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歩行中の手先振動を抑制する方策に対する UCM 解析
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あらまし コップの水をこぼさずに歩行するというタスクを達成するために人間はどのような方策をとってい
るのかを調べた．手先のジャークを小さくし，コップの角度を一定に保つことがコップの水をこぼさないための性
能変数とし，その制御のために各関節を協調させているという仮説を立てた．協調度を定量的に評価する UCM
解析を用い手先のジャークに関する分散とコップの角度に関する分散について，性能変数に影響を与えない成
分（UCM 成分）と与える成分（ORT 成分）に分割した．水が入っているコップを保持して歩行する場合と水が
入っていないコップを保持して歩行する場合を比較する実験を行い，水が入っている場合に手先のジャークは小
さくなり，コップの角度の分散も小さくなることを確認した．また各分散成分とも，UCM に沿った成分は ORT
に沿った成分より大きかった．以上の結果から人間はコップの水をこぼさずに歩行するために，各関節を協調さ
せてコップの角度を一定に保ち，手先のジャークを小さくしていることが示唆された．またコップの角度に関す
る分散成分が時系列によってほとんど変化しない結果から，タスク全体で振動を抑制していることが示唆された．
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1. ま え が き

は全身運動であるので多くの自由度を制御しなければ

人間には自然に行うことのできる巧みな運動という

ジーの利用，すなわち各部位の協調動作が重要である

ならない．よってこのタスクを達成するためにはシナ

ものがたくさんある．その働きや制御方策を知ること

と考えられる．

は人間の脳や中枢神経系の働きを理解する上で有益で

協 調 を 定 量 的 に 評 価 す る た め に UCM（UnCon-

ある．ではここで巧みな運動とはいったいどのような

trolled Manifold）解析と呼ばれる解析手法が提案

運動のことをいうのであろうか．Bernstein [1] は巧み

された [2], [3]．UCM 解析はある性能変数（例えば手

さとは “あらゆる状況ならびにあらゆる条件下におい

先位置）に関する冗長性をもつ多要素（例えば関節角）

て解決策となる運動を見つけること” と定義し，人間

のトライアル間にわたる分散を二つの直交する成分に

が巧みな運動を実現するために冗長性をうまく利用し

分割する．一つは性能変数の値に影響を及ぼさないよ

ていることを指摘した．このような人間の冗長性に関

うな多要素の組の空間（UCM）であり，もう一つはこ

する問題は Bernstein 問題と呼ばれ研究されてきた．

の UCM 空間に直交し，性能変数の値に直接影響を及

Bernstein 自身は冗長性を克服するために中枢神経系

ぼす多要素の組の空間（ORT：orthogonal）である．

は “シナジー” と呼ばれる構造単位で多要素を制御し

注目する性能変数が冗長性のある多要素の協調により

ていることを指摘した．

制御されているならば，UCM 空間の分散は，ORT 空

巧みな運動の一例として “コップの水をこぼさずに
歩行する” というタスクについて考える．このタスク

間の分散よりも高い値を示す．

UCM 解析は先行研究において，様々なタスクにおけ
る協調を定量化するために用いられてきた．姿勢制御タ
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などがある．

