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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の運動により相互間の距離が変化する生体の２箇所の所定部位に装着された、磁場
を発生させる磁場発生手段と、磁場を検知する磁場検知手段と、のうち、前記磁場検知手
段が検知した磁場データに基づいて運動波形を生成する運動波形生成手段を有する運動機
能解析装置であって、
　前記運動波形生成手段は、
　前記生体の２箇所の所定部位間の距離データ、及び、前記磁場検知手段が検知した磁場
データ、から構成されるキャリブレーション点を計測するキャリブレーション点計測手段
と、
　前記キャリブレーション点計測手段によって計測されたキャリブレーション点を用いて
、前記磁場検知手段が検知した磁場データを運動波形に変換するための変換式を生成する
変換式生成手段と、
　前記変換式生成手段が生成した変換式を用いて、前記磁場検知手段が検知した磁場デー
タを変換して運動波形を生成する運動波形生成手段と、を有し、
　前記キャリブレーション点計測手段は、
　前記磁場発生手段と前記磁場検知手段とが、前記生体の２箇所の所定部位が互いに最大
に離れる距離よりも大きな距離に保たれた状態で、装置に固有の電圧を計測する装置固有
電圧計測手段と、
　前記磁場発生手段と前記磁場検知手段とが装着された前記生体の２箇所の所定部位間が
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所定の距離に保たれた状態で被験者に固有の電圧を計測する被験者固有電圧計測手段と、
　を有することを特徴とする運動機能解析装置。
【請求項２】
　前記変換式生成手段は、
　磁場データと距離データとの関係を表す関係式として、前記キャリブレーション点計測
手段によって計測されたキャリブレーション点を代入して求められる関係式を用いる
　ことを特徴とする請求項１に記載の運動機能解析装置。
【請求項３】
　生体の運動により相互間の距離が変化する生体の２箇所の所定部位に装着された、磁場
を発生させる磁場発生手段と、磁場を検知する磁場検知手段と、のうち、前記磁場検知手
段が検知した磁場データに基づいて運動波形を生成する運動波形生成手段を有する運動機
能解析装置であって、
　前記運動波形生成手段は、
　前記生体の２箇所の所定部位間の距離データ、及び、前記磁場検知手段が検知した磁場
データ、から構成されるキャリブレーション点を計測するキャリブレーション点計測手段
と、
　前記キャリブレーション点計測手段によって計測されたキャリブレーション点を用いて
、前記磁場検知手段が検知した磁場データを運動波形に変換するための変換式を生成する
変換式生成手段と、
　前記変換式生成手段が生成した変換式を用いて、前記磁場検知手段が検知した磁場デー
タを変換して運動波形を生成する運動波形生成手段と、を有し、
　前記変換式生成手段は、
　前記磁場発生手段と前記磁場検知手段とを装着した前記生体の２箇所の所定部位間の距
離を所定の測定装置で計測して得られる距離データと、前記磁場検知手段が検知した磁場
データとに基づいて、前記変換式を生成する個別変換式生成手段と、
　前記個別変換式生成手段が前記複数の生体について得た複数の変換式に基いて、電圧値
ごとの距離の平均値を算出することで、平均的な変換式を生成する平均変換式生成手段と
、
　を含むことを特徴とする運動機能解析装置。
【請求項４】
　前記変換式生成手段は、
　前記平均変換式生成手段が生成した前記平均的な変換式において磁場データに対応する
距離データが存在しない範囲について、前記キャリブレーション点計測手段が得たキャリ
ブレーション点を用いて、前記平均的な変換式を補間する変換式補間手段と、をさらに有
する
　ことを特徴とする請求項３に記載の運動機能解析装置。
【請求項５】
　前記個別式生成手段は、
　前記磁場発生手段と前記磁場検知手段とを装着した前記生体の２箇所の所定部位の距離
データ及び磁場データを計測する
　ことを特徴とする請求項３に記載の運動機能解析装置。
【請求項６】
　前記個別式生成手段は、
　前記生体の２箇所の所定部位の運動をコンピュータ上でモデル化することによって、前
記距離データ及び磁場データを算出する
　ことを特徴とする請求項３に記載の運動機能解析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気センサを用いて生体の運動機能を評価する運動機能解析装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢化社会の進行に伴い、運動障害を有する患者数が増大している。運動障害と
は、パーキンソン病、脳卒中、頚髄症、認知症、精神疾患など、運動機能に障害が発生す
る疾患を指す。例えば、運動障害を伴う代表的な疾患であるパーキンソン病は、手の震え
や筋肉のこわばり等によって日常生活に大きな障害をもたらす難病である。そして、日本
国内のパーキンソン病患者の数は、厚生労働省の調査によれば平成１７年度で約１４万５
千人にのぼり、その後、さらに増加していると考えられる。
【０００３】
　従来から、運動障害の診断は、医師が患者の動作を見て診察を行い、重症度を表すスコ
アに基づいて評価する方法が一般的である。例えば、パーキンソン病の診断では、ＵＰＤ
ＲＳ（Unified Parkinson’s Disease Rating Scale）が、パーキンソン病の重症度の評
価指標として広く用いられている。ＵＰＤＲＳでは、歩行や指タッピング運動（手の親指
と人差し指を繰り返し開閉させる動作）など複数の動作から運動機能を評価する。
【０００４】
　しかし、ＵＰＤＲＳでは、医師の主観的な診断によって評価が行われ、医師間で個人差
が生じるため、客観性に欠ける問題がある。この問題を解決するため、磁気センサを用い
て患者の指タッピング運動を測定し、運動機能の定量的な評価を行う装置が開発されてき
た（特許文献１、特許文献２、非特許文献１参照）。
【０００５】
　このような装置では、親指と人差し指（以下、「２指」とも称する。）の爪部にそれぞ
れ磁気センサを装着し、磁気センサから得られる電圧値を２指間の距離値（親指の腹と人
差し指の腹の間の距離）に変換する。例えば、非特許文献２の技術では、電圧値と距離値
の対応を取るために、指タッピング運動の測定前に、磁気センサを装着した２指について
３つのキャリブレーション点（例えば、２ｃｍ、３ｃｍ、６ｃｍの３つの距離に関するデ
ータ）を計測し、それらのキャリブレーション点を予め与えられた数式に代入して、電圧
値から距離値を算出する変換式を導出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１５２０５３号公報
【特許文献２】特開２００８－２４６１２６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Kandori et al., “Quantitative magnetic detection of finger move
ments in patients with Parkinson’s disease.”, Neuroscience Research. Vol. 49, 
No. 2, 2004, pp 253-260
【非特許文献２】島圭介, 閑絵里子, 辻敏夫, 辻徳生, 神鳥明彦, 宮下豪, 横江勝, 佐古
田三郎, 「人間の指タップ計測を目的とした磁気センサの較正法」, 計測自動制御学会, 
Vol.43, No.9, 2007, pp 821-828.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、前記のような従来法では、キャリブレーション計測に誤差があると、算出され
た距離値に大きな誤差が生じる場合があった。例えば、２指を大きく開いたときに、実際
の２指間の距離値は１５ｃｍであるのに、３０ｃｍを超えた値を出力することもあった。
さらに、従来法では、毎回の指タッピング運動の測定前にキャリブレーション計測を３種
類も行う必要があったため、道具の管理やキャリブレーション計測の負担が大きいという
問題もあった。
【０００９】



(4) JP 5558902 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、指タッピング運動の
測定前に必要なキャリブレーション計測を簡便にし、かつ、高精度で運動機能を評価する
運動機能解析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】
【００１０】
　前記課題を解決するために、本発明は、生体の運動により相互間の距離が変化する生体
