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(原著論文)

筋疾患により具体物の操作や姿勢の変換が困難な子どもへの支援技術の開発
−マイクロコントローラとステッピングモータを用いた
ハンドベル演奏装置と低床電動スクータの開発を通じて−
棟 方

哲 弥

（情報教育研究部）
要旨：本論文では，筆者に開発依頼のあった２件の支援機器の開発について報告する。１件は筋ジストロフィー症により
具体物の操作が難しくなった症例のためにハンドベル演奏を補助する装置の開発であり，もう１件は，筋疾患のため自ら移
動することが極めて困難な幼児の２次的な障害を最小限にすることを目的に，自分の思った通りに動く，周囲を見る，移動
するといった経験を可能にする乗用カートの開発である。
二つの支援機器は，共にマイクロコントローラと高精度で応答性の高いアクチュエータであるステッピングモータを用い
て実現された。開発の経緯，各要素の設計図，制御プログラムのフローチャート，写真，評価実験の方法，結果，考察をそ
れぞれについて詳細に記述した。低床電動スクータの評価においては，小児療育センターと家庭での使用時の観察記録に加
えて，ICF (国際生活機能分類) に基づく活動評価を試みた。限定された状況のデータではあるが，開発された装置の有効性
を示唆する観察や評定結果が得られた。
最後に，開発で得られた知見と文献から障害のある児童生徒のための支援機器開発における今後の課題や将来の方向につ
いて言及した。
見出し語：アシスティブ・テクノロジ，教材・教具，筋疾患，マイクロコントローラ，特殊教育

Ⅰ はじめに

ことや，その様子を紹介している。川崎ら（2001）７) は，
子ども用電気自動車の車輪キットを使って，直径1,200mm

本研究の出発点は，筆者への支援機器に関する２件の依

程の自走車を製作し，木下ら（2002）８) は，これの上に，

頼であった。１件は筋ジストロフィー症により具体物の操

立位保持装置をのせて，知的障害教育への 適用を図ってい

作が難しくなった症例のためにハンドベル演奏を補助する

る。上記３つの報告では共通して「動きを体験する」活動

装置，もう１件は，筋疾患のため自ら移動することが極め

の魅力が記述されており，この分野の重要性が読みとれる。

て困難な幼児の２次的な障害を最小限にすることを目的

その一方，電動スクータの開発は川崎らによる１例しか見

に，自分の思った通りに動く，周囲を見る，移動するといっ

あたらない。

た経験を可能にする乗用カートの提供であった。

さらに，ここで利用されている装置の機能が今回の目的

これらの依頼はニーズが明確である一方，その実現方法

に適応しないことが理解される。山本が利用したスクータ

や実際の仕様は全く白紙の状態であった。

は米国のEnabling Devices社が製作して，輸入販売されてい

近年，多くの支援機器が市販９）３) されるようになったこ

るものであり，その機能は，外部からのスイッチ入力によ

となどから，重度の障害のある児童生徒が操作する各種の

り「ゆっくりと前進する」というものであった。児童生徒

センサーやスイッチあるいはコミュニケーション機器等が

に許された自由度は，前進をするタイミングのみで，日本

学校や療育センターなどで広く用いられはじめ，その実践

での価格は20万円を越える。また，川崎・木下では，DC６

が各種の報告書等16)

の中で，あるいは単行本５）６) で報

Ｖ用ミニチュアリレーと汎用パワーリレーによるスイッチ

告されるようになった。この分野の萌芽は，1980年代に単

の入力を直接ＤＣモータにつなげる設計であり，旋回角度

行本

や移動距離の制御を行うことができない。

14）17)

11) 10)

が出版される時代にさかのぼるが，電動スクータ

や演奏のための補助装置など，出力装置の開発に言及した

一方，ハンドベル演奏装置については，筆者の知る限り，

ものは少ない。

装置の存在自体が報告されていない。依頼内容は，あくま

山本（2002）18) は米国製の電動スクータボードが，自分

で実際の楽器を物理的に操作する演奏であり，製作には，

の意思で移動できる喜びを与えるという優れた機能を持つ

乗用カート同様に細やかな制御と高い応答性を持った駆動
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め，試作は，試行錯誤を繰り返す形で行われたので，経時

