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研究成果の概要（和文）：人間の操作入力に対する機械の動作出力を規定する操作ゲインは，人間機械システム
の作業性能を左右する極めて重要な要素である．適切な操作ゲインが異なると考えられる操作者や作業内容に応
じて適合させていくことが望ましいが，人間機械系においては，事前の最適化および頻繁な切り替えが難しい．
そこで本課題では，長期間の利用履歴から抽出した特性に徐々に適応させていく基本入出力ゲインの自動調整手
法を開発した．操作型移動マニピュレータにおける実験から，作業性能・使いやすさ等の向上が図れることが分
かり，人間機械系の馴染み技術に関する基盤的設計論構築への大きな一歩となった．

研究成果の概要（英文）：Operational gain to define the actuation output of a machine to the 
operation input of a human will be important factors to largely affect the performance of 
human-machine systems. The operational gain should be adapted by operators and work contents where 
the suitable operational gains might be different among them, but it is essentially difficult for 
human-machine systems to be optimized the operational gain beforehand and change it frequently. In 
this study, an automatic tuning system of basic input-output gain (BIOG), which is gradually tuned 
based on characteristics extracted from long-term work data, was therefore developed. The 
experimental results using human-operated manipulators indicated that the proposed tuning system 
could improve work performance and usability, and this study can be regarded as a big step to 
contribute to construct a fundamental design of fitting technology for human-machine systems.

研究分野： ヒューマンマシンインタフェース
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
操作型機械の分野において経験的・固定であった操作ゲインを，作業履歴から導出した大局的作業傾向に基づき
馴染ませるように適応させていく「自動適応技術」を構築する点が本研究の特色である．操作型機械は一般的に
熟練技能が要求されている現状(特に，災害対応ロボット分野では熟練操作者不足が表面化している)を鑑みる
と，誰でも簡単に使えるようになることを目指すBIOG調整システムの社会的な意義は極めて高いと考える．本研
究の成果は，人間･機械･環境系が内包する特性に徐々に馴染む知的インタフェースの基盤技術として，災害対応
ロボットだけでなく，遠隔医療や次世代モビリティなどの人間機械系への応用が期待される．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 自動車や手術支援ロボットなどの人間機械系における作業パフォーマンスは，操作者の熟練度や
機械の性能だけでなく，操作者と機械を繋ぐヒューマンマシンインタフェース(Human-Machine 
Interface: HMI)によっても大きく左右される．有用なHMIの設計には，ハードウェアに関する考察
だけでなく，操作入力に対する動作出力(以下，操作ゲイン)に関する設計が重要となる．例えば，細
かい(大きな)操作が支配的な作業の場合，ゲインの傾きを事前に減少(増大)させておくことで，低
速度(高速度)領域が大きくなるため，微(大)操作がしやすくなる．このように，使用条件に応じた
操作ゲインの調整が作業結果の向上に効果的と考えられるが，人間機械系における操作ゲインは，
作業内容や操作者によらず固定であり，その値は主観的経験に基づき決定されているのが現状であ
る．使用条件に不適合な操作ゲインは，身体・精神的疲労を増大させ，時間効率や安全性を悪化させ
る原因となってしまう．以上から，客観的基準に基づく可変操作ゲインを提供する知的システムの
導入が有用と考えられるが，人間機械系への導入には，以下を考慮する必要がある． 
 使用条件の時変性(課題①）：人間は強い非線形性や分散(習熟・飽きなど）を有する．また，作

業環境や対象物などは時々刻々と変化していくため，短期間のデータを用いた操作ゲインの決
定は局所解に陥る可能性が高い．また，不確定要素が多いことから事前の最適化も難しい．  

 人間の機械操作に対する学習機序(課題②）：人間は動特性の理解により機械操作に習熟してい
くといわれている．操作ゲイン調整によって機械の動特性は見かけ上変化することになるため，
頻繁かつ大幅な調整は，機械操作への習熟を阻害し，操作を混乱させる要因となってしまう． 