の２箇所の所定部位に装着された、磁場を発生させる磁場発生手段と、磁場を検知する磁
場検知手段と、のうち、磁場検知手段が検知した磁場データに基づいて運動波形を生成す
る運動波形生成手段を有する運動機能解析装置である。
【００１１】
　運動波形生成手段は、生体の２箇所の所定部位間の距離データ、及び、磁場検知手段が
検知した磁場データ、から構成されるキャリブレーション点を計測するキャリブレーショ
ン点計測手段と、キャリブレーション点計測手段によって計測されたキャリブレーション
点を用いて、磁場検知手段が検知した磁場データを運動波形に変換するための変換式を生
成する変換式生成手段と、変換式生成手段が生成した変換式を用いて、磁場検知手段が検
知した磁場データを変換して運動波形を生成する運動波形生成手段と、を有する。
【００１２】
　キャリブレーション点計測手段は、磁場発生手段と磁場検知手段とが、前記生体の２箇
所の所定部位が互いに最大に離れる距離よりも大きな距離に保たれた状態で、装置に固有
の電圧を計測する装置固有電圧計測手段と、磁場発生手段と磁場検知手段とが装着された
生体の２箇所の所定部位間が所定の距離に保たれた状態で被験者に固有の電圧を計測する
被験者固有電圧計測手段と、を有する。
　なお、他の発明については、本明細書中で明らかにする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、指タッピング運動の測定前に必要なキャリブレーション計測を簡便に
し、かつ、高精度で運動機能を評価する運動機能解析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実施形態に係る運動機能測定システムの概略斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る運動機能測定システムの全体構成を示すブロック図である。
【図３】右手用及び左手用の運動センサの斜視図である。
【図４】粘着シートを介して被験者の爪部にホルダを装着した状態の斜視図である。
【図５】ケーシング内に各種測定器具が収容された状態の斜視図である。
【図６】キャリブレーションブロックの一構成例を示す斜視図である。
【図７】キャリブレーションブロックの他の構成例を示す斜視図である。
【図８】親指と人差し指とによってキャリブレーションブロックを把持した状態の斜視図
である。
【図９】運動センサ制御部の構成を示すブロック図である。
【図１０】被験者固有のキャリブレーション点計測の様子を示す図である。
【図１１】被験者固有のキャリブレーション点計測の様子を示す図である。
【図１２】装置固有のキャリブレーション点計測の様子を示す図である。
【図１３】電圧と距離の関係を示すグラフである。
【図１４】従来法の説明図であり、電圧と距離の関係を示すグラフである。
【図１５】２指間距離の時間的変化の様子を示す模式図である。
【図１６】測定データ一覧画面の一例を示す図である。
【図１７】被験者データ一覧画面の一例を示す図である。
【図１８】被験者情報設定画面の一例を示す図である。
【図１９】測定の設定の画面の一例を示す図である。
【図２０】キャリブレーションの設定のボタンが操作されたときに起動する画面の一例を
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示す図である。
【図２１】キャリブレーションの設定のボタンが操作されたときに起動する画面の一例を
示す図である。
【図２２】測定の実施の画面の一例を示す図である。
【図２３】オプション設定の画面の一例を示す図である。
【図２４】オプション設定の画面の他の例を示す図である。
【図２５】個別変換式を作成するための計測方法を示す図である。
【図２６】個別変換式の算出に用いる電圧と距離の関係を示すグラフである。
【図２７】マスター曲線を説明するための図である。
【図２８】図２７のマスター曲線を補正する方法を説明するための図である。
【図２９】図２７のマスター曲線を補間する方法を説明するための図である。
【図３０】個別変換式を算出するために、３次元骨格モデルを用いて指タッピング運動を
シミュレーションする様子を示す図である。
【図３１】指タッピング運動中の２指の状態の変化を示す図である。
【図３２】磁場の発信や検知に関する説明のための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態（以下「実施形態」と称する。）について、適宜図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の実施形態に係る運動機能解析装置を含む運動機能測定システムの概略
斜視図であり、図２は、その運動機能測定システムの全体構成を示すブロック図である。
以下、それらの図を参照して説明する。
【００１７】
　図１に示すように、運動機能測定システム１０は、被験者（被検者）の指の運動を測定
する運動機能測定装置１２と、その運動機能測定装置１２によって測定されたデータの記
録及び解析を行う運動機能解析装置１４と、被験者の情報等を入力する操作入力部１６と
、運動機能解析装置１４から受信した測定結果や解析結果を表示する表示部１８と、後記
する各種測定機器を収容する収容部２０とを含んで構成される。なお、図１では運動機能
解析装置１４と比較して運動機能測定装置１２を大きく表しており、それらの実際の大き
さの比は図１とは異なる。
【００１８】
　ここで、被験者は、運動機能測定装置１２による測定対象である。本実施形態において
、被験者は、例えば、動物、人間等の生体である。また、運動機能測定システム１０は、
被験者に迅速なタッピングを行なわせたときに、運動機能を測定するものであり、具体的
には、被験者に対して、手の親指と人差し指を繰り返し開閉させる動作である指タッピン
グ運動を行なうように指令し、このときの指の運動を測定するものである。
【００１９】
［運動機能測定装置］
　運動機能測定装置１２は、被験者の運動情報を時系列に検出するものであって、少なく
とも、距離、速度、加速度、躍度のいずれか１つに関する被験者の運動情報を、波形デー
タとして取得するものである。
【００２０】
　運動機能測定装置１２は、磁場を発信する発信コイル（磁場発生手段）と、この磁場を
検知する検知コイル（磁場検知手段）とを含む運動センサ２２と、運動センサインタフェ
ース２４と、運動センサ制御部２６とを備えて構成される。なお、運動センサ２２は、運
動機能測定用のセンサとして機能するものである。
【００２１】
　この場合、運動センサ制御部２６は、ボックス状に形成され本体部として機能するハウ
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ジング２８内の図示しない基板に配設される。運動センサ２２は、ハウジング２８の前面
に配置された第１コネクタ３０ａ及び第２コネクタ３０ｂを介して、ハウジング２８に対
して着脱自在に設けられる。また、後記するように、発信コイルは被験者の親指の爪部の
下部側に装着され、検知コイルは被験者の人差し指の爪部の上部側に装着される。
【００２２】
　図１に示すように、ハウジング２８の前面のパネル部には、右手用及び左手用の各運動
センサ２２が装着される接続部として機能する第１コネクタ３０ａ及び第２コネクタ３０
ｂと、運動センサ制御部２６からの出力信号を運動機能解析装置１４に対して送給するた
めのリード線が接続される第３コネクタ３０ｃと、運動センサ制御部２６を付勢・滅勢す
る電源３２が接続される第４コネクタ３０ｄと、運動センサ制御部２６をオン・オフ制御
するスイッチ手段３４とが、それぞれ水平方向に沿って並設される。なお、第１～第４コ
ネクタ３０ａ～３０ｄを、ハウジング２８の前面ではなく、該ハウジング２８の背面又は
側面等に設けるようにしてもよい。
【００２３】
　この場合、第１～第４コネクタ３０ａ～３０ｄは、それぞれ、雌コネクタによって構成
されるとよい。また、ハウジング２８の上面には、収容部２０を構成するケーシング３６
が載置される。なお、図１においては、運動センサ制御部２６が配設されたハウジング２
８と収容部２０のケーシング３６とがそれぞれ別体で構成されている。
【００２４】
　図３は、右手用及び左手用の各運動センサ２２の斜視図である。図３に示すように、こ
の運動センサ２２は、同一構成からなる右手用及び左手用の一対の運動センサ２２からな
る。以下、一方の左手用の運動センサ２２に基づいて説明し、他方の右手用の運動センサ
２２の説明を省略する。
【００２５】
　なお、本実施形態では、一対のホルダ４０が装着される部位を、親指と人差し指の爪部
として説明しているが、これに限定されるものではなく、例えば、爪部以外の指部分であ
