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概 要

人は多くのメディアを通じて外界とのインタラク

ションを行っており、力覚はその中でも一定の重要

な役割を果たす。本稿では、医用人工現実感、遠隔

医療における力覚メディアの役割と実用化に向けた

取り組みについて概観する。医用人工現実感分野で

は現実に近い力覚を実時間で提示できる技術が確立

され、知識を伝達するメディアとして利用可能なレ

ベルに達している。遠隔医療では遠隔地状況知覚を

破綻させない、即応性や同期を保つ情報加工手法が

検討されている。力を制すれば、情報技術の医療応

用の幅は飛躍的に広がると予想される。

� はじめに

医療は ���導入のもっとも遅れている分野だと言

われて久しいが、近年の強い政策的誘導などを受け、

病院情報システムの導入が徐々に進めら得ている。病

院情報システムは、病院等の診療機関内 �一地点�で

診療プロセス内 �実時間�に消費される情報の伝送・

記録を行うものであり、病院情報システムの導入に

よって、医療に伴って発生する情報を電子的に取り

扱う素地が漸く整いつつある。病院情報システムの

導入に続いて、本小特集でも取り上げられていると

おり、在宅医療などの多地点を結ぶ遠隔医療や、医

用人工現実感などの医療情報の教育・研究への後利

用が広がることが期待されている。

�奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
�大阪大学大学院 基礎工学研究科

一方、現行の病院情報システムは、診療録電子保

存の三要件 ���の見読性要件「情報の内容を必要に

応じて直ちに書面に表示できること」に従い、文字・

画像メディアの情報を伝送・保存することを主目的

としている。しかし、空間・時間的同時性が担保さ

れない状況下で情報共有を実現するためには、上記

書面上に表示できるメディアに加え、映像・音声な

ど多種多様なメディアの情報を共有できるようにす

ることが必須である。通常の ���アプリケーション

は、比較的電子化が容易である視覚・聴覚に訴える

メディアの範囲で実現可能であるが、医療分野にお

いては、電子化・表現が未だ困難である嗅覚・触力覚

に訴えるメディアを取り扱うことが必須である。本

稿ではこのうち、提示デバイスが確立されつつあり、

様々な取り組みが行われている力覚を取り上げて概

観する。

� 医用人工現実感における力覚メ
ディア

日々の診療から内視鏡下の手術手技まで多岐に渡

る医療手技において、力覚は視覚についで重要な役

割を担うと言われる。例えば、手術において適切に

術具を操作するために補助的に利用される場合、触

診のように診断に直接用いられる場合など様々な形

で参照されている。しかし、力覚情報は視覚・聴覚情

報と異なり、対象に接触することによってしか得ら

れない。この特性が手技の習熟を困難なものとして

いる。例えば、臨床教育においては従来から熟練医

からの口頭説明や動物実験による訓練が実施されて
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いるが、各症例ごとの硬さに関する知識や手術時の

