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介護支援ロボット RIBA-II の動作設計と評価実験＊
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With a record-low birthrate and a rapidly-growing elderly population, Japan faces a severe demographic challenge,
compounded by a chronic lack of nursing care staff. Among nursing care tasks, patient transfer is one of the most
physically strenuous tasks. To free caregivers from such heavy physical work and to compensate for the lack of nursing
care staff, we have developed two prototype robots, RIBA and RIBA-II, which were designed to come in direct contact
with patients and conduct transfer tasks such as lifting and moving a patient from a bed or the floor to a wheelchair and
back. This paper, focusing on RIBA-II, describes the motion design, handling method, safety measures, as well as the
verification experiment conducted on healthy subjects. RIBA-II, who’s whole body including the joints is covered with
soft materials to realize a safe and easy contact with humans, has the ability to lift up a human up to 80kg with a certain
safety factor from the floor and transfer him/her to a normal wheelchair with armrests. The robot is not an autonomous
one but a robot operated by a caregiver to ensure safety. When conducting a transfer task, the caregiver handles the
robot by stroking the rubber tactile sensors installed on the robot arms and, at the same time, confirms safety. The
purpose of the robot is not only relieving caregivers from heavy physical works but also to replace the transfer task
conducted by two caregivers by one robot and one caregiver. The feasibility has been demonstrated by the verification
experiment as described in this paper.
Key Words : Nursing-Care Assistant Robot, Medical and Welfare Assistance, Transfer Task, Human-Robot Interaction,
Tactile Sensor