 課題①・②を鑑みると，従前より提案されているゲインチューニング技術(システム動特性に適し
たゲインの事前実装），ゲインスケジューリング技術(外乱や変化する環境要因に応じて実時間に連
続的にゲインを変更）の適用は，根本的に難しいことが分かる．以上より，人間機械系に適した操
作ゲインの調整手法に関する研究開発は国内外ともに行われていない現状である． 
 
２．研究の目的 
 本課題では，長期間データから導出された大局的作業特性に基づき，操作者が違和感を覚えな
い程度に緩やかに馴染ませていく操作ゲインの自動調整システムを開発する．申請者が今まで
に培ってきた操作型機械の知的インタフェース設計論を応用展開させて取り組む．従来の調整
(ゲインスケジューリングなど）が局所的特徴に基づく対症的調整であるのに対し，提案手法は
大局的特徴に基づく根本的調整といえる．この調整により出力されるゲインを，従来のものと明
確に区別するため，基本入出力ゲイン(Basic Input-Output Gain: BIOG)と呼ぶ． 
 
３．研究の方法 
 調整システムの具体化のために必要な基本的な概念について述べる．これは，人間機械システム
によらない共通の概念として利用できるものと考えている． 
（１）操作領域の偏りの解消と操作感覚の保持 
 １で挙げた２つの作業例を利用すると，微操作の多い作業ではレバー入力量の小さい範囲に操作
が集中する一方，大操作の多い作業では大きい範囲に集中すると考えられる．前者では，低速度領
域が狭いため慎重な操作が必要となり，後者では，高速度に対応するレバー位置が遠いため頻繁に
大きなレバー入力が必要となる．このように，身体的・精神的に負荷がかかる操作の場合，操作量の
ヒストグラム(度数分布)の頻度が一部の領域に偏ってしまう現象が生じる．この場合，速度領域の
調整が効果的になるが，作業内容が既知であればこのような調整も可能である．これらの調整を，
操作者の特性や作業内容に関する事前知識がなく，かつ，操作者や作業内容によらずに一般化する
ことが調整システムには必要となる．これらに共通する調整法則を読み取ると，いかなる状況であ
っても操作頻度の偏りを解消し，操作量ヒストグラム波形を平準化するということが根幹にあると
考えられる．つまり，調整規範としては，常に操作頻度が同じになるように，BIOG パラメータを調
整するという共通の基本調整規範である．使用条件が変わっても常にレバーの全操作帯域を満遍な
く利用させることで，操作感覚が保持され，未習熟・未経験作業へのスムーズな適応が期待できる． 
 
(２）BIOG調整のための基本概念 
 前節の分析から，BIOG 調整システムを以下に示す制御問題として捉えることができる．図１に示
すように，大局的傾向を捉えられる「制御量」を，操作性・作業性が改善されると考えられる「目標
値」へ近づけるための「調整規範」に基づき，「操作量(BIOG)」を調整する．研究手法としては，ま
ず，Ａ．調整システムにおける操作量となるBIOGマップの仕様，制御量となる大局的傾向を示す特
徴量，汎用性を考慮した目標値を設定する．制御量には，操作レバーの入力量ヒストグラムを利用
する．次に，Ｂ．調整システムにおける調整規範を開発する．速度分布が保持される性質を利用し
て，操作量ヒストグラムと基準波形間における頻度の過不足調整を行い，BIOG 操作量を一意に決定
する．最後にＣでは，実機を用いた長期間作業にてBIOG調整システムの評価実験を行う． 
 
４．研究成果 
（１）操作量・制御量・目標値 
①制御量： BIOG 調整システムの制御量には，操作者や作業内容の特性を大局的に捉えられる
物理量を利用し，作業時間や作業環境，スレーブシステムの仕様に依存しない共通の特徴量化手
法を適用する必要がある．手先の速度や負荷などの利用が考えられるが，操作傾向を直接的に表



