国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release
平成３０年１１月２０日

平成３０年度第７回定例記者会見
日時：平成３０年１１月２０日（火）１１：２０～１２：００
場所：豊橋技術科学大学事務局３階 大会議室
＜記者会見項目＞
① 豊橋技術科学大学とリッコー社が連携して
５指ハンドをもつマッサージ AI ロボットの共同開発をスタート！
【機械工学系 田崎 良佑

② 公開シンポジウム

助教】（別紙１参照）

『先端的フェノタイピング技術の農作物生産への実装』

開催のお知らせ
【大西 隆 学長】

③ 豊橋技術科学大学 CARM 主催 防災シンポジウム
～南海トラフ地震を生き抜く知恵と備え～開催について
【安全安心地域共創リサーチセンター（CARM）】
（別紙３参照）

④ 第 7 回 EIIRIS インテリジェントセンサ・MEMS 研究会を開催します。
【エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）】（別紙４参照）

⑤ DL(Distinguished Lecturer：著名な講演者）講義について
～本学 井上光輝教授が選出されました。～
【大学院工学研究科 井上 光輝 教授】（別紙５参照）
⑥ 平成 30 年度定例記者会見の開催日程について（別紙６参照）

＜本件連絡先＞
総務課広報係 菅谷・高柳・梅藤
TEL:0532-44-6506

FAX:0532-44-6509

＜別紙１＞

国立大学法人豊橋技術科学大学
株式会社リッコー
Press Release
平成３０年１１月２０日

豊橋技術科学大学とリッコー社が連携して
５指ハンドをもつマッサージ AI ロボットの共同開発をスタート！
国立大学法人

豊橋技術科学大学（所在地：愛知県豊

橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1、 学長：大西 隆

）と株式

会社リッコー（本社：東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エド
グラン 24F、代表取締役社長：原嶋芳之）は、5 指ハン
ドを有するマッサージ AI ロボットの共同開発をスター
トしました。
本プロジェクトにおいて、豊橋技術科学大学とリッコ
ーは熟練の按摩マッサージ指圧師と遜色のない施術法
を再現する機器研究を開始します。我々はこの技術を取
得、提供する事で、コリなど身体の悩みを持つ人だけで
はなく、施術者の肉体的負担の軽減や施術者の人手不足
解消などの持続可能な社会貢献を目指します。

5 指ハンドを有するマッサージ AI ロボット

＜機器概要説明文＞
本プロジェクトでの目標は、人体を押す感覚や揉む感覚を、人工知能技術（以下、AI）
を用いた制御にて行う 5 指ハンドロボットの開発です。本機器は熟練の按摩マッサージ指
圧師の施術を再現し、AI が施術を行う度に個人に応じた施術内容を学習する「人に寄り添
った」マッサージロボットを目指します。現在，ハードウェア部分の開発が終了し、AI ソ
フトウェアの開発に取りかかっております。

＜技術説明文＞
豊橋技術科学大学システム制御研究室における研究で培われた基礎技術を進化させ、AI
で最適な圧力制御を行えることを目指した、5 指ハンドロボットです。
同研究室では、ヒトの手の多指多関節を模した（4 本指 13 関節）ロボットハンドによる
肩部マッサージの制御手法を過去に提案しており、指圧師の指先圧力の計測データにもと
づく教師あり学習によるロボットハンドの動作制御システムを構築しています[1,2]。
また、歩行リハビリテーションにおけるロボットアシスト技術の研究[3]も推進しており
訓練者の身体の動き、関節、体重心などを高精度に計測する手法を提案するとともに、ヒ
トの歩行動作に追従して力をアシストするロボット技術を有しています [3] 。
上記の研究成果を核として、今回新たに AI を用いて柔軟な制御を実装してくことを目的
としています。これにより、「大きさや形状の個体差が大きい対象に即対応可能」で、「肩
や腰といった一部分ではなく、全身に対応」し、
「対象が多少動いても柔軟に追従」を行う
ことが可能になります。

