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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】嚥下障害のリハビリテーションにおいて、手技
によらず、かつ嚥下感が得られやすい感覚提示装置を提
供する。
【解決手段】感覚提示装置１は、頸皮膚に貼付される頸
貼付部２０と、前記頸貼付部が頸皮膚から剥離される方
向に前記頸貼付部を牽引する牽引部３０と、前記牽引部
の牽引力を制御する制御部１０とを備え、頸パッド２０
及び牽引部３０によって装着者の頸皮膚を牽引又は弛緩
させる。これにより、感覚提示装置１は、装着者に嚥下
感を与えることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頸皮膚に貼付される頸貼付部と、
　前記頸貼付部が頸皮膚から剥離される方向に前記頸貼付部を牽引する牽引部と、
　前記牽引部の牽引力を制御する制御部と
　を備える感覚提示装置。
【請求項２】
　前記頸貼付部は、頸皮膚の少なくとも２か所に貼付され、
　前記牽引部は、前記少なくとも２か所に貼付された前記頸貼付部をそれぞれ牽引し、
　前記制御部は、前記頸貼付部をそれぞれ牽引する前記牽引部ごとに、牽引力を制御する
　請求項１に記載の感覚提示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、食物の嚥下動作に基づいて予め定められた動作シーケンスによって前記
牽引部の牽引力を制御する
　請求項１又は請求項２に記載の感覚提示装置。
【請求項４】
　吸熱又は発熱し、頬部に貼付される頬貼付部と、
　前記頬貼付部を頬部に貼付させ及び頬部から剥離させる頬貼付駆動部と、
　をさらに備え、
　前記制御部は、さらに前記頬貼付駆動部の貼付動作及び剥離動作を制御する
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の感覚提示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、さらに前記頬貼付部の吸熱又は発熱を制御する
　請求項４に記載の感覚提示装置。
【請求項６】
　前記制御部は、食物の嚥下動作に基づいて予め定められた動作シーケンスによって前記
頬貼付駆動部の貼付動作及び剥離動作を制御する
　請求項４から請求項５のいずれか一項に記載の感覚提示装置。
【請求項７】
　呼吸動作を検出する呼吸動作検出部
　をさらに備え、
　前記制御部は、前記呼吸動作検出部が検出する呼吸動作に基づいて制御対象の各部を制
御する
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の感覚提示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、感覚提示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、嚥下障害が生じた患者について、この患者の頸部に振動刺激を与えることにより
、嚥下障害を軽減させる技術が知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－４２８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、嚥下障害のリハビリテーションにおいては、医師や理学療法士が患者の前頸部
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を軽擦することにより嚥下反射の惹起を促す「嚥下反射促通手技」が患者に施される場合
がある。この嚥下反射促通手技は、患者自身の随意運動による嚥下感を得られやすいが、
その手技には専門性を要するという問題があった。
　一方、上述のような従来技術では、患者の頸部に単に振動を与えて嚥下反射を惹起する
だけであるため、自身の随意運動による嚥下感を得られにくいという問題があった。
【０００５】
　本発明は、嚥下障害のリハビリテーションにおいて、手技によらず、かつ嚥下感が得ら
れやすい感覚提示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態は、頸皮膚に貼付される頸貼付部と、前記頸貼付部が頸皮膚から剥
離される方向に前記頸貼付部を牽引する牽引部と、前記牽引部の牽引力を制御する制御部
とを備える感覚提示装置である。
【０００７】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置において、前記頸貼付部は、頸皮膚の少なく
