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１ 研究の概要
本研究課題は，ヒトが認識した外部環境に応じて，自律神経活動や運動計画によって生じる事
前的な不随意の筋活動や運動（骨格筋・姿勢・血管平滑筋）を計測し，計画している運動を事前に
予測をリアルタイムに推定し，その様式にを理解することに挑戦した．本研究では階層的なアプロ
ーチをとり，ヒトの非侵襲計測手法と共に培養組織から運動系を構築する構成論的方法のアプロ
ーチから取り組んだ．
２ 研究の目的と背景
より使用者の意図に沿った動作をよりすばやく実行するためには，運動情報やカーソルによる
メニュー選択ではなく，脳で思考した注意，意図，認知情報を抽出しそのまま伝達するほうがより
効率的である．本研究課題は，ヒトが認識した外部環境に応じて，自律神経活動や運動計画によ
って生じる事前的な不随意の筋活動や運動（骨格筋・姿勢・血管平滑筋）を計測し，（１）神経系が
計画している運動を事前に予測すること，（２）生体内の神経系に学習された外部環境のダイナミ
クスをリアルタイムに推定すること，の2点に挑戦した．
３ 研究内容
（１）HMDを用いた自己身体性と錯誤視覚呈示システムの開発と視覚情報の予測
（URL https://sites.google.com/view/hoshino-lab/researches/interface）
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HMDとモーションキャプチャを用いて視覚齟齬に起因する段差踏み外しを再現するシステム．
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(a)実空間上のシステム．被験者は，高さhHの段差を降下する．全身動作を前面に設置したKinect
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V2により取得し，リアルタイムにHMD上に投影される自身のアバターと同期させる．被験者は，下
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肢に動作センサ，表面筋電位センサ，離着地センサを装着する．(b)HMDに投影される虚偽視野．
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身体動作と同期したアバターと共に，実空間とは異なる高さをもつ虚偽の段差（hL）を呈示する．
実空間と視野空間では段差にhgの高さギャップを自在に呈示できる．このようなシステムを構築し，
脚に生じる筋活動から，視覚と予備活動との関係を明らかにした．予備活動は，視覚によって左
右され，間違った視覚認知をして動作していることが踏外す40ms早くわかり，この結果は．これか
ら踏外しをすることを予測できることを示している．
（２）培養細胞の運動制御とヘテロ組織構築へ向けた研究
（URL https://sites.google.com/view/hoshino-lab/researches/celldriven）
４ 本研究が実社会にどう活かされるかー展望
視覚呈示映像に自己身

性を確保しつつ，実際とは高さの異なる床など虚偽の視覚情報

を呈示できるシステムを構築して，裸眼 と同様な運動を誘発できることが示されたので，
視覚に齟齬が生じたときにどのように運動機能に問題が生じるかという研究につなげるツ
ールとなることが期待できる．また，本システムから得られた脚の予備活動からこれから
どのような段差を踏破するつもりなのか（視覚と軸通関に齟齬があるのか）を事前に予測
することができることを示したことから，転倒の予測デバイスへの発展や，視覚運動連合
動作の訓練への応用などが期待できる．
培養細胞から組織構築し，運動系を生

外で構築しモデルとする研究からは，自発的な

細胞運動により支援されるヘテロ組織の構築の可能性が示唆される結果が得られた．これ
は，神経に支配される筋組織のように，機能の異なる細胞が階層的に結合した高度な組織
を構築する応用に発展できる考えられる．
５ 教歴・研究歴の流れにおける今回研究の位置づけ
感覚と運動の協同により達成されるスムーズな運動がなされる機序を明らかにできるシステム
を構築し，またそれを利用して運動や知覚の予測・推定可能であることを示した本研究は，動作
意図や運動を先読みし，機械が人を支援するデバイスのスムーズに制御する研究に生かせるの
ではないかと考えている．また，運動生成ということを，ヒトの運動解析ともに，培養細胞から再構
築しようという重層的なアプローチを取れたことは，今後バイオサイバネティクス研究に境界を設
けない研究アプローチを考えるうえで重要な点となった．
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