であった．本実験は名古屋大学倫理審査委員会の承認

ではここで，コップの水をこぼさずに歩行するタス
クでは何が性能変数となるだろうか．歩行中の上肢，

を受け，行われた．また実験前にすべての被験者は実
験手順の説明を受け，書面にて同意した．

体幹の動きは等速運動ではないので，コップの液体に

2. 2 タ ス ク

は重力だけでなく，加速度による慣性力が働く．よっ

被験者は 0.56 [m/s] の速度でベルトが回転するト

て，コップの中の液面は重力と慣性力の合力と直交す

レッドミル（PW22，日立情報通信エンジニアリング

る．このとき加速度が大きくても加速度の変化（ジャー

製）上を水が入っているコップと水が入っていないコッ

ク）が小さければ液面の揺れが抑えられて，コップの

プを右手で保持し，それぞれ 5 分間歩行を行った．水

水はこぼれにくいと予想される．また同時に水平面か

が入っているコップは，表面までなみなみと水を注ぎ，

らのコップの角度を一定に保つことも重要となるだろ

タスクが十分に高い難易度となるようにした．水が

う．なぜなら手先のジャークが小さくてもコップの角

入っていないコップは水が入っているコップと同様の

度が一定でないならば水はこぼれてしまう．以上より，

重さになるように小石を入れて調節し，口の部分は

コップの水をこぼさずに歩行するというタスクを達成

テープで蓋をした．被験者間での歩幅と歩行周期のば

するためには，手先のジャークを小さくすることと水

らつきを抑えるため，1.4 [Hz] のタイミングでメトロ

平面からのコップの角度を一定に保つことが重要であ

ノームの音によって合図を与えた．結果がタスクの順

ると考えられる．そこで本研究では性能変数として手

番に依存しないことを確認するために，水が入ってい
るコップから始めるグループ（グループ 1）と水が入っ

先のジャークとコップの角度を解析する．
本研究では，コップの水をこぼさずに歩行するため

ていないコップから始めるグループ（グループ 2）に

に，上記の性能変数が協調して制御されているのかを

それぞれ 3 人ずつ被験者を割り振った．タスク間に休

明らかにしたい．そのために，水が入っているコップ

憩はとらず，連続してタスクを行った．また，被験者

を持って歩いた場合（水ありの場合）と水が入ってい

は実験前にトレッドミル上での歩行に慣れるために歩

ないコップを持って歩いた場合（水なしの場合）の計

行練習を 5 分間行った．被験者は両タスクにおいて，

測実験を行った．最初に，“手先のジャークを小さく

メトロノーム音に合わせて歩行すること，腕が矢状面

している” ということと，“コップの角度を一定に保っ

に平行とすることを指示された．また水が入っている

ている” ということを確認する．次に手先のジャーク

コップを持った歩行の場合では，コップの水をこぼさ

とコップの角度のタスク内の分散を調べる．性能変数

ないように歩行することを指示された．

に関する次の二つの仮説を UCM 解析を用いて検証す

2. 3 実 験 装 置

る．一つは “手先のジャークを小さくするために各関

身体各部位の位置データを取得するために三次元

節を協調させている” であり，もう一つは “コップの

位置計測システム（OPTOTRAK CERTUS，North-

角度を一定に保つために各関節を協調させている” で

ern Digital Inc. 製）を用いた（サンプリング周波数

ある．それぞれの仮説が正しいとすれば，結果は次の

100 [Hz]）．直径 7 [mm] の赤外線マーカーを図 1 に示

ようになることが予想される．“水ありの場合に，手先
jerk

のジャークに関する UCM に沿った分散成分（VU CM ）
jerk
）よりも大きい値をと
は，直交する分散成分（VORT

る”．“水ありの場合に，水平面からのコップの角度に
angle

関する UCM に沿った分散成分（VU CM ）は，直交す
angle
）よりも大きい値をとる”．
る分散成分（VORT

2. 実 験 方 法
2. 1 被 験 者
被験者は健常な成人男性 6 名であり，全員が右利き
であった．年齢は 22 歳から 26 歳（平均 23.3 歳）であ
り，身長は 160 [cm] から 176 [cm]（平均 172.7 [cm]）
であり，体重は 60 [kg] から 64 [kg]（平均 61.2 [kg]）

Fig. 1

図 1 実験の様子
Condition of experiment.
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を 3 回微分することによって手先のジャーク d3 xt /dt3
と各関節角度，角速度，角加速度，角ジャークの組

Θt = [θt , dθt /dt, d2 θt /dt2 , d3 θt /dt3 ]T の関係は以
下のようになる．

d3 xt
d3 x̄t
−
3
dt
dt3
 3

d J
d2 J
dJ
=
,
3
,
3
·(Θt − Θ̄t )
,
J
dt3
dt2
dt
Fig. 2

図 2 座標と関節角度の定義
Coordinates of workspace and joint angle.

(3)

このとき，UCM はヤコビアン J を微分した組の零
空間によって定義される．時刻 t の零空間の基底ベク
トル i,t は以下の式を解くことによって得られる．



すように 6 箇所取り付けた．取り付けた箇所はそれぞ
れ踝，股関節の回転中心，肩の回転中心，肘の回転中
心，手首の回転中心，中指の付け根とした．

0=



d3 J
d2 J
dJ
,
3
, 3 , J ·i,t
dt3
dt2
dt

(4)

関節の状態の組の次元を n (n = 16)，性能変数の次元

2. 4 データ解析
取得した位置データにはカットオフ周波数 10 [Hz]，
二次のバタワース低域フィルタをかけた．図 2 に示
すように各関節角度を定義した．身体各部位の位置の
データを 3 回微分することによって，身体各部位の