５指ハンド部分には、つかむための４指と、
押すことに特化した母指があります。

本装置はカメラ制御部、位置決め部、ハンドロボット部と大きく 3 つの要素から構成さ
れます。
カメラ制御部は、色調と奥行きが計測可能な RGB-D カメラを搭載し、人体の肩や腰の位
置を把握する事が可能となります。
位置決め部がハンドロボット部を搬送した後、施術が開始されます。ハンドロボット部の
ハンドは、掴むための 4 指と押すことに特化した母指からなり、触覚センサで最適な力の
付与を制御します。
学習項目として人間の動きをパラメータ化し、将来的には AI によって最適で柔軟な指の
動きを再現できるよう目指します。
また制御情報をデータベースに格納し、分析を行い、施術を重ねるたびに個人に応じた
最適な制御を行うことを目標とします。

＜開発スケジュール＞
フェーズ１：ハードウェア構築
フェーズ２：知能部分の開発とインテグレーション（ソフトウェア・ハードウェアの統合）
現在、フェーズ１が終了し、フェーズ 2 を開始する段階です。

[1] H.Kitagawa, T.Terai, P.Minyong and K.Terashima,Application of Neural Network to
Teaching of Massage using Multi-fingered Robot Hand, Journal of Robotics and
Mechatronics, 14 (2002) 2, PP.162-169
[2] K. Terashima, T. Miyoshi, K. Mouri, H. Kitagawa, P. Minyong, Hybrid Impedance Control
of Massage Considering Dynamic Interaction of Human and Robot Collaboration Systems,
Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21, No.1, pp.146-155, 2009
[3] 谷勇希，田崎良佑，寺嶋一彦：全方向移動式歩行訓練器における人の姿勢情報を利用した歩
行追従制御，第 35 回日本ロボット学会学術講演会，3D2-04, 2017

■豊橋技術科学大学について
豊橋技術科学大学は、技術を支える科学の探究によって、新たな技術を開発する分野であ
る技術科学の教育・研究を使命として設立されました。この使命のもと、世界に開かれた
トップクラスの工科系大学を目指し、豊かな人間性と国際的視野および自然と共生する心
を持つ実践的創造的かつ指導的技術者を育成するとともに、次の時代を拓く先端的技術の
研究を行っています。そのため、大学院に重点を置き、透徹した物を見る眼、繊細で温か
みのある感性、多元的な思考能力、グローバルな視野を培う教育を推進し、技術科学の新
しい地平を切り拓くことを目指して研究に取り組んでいます。さらに、地域社会とも連携
し、国内及び国際社会に開かれた技術科学の拠点となることを目指しています。
住

所：愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１

学

長：大西 隆

開

学：昭和５１年１０月

ＵＲＬ：https://www.tut.ac.jp/
■株式会社リッコーについて
「すべては、豊かな健康のために」の理念のもとに、独自技術の「Wave technology」で皆
様の健康をサポートし、皆様が「Well-being（元気で幸せ）
」な状態を維持し達成するプロ
セスが大切であると考え、
「Well-being Life を support すること」が、当社の社会貢献活
動と考えます。
そのため国内に自社工場を有し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（薬機法）の規定による「医療機器製造業許可」「第二種医療機器製造販売業
許可」「医療機器修理業許可」を取得しております。また、国際標準化機構（ISO）が定め
る品質マネジメントシステム ISO9001 及び医療機器の ISO13485 認証を取得しています。
本

社：東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 24F

代表者：原嶋 芳之
設

立：平成 4 年 5 月

URL ：https://i-riccoh.com/
本件に関する連絡先
株式会社リッコー 広報課

03-6262-1228 担当：山下

豊橋技術科学大学総務課広報係

0532-44-6506 担当： 菅谷・高柳・梅藤

日本学術会議・豊橋技術科学大学 公開シンポジウム

＜別紙２＞

「先端的フェノタイピング技術の
農作物生産への実装」
1

主

催

日本学術会議 農学委員会 農業生産環境工学分科会、日本学術会議 農学委員会・食料科学委員
会合同 農業情報システム学分科会、農学委員会・食料科学委員会合同 CIGR 分科会、
豊橋技術科学大学