現できること，作業傾向としてマニピ
ュレータの動作を間接的に表現でき
ること，スレーブ仕様に依存しないこ
とを重視し，操作レバーの入力量を特
徴量に用いる．また，大局的特徴を作
業時間や使用条件によらずに把握す
るため，操作量の全滞在時間が全作業
時間に対して占める割合，つまりヒス
トグラム化 ℎ( )を行う(図１(b))．不
感帯を除き，操作量の正負それぞれで
ヒストグラムを生成する．BIOG マップ
の横軸と一致していること，人と機械
をつなぐ物理的媒体の情報であるこ
と，ヒストグラム化が任意の作業に適
応できることから，適当と考えた． 
②目標値： 本研究で対象とするばね
復帰型の操作レバーでは，操作力に応
じてレバー位置が変位する．満遍なく
利用することを表すランダムな(均等
分布となる)操作力をレバーに入力す
ると，レバー位置の応答波形は，正規
分布となる（図１(c))．以上より，正
規分布波形 ( )を基準波形(目標値)
として設定する．調整規範は，任意の
基準波形でも機能するように設計する． 
③操作量： 調整する BIOG マップを，操作入力  とアクチュエータ速度 を用いた単調増加
関数 = ( )で表す．レバーの傾きがない位置( =0)からある点( :始動点)までを不感帯，速
度が最大となる点( ：飽和点)からレバーの最大傾きの位置( =100)までを飽和帯として設定す
る．従来の I/O ゲインでは，これらの点を結ぶ単純な線形関数であった．可変 I/O ゲイン(BIOG)
においては， ( ) の次数が高いほど，作業特性への適応性が高くなることが予想される一方で，
理想的な次数や曲線形状は現時点で分からない．そこで本研究では，2つの区分を有する 1次関
数で表現する．区分を接続する点を変傾点 ( , )と呼ぶ．始動点は，システムの安全性
に関わるパラメータであるため，変傾点の 2 次元位置 ( , )と飽和点  を調整する．
以上より，3つの速度領域( , , )が定義される(図１(a))．BIOG マップは，当該アクチュ
エータにつき，正および負方向の 2枚定義されることになる． 
 
（２）BIOG パラメータの調整規範 
 操作量ヒストグラム波形 ℎ( )を正
規分布波形 ( )に近づける調整規範
を開発する． 
①波形整形のメカニズム： ヒストグ
ラム波形は，長時間データにより構成
されるため，局所的な変化には大きく
影響を受けにくい．また，作業の特性
は，BIOGの縦軸である速度ヒストグラ
ムに現れる．この2点から，BIOGの調整
前後で，速度ヒストグラムは保持され
るという仮説を立てられる(図２)．こ
れを踏まえ，操作量ヒストグラムの波
形整形のメカニズムを説明する．現在
のBIOGマップと取得したヒストグラ
ム波形を図２(a)に示す(操作量およ
び速度ヒストグラム(図２(b))を3階
級とする)．飽和点 を図２(c)のように左に移動させた場合，速度(階級3)は，操作(階級2)の
一部でも操作できるようになるため，操作(階級3)の一部の頻度が操作(階級2)に移動する．移動
量は，操作領域の変化幅に応じて一意に決まる(例示では，約1/3)．同様にして，操作(階級2)の
約1/3の頻度が操作(階級1)に移動する．また，変傾点 を図２(d)のように右下に移動させた場
合，速度(階級1)は操作(階級2)の一部でも操作できるようになるため，操作(階級1)の約1/3の頻
度が操作(階級2)に移動する．同様にして，操作(階級2)の約1/4の頻度が操作(階級3)に移動する．
このように，BIOGを調整しても速度分布が保持されることを利用して，BIOGパラメータの調整量
に応じた操作量ヒストグラム移動量を定量的かつ一意に推定できる． 
②規範演算のパラメータ設定： 調整規範を設計するにあたり不可欠となる，BIOGパラメータの
粒度，定義域，正規分布波形の設定について述べる．本研究では，変傾点および飽和点を，100

   

