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抄録

一般に運転困難と言われている C6Aレベルで自動車の運転を日常的にしている 26設の男性頚髄損毎者 1名

の自動車運転時のハンドル操作における代質運動の特徴を明らかにした。運転中と葬車中のハンドル操作の分

析および停車中のハンドル旋回トルクの測定を行った結果 重度に麻庫した肩関節内転筋による運動を避けて

肩の屈曲運動や肩甲帯の挙上運動によってハンドル旋回ができるように，体幹を側方に倒したり，回旋させた

りしていることが明らかになった。これらの代償運動は 必要最小ハンドん旋回トルクを超えるだけの力を発

揮することができる有用な方法といえた。しかし 必要最小ハンドル旋回トルクを上回ることができない代護

運動があることも明らかになった。これらの結果から， C6A頚髄損傷者が自動車を運転する擦には，自身の適

応困難な運転状況を把握することが重要であることが示唆された。
ιe 
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Z 緒言

頚髄損{募者が自動車を運転するのに必要な技能の 1

つに片手によるハンドル操作があげられる。この操作

には手首，肘や肩の運動に関与する第の筋力の影響が

大き~¥ 0 そのため一殻的には Zancolliの分類で C6B

レベルが運転自立の上限であるといわれている 1L
C6Aレベんより高位の頚髄損傷者が普通自動車を運

転することは難しいとされている O しかし，我々は

C6Aレベんで代償運動を用いながら日常的に自動車

を運転している男性〈以下 A氏)を知る機会を得た。

そこで今回， A氏のハンドル操作における代讃運動に

着目し，その特殺を明らかにするとともに，存用性に

ついて検討を行った。

なお，本稿では代償運動とは，主動作筋の筋力低下

を捕う福助筋の活動(トリックモーション〉という狭

義の意味だけではなく 竹内ら 2)が述べているよう

に，他の身体部分を使用することによる目的動作の達

成をも含む広義の意味で使用している。

宜目的

目的は A氏のハンドル操作時の代積運動について

その特徴を明らかにすること及びそれらの代讃運動の

脊用性をハンドル旋回トルクの観点から考察すること

であった。また，頚髄損傷者の社会参加の向上を図る

ためのひとつの介入方法について示唆を得ることであ

った。

E 対象

今国対象としたのは 26裁の男性で，上肢の残存機

能は Zancolliの分類で C6Aレベルである。 Frankelの

分類では A (運動・知覚喪失)に該当する。四肢の関

節には特に可動域輯限は認められない。上肢の主な徒

手筋力検査(以下 MMT)の結果を表 1に示す。子関

節の背屈筋力，肩の内転簸力が弱く，肘{申展揺が完全

に麻産している。また，頚部の運動や肩甲帯の挙上，

f申展運動は MMTで 5レベルである。日常生活活動の

能力は BarthelIndexで 35点。ベッド上での寝返り，

起き上がりは全介助の状態。ベッド上の移動は手袋を

すれば多少可能。ベッドと車椅子の間の移乗は全介助

の状態。食事，整容は自助具を使用して自立している O

上衣更衣はベッドにもたれかかれば部分的に可能で、あ

るO 自己導尿はベッド上と車椅子上で可能。その他人

浴や排{更などの日常生活活動に多くの介助を要する G

受傷約 7年 5ヶ月後に普通自動車運転免許を取得。運

転の経験は約3年である。なお，対象者には本研究の

目的と内容を説明し同意を得た後に本研究に協力をい

ただいた。

表 1 A氏の上鼓の徒手筋力検査 (MMT)の結果

関節運動 右 左

肩屈曲 4 4 

屑タト転 4 4 

屑水平外転 3 2 

肩外旋 3 2 

射屈曲 4 4 

前腕回外 4 4 

子背屈 3 3 

関節運動 右 左

肩{申展 3 3 

肩内転 2 2 

肩水平内転 2 2 

肩内旋 2 2 

肘{申展 9 。
前腕国内 。。
手掌屈 Q 。

U 方法

1 f吏用機器とハンドル旋回トルクの灘定方法

本研究では実際に即した測定を行うため A氏が耳

常的に授用している自動車 (1998年式米国製，右ハ