装置が必要と予想された。

的に報告する。

支援機器を含めて，コンピュータに接続するインター
フェースや，単体で動作する電子機器の中核としてマイク

なお，ハンドベルは依頼のあった訓練センターで実際に

ロコントローラと呼ばれる装置が広く使われている。これ

使用しているゼンオン製ミュージックベルゴールド（重さ：

はプログラムを書き込み，それを実行させることで，さま

100g，全高：150mm，ベル部の高さ：50mm，ベル部の直

ざまな仕事を行わせることができるICの一種であり，安価

径：75mm）を使用した。

で，開発が容易であるという特長がある。これに入力と出

まず，ハンドベルを垂直に近い形で支持する構造を試作

力回路を用意して制御プログラムを書き込むことで，上記

した。手首のスナップのような機能の代替となることを期

の細やかな制御を実現することが可能となると考えた。

待して，バネコイルを介して固定できるようにした。
以下，試作した３つの装置を報告する。

Ⅱ 目

的

この３点は，アクチュエータ注２の種類と本体の保持方法
が異なっており，その結果として，これをコントロールす

本研究の目的は２段階ある。

るマイクロコントローラ内の制御プログラムとアクチュ

第１段階は依頼された機器の開発と評価を行うことであ

エータへのインターフェース，電源の供給形態が異なって

る。すなわち，１．筋ジストロフィー症により具体物の操

いる。

作が難しくなったケースのためのハンドベル演奏装置と

マイクロコントローラにはParallax社のBASIC Stamp IIを

２．自ら移動することが極めて困難な幼児のための乗用

採用し，音の測定には小野測器製LA500騒音計を，応力測

カートの開発と評価である。

定には，日本電産シンポ製FGX-05デジタルフォースゲージ

第２段階はこれらの機器開発を通じて得られた知見と文

を用いている。

献など踏まえて，障害のある児童生徒のための支援機器開

Ａ．ソレノイド注3を用いた試作と評価

発の今後課題や展望を明らかにすることである。

試作：ハンドベルは，本体の棒の直径よりやや広いコイ
ル状のバネを長手方向に使い，その内径にハンドベルの棒

Ⅲ 装置の開発

部分を差し込んで固定した。これをソレノイドによって打
ち動かすことで，音を鳴らす仕組みとした。上記のハンド

その１

ベルを鳴らすために要する力と移動距離（ストローク）を

−筋ジストロフィー症により具体物の操作が難しくなっ

測定したところ，500gfから600gf程度の力と10mm程度のス

たケースのためのハンドベル演奏装置−
１．目

トロークが必要であった。このため静止時の保持力が2kgf，

的

ストロークが10mmのソレノイド（国際電業製SAL-02）を

筋ジストロフィ症等によって上肢筋力の衰えた人のハン

使用した。

ドベル演奏の困難を軽減するために，わずかな体の動きで

ソレノイドの制御は，スイッチやセンサーからのトリ

演奏が可能なハンドベルを開発すること。このとき，市販

ガーをマイクロコントローラに取り込み，その信号でACリ

のハンドベルを使って，実際に上肢を使っていた時と同じ

レー（SHARP製SSR：S112S01）を駆動して，ソレノイド

ように，演奏させること注１を目的として開発を行った。

を動作させた。

２．試作の経過

評価と考察：ハンドベルが打ち振られることで音が鳴る

ハンドベルを演奏するためには，ベル側が上を向くよう

一方，ソレノイドは電流のON-OFFで所定の１ストローク

に本体を垂直に把持して，楽譜に合わせて，タイミングよ

を行う仕組みのために，バネによる振り戻しを制御するこ

く，手首のスナップを使って，１回あるいは，連続して，

とが出来ず，
「１音」モードで，余分な数回の音が付随する

腕を振り，そして止める必要がある（以下，前者を「１音」

結果となった。また，
「連続」モードでは，バネとハンドベ

モード，後者を「連続」モードとする。）。このような機能

ルが生成する独自の周期にソレノイドのストロークのタイ

を持つ演奏装置（あるいは演奏補助装置）が存在しないた

ミングを合わせることができないため，腕をうち振って，

注１

音楽療法としてハンドベルの演奏を取り入れている筋ジストロフィ訓練センターからの依頼であった。このセンターはハンドベル
演奏の全国大会で上位入賞した経験をもち，週１回から２回の練習と年数回のコンサートや施設訪問を行っている。症状の進行により，
ハンドベルの演奏が困難になった場合には，介助者の援助を受けて，キーボード演奏などの，演奏に必要な動作や力の小さい楽器を担
当することになる。
注２
電気等による入力エネルギーを回転や，直線運動などの機械的な出力に変換する装置であり，代表的なアクチュエータにモータや
ソレイノド等がある。
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流れるように連続する演奏とならなかった。

