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2020年 1月 8日 
青沼仁志（人間数理究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
https://www.hokudai.ac.jp/news/2020/01/post-610.html 

 
troduction/2020/01/post-611.html 

 
  

 

 1 / 4 

PRESS RELEASE  2020/1/8      
 

クモヒトデは触られた腕の⼆つ隣の腕の⽅向へ逃げる 
～腕の数の個体差から学ぶ，放射相称の歩き⽅～ 

 
ポイント 

・4～7 本の腕をもつクモヒトデの逃避⾏動から，肢の数にとらわれない「歩き⽅」を解明。 
・前後左右のない動物が進⾏⽅向を決めるからくりを解明。 
・全⽅位移動ロボットへの応⽤に期待。 

 
概要 

北海道⼤学⼤学院⽣命科学院博⼠課程の脇⽥⼤輝⽒，京都⼤学⽩眉センターの加賀⾕勝史特任  
助教，北海道⼤学電⼦科学研究所の⻘沼仁志准教授の研究グループは，クモヒトデ＊1 の逃避⾏動に 
着⽬し，放射相称の⾝体をもつ動物が前後左右を決めるからくりを解き明かしました。 

クモヒトデの一種である Ophiactis brachyaspis は星形の⾝体をもち，その腕の数には 4～7 本と 
いった個体差があります。研究グループは，クモヒトデの腕の先端に触って逃避⾏動を誘発し，腕の
数の異なる個体がそれぞれどのように腕を使って移動するのかを調べました。その結果，クモヒトデ
は触られた腕から左回りまたは右回りに「⼆つ隣」の腕の⽅向へ逃げる傾向があること，また，その
ときに先頭になる腕の両隣の腕を同時に動かして漕ぐ傾向があることを数理モデル＊2 を使って明ら
かにしました。 

本研究成果は，「なぜ肢の数が違っても⼤丈夫なのか？」「前後左右のない動物がどのように『前』
を決めるのか？」という疑問に答えたものであり，全⽅位移動ロボット設計への応⽤が期待されます。 

なお，本研究成果は，⽣物学と数学の融合研究として 2020 年 1 ⽉ 8 ⽇（⽔）公開の Journal of the 
Royal Society Interface 誌に掲載されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

チビクモヒトデ科の一種 Ophiactis brachyaspis の逃避⾏動（左）と腕数を一般化した模式図（右） 



 
 
 

  
 
 

2019年 11月 28日 
青沼仁志（人間数理究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
https://www.hokudai.ac.jp/news/191203_pr3.pdf 
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東北大学電気通信研究所 
オタワ大学 
北海道大学 

スイス連邦工科大学ローザンヌ校 
Human Frontier Science Program 

 

 
 

【概要】 
東北大学電気通信研究所の石黒章夫教授，加納剛史准教授，安井浩太郎氏

（博士後期課程，日本学術振興会特別研究員），スイス連邦工科大学ローザンヌ校

の Auke J. Ijspeert教授，オタワ大学の Emily M. Standen准教授，北海道大学電子

科学研究所の青沼仁志准教授の研究グループは，ムカデが陸上と水中を行き来す

る際の「身のこなし方」に着目することで，環境に適応して「理にかなった」運動パタ

ーン注１を生み出す制御のメカニズムを解明しました。 

一般に動物は，環境に応じた運動パターンを柔軟に生み出すことで，様々な環

境下を自在に動き回ることができます。その中でも特に興味深いのは，陸上では複

数の脚を協調させて歩き，水中では胴体をくねらせて泳ぐという振る舞いです（以下，

この振る舞いを「水陸両用ロコモーション注２」と呼びます）。身体をうまく活用し質的

に異なる環境に見事に適応する水陸両用ロコモーションは，ある種のトカゲや魚な

ど，多くの動物種に見られます [参考文献 1,2]。ところが，この水陸両用ロコモーシ

ョンがどのような制御のからくりで実現されているのか，これまで不明でした。 

この問題解決のため，本研究ではトビズムカデの水陸両用ロコモーションに着目

しました。トビズムカデは，地上では複数の脚の運動を協調させながら歩きますが，

水中では脚を折りたたみ，ヘビのように胴体をくねらせながら泳ぎます（図１）。トビズ

ムカデは，同じ構造を持つ体節が一次元状に長く連なった身体構造をしており，歩

行・遊泳間の遷移の様子を観察しやすいという利点があります。また，神経を部分

的に切断するなどの侵襲を伴う実験も比較的に容易に行えます。そのため，水陸両

用ロコモーションのからくりを探る上で非常に適したモデル生物だと言えます。 

本研究ではまず，トビズムカデが陸上と水中を行き来する際に歩行・遊泳間の遷

陸上と水中を自在に動き回るムカデから学ぶ 
柔軟な「身のこなし方」 



2019年 9月 26日 
西野浩史（人間数理研究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
URL https://www.hokudai.ac.jp/news/2019/09/post-569.html 
 



2019年 6月 27日 
西野浩史（人間数理研究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
URL https://www.hokudai.ac.jp/news/2019/06/post-545.html 



 
 
 

  
 
  

2019年 6月 12日 
青沼仁志（人間数理究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
https://www.hokudai.ac.jp/news/2019/06/56.html  

 
  