を d (d = 1) とすると，零空間の基底ベクトルは n − d
個存在するので，零空間は n − d 次元となる．よって
あるトライアルでの UCM 空間に平行な Θt の Θ̄t か
らのばらつきは以下の式のように計算できる．

ジャークを求めた．微分するたびにカットオフ周波数

10 [Hz]，二次のバタワース低域フィルタをかけた．同

Θ,t =

n−d


Ti,t · (Θt − Θ̄t ) · i,t

(5)

i=1

様に関節角度も 3 回微分し，関節角ジャークを求めた．
右踝の進行方向の速度が −0.45 [m/s] を超えた時間を

UCM 空間に垂直な成分は以下のようになる．

歩行周期のはじめとし，すべての位置データを歩行周

Θ⊥,t = (Θt − Θ̄t ) − Θ,t

期で切り出し，各条件に対して約 200 周期分のデー
タを得た．すべての歩行周期のデータを三次スプライ
ン補間により 100 点で正規化し，以下では 1 周期を

100 [%] で表記する．また着地時において，踝の加速
度が最小となることから，この時刻を着地時刻と定義
した．

2. 5. 1 手先ジャークに関する UCM 解析
先位置 xt と各関節角度の組 θt = [θ1t , θ2t , θ3t , θ4t ]T
の関係はキネマティクスの式 g(θ) を用いると以下の
ように書ける．

(1)

ここで式 (1) をトライアル間の平均 x̄t 周りで線形

(2)

ここで J = ∂g(θ̄t )/∂θt であり，θ̄t は時刻 t におけ
る関節角度の組のトライアル間の平均である．式 (2)
2668

2
σjerk,t
=

Θ2,t
n−d
Θ2⊥,t
d

(7)
(8)

歩行の 1 周期の各時刻（1〜100 [%]）の和をとって以
下のように定義する．

VUjerk
CM =
jerk
VORT
=





σjerk,t

(9)

σjerk⊥,t

(10)

上記の計算によって，あるトライアルでの関節角度，
角速度，角加速度，角ジャークの組のばらつきを手先

近似すると以下の式のようになる．

xt − x̄t = J · (θt − θ̄t )

なる．

本研究で求める手先ジャークに関する各分散成分は

あるトライアルの時刻 t [%] における進行方向の手

xt = g(θt )

自由度で正規化をかけた各分散の量は以下のように

2
σjerk⊥,t
=

2. 5 UCM 解析

(6)

ジャークに影響を与えないもの（VUjerk
CM ）と直接影響
jerk
）に分割することができる．
を与えるもの（VORT

2. 5. 2 コップの角度に関する UCM 解析
コップ（手先）の水平面からの角度 θhor を図 2 に示
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した各関節角度を用いて表すと以下の式のようになる．

θhor = [1, 1, 1, 1] · [θ1 , θ2 , θ3 , θ4 ]

T

(11)

3. 結

果

3. 1 身体各部位のジャーク

2. 5. 1 で示した方法と同様に零空間を計算し，各関

ここでは進行方向のデータのみを掲載する．図 3 に

節角度の組の分散を UCM 空間に平行なものと垂直な

被験者 A の身体各部位のジャークの二乗和を示す．横

ものに分割し，式 (9)，(10) に相当するものを以下の

軸が左側から手先，肘，肩，股関節となっており縦軸
は各身体部位のジャークの 2 乗を歩行の 1 周期にわ

ように定義する．

VUangle
CM =
angle
VORT

=




たって足し合わせたものである．黒が水ありの場合で

σangle,t

(12)

σangle⊥,t

(13)