とも２か所に貼付され、前記牽引部は、前記少なくとも２か所に貼付された前記頸貼付部
をそれぞれ牽引し、前記制御部は、前記頸貼付部をそれぞれ牽引する前記牽引部ごとに、
牽引力を制御する。
【０００８】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置において、前記制御部は、食物の嚥下動作に
基づいて予め定められた動作シーケンスによって前記牽引部の牽引力を制御する。
【０００９】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置は、吸熱又は発熱し、頬部に貼付される頬貼
付部と、前記頬貼付部を頬部に貼付させ及び頬部から剥離させる頬貼付駆動部と、をさら
に備え、前記制御部は、さらに前記頬貼付駆動部の貼付動作及び剥離動作を制御する。
【００１０】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置において、前記制御部は、さらに前記頬貼付
部の吸熱又は発熱を制御する。
【００１１】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置において、前記制御部は、食物の嚥下動作に
基づいて予め定められた動作シーケンスによって前記頬貼付駆動部の貼付動作及び剥離動
作を制御する。
【００１２】
　また、本発明の一実施形態の感覚提示装置は、呼吸動作を検出する呼吸動作検出部をさ
らに備え、前記制御部は、前記呼吸動作検出部が検出する呼吸動作に基づいて制御対象の
各部を制御する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、嚥下障害のリハビリテーションにおいて、手技によらず、かつ嚥下感
が得られやすい感覚提示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態に係る感覚提示装置の外観構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態の感覚提示装置の機能構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態の感覚提示装置の動作の一例を示す図である。
【図４】第２の実施形態に係る感覚提示装置の外観構成の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の感覚提示装置の機能構成の一例を示す図である。
【図６】本実施形態の感覚提示装置の動作の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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［第１の実施形態］
　以下、図を参照して感覚提示装置１の実施形態について説明する。
　図１は、第１の実施形態に係る感覚提示装置１の外観構成の一例を示す図である。感覚
提示装置１の一例として、頸部に巻きつけられるチョーカーＣＨがある。このチョーカー
ＣＨは、制御部１０と、頸パッド２０と、牽引部３０とを備える。
　以下において必要がある場合には、同図に示すｘｙｚ直交座標系を用いて説明する。ｘ
軸は、チョーカーＣＨを装着する人の前後方向を示す。ｘ軸正方向が人の前方を、ｘ軸負
方向が人の後方をそれぞれ示す。ｙ軸は、チョーカーＣＨを装着する人の左右方向を示す
。ｙ軸正方向が人の左方向を、ｙ軸負方向が人の右方向をそれぞれ示す。以下、ｙ軸正方
向を単に「左方向」又は「左側」と、ｙ軸負方向を単に「右方向」又は「右側」とも記載
する。ｚ軸は、チョーカーＣＨを装着する人の頭部と脚部とを結ぶ方向（例えば、人が起
立している場合には鉛直方向）を示す。ｚ軸正方向が人の頭部方向を、ｚ軸負方向が人の
脚部方向を示す。以下、ｚ軸正方向を単に「上方向」又は「上側」と、ｚ軸負方向を単に
「下方向」又は「下側」とも記載する。
　また、このチョーカーＣＨ（感覚提示装置１）を装着する人を、単に「装着者」とも記
載する。
【００１６】
　頸パッド２０は、粘着性を有しており、頸皮膚に貼付される。チョーカーＣＨは、頸パ
ッド２０を、１個備えていてもよいし２個以上備えていてもよい。この一例においては、
チョーカーＣＨは、２個の頸パッド２０を備えている。
【００１７】
　この一例の場合、チョーカーＣＨは、頸入口側パッド２０－１と、頸出口側パッド２０
－２とがある。頸入口側パッド２０－１は、装着者の頸部の上側に貼付される。頸出口側
パッド２０－２は、装着者の頸部の下側に貼付される。つまり、この一例において頸パッ
ド２０は、頸皮膚の少なくとも２か所に貼付される。