1．は じ め に
高齢化社会の進展とともに要介護者の数は急速に増えており，2015 年には 2005 年の 392 万人から 569 万人に
増え，2020 年には 644 万人まで増えると予測されている(1)．介護者にとって最も負担の大きい作業は自力で移動
できない被介護者をベッドや床から車椅子に乗せかえる（その逆のことも）移乗介助で(2)，それが原因となり特
別養護老人ホームで働く介護士の半数以上が腰痛を訴えている(3)．介護者を移乗介助の重労働から解放するため
の補助機器として介護リフトが市販されているが，介護施設ではあまり使われていない．その理由として，使用
に時間がかかる，準備のために手間がかかる，作業スペースが必要，被介護者にとって吊り下げられることは精
神的・身体的に負担になる等がしばしば指摘され，中でも時間がかかることは最大の理由と言われている(4)(5)．使
い勝手がよく，準備及び作業に時間がかからない，安全な介護支援ロボットに期待が寄せられている．それを実
現するための挑戦として多くのロボット開発がなされており，ダイヘン株式会社の C-pam (6)，パナソニック株式
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会社のトランスファアシストロボット(7)および日本ロジックマシン株式会社のユリナ(8)がよく知られている．こ
の 3 種類のロボットは，いずれも支え板の上面にコンベアベルトを設けることにより被介護者の乗せ上げを実現
している．しかし，支え板が大きな幅を持つために，ベッドからベッドまでの移乗はできるが，通常の車椅子へ
の移乗または車椅子からの抱き上げは困難である．他の実用化開発の例として，パナソニック株式会社はベッド
の一部が分離して車椅子に変身できるロボティックベッド(9)，トヨタ自動車株式会社は乗りやすい移乗ケアアシ
スト(10)を発表している．ロボティックベッドは安全面の課題が少なく，実用化が有望視されているが，一人一台
との発想で考案されたもので，介護施設での使用より自立支援として家庭用に向いていると思われる．トヨタ自
動車の移乗ケアアシストは胴体支持型リフトと似たような構成をしており，作業時間の短縮とトイレへの乗り入
れがポテンシャルとして期待できるが，端座位がとれる人ではないと，使用困難と思われる．一方，ロボティッ
クスを用いた別のアプローチとして，人間装着型のロボットも提案されているが(11)(12)(13)，介護者の仕事は移乗
介助以外にも多くあり，常にロボットを装着していることは負担になる．よって，介護者が日常的に装着しても
違和感がない，柔軟かつ軽量なロボットスーツの実現はこのタイプの開発課題と思われる．そのような取り組み
としてゴム材料を用いたスマートスーツの研究が行われており(14)，今後の発展を期待したい．
理研-東海ゴム人間共存ロボット連携センター（RTC）およびその前身であるバイオミメティックコントロール
研究センター（BMC）では，操作性がよく，使用に時間がかからない移乗介助ロボットの試みとして，多関節の
双腕型ロボットを研究開発してきた．2006 年に発表した RI-MAN（Robot Interacting with Human）(15) はあらかじ
め決められた位置に座っている人形（18.5kg）の抱き上げに成功した．しかし，パワーと強度の不足，関節可動
範囲の不足，状況への対応能力の不十分等により，人の抱き上げには至らなかった．2009 年に発表した RIBA
（Robot for Interactive Body Assistance）は機構，操作方法，安全対策，外観デザイン等の改良により，人を扱える
だけのパワー，機械強度，安全性を確保し，双腕型ロボットとして始めて体重 63kg の人をベッドと肘掛のない車
椅子の間で移乗できるようになった(16)．
同研究チームは，
その後も RIBA をベースにさらなる実用化研究を行い，2011 年 8 月に RIBA-II を完成させた．
RIBA-II は人を床，ベッド，車椅子の間で移乗することができ，負荷能力も被介護者の大多数をカバーできる 80kg
までに増大した．介護施設では，ベッドからの落下回避のために，落ちやすい認知症患者を最初から床に寝かせ
ることがあり，そのような人を車椅子に移乗することは大変な重労働である．また，被介護者がベッドから床に
落下した場合，ベッドに戻すニーズもある．介護施設では，肘掛の取り外しができない車椅子も多く使用されて
おり，車椅子への移乗，または車椅子からの抱き上げにおいて，RIBA-II はそのような車椅子にも対応できるよ
うになった．本稿は，RIBA-II の機能，動作設計，操作方法，安全対策，健常者を対象にした官能評価の結果，
そして今後の展開について述べる．
2．RIBA-II の設計コンセプト
RIBA-II はこれまでに開発した RI-MAN，RIBA と同様，双腕型のロボットである(15)(16)．移乗介助に関して，双
腕型は小さな空間に腕を差し込むことができ，従来の介護リフトに比べて作業時間が短くなる可能性を秘めてい
る．ただし，この長所は同時に短所でもあり，被介護者との接触面積が小さく，皮膚や皮下組織に損傷を与える
ことや落下の危険が増える可能性がある．したがって，このような欠点を克服することは研究開発のポイントと
なる．
RIBA-II は自律的に動作するロボットではなく，人間が操縦する機器である．介護施設や病院など，ロボット
のために作りこまれていない環境では，被介護者の姿勢・位置を検出し，どのような抱き上げが適切であるか，
また不測の事態が起こっていないか等をセンサ情報から確実に判断することは，現在の情報処理技術では困難で
ある．そのため，介護者が被介護者および周囲の安全を確認しながらロボットを操作して移乗介助を行うことが
RIBA-II の姿である．操作は第 4 章で述べる触覚ガイダンス(17)を利用して，介護者が片手でロボットを操作し，
もう一方の手でロボットが不得手とする被介護者の頭部をサポートするなどの細かい作業を行うことにより，被
介護者に安心感を与える．介護施設では，要介護レベルが 3 以上の被介護者の移乗を 2 名の介護者で行うことが
多く，ロボットの導入により，2 人がかりの移乗介助をロボット 1 台と介護者 1 名の協調作業で行うことが本研
究開発の目指す姿である．本稿では，介護者が安全を確認し必要に応じて細かい補助作業を行いながら，ロボッ
トを操作して介護を行うことを人とロボットの協調作業と呼んでいる．
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RIBA-II の正面写真を図 1 に示し，主な機能と仕様を表 1 に示す．ロボットの両腕と胸には，触覚センサとし
てゴム製の柔軟面状センサを搭載し，触覚によるロボット操作および抱き上げ時の圧力検知が可能である．人と
の接触を想定し，関節部も含めてロボットの全身を柔軟な材料で覆い，表皮材料の選定では，汚れをふき取りや
すいこと，水に強いこと，触って冷たく感じないこと等を考慮した．外観に関しては，メカニカルなロボットは
介護現場にふさわしくなく，人のようなデザインだと，中途半端に人に似ていることの不気味さのほか，認知症
．そこで，親しみやすさと清潔感を求め
患者の誤認を招く恐れもある（被介護者のおおよそ半数が認知症患者(1)）
てシロクマのぬいぐるみのようなデザインとした．
RIBA-II はライントレース走行と走行時障害物認識の機能や非常時の音声指示による停止機能も有するが，本
稿では取り上げない．
3．RIBA-II の移乗介助動作と機構
3・1 床と車椅子間の移乗動作
図 2 に示すのは RIBA-II による床からの抱き上げと，車椅子への抱き下ろしの一連動作の写真である．本稿で
は，ロボットの操作を行う人は介護者と想定しているが，実験では開発者が行っているため，操作者という．ま
た，抱かれる人は被介護者と想定しているが，実験では健常者であるため，被験者という．図 2 において，操作
者がまず被験者の膝を曲げてロボットの腕を挿入するためのスペースを作り（図 2(a)）
，次に，ロボットを操作し，
前傾姿勢になってから片手で被験者の上半身を持ち上げ（図 2(c)）
，もう片手でロボットを前に進めて被験者の膝
下と背の下に腕を挿入して抱き上げを行う（操作方法については 4-1 節で述べる）
．被験者に安心感を与え，必要
に応じて頭部を支えることを想定し，操作者は被験者の頭部側に立ってロボットの操作を行う．