ンわりを使用した。この自動車にはハンドル旋回装

置(縦型)，手動アクセんブレーキレバーヲ葬産っき

体幹ベルトが装着されている O 旋回装置は産進走行の

状態iこしてハンドルの 4時の位置に取り付けてある。

この位童で子を国定すると前腕は囲内外の中間位とな

るO 旋回トルクを測定するためにハンドルの 12時の

位置に新たに旋冨装量を取り付けた(図 1)。そこに

マイクロ FET2 (司本メディクス社製)を押し当てハ

ンドルに対する接線方向の旋回力(引を測定した。

ハンドルの中心から測定用旋回装震の中心までの距離

は 0.175mであった。ハンドル旋回トルク (T) を，

F X L = F X 0.175 (N. m)で求めた(図 2)。

題 1 12時の位量に測定用旋回装置を

取ワ付けた璽

ρ
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誕定用旋司装置

旋国力(日 iハンドル旋回トルク (T)

=FXL 

二 FX0.175 (N.m) 

旋臣装量

函 2 八ンドル旋Eトルクの求め方

ハンドル旋回トルクの溺定は代償運動が見られた位

置や A誌が力の入らないと訴えた金量にて行うこと

とした。測定手順は ①運転席ヘ移乗し右手をハンド

ルの続型旋回装童に固定する。②ハンドノレを数回動か

して旋回しやすい位置にシートを謂節する。③検者が

マイクロ FET2を測定用旋回装置にあてがいハンドル

が呂らないように保持し A氏がそれをブレイクする

方法でハンドル旋回力を灘定するとした。灘定は各位

置において 15秒間の休憩を入れながら 5!filず、つ行っ

た。また，パワーステアリングが作用するようにエン

ジンをかけた状態で、行った。

2 代償運動の特定

A氏の代{賞運動を特定するため運転中と俸車中のハ

ンドル旋回動作をビデオに撮影した。運転中は左後方

から撮影し，停車中は右後方から撮影した。それらの

映袋をもとにハンドル旋回時の代蛍運動を定性的に分

析した。

O.OOsec 

a 

3 代償運動の抑制

A氏は週;こ 2-3屈の頻度で自動車を運転してお

り，ハンドル旋回時には情も指示しなければ体幹や左

上鼓の代償を無意識的に梗用する。初めに最大努力で

ハンドルを旋回するように指示しこれを代積運動あり

の場合とした。体幹や左上肢を使わないように指示し，

それらによる代償運動を費用しないとき，島るいは代

償運動が見られそうになったときの値を代慣運動無し

の場合とした。

V 結果

1 反時計Eりのハンドん旋E碍の代償還動

走行中，左折をする際に最も大きな代償運動がみら

れた(図 3)。左手でアクセルブレーキレバーを押し

て減速した後， 2時付近で右肘を完全に伸展した状態

から頭部・体幹を左側ヘ大きく倒しながら勢いよく反

時計昌りにハンドルを旋屈し すぐに頭部を立ち直ら

せていた。そのとき左上技は傾いた身体を支えるため

アクセルブレーキレバーから離れて助手痛側面に当て

られていた。

O.31sec 

b 

1.05sec 

c 

冨 3 反詩言十回りの旋回時の代償運動(走行時}

a.左手でアクセルフレーキレバーを押して減速

b.右手が2時付近!こ来たときに左側iこ倒れ込みながら勢いよく八ンドルを反時計@lIJに提Eする。

c.八ンドル旋回しながら頭頚蔀を立ち直らせる

円
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2 時計囲りのハンドル旋回時の代償運動

停車時のハンドル旋屈動作の映像を分析した結果，

時計回りのハンドjレ旋回では 右手が 5 時~7 時の位

置に来たときに最も大きな代償運動が見られることが

分かった(図 4)。この位置では，一震，右肩を外転

O.OOsec 1.34sec 

位にしたのち擁の重みを利用して内転する運動や，左

備に少し頭， i本を傾ける運動，肩甲帯の挙上・下制運

動，左側に体を回旋させる運動，後頭部をヘッドレス

ト部分に押し当て身体が後方に押し戻されないように

する代償還動が見られた。

2.32sec 2冒47sec

a b c d 

図 4 時計巨りの旋居時の代債運動(停車時)

