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要旨 

人工膝関節置換術において術者の支援を行う半自動型骨切除ロボットの研究を行った．高操作性を有する機構を開発す

るために術者の動作を大別し機構の役割分担を行うことを設計コンセプトとして機構の設計及び製作を行った．高操作性

の定義として意思に沿った動作が可能であることと機構学的項目を設定した．解析や評価実験により定量的・主観的評価

を行い，コンセプトや要求仕様を満足していることを確認した． 

 

1. 背景と目的 

変形性膝関節症の治療法である人工膝関節置換術では，良好な

術後成績を残すために高い精度での骨切除が必要となるが，手技

手術では精度が低い，侵襲が大きいといった問題がある．これら

の問題を解決するため，ROBODOC[1] や MAKOplasty[2]等のロボ

ットによる支援システムが開発されている．そのようなシステム

を対象とし，骨切除精度向上や低侵襲化についての研究が数多く

なされている一方で，操作性向上のための指針などはあまり存在

しない． 

本研究では，最小侵襲手術による人工膝関節置換術とする半自

動型骨切除ロボットの開発を目的とする． 設計コンセプトを示し

評価モデルを製作し評価を行う．なお，本稿の内容のうち登壇者

機械設計において分担し並進機構部のみを設計し，他の内容につ

いてはすべてを担当した． 

2. 高操作性を有する機構の設計 

2.1. 概要 

本研究で設計する骨切除ロボットは，人工膝関節置換術におい

て術者がロボットアーム先端の術具を把持し操作を行い，術者が

正しい切除範囲のみを切除するよう支援を行う．切除範囲外に術

具が侵入しようとした場合，骨切除ロボットが力を制御し術者の

動作を停止する． 

骨切除ロボットの設計において要求仕様（高さ 1.8 m 以内，幅

1 m 以内，重量 350 kg 以内，膝関節を中心とした一辺 0.2m の立

方体のワークスペース，高操作性を有する機構）と制約条件（並

進誤差 2 mm 以内，6 自由度以上，術者作業領域及び術視野の確

保）を設定する．精度が良く安全な手術動作を行うためには，骨

切除ロボットが術者の意思に沿った動作が可能であり高操作性を

有する機構である必要がある．特に本研究では高操作性を以下の

ように定義した． 

1）術者の意思に沿った動作が可能である，特異点がない 

2)機構学的項目として十分な可動域がある，術中の動作を大別で

きる 

2.2. 設計コンセプト 

本研究の骨切除ロボットが行

う最小侵襲手術では小さな開創

領域から術具を挿入するため，術

具の姿勢を頻繁に変えながら手

術を行う必要がある．このため，

骨切除ロボットは術具の姿勢を

小さな動きで容易に変更できる

ことが求められる．そこで術中の

動作を１）術具の並進位置決定と，２）術具の姿勢決定というそ

れぞれ独立した動作に大別し，機構に各動作のための機能を分担

させる．並進位置決定を担当する並進機構部をロ

ボットの根元側に配置し，術具の姿勢決定を担当

する姿勢機構部を先端に配置することで，姿勢決

定の際に動作が容易になり，ロボットの動きを小

さくすることができる． 

2.3. 提案機構 

 設計コンセプトを基に機構を設計した．並進機

構部に平行リンク機構を採用することで術具の姿

勢と手首の姿勢を一致させることができる．受動

関節をもつモックアップを製作し医師に設計コ

ンセプトの評価を得た．姿勢や視野が干渉してい

るという評価に基づいて並

進機構部のアーム部のオフ

セットやアーム部の角度を

つけることで，平行リンク部

と術者の距離を設けた． 

3. 提案機構の解析・主観的

評価 

制約条件に関する評価す

るために設計したモデルに

対して有限要素解析と動作

シミュレーションを行った．  

3.1. 有限要素解析 

有限要素解析では重力と切

削反力によるたわみ解析を行

い，制約条件である並進誤差

が 2 mm 以内を満たすかを解

析により評価した(図 2)．反力

は 30 Nとし術具先端に対して

各軸方向に加重し，術具先端

の移動量からたわみによる並

進誤差を求めた．最大たわみ

は術具先端で起こり，z 方向

に荷重したときで 1.150 mmで

あり，制約条件である並進誤

差 2 mm 以内を満たした． 

図 1 提案機構 図 4 動作シミュレーション 

図 3 有限要素解析 

表 1 有限要素解析結果 

 たわみ 

重力のみ 0.233 mm 

x 方向荷重 1.150 mm 

y 方向荷重 0.419 mm 

z 方向荷重 0.229 mm 

 