Chest

Upper arm

Forearm pronation
Forearm supination)

Hand

Fig. 1 Appearance of RIBA-II and Locations of tactile sensors
Table 1 Specifications of RIBA-II
Functions

(1) Transfer from a bed or the floor to a wheelchair and back
(The wheelchair may be a one with armrests and without a reclining function)
(2) Automatic moving by tracing a magnetic tape on the floor
(3) Condition setting and information confirmation by using a touch panel

Load capability

80kg

Size

Height : 1370 mm, Width : 820 mm, Depth : 1030 mm

Weight

230kg (including batteries)

Work time

2 hours of continuing work under full load

― 597 ―

© 2012 The Japan Society of Mechanical Engineers

1902

介護支援ロボット RIBA-II の動作設計と評価実験

（a）

(e)

（b）

（c）

（f）

(d)

(h)

（g）

Fig. 2 Transfer motion from the floor to a wheelchair

Fig. 3 Transfer to a wheelchair while keeping the robot arms at almost the same level

介護施設に入居している人は皮膚が弱っていたり，内出血を起こしやすかったりすることが多いので，移乗に
際して損傷を与えないように細心の注意が必要である．そのために，RIBA-II の前のモデルである RIBA では，
被験者の身体とロボット腕間の擦れを回避するために，ベッドから抱き上げてから車椅子へおろすまで，両腕間
の相対運動を極力抑え，姿勢変換をあまり行わないようにした．図 3 に両腕をほぼ同じ高さに保ったまま腰を横
に傾けて被験者を車椅子におろす動作を示す．しかし，このような動作は擦れの回避に有利である反面，車椅子
におろす際，リクライニング機能のない車椅子では，被験者の臀部の座面にかかる面積が小さく，安定性の面で
課題が残る．また，介護施設で広く使われている肘掛の取り外しができない車椅子への対応は困難である．
RIBA-II は肘掛のある車椅子に対応するために，抱きかかえの姿勢（いわゆる姫様抱っこ）から椅子に座るよ
うな姿勢への変換を試みた（図 2 を参照）
．車椅子におろす際，被験者の下半身を支える腕を低く下げ，椅子の座
面になるようにし，上半身を支える腕を回転して椅子の背もたれになるように姿勢変換することで，2 本の腕で
椅子に近い姿勢を作る．これにより，リクライニング機能がなく，肘掛の取り外しができない車椅子への抱き下
ろし（またはそれからの抱き上げ）を可能にした．ロボット腕と車椅子の相対位置を図 4 に示す．設計時，この
ような動作のために起こりうる被験者とロボット腕間の擦れが懸念事項であったが，第 5 章で述べる健常者対象
の評価実験では特に問題にならなかった．
抱きかかえの姿勢から椅子姿勢への変換にあたり，被験者が剛体であれば，図 5 に示すように，剛体回転する
ことで椅子に座る姿勢を作ることができる．しかし，人は剛体ではないために，姿勢の変化によって支えられる
部位の受ける力が変化し，被験者が意識して体に力を入れない限り，剛体のように形を保つことができない．被
験者の変形にあわせてロボットの動作を制御して追従することは理想であるが，現在のロボット技術では困難で
ある．そのために，移乗の姿勢と動作（両腕間の幅や相対高さ，受圧面の角度など）は個々の被験者の身体に合
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うように個別にフィールドチューニングを行う必要がある．ここで受圧面とは，前腕の回内で，被験者を直接支
える面を指す．フィールドチューニングとは，図 5 に示す剛体回転を基本動作とし，それに対する修正で動作を
作ることであり，詳細について第 5 章で述べる．
上記は床から抱き上げて車椅子におろす動作について述べたが，ベッドからの抱き上げは腰関節の曲がる角度
が小さくなるだけで，腕の動作は基本的に同じである．また，車椅子から抱き上げて床またはベッドにおろす動
作も基本的に同じで，逆の過程をたどることになる．
130 mm

400 mm (Depth of seating face)

180 mm

Fig. 4 Relative position between robot arms and wheelchair while putting down or lifting up a subject

