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い，あるいは自立した生活が送れていない期間が，男

はじめに

女とも約10年あるということになる．しかも2006年か

日本人の平均寿命（2012年）は男性79.44歳，女性

ら健康寿命は短縮している．これらの約10年が要介護

85.90歳であり，女性は世界で香港に次いで２位，男性

あるいは要支援状態であると言える．平成12年に要介

は８位となった．東日本大震災などの影響を受けたと

護（要支援）認定を受けたのは256万人であったが経年

いわれ，世界的な順位は下がったとはいえ，非常に長

的に増加し，2008年には467万人，2012年には530万人

寿の国であることは間違いない．
1947年の平均寿命は，

となった．平成22年度の要介護あるいは要支援の原因

男性50.1歳，女性54.0歳であったことを考えると，急

では，もっとも多い疾患は脳卒中（21.5%）であり，

速に高齢化が進行していることがわかる．
2008年には，

次いで認知症（15.3%），高齢による衰弱（13.7%），

人口の22%が65歳以上であり，５人に１人は高齢者で

関節疾患（10.9%），骨折・転倒（10.2%）であった．

ある．2000年に WHO（世界保健機関）が提唱した健

日本における身体障害者手帳を持つ障害者数（平成18

康寿命（healthy life expectancy）は，日常生活におい

年）は744万人であり，65歳を超えると急速に増加す

て心身ともに自立した期間のことであり，平均寿命と

る．このように何らかの介護や支援を必要としている

は異なった意味で重要である．2012年の日本人の健康

人々が非常に多くおられるということがよくわかる．

寿命は，男性70.4歳，女性73.6歳（2006年では男性71.9

リハビリテーション医学では，要介護・要支援状態の

歳，女性77.2歳）であり，単純に考えると，健康でな

高齢者に対しての介護・支援，またそのようにならな
いための予防，障害者の方々への障害改善，義肢装具
の処方，自立した生活の獲得などを担当している．リ
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ハビリテーション医療の一端として人工筋肉を用いた
支援を行っているので紹介する．
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日本リハビリテーション医学会，日本整形外科学会，両学会の専門医であり，主として運動器リハビリテーションの中心的
役割を担っています．現在はロコモティブシンドロームの診療ガイドを編集委員長としてまとめ，高齢化社会における健康
寿命延伸に努めています．膝痛に関して，NHK の「名医にＱ」に出演させていただき，運動療法の大切さを強調しました．
また，スポーツ医学につきまして，天満屋女子陸上部の主治医の一人であり，岡山県サッカー協会スポーツ医学委員長とし
てファジアーノ岡山や湯郷ベルを診させていただいています．このたびは，現在取り組んでおります人工筋肉とリハビリテー
ション医学ということで総説を書かせていただきました．工学部の則次教授といっしょに研究しているテーマで，実用化し
て障害を持つ方々の役にたてればと思っています．
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エータを人工筋肉と呼ぶ4)．人工筋肉には，高分子を