ってもよい。また、親指と人差し指に限定されることなく、小指等のどの指に装着しても
よい。さらに、被装着部位は、被験者の爪部又は指に限定されることなく、例えば、指に
近接する手のひら等の周辺部位であってもよい。従って、ホルダ４０の被装着部位として
は、被験者の爪部、指、及び指の周辺部位に設定される。
【００２６】
　図４は、粘着シート３８を介して被験者の爪部にホルダ４０を装着した状態の斜視図で
ある。図５は、ケーシング３６内に運動センサ２２等を含む各種測定器具が収容された状
態の斜視図である。ケーシング３６内の内壁１００の内側には、収容空間部１０４が設け
られ、収容空間部１０４内には、積層された複数の粘着部材７８と、一対のキャリブレー
ションブロック１０６とがそれぞれ収容される。
【００２７】
　図６は、分離構成された一対のキャリブレーションブロック１０６の一構成例を示す斜
視図であり、図７は、一体的に構成された単一のキャリブレーションブロック１０６ａの
他の構成例を示す斜視図であり、図８は、被験者が親指と人差し指とによってキャリブレ
ーションブロック１０６を把持した状態の斜視図である。
【００２８】
　図８に示すように、このキャリブレーションブロック１０６（１０６ａ）は、被験者毎
に指の大きさ等に個人差があるため、被験者が親指と人差し指とによってキャリブレーシ
ョンブロック１０６（１０６ａ）を把持したときの所定距離における電圧値を求め、電圧
値に基づいて被験者毎に校正する（電圧値と２指間の距離の関係を正確に把握する）ため
に使用される器具である。
【００２９】
　図６に示すように、キャリブレーションブロック１０６は、右手用及び左手用の２つの
タイプからなり、幅及び厚さが同一で軸線方向に沿った全長がそれぞれ異なる略直方体状
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の３種類のブロック（第１～第３ブロック１０８）が軸線と直交する方向に並設固定して
構成される。例えば、軸線方向に沿った全長が、第１ブロック１０８ａは約６０ｍｍ、第
２ブロック１０８ｂは約３０ｍｍ、第３ブロック１０８ｃは約２０ｍｍに、それぞれ設定
される。
【００３０】
　なお、図６では、それぞれ線対称の形状からなり、分離して構成された右手用のキャリ
ブレーションブロック１０６と左手用のキャリブレーションブロック１０６との２つのキ
ャリブレーションブロックを示しているが、それ以外に、単一のキャリブレーションブロ
ック１０６を準備し、その表裏両面をそれぞれ逆転させて（裏返して）右手用と左手用に
併用してもよい。
【００３１】
　また、図７に示すように、一側面に複数段（ここでは３段）の階段形状部１１０が形成
され、反対側の他側面が平面１１２に形成された単一のキャリブレーションブロック１０
６ａを用いて校正データを得るようにしてもよい。その際、右手及び左手の親指が階段形
状部１１０側に位置し、右手及び左手の人差し指が平面１１２側に位置するようにして、
階段形状部１１０の各段についてキャリブレーションブロック１０６ａを両手の親指と人
差し指で把持すればよい。なお、キャリブレーションブロック１０６、１０６ａは複数段
の構造となっているが、キャリブレーションのためにすべての段を使用なくてもよい。
【００３２】
　分離構成された一対のキャリブレーションブロック１０６を設けた場合、及び、階段形
状部１１０を有する単一のキャリブレーションブロック１０６ａを設けた場合には、被験
者の右手及び左手の校正データを同時に得ることができる利点がある。なお、被験者の両
手の校正データを同時に得る場合、右手及び左手の各指同士を所定距離だけ離間させるこ
とにより、右手側の運動センサ２２と左手側の運動センサ２２との混信を防止することが
できる。
【００３３】
　なお、キャリブレーションブロック１０６（１０６ａ）を用いるほかに、例えば、可変
抵抗素子を用いた校正データ検出装置等の他の装置によって被験者の校正データを得るこ
とも可能である。
【００３４】
　図９は、運動センサ制御部２６（図２参照）の構成を示すブロック図である。ここで、
運動センサ制御部２６が波形データを取得する手順について説明する。
　図９に示すように、交流発生回路（交流電流供給部）２００によって特定の周波数（例
えば、２０ｋＨｚ等）を持つ交流電圧が生成される。交流発生回路２００によって作成さ
れた特定の周波数を持つ交流電圧は、電流発生用アンプ回路２０２によって増幅され、電
流発生用アンプ回路２０２によって増幅された交流電流をコイル基板４２（Ｉ）内の発信
コイルに流す。一方のコイル基板４２（Ｉ）の発信コイルによって発生した磁場は、他方
のコイル基板４２（ＩＩ）内の検知コイルに誘起起電力を発生させる。
【００３５】
　発生した誘起起電力（交流発生回路２００によって作成された特定の周波数を持つ交流
電圧と同じ周波数を有している。）は、プリアンプ回路２０４によって増幅され、増幅後
の信号は検波回路２０６に入力される。検波回路２０６では、交流発生回路２００によっ
て作成された特定の周波数又は２倍周波数によって検波を行なう。そのために、交流発生
回路２００の出力が位相調整回路２０８によって位相を調整され、その参照信号２１０が
検波回路２０６の参照信号入力端子に入力される。
【００３６】
　また、特定周波数の２倍周波数で検波する場合は、位相調整回路２０８は必ずしも必要
ではない。２倍周波数で検波する簡単な回路構成としては、交流発生回路２００の特定周
波数を２倍の周波数としておき、分周期によって半分の周波数に変換した後に、電流発生
用アンプ回路２０２に入力する構成とし、参照信号２１０としては交流発生回路２００の
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特定周波数の２倍の周波数の信号を検波回路２０６の参照信号入力端子に入力するとよい
。
【００３７】
　検波回路２０６の出力信号は、ＬＰＦ（Low-Pass Filter）回路２１２を通過した後、
所望の電圧を得るためにアンプ回路２１４によって増幅されて運動機能解析装置１４に導
入される。アンプ回路２１４の出力信号２１６は、親指と人差し指にそれぞれ装着された
発信コイルと検知コイルとの相対距離Ｄに対応する電圧である。なお、検波回路２０６、
ＬＰＦ回路２１２及びアンプ回路２１４は、それぞれ、検知信号処理部として機能するも
のである。
【００３８】
　以上、運動センサ２２として磁気センサタイプを用いた場合について説明したが、磁場
の発生を利用して運動を測定するものであれば特に限定されるものではなく、例えば、従
来から公知のストレインゲージや加速度計を用いてもよい。
【００３９】
［運動機能解析装置］
　図２に示すように、運動機能解析装置１４は、運動機能測定装置１２によって測定され
たデータの記録や解析を行なうものである。ここで、運動機能解析装置１４は、運動セン
サ制御部２６から出力信号が送給されるデータ入力部３２０と、制御部３３０と、運動波
形生成手段３０２と、信号制御手段３０３と、被験者情報処理手段３０４と、出力処理手
段３０６と、記憶部３１０とを含んで構成される。
【００４０】
　なお、本実施形態において、運動波形とは、２指間の距離値の時系列データのことを指
し、特に限定しない限り、距離波形、速度波形、加速度波形及び躍度波形のうち、少なく
とも１つを含むものとする。
【００４１】
　制御部３３０は、データ入力部３２０から送給された出力信号を運動波形生成手段３０
２に出力し、運動波形生成手段３０２から得られた運動波形や被験者情報処理手段３０４
で得られた被験者情報等を表示部１８に出力する等、各手段のデータの入力及び出力を実
行する部位である。なお、運動機能解析装置１４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit
）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）やハードディスク
等によって構成される。そして、ＣＰＵが記憶部３１０からプログラムを読み出して演算
処理を実行することにより、制御部３３０などの処理が実現される。
【００４２】
［運動波形生成手段］
　図２に示すように、運動機能測定装置１２から送給された電圧データは、制御部３３０
を経て、運動波形生成手段３０２に送られる。運動波形生成手段３０２は、キャリブレー
ション点計測手段３０２１、変換式生成手段３０２２、運動波形変換手段３０２３、運動
波形微分手段３０２４から構成される。以下、上記の４つの手段について説明する。
【００４３】
　キャリブレーション点計測手段３０２１では、３つのキャリブレーション点を計測する
。ここで、キャリブレーション点とは、親指の腹と人差し指の腹の間の距離値Ｄと、２指