く流すために，それぞれの相に対してパルスをスケジュー

ソレノイドは，ONの信号を与えることで動作するが，そ

ル通りに送る必要がある。ドライブユニットを利用するこ

の後のストロークの動作に自由度が無く，かつ使用者のコ

とで，煩雑な制御の必要がなくなる利点がある。この場合，

ントロール下に置くことができない。これが理由であった。

外部からCW（時計回り方向），CCW（反時計回り方向）の

「腕の振り」に相当する「しなやかな」動きを再生するため

２種類のパルス信号を提供することでモータが動作する。

には，ハンドベルに力を加えるタイミングを制御するのみ

この試作では，腕の振りに相当する動きを，そのままス

でなく，作動している間は，常に力の向きと速度が制御さ

テッピングモータに行わせる為に，ハンドベルの固定方法

れることが重要と考えられた。

を試作Ａのようでなく，モータ軸にバネを軸方向に差し込

B．ステッピングモータを用いた試作（半固定型）と評価

んで固定し，この先にＴ字方にハンドベルを固定した。ス

試作：試作Ａの欠点を補うために，ハンドベルに力を加

テッピングモータを直接アーム（Able-net製ユニバーサル・

えている間，常に力の向きとスピードを制御することを計

スイッチ・マウンティング・システム）に固定して，車い

画した。このためのアクチュエータとして，ステッピング

すに装着可能とした。

モータ注４を使用することとした。ここで使用したのはドラ

本装置を使って演奏する場合には，演奏者がハンドベル

イブユニット付オリエンタルモータ製UPD554-NBである。

を物理的に振るわけではないので演奏する実感が薄いので

ステッピングモータは，複数のステータへの電流を順序よ

はないかと考えた。そこで，演奏する実態により近い形で
ハンドベルに自分の手を添えさせることを目的として，自
立しない

半固定型

とした。

マイクロコントローラにプログラムされた内容は，以下
のフローチャートの通りである（図１）。
ハンドベルは，まず，時計回り方向に30パルス回転し，
次に，反時計方向に70パルス戻される。パルスは，マイク
ロコントローラの出力ピンから増幅して，直接ドライバの
時計方向，反時計方向の入力端子に送られる。
最初の時計回りの回転でハンドベル内の球（これがベル
本体を叩いて音が鳴る）を反対方向に振り，次の反時計回
りの大きな回転で，弾みを付けて演奏する。最後に，ゆっ
くりと，時計回りに戻すことで，球を安定させて，不用な
音が鳴ることを防ぐようにした。
評価と考察：ハンドベル本体を右手（あるいは左手）で
添えるように支えながら，数十グラムで作動するマイクロ
スイッチを使った。一部の者には演奏が可能であったが，
障害の程度が重度の演奏者はハンドベルに手を添えるよう
に支えることが難しいとされた。また，音楽療法士から価
格面の問い合わせがあり，モータ価格（１台10万円以上）
を伝えたところ，実用にはさらに安価でなければ，利用で
きないとのことであった。
C．安価なステッピングモータを用いた試作（自立型）と
評価
試作：試作Ｂの欠点を補うために，まず，ハンドベルを
机の上に置いて利用する自立型とした（図２）。図２にある
図１

ように試作Ｃは２台のハンドベルを取り付けることでき

フローチャート (ハンドベル試作Ｂ)

注３

ソレイノイドは，電流を電磁コイルに流し，この磁気作用によって，機械的直線運動を可能にするアクチュエータである。コンパ
クトであり，かつ電流を流すだけで，一定の力と変位量 (ストローク) が提供されるため，多くの機器に利用される。
注４
ステッピングモータは，モータ内部にスイッチを持っており，パルス信号が入るたびに，電流を流すステータを順番に変えること
で，ロータは入力パルスに応じて，一定のステップ角だけ回転して，停止する。すなわちモータのスピードや回転の微細な角度を自由
に制御することが出来る。

−11−

棟方：筋疾患により具体物の操作や姿勢の変換が困難な子どもへの支援技術の開発

図２

図３

ステッピングモータとマイクロコントローラを用いたハンドベル演奏装置 (試作Ｃ)

回路図 (試作Ｃ)

る。２台のそれぞれに「１音」モード，後者を「連続」モー
ドに対応する入力プラグが取り付けてある。
次に，ステッピングモータを安価な日本サーボ製ユニポー
ラ2相ステッピングモータKH56QM2-802（最大静止トルク
13.0kgf・cm，1.8度/step）に変更した。モータの変更に伴っ

図４ フローチャート (試作Ｃ)

