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あらまし リハビリテーションにおいては，力覚フィードバックを提示することで，関節可動域の拡大などに
対し効果的に寄与すると考えられている．そこで，我々は力覚フィードバック機能を用いた上肢運動リハビリ
テーション支援システムの開発を目指している．反力デバイスを用い仮想訓練環境でボールを投げることで，重
さ感覚を知覚しながら腕の動きを訓練することができるようにする．投げる動作は上肢運動の中でも数多くの種
類を必要とすることから比較的難しいため，四つのステップに分け，障害当事者にとって難易度に応じた訓練の
選択が可能な環境を構築した．また，目的動作の達成を支援するために，腕の動きの表示などを行った．本研究
では特にシステムの基本的な機能である，力覚フィードバック機能を導入することで，より効果的な訓練が実施
できるかどうかの検討を行った．また，仮想訓練環境内に表示される腕の動きの表示機能の有効性についても考
察した．その結果，表示を見て腕を動かすこと，反力を感じながら動作をすることで，より正確に動作をするこ
とができた．
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1. ま え が き

厚生労働省の調査によると，2001 年において上肢

機能に障害をもつ人は 90万人近くに達する [1]．一般

に，上肢に障害があると，食事や着替え，書字など生

活の様々な場面で困難が生じるために，彼らは様々な

リハビリテーションを受ける．しかし，効果的なリハ

ビリテーションの実施には，訓練が質・量とも十分で

なければならない．超高齢社会においては，専門家に

よるリハビリテーションだけでは人的資源に限界があ

り，機器・システムを用いたリハビリテーション支援

環境が有効であると考えられる．

本研究では，力覚フィードバックをもつボール投げ

により上肢運動のリハビリテーションを支援するシス

テムについて提案する．特に力覚フィードバックをも

ち仮想訓練環境内での動作を可能とすることで，実際
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の運動リハビリテーションと同等の手法による，限ら

れた空間で効果的な訓練が可能な支援システムの構築

を目指す．

バーチャルリアリティ(VR)技術を用いたリハビリ

テーション支援システムに関する研究は，現在いくつ

か行われている [2], [3]．日常生活における多くの作業・

動作は，複数の運動で構成されており，それらを組み

合わせる必要がある．すなわち，作業・動作を目的と

したリハビリテーションでは，目的とする作業・動作

に含まれる複数の運動を同時に行えるように訓練され

なければならない．しかし，神経系に障害をもつ場合，

複数の運動を組み合わせて一つの作業・動作を行うこ

とが難しいことがある．この場合，目的動作から分解

された運動を段階的に組み合わせていき，最終的にす

べての運動を同時に行うことで目的動作を作り上げる

訓練手法が有効であると考えられる．本研究では，こ

の考え方に基づき，訓練環境を容易に変更できる VR

技術を用いてシステムを構築することを目指す．訓練

時の仮想環境では，単純な運動のみで構成される動作

から徐々に運動の種類を増やし，最終的に目的動作そ
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のものを行うようにする．