リハビリテーションとは

使った人工筋肉 ，電気・磁気を使った人工筋肉，およ

「リハビリテーション」という言葉は，
「全人的復

び空気圧を使った人工筋肉などがある．高分子を使っ

権」と訳される場合もあるが，昔の英国の日常用語と

た人工筋肉としては，イオンの移動で収縮・伸長する

しては「戒律を犯して教派の服装を着ることを禁じら

イオン導電性高分子ゲル（ICPF），電気的な酸化還元

れていた人が，以前と同じ服装を着ることを許される

のよる高分子の化学構造変化で駆動力を生み出す導電

こと」を意味した．リハビリテーションの定義では，

性高分子などがあり，電気・磁気を使った人工筋肉と

1988年 DeLisa は「個人に，彼らの機能障害，環境の

しては，通常はナイロン糸のように柔らかだが，電気

制約に対応して，身体，精神，社会，職業，趣味，教

を通すと硬化する金属（バイオメタル）を用いる人工

育の諸側面の潜在能力を十分発展させること」と述べ

筋肉などがある．空気圧を使った人工筋肉として，

た．つまり，リハビリテーションの意味するところは，

McKibben（マッキベン）型人工筋肉がある．1961年，

患者が日常生活動作（ADL）を自立して行い，かつ手

Joseph Mckibben によって開発されたもので，ゴムチ

段的日常生活動作（IADL）も快適に遂行でき，介護

ューブの周りをナイロン繊維で覆った形状で，圧縮空

量を軽減し，ひいては生活の質（QOL）を高めること

気を内部に加えることで収縮伸長する（図１）．1980年

にある．四肢の切断や片麻痺など，障害が残ったとし

代中頃には，国内メーカーにより「ラパチュエータ」

ても，何とか自立した生活を送れるように種々の手段

として販売されたが，現在は製造・販売されていない．

を用いて行うことがリハビリテーション医学である．

イギリス，ドイツのメーカーなどから同種のゴム人工

リハビリテーション医学では，いろいろな機器を用い

筋肉を入手できるが仕様が限定され，かなり高価であ

て患者の自立した生活を取り戻すべく治療する．例え

る．岡山大学大学院自然科学研究科の則次教授の研究

ば，切断された下肢には義足を用いて歩行できるよう

室では，市販のゴムチューブと繊維コードを用いて容

に訓練する．両下肢麻痺で移動できない人には車椅子

易にかつ安価でマッキベン型ゴム人工筋肉を制作で

による ADL を考え，訓練する．脳卒中で片麻痺にな

き，空 気 圧 ゴ ム 人 工 筋 肉 を 用 い た 研 究 を 行 っ て い

った患者さんには下腿が尖足にならないように装具を
付ける．声が出なくなった患者さんには，コミュニケ

Piping

ーションエイドを考える．座位がとれない子供さんに
は，座位保持装置を処方する．このように装具や車椅

Rubber tube

Band

子，義足などを用いて訓練し，少しでも自分でできる

Wove sleeve

Pressurized

ことを増やし，自立した生活にもっていくことがリハ
ビリテーションの役目である．
寝たきりという状態は，

Contraction

リハビリテーションの立場でいえば，敗北であり何と

Expansion

か寝たきりにならないように工夫する．また，介護を
必要とする場合にも，
介護量が減少するように考えて，

Pneumatic rubber artificial muscle

訓練する．
アクチュエータと人工筋肉
アクチュエータとは，モーターなど「動き」を作り

(a) 0[kPa]

出す装置の総称である．機械を動かす原動力であった
り様々なものを操ったりする手段として社会のいたる
ところで使われている．高齢者や身体障害者の自立支

(b) 500[kPa]
Photo of pneumatic rubber artificial muscle

援や介護支援のため，人間親和型ロボットへの関心が
高まり，駆動するための，人間に優しくて安全なアク

図１ 人工筋肉の基本的な構造
ゴムチューブの周りをナイロン繊維で覆った形状で，圧縮空気
を内部に加えることで収縮伸長する．

チュエータの開発が要求されている1ﾝ3)．回転型のモー
ターなどとは区別して，主として伸縮で使うアクチュ
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る1ﾝ3,5)．岡山大学病院総合リハビリテーション部と共