180 mm
Forearm

Forearm

Forearm

Forearm

375 mm

（a） Posture when being lift up/put down from/to the floor

（b） Posture when being lift up/put down from/to a wheelchair

Fig. 5 Change of postures while holding a subject
Head

Head

Right shoulder

Left shoulder

R2

Left shoulder
L1

R1

R5
R6

L3
L4

R4

R7

(a) RIBA

w3

Waist

Right arm

Left arm

Waist

Right arm

R3

L2

w2

L5

Left arm

Right shoulder

L6

w1

L7

(b) RIBA-II

Fig. 6 Joint configurations of RIBA and RIBA-II excluding the cart
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3・2 機構
RIBA-II の機構設計は多様な姿勢を可能にした RIBA(15)(16)をベースに行った．比較のために，両者の関節配置を
図 6 に示す．RIBA は人間のような，なで肩になっているが，RIBA-II は床からの抱き上げを行うときにロボット
の頭部が被験者に圧迫感を与えないことと（図 2(c)を参照）
，車椅子への抱き下ろしを行うときに肩の振上げを大
きくする（図 2(g)を参照）ために，平らな肩とした．また，床からの抱き上げを実現するために，腰に前後屈曲
の関節を 1 個追加して図 2(b， c)に示すような前傾姿勢を可能にした．車椅子におろす，またはそこから抱き上
げるとき（図 4 を参照）
，前腕の姿勢を保ちながら車椅子に合わせて高さを調整する際も腰の 2 個の前後屈曲関節
を利用する．腕の関節は RIBA を流用したが，肘の屈曲関節（図 6 のθL5 とθR5）では，人を挟むことを回避す
るために，前腕と上腕間の角度が鋭角にならないように機械的制限を設けている．RIBA は両腕で抱えこむよう
な抱きかかえ方をするが，RIBA-II は，姿勢変換時の安全を考慮し，被験者を肘関節の上に乗せることを避け，
前腕で直接支える方式をとる（図 4 を参照）
．そのために，上腕リンクを短くし，前腕を長くして（日本人成人男
子の肩幅平均値まで）抱かれ心地の向上を図った．前腕長手方向中心軸まわりに回転する自由度（図 6 のθL6 と
θR6 関節）は受圧面を被験者の太ももと背中にフィットさせるために利用する．RIBA-II は，移乗動作の実現に
重みをおき，RIBA の首関節を省略した．図 6 は台車の関節を示していないが，台車には 4 個のオムニホイール
を採用しており，各車軸の回転角度をエンコーダで測定して制御で任意の方向に移動することができる(16)．部品
強度と転倒しない安定性に関しては，RIBA-II は 1200N の負荷に耐えられるように設計されている．このような
事項は機械設計の基本であるので，本稿ではその詳細を述べない．
RIBA-II は被験者の身体を両腕で直接支える．そのため，前腕の形状，柔らかさおよび姿勢が抱かれ心地に直
接関係する．図 5(b)に示す車椅子への抱き下ろし姿勢において，抱かれ心地の観点では，太ももを支える前腕受
圧面の幅は広いほうが望ましいが，車椅子へ乗せかえる動作を考慮すると，前腕の幅を制限しなければならない
（図 4 を参照）
．そこで，車椅子への安定した抱き下ろしを考えて，前腕の幅を日本人成人男女の平均大腿骨高
(19)
375mm の約半分である 180 mm とした．前腕設計はその幅のほか，抱かれる人に痛みを感じさせないことが重
要である．一般的に抱き上げる際には太ももより背中が痛くなりやすい．そのため，被験者の背中にフィットさ
せることを考え，前腕受圧面に湾曲を持たし，曲率半径を市販のオフィス椅子の背もたれを参考に 1000mm とし
た．幅 180mm と曲率半径 1000mm の妥当性については，ロボットの 2 本腕を模擬した簡単な実験装置に開発者
が乗って評価し，特に痛みを感じなかった．柔軟層は柔らかくて底つきしないものとして，厚さ 11 mm の発泡ウ
レタンを採用した．このような寸法と柔軟層を採用した RIBA-II の評価については第 5 章で述べる．
前腕の厚さ（受圧面法線方向の寸法，図 4 を参照）は柔軟層を含めて 130mm である．前腕が薄いほうが抱き
上げ時の挿入のしやすさや，車椅子との干渉回避等において有利であるが，薄くしても，太ももを支える前腕の
制限により被験者を車椅子の座面の奥深くまで座らせることが不可能である．130mm の厚さでも車椅子への移乗
においては支障がない（車椅子の背もたれと被験者の背中の間で邪魔にならない）
．よって，RIBA-II の設計では
薄形化は特に重要課題としなかった．今後の改良で薄形にしたい．
4．RIBA-II の操作と安全対策
4・1 操作
第 2 章で述べたように，RIBA-II は人の操作が必要とする機器である．操作は柔軟外装の表皮層に取り付けた
触覚センサを利用して触覚ガイダンス(17)で行う．触覚センサとして，ゴム製の面状柔軟センサを使用しており(18)，
ロボットの胸，上腕および前腕に取り付けている（図 1 を参照）
．操作者が予め決められたパターン（図 7）をも
とに手で触覚センサにタッチして操作を行う．
ロボットの操作はリモコンやジョイスティック等も考えられるが，
触覚による操作は操作者に対する拘束が少なく，操作者が安全を確認しながらきめ細かい動作誘導ができると考
えている(17)．触覚による操作は大きく分けて 3 モードあり，台車を動かすモード，姿勢を作るモード，さらに移
乗作業を行うモードである．
台車を動かすモードはロボットの上腕を利用して操作を行う．これは，操作者がロボットの横に立って操作す
るので，上腕は触れやすい位置にあるためである．上腕裏面（ロボットの背中側）を肘関節に向かってなでると，
台車が前に進み，逆方向になでると，台車が後ろに移動する（図 7(a)の矢印①）
．上腕裏面を周方向になでると，
なでられる方向に台車が横移動する（図 7(a)の矢印②）
．上腕裏面を押すと，操作者から見て台車が外回りに回転
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②
①

