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1. はじめに
近年，高齢化が進み，日常生活に介護支援が必要と

なる人が増加している．しかし，介護をする側も高齢
化しており，今後高齢者が高齢者を介護しなくてはな
らない．また，介護職員の約 78%は比較的力の弱い女
性であり，介護は負担の高い作業である [1]．介護活動
を行うため，介護支援システムや介護技術の確立が求
められている．
本研究センター（理研ー東海ゴム人間共存ロボット

連携センター，RTC）はこれまで介護中に最も介護者
の負担となる移乗動作をロボットにより実現すること
目指し，介護支援ロボット RIBA（図 1）を開発して
きた [2, 3, 4]. 介護士の動作解析に基づいて作られた
RIBAの動作は，被介護者を安定に抱き上げ，ベッド
と車椅子間の移乗作業を実現した．しかし，被介護者
の身長や体重などの個人差に対応した抱き上げ移乗動
作を自動的に作成するのがまだ困難であった．同じ動
作を身長や体重が違う被介護者の抱き上げに利用する
と，必ず快適であるとは限らず，痛みや不安定な姿勢
を生じる可能性もある．
快適さの評価は製品（家具，パソコン入力機器，作

業服，家電など）の開発やサービスの導入など，様々な
ところで利用されている．心理学や人間工学的に基い
て，アンケート調査など定性的な評価手法と生体計測
など定量的な評価手法が古くから利用されている．例
えば日常よく利用される椅子やベッドの開発では，使
用者の体の寸法や使用時の感覚の調査結果が設計に利
用される．更に近年センサ技術の進歩により，使用者
の筋電，心電図や器具にかかる圧力の分布を計測する
ことで，より正確に製品を評価する研究が行われてい
る [5, 6, 7]．一方，人体と機器モデルを用いて，実際の
計測ではなく，シミュレーション上での製品安全性や
快適さを推定する手法も開発され，車などの開発と評
価にも多く利用されている [8]．実物の試作がなくても
製品の快適さをシミュレーション上で推定することで，
最適な設計と制御を効率的に行うことが可能になった．
本研究は，RIBAの快適な抱き上げ動作の自動生成

を目指し，動力学モデルを作成し，人が抱き上げられ
た時の快適さを推定する手法を提案する．モデルによ
り人が抱き上げられた時の姿勢やロボットとの接触状
況から，受けた外力と人が自ら発揮する力を算出する．
算出された力の分布により快適さが推定される．被験
者実験で計測された筋電の計測と調査したアンケート
と比較することにより，モデルの快適さ推定の有効性
を検証する．

2. 抱き上げ動作の力学モデル
図 1には，本研究センターで開発された介護ロボッ
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図 1 Nursing-care robot RIBA

す．RIBAは人間と同じ二本の腕を持ち，高い関節出力
により，人を横から抱き上げることができる．その時，
ロボットの左右両腕は人の大腿部と背中を支え，人と
の接触点で支持力と摩擦力を発生する．一方，抱き上
げられている人は，ロボットの両腕に安定的に乗るた
めに，自ら姿勢を調整し，各関節から必要な関節トル
クを発生する．しかし，人が発生するトルクは人体の
内力であり，直接に計測することが困難である．
早川らは，人の姿勢に基いて，ロボットの抱き上げ

動作（両腕位置）を自動的に制御するため，腰関節を
回転中心とした 2リンクの人体モデルを利用した [9]．
本研究は，抱き上げられた人が腰関節以外に首や膝関
節から発生する関節トルクも考慮するため，図 2のよ
うな人間の体を 4リンクで近似した静力学モデルを作
成した．人が安定に抱き上げられた時，自ら発揮する
関節トルク，及びロボットから受けた垂直抗力と摩擦
力をモデルから算出することを可能にした．
モデルは人の腰関節の位置D2 を原点とし，ロボッ

トの両腕はそれぞれ大腿の後ろと背中に接触し，その
接触点はA1, A2とする．接触点でロボットから受ける
垂直抗力 F1, F2 と摩擦力 f1, f2，人の各リンクにかか
る重力G1, · · · , G4，及び人間の各関節が発生する関節
トルクM1,M2,M3 の間のバランスを取ることで，安
定な抱き上げを実現する．
安定的に抱き上げられた時，人の体は静止している

ため，受けた力の水平方向と鉛直方向の合力がそれぞ
れゼロである．

−S2F1 − S3F2 + C2f1 + C3f2 = 0 (1)

C2F1 + C3F2 + S2f1 + S3f2 − G = 0 (2)
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図 2 Lifting-up model

A1, A2: Contact Positions between robot and human

B1, · · · , B4: Positions of the center of gravity

D1, D2, D3: Positions of human joints

L1, · · · , L4: Lengths of human links

θ1, · · · , θ4: Joint angles

l1, l2: Lengths of from contact positions to hip joint

F1, F2: Normal force from robot

f1, f2: Friction force form robot

G1, · · · , G4: gravity of human links

M1, M2, M3: torque of human joints

ここで，S2, S3, C2, C3は関節角度 θ2, θ3の正弦と余弦
である．G = G1 + G2 + G3 + G4は各リンクの重力の
和であり，人体にかかる重力である．
一方，各リンクが受けた力と人の関節から発生する