a.ハンドJ!tを少し反時計Eりに戻しながら右買を外転位にし，腕の重みを利用しながら内転しても1く。

b 頭，体を左関iこ傾けると同時に右肩甲害を挙上していく。

c.体を左側に回旋しながら八ンドルを旋回していく

d.後頭蔀をヘッドレストjこ押し当て身体が元の位置に震るのを訪ぎながら，肩甲需の下制と肩の屈曲

を利男して肘を伸展していく

停車した状態からハンドルを詩計回りに旋回しなが

ら発進する場合は右手のみでは旋回密難であり両手を

必要とした(図 5)0 また，時計四りの旋回では，左

図 5 右手の旋司力を左手で補う代護運動

3 ハンドル旋回トルクの測定結果

代積運動が見られた時および力が入らないと訴えた

時の右手の位宣として，時計冨りでは 5時， 6時， 9 

時， 10.5時， 12時， 2時の位置が特定され，反時計田

りでは 4時， 6 P寺， 9時， .10.5時， 12時， 2詩の位置

が特定された。それらの位置において，代償運動を用

いた場合と用いなかった場合でハンドん旋回トルクを

測定した。その結果を表 2，表 3に示す。なお，今回

使用した自動車の必要最小ハンドル旋回トルクは

4.6N'mであった。

子が 10.5時 (10時と 11時の間〉付近にあるとき体幹

の安定性を補うために左手でアクセルブレーキレバー

を押す動作([2{l6) が認められた。

図 8 左上肢で姿勢の語れを防ぐ動作

代漬運動を用いなかった場合，時計回りの旋回の 5

時， 6時，反時計図りの旋毘の 2時， 12時では必要最

小ハンドル旋自トんクを超えることができなかった。

これらは，いずれも右肩の内転方向の運動であった。

このうち 5時の位置のみ代憤運動を用いても，必要最

小ハンドル旋毘トルクを超えることができなかった。

また，時計図与の 10.5時で法，左上肢による体幹の

安定性を得るための代償運動を用いても必要最小ハン

ドル襲田トルクを超えることが出来なかった。

。。つ臼
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表 2 時計IID')におけるハンドル旋田トルク

(単位:N-m) 

旋回位置 C6A代護運動無 C6A代裳運動有

5自寺 3.8:::i::: 0.5安 1.0 土 1.2 女

6持 3.2:::i::: 0.3 * 5.0 :::i::: 0.5 

9時 5.8:::i::: 0.3 9.8 :::i::: 0.3 

10.5 P寺 0.0:::i:::0.0会 3.0:::i:::0.4女

12時 4.9:::i::: 0.4 4.9土 0.6

2時 9.7:::i:::0.6 9.2 :::i::: 2.0 

牢 J必要最小ハンドル旋回トルク (4.6N'm)以下の{直

U 考察

1 特徴的な代償運動

1)肩内転筋蘇庫の彰響

結果で示したように A氏のハンドル操咋には左側

に倒れながら反持吉田りに旋回するという特徴が見ら

れた。そのような代償運動を用いる理由として，①自

身の体重を利用できること ②体を頬けることで右肩

の水平内転運動ではなく前方挙上と討の屈曲運動にな

ることがあげられる。もう Iつの特徴的な代讃運動と

して，持計回りの 6時付近で体幹を左に回旋する動作

や肩甲帯を挙上する動作がみられたが〈図 4b，4c)，こ

れも MMTで2レベルの号車￥肩の内転筋力を代償する

ために行っていると考えられる o Mitarai3)は， C6B 1 

~C6B mの頚髄損傷者 11名のハンドル旋回トルクを

測定し，反詩言十回りの 3P寺から 10.5時の間の値が

2.94N'm以下であったと報告している。つまり， C6A 

よりも上肢機能が良い C6B頚髄損f募者においても肩

の内転方向にハンドルを旋冨することが困難であるこ

とを示している。一般に C6A頚髄損{集者では肩内転

の主動作筋である大路筋の作用は期待できないため

4，5) 上記に示した代護運動を利用できるようなるこ

とがハンドル操作能力を習得するための鍵になる。

2)肘f申震務麻捧の影響

時計毘りの 7時付近で法頭部をシートに押しつける

運動がみられたが これは完全麻産した尉伸展筋の作

用を肩の屈曲運動 (MMTで4レベル)で代費するこ

とによって体が押し戻されるのを防ごうとしているた

めである。松本ら 6) は Work Simulatorを使果して討

伸展筋が麻癒した C6B1およびC6BIIの4名のハン

ドル旋回トルクを澱定した結果 時計回りの 7.5時付

近で最小植を示したと報告している。しかし， A氏は

この位霊で特に力が入らないとは訴えておらず停車時

にもハンドんを旋回することができている。この旋回

力の差は， A氏が頭部の持震による代積運動を利用で

きるシートを使用していること，肩の内転運動を必要

としない方法で、行っていること および肩の屈曲力の

遣いによると推察される O

表 3 反時計固 1)における八ンドル旋回トルク

(単位:N-m) 