間の距離をＤに保ったときに運動機能測定装置１２から出力される電圧値Ｖとの組み合わ
せ（Ｄ，Ｖ）を示す。キャリブレーション点計測手段３０２１で得られた３つのキャリブ
レーション点は、変換式生成手段３０２２において、電圧値を距離値に変換する変換式を
生成するために用いられる。以下、３つのキャリブレーション点（図１３のキャリブレー
ション点（０）（Ｄ０，Ｖ０）、キャリブレーション点（１）（Ｄ１，Ｖ１）、キャリブ
レーション点（２）（Ｄ２，Ｖ２）参照）の計測方法を説明する。
【００４４】
　キャリブレーション点（０）（Ｄ０，Ｖ０）の電圧値Ｖ０は、図１０に示すように、被
験者が親指と人差し指を軽く付けたときに得られる電圧値である。このとき２指の腹は接
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触しているので、距離値Ｄ０＝０ｍｍである。このようにＤ０＝０ｍｍとすると、後述す
る運動波形変換手段３０２３で算出される変換式において、２指が接触したときの距離値
の精度が高くなる。このように、２指の接触時の距離値の精度が高いと接触判定が行いや
すくなり、指タッピング運動中の２指の接触時間等を容易に算出できる。なお、本実施形
態ではＤ０＝０ｍｍとしたが、Ｄ０＝０ｍｍの近傍であれば他の値でもよい。
【００４５】
　次に、キャリブレーション点（１）（Ｄ１，Ｖ１）の電圧値Ｖ１は、図１１に示すよう
に、被験者が親指と人差し指でキャリブレーションブロック１０６の第１ブロック１０８
ａ（６０ｍｍ）を持ったときに計測される。２指の腹の間の距離はブロック長と等しいた
め、距離値Ｄ１＝６０ｍｍとなる。なお、Ｄ１（ブロック長）の値は、Ｄ０よりも大きく
、かつ、被験者が２指を最大に開いたときの２指腹間距離よりも小さければ、６０ｍｍで
なくてもよい。つまり、第２ブロック１０８ｂや第３ブロック１０８ｃを用いてもよいし
、他の適当な長さのブロックを用いてもよい。また、キャリブレーションブロック１０６
を使用せずに、定規や所定の長さの棒を用いてキャリブレーションを行ってもよい。
【００４６】
　さらに、以下のように、Ｄ１の値に制限を付けて、精度を向上させることもできる。図
３１（ａ１）に示したように、指タッピング運動中で２指の先端側部分同士が最も平行に
近いときの２指腹間距離を計測し（このときの距離値をＤ１ａとする）、Ｄ１にその距離
値を設定するのが望ましい。このようにＤ１を設定すると精度が向上する理由として、以
下の二つが挙げられる。
【００４７】
　一つ目の理由は、発信コイルと検知コイルが平行な位置関係にあるときに、検知コイル
から得られる電圧がコイルの角度方向の変動に対して最も頑健となるためである。図３２
を用いて、詳細を説明する。図３２（ａ）のように、発信コイル３２０２を固定して、そ
の中心から中心軸方向にＤ１離れたところに検知コイル３２０１を置く。そして、発信コ
イル３２０２の中心軸と検知コイル３２０１の中心軸との傾きをθとして、θを０～３６
０°の範囲で変動させる。このときに、検知コイル３２０１が検知した磁場強度とθの関
係をプロットしたグラフが、図３２（ｂ）上段のグラフである。
【００４８】
　このグラフに示したように、θ＝０°のときに磁場強度が最大になり、θ＝６０°では
磁場強度がθ＝０°のときの６割程度まで減少し、θ＝９０°で磁場強度が０になる。そ
れぞれの場合の２コイル（２つのコイル）の配置は、図３２（ｃ）（ｄ）（ｅ）に示した
。また、このとき、図３２（ｂ）上段のグラフを微分して、磁場強度の変化率のグラフを
算出し、図３２（ｂ）下段のグラフに示した。このグラフから分かるように、コイルの角
度変化に対して磁場強度の変化量が０となるのは、θ＝０°のときである。なお、θ＝１
８０°でも磁場強度の変化量が０となるが、指タッピング運動中で検知コイルが裏返しに
なることは起こりにくいので、ここでは考えない。このことから分かるように、２コイル
を平行な関係（θ＝０°）におくと、キャリブレーション計測で２指の角度に変化があっ
ても、磁場強度に誤差が生じにくいことが分かる。
【００４９】
　次に、Ｄ１＝Ｄ１ａにする二つ目の理由を述べる。Ｄ１＝Ｄ１ａにすると、キャリブレ
ーションブロック１０６を把持したときの２指の姿勢が、指タッピング運動時と同様の自
然な姿勢になることから、キャリブレーション計測の誤差が生じにくくなる。以下、詳細
を説明する。
【００５０】
　図３１（ａ１）のように、指タッピング運動中に２指が最も平行に近い姿勢になったと
きに２指腹間距離を計測して、Ｄ１ａを得る。そして、キャリブレーションブロックのＤ
１ａの長さの部分を用いてキャリブレーション計測を行うと、図３１（ａ２）のように指
タッピング運動中と同様の自然な姿勢でキャリブレーションブロックを把持できる。この
ように、指タッピング運動中と同様の姿勢でキャリブレーションブロックを把持すると、
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指タップ運動中の電圧値とキャリブレーション計測中の電圧値とが乖離しにくく、運動波
形変換手段３０２３で算出される変換式の精度が高くなる。
【００５１】
　しかし、図３１（ｂ）のようにＤ１＜Ｄ１ａとなる場合や、図３１（ｃ）のようにＤ１
＞Ｄ１ａとなる場合は、指タッピング中の２指は平行ではない。そのため、キャリブレー
ション計測でキャリブレーションブロックの平行面を把持すると、親指と人差し指の指先
がキャリブレーションブロックの平行面に沿うように曲がってしまい、指タッピング運動
中の自然な指の姿勢とは異なる姿勢となってしまっている。それに伴って、２コイルの位
置関係や角度関係も指タッピング運動中とは異なるため、指タッピング運動中の電圧値と
キャリブレーション計測での電圧値とが乖離する。その結果、運動波形変換手段３０２３
で算出される変換式の精度が低下する。この問題点を回避するためには、指タッピング運
動中で２指が最も平行に近いときの距離値Ｄ１ａを計測し、ブロック長Ｄ１をＤ１ａに設
定するのがよい。なお、本実施形態では、Ｄ１ａを指タッピング運動中で２指が最も平行
に近いときの距離値と定義しているが、Ｄ１にＤ１ａ近傍の値を設定してもよい。
【００５２】
　なお、キャリブレーション点（０）の電圧値Ｖ０、及び、キャリブレーション点（１）
の電圧値Ｖ１は、被験者の指の形状や運動センサ２２の装着方法等に依存するため、被験
者に固有の電圧値と考えられる。そのため、被験者が変わった場合や運動センサ２２を装
着し直した場合には、電圧値Ｖ０及び電圧値Ｖ１を毎回計測し直すことが望ましい。電圧
値Ｖ０及び電圧値Ｖ１を毎回計測し直すと、変換式生成手段３０２２で得られる変換式の
精度が向上する。
【００５３】
　最後に、キャリブレーション点（２）（Ｄ２，Ｖ２）の電圧値Ｖ２は、次の式（１）に
示すように、運動センサ２２の検知コイルと発信コイルを、リード線４６（図１２参照）
の制約上、最大限に離したときに得られる電圧である。式（１）の詳細な説明は後記する
。
　Ｄ’＝α（Ｖ－γ）-1/3＋β　・・・式（１）
【００５４】
　このように検知コイルと発信コイルを最大限に離すことで、検知コイルによって全く磁
場が検知されていない状態を近似的に作り、各装置に固有のオフセット電圧値を得ること
ができる。
【００５５】
　このように、Ｖ２は装置固有の電圧値であるため、装置を使用する前に１回計測してお
けば、その後に計測する必要はない。このキャリブレーション点(２)の情報は、予め制御
部３３０内の記憶部３１０もしくは外部メモリ等に記憶される。
【００５６】
　なお、Ｖ２の計測方法は、全く磁場が検知されていない状態を近似的に作成可能な方法
であれば、上記の計測方法でなくてもよい。例えば、図３２（ｅ）のように発信コイルの
中心軸と検知コイルの中心軸が垂直になるように２コイルを配置する等、磁力線が検知コ
イルに入らないように２コイルの角度関係を調整して電圧値を計測する方法が考えられる
。また、回路のオフセット電圧値を直接計測する方法も考えられる。
【００５７】
　また、Ｖ２は、後述するように図２３に示すオプション画面で予め計測しておくとよい
。距離値Ｄ２の値には、運動センサ２２の２コイルを最大限に離したときの２コイル間距
離の実測値Ｄｍ（図１２参照）を設定する。もしくは、Ｄ２に予め適当な値を設定してお
いてもよい（本実施形態では３００ｍｍ）。ここで、Ｄ２の値は、被験者が２指を最大限
に広げたときの指腹間距離と比較して十分に大きければ，３００ｍｍでなくてもよい。ま
た、Ｄ２の値は、上記のＶ２の計測方法とは無関係でもよい。
【００５８】
　次に、変換式生成手段３０２２（図２参照）では、キャリブレーション点計測手段３０



(11) JP 5558902 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