て，ドライバが行っていた各相へのパルス送信処理を，マ
イクロコントローラに代替させるプログラムを追加すると

評価：実際の演奏に参加して評価を行った。拍と拍の間

共に，回路にNPNダーリントントランジスタ（D1415）を

が１拍以上に割り振られた楽譜，あるいは，二分音符以上

追加してある（図３）。回路図はモータが１個であるが，試

の連打を用いる演奏については，音質と合わせて，実用に

作Ｃ本体は，同様の回路を二つ装備している。

なると評価された注５。価格は，モータの価格が1/20となり，

図４は，このフローチャートである。

充分に実用と考えられた。
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３．考

Ⅳ 装置の開発

察

試作Ａについては，ストロークの動作に自由度が無く，
かつ使用者のコントロール下に置くことができなかった。

その２

ハンドベル演奏における「腕の振り」に相当する「しなや

−自ら移動することが困難な幼児のための低床乗用カー

かな」動きを再生するためには，ハンドベルに力を加える

トの開発と評価−

タイミングを制御するのみでなく，作動している間，常に

１． 目

的

力の向きと速度が制御可能な，高精度，高出力のアクチュ

粗大運動能力尺度（GMFM）における領域Ａ : 臥位と寝

エータが必要であった。このことは，ステッピングモータ

返り，Ｂ : 座位，Ｃ : 四つ這いと膝立ち，Ｄ : 立位，Ｅ : 歩

を使った試作Ｂと試作Ｃにいて実証されたと考えられる。

行、走行とジャンプのうち，Ｃ以降の評点がなく，ＡとＢ

なお，訓練センターでの評価場面では操作する際に，冷

についても重度の困難のある幼児（CA : ２歳）を対象とし

たいプラスチックや金属で作られたスイッチやセンサーに

て，自分の思った通りに動く，周囲を見る，移動するといっ

直接に手や指を触らせたくない，それらを暖めるか，ある

た経験を可能にする乗用カート装置を開発すること注６を目

いは，手や指を毛布などで保温した状態で使わせたいとい

的とした。

う希望があった。これは利用者の母親からの指摘であった。

２．試作の経過

この評価の課程を通じて，特定の機能や操作を実現させ

はじめに：この試作に先立って執筆者らが取り組んでき

る技術開発の重要性に加えて，それぞれの障害の状態や，

た「遠隔操作可能な乗用カート（未発表）」がある。この

使う人，それを見守る立場の人など，それぞれの気持ちを

カートは，90kgの大人が乗用可能であり，ビデオ機器用の

重視した機器開発の手続きなど，検討すべき課題が見いだ

バッテリーで１時間以上稼働することが可能な装置である

された。

（図５）。さらに，スイッチやセンサーからの入力を，AM
無線を使って遠隔から，自在に前進，後退，右旋回，左旋
回が可能である。寸法は，高さが84mm，幅と長さが共に
350mmと小型である。今回は，これをベースにして，下記
の条件で開発を行った。

図５

遠隔操作が可能な乗用カート

注５

設計時に対象者とされた２名は，それぞれ手術入院と体調不良で参加できず，装置の実用性は，担当の音楽療法士が実際に演奏し，
評価した。
注６
開発の出発点は，小児養育センターからの依頼であった。実際には，隣接する養護学校の自立活動担当者からの依頼であり，当時
センターに来所していたお子さんの中に目的にあるGMFM：Gross Motor Function Measureの水準の幼児に「日常生活の中で，自分が動く
体験をさせたい。体が小さいために専用の電動スクータのような装置が準備できないか」との内容であった。
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図６ 試作した電動スクータの外観
(本体内部に，図５に示した乗用カートの基本部分を組み込んである。操作スイッチのあるハンドル部から本体に向けて
AM無線で命令が伝わるので，ハンドル部と本体は数十メートル離れたところから操作が可能である。
)

筋疾患のため姿勢の変換や移動が極めて困難な幼児が，

親近感のある外観への配慮が必要となった。

自分の思う通りに動くことで，変化する周囲を見ながら移

外観および仕様：上記の検討から，図６のような外観の

動する体験を持つためには，移動速度や旋回角度の細やか

装置を開発した。図中では，本体の上に，操作スイッチの

な制御が可能な新たな装置が必要と考えられた。また，対

あるハンドル部を直接置いた状態となっている。操作部か

象が幼児であることから，低床で，乗用時の恐怖感がなく，

ら本体に向けて，AM無線で命令が伝わるため，実際には，

図７

回路図 (電動スクータ本体)

−14−
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図８

回路図 (送信側)

ハンドル部と本体は数十メートル離れたところから操作が
可能である。外観として見える形は，市販のチャイルドシー
トとチャイルドシートトイである。その諸元を以下に記述
する。
チャイルドシート（本体）
：株式会社カーメイト製エール

図９ フローチャート (送信部)

ベベフルーツジュニア（AJ142ピーチ）。種類：学童用シー
ト，適応体重：15kg以上36kg以下，適応身長：100cm以上，
参考年齢：３才半〜11才，商品重量：1.6kg，以上である。