白が水なしの場合である．
水ありの場合のほうが手先のジャークが小さくなっ
ていることが分かった（P < 0.05）．また，二元配置分

ここで VUangle
CM はあるトライアルにおけるコップの

散分析では水の有無，身体各部位の主効果がすべての

角度に影響を与えない関節角の組のばらつきであり，

被験者で有意であり（P < 0.05），交互作用は被験者

angle
VORT
はコップの角度に影響を与える関節角の組のば

C を除いて（P = 0.322）有意であった（P < 0.05）．

らつきである．

各被験者のトライアル間の平均を代表値とした，全被

2. 6 統 計 解 析

験者での比較でも，水の有無，身体各部位の主効果が

以下に挙げる六つのことを確かめるために対応の

すべての被験者で有意であった（P < 0.05）．よって，

ある t 検定（2 標本の両側検定）を用いた（有意水準

手先以外の部分もすべてジャークが小さくなっており，

α = 0.05，自由度 n = 185 ∼ 208）．

手先に向かうにつれて段々とジャークが小さくなって

（ 1 ） 各被験者において水ありの場合と水なしの場
合で手先ジャークに有意な差があるかどうか．
（ 2 ） 各被験者の関節角ジャークに水ありの場合と
水なしの場合で有意な差があるかどうか．
（ 3 ） 水ありの場合に，各被験者の手先ジャークに

いることが分かった．
また図 4 に被験者 A の手先ジャークの波形の加算
平均を示す．横軸が歩行の 1 周期を 100%で正規化し
たもので，縦軸は手先のジャークの値である．薄い点
線が水ありの場合で濃い実線が水なしの場合である．

関する UCM 解析により得られた分散成分に UCM 成

また縦の点線が着地の瞬間の平均である．ジャークの

分と ORT 成分で有意な差があるかどうか．

ピーク値が特に減少していることが分かった．

（ 4 ） 各被験者の手先ジャークに関する UCM 解析

図 5 にすべての被験者の手先ジャークの二乗和を示

により得られた分散成分に水ありの場合と水なしの場

す．縦軸が手先のジャークの二乗和であり，被験者 A，

合で有意な差があるかどうか．

B，C がグループ 1，被験者 D，E，F がグループ 2 で

（ 5 ） 水ありの場合に，各被験者のコップ角度に関

ある．黒が水ありの場合で白が水なしの場合である．

する UCM 解析により得られた分散成分に UCM 成分
と ORT 成分で有意な差があるかどうか．
（ 6 ） 各被験者のコップ角度に関する UCM 解析に
より得られた分散成分に水ありの場合と水なしの場合
で有意な差があるかどうか．
また，各被験者の身体各部位のジャーク二乗和に水
ありの場合と水なしの場合で有意な差があるかどうか
を確かめるために，水の有無と身体各部位を要因とす
る二元配置分散分析を用いた．Post-hoc テストには

Turkey-Kramer 法を用いた（有意水準 α = 0.05）．
また上記のことが，母集団を人間一般とした際にも
有意性を示すことを確かめるために，各被験者のトラ
イアル間の平均を代表値とした対応のある t 検定（自
由度 n = 5）と，二元配置分散分析を行った．

図 3 被験者 A の身体各部位のジャーク二乗和
Fig. 3 Sum of squared jerk of each body part of
subject A.
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図 4 被験者 A の手先ジャーク波形の平均
Fig. 4 Mean of hand jerk waveform of subject A.

図 5 すべての被験者の手先ジャークの二乗和
Fig. 5 Sum of squared hand jerk of all subjects.

図 6 被験者 A の肘関節角ジャークの波形の平均
Fig. 6 Mean waveform of elbow joint angular jerk of
subject A.

図 7 被験者 A の各部位の関節角ジャーク二乗和
Fig. 7 Sum of squared joint angular jerk of each body
part of subject A.

すべての被験者においてグループの差によらず，水あ
りの場合の方が手先のジャークが小さくなっているこ

り，縦軸は角ジャークの歩行 1 周期分の二乗和であ

とが分かった（P < 0.05）．また，各被験者のトライ

る．すべての箇所で水ありの場合の角ジャークが小さ

アル間の平均を代表値とした，全被験者での比較でも

くなっているということが分かった（P < 0.05）．ま

同様に，水ありの場合の方が手先のジャークが小さく

た，各被験者のトライアル間の平均を代表値とした，

なっていることが分かった（P < 0.05）．なお，上下

全被験者での比較でも手首角度を除き，水ありの場合

方向に関しても詳細な図は省略するが，同様に水があ

の方が角ジャークが小さくなっていることが分かった

る場合にジャークは減少した．
図 6 に被験者 A の肘関節の角ジャークの加算平均

（P < 0.05）．

3. 2 コップの角度

の波形を示す．横軸が歩行の 1 周期を 100%で正規化

図 8 にタスク内のコップ角度の分散を示す．縦軸が

したもので，縦軸が角ジャークの値である．これも手

水平面からのコップ角度の分散である．黒色が水あり

先ジャークの波形（図 4）と同様にピーク値が減少し

の場合で，白色が水なしの場合である．すべての被験

ていることが分かった．

者においてグループの差によらず水ありの場合にコッ

他の部位に関しては図 7 に被験者 A の各関節角
ジャークの二乗和を示した．横軸が右側から手首角度
（θ4 ），肘角度（θ3 ），肩角度（θ2 ），腰角度（θ1 ）であ
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図 8 全被験者のタスク内のコップ角度の分散
Fig. 8 Variance of cup angle in task of all subjects.