③
④

①
②

①
②
③
④

（a）Movement of cart in a straight line

（b）Turning of cart

（c）Movement of arms

Fig. 7 Concept of handling by touch

Fig. 8 Operation of arms and cart at the same time (the operator moves the cart with his right hand while handling the arms with
his left hand)

Fig. 9 Motion goes back when stroking supination of one of the forearms from wrist to cubital joint

する（図 7(b)矢印①）
．上腕内側を押すと（図 7(b)矢印②）
，台車が内回りに回転する．このように，片腕だけで
台車を任意の方向に動かすことができる．上腕の内側と裏面を利用する理由は，抱かれる人の手足が操作部位に
接触して引き起こす誤操作を回避するためである．上腕は動作とともに回転するので，正面から見て裏面が表に
なることがあるが，触覚センサは全周に取り付けられており，回転角度に合わせて操作部位を変化させる自動切
換えを行うことで，操作部位が常に裏に来るようにしている．
姿勢を作るモードでは（図 7(c)）
，矢印①と②は回転操作で，上腕と前腕を周方向になでると，それぞれがその
．また，上
長手方向の中心軸周りになでられた方向に回転する（上腕はθL4 とθR4 関節，前腕はθL6 とθR6 関節）
腕も前腕も押されると，押された方向に曲がる．ただし，このような操作は移乗作業モードでは使えない．移乗
作業モードでは，ロボットの腰関節と腕関節は予め被験者にチューニングした動作の再生を行うだけで，操作者
が現場判断で動作パターンを変えることができない．動作の呼び出しはロボットの背中に取り付けたタッチパネ
ルで行う．図 2(b)に示すように，前腕根元の触覚センサは再生ボタンになっており，操作者がそこに手を当てる
か，そこを握ることにより動作を再生する．抱き上げ移乗中に動作のパターンを変えることはできないが，握り