２１で得られた３つのキャリブレーション点（図１３のキャリブレーション点（０）（Ｄ
０，Ｖ０）、キャリブレーション点（１）（Ｄ１，Ｖ１）、キャリブレーション点（２）
（Ｄ２，Ｖ２））を用いて、運動機能測定装置１２から送給された電圧値を距離値に変換
する変換式を算出する。
【００５９】
　ここで得られた変換式は、図１３では変換曲線１３１として図示している。変換曲線１
３１を得るには、前記した式（１）に３つのキャリブレーション点を代入して３つの方程
式からなる連立方程式を解くことで、定数α・β・γを算出する。ここで、式（１）中の
Ｄは２指間の距離を示し、Ｖは装置から出力される電圧値を示す。得られたα・β・γの
値を式（１）に代入すると、電圧値を距離値に変換する変換式が得られる。前記したよう
に、図１３では、算出された変換式の曲線（変換曲線１３１）と、キャリブレーション点
（０）（１）（２）を図示している。この変換式を用いることで、キャリブレーション点
のあるＤ０、Ｄ１、Ｄ２以外でも高精度で電圧値から距離値を算出できる。
【００６０】
　以上、３つのキャリブレーション点を用いて変換式を算出する方法を説明した。つまり
、キャリブレーション点計測手段３０２１は、磁場発生手段と磁場検知手段とが所定の距
離に保たれた状態で、装置に固有の電圧を計測する装置固有電圧計測手段と、磁場発生手
段と磁場検知手段とが装着された生体の２箇所の所定部位間が所定の距離に保たれた状態
で被験者に固有の電圧を計測する被験者固有電圧計測手段と、を有する。
【００６１】
　なお、本実施形態では、キャリブレーション点計測手段３０２１において、被験者固有
のキャリブレーション点２つ（キャリブレーション点（０）（１））と装置固有のキャリ
ブレーション点１つ（キャリブレーション点（２））を計測しているが、装置固有のキャ
リブレーション点と被験者固有のキャリブレーション点を併用するのであれば、キャリブ
レーション点の個数は３つ以外であってもよい。
【００６２】
　次に、運動波形変換手段３０２３（図２参照）では、運動機能測定装置１２から送給さ
れる電圧値の時系列データを、変換式生成手段３０２２で得られた変換式に代入して、運
動波形に変換する。
　このように変換式生成手段３０２２において、上記の３つのキャリブレーション点を用
いて変換式を算出する方法を適用すると、二つの効果がある。一つ目の効果は、キャリブ
レーションの回数が少なく簡便に計測を行うことができるという点である。以下、図１４
を参照しながら、理由を説明する。
【００６３】
　従来法では、電圧値Ｖと２指間距離Ｄの関係を表す近似的な曲線として前記した式（１
）を用い、被験者毎にキャリブレーション点を計測することでパラメタを調整していた。
この式のパラメタα・β・γを求めるためには少なくとも３つのキャリブレーション点が
必要であるため、毎回の計測前に図１４（ａ）の３つのキャリブレーション点（キャリブ
レーション点（３）１４０２（Ｄ３，Ｖ５）、キャリブレーション点（４）１４０３（Ｄ
４，Ｖ４）、キャリブレーション点（５）１４０４（Ｄ５，Ｖ３））を計測していた。従
来法では、それぞれＤ３＝２０ｍｍ、Ｄ４＝３０ｍｍ、Ｄ５＝６０ｍｍと設定している。
【００６４】
　上記のように、従来法では毎回の計測前に３種類のキャリブレーション計測を行わなけ
ればならないため、計測に入るまでの準備に時間がかかっていた。また、ブロックも３つ
必要とするため、キャリブレーションブロックの作製や管理や収納に手間がかかっていた
。本実施形態では、毎回の計測前に計測しなければならないキャリブレーション点は２点
（図１３のキャリブレーション点（０）１３２及びキャリブレーション点（１）１３３）
であるため、キャリブレーション計測にかかる時間を軽減できる。
【００６５】
　このように、装置の使用前にキャリブレーション点（２）１３４を予め計測しておくこ
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とで、計測前のキャリブレーション点の数を減らすことが可能となった。さらに、キャリ
ブレーションブロックが必要となるキャリブレーション点は１つのみ（キャリブレーショ
ン点（１）１３３）なので、キャリブレーションブロックは１種類用意すれば足りる。そ
のため、キャリブレーションブロックの作製や管理や収納も簡便になる。このように、本
実施形態によって、従来法に見られた問題点を改善できることが分かる。
【００６６】
　次に、本実施形態の二つ目の効果は、従来法よりも、高精度で電圧値を距離値に変換で
きるという点である。従来法では、電圧値から算出される距離値の精度は、キャリブレー
ション点の精度に大きく依存していた。図１４（ｂ）を参照しながら、この従来法の問題
点を説明し、その後に本実施形態においてその問題点を解決できる理由を説明する。
【００６７】
　図１４（ｂ）に示すように、キャリブレーション点に誤差が生じていない場合には、変
換曲線Ａ１４０１が得られるものとする。変換曲線Ａ１４０１は、キャリブレーション点
（３）１４０２、キャリブレーション点（４）１４０３、キャリブレーション点（５）１
４０４を通る。
【００６８】
　ところが、実際のキャリブレーション点の計測では、キャリブレーションブロック１０
６を、２指を立てて持ったり、強く握ったりすることで、キャリブレーション点に誤差が
生じる場合が多いため、常に変換曲線Ａが算出されるとは限らない。例えば、キャリブレ
ーション点（３）１４０２に負の誤差が生じ、キャリブレーション点（５）１４０４に正
の誤差が生じた場合は、変換曲線Ｂ１４０５が得られる。なお、図１４（ｂ）において、
キャリブレーション点（３）１４０２、キャリブレーション点（４）１４０３、キャリブ
レーション点（５）１４０４の上下に延びる線は、それらの点で生じうる電圧値の誤差の
大よその範囲を表している。
【００６９】
　この変換曲線Ｂ１４０５を用いて電圧値を距離値に変換すると、距離値に大きな誤差が
生じる。例えば、図１４（ｂ）中の電圧値Ｖ３を距離値に変換する場合は、変換曲線Ａ１
４０１を用いると真の距離値Ｄ５が算出されるのに対して、変換曲線Ｂ１４０５を用いる
とＤ５’が算出され、真の距離値Ｄ５より著しく大きくなることが分かる。また、図１４
（ｂ）中の電圧値Ｖ６を距離値に変換する場合は、変換曲線Ａ１４０１を用いると真の距
離値０が算出されるのに対して、変換曲線Ｂ１４０５を用いるとＤ６’が算出され、真の
距離値０より小さくなることが分かる。このように、従来法では、キャリブレーション点
から離れた部分（距離がＤ３以下またはＤ５以上）でキャリブレーション点の誤差が増幅
されるために、距離値に大きな誤差が生じることが分かる。
【００７０】
　一方、図１３に示した本実施形態の方法では、変換曲線の精度が、キャリブレーション
点の誤差に依存しにくい。これは、変換曲線の左端・中央付近・右端の３点にキャリブレ
ーション点を設けているので、変換曲線の端が大きく変動しないためである。従来法では
、キャリブレーション点（３）（４）（５）が変換曲線の中央に集まっていたため、これ
らのキャリブレーション点に誤差が生じると、変換曲線の右端や左端付近で誤差が増幅さ
れていた。
【００７１】
　図１５では、従来法で算出された指タッピング運動の２指間距離と、本実施形態で算出
された指タッピング運動の２指間距離を比較した模式図である。実線は、高速度カメラで
計測した画像から得られた真の距離値を示す。点線は本実施形態によって算出された距離
値を示し、鎖線は従来法で算出された距離値を示す。このように、従来法で算出された距
離値は真値と大きな差異を生じるが、本実施形態によって算出された距離値は真値と近い
値になる。
【００７２】
　次に、運動波形微分手段３０２４（図２参照）は、変換された運動波形を時間微分又は
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時間積分することによって、距離波形と、速度波形と、加速度波形と、躍度波形とを補完
的に生成する。
【００７３】
［被験者情報処理手段］
　被験者情報処理手段３０４（図２参照）は、被験者情報や解析結果等の情報を記録する
記憶部３１０内の被験者ＤＢ（Data Base）を備え、被験者ＤＢに記録される情報の管理
を行なうものである。
【００７４】
　より詳細には、被験者情報処理手段３０４は、１）被験者情報の登録、修正、削除、検
索、ソート、２）被験者情報と測定データとの関連付け、３）測定データの解析結果の登
録、修正、削除（項目の追加、修正、削除）、４）統計処理を行なった場合には、その統
計処理結果の登録、修正、削除の主に４項目の処理、を被験者ＤＢとの連携によって行な
う。
【００７５】