合，収縮率25%であり，600kPa に加圧した時に340N

同して，患者さんに人工筋肉を用いた支援システムに

の力を発揮することができる．伸長型直動ゴム人工筋

ついて研究している6)．ゴムを素材とした空気圧で駆

肉では，外径8.4㎜，内径6.0㎜，自然長40.0㎜の場合，

動される空気圧ゴム人工筋肉は，代表的な空気圧ソフ

500kPa 加圧から０kPa に減圧時の収縮力35N の力を

トアクチュエータである．ソフトアクチュエータは，

発揮できる（図３）．収縮型直動の方が約10倍の力が出

すべての運動方向における慣性，粘性および剛性が小

せる．彎曲して力を発揮する人工筋肉も考案されてい

さいアクチュエータであり，動作だけでなく本体も柔

る．収縮型彎曲ゴム人工筋肉では，空気を注入して加

軟で，受動的柔軟性を備えており，人間親和型のアク

圧する場合に，片側にアクリル板を貼り収縮率を変化

チュエータとして期待されている．

させ，収縮力を生み出すものである（図４）．収縮型彎
曲ゴム人工筋肉では，外径11.6㎜，内径8.0㎜，自然長

人工筋肉を用いたリハビリテーション機器の開発

300.0㎜の場合，500kPa 加圧時に彎曲角度126度，最大

現在すでに用いられている，動力を用いたリハビリ
テーション機器としては，障害者が直接用いるものと

導管

ゴムチューブ

して電動義手や電動車椅子，介護者が用いるものとし
て患者運搬用の吊下げ装置など，また訓練用の機器と

バンド

して continuous passive motion（CPM）などがある．

繊維スリーブ

加圧

これらの機器はいずれも市販され，すでに利用されて
いるものであるが，障害者が直接身につけて自分の一
部として用いるのは電動義手だけである．
電動義手は，

収縮

前腕部で切断され手指がない障害者のためのもので，

膨張

前腕の筋放電を感知しモーターによって手指の把持動

図２

作を行うものである．手指の把持動作以上の機能は難

収縮型直動ゴム人工筋肉

しく，能動義手本体の価格は200万円ほどである．ま
た，筑波大学の HAL のように，対象者の筋放電を利

ﬁber bellows

rubber tube

用したスーツも開発されてきた．HAL は，たいへん優
れた機器であり期待度も高い．ただ，全く自動性がな
く筋放電がない場合や非常に筋放電が弱い場合は
HAL を用いることは困難であり，その上たいへん高価

drive part

である．岡山大学では，装着して障害者自身が操作し，
全く筋肉自体が動かない場合でも利用でき，かつ安価

図３

なものを目指して研究している．則次教授の開発され
たマッキンベン型人工筋肉を用いたシステムでは，目

伸長型直動ゴム人工筋肉

繊維スリーブ

指すところを実現できる可能性が十分ある6)．

ゴムチューブ

人工筋肉の構造および種類
人工筋肉の基本的な構造は，ゴムチューブの周りを

バンド

ナイロン繊維で覆った形状で，圧縮空気を内部に加え

アクリル板

加圧

ることで収縮伸長する3ﾝ5)（図１）
．人工筋肉には，収

膨張

縮型直動ゴム人工筋肉，伸長型直動ゴム人工筋肉，収

収縮

縮型彎曲ゴム人工筋肉，伸長型彎曲ゴム人工筋肉があ
る．収縮型直動ゴム人工筋肉では，ゴムチューブに空

弯曲

気を注入することで，収縮力を発揮する仕組みである
（図２）
．外径11.6㎜，内径8.0㎜，自然長793.0㎜の場

図４
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収縮型彎曲ゴム人工筋肉

発生力は78N である．伸長型彎曲ゴム人工筋肉で（図

８）．障害者自身でスイッチを押し，自分のタイミング

５）は，外径13.0㎜，内径6.0㎜，自然長80.0㎜の場

で立ち上がる訓練も可能である．体重移動やタイミン

合，250kPa 加圧時に先端には20N の力を発揮すること

グなどは，訓練することでうまく立ち上がれるように

ができる

なる．安全面を考えて，装具の足底部に３種類のセン

．

3ﾝ5)