AM Hybrid Transmitter AM-RT5) からの信号を，１個のマイ

上記の諸元は本体を乗用車のシートに搭載する際のもので

クロコントローラ（BASIC

あり，本試作では，対象児が喜んで利用してくれる外観と

台のステッピングモータ（日本サーボ製ユニポーラ2相ス

寸法（シート部分で，腕を載せる部分を含む高さ：200mm，

テッピングモータKH56QM2-802）を制御するようにした。

幅：400mm，長さ：380mm）を必要とした。

基板は，ハンダ付け作業が必要ないソルダレスブレッド

チャイルドシートトイ（操作部）
：コンビ株式会社製チャ

Stamp II: BS2-IC）に送り，２

ボードを使い，配線の固定には，ホットボンドを利用した。

イルドシートトイ「どこでもベビーミッキー」。対象は，

送信側の回路を，図８に示す。また，入力の受付と送信

６ヶ月から２歳用。ハンドルの他にウインカーを模したボ

方法は，まず，前進，後退，右旋回，左旋回の４つの入力

タン，ホーンを模したボタン，ICメロディ（ミッキーマウ

を判断して，それぞれの番号をシリアル信号で送る。

ス・マーチ）が鳴るボタン、キーを模した回転レバー等が

通信速度4,800bpsで送信するが，無線では，常に不必要

あり，単３電池２本で動作する。

な信号が飛び交うために，２バイト16ビットの文字列を信

図５にみられるように，構成部品は「無骨」であるため，

頼性確保のために送っている（図９）。

対象児を考慮して，試作では上記の内部に，操作装置，マ
イクロコントローラ，駆動装置など，全てが隠れるような

３. 試用と評価

形で組み入れた。

評価は小児療育センターの運動訓練室において主に，担

装置の全高を低く抑えるために，タイヤは駆動用のみに

当の理学療法士（PT）と保護者，さらに医師の立ち会う場

限定し，保持用のタイヤは用いずに，家具移動用に市販さ

面も含めて行われた。

れているテフロン加工されたシートで代用した。

この様子をビデオカメラで録画し，操作の様子，本児の

この結果，実際に幼児が座る高さは80mmと，座布団程

反応などを観察した。

度の高さに押さえられた。さらに，体重60kg程度の重量に

その後，自宅に電動スクータを持ち帰ってもらい，自宅

耐える状態で，移動の最大速度は，角速度が7.7度/秒。前

での使用の様子の記録を依頼した。さらに，平成１３年５

進と後退の速度が秒速21mmでとなった。

月にWHOにて承認された国際生活機能分類−国際障害分

動作の仕組み：基本的な回路は，図７に示した通りであ

類改訂版−（ICF）に基づいて活動の評価を試みた（資料３）

る。回路の基本的な考え方は，ハンドベルの試作Ｃと同様

ａ) 運動訓練室での様子

であるが，AM無線の受信モジュール (R. F. Solutions社製

第１日目（運動訓練室）
：本人は，スクータの外観が気に
−15−
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入った様子で，担当PTに載せて貰う。ハンドルの位置を決

表１ 自宅での使用記録

め，操作時の手の置き方を決める作業を含めてセッション
の40分間スクータから降りようとしない。本人にとって，

評価日

使用時間
及び使用
時間帯

本人の様子など

備

考

第１日目 夕方から 嬉しいのか，珍しいの こ の 日 は，昼 に セ ン
夜
か，調子にのって乗り ターにおいてセッショ
回している。
ンを行った日と重な
る。

ボタンを押す操作は，かなりの工夫と力（100gf程度）が必
要な作業であったにも関わらず，この時間の殆どは，ボタ
ンを押してスクータを動かし続けていた。そして，この充

第２日目 昼食後

「ミ ッ キ ー ち ゃ ん の
ブッブにのる」と要求
してくる。

第３日目 昼食後

目的場所 (３m先) まで
ミッキーちゃんに乗っ
て行くと言うが，それ
ぞれのボタンと進行方
向とが一致していな
い。保護者が，
「真っす
ぐなら，真ん中のボタ
ン」と言うが分からな
い。

実した時間の中で，これまでの訓練場面では見えていな
かった本人の「できること」が発見された。それは，工夫
して操作をするために，握る，はさむ，手を載せる，叩く，
指で押し込むなど，これまで訓練場面では見られなかった
動作をする姿が見られたことである。
ビデオの観察で，複数の観察者が注目した箇所があった。
それは，スクータを回転させることで，次々に視野に入る

左の様子を改善するた
めに，母親が，操作ボ
タンに「スイカ・ウサ
ギ・カ ニ・ケ ー キ」の
シールを貼る。

第４日目 夕方から
夜

運動訓練室の様子を興味深げに見る様子がある。目線を
しっかりと上げて，回転する方向あるいは，逆方向に視線
がよく動いている。運動訓練室の全周を確認しながら「（人

第５日目 夕方から (乗 っ て い る)「私 を み ハンドル側の電池が２
夜
て!」と得意顔。
本目消耗。

が）いっぱいおるね」という発見や，担当のPTから，普段

第６日目 使用なし

に比べて，ずいぶん大きな声で話しており，発声頻度も多
いことが指摘された。さらに，周囲に知らない大人がいる
ところで発話ができたこと。セッション終了時間になって，
自分から，最近練習している座り方（ おんなの子すわり ）