感覚を体系的に得ることはできず、日常の診療、手

術を通して学んでいかざるを得なかった。

このような背景の下、人工現実感（	
���� �����


��、	�）の技術を応用した体感型の手術シミュレー

タの開発が進められている ���。これまで製品化され

ているものとして腹腔鏡下の手術手技やカテーテル

挿入操作を対象とした����
�や �����
�（������

�
�� ���
��� ��� ）などがある。研究開発例としては

欧米で非常に多く、縫合 �!�、掘削 �"�をはじめ多く

の医療手技を力覚を伴って試行できるシステムが提

案されている。国内においても幾つかの手術シミュ

レータ �#��$�が開発されている。これら現状のシミュ

レータでは上で述べた術具操作の際の補助的な情報

として力覚提示がなされているケースが多いが、力

覚が意思決定の際のより中心的な情報として用いら

れる触診や穿刺などの手技では、さらに高精度な力

覚提示が求められる。

より現実に近い力を提示し、効果的な訓練環境を

提供するためには、手技・操作に対応した力覚提示

デバイスの開発に加え、操作対象となる人体組織・

臓器の力学特性、術具との相互作用をシミュレート

するモデルが必要不可欠である。特に、力覚提示に

は数百 %&を超えるリフレッシュレートが必要とさ

れるため、限られた時間内に妥当な解を導くモデル、

アルゴリズムが求められる。遠藤らは触覚情報の分

布であるハプティックテクスチャを提案し、計算コ

ストを抑えつつ硬組織に触れた際の力覚を提示可能

な腰椎穿刺シミュレータを開発している �'�。

筆者らは脈動を再現する有限要素モデル �(�、臓器

の相互作用や摩擦を考慮したハプティックレンダリ

ング �)�などを提案し、大動脈触診や前立腺がん触診

を対象とした	�シミュレータを開発してきた。さ

らに、いわゆる「触れる臓器モデル」を、医学知識

や医療技術を保存し、他者への伝達を可能とする媒

体と考え、医療現場、臨床教育における力覚メディ

アに関する研究を進めている。試作した大動脈触診

シミュレータ（図 �）を用いて、開発モデルが生体

弾性に関する知識を伝達する力覚メディアとして成

図 �* 臓器モデルとの力覚インタラクションを介し

た生体弾性に関する知識の伝達：力覚提示デバイス

+%,-���（����,.��� ��������/
�� ��� ）を通し

て、熟練医によって設定された大動脈弓モデルの硬

さを体感している様子。操作点は指先の位置を表し

ている。

立するかを検証した。検証の結果、熟練医が手術経

験を通して得た大動脈の正常・硬化時の硬さに関す

る知識をモデルパラメータとして抽出できること、

その知識を反映したモデルを用いて触診経験のない

学生が学ぶべき正常及び硬化時の硬さを認識し、ま

た反復練習によって習熟できることが分かっている

��0�。

特に近年では、触れる 	�モデルに対するインタ

ラクションの自由度やモデルの表現力の向上に関す

る研究がさかんであり、切開時の $自由度反力提示

方法 ����、多指ハプティックインターフェースを用い

た把持力提示 ����、穿刺針の曲がりを反映して変形・

反力提示が可能な有限要素モデル ��!�などの報告例

がある。筆者らも ��.��1����（������
�� ���
���

��� ）を用いた五指による圧排手技シミュレータ ��"�

（図 �） や、ボリューム変形、切開や剥離操作時の

弾性体の振る舞いを高速にシミュレート可能な有限

要素モデル ��#���$�（図 !）などを開発し、その検証

と改良を重ねている。また、開発した基本クラス及

び関数群を手術シミュレーション用�22ライブラリ

��'�としてまとめ、インターネットを通して公開し

ている。
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図 �* 五指による臓器モデルとのインタラクション：グ