更に，障害当事者が受ける感覚情報を生かした訓練

は，訓練を繰り返すことでその動きを感覚的に身に付

けることができることから，複数の協調運動が必要な

動作の獲得に非常に有効である．そこで，本研究では

反力デバイスをリハビリテーション支援システムに導

入し，視覚に加え力覚によるフィードバックの提示を

試みる．視覚・力覚インタフェースの統合により，仮

想オブジェクトがある三次元仮想環境にユーザが没入

しやすくなることも期待される．

Broeren らは脳卒中により片マヒとなった男性に，

反力デバイスを用いたコンピュータゲームを訓練タス

クとして適用し，手指の巧緻性の向上，握力の増加，動

作の俊敏さの向上が見られたと報告している [4]．ここ

で開発されたシステムでは，クライアントに向かって

くるボールに合わせて腕を動かすことで，クライアン

トの体から見て左右・上下方向への上肢の動きを訓練

することができる．一方，前後方向の動作を伴う訓練

もリハビリテーションを実施する上で重要である [5]．

そこで，本研究では上下・左右方向の動作ともに前後

の動作に注目し，提案するシステムではボールを「投

げる」動作に基づき，体の前方への動き（リーチング

動作）も含めて上肢の訓練をすることができるように

した．その際，仮想空間内に左右・奥行方向の反力デ

バイスの動きを表示し，またボールの質量を体感でき

るようにすることにより，ボールの質量に基づく様々

な負荷を上肢の動作中に連続的に加えて，リーチング

動作に必要な腕の動きを確認しながら動作することを

可能とした．本論文では特に，上肢の複雑な運動の訓

練時に力覚フィードバックが有効であるかどうか検討

した．また，検討中のリハビリテーション支援システ

ムによる動作訓練時に提示する視覚的なフィードバッ

クの有効性についても検討し，システムの基本的機能

の確認も行った．

2. 対象動作とリハビリテーション手法

2. 1 対象動作とそれに必要な上肢運動

本システムを用いた訓練では，下手からのボール

の投げ上げによる上肢運動を行う．基本的な動作方法

を図 1 に示す．クライアントはソフトボールのピッ

チャーのように下手から投げる動作を行う．

上肢の運動・動作には，肩関節の屈伸運動，肩関節

の内外転運動，肩関節の内外旋運動，肩関節の水平内

外旋運動，肘関節の屈伸運動，前腕の回内外運動，手

図 1 基本的な動作
Fig. 1 Basic motion.

図 2 上肢運動の例
Fig. 2 Examples of the upper limb motion.

関節の掌背運動，手指の屈伸運動，手指の把握動作，

手指のつまみ動作の計 10 種類が存在する（図 2）[5]．

これらのうち，本システムでの訓練の際に行われる運

動・動作は，肩関節の屈伸運動，肩関節の内外転運動，

肩関節の内外旋運動，肘関節の屈伸運動，前腕の回内

外運動，手関節の掌背運動，手指の屈伸運動，手指の

把握動作の 8種類である．これら複数の動作を同時に

行うことで，投げるという一つの目的動作を達成する

ことができる．

しかし，この複雑な動作の中には，投射する方向に

より必要としない運動もある．また，投射する距離が

決められていない場合にはクライアントが意識する必

要のない運動もある．投射方向ごとに必要となる運動・

動作を図 3 に示す．

なお，本研究では，ボールの下手投げ動作のみを対

象動作としたが，これは力覚フィードバックをもつ訓

練環境の中で単純動作から複雑動作に移行していく方

法に従い訓練を進める方法を例示するためである．複

数の筋を用いる複雑動作を対象とし 3. で後述するス

テップ制の訓練を用いる場合，本システムのコンセプ

トを応用できると考えられる．

また，本システムの対象者として，世界保健機関に

より定められた国際疾病分類第 10 版 (ICD-10) にお

ける「神経系の疾患」に含まれる，脳梗塞による片マ

ヒや，脊椎損傷，神経原性の筋萎縮症，脳性マヒなど

の症例に該当するもので，神経系に障害がある人を想

定した．これは，一つの筋や関節単独ではある程度の
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図 3 投げる動作に必要な運動
Fig. 3 Necessary motion for throwing action.

