮脇研究室
機械知能
システム学

専攻

脳・医工学
研究センター

ヒトがものを見たり、聞いたりして得た感覚情報は、脳に伝わり、情報処理が行われます。この時に発生する脳活動を脳の外から安全な状態で非侵
襲的に、かつ従来ないレベルでの高い空間・時間精度で計測する方法の研究を行っています。さらに機械学習に基づく新しい解析方法を組み合わせ
ることにより、計測された信号がもつ情報を最大限引き出す方法を研究しています。こうした手法の組み合わせにより、例えば、ヒトが見ている画像を
脳活動から読み取ることが可能になります。さらに、これらの技術基盤から得られた科学的知見をもとに、自分が生得的に持たない新しい指や手な
どを自在に動かすための研究も行っています。いずれも、世界を変える力をもつ新しい研究です。刺激的な研究環境で一緒に汗を流し、世界最先端
の研究分野を共に切り拓きましょう！

1 脳活動からの神経情報の解読

fMRIスキャナ

ヒトが見た画像

脳活動から
再構成した画像

2 高次元脳・画像データの解析

脳活動と画像の
大規模パターン認識

3 脳・身体の機能拡張

ATR-P BAIC撮影協力

手と脳の機能拡張

4 ヒト脳活動の

高時空間分解能
計測・解析

fMRI

MEG

時間解像度

空
間
解
像
度

高
低

高低

Sixth Finger

非侵襲脳活動計測（fMRI/MEG）、超高磁場7T MRI 、超高速脳活動計測、神経情報計測、神経情報の符号化（エンコーディン
グ）と復号化（デコーディング）、心理物理実験、機械学習、視覚、運動（特に眼球運動と上肢運動）、深層ニューラルネットワー
ク、脳と身体の機能拡張、医用画像処理、コンピュータ・グラフィックス、コンピュータ・ビジョンなど

研究キーワード

東４号館 ６階 ６１１号室



西１０号館 ４階 ４３５号室

類Ⅱ阪口・佐藤（俊）・饗庭研究室
機械知能
システム学

専攻

見る，聞く，からだを動かす人間のメカニズム

脳は外界から膨大な感覚情報を受け取り，巧みに処理して瞬時に最適な
行動を判断し，複雑な機構を持つ身体を操っています．脳がこうした複雑
な感覚運動処理を実現している土台にはどのような原理や仕組みが働いて
いるのでしょうか？
私たちの研究室では，こうした人間の

感覚・運動に関わる情報処理の仕組みを
研究するとともに，楽器演奏やダンス等
の身体技能の解明やその習得支援に関わ
る研究を行っています．

あ い ば

https://human-informatics.jp/



小峯研究室
映像コンテンツの感性評価、映像特徴解析

映像が与える心理的な効果とは何で
しょうか。
８K、VR・AR・MR、立体テレビなど

の新しいメディアはこれまでに無い視聴
体験をもたらします。
これらのメディアで表現される映像か

ら得られる臨場感・実在感・実物感など
の効用を心理実験や生体信号の測定、映
像解析によって評価し、効果的な映像は
どのような特徴から構成されているかを
明らかにします。
得られた知見は新奇メディアの開発や

効用の高いコンテンツ制作に活用します。

NHK放送技術研究所

類Ⅱ
機械知能
システム学

専攻



西２号館 ２階 ２２９号室

類Ⅱ
機械知能
システム学

専攻

運動計測

ヒトや動物は地面の
固さや凹凸の異なる
様々な生活空間の中
で自由に運動を行え
ますが、このような
制御を行う脳の仕組
みは未だ分かってい
ません。我々は、運
動計測と制御系の数
理解析を基に、ヒト
や動物の運動制御則
の解明とリハビリへ
の応用を目指した研
究を行っています。制御メカニズム力学解析

公開内容
運動の制御能力の測定のため
の装置を体験して頂きます。
装置は神経に疾患を持つ患者
さんを測定し、脳機能の変化

を調べるための
ものです。

HP: www.funato.lab.uec.ac.jp
姿勢制御 歩行制御



類Ⅱ岡田研究室
機械知能
システム学

専攻

共通
教育

「身体運動を科学する」
- ヒューマンパフォーマンスの改善を目指して -

 歩行動作解析とその応用
 アスリートの運動技術の解明
 生体定数の計測

体育館 １階 実験測定演習室

脳・医工学
研究センター



本年度の主な研究テーマ
 運動がヒトの認知パフォーマンスを高める機序の解明(fMRI/PET)
 骨格筋への電気刺激が認知/脳循環/自律神経に与える効果
 骨格筋への電気刺激が生体にもたらすトレーニング効果の検証
 運動時の骨格筋イメージングと筋電図による筋シナジー解析

※国内/海外の多くの研究者と共同研究を行っています

PET研究fMRI研究 筋電図脳血流

健康・スポーツ科学研究室
安藤創一(Ⅱ類P4/機械知能システム学専攻)

身体を動かすとヒトの脳や筋では何が起こるのか？

 この疑問に対して，様々なイメージング機器などを用いて検討しています．
生体信号解析や画像処理，動物モデルを用いた研究も行っています．

 研究の最終目標は，健康の維持・増進やスポーツのパフォーマンス向上に
つながるエビデンスを提供し，それを実践することです．

電気刺激
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