　より具体的には、頸入口側パッド２０－１は、装着者の喉頭隆起（いわゆる喉仏）の上
側に貼付される。頸出口側パッド２０－２は、装着者の咽頭隆起の下側に貼付される。す
なわち、これら２個の頸パッド２０は、装着者の咽頭隆起の上下にそれぞれ貼付される。
この結果、装着者の咽頭隆起は、頸入口側パッド２０－１と頸出口側パッド２０－２とに
よって上下方向に挟まれる。
【００１８】
　牽引部３０は、サーボモータなどのアクチュエータを備えており、頸パッド２０が頸部
から剥離される方向に頸パッド２０を牽引する。上述したように頸パッド２０は、粘着性
を有している。この粘着性の程度は、牽引部３０が頸パッド２０を牽引した場合に、頸パ
ッド２０が頸部から剥離されない程度である。この程度の粘着性を有している場合、牽引
部３０が頸パッド２０を牽引すると、頸パッド２０は、頸皮膚から剥がれずに、頸皮膚を
牽引する。すなわち、牽引部３０は、頸パッド２０を介して、頸パッド２０が貼付されて
いる頸皮膚を牽引する。
　また、頸皮膚が牽引された状態において牽引部３０が牽引力を低下させると、牽引され
ていた頸皮膚が牽引前の位置に戻る。つまり、牽引部３０は、頸パッド２０の牽引状態を
弛緩させると、牽引されていた頸皮膚が元の位置に戻る。牽引部３０は、頸パッド２０を
牽引したり、弛緩させたりすることにより頸皮膚を変位させる。
【００１９】
　ここで、チョーカーＣＨは、頸パッド２０の個数に対応する数の牽引部３０を備える。
この一例においては、チョーカーＣＨは、頸入口側牽引部３０－１と、頸出口側牽引部３
０－２との２つの牽引部３０を備える。
　頸入口側牽引部３０－１は、頸入口側パッド２０－１を牽引する。頸出口側牽引部３０
－２は、頸出口側パッド２０－２を牽引する。
【００２０】
　制御部１０は、牽引部３０の牽引力を制御する。この一例において、制御部１０は、Ｃ
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ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と記憶部（不図示）とを備え
ており、記憶部に記憶されているソフトウエアに基づいて動作する。この記憶部には、牽
引部３０の牽引力の時間変化を示す情報（動作シーケンス）が、予め記憶されている。つ
まり、制御部１０は、予め定められた動作シーケンスによって牽引部３０の牽引力を制御
する。
【００２１】
　この一例では、チョーカーＣＨは、頸制御部１０－１を上述した制御部１０として備え
る。この頸制御部１０－１は、頸入口側牽引部３０－１及び頸出口側牽引部３０－２の牽
引力をそれぞれ制御する。
【００２２】
　なお、チョーカーＣＨは、呼吸動作検出部６０を備えていてもよい。
　呼吸動作検出部６０は、装着者の呼吸動作を検出する。この一例では、呼吸動作検出部
６０は、装着者の頸部の動きを検出することにより呼吸動作を検出する。ただし、呼吸動
作検出部６０は、装着者の呼吸動作を検出できればよく、呼吸動作を検出する仕組みは上
述に限定されない。
　呼吸動作検出部６０は、検出した呼吸動作を示す信号を制御部１０に対して出力する。
具体的には、呼吸動作検出部６０は、装着者が吸入動作をしたことを検出すると、吸入動
作を示す信号を制御部１０に対して出力する。また、呼吸動作検出部６０は、装着者が呼
気排出動作をしたことを検出すると、呼気排出動作を示す信号を制御部１０に対して出力
する。
【００２３】
　次に、図２及び図３を参照して、感覚提示装置１の動作の一例について説明する。
　図２は、本実施形態の感覚提示装置１の機能構成の一例を示す図である。
　図３は、本実施形態の感覚提示装置１の動作の一例を示す図である。
【００２４】
　（ステップＳ１０）頸制御部１０－１は、呼吸動作を検出する。具体的には、頸制御部
１０－１は、呼吸動作検出部６０が検出した呼吸動作を示す信号を取得する。
【００２５】
　（ステップＳ２０）頸制御部１０－１は、ステップＳ１０において取得した呼吸動作を
示す信号に基づいて、装着者の吸入動作の有無を判定する。頸制御部１０－１は、装着者
が吸入動作をしていないと判定した場合（ステップＳ２０；ＮＯ）には、処理をステップ
Ｓ１０に戻す。頸制御部１０－１は、装着者が吸入動作をしていると判定した場合（ステ
ップＳ２０；ＹＥＳ）には、処理をステップＳ１１０に進める。
【００２６】
　ステップＳ１１０からステップＳ１４０までは、液体や固形物などの食物を嚥下したと
きに生じる嚥下感を装着者に与えるための処理である。
　（ステップＳ１１０）頸制御部１０－１は、頸入口側牽引部３０－１の牽引力を上昇さ
せて、頸入口側パッド２０－１を牽引する。この動作により、装着者の喉頭隆起の上側の