動作が可能であっても，複数の運動をスムーズに行う

ことが困難な場合に，システムが有効であると考えら

れるからである．

2. 2 上肢運動リハビリテーションの方法

上肢のリハビリテーションには，身体機能の改善に

重点をおく理学療法と，作業動作や日常生活動作の改

善に重点をおく作業療法が主に実施される．作業療法，

理学療法などによる上肢運動リハビリテーションにつ

いて，松本は 1)拘縮（注1）を除く，2)筋力強化，3)中枢

の運動系の伝達経路の形成を目的にすべきであると述

べている [6]．まず異常な動きを抑制し，次に正しい動

作ができるようになるための筋力をつけ，最後に目的

動作を障害当事者自身が自主的に繰り返すことによっ

て正しい動きを作っていく，というステップを踏んで

いる．

[7] などの多くの事例において，このリハビリテー

ション手法の 1)から 3)のステップに則った訓練が実

施されており，[6]の手法は一般的なリハビリテーショ

ン手法であるといえる．また，多くの訓練事例で生活

場面における具体的なタスクにも焦点を当てており，

障害当事者における実生活への応用を強く意識してい

ることがうかがえる．本研究においても，実施する訓

練メニューはステップ制を採用し，松本の手法をもと

に訓練メニューに取り入れる．

3. 力覚フィードバックをもつリハビリテー
ション支援システム

3. 1 システムの概要

システムの構成を図 4 に，外観を図 5 に，画面例

を図 6 に示す．本システムは大きく分けて入出力イン

タフェース，仮想訓練環境から構成される．本研究で

は主に仮想訓練環境に着目する．各モジュールの特徴

図 4 システムの構成
Fig. 4 System configuration.

図 5 システムの外観
Fig. 5 Appearance of a system.

的な機能は，後節で説明する．

3. 1. 1 入出力インタフェース

入出力インタフェースは，マウスと反力デバイスか

ら構成される．

マウスによる入力は，仮想訓練環境の設定のための

（注1）：関節可動域の動きに制限が著しく生じること．
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図 6 画面例（Step 4）
Fig. 6 Screen shot (Step 4).

