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研究成果の概要（和文）：リハビリテーション用インタフェースの開発において、SPIDARというハプティックデバイス
を用いて、患者の手に装着が容易で、動きが簡単に計測でき、課題に応じて力が加わるシステムを試作し、位置と力が
正しく計測できる新しいグリップの形を構築した。さらに、遠隔で計測されたデータをクラウドサービスにアップデー
トするシステムを構築した。
モデルパラメータの解析のため、手首の計算機シミュレーションを行った。シミュレーションが推定した各筋肉のパタ
ーンは動物実験などで観測された多くの特徴を再現することができた。

研究成果の概要（英文）：The training system for self rehabilitation have been developing. In this project,
 new grip design for patient was proposed. The system is easy to fix, can measure the postion and apply fo
rce in any directions. Moreover the remotely measured data was update in cloud system. 
The model parameters of musculo-skeletal system was analyzed using wrist computational model. Each muscle 
activation pattern from computer simulation can be reconstructed with same characteristics of real animal 
experimental results.  
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１．研究開始当初の背景 
平成	 22	 年度の診療報酬改定では、医療の再
建や医療従事者の負担軽減などが、医療に関
する重点課題として掲げられている。この改
定ではこれらの課題に対応する際、例として
(1)患者からみてわかりやすく納得でき、安
心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実
現する視点、(2)医療と介護の機能分化と連
携の推進等を通して、質が高く効率的な医療
を実現する視点を重要視するよう促されて
いる。	 
すなわち、(1)は医療の透明化と患者一人一
人の生活の質への配慮を求めるものであり、
(2)は在宅医療や訪問介護など医療と介護の
連携を推進するものである。 
日本だけでなく、韓国、イタリアなども高齢
化が進んでおり、65 歳以上の人口が全体の
1/3 以上 を占める高齢化社会が目前に迫っ
ている。どの国においても医療の高度化が進
んでいるが、リハビリ に関しては、過去の
成功例を中心とした経験的アプローチに基
づく診療が長く続いている。 
本提案は、リハビリ対象者自身の運動データ
を用いて、脳科学と工学の併用による計算論
的モデルによって解析したデータを、リハビ
リの効果やプログラムの判断基準にしよう
というものであり、言わば理論+データ的ア
プローチを目指すものといえる。このアプロ
ーチは、リハビリの効果が対象者にもデータ
として把握できるという点において医療の
透明化を促すと考えられる。また、医師と対
象者の相互の連携によって対象者が自立し
てリハビリができるようになれば、在宅医療
の促進を通して医療費の軽減および対象者
の生活の質への配慮が実現するという点に
おいて、診療報酬改定にも適合するアプロー
チであるといえる。 
 
２．研究の目的 
本研究は、リハビリ対象者の運動データの科
学的・定量的な計測や解析に基づく「根拠の
あるリハビリ」の提案と、それを用いて対象
者が一人でもリハビリができる自立したリ
ハビリシステムの構築に必要な要素技術開
発を通して、生涯健康で暮らせる社会づくり
への貢献を目指す。 
そして、新たなリハビリテーションシステム
の提案により、高齢者や障害者などのリハビ
リ対象者の QOL	 (生活の質) 向上だけでなく、
医療従事者の負担の軽減を通して、生涯健康
で暮らせる社会づくりへの貢献を目指す。 
 
３．研究の方法 
本研究の達成目標は，(1)筋電信号からの運
動推定、(2)運動はデータから患者にあった	 
筋活動の推定、(3)「自立リハビリテーショ
ン訓練システム」の開発、の３点から成る。
最終的には、在宅で自立してリハビリができ
るシステムへの改革として、運動療法におけ
る定量的データの収集と解析、さらには、そ