図 2 アーム部 
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3.2. 動作シミュレーション 

動作シミュレーションでは自動関節を持つ骨組みを用いて医師

が術具を操作することで術具経路を計測し，計測した点を用いて

手術の動作を再現した．これにより最小侵襲手術が可能なワーク

スペースを保持しているか，ロボットが視野を制限するかの評価

を行った．術具が到達することができなかった点は存在せず，ワ

ークスペースは十分であった．また，術者の視点から評価するこ

とにより，機構は視野に干渉する範囲は小さく，視野が十分に確

保されていることが確かめられた． 

4. 設計コンセプトに基づいた機械設計 

4.1. モータの選定 

 本研究の骨切除ロボットは，面拘束を行い正しい切除範囲を

切除するよう術者に対し力覚によって知らせ，術者が切除範囲

外に術具を侵入させようとするとモータ制御によって動きを止

め，切除範囲外に術具を侵入していることを知らせる．ここで

モータ制御による荷重は方向性を持って与えられ，全軸がブレ

ーキをかけるのではなく，切除範囲との境界を切除する際には，

範囲外には術具が侵入しないが，それ以外の方向には自由に動

き切除が可能である．将来的にモータを設置することを考え，

モータの選定を行ったが，今回は機構の操作性の評価を行うこ

とを目的としてポテンショメータを設置することにより捜査中

の関節角度を測定す

る． 

4.2. 機械設計 

提案機構に基づいて

機械設計を行い，ポテン

ショメータを設置した

評価モデルを製作した． 

設計では小型化と軽

量化を考慮し，カウンタ

ーウエイトを設置する

ことで，回転軸上に重心

が位置し，動作時にロ

ボットの重さが影響し

ないよう考慮した．高さ最大 1.63 m，幅 0.63 m，重量 70 kg であ

り，要求仕様を満たしている． 

5. 操作性の評価実験 

設計コンセプトを検証するた

めに動作範囲の検証，定量的評

価及び主観的評価を行った． 

5.1. ワークスペースの検証 

術具先端の動作範囲を測定す

ることにより，要求仕様のワー

クスペースを満たしているか

を検証した．術具を自由に動か

し術具先端位置を測定した．実

験では術具にマーカを取り付

け，3 次元位置計測器(Polaris)を

用いて測定を行った．図 7  に

示すように術具先端の動作範

囲は要求仕様である膝関節を

中心とした一辺 0.2m の立方体のワークスペースを満たしている

ことが確認された． 

5.2. 定量的評価 

医師が評価モデルを用いて手術動作を行って 6 つの面に対して

切除動作を行い，図 9 のようにロボットの関節角度の時間変化を

求めた．赤色の領域は並進位置決定を表し，青色の領域は術具の

姿勢決定を表す．術具の姿

勢決定により切除を行って

いるとき並進機構部である

軸 1，2，3 の関節角度変化

が小さいことがわかった．

これは切除動作中には並進

機構部の動作が小さいこと

を示し，設計コンセプトで

ある機構の役割分担が行われていることが確認された． 

骨切除ロボットの可動域を取得したところ，軸 2，3，5 には機

構的な可動域の制限が存在し，特に軸 5 の可動域は評価実験によ

って軸の動作範囲を満たしておらず，ロボットの可動域により動

作が制限されていた可能性がある． 

5.3. 主観的評価 

 機構の操作性について医師 3 名から主観的評価を得た．「術者の

意図に沿った動作が可能か」についてはどちらかと言えば可能で

あったという評価であり，操作性が低くなった要因としては軸 5

の可動範囲が限られていることが挙げられた．また軸 4 が手首の

回転軸に対応しておらず，使いづらいという評価が得られた．ま

た「動かしにくい点はあったか」については，存在しなかった．

「視野が確保されていたか」については，術具先端が内側を向く

作業時に視野が阻害されたが，それ以外では視野が確保されてい

るという評価が得られた．「姿勢の制限があったか」については削

る面により把持部の持ち方に制限があったが，他の機構部が術者

を干渉することはなかった．  

以上の評価により高操作性を有する機構であることが確認され

たが，術者の操作方法により視野の干渉や軸の可動域の制限が存

在し，詳細の設計改善が必要であることがわかった． 

6. 結言 

設計コンセプトに基づいて提案機構を設計し，解析により要求

仕様を満足していることを検証した．そして評価モデルを製作し

評価実験により設計コンセプトを満たしていており，高操作性を

有するか定量的や主観的に評価をした．その結果操作性は良好だ

が，可動域の制限などを考慮した再設計を行い，機構の改善が必

要であることがわかった． 

今後はモータを設置した評価モデルを用いて，モータ制御によ

る手術支援システムの開発を行う． 
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図 5 評価モデル 

 
図 9 関節角度の時間変化 

 
図 6 評価実験 

図 7 ワークスペースの検討 

 
図 8 切除平面 
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