インタフェースである．訓練ステップの選択，ボール

の質量の選択，及び投射準備のための訓練環境構築モ

ジュールへのアプローチのために用いられる．

反力デバイスは仮想実験環境へのインタフェース

である．本研究では PHANToM Desktop（SensAble

Technologies製）[8]を用いた．反力デバイスによりク

ライアントは対象動作を行い，それに基づきオブジェ

クトが仮想訓練環境で様々な振舞いをする．動作の際，

投射抵抗モデルに従って反力のデータが与えられ，反

力を生成する．

3. 1. 2 仮想訓練環境

仮想訓練環境は，訓練環境構築モジュール，PHAN-

ToM制御部，VR環境制御部，訓練ステップ設定部か

ら構成される．訓練環境構築モジュールは，ボールの

質量や訓練ステップを変更することができる．環境の

制御はマウスにより行われる．

PHANToM制御部は，位置情報検出部と反力制御

部をもつ．位置情報検出部は反力デバイスのスタイラ

スの位置座標の取得を行う．取得された位置データは

VR環境制御部に送られる．反力制御部は投射抵抗力

モデルから送られた反力データを反力デバイスに送る．

VR環境制御部は，初速度モデル，物体の運動モデ

ル，投射抵抗力モデル，位置情報表示部をもつ．本シ

ステムでは各モデルは以下のように定めているが，こ

れらを変更することによって更に自由で複雑な訓練環

境を構築することも可能であると考えられる．

［初速度モデル］

初速度モデルは，仮想オブジェクトの初速度を計算

するモジュールである．クライアントがスタイラスボ

タンを離す直前と直後に，PHANToM 制御部が検出

した PHANToMのスタイラスの位置情報を受け取る

と同時に，それにかかった時間を計測（計算機の処理

能力に依存するがおおむね 0.1 s 程度）し，初速度を

計算する．なお，PHANToMの動作自由度に合わせ

て，クライアントから見て左右，上下，前後方向の 3

軸の初速度を求めると同時に，クライアントが投げる

瞬間の PHANToMの動作そのものの初速度を求めて

いる．

［物体の運動モデル］

物体の運動モデルは，仮想物体の動きを計算するモ

ジュールである．初速度モデルが計算した初速度を受

け取り，3.3で詳説する各訓練ステップに対応するモ

デルにより物体の三次元の動きを計算する．

このモデルは，各訓練ステップにより異なる．Step 1

でボールを正面へ転がす際は，z 方向の速度の計算と

床面との摩擦力の計算により，オブジェクトの動きが

表現される．Step 2でもボールは転がされるが，ここ

では x成分と z 成分の初速度をもとに，左右方向の変

位も含めたオブジェクトの動きが表現される．Step 3

と Step 4 では，オブジェクトは三次元空間内で投射

されるため，投射に関する力学的運動モデルに基づき

オブジェクトの動きが表現される．

［投射抵抗力モデル］

投射抵抗力モデルは，投射時にかかる反力を再現す

るために PHANToMにかかる力を計算するモジュー

ルである．投射の際スタイラスボタンを押す動作が

ボールを持つ動作に，ボタンを離す動作がボールを手

から放す動作に対応し，この間 PHANToMは反力を

生成する．生成される反力 f は，m をボールの質量，

g を重力加速度としたとき

f = mg (1)

であり（gは定数−9.8としている），投射動作中は一定

の下向きの力をかけ続ける．下向きの力mg をかけ続

けることで，クライアントが加速度 aで投げる動作を

すると，真上方向にはm(ay + g)，前方向へはmaz の

力が生じ，これらの合力を実際に感じることができる．

なお，システムではスタイラスの重さを考慮しなかっ

たため，正確な投射抵抗力を表現できているとはいえ

ない．しかし，本システムによる訓練は，筋力の計測で

はなく，一つの動作を作り上げることを目的としてい

る．本来は正確に力を再現するべきではあるが，ボー

ルの質量を数種類表現できれば，異なる重さ感覚を感

じながら動作を身に付けることは可能であると考えた．

3. 1. 3 操 作 方 法

本システムでは，PHANToM のスタイラスを持っ
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図 7 PHANToM の持ち方
Fig. 7 The way to manipulate PHANToM.

て投射動作を行う．その様子を図 7 に示す．まず，ク

ライアントは，スタイラスを手のひらで持つ．次に，

スタイラスにあるボタンを押す．ボタンを押す動作は

ボールを持つ動作に対応し，押すと同時にボールの重

さ分の反力が下向きに提示される．更に，ボールを投

げるために，ボタンを押したまま十分に腕を後方へ引

いた後，前方へ伸ばす．伸ばす際にスタイラスボタン

を離すことで，ボールが手から解放され投射される．

3. 2 反力デバイスの導入

本システムではインタフェースとして反力デバイス

PHANToM Desktop を導入した．導入のねらいは，

上肢の三次元的な動きをシステムに反映することと，

力覚フィードバックによる没入感の向上と訓練効果の

向上を目指すことである．VR型リハビリテーション

支援システムにおいて力覚提示が可能なデバイスを用

いることにより，仮想オブジェクトの直感的な操作の

支援が可能になる．また，関節可動域の拡大やそこに

かかる力の増大のような特定の治療目的の達成に対し

て，効果的に寄与するといった利点もあると考えられ

ている [9]．PHANToMを用いた VR型システムとし

ては，体験を重視した学習を支援するシステム [10] が

ある．これらのシステムでは，状況によって変化する

力覚を学習者に感じさせることで，学習者の興味をひ

いたり，仮想実験室内での体験に楽しみをもたせたり

することができている．リハビリテーション支援にお

いても同じように，訓練時の振舞いに興味をもっても

らったり，楽しみを感じてもらったりすることができ

ると考えられる．また，手術シミュレーションシステ

図 8 PHANToM Desktop の自由度
Fig. 8 Degree of motion freedom of PHANToM

Desktop.

