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箔状圧電センサを利用した頚髄損傷患者のためのPC操作インタフェース
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A Personal Computer Control Interface with Flexible Piezoelectric Thin Film Sensors 
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This paper proposes a novel method of me田 山 ingmuscle 5urface deformation USillg flcxible piezoelectric thin 

自lmsensors to aJlow PC apeI 叫旧nby people with severe physical di印 刷liti田 Piezoelectricsignals are fust mea 

sured using thin film sensors that are ftexible， compact and sensitive. Strength and velocity inIorrnation relating 

to musc1e surface deform叫 ionis extract泡dfrom the signuls measured白ldused as iuput [01" a neural network. 1n 

this way， the motions of users can be estimated by learning di町"erencesin ITIuscle surface deformation Information 

for particular individu副5.A PC can also be operated with only a few mo“ons if an assistive operation mode 

is introduced. This paper details the developrnellt of a mask-type interface with piezoelectric thin日1msensors 

and outlines experirnents conducted on the measmement of muscle surface deformatiol1. The results showed that 

multiple fa口almotions can be discriminated accurately from the musc1e deformation Information obtained. PC 

operatioll experiments involving three Sl刈ec臼 (inclt仙 ngone with paralysis from a cervical cord injury) al50 

produced outcomes indicating色hata PC can be operated voluntarily based 011 facial motions by people with 
severe physical disabilities 
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1.はじめに

日常生活で使用する家電機器のリモコンなどに代表される

ようなインタフェーλは手や指先なと・の細かい[VJきを必要と

するものが多<，頚髄損傷忠者のような重度の肢体不自由者

は使用が困難な場合がある.そのため，障害の度合いによら

ずに使用可能な新しいインタフェ スが望まれる

特にパーソナルコンピュータ (PC)は一般家庭に広〈普及

してお り，インタ ネァトショッピングやホームページのl悶

-広助大寺L大学院医的議学総合研究科 広品市南区霞 1-2-3
H 広砧大学大学院工学研究科京広島市鋭山1-4-1
...熊本高等専門学校品11御情報システム工学科

合志市街屋 2659-2
一日 (甜i)産業技術総合研究所 鳥栖市街町 807-1

，. Graduate School of Biomedical Sciences， Hiroshiml:l 

University， 1-2-3 I(描 uml，恥1inami-ku，Hiroshima 
日 GraduateSchool of Engineering， J-liroshima Universily， 

1-4-1 I(agamiyama， Hig回 hihiroshiロ，a
ぃ..Graduate School of Engineering， Kumamoto National 

College of Technology， 2659-2 Suya， Koshi 
ー....Nationalll1stitute of Advanced Industrial Science and 

TechnoJogy， 807-1 Shukumachi， Tosu 
(孔e田 ivedFebruary 27， 2012) 
(Revised June 13， 2012) 

覧，メール送受信などを実施できるインタフェースは重度肢

体不自由が在宅しながら社会生活を営む上で必要不可欠なコ

ミュニケーションツールになりf専る.

肢体不自由者の残存機能を活用 して各種機器を制御可能な

インタフェースとし乞脳波 (Electroencepllalogram 以下.

EEG)や筋電位 (Electromyogramj以下， EMG)などの生

体電気信号を用いた研究が数多く行なわれてきた り-5)白たと

えば EEG信号を利用した PC制御りや'fs:!fUJlt:椅子の制御 2)

EMG信号を用いた文'f'入力シλテム叫や環岐制御装置吋な

ど枚挙にいとまがない これらは筋収縮やl焔活動におけるさ

まざまな情報を用いて機器制御できる反面，計測装位が大規

模になることや電極貼付のわずらわしさなど，重度肢体不自

由者が日 1t~.的に用いるには誤'題が多く残されている

ここで， 震度肢体不自由者が日 ';i~'的に PC を使用すること

を考えると.インタフェースの入力信号は， (1)操作者の残存

機能を有効活用でき .(2)信号計測に用いるセンサ古刈、型 ・軽

量で操作者への着脱が容易なことが望ましい また， (3)長

時!日!の使用時に想定される発汗などの皮府インピーダンスの

影響を受けない必要がある そして， PC操作の実現にはい)

ポインタやイベント制御，およびテキス トの入力を随意的に

実行できる必要がある さらに， (5)操作者個々の個人法を
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