サーを付け，十分体重がかかった上でないと人工筋肉

人工筋肉を用いたリハビリテーション機器

が作用しないように工夫した（図９）．立ち上がりの際

人工筋肉をリハビリテーションに用いる方法とし

に，障害者自身の能力が向上すれば，作用する人工筋

て，２種類ある．障害者自身の機能的回復を目指して

肉の力を弱くして訓練できる．立ち上がり動作は，あ

訓練として利用する方法と，障害の回復は考えないで

る程度完成し，現在は，介助での歩行訓練を行ってい

日常生活支援の目的として用いる方法である．下肢に

る．周辺機器の整備，簡略化，操作しやすさを向上さ

ついて，まずリハビリテーションの場面で自立したい

せれば実用化可能である．現在，片麻痺患者や HAL

ことはトイレ動作である．ベッドから起き上がり，座

の使用が困難とされた脊髄小脳変性症の患者に協力

位から立ちあがり，そしてポータブルトイレに乗り移

していただき，実用化に向けて研究を行っている．

ることができればトイレ動作の自立に繋がる．動作解
析により立ち上がり動作を解析し，立ち上がりに必要
な姿勢を検討した（図６）
．まず，股関節90度屈曲，膝
関節90度屈曲位の座位からスタートし，足部を後方に
引き，体幹を前傾し重心を前方に移動させる．臀部を

stand up

接地面から浮かせ，膝関節を伸展させる．股関節を伸
展させ体幹を垂直にすることで立位がとれる．最も力
が必要なところは膝の伸展であり，膝の伸展を支援す
ることで立位をとることができる．両側支柱付き長下
肢装具に人工筋肉を装着し，様々な工夫を行い，スイ
ッチを押すことで人工筋肉が作用し，立ち上がるシス
テムを考案した7)（図７）
．収縮型直動ゴム人工筋肉を
左右とも３本ずつ用い，膝関節部には膝蓋骨様の突出
部を作成し，
人工筋肉が有効に働くように工夫した
（図

rubber tube

ﬁber bellows

図７

人工筋肉による立ち上がり支援システム

図８

人工筋肉による立ち上がり支援システム

ﬁber tape
図５

⑴

図６

伸長型彎曲ゴム人工筋肉

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

動作解析による立ち上がり動作の解析
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上肢機能に関しては，指の機能を人工筋肉で支援す

用いることを考えている．将来的には，５本の指がそ

る研究を行っている．指の機能を人工筋肉でサポート

れぞれ機能でき，ピアノが弾けるほど独立した動きが

するグローブ型のシステムを考案し実験してきた 7)

できることを目標に研究を行っている．今後は，リー

（図10）
．筋力が弱い対象者に力をサポートすることが

チ機能が把持装置に加われば，ADL 機能の向上が見込

可能である．このグローブ型人工筋肉システムでは伸

める障害者は格段に増える．脳卒中など痙性麻痺の手

長型彎曲ゴム人工筋肉を用いて，指の屈曲動作を支援

に対するリハビリテーションとして，自動性を獲得す

している．基本的に５本の指すべてに人工筋肉を作用

るための支援システムも考案した（図12）．自分でスイ

させている．脊髄損傷など麻痺した手・指に対する支
援システムも研究している．指では切断などの全くな
い状態なら把持動作はある程度単純であるが，麻痺手
は変形があり，
「装着する」
という自体がまず工夫を要
した．現在は手関節を固定し，３本の指（母指，示指，
中指）で開き，把持するシステムを作成した7)（図11）．
かなりの程度のピンチ力を導出することができる．上
肢機能として目的とする場所に手を持っていく機能
（リーチ機能）を持たせないと実際の生活には使えな
いが，現時点では，指機能が失われた脊髄損傷患者に

図11

図９

３本の指（母指，示指，中指）
で開き，把持するシステム

人工筋肉による立ち上がり・歩行支援システム

curved type rubber muscle
140[㎜]
120[㎜]
80[㎜]

Palm side
図10

linear type
rubber muscle
40[㎜]

Back side

図12 痙性麻痺の手に対する自動性を
獲得するための支援システム

グローブ型の人工筋肉把握支援システム
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ッチを押し，
目で見て自動運動を促すシステムである．

きく，操作にも煩わしい点がある．それらを改良し，

現在痙性麻痺の手に対してはボツリヌス毒素を用いた

人にやさしい機器であれば，多くの実用化が期待でき

治療法があり効果的であるが，ボツリヌスを用いても

る．

改善できない痙性麻痺は当然あり，自動性を促進する
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