  

 1 / 3 

PRESS RELEASE  2019/6/12      
 

5 本腕と 6本腕のオオクモヒトデは「ふくらみ⽅」が違う 
～からだの形が，動きを協調させるデザイン～ 

 
ポイント 

・オオクモヒトデがからだを⾵船のようにしぼませたり膨らませたりする現象を発⾒。 
・５本腕と６本腕の個体で，パーツ間の同期のパターンが異なることを発⾒。 
・⽔の流れを想定した数理モデルから，神経回路に頼らない協調運動の理解に貢献。 

 
概要 

北海道⼤学⼤学院⽣命科学院博⼠課程の脇⽥⼤輝⽒，広島⼤学⼤学院理学院の早瀬友美乃研究員，
北海道⼤学電⼦科学研究所の⻘沼仁志准教授の研究グループは，オオクモヒトデというヒトデに似た
動物が，からだを⾵船のようにしぼませたり膨らませたりする協調運動「ポンピング」をし，パーツ
間の同期のパターンが 5 本腕と 6 本腕の個体で異なることを発⾒しました。 

ポンピングは「⽣きた動物で，明らかに異なるからだの形が，明らかに異なる動きの協調を作って
いる」好例です。動物の動きを協調させるネットワークとして，神経回路が注⽬されてきましたが，
研究グループはパーツ間に神経系を想定せず，⽔流のはたらきでポンピングの協調運動が成り⽴つ  
ことを，数式を使って説明することに成功しました。 

本研究は，「からだの形そのものをうまく利⽤して，ある動きを協調させる」という動物の知恵を
ピックアップした研究で，複雑なコントロールなしに協調的なリズムを⽣み出す設計論として，ロボット
⼯学への貢献が期待されます。 

なお，本研究成果は，2019 年 6 ⽉ 5 ⽇（⽔）公開の Scientific Reports 誌に掲載されました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
オオクモヒトデのポンピングの様⼦ 



2019年 3月 6日 
西野浩史（人間数理研究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
URL https://www.es.hokudai.ac.jp/result/2019-03-05-mamo/ 
 



2018年 12月 21日 
長山 雅晴 （人間数理研究分野） 
記事全文はこちらをご参照ください 
URL  https://www.hokudai.ac.jp/news/181221_pr.pdf 
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数理モデルによる予⾔でヒト３次元培養表⽪を⾼機能化 
～ヒト⽪膚並みの厚みとバリア機能，⽪膚疾患研究や評価試験への活⽤に期待～ 

 
ポイント 
・⽪膚外⽤剤や化粧品の開発に重要な３次元培養表⽪は，従来十分にヒト表⽪を模倣できていなかった。 
・数理モデルによる予言で，ヒト⽪膚と同等の厚みとバリア機能を持つ高機能表⽪の構築に成功。 
・人間の生命を守る表⽪のメカニズム解明と，数理科学の医学・生命科学への貢献に期待。 
 
概要 

北海道大学電子科学研究所の長山雅晴教授，熊本淳一学術研究員，株式会社資生堂グローバルイノベ
ーションセンターの傳田光洋主幹研究員らの研究グループは，科学技術振興機構（JST）戦略的創造研
究推進事業 CREST 研究領域「数理モデリング」（研究総括：坪井 俊）で採択されている「数理モデ
リングを基盤とした数理⽪膚科学の創設」(研究代表者：長山雅晴）の支援により，高いバリア機能＊1

を持つ 3 次元培養表⽪の構築に成功しました。 
ヒトの表⽪細胞＊2 を⽤いて作られる人工表⽪，いわゆる表⽪モデルは，様々な⽪膚疾患，加齢変化

のメカニズムや表⽪機能の解明といった基礎研究に応⽤されるだけでなく，新薬の開発や化粧品開発
での安全性試験にも⽤いられる重要なリサーチツールであり，多くの研究者が注⽬しています。しか
し，これまで数多く作られた表⽪モデルはいずれも，ヒトの表⽪を十分に模倣できていませんでした。 

長山教授らの研究グループは，表⽪恒常性＊3 の維持メカニズムを反映させた数理モデル＊4 を構築し，
コンピュータシミュレーションを行いました。その結果，特異的な凹凸が培養器の底にある場合，ヒト
⽪膚と同等に厚い表⽪と角層＊5 が構築されることが予言されました。そこで培養器の底部に様々なパ
ターンのポリエステル布を敷いて表⽪細胞（ケラチノサイト）を培養した結果，コンピュータシミュレ
ーションが予言したパターンの場合，ヒト⽪膚表⽪並みに厚く，ポリエステル布を敷かない場合の２倍
の角層バリア機能を持つ，高機能 3 次元表⽪を構築できることが確認されました。 

この 3 次元表⽪は⽼化に伴う乾⽪症など様々な⽪膚疾患のメカニズム解明に役⽴つほか，⽪膚外⽤
剤，化粧品などの効果の評価，あるいは再生医療にも展開しうる機能を持ちます。さらに本研究成果
は，数理モデリングが医学・生命科学の領域で有効な⽅法論であることも示唆しています。 

なお，本研究成果は，英国時間 2018 年 12 月 20 ⽇（⽊）公開の Scientific Reports 誌に掲載されま
した。 

 
  