　また、被験者ＤＢに登録される被験者情報としては、被験者ＩＤ（identifier）、氏名
、生年月日、年齢、身長、体重、疾患名、被験者に関するコメント等が挙げられる。なお
、被験者情報処理手段３０４による、これらの情報管理は、従来公知のプログラムとデー
タ構成によって容易に実現することができるものである。
【００７６】
［出力処理手段］
　出力処理手段３０６は、表示部１８に、被験者ＤＢに登録された被験者情報や解析結果
等の情報を、グラフやテーブルの形式を適宜用いて視覚的に理解しやすい表示形式で表示
させるものである。なお、出力処理手段３０６は、前記した全ての解析結果に関し、同時
に表示させる必要はなく、操作者が適宜選択する項目に関して表示させる構成とすること
もできる。
【００７７】
［表示部］
　表示部１８は、被験者情報処理手段３０４から得られた被験者情報や、運動波形生成手
段３０２から得られた運動波形を表示するものであって、例えば、ＬＣＤ（Liquid Cryst
al Display）やＣＲＴ（Cathode Ray Tube）ディスプレイやプリンタ等によって実現する
ことができる。
【００７８】
［操作入力部］
　操作入力部１６は、運動機能測定装置１２の操作者が、被験者情報を入力するためのも
のであって、キーボードやマウス等によって実現することができる。また、被験者情報を
入力する場合には、操作者による入力を補助するユーザインタフェースとして、ディスプ
レイに入力画面を表示させるようにしてもよい。
【００７９】
［画面例］
　次に、図１６～図２４を参照しながら、本実施形態の運動機能測定システム１０におい
て表示される画面の例について説明する。これらの画面は、例えば、運動機能解析装置１
４の出力処理手段３０６が表示部１８に指示を出すことにより、表示部１８に表示される
。
【００８０】
　図１６は、メイン画面における測定データの一覧画面（測定データ一覧画面２７００（
コントロール画面））の例である。図１６に示すように、測定データ一覧画面２７００は
、計測データ一覧部２７０２、検索条件入力部２７０４、業務（機能）ボタン部２７０６
及び画面切換ボタン部２７０８とから構成される。図１６では、画面切換ボタン部２７０
８において「測定データ」が選択され、測定データ一覧画面２７００が表示されている。
なお、例えば、この画面表示のアプリケーションの起動時は、この測定データ一覧画面２
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７００を表示するようにしておけばよい。
【００８１】
　計測データ一覧部２７０２には、「被験者ＩＤ」、「氏名」、「測定日」、「測定時刻
」、「測定時間」、「測定方法」、「年齢」、「性別」、「コメント１」及び「コメント
２」が表示される。検索条件入力部２７０４には、検索のための項目として、「被験者Ｉ
Ｄ」、「氏名」、「性別」、「年齢」、「測定日」、「測定方法」、「コメント１」及び
「コメント２」が表示され、それらが入力又は選択可能となっている。運動機能解析装置
１４の操作者（以下、単に「操作者」と称する。）は、それらの項目のいずれか又は組み
合わせに対して入力又は選択を行うことにより、検索を行うことができる。検索結果は、
計測データ一覧部２７０２に表示される。
【００８２】
　業務ボタン部２７０６には、業務として、新規測定２７２０（第１の操作子）（被験者
情報を新規作成して指タッピングを測定）、測定２７２２（第１の操作子）（すでに選択
されている被験者に関する指タッピングの測定）、データ解析２７２４（第２の操作子）
（計測データ一覧部２７０２で選択されたデータの解析情報を表示）、経年表示２７２６
（第３の操作子）（計測データ一覧部２７０２で選択されたデータの経年グラフを表示）
、「測定情報削除」（計測データ一覧部２７０２で選択されたデータの削除）、「エクス
ポート」（計測データ一覧部２７０２で選択されたデータの解析結果をＣＳＶ(Comma Sep
arated Values)形式で出力）の各ボタン（操作子）が備えられ、それらが選択されると該
当する機能が起動する。
【００８３】
　なお、データ解析２７２４、経年表示２７２６、「測定情報削除」及び「エクスポート
」は、計測データ一覧部２７０２にて選択されたデータを対象として処理されるが、その
選択がない場合や、選択情報が削除されている場合は、エラーメッセージを表示するよう
にしてもよい。また、検索結果が１０００件より多い場合は、表示確認メッセージを表示
するようにしてもよい。
【００８４】
　業務ボタン部２７０６には、ツールとして、「データ管理」（計測データ一覧部２７０
２で選択したデータの編集）と「オプション」（各画面のデフォルト値の設定）のボタン
が備えられ、最下部に「終了」（本アプリケーションの終了）のボタンが備えられている
。
【００８５】
　図１７は、メイン画面における被験者データの一覧画面（被験者データ一覧画面）の例
である。図１７に示すように、被験者データ一覧画面は、被験者データ一覧部２８０２、
検索条件入力部２８０４、業務（機能）ボタン部２８０６及び画面切換ボタン部２７０８
とから構成される。図１７では、画面切換ボタン部２７０８において「被験者データ」が
選択され、被験者データ一覧画面が表示されている。
【００８６】
　被験者データ一覧部２８０２には、「被験者ＩＤ」、「氏名」、「生年月日」、「性別
」、「利き手」及び「メモ」が表示される。検索条件入力部２８０４には、検索のための
項目として、「被験者ＩＤ」、「氏名」及び「性別」が表示され、入力又は選択可能とな
っている。操作者は、それらの項目のいずれか又は組み合わせに対して入力又は選択を行
うことにより、検索を行うことができる。そして、「検索開始」のボタンが操作されれば
検索が開始され、「条件クリア」のボタンが操作されれば設定されている検索条件が一括
クリアされる。
【００８７】
　業務ボタン部２８０６には、業務として、新規測定２７２０（第１の操作子）及び測定
２７２２（第１の操作子）のボタンが備えられており、それらの機能は測定データ一覧画
面（図１６参照）の場合と同様であるので説明を省略する。
【００８８】
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　図１８は、被験者情報設定の画面の例である。この被験者情報設定の画面は、メイン画
面の新規測定２７２０（図１６参照）のボタンが操作されると起動する。図１８に示すよ
うに、被験者情報設定の画面には、「被験者ＩＤ」、「氏名」、「生年月日」、「性別」
、「利き手」及び「メモ」が表示され、入力又は選択可能となっている。なお、「被験者
ＩＤ」、「氏名」等のいくつかの項目は必須項目（入力しないとエラー表示）とするのが
望ましい。
【００８９】
　下部には、「被験者ＩＤより情報の取得」（「被験者ＩＤ」欄に入力されているＩＤに
基づき、被験者ＤＢに登録されているその被験者情報を取得）、「保存」（設定した内容
を保存し、測定の設定の画面（図１９参照）を表示）及び「閉じる」（被験者情報設定画
面を終了してメイン画面（図１６、図１７参照）に戻る。）のボタンが備えられている。
【００９０】
　図１９は、測定の設定の画面の例である。この測定の設定の画面３０００（測定条件設
定画面）は、メイン画面の測定２７２２（図１６参照）のボタンが操作されると起動する
。図１９に示すように、測定の設定の画面３０００では、被験者情報３００２、測定方法
３００４、測定時間３００６（計測時間を設定。「自由」を選択すると、テキストボック
スが入力可能となり、1～９９９の数値を指定可能）、キャリブレーション情報３００８
（０ｍｍ、６０ｍｍ、最大の各実施状態を表示。未実施の場合は背景色が灰色。実施済み
の場合は背景色が白色）、測定コメント３０１０の各情報、及び、被験者情報の設定３０
１２、キャリブレーションの設定３０１４、測定の実施３０１６、解析結果３０１８及び
終了３０２０（測定の設定の画面３０００を終了してメイン画面（図１６，図１７参照）
に戻る）の各ボタンが備えられている。
【００９１】
　被験者情報の設定３０１２を操作すると、被験者情報設定画面（図１８参照。「保存」
のボタンを「更新」のボタンに表示変更可）が表示され、被験者情報３００２における各
情報を設定（更新）することができる。キャリブレーションの設定３０１４を操作した場
合について、図２０及び図２１を参照しながら説明する。
【００９２】
　図２０及び図２１は、キャリブレーション点計測手段３０２１（図２参照）を実行する
ときに起動する画面である。キャリブレーションの設定３０１４（図１９参照）のボタン
が操作されたときに起動する画面であり、図２０（ａ）、図２０（ｂ）、図２１の順で画
面が遷移する。キャリブレーションの設定３０１４のボタンを押すと、最初に図２０（ａ