図 10 全被験者のコップ角度に関する各分散成分
Fig. 10 Component variance of cup angle of all
subjects.

各被験者のトライアル間の平均を代表値とした，全
被験者での比較でも，UCM 成分は ORT 成分よりも
大きい値であった（P < 0.05）．また，水ありの場合
jerk
に VUjerk
CM は減少した（P < 0.05）が，VORT は有意

な差が認められなかった（P = 0.052）．
なお上下方向に関しても同様の傾向を示した．

3. 4 コップ角度に関する各分散成分
図 10 にすべての被験者のコップ角度に関する UCM
図 9 全被験者の手先ジャークに関する各分散成分
Fig. 9 Component variance of hand jerk of all
subjects.

解析の結果を示す．縦軸が各分散成分の歩行 1 周期分
の和をとったもののタスク内の平均と分散である．
すべての被験者において UCM 成分は ORT 成分よ
りも大きい値であった（P < 0.05）．また，VUangle
CM に

3. 3 手先のジャークに関する各分散成分

ついては被験者 E を除いて（P = 0.305），水ありの

図 9 にすべての被験者の手先ジャークに関する UCM

場合に有意に増加している（P < 0.05）という結果で

解析の結果を示す．縦軸が各分散成分の歩行 1 周期分

angle
についてはすべての被験者で有意に減少
あり，VORT

の和をとったもののタスク内の平均と分散である．上

している（P < 0.05）という結果であった．これらの

jerk
，下段が ORT 成分（VORT
）
段が UCM 成分（VUjerk
CM ）

結果はグループの差によらず同様の傾向を示すことが

を示す．黒色が水ありの場合，白色が水なしの場合で

分かった．

ある．

各被験者のトライアル間の平均を代表値とした，全

すべての被験者において UCM 成分は ORT 成分よ
りも大きい値であった（P < 0.05）．また，すべての被
jerk

験者において水ありの場合に VU CM が減少しているこ
jerk
については被
とが分かった（P < 0.05）．また VORT

被験者での比較でも，UCM 成分は ORT 成分よりも
大きい値であった（P < 0.05）．また，水ありの場合
angle

angle

に VU CM は増加し，VORT は減少した（P < 0.05）．
また図 11 に被験者 A のコップ角度の各分散成分

験者 F を除いて（P = 0.374）有意差あり（P < 0.05）

の時系列を示す．横軸が歩行の 1 周期を 100%で正規

という結果となった．これらの結果はグループの差に

化したもので，縦軸がトライアル間の分散成分の平均

よらず同様の傾向を示すことが分かった．

と標準偏差である．上段が UCM 成分であり下段が
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Fig. 11

図 11 被験者 A のコップ角度に関する各分散成分の時系列
Time series of component variance of cup angle of subject A.