― 601 ―

© 2012 The Japan Society of Mechanical Engineers

介護支援ロボット RIBA-II の動作設計と評価実験

1906

の強さで動作のスピードを変えることは可能である．ただし，これまでの実験では，安全を重視し，人を抱いて
いる状態ではこの機能を使っていない．作業の効率性を考えて台車移動と抱き上げ動作を同時に操作できるよう
にしており，図 8 にそのイメージを示す．図 8 では，操作者が右手でロボットの上腕をなでて台車を前に進めな
がら，左手で前腕根元を握って移乗動作の再生を行っている．作業中に操作者が不安と感じるときの対応として
動作を止めるかまたは動作の逆再生ができる．ロボットは触覚で操作されている間のみ動作し，操作者の手が離
れるとストップするようになっている．
操作者が動作を逆に戻す必要があると判断した場合，
図 9 に示すように，
前腕の回外を肘関節に向かってなでると，なでている間は動作が逆に戻される．
上記の操作方法は一つの提案で，実用化に当たっては，ユーザの要望にあわせて触覚ガイダンスの操作パター
ンを定義することが可能である．
4・2 操作時の安全確認
機械・電気・制御において可能な限りの安全対策をとり，最終判断は操作者に委ね，不安を感じるときにロボ
ットを停止させることは基本である．RIBA-II の動作と機構は，抱き上げ移乗のどの段階で停止しても，操作者
が被験者をロボットから下ろせるように設計した．つまり，どの段階で止まっても抱かれる人が拘束されること
はない．RIBA-II の背中に非常停止ボタンを設けており，また，リモコン停止スイッチも備えている．
作業時の誤操作は完全に回避することが困難で，発生した場合の対応が安全上重要である．誤操作は操作者に
よる誤操作と，抱かれる人の身体が操作部位に接触して引き起こす誤操作が考えられる．操作者による誤操作に
関しては，本ロボットは操作部位から手が離れると自動的に止まるように設計されており，誤操作と気づいたと
きには手を離すことが最初の対応になる．行過ぎた動作に対して，図 9 に示す方法で戻すことができる．抱かれ
る人による誤操作の場合は非常停止ボタンを押して動作を止めることが最も確実な対応になる．ロボット内・外
部の電気および電磁波ノイズが触覚センサに影響し，操作されていないにもかかわらず，操作されているような
誤動作を起こすことも考えられる．これに対しては，シールド，センサ回路の耐ノイズ性向上，EMC 試験による
確認等を行い，安全確保を図ったが，作動時に原因不明の誤動作が発生した場合は直ちにロボットを停止させる
ことが基本である．
双腕による抱き上げは，臀部からのずれ落ちがよく指摘される．また，健常者はあまり苦にならないが，被介
護者にとって首の負担が大きいために，体が弱い人には頭部の支えが必要である（図 2 を参照）
．これに対して，
両腕間にベルトや板を導入し，頭部を支えるための板を取り付けるなどの対策は容易に思いつくが，どれも双腕
の利点である身体の下に入れやすいという特徴を犠牲にする．よって，RIBA-II は複雑な機構を導入せず，筋肉
が弱りすぎている人を対象にしないことにした．作業中に臀部のずれ落ちや頭部の垂下が発生するか或いは，そ
のような不安があるときは作業を中止する．
4・3 ロボット自身の安全対策
介護支援ロボットの安全に関して，現在，統一した基準がなく，どこまで安全にすればよいかは開発者を悩ま
すテーマになっている．多関節の産業用ロボットの場合，労働安全衛生規則により関節動力にリミットが設けら
れ，それを超えた場合に人の接近を防ぐ対策が義務付けられている．介護支援ロボットの場合，このような規則
を絶対視すると，研究の段階で大きな制限を受けることになる．本研究チームは，RIBA-II の開発にあたって，
可能な限り関節動力の最小化を図ったが，同規則に準拠していない．安全は非常に重要であり，関節動力に対す
る制限の束縛を受けない代わりに，如何に安全を確保するかをテーマとして今後も継続的に研究して行きたいと
考えている．
RIBA-II においては，被験者の落下，関節による挟み込み，ロボットの転倒，暴走（制御不能）等は重大な関
心事である．また，正常に抱き上げても，被験者の身体に損傷を与えるようなことはあってはならない．ハード
ウェアにおける安全対策では，まず急な動きで人に危険を及ぼすことを回避するために，各関節の回転角速度を
大減速比減速器の使用により制限している．また，ロボット全身を柔軟な素材（厚さ 8mm 以上の発泡ウレタン）
で覆い，人と接触するときの緩衝を図っている．柔軟外装は緩衝や皮膚負担軽減のほか，ロボット内部やバッテ
リに漏電があっても感電しないこと，水や他の液体が内部に侵入しないこと等の役割も併せ持っている．関節部
は大変形ができる柔軟な材料で覆うことにより，人の手や髪の毛，服等の巻き込みを防ぎ，さらに人の挟み込み