頸皮膚が牽引される。
　（ステップＳ１２０）次に、頸制御部１０－１は、頸出口側牽引部３０－２の牽引力を
上昇させて、頸出口側パッド２０－２を牽引する。この動作により、装着者の喉頭隆起の
下側の頸皮膚が牽引される。
【００２７】
　（ステップＳ１３０）次に、頸制御部１０－１は、頸入口側牽引部３０－１の牽引力を
低下させて、頸入口側パッド２０－１を弛緩させる。この動作により、装着者の喉頭隆起
の上側の頸皮膚が牽引されなくなり、頸皮膚が牽引前の位置に戻る。
　（ステップＳ１４０）次に、頸制御部１０－１は、頸出口側牽引部３０－２の牽引力を
低下させて、頸出口側パッド２０－２を弛緩させる。この動作により、装着者の喉頭隆起
の下側の頸皮膚が牽引されなくなり、頸皮膚が牽引前の位置に戻る。
【００２８】
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　ここで、頸制御部１０－１は、ステップＳ１１０における牽引状態を１００［ｍｓ］の
間、維持する。頸制御部１０－１は、ステップＳ１２０における牽引状態を２００［ｍｓ
］の間、維持する。また、頸制御部１０－１は、ステップＳ１３０における牽引状態を１
００［ｍｓ］の間、維持する。
　つまり、頸制御部１０－１は、喉頭隆起の上側の頸皮膚を牽引してから１００［ｍｓ］
後に喉頭隆起の下側の頸皮膚を牽引する。頸制御部１０－１は、喉頭隆起の下側の頸皮膚
を牽引してから２００［ｍｓ］後に喉頭隆起の上側の頸皮膚を弛緩させる。また、頸制御
部１０－１は、喉頭隆起の上側の頸皮膚を弛緩させてから１００［ｍｓ］後に喉頭隆起の
下側の頸皮膚を弛緩させる。この動作シーケンスは、食物の嚥下動作に基づいて予め定め
られている。この動作シーケンスによると、感覚提示装置１は、装着者に対して嚥下感を
与えることができる。
【００２９】
［第１実施形態のまとめ］
　上述したように、感覚提示装置１は、頸パッド２０及び牽引部３０によって装着者の頸
皮膚を牽引又は弛緩させる。これにより、感覚提示装置１は、装着者に嚥下感を与えるこ
とができる。
【００３０】
　嚥下障害が発生した後に機能回復訓練が行われることがある。この機能回復訓電には、
食物を使用しない基礎訓練（間接的訓練）と、食物を使用する摂食訓練（直接的訓練）と
がある。この基礎訓練に本実施形態の感覚提示装置１を用いることにより、装着者に嚥下
の意識化や、口唇・舌・頬など嚥下に関する部位の他動運動の促進を図ることができる。
【００３１】
　また従来、嚥下障害が発生した人に対するリハビリテーションにおいて、頸皮膚を軽擦
することにより嚥下反射の惹起を促す「嚥下反射促通手技」が医師や理学療法士などによ
って行われることがある。
　本実施形態の感覚提示装置１を用いることにより、この嚥下反射促通手技に相当する刺
激を装着者に与えることができる。つまり、感覚提示装置１によれば、医師や理学療法士
が嚥下反射促通手技を行わなくても、嚥下感覚を装着者に与えることができる。
【００３２】
　また、感覚提示装置１は、呼吸動作検出部６０が検出した呼吸動作を動作シーケンスの
起動トリガにすることができる。このため、感覚提示装置１によれば、スイッチなどを操
作することなく、装着者が呼吸するだけで、嚥下感覚を装着者に与えることができる。
【００３３】
［第２の実施形態］
　以下、図４から図６を参照して感覚提示装置の第２の実施形態について説明する。本実
施形態の感覚提示装置１ａは、ネックストラップＮＳをさらに備える点において、上述し
た第１の実施形態の感覚提示装置１と異なる。なお、第１の実施形態と同一の構成及び動
作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００３４】
　図４は、第２の実施形態に係る感覚提示装置１ａの外観構成の一例を示す図である。
　感覚提示装置１ａは、ネックストラップＮＳと上述したチョーカーＣＨとを備える。ネ
ックストラップＮＳは、頬制御部１０－２と、頬パッド４０と、頬貼付駆動部５０とを備
える。
【００３５】
　頬パッド４０は、粘着性を有しており、頬皮膚に貼付される。ネックストラップＮＳは
、頬パッド４０を、１個備えていてもよいし２個以上備えていてもよい。この一例におい
ては、ネックストラップＮＳは、左右２個の頬パッド４０を備えている。すなわち、ネッ
クストラップＮＳは、左側頬パッド４０－Ｌと右側頬パッド４０－Ｒ（不図示）とを備え
る。左側頬パッド４０－Ｌは、装着者の左頬部に貼付される。右側頬パッド４０－Ｒは、
装着者の右頬部に貼付される。つまり、この一例において頬パッド４０は、頬皮膚の少な