）に示す画面が表示され、被験者が人差し指と親指を軽く閉じる。次に、被験者がキャリ
ブレーションブロック１０６（図６等参照）の６０ｍｍの部分を２指で把持した後、操作
者が「設定する」のボタンを操作すると、キャリブレーションが実行され、図２０（ｂ）
に示す画面に遷移する。そして、被験者が２指を大きく広げると、キャリブレーションが
実行される。図２１に示す画面で「設定する」が押された後は、図１９に示す画面に戻る
。なお、図２１の画面で得られた電圧値を用いて、被験者が２指を最大に開いたときの２
指間の距離値を算出できる。この距離値を用いて、運動波形を被験者の手の大きさで正規
化することも可能である。
【００９３】
　図２２は、測定の実施の画面の例である。この測定の実施の画面は、測定の設定の画面
３０００の「測定の実施３０１６」（図１９参照）のボタンが操作されると起動する。
　図２２に示すように、測定の実施の画面には、右手と左手のグラフ（横軸が秒、縦軸が
２指腹間の距離）が表示される。また、「測定開始」のボタンの操作により測定が開始さ
れ（解析するデータの取得が開始され）、「測定中止」のボタンの操作により測定が中止
される（解析するデータの取得が中止される）。また、測定する被験者の情報（被験者Ｉ
Ｄなど）は、画面の右上に表示されている。なお、ここでグラフに表示されるのは、運動
機能測定装置１２から取得した電圧値の時系列データを、図２の運動波形生成手段３０２
で変換して得られた運動波形である。
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【００９４】
　測定の実施の画面には、このほかに、「メトロノーム表示」、「閉じる」（本画面を閉
じる）の各ボタンと、最下段の計測時間表示バー（測定時間をプログレスバー表示）が備
えられている。また、測定を行った場合は、測定情報の保存確認メッセージを表示するよ
うにしてもよい。
【００９５】
　図２３は、オプション画面（オプション設定をする画面）の例である。このオプション
画面は、測定データ一覧画面２７００の「オプション」（図１６参照）のボタンが操作さ
れると起動する。
　図２３に示すように、オプション画面で測定設定３８０２のタブが選択されている場合
、キャリブレーションに関する初期値を設定することができる。各値とも、例えば、数値
のみ入力可能とし、ＮＵＬＬの場合はエラーとする。
【００９６】
　なお、図２３のオプション画面では、図２のキャリブレーション点計測手段３０２１で
計測された電圧値Ｖ２を記録してもよい。Ｖ２は、運動センサ２２の発信コイルと検知コ
イルを十分な距離を保ってときに計測される電圧値である。Ｖ２は装置のオフセット電圧
として記録され、変換式生成手段３０２２で用いられる。この記録は右手用、左手用のセ
ンサそれぞれについて行われ、装置の使用前に一度計測されればその後は同じ値を使うこ
とが可能である。
【００９７】
　図２４は、オプション画面（オプション設定をする画面）の他の例である。図２４に示
すように、オプション画面で測定実施３９０２のタブが選択されている場合、測定の実施
の画面（図２２参照）に関して、各項目の値を設定することができる。なお、背景色は、
例えば、右手左手ともに、設定のない場合は白色とする。また、線色は、例えば、設定の
ない場合は左手を青色として右手を赤色とする。さらに、Ｘ軸最小値、Ｘ軸最大値、Ｙ軸
最小値及びＹ軸最大値は、数値のみ入力可能とする。
　このようにして、図１６～図２４に示した画面などを使用することによって、本実施形
態の運動機能測定システム１０を実現することができる。
【００９８】
（第２実施形態）
　以下、第２実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。また、図１～
１２に示す各構成や、図１６～２４に示す各画面については、第１実施形態と同様である
ので、説明を省略する。以下、図２の変換式生成手段３０２２、運動波形変換手段３０２
３について、第１実施形態とは異なる方法を説明する。
【００９９】
　前記したように、変換式生成手段３０２２は、運動機能測定装置１２から送給された電
圧データを運動波形に変換するための変換式を生成する。本実施形態では、複数の被験者
の指タッピング運動を実測して、それぞれの被験者に対して個別に変換式（以下、個別変
換式と称する。）を作成する。次に、それらの個別変換式を平均して１つの変換式（以下
、マスター曲線と称する。）を算出する。以下、上記の二つのプロセスを説明する。
【０１００】
　個別変換式を作成するために、被験者の指タッピング運動を実測する。図２５に示すよ
うに、被験者の指に運動センサ２２を装着して数周期分の指タッピング運動を行ってもら
い、運動機能測定装置１２から得られる電圧データを記録する。電圧値の計測と同時に、
高速度カメラ２５１で手指を撮影し、画像から２指腹間の距離値を抽出する。このとき、
高速度カメラのレンズ面は、人差し指と親指の作る平面と平行になるように設置する。本
実施形態では、距離値を測定する機器として高速度カメラを用いたが、モーションキャプ
チャシステム等他の計測機器を用いてもよい。
【０１０１】
　このようにして得られた電圧データと距離データを、図２６に示すように散布図にプロ
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ットする。グラフの横軸は２指腹間の距値離、縦軸は電圧値である。そして、散布図のデ
ータを６次多項式で近似して、個別変換式ｆｋ２６１を得る（ｋは被験者番号でｋ＝１～
ｎ）。図２６に示すように、個別変換式ｆｋ２６１は電圧と距離の範囲が限定されている
ため、後述するように距離が小さい部分と大きい部分では補間する必要がある。なお、本
実施形態では散布図のデータを６次多項式で近似したが、散布図のデータを十分に表現で
きれば、他の高次多項式や変換テーブルを用いてもよい。
【０１０２】
　次に、マスター曲線を作成するために、複数の被験者（人数をｎとする。）を対象にし
て、個別変換式ｆｋをｎ個作成する（ｋ＝１～ｎ）。これらｎ個の個別変換式を、変換式
群Ｆ２７１とする。そして、図２７（ａ）に示すように、変換式群Ｆ２７１の全ての変換
式が重複する電圧値の範囲を抽出してＶｃとする。
【０１０３】
　次に、図２７（ｂ）のように、その範囲をＮ等分（Ｎは十分に大きい数）して得られる
電圧値を、電圧値Ｖｃｉ（ｉ＝０～Ｎ）とする。最後に、個々の変換式ｆｋを用いて、電
圧値Ｖｃｉを変換して得られる距離値Ｄｉｋ（ｋは被験者番号でｋ＝１～ｎ）を求め、Ｄ
ｉ１～Ｄｉｎの平均値をＤｉ’とする。このようにして得られた［Ｄｉ’，Ｖｃｉ］（ｉ
＝０～Ｎ）を、マスター曲線２７２と称する。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、上記のように距離方向に平均してマスター曲線を算出したが、
電圧方向に平均してマスター曲線を算出してもよい。また、ここで得られたマスター曲線
をそのまま使わずに、キャリブレーションブロック１０６を用いて計測されるキャリブレ
ーション点（８）２８２（Ｄｘ，Ｖｘ）（図２８参照）を用いて補正してもよい。具体的
には、図２８に示すように、マスター曲線２７２を、キャリブレーション点（８）２８２
を通るように距離方向（または電圧方向）に平行移動して、補正後マスター曲線２８１と
する。
【０１０５】
　前記したように、マスター曲線はＶｃの範囲に限定されているため、Ｖｃ以外の範囲で
は別の方法で変換曲線を生成する必要がある。図２９に示すように、電圧がＶｃ０以上の
部分については、マスター曲線の左端点２９１とキャリブレーション点（６）２９３（Ｄ
ｍｉｎ,Ｖｍｉｎ）を１次多項式で補間する。キャリブレーション点（６）２９３とは、
２指を軽く付けたときに得られる距離と電圧で、Ｄｍｉｎ＝０である。
【０１０６】
　同様に、電圧がＶｃＮ以下の部分は、マスター曲線の右端点２９２とキャリブレーショ
ン点（７）２９４（Ｄｍａｘ,Ｖｍａｘ）を２次多項式で補間する。キャリブレーション
点（７）のＶｍａｘは、運動センサ２２の検知コイルと発信コイルを最大限に離したとき
に得られる電圧であり、予め装置に記録される値である。距離値Ｄｍａｘは、予め決めた
値であり、本実施形態では３００ｍｍとする。なお、Ｄｍａｘは、被験者が２指を最大限
に広げたときの指腹間距離と比較して十分に大きければ，３００ｍｍでなくてもよい。ま
た、Ｄｍａｘ値として、運動センサ２２の２コイルを最大限に離したときの２コイル間距
離の実測値Ｄｍ（図１２参照）を用いてもよい。電圧値Ｖｍａｘは、第１実施形態で説明
した図２３のオプション画面を用いて計測される。なお、本実施形態では、補間するため