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を防ぐ目的で，関節角度が鋭角にならないように機械的制限を設けている．落下を防止する目的で，各負荷関節
にオフブレーキを導入しており，バッテリ切れや断線などによりモータへのパワー供給が止まったときには自動
的に効き，姿勢を保持する．転倒については，想定負荷に対して転倒しないことは機械設計の基本であり，ここ
では述べない．抱かれる人が急に動いたり，自ら降りようとしたりするときの動荷重は正確に見積もることが困
難であるために，想定静荷重の 1.5 倍でも転倒や強度不足が起こらないように設計した．
一方，ソフトウェアにおける安全対策では，基本的に各種センサの信号を監視し，正常な動作でありえない入
力値またはその時間変化があったら停止する．具体的には，まず被験者のほぼ全体重がロボットの 2 本の前腕で
支えられており，前腕受圧面に取り付けた触覚センサで圧力をリアルタイムに検出し，所定の値以上になると自
動的に作業中止することを設定できる．これは，被介護者の多くは皮膚が弱いことを考慮して，皮膚や皮下組織
に損傷を与える危険がある場合に自動的に作業中止する機能である．同時に，被験者の体重も検出でき，重量が
ロボットの負荷能力を超えた場合も自動的にアラームを出して停止する．移乗介助の作業中に荷重が所定の幅を
超えて変動する場合も何らかの異常を意味するので，停止する．モータの過電流や発熱はセンサでオンタイムに
監視し，所定の値を超えたらアラームを出して停止する．また，各関節の回転角度の範囲は予め決められており，
回転センサの値がその設定範囲からはみ出る場合や，動作時に目標関節角度と回転センサで測定した関節角度の
間の差が所定の値を超えた場合も信号異常のアラームを出して停止する．バッテリの残量も不足になると，自動
的にアラームを出し充電または交換を促す．
5．健常者対象の移乗実験
試作した RIBA-II の移乗介助機能を検証するために，7 人の被験者（全員健常者）を対象に床から抱き上げて
肘掛のある車椅子へおろす動作の実験を行った．この評価実験は独立行政法人理化学研究所の倫理委員会の審議
を受けて許可を得たものである．被験者のデータは下記の通りである．
性別： 男性 5 人，女性 2 人
体重： 43 kg ～ 74 kg
身長： 153 cm ～ 177 cm
年齢： 27 ～ 48 歳
抱き上げ移乗実験では，各被験者に対し，体の力を抜いてもらい，身体をロボットに預ける状態で動作チュー
ニングを行った．動作は各関節の回転角に支配されるので，チューニングは各関節の回転角の範囲と時間曲線を
調整することである．図 10 にその概念図を示す．図中，実線は基本動作に対する，ある関節の回転角の時間曲線
を意味し，破線は調整範囲を意味する．チューニングは，被験者に乗ってもらい，その意見を聞きながら全ての
関節に対して，それぞれの決められた可調整範囲内でもっとも抱かれ心地のよい動作を探すことである．関節の
最大回転速度と最大回転加速度は安全・安心を考慮して規制をかけており，一定値以上にならないようにしてい
る．参考に，身長 156cm の女性にチューニングした動作を図 12(a)と(b)に示す．図 12(a)は台車に固定されている
座標系 O-XYZ で見た両前腕受圧面中心の位置（A と B，図 11 を参照）変化で，Ax, Ay, Az および Bx, By, Bz は
それぞれ点 A と B の O-XYZ における座標位置を表す．図 12(b)は前腕受圧面中心の接平面と O-XYZ 座標系の
XY 平面（水平面）の間になす角度（θA とθB）である．角度は受圧面中心の法線が X 軸に対して右手法則で決
まる方向への回転を正としている．図 12 に示す腕の位置と姿勢の変化は図 2 に示す一連動作と対応しており，時
刻 T1 の状態は図 2(a)，T2 と T3 は図 2(e)（T2～T3 の時間帯はロボットが人を抱きかかえたまま車椅子の近くまで
移動）
，T4 は図 2(g)にそれぞれ対応している．時刻 T5 には姿勢が再び図 2(a)に示す状態に戻っている．作業開始
してから車椅子に下ろすまでの所要時間は約 100s である．これは安全を考慮して遅くしたためで，ロボットをも
っと速く動かすことが可能である．
車椅子に下ろす前に，太ももを支える腕の受圧面が水平（角度が 0）になることは理想であるが（図 5(b)参照），
程度の違いがあるものの，この姿勢では被験者の臀部が図 13 に示すように下に沈む傾向が見られる．この場合，
臀部が沈んでも受圧面を水平に保つと，前腕のエッジが被験者の太ももにかかることになり，痛くなったり，抱
かれ心地が悪くなったりする．そのために，被験者にとって抱かれ心地の良い角度は 0 度（水平）ではなく，や
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Base trajectory