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くとも２か所に貼付される。
　この頬パッド４０は、頬の熱を吸熱する。また頬パッド４０は、発熱して頬に熱を与え
る。
【００３６】
　頬貼付駆動部５０は、サーボモータなどのアクチュエータを備えており、頬パッド４０
が頬部から剥離される方向に頬パッド４０を変位させる。上述したように頬パッド４０は
、粘着性を有している。この粘着性の程度は、頬貼付駆動部５０が頬パッド４０を牽引し
た場合に、頬パッド４０が頬部から剥離される程度である。この程度の粘着性を有してい
る場合、頬貼付駆動部５０が頬パッド４０を変位させると、頬パッド４０は、頬皮膚から
剥がれる。すなわち、頬貼付駆動部５０は、頬パッド４０を頬部に貼付させ及び頬パッド
４０を頬部から剥離させる。
【００３７】
　頬制御部１０－２は、頬貼付駆動部５０の貼付動作及び剥離動作を制御する。この一例
において、頬制御部１０－２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）と記憶部（不図示）とを備えており、記憶部に記憶されているソフトウエアに基づ
いて動作する。この記憶部には、頬貼付駆動部５０の貼付動作及び剥離動作を示す情報（
動作シーケンス）が、予め記憶されている。つまり、頬制御部１０－２は、予め定められ
た動作シーケンスによっての頬貼付駆動部５０の貼付動作及び剥離動作を制御する。
【００３８】
　頬制御部１０－２は、頬パッド４０の吸熱及び発熱を制御する。具体的には、頬パッド
４０は、ペルチェ素子などの吸発熱部（不図示）を備えている。頸制御部１０－１は、頬
パッド４０が備える吸発熱部に供給する電流値を制御することにより、頬パッド４０の吸
熱及び発熱を制御する。
　また、頬制御部１０－２は、不図示の通信部を備えていてもよい。この一例の場合、頬
制御部１０－２は、頸制御部１０－１と無線又は有線によって通信可能である。
【００３９】
　次に、図５及び図６を参照して、感覚提示装置１ａの動作の一例について説明する。
　図５は、本実施形態の感覚提示装置１ａの機能構成の一例を示す図である。
　図６は、本実施形態の感覚提示装置１ａの動作の一例を示す図である。
【００４０】
　本実施形態の感覚提示装置１ａは、頸制御部１０－１と頬制御部１０－２とが通信を行
うことにより、装着者の呼吸動作によって頬パッド４０の貼付及び剥離を制御することが
できる点において、上述した第１の実施形態の感覚提示装置１と異なる。
【００４１】
　（ステップＳ２０）頸制御部１０－１は、ステップＳ２０において装着者が吸入動作を
していると判定した場合（ステップＳ２０；ＹＥＳ）には、処理をステップＳ５０に進め
る。
【００４２】
　（ステップＳ５０）頸制御部１０－１は、「吸入動作をしている」と判定したことを、
頬制御部１０－２に通知する。頸制御部１０－１は、以下ステップＳ１１０からステップ
Ｓ１４０において、第１の実施形態の場合と同様に動作する。
【００４３】
　（ステップＳ２１０）頬制御部１０－２は、頸制御部１０－１から「吸入動作をしてい
る」との通知を受信すると、頬パッド４０の貼付動作を行う。
【００４４】
　（ステップＳ１５０）頸制御部１０－１は、呼吸動作検出部６０が検出した呼吸動作を
示す信号を取得する。
【００４５】
　（ステップＳ１６０）頸制御部１０－１は、ステップＳ１５０において取得した呼吸動
作を示す信号に基づいて、装着者の吸入動作の有無を判定する。頸制御部１０－１は、装
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着者が呼気排出動作をしていないと判定した場合（ステップＳ１６０；ＮＯ）には、処理
をステップＳ１５０に戻す。頸制御部１０－１は、装着者が呼気排出動作をしていると判
定した場合（ステップＳ１６０；ＹＥＳ）には、処理をステップＳ１７０に進める。
【００４６】
　（ステップＳ１７０）頸制御部１０－１は、「呼気排出動作をしている」と判定したこ
とを、頬制御部１０－２に通知する。
【００４７】
　（ステップＳ２２０）頬制御部１０－２は、頸制御部１０－１から「呼気排出動作をし
ている」との通知を受信すると、頬パッド４０の剥離動作を行う。
【００４８】
［第２実施形態のまとめ］
　上述したように、感覚提示装置１ａは、頸パッド２０に加えて、頬パッド４０によって
装着者の頬部に刺激を与える。これにより、感覚提示装置１ａは、装着者の口まわりの筋
肉に対して他動的な刺激を与えることができる。
【００４９】
　また、感覚提示装置１ａは、頸パッド２０が吸熱又は発熱するため、冷たい食品や温か
い食品を口に入れた場合に相当する刺激を、装着者に対して与えることができる。