に１次多項式や２次多項式を用いたが、他の数式や変換テーブルを用いてもよい。このよ
うにして補間されたマスター曲線を補間済みマスター曲線２９５と称する。
【０１０７】
　運動波形変換手段３０２３（図２参照）では、変換式生成手段３０２２で得られた補間
済みマスター曲線２９５を用いて、電圧値の時系列データを距離値の時系列データに変換
する。上記のようにして運動波形を生成すると、毎回の計測前にキャリブレーション点（
６）２９３を１回計測すれば足りるため、３回必要であった従来法と比較して、計測時の
負担が少ないという利点がある（キャリブレーション点（８）２８２（図２８参照）を用
いて補正を行う場合は２回）。また、第１実施形態のように予め決められた数式で近似的
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に電圧と距離の関係を表すのと異なり、実測された指タッピング運動の電圧値と距離値の
関係から変換式を得るので変換式の精度が高いと考えられる。
【０１０８】
　なお、本実施形態では個別変換式を得るために被験者の指タッピング運動を実測してい
るが、コンピュータ上で親指と人差し指の骨格や動作を模擬したモデルを構築することで
、個別変換式を算出してもよい。具体的には、図３０（ａ）のように被験者の手指の画像
から各関節の長さや関節間の角度等のパラメタを抽出し、そのパラメタを用いて図３０（
ｂ）のような三次元骨格モデルを構築して、指タッピング運動をシミュレーションする。
三次元骨格モデルは、２指の爪部に検知コイルと発信コイルを装着していると仮定して構
築している。このシミュレーションにおいて、２指腹間の距離値は、三次元骨格モデルの
２指の腹の間の直線距離として算出される。磁気センサの電圧値は、三次元骨格モデル上
の発信コイルと検知コイルの位置関係から検知コイル内に入る磁束を算出し、その磁束を
装置のインダクタンスを用いて変換して得られる。
【０１０９】
　このようにして得られた電圧値と距離値から個別変換式ｆｋを得る。同様にして、複数
の被験者を対象として各関節の長さや関節間の角度等のパラメタを抽出して、指タッピン
グ運動をシミュレーションすることで、変換式群Ｆを得ることができる。その後の計算は
、前記した方法と同様である。なお、骨格モデルのパラメタは、実際の被験者の手指の画
像から抽出したパラメタを用いずに、そのパラメタの平均値や分散等を用いてもよいし、
文献等から仮定した値を用いてもよい。
【０１１０】
　このように、前記した実施形態１、２における運動機能測定装置１２によれば、パーキ
ンソン病の重症度診断の支援に適用できるだけでなく、その他の運動障害、リウマチ等の
神経疾患の診断支援にも本装置による測定結果を応用できることは云うまでもない。
　そして、前記した実施形態１、２において説明してきたキャリブレーション手法を用い
ることにより、従来よりも簡便で、かつ高精度な運動機能検査を実行できることになる。
【０１１１】
　つまり、本実施形態では、装置の使用前に予め測定しておいた装置固有のキャリブレー
ション点と、被験者が変わる度に毎回計測する被験者固有のキャリブレーション点を併用
する。本実施形態により、被験者固有のキャリブレーション点を用いることで電圧値を距
離値に高精度に変換でき、装置固有のキャリブレーション点を併用することでキャリブレ
ーションの計測回数が減って計測が簡便になるという利点が生まれる。このように、必要
性に応じて、装置固有のキャリブレーション点と被験者固有のキャリブレーション点を使
い分けることで、従来法よりも簡便でかつ高精度な運動機能検査を実行することができる
。
【０１１２】
　なお、前記したように、変換式生成手段３０２２は、個別変換式生成手段と、平均変換
式生成手段と、変換式補間手段と、を有する。
　個別変換式生成手段は、磁場発生手段と磁場検知手段とを装着した生体の２箇所の所定
部位間の距離を所定の測定装置で計測して得られる距離データと、磁場検知手段が検知し
た磁場データとに基づいて、変換式を生成する。
【０１１３】
　平均変換式生成手段は、個別変換式生成手段が複数の生体について得た複数の変換式の
平均的な変換式を生成する。
　変換式補間手段は、平均変換式生成手段が生成した平均的な変換式において磁場データ
に対応する距離データが存在しない範囲について、キャリブレーション点計測手段が得た
キャリブレーション点を用いて、平均的な変換式を補間する。
【０１１４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、その趣旨を変えない範囲で実施することができる。
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　例えば、被験者の指にホルダ４０（図４参照）を装着する場合、粘着シート３８を用い
るほか、シリコーン製のバンドを用いて指に巻きつけるようにしてもよい。
　その他、具体的な構成等について、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能で
ある。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０　　　運動機能測定システム
　１２　　　運動機能測定装置
　１４　　　運動機能解析装置
　１６　　　操作入力部
　１８　　　表示部
　２０　　　収容部
　２２　　　運動センサ
　２４　　　運動センサインタフェース
　２６　　　運動センサ制御部
　２８　　　ハウジング
　３０ａ　　第１コネクタ
　３０ｂ　　第２コネクタ
　３０ｃ　　第３コネクタ
　３０ｄ　　第４コネクタ
　３２　　　電源
　３４　　　スイッチ手段
　３６　　　ケーシング
　３８　　　粘着シート
　４０　　　ホルダ
　４２　　　コイル基板
　４６　　　リード線
　７８　　　粘着部材
　１００　　内壁
　１０２　　第１収容空間部
　１０４　　収容空間部
　１０６、１０６ａ　キャリブレーションブロック
　１０８ａ　第１ブロック
　１０８ｂ　第２ブロック
　１０８ｃ　第３ブロック
　１１０　　階段形状部
　１１２　　平面
　１３１　　変換曲線
　１３２　　キャリブレーション点（０）
　１３３　　キャリブレーション点（１）
　１３４　　キャリブレーション点（２）
　２００　　交流発生回路（交流電流供給部）
　２０２　　電流発生用アンプ回路
　２０４　　プリアンプ回路
　２０６　　検波回路
　２０８　　位相調整回路
　２１０　　参照信号
　２１２　　ＬＰＦ（Ｌｏｗ－Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）回路
　２１４　　アンプ回路
　２１６　　出力信号



(20) JP 5558902 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

　２５１　　高速度カメラ
　２６１　　個別変換式ｆｋ
　２７１　　変換式群Ｆ
　２７２　　マスター曲線
　２８１　　補正後マスター曲線
　２８２　　キャリブレーション点（８）
　２９１　　マスター曲線の左端点
　２９２　　マスター曲線の右端点
　２９３　　キャリブレーション点（６）
　２９４　　キャリブレーション点（７）
　２９５　　補間済みマスター曲線
　３０２　　運動波形生成手段
　３０３　　信号制御手段
　３０４　　被験者情報処理手段
　３０６　　出力処理手段
　３１０　　記憶部
　３２０　　データ入力部
　１４０１　変換曲線Ａ
　１４０２　キャリブレーション点（３）
　１４０３　キャリブレーション点（４）
　１４０４　キャリブレーション点（５）
　１４０５　変換曲線Ｂ
　２７００　測定データ一覧画面
　２７０２　計測データ一覧部
　２７０４　検索条件入力部
　２７０６　業務（機能）ボタン部
　２７０８　画面切換ボタン部
　２７２０　新規測定
　２７２２　測定
　２７２４　データ解析
　２７２６　経年表示
　２８０２　被験者データ一覧部
　２８０４　検索条件入力部
　２８０６　業務（機能）ボタン部
　３０００　測定の設定の画面
　３００２　被験者情報
　３００４　測定方法
　３００６　測定時間
　３００８　キャリブレーション情報
　３０１０　測定コメント
　３０１２　被験者情報の設定
　３０１４　キャリブレーションの設定
　３０１６　測定の実施
　３０１８　解析結果
　３０２０　終了
　３０２１　キャリブレーション点計測手段
　３０２２　変換式生成手段
　３０２３　運動波形変換手段
　３０２４　運動波形微分手段
　３８０２　測定設定
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　３９０２　測定実施
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