第７日目 夕方から
夜

を見せてくれるなどの行動を含めて，普段では見られない

第８日目 使用なし 「乗らない!」
「しない!」
と言ってやる気がな
い。

行動が多く見られた。

第９日目 昼食後

家庭での利用は，表１にまとめる。なお，表の中で使用
時間が特に書いていないものは30分以内程度であったと報

ス ク ー タ に 乗 っ て，
ビーチボールを追いか
けている。
「外に行こう
か」と言う。

第10日目 使用なし

告されている。また，表の内容は，記録用紙の記述を再現
するようにしたが，実際の様子が理解されやすいよう若干

第11日目 18 : 30
から
19 : 00

の説明を加えた。
ｂ) 保護者から得られた装置に関する意見や改良すべき

第12日目 使用なし

点
下記の内容が上げられた。

第13日目 使用なし

・移動のスピードが，思ったよりゆっくりである。
・背もたれがあると（もうすこし速くても）良い。

第14日目 9 : 00
から
9 : 30

・畳の上を走らせると，表面がささくれてしまう。
・操作ボタンの種類や，右，真ん中，左などの言葉と概念

最 初 は 楽 し そ う だ が，
まだ操作方法が分から
ないためか，行きたい
ところへ行けず，腹が
立っている様子。

が一致していないので各ボタンに，それぞれ違う絵のつ
担当PTによって選定されたICFの参加・活動の領域はコ

いたシールを貼った。

ミュニケーション（３項目），運動・移動（６項目），対人

・ハンドル部分の電池が二日間程度で消耗する。このた

関係（３項目）であった。

め，使用しない時は，電池を抜くようにした。

また環境要因として，本児の様子から「支援と関係」と

ｃ) ICFに基づく活動評価の変化
小児療育センター側の期待として，障害による２次的な

してe310（「家族」，実際は母親）， e330（「権限を持つ立場

障害の影響を最小限にするという目標があった，このため，

にある人」，実際は担当PT）， e345（「よく知らない人」，実

単に，電動スクータを利用することで可能になることでな

際は運動訓練室にいるその他の人）を選定した。さらに教

く，本児に期待される対人関係やコミュニケーションに関

育場面では参与感や主観的満足感が重要と考え，ICFでは

する活動レベルの変化を評価するように尺度を構成した。

未開発の付加的評価点（小数点以下の５桁目）を暫定的に

ここでは，ICFの基づく活動評価を導入した。

評価した。実際には本人の満足度を担当PTが10段階で評定
−16−
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表２
領

域

ICFに基づいた活動と参加の領域における評価結果
使用前

２週目

４週目

８週目

d310話し言葉の理解

d310.13-7 e310+2
d310.23-6 e330+1
d310.33-4 e345+0

d310.13-7 e310+2
d310.23-6 e330+1
d310.33-5 e345+0

d310.12-7 e310+1
d310.12-6 e330+1*
d310.32-5 e345.1

d310.12-7 e310+1
d310.22-7 e330+0
d310.32-6 e345.1

d3150ジェスチャーの理解

d3150.13-7 e310+2
d3150.23-5 e330+1
d3150.33-3 e345+0

d3150.13-7 e310+2
d3150.23-5 e330+1
d3150.33-3 e345+0

d3150.13-7 e310+2
d3150.23-5 e330+1
d3150.33-3 e345+0

d3150.12-6 e310+1
d3150.22-6 e330+0
d3150.32-4 e345.1

d3350ジェスチャーによる表出

d3350.12-7 e310+1
d3350.12-7 e330+1
d3350.22-4 e345+0

d3350.12-7 e310+1
d3350.12-7 e330+1
d3350.22-5 e345+0

d3350.11-7 e310+0
d3350.11-7 e330+0
d3350.21-5 e345.1

d3350.11-8 e310+0
d3350.11-7 e330+0
d3350.21-6 e345.1

d4150臥位の保持

d4150.12-7 e310+1
d4150.22-5 e330+0
d4150.22-5 e345+0

d4150.12-7 e310+1
d4150.22-5 e330+0
d4150.22-5 e345+0

d4150.12-7 e310+1
d4150.22-5 e330+0
d4150.22-5 e345+0

d4150.12-7 e310+1
d4150.22-6 e330+0
d4150.22-5 e345+0

d4100横たわること (臥位からの姿勢の変更)