関節トルクの合力もゼロになるため，原点とした腰関
節を回転中心とすると，上半身と下半身の回転モーメ
ントはそれぞれゼロである．

l1F1 − b1xG1 − b2xG2 + M2 = 0 (3)

l2F2 − b3xG3 − b4xG4 − M2 = 0 (4)

ここで，bix は各リンクの重心 Bi の水平位置であり，
リンクかかる重力から回転中心とした原点までのモー
メントアームである．
さらに，膝関節と首関節はそれぞれ下腿部と頭部を

支えるため，関節トルクM1 とM3 を発揮する．

(b1x − d1x)G1 − M1 = 0 (5)

−(b4x − d3x)G3 + M3 = 0 (6)

ここで，djxは関節位置Dj の水平位置であり，(bix −
djx)は重力から回転中心（膝と首関節）までのモーメ
ントアームである．
式 (1)∼(6)を満足する力とトルクにより安定な抱き

上げ動作を実現することができると考えられる．しか
し，人とロボットの姿勢（θ1, · · · , θ4, l1, l2）を決めて
も，未知数である人が受けた力 (F1, F2, f1, f2)と自ら
発生する関節トルク (M1,M2,M3)が方程式の数より多
い (7 > 6)．冗長な問題であるため，力とトルクを一意
で決めるのは困難である．

3. 被介護者への負担の算出
人は抱き上げられた時，自分の姿勢と腰関節トルク

を調整することにより，受ける力 (F1, F2, f1, f2)を調
整し，負荷を最小にする．そのため，ある抱き上げ姿
勢に対して，受けた力と自ら発揮する力から人体にか
かる負担を算出することができると考えられる．本研
究では重み ω = [ω1, · · · , ω7]を用いて，各力と関節ト
ルクの二乗和により，人にかかる負担 v（快適さ）を以
下の式と定義する．

v
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ここで，Mimaxは先のリンクを水平に保つために必要
なトルクである．

M1max = ‖B1 − D1‖G1 (8)

M2max = max(‖B1‖G1 + ‖B2‖G2,

‖B3‖G3 + ‖B4‖G4) (9)

M3max = ‖B4 − D3‖G4 (10)

Fi max, fi max は体にかかる重力 Gの半分と設定する．

F1 max = F2 max = f1 max = f2 max = G/2 (11)

ある計測された関節角度 θ1, · · · , θ4 とロボットアー
ム位置 l1, l2 に対して，式 (7)が最小になるように，

v → min (12)

式 (1)∼(6)から力とトルクを算出すると，人にかかる
負担が最小になり，最も快適となる．
重み ωは人が受けた力と発揮するトルクの快適さへ

の影響度を示すものである．重みの値が大きくなると
影響が高くなり，求められる力（トルク）がより小さ
くなる．逆に，重みの値が小さくなると，より大きな
力（トルク）を受けることができる．本研究では実験
で計測された被験者の身体データとアンケート調査か
ら重み ωの設定をする．

4. 実験
提案手法により算出された関節トルクと推定された

快適さを検証し，手法の有効性を確認するため，被験
者実験を行った．被験者の筋電データを計測し，モデル
から算出される関節トルクと比較することにより，ト
ルクの推定の正確さを定量的に評価する．また，アン
ケート調査により得られた被験者の快適さとモデルの
計算結果 v を比較することで，快適さ推定の正確さを
定性的に評価する．
図 3に示すように，被験者はモデルと同様にロボッ

トの両腕により抱き上げられる．ロボットの前腕は水
平であり，両腕間の水平距離W と鉛直距離H を調整
することができる．両腕間の距離を調整することで，人
が抱き上げられた時の快適さも変化する．
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図 3 Lifting-up experiment

Erector Spinae

図 4 Measuring position of EMG on subject’s back

実験では，まず被験者はある決められたロボットの
両腕距離で抱き上げられる．次に，被験者の意思でロ
ボットの両腕間の距離を調整し，最も快適な動作にな
るようにロボットの両腕距離を調整した後で，2回目
の抱き上げ実験を行う．
実験は男女 10人（女：5人）の被験者（22∼60歳，平

均：35歳）に対して行った．腰関節が発揮する関節トル
クは主に伸展方向であるため，腰の伸展運動に利用する
主要な筋肉である背中の脊柱起立筋 (Erector Spinae)
の筋電を計測した．図 4は筋電計の電極の取付け位置
を示す．調整の前後で，被験者の筋電データの計測と
6段階の快適さ評価アンケートを行った．