旋回位置 C6A代蛍運動無 C6A代蛍運動有

4持 10.0土 0.6 8.7土 0.4

2時 3.3:::i:::1.0大 7.2:::i:::1.4 

12時 0.0:::i::: 0.0 * 5.7 :::i::: 0.9 

10.5持 10.3土 0.6 10.2 :::i::: 0.3 

9持 11.2:::i::: 0.2 10.6土 0.5

62寺 9.3:::i::: 0.2 9.2 :::i::: 0.6 

辛 J必要最小ハンドル旋回トルク (4.6N'm)以下の値

2 ハンドル操作における代償運動の害用性について

ハンドル操作における代境運動の有用性を[代償運

動を患いてハンドルを旋回する力を発揮できることj

と定義すると， 2詩付近で左側に倒れ込みながら反詩

計回りに旋回する方法や時計回りの 8持付近で頭部，

体幹を左側に傾けると同時に肩甲帯を挙上していく代

{賞運動はハンドルを旋回するのに必要な力を発揮でき

るので有用な方法といえる。逆に 時計国りの 5時の

位置で晃られた左肩を外転させる代償運動は必要最小

ハンドル旋回トルクを超えることが出来なかった。従

って，俸車時のハンドル旋回には有用な方法とは言い

難く，両手でのハンドル操作方法〈図訟を身につけ

ることが必、要になる O なお この右肩をいったん外転

位にする代償運動は主に 代償運動無しの場合にみら

れた。これは代積運動抑制の方法として体幹および左

上肢を使用しないようにと指示したのが一因である G

それ故，時計図りの 5時の{立置では 代積運動無しの

場合のトルク値が代償運動有りの場合のそれを上回っ

たと推察される。時計冨りの 10.5持における左手で

アクセルブレーキレバーを押して体幹の安定性を得ょ

うとする代償運動も必要最小ハンドル旋回トルクを超

えるだけの効果を発揮し得なかったことから有用性が

低いと言える。この原因の 1つは右肩からの距離が最

も遠く右射が完全に伸展した状態になり，時計回りに

ハンドルを旋回しようとすると上部体幹が左前方に崩

れようとする力が働くことである。また， C6Aの特

徴でもある子関節の背屈力の弱さも一因である。今回

使用している旋冨装置が縦型であるため 10.5時から

時計回りに旋回する際には子関節の背屈を伴うが，手

関節の背屈力が徒手筋力検査で 3レベルしかないため

ハンドルに抵抗がかかると子関蔀が掌屈してしまい右

肩の屈曲・外転力をハンドルに効率よく伝えることが

できなくなるためである。

これら代賞運動の有用性は絶対的なものでなく

程々のハンドんの必、要最小ハンドル旋回トルク(抵読

値)によって相対的に変化するものである。例えば，

C6頚髄損傷者のハンドんには1.3kg立下の小さな力

で旋司できるものが適しているとする考えもあり 7)