Fig. 1 BIOG tuning system based on lever histogram 
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×100のグリッド上で調
整する．ヒストグラムの
量子化粒度は10%とし
全10階級とする．BIOGの
計算時には線形補間を
行って全100階級として
扱う(縦軸の分解能も
100として設定)．極端に
急峻な傾きを避けるた
めに，定義域を図３およ
び４のように，変傾点前
後の急な傾き変化によ
る違和感を低減するた
め， +10< という
マージンを設けた．算出
されたBIOGパラメータ
がこの条件を満たせな
い場合，操作の難しい

を調整する を優先
し， を補正する．さら
に，利用するばね復帰型
操作レバーにおけるランダムな操作力に対する位置応答シミュレーションから得られた波形を
算出し，その近似波形である平均値0で標準偏差0.4の正規分布波形を基準波形に設定した．波形
の右半分を階級数100のヒストグラムとし，半波形で合計が100[%]となるように設定した． 
③BIOG変更規範：飽和点および変傾点調整手法について述べる． 
■飽和点  の計算(図３)：   は，飽和領域( )における偏りを平準化にするために利用さ
れる．まず，操作量ヒストグラム ℎ( )において，現飽和点  から  (最大操作量位置)ま
での面積 を計算する．次に，正規分布波形 ( ) 上で， と同じ面積になる  を満たす 
座標を式(1)により算出し，この点を新飽和点 とする．これにより，過不足のあった飽和領
域の伸長・圧縮による調整から，目標波形 ( )に近づけることができる． 

 
= ℎ( ) = = ( )  (1) 

■変傾点  の計算(図４)：  は，低速度領域( )における偏りを平準化するために利用さ
れる．2つの波形(ℎ( )と ( ))が完全に一致しない限り，常に1つ以上の交点が存在する．交点の
両側領域では必ず頻度の不足・過剰の逆転現象が生じるため，BIOGの傾きは，この交点の前後で
それぞれ逆方向へ調整することが効果的となる．そこで，交点( )が  の定義域に存在する
場合，低速度領域の調整を重視して最も原点に近い点を新変傾点 とする．交点が  の定
義域内に存在しない場合は，定義域の末端を とする．次に， ( ) において，レバー位置0か
ら の区間で積分した面積を  を算出する．ℎ( )における0からの積分値 が と等しくな
るレバー位置 を式(2)から算出する． 

 
= ( ) = = ℎ( )  (2) 

 不飽和帯域( )において，操作量ヒストグラムは速度ヒストグラムに対して全単射となる
ことから， と現BIOGマップ ( )との交点  座標は，  を調整した際の変傾点以下の速度
頻度を保持させる点となる．以上より， ( )における  座標を式(3)より算出し，その点を新変
傾点 とする． 

 = ( ) (3) 
 中速度領域( )における頻度は，飽和領域( )と低速度領域( )における過不足の調整に利
用される(出し入れされる)ため， と の調整から付帯的に調整されることとなる．以上の規
範により算出された , ， を直線で結んだものを，新BIOGマップ ( ) として出力す
る．本規範は，現飽和点および変傾点を利用して得られた操作量ヒストグラム波形と基準波形と
のずれ(面積差分)を用いる単純な規範であるため，いかなる基準波形であっても適用できる． 
 