ム [11]や陶磁器造形のシミュレーションシステム [12]

もあり，これらはスキルの獲得という観点ではリハビ

リテーション支援に近い．

PHANToM Desktop の操作において，スタイラ

スの可動域は，デバイスの正面から見て左右方向約

240mm，上下方向約 160 mm，前後方向約 180 mm

である．PHANToM Desktopは図 8 のように操作系

に 6 自由度を有することから，クライアントは三次

元の仮想空間内を自由に操作することができる．こ

の可動域では大きな投射動作は困難であるが，複数

の筋を用いる協調運動の訓練としては十分であると

考えられる．大きな動きをさせる際には，可動域の大

きな PHANToM Premium（SensAble Technologies

製）などのデバイスを用いればよいと考えられる．ま

た，PHANToM Desktop の座標解像度は 1100 dpi，

名目上の反力最大生成量は 7.9 Nである．本システム

では最大 300 g のオブジェクトを手のひらで保持し，

投げる．投げる際にはオブジェクトの位置エネルギー

による力だけでなく投射抵抗力も加わり更に大きな力

を体感できる．

なお，本システムではボールを投げる動作を対象と

しているが，PHANToMのスタイラス部はペン型で

ある．投げる動作の模倣としては，手のひらの部分で

は実際のボール投げとは異なる筋の使い方をすること

になり不自然な部分があるが，本研究では手指の運動

は訓練対象としていないため，現時点では考慮しない

こととした．今後手指の運動も訓練対象となる場合は，

スタイラスに球状の物体を取り付けるなど，検討する

必要がある．

3. 3 ステップ制訓練法

上肢に障害をもつ場合，目的動作の達成が困難であ

ることがある．したがって，いくつかの運動に分けて問

題点を把握した上で，少しずつ運動の種類を増やしなが

ら目的動作の達成に向けて訓練をしていく必要がある．
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本システムではボールを投げる動作について，動作

とタスクの種類により四つのステップにレベル分けを

している．Step 1，Step 2では，ボールを宙に浮かせ

て投げる動作をより簡略化した「転がす」動作を行い，

Step 3，Step 4では通常の下手から「投げる」動作を

行う．「転がす」動作と「投げる」動作の違いは，肩関

節の屈伸運動の向きと肘関節の屈伸運動の大きさのみ

で，基本的には同じ投射動作である．

また，Step 1では 1方向（前方）に遠くまで転がす

動作，Step 2，Step 3では方向付けをして転がす/投

げる，Step 4では方向と距離を定めて投げる訓練タス

クを設定している．これは 2.2で述べた一般的な上肢

訓練法である，1)拘縮を除く，2)筋力強化，3)反復動

作による中枢の運動系の伝達経路の形成，に基づいて

いる．Step 1では投げる動作の主要運動である肘関節

の屈伸運動と肩関節の屈伸運動を円滑にし投射に必要

な筋力の強化を指向している（図 9）．Step 2では前腕

の回内外運動を主とした運動群による投射の方向付け

を，反復動作により身に付けることを目指す（図 10）．

Step 3では肘関節の屈伸運動の更なる円滑化と方向付

けの維持を行う（図 11）．Step 4では新たな運動であ

る手関節の掌背運動により，投射距離の制御を行うと

同時に前 Stepの方向付け感覚の維持を行う（図 12）．

本システムにおけるステップ制訓練法の概要と松本が

挙げる上肢運動訓練手法との関係を図 13 にまとめる．

レベル分けはクライアントによる難易度の選択がで

きることを意味する．適切にレベル分けを行うことに

図 9 Step 1 の訓練
Fig. 9 Training on Step 1.

図 10 Step 2 の訓練
Fig. 10 Training on Step 2.