d4100.04-10 e310+4
d4100.04-8 e330+4
d4100.04-5 e345+4

d4100.04-10 e310+4
d4100.04-8 e330+4
d4100.04-5 e345+4

d4100.04-10 e310+4
d4100.04-8 e330+4
d4100.04-4 e345+4

d4100.04-10 e310+4
d4100.04-9 e330+4
d4100.04-5 e345+4

d4106体の重心を変えること

d4106.01-10 e310+1
d4106.01-7 e330+1
d4106.01-5 e345+1

d4106.01-10 e310+1
d4106.01-7 e330+1
d4106.01-5 e345+1

d4106.01-10 e310+1
d4106.01-8 e330+1
d4106.01-4 e345+1

d4106.01-10 e310+1
d4106.01-9 e330+1
d4106.01-5 e345+1

d4400つまみあげること

d4400.01-9 e310+1
d4400.11-8 e330+0
d4400.11-6 e345+0

d4400.01-9 e310+1
d4400.11-8 e330+0
d4400.00-7 e345+0

d4400.01-9 e310+1
d4400.11-8 e330+0
d4400.11-6 e345+0

d4400.01-9 e310+1
d4400.11-8 e330+0
d4400.11-6 e345+0

d4402操作すること

d4402.23-7 e310+1
d4402.23-7 e330+1
d4402.23-5 e345+0

d4402.13-7 e310+1*
d4402.23-7 e330+1
d4402.23-5 e345+0

d4402.13-7 e310+1*
d4402.23-7 e330+1
d4402.23-5 e345+0

d4402.12-8 e310+1*
d4402.12-7 e330+1*
d4402.22-5 e345+0

d4453手や腕を回しひねること

d4453.14-5 e310+3
d4453.14-4 e330+3
d4453.14-3 e345+3

d4453.14-5 e310+3
d4453.14-4 e330+3
d4453.14-3 e345+3

d4453.14-6 e310+3
d4453.14-5 e330+3
d4453.14-2 e345+3

d4453.14-6 e310+3
d4453.14-5 e330+3
d4453.14-3 e345+3

d7100対人関係における敬意と思いやり

d7100.13-7 e310+2
d7100.23-5 e330+1
d7100.33-4 e345+0

d7100.13-7 e310+2
d7100.23-5 e330+1
d7100.33-4 e345+0

d7100.13-7 e310+2
d7100.23-5 e330+1
d7100.33-4 e345+0

d7100.12-8 e310+1
d7100.12-7 e330+1*
d7100.22-5 e345+0*

d7101対人関係における感謝

d7101.12-9 e310+1
d7101.12-8 e330+1
d7101.22-7 e345+0

d7101.12-9 e310+1
d7101.12-8 e330+1
d7101.22-7 e345+0

d7101.12-9 e310+1
d7101.12-8 e330+1
d7101.22-6 e345+0

d7101.12-9 e310+1
d7101.12-8 e330+1
d7101.12-7 e345+1*

d7104対人関係における合図

d7104.03-10 e310+3
d7104.13-10 e330+2
d7104.23-8 e345+1

d7104.02-10 e310+2
d7104.12-10 e330+1
d7104.12-9 e345+1*

d7104.02-10 e310+2
d7104.12-10 e330+1
d7104.12-6 e345+1*

d7104.02-10 e310+2
d7104.12-10 e330+1
d7104.12-6 e345+1*

注１) 枠内がグレーで

＊

のついた部分は使用前と比べて，「実行状況の評価点」において，ICFの困難度が一段階軽減している部分を示す。

した。

された。

評定の結果を表２に示す。表２は，電動スクータの導入
前（使用前）と，使用開始の２週間後，４週間後，８週間

４．考

察

後のそれぞれの時点における各領域の評価点である。それ

電動スクータ開発の目的は「自ら移動することが極めて

ぞれの領域毎に，上記の３つの環境要因による評価を上か

困難な幼児の２次的な障害を最小限にすることを目的に，

ら順に列記した。評価点の記述方法はICFコード化の規則

自分の思った通りに動く，周囲を見る，移動するといった

に従っており，第５評価点は本児の満足度を独自に評価し

経験を可能にする乗用カート」であった。したがって本来

たものである。

であれば，対象とした幼児の成長を長期的に記録し，縦断

表２に見られるようにd4402（「操作すること」）とd7104

的な研究によって，この発達保証を実証する必要があった

（
「対人関係における合図」）は使用開始の２週間以降の評定

と考えられる。

において，d310（「話し言葉の理解」）は４週間後の評定で，

ICFに基づいた評価において，コミュニケーションと運

さらに， d7100（「対人関係における敬意と思いやり」）と

動・移動，対人関係の評価項目の一部ではあるが，困難度

d7101（対人関係における感謝）は，８週間後の評定でICF

の軽減が見られたことは興味深い。スクータを使用した訓

に定義された「実行状況の能力評価点（第１評価点）」にお

練時に観察された事柄（例えば，普段より多いとされた本

いて困難度が一段階軽減した。

児の発声頻度，声量，周囲に見知らぬ大人の存在がある時

担当PTのコメントとして「母親以外の人への関心が広

における発話など。）が定着していく可能性を示唆している

がってきており、訓練室でも他の子どもやその子どものお

とも考えられる。

母さんの方を見るようになってきた」
（８週目）ことが報告

これらの結果は，この時期に行われた，これ以外の働き
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かけや生活体験などのさまざまな要因を統制していないた