Q
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そのようなハンドルを使男することで，今国みられた

全ての代償運動が有用となりうる可能性が易る。しか

し，縫常者においてはハンドルの抵抗値が 2kg以下の

場合，軽すぎて不安との意見があることから 8) 頚髄

損傷者においてもハンドルの抵抗鐘が小さければ良い

とは言い難い。従って 個々の事例に応じて適切なハ

ンドルの抵抗値と有効な1t償運動を検討していくこと

が肝要である O

3 ハンドル操作が、可能になる条件

近年国内でも，ハンドル操作，アクセル・ブレーキ

操作が操縦梓 1つで可龍なシステムが開発され実用化

されている久しかし 改造費が一般的に使用されて

いる手動装置を取り付ける場合と比べると高額である

ことから，頚髄損傷者においては，まずは普通自動車

に従来の改造 10) を行いハンドル操作能力の習得を昌

指すことが願当では無かろうか。そこで， A氏の残存

機能やハンドル操作方法から， C6A頚髄損保者が普

通自動車のハンドルを操作するために必要な最低条件

を推察すると以下のことがるげられる O

1) 身体機能および技能の側面

上肢や頭部を使用して 素早く体幹を側屈した

り立ち亘ったり，回旋したりする技能

MMTで4レベル以上の肩の屈曲・外転筋力

2) 自動車環境の側面

反時計百りの旋留で上腕二頭筋が効率よく鋤く

ように縦型旋回装置を使用すること

f本幹の{tf:賞運動を妨げないようにして体幹ベル

トを装著すること

シートの位置を右手が 2時の{立置に来たときに

肘伸展位になるように調節すること

シートはパケットタイプで体幹が安定するもの

を選び，ヘッドレストは後頭部を押しつけられ

る高さに調節すること

4 予想される運転冨難な状況

今回の結果から A氏には次のような運転函難な状

況が推察される。

左折の際に左手をアクセルブレーキレバーから

放さなければならないことから，峠などカーブ

のきつい下り道でブレーキをかけながら意行す

ること O

交差点、などで右手が 10.5詩の位置で停車した

状態から，更に旋回しながら右折発進すること，

あるいは車をよけるためにその位置からハンド

ルを持計回りに急旋回することや急ブレーキを

かけること。

右手が 5時の位置で停止した状態から素早く右

折発進すること，あるいはその位霊からのハン

ドル急旋呂すること O

土鵠l主的，自動車運転シミュレーション装置を捷用

して頚髄損{義者の模擬運転操作を評{面した結果， C6 

頚鑓損傷者では走行速震が速くなればなる迂ど，とっ

さの反応(緊急時のブレーキ操作)時の空走時間・静

止時間が増大したと述べている o A氏においても入や

車の飛び出しなどに対する急ブレーキ操作が国難な操

作の 1っと推察される。

理結論

一般に運転困難と言われている C6Aレベルで自動

車の運転を日常的にしている 26歳の男性頚髄損{募者

1名の自動車運転時のハンドん操作における代償運動

の特徴を明らかにした。その結果 主として極度に弱

p買の内転運動を避けて，肩の屈曲運動や肩甲替の挙

上運動を用いてハンドルを旋回できるように体幹を留

したり，回旋した与していることが明らかになった。

それらの方法はハンわしを旋回するのにJ呂、要な力を発

揮することが出来る有用な方法であった。すなわち，

自動車の運転が国難と言われている C6A頚髄損傷者

が運転勤作を習得するためには 今回示された代償運

動を習得することが 1つの解決策になる O しかし，代

償運動の中には有用とは言い難いものもあることか

ら，自身の対時国難な運転状況を把握することが重要

であることが示唆された。

斑今後の課題

C6Aレベルの頚髄損傷者が自動車を実用的に運転

できるようになることは高い到達目標の lつで為る O

しかし，今回，事例を通して示した代償運動を習得す

ることによってそれを達成しうる可能性があることが

明らかになった。従って 今後はこれら代償運動を習

得するために必要な身体的条件や環境的条件を検討

し，訓練を含めた介入方法を確立することが課題であ

る。また，ハンドル操作の有用性を旋回速度，切り返

し，アクセルブレーキレバーとの協調した動き，急ブ

レーキなど多面的に検討していくことや代蛍運動を必

要としない自動車運転装霊について研究を進めていく

ことも課題である。
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Abstract 

We studied the compensatory actions used for steering wheel operation by a driver with a C6A spinal cord injury. The 

driver was a 26-year-old man with a C6A level based on the c1assification by Zancolli. We analyzed his performance in 

operating the steering wheel and also measured the torque at which he tumed the steering wheel. Then， we discussed the 

usefulness of compensatory actions from the point of view of steering wheel turning torque. The results indicated that he 

leaned to the left and rotated his upper body， using right shoulder fIexion and elevation to avoid right shoulder horizontal 

adduction， because his shoulder musc1es that adduct horizontally were severely paralyzed. We consider these compensatory 

actions to be a useful method， because the tori司ueexceeds the minimum mechanical rotation tor弓ueof 4.6N . m. But we also 

found 白atsome compensatory actions did not exceed the minimum mechanical rotation torque. These results indicated that 

it may be important for patients with a C6A cervical spinal cord injury to be aware of situations where they cannot adapt 

when driving a car. 

Key words : spinal cord injury， compensatory action， car-driving， steering wheel operation 
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