援

日本農学アカデミー､ 日本生物環境工学会､ 日本農業工学会、農業情報学会、農業食料工学会、
農業施設学会、日本農業気象学会、生態工学会、園芸学会、
“ai tomato”
（植物生体情報と AI
による太陽光植物工場における農作物生産の最適化共同研究機関）

時

平成３０年１２月１８日（火）１３：００～１６：００

2

後
3

日
4

場

所

豊橋技術科学大学キャンパス Ａ -101 教室
（愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１−１）

5

センサ・IoT・AI・ロボット等の先端技術の社会実装が進むなか、農業生産においてもこれらの技術が急速に

開催趣旨

普及しつつある。特に、
これまで人間の目視による観察と経験に依拠して行われてきた
“植物の生育状態の評価”
は、これらの技術を用いた先端的フェノタイピング技術として育種等に活用されるだけでなく、植物生育診断
技術として農作物生産現場での利用も始まっている。そこでは、
「草丈」や「茎の太さ」といった従来の静的
な生体情報だけでなく、
「茎伸長」や「光合成速度」
、
「吸水速度」などの動的な生体情報も用いられつつあり、
農業生産という観点での新たなフェノタイピング（アグリフェノタイピング）の定義が求められている。本シ
ンポジウムでは、先端エレクトロニクスによる革新的センサ技術の植物生体情報計測への応用の可能性につい
て検討しつつ、植物工場などの高度な農作物生産システムに実装可能なフェノタイピング技術を展望する。

6

次

第

第一部司会：荊木 康臣＊（日本学術会議連携会員、山口大学大学院創成科学研究科教授）
13：00 開会の挨拶
大西 隆（豊橋技術科学大学学長、日本学術会議連携会員）
シンポジウムの開催趣旨
	仁科 弘重＊（日本学術会議会員、農業生産環境工学分科会委員長、愛媛大学理事・副学長、植物工場研究
センター長、大学院農学研究科教授）
第一部：フェノタイピングの新展開
「フェノタイプの定義」
青野 光子＊（日本学術会議連携会員、国立研究開発法人国立環境研究所室長）
「農作物生産へのフェノタイピングの応用の可能性」
大政 謙次＊（日本学術会議連携会員、農業生産環境工学分科会副委員長、東京大学名誉教授）
「農業生産に利用可能な先端エレクトロニクス ―イオンイメージングセンサの可能性―」
澤田 和明（豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系教授､ エレクトロニクス先端融合研究所所長）
休憩
第二部司会：北宅 善昭＊（日本学術会議連携会員、大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授）
第二部：フェノタイピングの実装に向けた展望
「人工光植物工場に求められるフェノタイピング」
古在 豊樹＊（日本学術会議連携会員、千葉大学名誉教授）
「太陽光植物工場に実装すべき高精度生体情報計測」
	髙山 弘太郎＊（日本学術会議連携会員、愛媛大学大学院農学研究科教授､ 豊橋技術科学大学先端農業・
バイオリサーチセンター特任教授）
「内在性因子の時空間解析とフェノタイピング」
福田 弘和（日本学術会議特任連携会員、大阪府立大学大学院工学研究科教授）
閉会の挨拶 橋本 康（愛媛大学名誉教授）
16：00 閉会
（＊印の講演・登壇者は、主催分科会委員）

参加費無料

参加申込 HP

https://receipt.agr.ehime-u.ac.jp/~sympo3/mpmailec/form.cgi
※当日参加も可能です。

本件問い合わせ先 豊橋技術科学大学 社会連携支援室
電話

0532-44-6574