ORT 成分，左側が水ありの場合で右側が水なしの場

つれて段々とジャークが小さくなっていることが分か

合である．図 4 に示したジャークのピークに対応して

り，これは足先から手先に向かうにつれて身体の自由

分散成分が変化しておらず，タスク全体で分散成分が

度を用いてジャークを小さくしている可能性が考えら

変化していることが分かった．

れる．図 4 を見るとジャークのピークの部分が特に大

4. 考

きく抑制されていることが分かった．ここで振動の抑

察

制はこのピークの部分に絞って行われているのかどう

本研究では，コップの水をこぼさずに歩行するため

かが疑問として挙げられる．図 11 から各分散成分は

に人間はどのような方策をとっているのかを調べた．

特定の時間でピークをもつような形をしていないこと

はじめに手先のジャークが小さくなっていることと，

が分かる．また人間の視覚フィードバックには一般的

コップの角度を一定に保っていることを確認した．ま

に 200〜300 [ms] の大きな時間遅れがある [23], [24] の

た以下の二つの仮説を検証した．“手先のジャークを小

で，リアルタイムで振動を抑制しているとは考えづら

さくするために各関節を協調させている”．“コップの

い．以上のことから振動の抑制はジャークのピークの

角度を一定に保つために各関節を協調させている”．水

部分に絞って行われているのではなく，タスク全体で

ありの場合と水なしの場合を比較する実験から UCM

行われているということが示唆される．

解析を行い，これらの仮説と対応する以下のような結

コップの角度を一定に保つために各関節を協調させ

jerk
果を得た．“水ありの場合に VUjerk
CM は，VORT よりも

ているという仮説については，図 10 より，水ありの

顕著に大きい” という仮説を支持する結果を得た．ま

angle
場合に VUangle
CM は，VORT よりも大きいことが分かっ

た，“水ありの場合に VU CM は，VORT よりも大き

angle

た．またこのとき，VU CM は増加し，VORT は減少

い” という仮説を支持する結果を得た．以下にそれぞ

した．つまり水ありの場合にコップの角度に影響を与

れの結果について詳しく考察する．

えない分散成分（VUangle
CM ）が，直接影響を与える分散

angle

angle

angle

angle

図 3，図 5 より，水ありの場合で手先のジャークが

成分（VORT ）よりも大きかったことから，コップの

小さくなっており，同様に図 7 より，各関節角ジャー

角度が性能変数として協調動作によって制御されてい

クも小さくなっていることが分かった．また図 8 より，

ると考えられる．また，水ありの場合に VUangle
CM は増

コップの角度のタスク内の分散も小さくなっているこ

加し，VORT は減少したことから，コップの角度に直

とが分かった．更に図 3 より，腰から手先に向かうに

接影響を及ぼす分散を小さくするような協調が，より
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強く働いてコップから水がこぼれないようにしたと推

く場合を比較する実験により確認した．そしてこの条

測される．また図 8 に示すよう，コップの角度の分散

件を達成するために各関節の協調を利用していると

が水ありの場合で減少したことから，コップの角度を

いう仮説を立てた．手先のジャークに関係する関節角

一定に保つために各関節を協調させていることが示唆

度，角速度，角加速度，角ジャークの分散と，コップ

される．

の角度に関係する関節角度の分散を UCM 解析を用

手先のジャークを小さくするために各関節を協調さ
せているという仮説については，図 9 より，水ありの
jerk

jerk

場合に VU CM は，VORT よりも顕著に高い値である

いて二つの直交する成分（性能変数に影響を与えない

UCM 成分と直接影響を与える ORT 成分）に分割し，
協調度を定量的に評価した．結果として水が入ってい

ので，各関節が協調して性能変数であるジャークを制

るコップの場合ではどちらの分散成分も UCM 成分が

御していることが考えられる．また図 4 の結果に示す

ORT 成分よりも顕著に大きいという関係であったの

よう，手先ジャークが水ありの場合で減少したことか

で各関節を協調させて手先のジャークが小さくなるよ

ら，手先ジャークを小さくするために各関節を協調さ

うに制御し，コップの角度を一定に保つよう制御して

せていることが示唆される．しかしながら水ありの場

いることが示唆された．また歩行周期の全体にわたっ

jerk
合に VU CM は減少し，有意差は認められなかったが，
jerk
VORT は増加する傾向にある．原因としては，コップ

て分散成分の平均と標準偏差は同程度であったことか

の角度を一定に保つための協調動作によって，ジャー

制御は行っておらず，タスク全体で振動を抑制してい

クの協調動作が干渉を受けたという可能性が考えられ

ることが示唆された．

ら，ジャークのピークに絞って振動を抑制するような

る．水なしの場合に比べて水ありの場合はコップの角

本研究では定常歩行における振動抑制の方策を調べ

度という性能変数が拘束条件として付加されたとみな

てきたので，歩行中に外乱を加えたときの過渡応答を

すことができるので，ジャークを性能変数とする制御

調べることにより，更に詳細な振動抑制の制御メカニ

が干渉を受けた可能性が考えられる．つまり VUangle
CM

ズムにアプローチしていくことが今後の課題として考

angle
を増加させ，VORT

えられる．

を減少させるコップの角度を一定

に保つ協調動作が，ジャークを小さくする協調動作に
jerk
干渉し，VUjerk
CM が減少し，VORT が増加したのかもし

れない．
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