ローブ型力覚提示デバイス��.��1����（������
��

��� ） を用いて圧排手技を試行している様子。複数

指での臓器操作と反力の体感が可能。

ところで、上で述べてきたように、これまでの手

術シミュレータ、	�モデルの研究開発では、リアリ

ティの向上に主眼が置かれていた。没入できる環境

が必要である一方で、教育・訓練という観点におい

て、	�技術の目指す所は実世界を模倣することだ

けではない。すなわち、シミュレータを通して、何

を学ぶべきか、どうすれば上達するのか、どの感覚

が重要で、どう行動すべきかなどの医療手技の本質

を提示することによって、熟練医が培った手技を体

系的に習熟でき、実際の手術を経験するよりも効率

が良いシミュレータ教育が実現できる可能性がある。

特に力覚は操作者の触り方によって異なるため、

熟練医が操作中に無意識のうちに活用している感覚

は、操作対象を含めた手術環境の模倣だけでは再現

することはできない。もし診断や治療の際の意思決

定を左右する力覚そのものを追体験することができ

れば、訓練者さらには医療従事者全体にとって医療

手技に対する理解が深まり、習熟効果が高まるもの

と考えられる。医療用途以外では、これまでに筆記

における力覚の追体験を目指した研究 ��(�などが報

告されている。筆者らは人体・臓器などの弾性体に

対する操作時の力を追体験できる力覚メディア、	�

環境に関する研究開発を進め、さらに臓器モデルに

対する手技の記録と保存、再生を可能とする医学教

育用の新しいメディアの構築を進めている。現在、

開発システムによって触診における力のかけ方を追

図 !* ボリューム変形と切開・開創シミュレーショ

ン：（上）バーチャル術具で肝臓を把持し、変形させ

ている様子。それぞれ操作範囲と変形時の応力を可

視化している。（下）正中切開時の開創の流れと術野

のシミュレーション。大動脈と心筋の一部が確認で

きる。

体験できることが分かっており ��)�、従来の教育方

法では実現が難しかった力覚教示、さらには医療手

技教育の体系化に繋がることを期待している。

� 遠隔医療における力覚メディア

遠隔地から医療行為を行う遠隔医療においては、

力覚を正しく伝えることが必須であるという議論は

以前より繰り返し行われてきた。力覚という言葉か

らは、直接力覚を体験することが必要な打診・触診が

容易に想像されるが、遠隔医療で力覚が必要となる

場面はこれだけにとどまらない。聴診器からメスま

で様々なものを人体に当てる作業を行う際に、我々

は無意識のうちに「衝突した」感覚や、「押してい

る」感覚に頼って制御を行っている。これらの「操

作」を伴う作業においては、力覚の計測・提示は重

要な役割を果たしている。

医療に限らず、ロボティクスの分野では、遠隔地に
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あるロボットハンドなどを操作するマスタ3スレー

ブ型ロボットにおける力覚フィードバックは主要な

研究課題として取り組まれてきた。力覚フィードバッ

クを返すマスタ3スレーブ型ロボットの制御系は、バ

イラテラルサーボ系 ��0�と呼ばれ、

対称型 マスタとスレーブの位置が一致するように

制御

力逆送形 スレーブで得られた反力をマスタに直接

返す

力帰還型 マスタとスレーブに加わっている力の差を

マスタに返す

並列型 力の差を位置制御指令に置き換えてマスタ・

スレーブそれぞれに与えて独立に位置を制御

の大きく四つの制御方式が提案されており、このうち

力帰還型のバイラテラルサーボ系が広く用いられて

いる ����。しかし、これらの制御には基本的にフィー

ドバック制御を内在しているため、通信遅れによっ

て制御が不安定化しがちであるという問題がある。

手術ロボットについては、��	
��
や 456�など

が �))(年頃から各国で導入されはじめ、�00�年に

はフランス・ストラスブルグとアメリカ・ニューヨー

クをネットワークで結んで行われた、通称「リンド

バーグの手術」が実施されるにいたっている ����。し

かし、これらの商用ロボットでは力覚フィードバック

が実現されていないことが指摘されており、力帰還

を行う遠隔医療用ロボットに関する研究が行われて

いる ��!7 �"7 �#�。図 "に力帰還型マスタ3スレーブ

マニピュレータを用いた遠隔手術実験の様子を示す。

筆者らも、筆者らが進めている-
��けいはんな

オープンラボ技能伝達ネットワークロボット89の

活動の中で、遠隔で力覚フィードバックが可能なマ

スタ3マニピュレータロボットを試作した �図 #�。実

験の結果、伝送遅れによって、マスタ・マニピュレー

タに与えられた押し込み動作によって得られる反力

をマスタ・マニピュレータに反映するまでの時間が

長くなることで、対称物体の堅さが実際よりも柔ら

図 "* 力帰還を伴うマスタスレーブ型マニピュレータ

を用いた遠隔模擬手術*操作者は手元の白い台の上に

あるマニピュレータを持って、机上ディスプレイに

提示された遠隔地の術野内の操作を行っている。な

お、後方三画面にはロボット全体の様子など遠隔地

状況認識に必要な映像を提示されている。

かく感じられてしまうことが明らかになっている。

したがって、手術ロボットの操作において、動きの

ある人体を対称物体として、これにふれた感覚を手

術に影響のない形で提示するのことは、大変困難で

あることが容易に予想できる。

図 #* 試作バイラテラルマスタ3スレーブマニピュ

レータ：離れた場所に置かれている物体を押し込み、

硬さを体感している様子。スレーブ側で計測された

力はマスター側に伝送され、操作者に反力として提

示される。

ところで、手術ロボットの本来の役割は、マニピュ

レータ的な動きをすることにあるのではなく、人手

や従来の鉗子では非常に困難な作業を代行すること

にあるとの指摘も多い。例えば ��	
��
は、手首部分

の自由度を高くすることで、従来の鏡視下手術用鉗
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子では困難な、手首を術野に差し込んだかのような