【００５０】
　また、感覚提示装置１ａは、呼吸動作検出部６０が検出した呼吸動作を、頸部の動作シ
ーケンスの起動トリガにするとともに、頬部の動作シーケンスの起動トリガにすることが
できる。このため、感覚提示装置１ａによれば、スイッチなどを操作することなく、装着
者が呼吸するだけで、嚥下感覚を装着者に与えることができる。また、この感覚提示装置
１ａによれば、呼吸動作検出部６０を頸制御部１０－１と頬制御部１０－２とにおいて共
用する。このため、感覚提示装置１ａによれば、頸制御部１０－１と、頬制御部１０－２
とが別々に呼吸動作を検出する場合に比べて、構成を簡略化することができる。
【００５１】
［感覚提示装置１及び感覚提示装置１ａの適用対象の変形例］
　これまで、感覚提示装置１及び感覚提示装置１ａが、いずれも嚥下障害のリハビリテー
ションに適用される場合を一例にして説明したが、これに限られない。感覚提示装置１及
び感覚提示装置１ａは、例えば、エンターテインメント装置として適用することもできる
。
【００５２】
　一例として、感覚提示装置１及び感覚提示装置１ａは、魚のエラ呼吸を模したエンター
テインメント装置として適用される。
　例えば、感覚提示装置１ａの場合、頬制御部１０－２は、装着者が吸入を開始すると装
着者の頬に頬パッド４０を貼付する。頬制御部１０－２は、頬パッド４０を冷却する。こ
のように動作することにより、感覚提示装置１ａは、エラ呼吸においてエラ蓋が閉鎖され
た感覚を装着者に与えることができる。また、頬制御部１０－２は、装着者が呼気排出を
開始すると、装着者の頬から頬パッド４０を剥離する。このように動作することにより、
感覚提示装置１ａは、エラ呼吸においてエラ蓋が開放された感覚を装着者に与えることが
できる。つまり、感覚提示装置１ａは、エラ蓋を模した頬パッド４０を装着者の呼吸に応
じて装着者の頬に貼付し、頬から剥離することにより、装着者にエラ呼吸を行っている感
覚を与えることができる。
　さらに、感覚提示装置１及び感覚提示装置１ａは、頸パッド２０を装着者の呼吸に応じ
て牽引するため、魚が捕食している感覚、すなわち魚の嚥下感を装着者に与えることがで
きる。
　このように、感覚提示装置１及び感覚提示装置１ａは、リハビリテーションへの適用の
みならず、エンターテインメント分野への適用が可能である。
【００５３】
　なお、上述した呼吸動作検出部６０は、頸部だけではなく、装着者の腹部や胸部の変位
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を呼吸動作として検出してもよい。例えば、呼吸動作検出部６０は、装着者の腹部に巻き
つけられた抵抗値可変ゴムであって、腹囲の変化を抵抗値の変化として検出してもよい。
この場合、呼吸動作検出部６０は、腹囲が大きくなれば装着者が吸入動作をしたと検出し
、腹囲が小さくなれば装着者が呼気排出動作をしたと検出してもよい。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態及びその変形を説明したが、これらの実施形態及びその変形は
、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実
施形態及びその変形は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨
を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態
及びその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同時に、特許請求の範囲に記載された発
明とその均等の範囲に含まれるものである。また、上述した各実施形態及びその変形は、
互いに適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００５５】
１，１ａ…感覚提示装置、１０…制御部、１０－１…頸制御部、１０－２…頬制御部、２
０…頸パッド（頸貼付部）、２０－１…頸入口側パッド、２０－２…頸出口側パッド、３
０…牽引部、３０－１…頸入口側牽引部、３０－２…頸出口側牽引部、４０…頬パッド（
頬貼付部）、４０－Ｌ…左側頬パッド、４０－Ｒ…右側頬パッド、５０…頬貼付駆動部、
５０－Ｌ…左側頬貼付駆動部、５０－Ｒ…右側頬貼付駆動部、６０…呼吸動作検出部、Ｎ
Ｓ…ネックストラップ、ＣＨ…チョーカー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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