結果と検討
A. 筋電計測とアンケート調査の結果
図 5は調整前後の被験者の姿勢を示している．大腿

部と背中に描画されている黒い丸はロボットアームの
抱き上げ位置を示している．調整後は調整前と比べて，
被験者の姿勢はより分散が大きくなった．表 1は調整
前後の腰関節の角度を示している．調整前後で姿勢の
変化に似た傾向は見られなかった．
被験者は調整前後とも 30秒間抱き上げられ，安定し

た 10秒目からの 10秒間の筋電データを計測した．計
測されたデータに整流，ローパスフィルター，積分の
処理を行い，積分筋電 (iEMG)を求めた．調整前の積
分筋電を基準として，調整後積分筋電の変化率を算出
した．被験者 7人分の筋電変化率を図 6の白いバーで
示す．（注：抱き上げ時にロボットアームが電極に触れ

X

Y

(a) Before adjustment

X

Y

(b) After adjustment

図 5 Subjects’ posture before and after adjustment

表 1 Angle change of Hip joint

[Deg]

Before After Change

Sub1 105 113 8
Sub2 100 115 15
Sub3 76 76 0
Sub4 72 66 -6
Sub5 76 92 16
Sub6 77 81 4
Sub7 73 106 33
Sub8 88 72 -16
Sub9 86 84 -2
Sub10 90 83 -7

Avg. 84(12) 89(17) 5(14)

たため，3人の被験者の筋電データが計測できなかっ
た．）調整前後の変化率が 1より小さい場合は調整後が
より快適であることを示す．逆に 1より大きい場合は
調整後がより不快になることを示す．調整後は被験者
がより快適な姿勢が取れたため，筋電データも調整前
より減少した被験者が多かった．だが，ロボットの姿勢
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図 6 Changes of measured EMG and estimated Hip
joint torque

表 2 Change of comfort level from questionnaire

Before After Change Simu.

Sub1 5 4 0.80 0.91 ◦
Sub2 5 2 0.40 0.55 ◦
Sub3 4 5 1.25 0.84 ×
Sub4 3 2 0.67 1.07 ×
Sub5 3 2 0.67 0.60 ◦
Sub6 4 3 0.75 0.92 ◦
Sub7 4 3 0.75 0.27 ◦
Sub8 4 1 0.25 1.21 ×
Sub9 3 4 1.33 1.41 ◦
Sub10 6 5 0.83 1.13 ×

を調整しても，より高い筋力を発揮する被験者 (Sub4,
Sub10)もいた．
一方，表 2はアンケート調査で得られた快適さの変

化を示す．6段階の評価で，数値の低い方がより快適で
あることを表している．被験者自身がロボット両腕位
置を調整したため，調整後がより快適と感じられた被
験者が多かった（10人中 8人）が，逆により不快と感
じた方（Sub3, Sub9）もいた．

B. モデル推定結果との比較
前章で説明したモデルに，計測された被験者の姿勢

(θ1, · · · , θ4)とロボットアームの抱き上げ位置 (l1, l2)を
入力し，垂直抗力，摩擦力及び人の関節トルクを計算
し，調整前後での被験者の快適さ vを推定した．筋電の
計測結果とアンケート調査から，ロボットのアームの
位置を調整する時，被験者が (a)身体の滑り，(b)腰が
発揮する力，(c)背中の圧迫を特に重視したため，以下
の計算で重みは ω = [1, 10, 5, 1, 5, 20, 20]と設定した．
図 6の黒いバーは調整前後の被験者の姿勢から式推

定された腰関節で発揮するトルクの変化率を示す．推
定された関節トルクの変化率と計測された筋電データ
の変化率の増減方向はは 7人中 5人が一致した．残り
2人は変化が小さかったため，筋電の計測，或いは関節
トルクの推定に誤差が発生したと考えられる．
一方，表 2の第 5列 (Simu.)に最適化計算により求め

られた快適さを示す評価 vの変化率を示している．第
6列は計算された快適さの変化とアンケート調査によ
る被験者自分で感じられた快適さの変化の比較結果を
示す．両者の増減方向が一致している場合は「◦」，一
致していないな場合は「×」と表記している．被験者
10人中，同じ増減方向であったのは 6人であった．
計算された関節トルクも，推定された快適さも，被

験者から得られた結果と比較し，増減が一致した場合
が多かったため，提案されたモデルの有効であると考
えられる．

5. おわりに
本研究ではロボットが人を抱き上げる時の静力学モ

デルを構築し，最適化計算によりロボットからの垂直
抗力・摩擦力と人自身の関節トルクを算出した．推定
された力とトルクを用いて，人間の快適さも推定した．
被験者実験により，モデルで計算された関節トルクと
被験者から計測された筋電データを比較した．モデル
で推定された人の快適さと被験者が自分で感じた快適
さ（アンケート回答）も比較した．その結果，増減方
向が同じである場合が多く，モデルの有効性を示して
いる．今後の課題として，より正確に推定できる重み
ω を探し，快適さを推定することにより，快適な抱き
上げ動作の自動的生成を実現する．
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