より，それぞれの訓練ステップにおいて必要な運動の

種類を限定することができる．すなわち，各ステップ

で必要な上肢運動群を比較することで，クライアント

が苦手とする運動を特定することができる．

3. 4 腕の動き表示機能

PHANToM の座標軸の設定について，図 14 に示

す．腕の動きは，PHANToMのスタイラスの x，z 座

標値をもとに表示させている．これにより，腕の平面

的な動きをディスプレイ上で見ることができる．図 15

にその様子を示す．腕を後ろに引くと，ディスプレイ

上のポインタが手前に移動し，腕を前方へ動かすと，

ポインタが画面の奥へ移動する．左右方向も同じよう

に動作に対応してポインタが移動する．y 座標につい

ては表示に反映させていないが，これは z 座標の移動

と混同するおそれが高いためである．本システムでは，

前方への腕の動き（リーチング動作）の重要性を踏ま

えて前方 (z)方向の動きを優先して訓練するため，z

座標の表示を優先させた．

3. 5 ボール質量変更機能

ボール質量変更機能は，訓練を受ける人が仮想訓練

環境内で投げる/転がすボールの質量を変えることが

できるものである．ボールの反力デバイスにかける力

は，ボールが受ける重力としている．

本システムでは，ボールの質量を 50～300 gの範囲

で 1 gごとに設定できる．筋力が弱い人の場合，訓練

の始めは軽いボールで投射し，徐々にボールの質量を

増加させて投射動作を繰り返すことで，筋力のトレー

ニングが可能になる．また，質量の異なるボールを投

図 11 Step 3 の訓練
Fig. 11 Training on Step 3.

図 12 Step 4 の訓練
Fig. 12 Training on Step 4.
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図 13 ステップ制訓練法と一般的な上肢運動訓練手法との関係
Fig. 13 Relation between the step training in the system and common motor

rehabilitation for upper limb.

図 14 PHANToM の座標軸の設定
Fig. 14 Coordinate axes of PHANToM.

図 15 腕の動きの表示
Fig. 15 Indication of arm’s motion.

げることで，重さ感覚の違いを体験することができる．

質量の異なるボールを持つことにより，その重さのと

きの体性感覚を体験でき，その質量のボールを投げる

ときの感覚を通して，筋の動かし方，運動の仕方を身

に付けることができる．

4. フィードバック機能の評価

開発したシステムの基本的機能のアセスメントにつ

いて述べる．提案するシステムでは，実際にリハビリ

テーションで実施されるボール投げを用いた訓練と同

等の環境を提供し，クライアントが仮想環境での訓練

体験を実空間でも同様に動作できるようにすることを

目指している．そのために，仮想環境の中でクライア

ントがボールの重さを知覚できるようにしたり，正確

にボールを投げるための視覚的支援を行ったりしてい

る．リハビリテーションとしての有効性や設定した四

つのステップの有効性についても検討するべきである

が，インタフェースの評価はシステム全体の評価にも

大きな影響を与えるため，本論文ではシステムの有効

性の評価における第 1段階として，VR機能の中の視

覚・力覚提示について検討した．具体的には，1)投げる

動作時の腕の動きの表示が正確に投げる動作の支援に

なるかどうか，2)投射動作時にかかる反力の有効性に

ついて調査した．また，作業療法の目的の一つでもあ

る「道具を使って目的動作を達成する」ことについて

も，本システムにおいて可能であるかどうか検討した．

なお，本来システムが対象としない健全な大学生に

実験に参加してもらったが，これはシステムの基本的な

機能の評価を行う上では差し支えないと考えた．また，

提案システムの機能を評価することを目指したため，各

実験は 1)操作練習，2)視覚/力覚フィードバックがな

い状態，3)フィードバックがある状態の順に固定した．

4. 1 実験 1：腕の動き表示の有効性

4. 1. 1 実験手続き

実験参加者は身体に障害のない 21歳から 27歳の男
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子大学生及び大学院生 8名であった．実験には本研究