のハンドベル演奏装置」，並びに開発２として「自ら移動す

めに，本指導による効果であると断定できないが，少なく

ることが極めて困難な幼児用の乗用カート」を製作し，そ

とも，電動スクータを利用した指導を含めた本児への関わ

の評価を行った。

りが，有効に作用したことが示唆される。

開発した機器の効果を実証するためには，さらに多くの

その一方で，家庭での利用を見ると（表１），後半になっ

時間をかける必要がある。

て使用頻度が少なくなっている。第１に考えられる理由は，

その一方，限定された状況の限られた数のデータではあ

１日目の保護者の記述にある「珍しい」といった新奇性が

るが，開発された装置の有効性を示唆する観察や評定結果

失われてきたことのよるとの見方である。加えて，14日目

も得られた。限定された範囲ではあるが，開発した装置に

にある「操作が思い通りに行かない」という理由も排除で

ついてユーザのニーズに応じた実用性が示唆されたものと

きない。この理由を考える上で，執筆者がもっとも注目し

考えられる。

たのは，三日目の「目的場所（３ｍ先）までミッキーちゃ

今回新たな試みとして，開発の２においてICFに基づく

んに乗って行くと言うが，それぞれのボタンと進行方向と

評価を行った。この尺度は困難度をパーセンテージにより

が一致していない。保護者が，
『真っすぐなら，真ん中のボ

表わした後，５段階の困難度に分けてしまうので，段階ご

タン』と言うが分からない。」という部分である。さらに

との刻みが大きく，徐々に変化する様子を記録する形成的

「この様子を改善するために，母親が，操作ボタンに「スイ

な評価に用いるには，やや不向きと思われたが，その反面，

カ・ウサギ・カニ・ケーキ」のシールを貼る。」という記述

段階の変化が，大きな変容を表すことになるため，本指標

であった。

が障害のある児童生徒への機器等の効果の評定に利用でき

本児は２歳という年齢から考えて左，右，中，前，後な

る見通しが得られた。

どの概念ができていないとしても不思議はない。また，自

ここで得られた成果といくつかの文献などから障害のあ

分で動く経験が乏しければなおさらである。実際に『真っ

る児童生徒のための支援機器開発における今後の課題や将

すぐなら，真ん中のボタン』では全く理解できない。これ

来の方向について検討する。

は，14日目になっても，まだ，どのボタンを押せば，自分

今回の二つの装置に共通する重要な部品としてマイクロ

の思った通りに動かせていない様子からも明らかである。

コントローラと応答性が高くかつ高精度なアクチュエータ

ここで「操作ボタンに，子どもがわかる『スイカ・ウサ

を用いている。これらによって実現される機能は，常に力

ギ・カニ・ケーキ』のシールを貼」ったことの意味を，大

の向きと速度が「細やかに制御」されることであり，それ

人が，本児に正しいボタンの位置を指示するために用いら

によって人間の腕の振り動作のような「しなやかな動き」

れたと考えると，本児は，大人から，方向を指示され，間

が実現されることになる。これは今回の開発の１において

違いを指摘されながらスクータを使用する場面が作られた

明らかにされた内容である。

と想像される。このような状況下において，学習が成立す

マイクロコントローラとステッピングモータで実現され

るとの見方が可能であるが，操作を楽しみながら，新たな

る動作は，厳密に言えばデジタルの出力であるが，人間の

動きを発見し，それを確認するために工夫をするといった，

実感とするとアナログ量の出力に他ならない（実際には連

第１日目のプロセスとは，正反対の方向に動いた可能性を

続的に動くように見えるアナログ時計の動きは，今回のシ

否定できない。

ステムと同様の原理による。）。

本児のスクータ利用頻度が少なくなった理由が，利用当

棟方ら（2002）12) は，進行性の中枢神経性疾患により，

初にあった新奇性が減少したことでなく，大人の本児に対

顎の動きが唯一の表現手段となっている生徒と福山型の筋

する接し方や指導法にあったとすれば，今後，このような

ジストロフィー症の生徒を対象に，押しボタンスイッチに

指導を行う際に参考にすべきデータと考えられる。

かかる応力をA/D変換装置を使って連続的に取り入れるこ
とで，小さく限られた力や動きを，より有効に活用するシ

Ⅴ 総合考察

ステムを構築している。
これまでの実践研究16) 11) 10) 等において主に利用されてき

本研究の１つめの目的は，依頼された機器の開発と評価

たものは，ボタン型の押下スイッチ，棒状の握りスイッチ，

を行うことであり，次いで，障害のある児童生徒のための

瞬きセンサー，呼気センサーなど多様であるが，その殆ど

支援機器開発の今後課題や展望を明らかにすることであっ

がOn-Offといった単純な命令として加工され，必要とされ

た。

る出力信号として利用されてきた。現実には，これらが企

これまで述べてきたように開発１として「筋ジストロ

図振戦や不随意運動を伴う児童生徒にとって，極めて有効

フィー症により具体物の操作が難しくなったケースのため

な入力手段となる一方，筋ジストロフィーなどにおいては，
−18−
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り，アナログ量の入出力技術を応用した技術開発に関する
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ラを持たない装置では，
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児の「発信する力」や「選択する力」を広げる指導方法

とは難しい。筆者は，このような方向性を「Elegantなアシ

の在り方〜マルチメディア（AAC アプローチ）などの活
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Development of Assistive Technology Devices for children with
difficulties in manipulating objects and locomotion due to myopathy:
Development of Special Hand-bells Player and a Low-floored scooter
MUNEKATA Tetsuya
Department of Information and Educational Technology, NISE
Keywords : Assistive technology, educational materials, myopathy, micro-controller, Special Education

Abstract :

The paper illustrates the process involved in the development of

This paper describes the development and evaluation of two types

these technologies, details of the devices, such as blueprints,

of Assistive Technology Devices or technology-based teaching

flowcharts, pictures, the procedures involved in evaluating these

aids for children with disabilities. Firstly, three instruments for

technologies, and the results. Original evaluation forms based

playing hand-bells were devised. These aids were designed to

on the International Classification of Functioning, Disability and

help people with difficulties in manipulating objects. Secondly,

Health (ICF)

were

used.

The results suggest that these

a low-floored scooter for an infant with difficulty in locomotion

technology-based teaching aids are effective. Finally, the future

due to myopathy was devised and evaluated. In particular, the

issues involved in the development of these helping technologies,

two devices consist of a micro-controller and stepping motors.

or Assistive Technologies in education are discussed.
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