（３）評価実験 
①実験概要： 本実験は，3つのピッチ軸を有する大型油圧駆動マニピュレータをスレーブ，関
節角速度指令型のばね復帰型レバーをマスタとして利用する．本研究では，手先の位置決めに支
配的に利用されるピッチ軸第1関節(+/-)と第2関節(+/-)における4つのBIOGマップの調整を行う．
評価タスクは，高速動作が求められるボールの運搬(タスクA)と微細操作が要求されるブロック
の積み上げ(タスクB)とした．タスクAでは，機体の前に設置されたボールプールからできるだけ
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多くのボールを掴み手前の収集領域ま
で運ぶものである．被験者には，制限
時間内でできる限り多くのボール運ぶ
ように指示した．タスクBでは，6つの
ブロックと2つの角柱を使用して，5段
の構造物を構築する．積上げ領域の余
裕を縦横ともに1cmと狭く設定するこ
とで，微細操作要求を非明示的に付与
した．被験者には，できる限り早くか
つ，環境への誤接触を避け，構造物を
崩さないように指示した．部材の落下
や構造物の崩落は，失敗とみなした． 
②実験手順： 固定ゲインと調整シス
テムによる可変ゲインとを比較する．
被験者は，実験機の操作に十分に慣れ
たは6名とした．すべての被験者は，ま
ずタスクAを4セット行う(1日につき，
20分×2セット)．初期BIOGには，中庸
なデフォルトBIOG( )を利用する．
BIOGは，施行日ごとに収集された操作
量ヒストグラムを用いて調整される
(合計3回の変更： − )．次に，タ
スクBを10回×2セットを1日とし，5日間連続で行う．1日目は各自のタスクAへの適応後BIOG( )
で作業を行う．次に，この1日目の作業結果を参照し，グループ間の作業時間の平均と分散が等
しくなるように，被験者6名を3名ずつのグループに分ける．グループ1(以下，支援ありG)では，
調整システムを用いたBIOG変更を行い( − )，グループ2(以下，支援なしG)では，調整を行
わない( のまま)．BIOG調整は，当該日の全施行データを用いて終了時に行う．最終5日目には，
支援ありGは，デフォルトBIOG( )で再試行し，支援なしGは，4日目の作業データを用いて調
整したBIOG( )にて作業を行う．なお，調整システムに関する説明は，被験者には一切しない． 
 
（４）実験結果と考察 
 ここでは，タスクBの結果について，調整規範の波形整形能力，作業時間，精神的作業負荷(操
作性)を定量的に評価し，未調整の場合と比べた優位性を評価する． 
①面積差分(図５(a))： 支援ありGでは，1日目から4日目にかけて確実に面積差分が減少してい
るが，デフォルトBIOGに戻した5日目では増加しているのが分かる．一方，支援なしGでは，面積
差分の減少はほとんど見られなかった．しかしながら，4日目の作業データへ適応したBIOGマッ
プで行った5日目では，面積差分の減少が確認された．また，BIOG調整を行うことで操作量ヒス
トグラム波形が，正規分布波形に近づくことが分かった．以上より，本BIOG調整システムは，操
作量ヒストグラム波形を基準波形(正規分布)に近づけられる可能性が示唆された． 
②作業効率(図５(b))： 両グループともに減少傾向はあるものの，支援ありGのほうが，支援な
しGに比べ大きく減少し続けていることが分かる．支援なしGでは，3日目以降に作業時間の減少
が見られず，自己改善が頭打ちになったものと予想される．調整支援の有無を切り替えた5日目
において，支援ありGでは，すべての被験者でタスク時間が増加し，支援なしGでは，すべての被
験者で減少することが分かった．4日目において支援ありG-支援なしG間で  検定を行った結果，
統計的な有意差(  =4.98,  <0.05)が得られた．これは，BIOG調整の支援効果により，初日には
確認されなかった作業時間差がグループ間に現れたことを示している．また，支援なしGの4-5日
目間で  検定を行った結果，統計的な有意差(  =4.31,  <0.05)が確認されたことから，調整
されたBIOGを利用することで，自己改善以上の作業効率性を引き出せることが分かった． 
③精神的作業負荷(図５(c))：支援ありGでは，BIOG変更に伴い使いやすさが向上しているが，5
日目のデフォルトBIOGでは評価が悪化している．支援なしGでは，慣れの影響(自己適応)により
多少の改善はあるものの，4日目の作業結果に適応を行った5日目では，使いやすさが向上するこ
とが示唆された．また，ヒアリングの結果，BIOG調整に気付いた操作者はおらず，調整によって
操作に違和感を覚えるものはいなかった．以上より，提案したBIOG調整手法は簡易的であるもの，
人間機械システムにおけるI/Oゲイン調整の要求機能を満たし，作業性および操作性の改善に寄
与することが示唆された． 
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