で提案するシステムの Step 4「方向と距離を定めて投

げる」環境と，これと同じ Step 4 でスタイラスの位

置を示すポインタが表示されない環境を用いた．ボー

ルの質量はいずれの環境でも 150 gに設定された．

まず，システムの操作に慣れてもらうために，10分

程度 Step 4 のポインタ表示がある環境で投射動作を

練習してもらった．実験では，まず 1) ポインタ表示

のない環境で 20回投射し，次に 2)ポインタ表示のあ

る環境で 20 回投射をしてもらった．それぞれできる

だけ的の中心の赤い部分に落下するように投げるよう，

実験参加者に指示した．また 2)では，表示されている

ポインタの動きが腕の動きに対応すること，腕がまっ

すぐ前方に動いていればポインタもまっすぐ前方に動

くのでそれを確認して投げるとよいということを実験

参加者に伝えた．

図 16 のように的（太枠部分）とその周りを 21 箇

所に分割し，すべての投射についてボールの到達位

置を記録した．そのうち図 16 内の斜線が入っている

エリアである，中央の列に入った回数によりタスクパ

フォーマンスを評価した．

4. 1. 2 結 果

ポインタ表示なし，ポインタ表示ありごとの，各実

験参加者による投射成功位置への投射回数のグラフを

図 17 に示す．図 17 中の p1から p8は実験参加者を

示す．実験参加者全員のタスク成功回数の平均は，ポ

インタ表示がない場合は 11.5回（SD = 3.34），ポイ

ンタ表示のある場合は 15.1 回（SD = 3.27）であっ

た．表示あり，表示なしの各ケースの成功回数につい

て t 検定を行ったところ，ポインタ表示がある方が

成功回数が多いという結果となった（t(14) = 2.19，

p < .05）．また，表示した方が中央に投げた回数が多

かった実験参加者は 6名，表示しない方が中央に投げ

図 16 実験 1 での投射成功位置
Fig. 16 Successful area of the task on experiment 1.

た回数が多かった実験参加者は 2名であった．実験参

加者数が少なく，また個人差があり一概にはいえない

が，本実験ではポインタを表示した方がまっすぐ前方

に投げやすい実験参加者が多かったことから，スタイ

ラスの座標位置を示すポインタの表示は，腕をまっす

ぐ前方に動かす運動を支援することに有効であると考

えられる．

4. 2 実験 2：反力の大きさが投げる動作に与える

影響

4. 2. 1 実験手続き

実験参加者は身体に障害のない 21歳から 27歳の男

子大学生及び大学院生 8名であった．実験には本研究

で提案するシステムの Step 4「方向と距離を定めて

投げる」環境を用いた．また，システムの操作に慣れ

てもらってから実験を開始した．実験では，実験参加

者はボールの質量を変えて，1) 0 g（反力なし）で 20

回，2) 100 gで 20回，3) 300 gで 20回，の順に投射

した．実験者は，すべての試行でできるだけ的の中心

の赤い部分に落下するように投げるよう，実験参加者

に指示した．実験者はすべての投射についてボールの

停止位置を記録し，そのうち図 18 内の斜線が入って

いる部分である，的の部分に入った回数をタスク成功

とし，その回数を調査した．

4. 2. 2 結 果

ボールの質量が 0 g，100 g，300 g のときの各実験

参加者の成績のグラフを図 19 に示す．図 19 中の p1

から p8 は実験参加者を示す．ボールの質量が 0 g の

ときに的に投げた回数の実験参加者間の平均は 6.5回

図 17 実験 1 での投射成功回数
Fig. 17 Number of successful throwing on

experiment 1.
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図 18 実験 2 での投射成功位置
Fig. 18 Successful area of the task on experiment 2.

図 19 実験 2 での投射成功回数
Fig. 19 Number of successful throwing on

experiment 2.

（SD = 3.82），100 g のときは 9.5 回（SD = 3.89），

300 gのときは 10.9 回（SD = 1.73）であった．t検

定により 0 gと 300 g のときの成功数を比較したとこ

ろ有意な差が見られた（t(14) = 2.95，p < .05）．一

方，0 g のときに実験参加者が投射を成功した回数と

100 g のときに成功した回数を比較したところ，有意

な差は見られなかったが（t(14) = 1.56，n.s.），図 19

から 100 gのときの方が成功回数が多くなる傾向は見

られた．このことから基本的には，反力のある 100 g，

300 gのときは反力がないときよりも成功回数が多く，

投げやすいと考えられる．

4. 3 実験 2の結果から見た作業療法としての効果

図 20 は実験 2の結果のうち，各実験参加者がボー

ルの質量を 100 g，300 gに設定したときの前半 10投，

後半 10 投の成績の差を示す．y 軸の値は各ケースに

おける（後半 10投での回数－前半 10投での回数）を

表し，正の方向にグラフが伸びていれば後半の方が成

図 20 実験 2 の各実験参加者における前半と後半の成功
数の変化

Fig. 20 Increase of number of successful throwing on

posterior half of experiment 2 from the ante-

rior half.