れに基づくリハビリプログラムのアップデ
ートが遠隔でも行えるシステムの構築を行
う。そのために下記の項目等の研究を行う。	 
	 
(1)	 手首関節の MyKin モデルを用いたトルク
の推定	 	 
筋電信号からトルクを推定することができ
れば、推定されたトルクに応じた負荷の制御
など、患者にあったリハビリテーションが可
能となる。	 
	 
(2)	 運動データから筋活動の推定	 
運動を生成する計算論的モデルを開発して
いる。このモデルを用いると、運動の始点と
終点の情報だけから運動軌道だけでなく。そ
の運動に必要な筋活動も推定することが可
能となる。筋活動の予測を行うことができれ
ば、患者ごとの疾患により、運動制御／指令
生成モデルの各モジュールを調整し、患者と
同じ運動軌道を生成する。このときに腕のモ
デルに入力される信号は、各筋肉への運動司
令となっているため、患者の実際の筋活動と
比較する。	 

	 
４．研究成果	 
(1)	 手首関節の MyKin モデルを用いたトルク
の推定	 	 
平成 24 年度までに、筋活動からの運動推定
および筋活動の推定を行ってきた。筋活動か
らの運動推定においては、手首の筋骨格系モ
デルを構築し、計算機シミュレーションによ
り 2次元の運動をトルクだけでなく、関節の
釣り合い位置、関節の剛性も同時に推定する
モデルを構築した。	 
	 
さらに、順モデルや逆モデルなどのモジュー
ルの出力信号を削除したり、ノイズを加えた
りすることで、遺伝子組み換え動物の脳の疾

患モデルのように、運動系の一部が損傷した
様子を模擬することができることを確認し
た。提案モデルにおいては、ダイナミクスモ
デルやフィードバックコントローラなどが
うまく働かないときの様子を計算機上で計
算できるようになった。	 
その結果を患者の運動データと比較するこ
とができれば、疾患の原因をモデルから説明
できる可能性がある。	 
上図は、シミュレーション結果を示したもの
である。左側に指先の軌道、右側には終点ま
での距離、運動速度、加速度を示している。	 



	 

	 
上図は、順モデルを用いずに、実際の腕のフ
ィードバック情報を元に制御した結果であ
る。たとえば、小脳疾患の患者の軌跡がこの
結果に近ければ、小脳に将来の状態を予測す

る機構があると言うことが示唆される。	 
このように、各モジュールの有り無しで軌道
がどのように変化するかをこれにより、当初
の目標であった、筋電信号からの運動推定、
運動データから患者にあった筋活動の推定
は、計画通り実施することができた。	 
	 
(2)	 運動データから筋活動の推定	 
前記手首の計算機シミュレーションにおい
て、機械学習の技術を用いて、手首のダイナ
ミクスモデルや制御のためのフィードバッ
クコントローラ、また、姿勢から筋活動を直
接予測するモデルの構築を行った。	 
５つの筋肉の活動パターンを図に示した。こ
の図に示すように、各筋肉のパターンは運動
方向に従って次第に変化するパターンがみ
られ、動物実験などで観測された多くの特徴
を再現することができた。	 
そして、軌道の特性がヒトと同じであること、
さらに、筋活動の特徴として、それぞれの筋
肉の活動が運動方向により変化し、その変化
の仕方が三角関数で近似できることも確認
した。	 
	 
(3)	 リハビリテーションシステムの構築	 

リハビリテーション用インタフェースの開
発においては、SPIDAR というハプティックデ
バイスを用いて、患者の手に装着が容易で、
動きが簡単に計測でき、課題に応じて力が加
わるシステムを試作した。手を固定する器具
について改良を重ね、位置と力が正しく計測
できる新しいグリップの形を構築した。	 
	 

	 
さらに、遠隔で計測されたデータをクラウド
サービスにアップデートするシステムを構
築した。	 

	 
上図のようにタブレットやノートパソコン
のデータをクラウド上にアップデートし、遠
隔にいる医者の端末でその情報をダウンロ
ードし解析することが可能となった。	 
	 
５．主な発表論文等	 
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