操作を可能にした点で評価されており、�:;:<:�

は骨髄部を不必要に破壊することなく、�,<であら

かじめ設計したとおりに骨を削る機能を提供するこ

とで、人手で行うより短時間で正確な人工関節置換

術を実現した点で評価されている。したがって、手

術用マスタ3スレーブマニピュレータで提供すべき

情報は、必ずしもスレーブ側で取得された、「ありの

まま」の情報であるとは限らない。時間遅れによっ

てありのままの情報提供が困難なのであれば、某か

の予測によって、衝突や力覚を算出して力情報を提

供する方が現実の利用には適していると考えられる

��$7 �'�。

さらに積極的なアプローチとして、危険部位への

接近を防止するような「ナビゲーション」機能を、マ

スタ3スレーブマニピュレータに与えることも考え

られる。ナビゲーションを与えるためのメディアと

しては、音声・映像などが考えらるが、既に視覚、聴

覚はロボット操作に必要な情報として利用されてい

ることから、他の情報チャンネルを利用する方が好

ましいと考えられる。接近することが好ましくない

対称から斥力が、目標地点から引力が働くものとし

て力場を算出し、これを用いて移動ロボットを制御

する研究が行われている ��(�が、筆者らは同様の考

え方をマスタ3スレーブマニピュレータを用いたロ

ボット手術に適用することを提案し、仮想手術訓練

環境に適用して、一定の効果が認められることを明

らかにしている �図 $���)�。

図 $* 力覚を用いた手術ナビゲーション*赤で示され

た神経に近づけようとすると、矢印で示すような斥

力が発生する

危険部位を明示的に定義できる状況が存在するの

であれば、遅延のある環境下で情報を人に提示して

安全確保を図るよりも、ロボット自身で自律制御を

行い、安全確保を行う方が望ましい。手術のように、

臓器などを「切り開く」環境では、危険部位の定義

は非常に困難を極めることが予想されるが、遠隔診

療の場面においては有効に働くことが予想される。

例えば、聴診器の体への押し当て時に胸郭の呼吸変

動を計測してこれに併せて、聴診器を体表に押し当

てておくことを自律的に患者側のロボットに行わせ

ることはそれほど難しくない。これに外部からさら

に指示を加えることで、聴診位置を移動させること

ができれば、効果的な遠隔聴診環境を構築すること

が可能になると考えられる。加えて、聴診において

は呼吸変動を無意識のうちに聴診器を当てている手

で知覚している可能性が高いことが指摘されており、

力覚フィードバックを映像に置き換え、聴診音と胸

郭映像の同期をずらすことで聴診そのものに影響が

出ることが筆者らの実験 �!0�で確認されている。し

たがって、スレーブ側で計測された胸郭に押し当て

られたマニピュレータの動き情報を遠隔地に聴診音

と同期して送付することができれば、対面状況と限

りなく近い状況下で遠隔聴診を実現することが可能

になると考えられる。筆者らは、-
��けいはんな

オープンラボの中で、自律的に押しつけ力を制御し

ながら、計測された押し戻し力をマスタ・マニピュ

レータに伝送する、自律型マスタ3スレーブマニピュ

レータシステムの開発を行っている。このように力

覚を「作り出す」仕掛けを作り出し、必要な他の情

報と同期させて作られた情報を提供することができ

れば、遠隔地でも違和感なく診療を継続することが

可能になると考えられる。

� おわりに

本稿では、医用人工現実感、遠隔医療などの分野に

おいて、力覚メディアを取り扱う研究の動向につい

て、筆者らの研究を交えながら概観した。通常の診療

環境下においては、医師は五感を最大限に働かせて患
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者から情報を得て診療行為を遂行しているが、必ずし

も五感を働かせていることが明確に意識されているわ

けではない。一方、医用人工現実感、遠隔医療では、

医師と患者の間を情報機器が媒介する =�������

���
���� %����%����>� ��������
��?環境下に

おかれることによって、無意識に取り扱われていた

これらの感覚を、意識して取り扱うことが強制され

る。力覚は、ユーザの操作に伴って検知されること

が多いことから、視覚・聴覚などの一方的に与えら

れるメディアと異なり、入力から提示までの時間遅

れが、提示情報の品質に大きな影響を及ぼす。した

がって、できるだけ計測された情報、あるいは、実

際の物理現象に近い計算を行いながらも、時間遅れ

を隠蔽するような情報の加工が必要となる。この加

工が十分でなければ、無意識下で力覚情報が効果的

に利用されていたことがたちまち顕わになり、知覚

される世界が破綻を来してしまうこととなる。人工

現実感分野での研究はこの数年で非常に大きな進化

を遂げたが、実利用に至るためには、人の知覚に併

せていかにうまく情報を「料理」するべきかの検討

が必要であると考えら得る。まさに力を制する者が

医療 �情報処理�を制する者であるといえよう。
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