績が良いことを表す．

実験では，試行回数を重ねることで，的に入るよう

になる実験参加者が多かった．また，すべての実験参

加者が少なくとも 100 g のときまたは 300 gのときの

いずれか一方で，後半に成績の向上が見られた．これ

は，実験参加者らが PHANToMによる投射動作に慣

れたことで成績が向上したためと考えられる．4.2で

述べたように，この実験では，0 g のボールで 20 投，

100 g のボールで 20 投，300 g のボールで 20 投の順

で，実験参加者達はボールを投げる動作を繰り返し

た．同じ重さで投げ続ける間は成績が向上するが，質

量が変わると重さの体性感覚も変化し，それまでの感

覚で投げることができなくなり，一度は成績が低下す

る．しかし，その質量で繰り返し動作を繰り返すこと

によって，再び動作の感覚を獲得し，成績が向上した

と考えられる．

したがって，本システムでは，新しい道具を使って

目的動作を達成するという作業療法の目的の一つが達

成できると考えられる．

5. む す び

本研究では，力覚フィードバックをもつボールを投

げる動作による上肢運動リハビリテーション支援シス

テムを提案し，システムに導入した力覚フィードバッ

ク機能の効果について検討した．開発したシステムで

は，反力デバイスを用い仮想訓練環境でボールを投げ

ることで，重さ感覚を知覚しながら腕の動きを訓練す

ることができるようにした．投げる動作は上肢の運動

の中でも数多くの種類を必要とすることから比較的難
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しいため，動作を四つのステップに分け，障害当事者

に合った難易度に応じた訓練の選択が可能な環境を構

築した．また，目的動作の達成を支援するために，腕

の動きの表示などを導入した．フィードバック機能の

評価では，表示を見て腕を動かすことで，動作が正確

になることを示した．また，反力を感じながら動作を

することで，正確にボールを投げやすくなることを示

した．

今後の課題は，実際に上肢に障害をもつ人に使用し

てもらうなど，リハビリテーションとしての有効性を

実証することが挙げられる．また，従来からのリハビ

リテーションは単に訓練に耐える形態が多かったが，

本システムのように VR環境の中で力覚フィードバッ

クを提示することで，楽しみながら行うことができる

ようになるかもしれない．エンタテイメント性の導入

とその際の力覚フィードバックの提示方法についても

検討していく．

なお，本研究の一部は，文部科学省科学研究費補助

金基盤研究（c）（No.18500721）の助成による．
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間工学会準会員．

松原 行宏 （正員）

昭 62 広島大・工・第二類卒．平元同大
大学院工学研究科博士課程前期了．同年同
大・工・助手，平 10 香川大・工・助教授を
経て，現在，広島市大大学院情報科学研究
科・教授．博士（工学）．知識工学，知的教
育システム，感性工学，ヒューマン・イン

タフェースに関する研究に従事．平 9，平 12～13 ノッティン
ガム大学客員研究員．情報処理学会，人工知能学会，教育シス
テム情報学会，日本教育工学会，日本感性工学会各会員．

岩根 典之 （正員）

昭 58 広島大・総合卒．昭 61 同大大学
院環境科学研究科修士課程了．同年沖電気
工業（株）入社．平 6 より広島市大・情報
科学部・助手を経て，現在，同大大学院情
報科学研究科・准教授．博士（情報工学）．
知識工学に関する研究に従事．情報処理学

会，人工知能学会，教育システム情報学会，教育工学会各会員．
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