Trajectory for a tall person

Trajectory for a short person
Time
Fig. 10 Concept of motion tuning
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Fig. 11 Coordinate system fixed to the cart

や内側に傾けることになる．前記身長 156cm の女性の場合，この角度は約-25 度である．
結果を図 15 に示す．
動作チューニングしたあとに図 14 に示すアンケートシートを用いて官能評価を行った(20)．
総合評価として，
「よい」は 1 名，
「ややよい」は 2 名，
「どちらでもない」は 4 名の結果となり，総じてよい評価
を得たと認識している．図 13 に示す臀部の沈みは背中とロボット腕間の相対滑りを伴う．この相対滑りが被験者
に不快感を与えるかどうかは関心事であったが，アンケートの結果を見る限り，特に問題になっていない．その
理由は，車椅子に下ろすときにほぼ全荷重が太ももを支える腕にかかり，被験者の背中とロボット腕の間の力が
小さく，背中で相対滑りがあってもあまり擦れた感覚にならないためと考えている．支えられる部位の痛みも関
心事であったが，これも特に問題がないことが分かった．このことは，ロボット前腕の幅や形状，柔軟層の柔ら
かさが適切であることを意味する．窮屈と不安感の訴えが多いことに対して，実験後にその原因を聞いた．窮屈
と感じる主な原因は車椅子におろされる直前に，
図 13 に示す臀部の沈みとロボット腕の動作が剛であることが判
明した．臀部の沈みが発生すると，被験者は条件反射的に体を動かそうとするが，ロボットの関節が剛であるた
めに身動きがとれず，挟まれる感じがする．RIBA-II の動作は位置制御で実現しており，人間の動作のようなし
なやかさがなく，剛である．この課題を解決するために，インピーダンス制御が有効と考えられ，今後の改良で
取り入れる予定である(21)．一方，不安感の主な原因は車椅子に下ろされるときに車椅子が見えず，どこに下ろさ
れるかが分からないとの指摘があった．確認は難しいが，機械に抱かれることに対する不慣れや心配も原因では
ないかと考えている．
図 12 に示す動作の時間変化では，車椅子の位置を調整する時間が約 5 秒含まれている．これは操作者がロボッ
トを操作して移動し，被験者が車椅子の真上に来たあとにロボットを止めて車椅子の位置を調整してロボットに
合わせるためである．この間，操作者が被験者の頭部近くに立っておらず，また，車椅子の位置調整に専念する
ために被験者の状態を見ることができない．被介護者を移乗する場合，このようなアプローチが安全面で問題が
あるかどうかについて今後調べる必要がある．一方，車椅子を固定したままロボットを動かして車椅子に合わせ
ることも原理上可能であるが，いまの動作速度では相対的に時間がかかる．
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Fig. 12 Trajectories of the robot arms when transferring a subject from the floor to a wheelchair
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Fig. 13 Conceptual diagram of the posture when being put down/lift up to/from a wheelchair
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氏名

性別

身長

体重

実施日

■ 抱かれ心地に当てはまると思うものに○を付けてください
沈みこむ感じ
コツンと当たる感じ
硬い感じ
擦れる感じ
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不安な感じ
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Fig. 14 Questionnaire for sensory test
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3人

硬い

擦れる
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1人
1人

1人
2人

窮屈

5人

不安
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Fig. 15 Results of the sensory test

6．お わ り に
少子高齢化社会における介護者不足の問題を科学技術で解決するための試みとして移乗介助を行うロボット
RIBA を研究開発しており，本稿は，2011 年 8 月に一般公開した RIBA-II の機能，動作設計，操作方法，安全対
策，そして健常者を対象にした官能評価の結果についてまとめたものである．RIBA-II は自律型のロボットでは
なく，介護者が操作する機器として開発されたもので，体重 80kg までの健常者を，床，ベッド，肘掛のある車椅
子の 3 者の間で移乗介助できるようになった．RIBA-II は人とのやさしい接触のために全身柔軟外装を採用し，
人と接触する部位の表皮にゴム製の柔軟触覚センサを搭載している．介護者が表皮の触覚センサに触れ，触覚ガ
イダンスで操作を行う．本稿は健常者を対象にした実験により，従来 2 人の介護者が行う移乗作業を，一人の介
護者が安全を確認しながらロボットを操作して行うことの実現可能性を示した．RIBA-II は，任意動作ではなく，
抱かれる人の身体特徴に合わせた動作を再生することにより，作業時間の短縮と誤操作や誤動作の回避を図って
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いる．
これまで研究開発者が操作して健常者を対象に実験を行い機能と安全を確認してきたが，被介護者に適用する
にはさらなる改良が必要と認識している．技術課題としてまずパッシブ的・アクティブ的インピーダンス制御を
導入して動作のしなやかさの実現と窮屈感の解消を図りたい．また，これまでの実験で使用した移乗介助動作は
被験者一人一人に個別にチューニングしたものである．被介護者を対象にした場合，このような動作チューニン
グは必ずしも現実的とは言えない．今後，施設や病院に入居している被介護者を対象に実験を行い，データを積
み重ね，それを分類整理してパターン化することにより対応したいと考えている．
文
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