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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　片手の二指の開閉動作の繰り返しである指タッピング運動を行う被験者に装着された運
動センサから取得した前記指タッピング運動に関する時系列の波形データを記憶する記憶
手段と、前記記憶手段に記憶された前記波形データを解析する解析手段と、前記解析手段
により解析された解析結果を表示する表示手段と、を備える運動機能評価システムであっ
て、
　前記解析手段は、
　前記記憶手段に記憶された前記波形データに基づいて、前記波形データに対応する運動
波形を生成する運動波形生成手段と、
　前記運動波形に基づいて、前記指タッピング運動の特徴を表す特徴量を複数生成する特
徴量生成手段と、
　前記特徴量生成手段において生成された前記複数の特徴量を、前記記憶手段に予め記憶
された健常者についての対応する各特徴量と比較することにより、合成することで、前記
被験者の運動障害の度合いを表す運動障害総合値を生成する運動障害総合値生成手段と、
　を含み、
　前記特徴量生成手段は、
　前記指タッピング運動に関する加速度の波形データと、それを微分して得られる躍度の
波形データとの極大点および極小点を用いて、二指が接触している時間帯を前記特徴量と
して算出する
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　ことを特徴とする運動機能評価システム。
【請求項２】
　片手の二指の開閉動作の繰り返しである指タッピング運動を行う被験者に装着された運
動センサから取得した前記指タッピング運動に関する時系列の波形データを記憶する記憶
手段と、前記記憶手段に記憶された前記波形データを解析する解析手段と、前記解析手段
により解析された解析結果を表示する表示手段と、を備える運動機能評価システムであっ
て、
　前記解析手段は、
　前記記憶手段に記憶された前記波形データに基づいて、前記波形データに対応する運動
波形を生成する運動波形生成手段と、
　前記運動波形に基づいて、前記指タッピング運動の特徴を表す特徴量を複数生成する特
徴量生成手段と、
　前記特徴量生成手段において生成された前記複数の特徴量を、前記記憶手段に予め記憶
された健常者についての対応する各特徴量と比較することにより、合成することで、前記
被験者の運動障害の度合いを表す運動障害総合値を生成する運動障害総合値生成手段と、
　を含み、
　前記特徴量生成手段は、前記指タッピング運動の速度データと加速度データを二次元表
示して得られるリサージュ図形の形状の類似度を前記特徴量として算出する
　ことを特徴とする運動機能評価システム。
【請求項３】
　前記特徴量生成手段で生成された前記複数の特徴量それぞれに対して、年齢ごとの特性
に基づいた補正を行うことで、複数の年齢補正特徴量それぞれを生成する年齢補正特徴量
生成手段を、さらに含む
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の運動機能評価システム。
【請求項４】
　前記年齢補正特徴量生成手段は、
　前記複数の特徴量それぞれについて、年齢ごとの分布傾向を表す回帰直線または回帰曲
線を算出し、前記回帰直線または回帰曲線における該当年齢に対応する値を減算すること
で、年齢ごとの特性に基づいた補正を行って前記複数の年齢補正特徴量それぞれを生成す
る
　ことを特徴とする請求項３に記載の運動機能評価システム。
【請求項５】
　前記解析手段は、
　前記運動障害総合値と、運動障害の重症度のスコアである運動障害スコアと、の関係を
表す所定の近似関数を用いて、前記運動障害総合値から前記運動障害スコアを推定する運
動障害スコア推定手段を、さらに含む
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の運動機能評価システム。
【請求項６】
　前記運動障害総合値生成手段は、
　前記運動障害の症状ごとに、対応する前記特徴量が複数ある場合、ＡＵＣ(Area Under 
The ROC Curve)の値の高い特徴量を選択し、
　前記選択された特徴量に対応する前記特徴量に、前記ＡＵＣの値に基づく重みをつけて
前記合成を行うことで、前記運動障害総合値を生成する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の運動機能評価システム。
【請求項７】
　前記運動障害総合値生成手段は、
　前記運動障害総合値を生成するとき、
　前記複数の特徴量それぞれを、健常者データ群の分布で正規化し、
　正規化された前記複数の特徴量それぞれの絶対値の平均を、前記運動障害総合値として
生成する
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　ことを特徴とする請求項６に記載の運動機能評価システム。
【請求項８】
　前記運動障害総合値生成手段は、
　統計的手法によって過去の情報から予め求めた、健常者データ群と運動障害者データ群
を識別するのに最適な重みを前記複数の特徴量それぞれに用いて、前記合成を行う
　ことを特徴とする請求項６に記載の運動機能評価システム。
【請求項９】
　前記表示手段は、
　前記運動障害総合値の生成に用いた前記複数の特徴量それぞれを、レーダーチャートに
よって表示する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の運動機能評価システム。
【請求項１０】
　片手の二指の開閉動作の繰り返しである指タッピング運動を行う被験者に装着された運
動センサから取得した前記指タッピング運動に関する時系列の波形データを記憶する記憶
手段と、前記記憶手段に記憶された前記波形データを解析する解析手段と、前記解析手段
により解析された解析結果を表示する表示手段と、を備える運動機能評価システムによる
運動機能評価方法であって、
　前記解析手段は、運動波形生成手段と、特徴量生成手段と、運動障害総合値生成手段と
、を備えており、
　前記運動波形生成手段は、前記記憶手段に記憶された前記波形データに基づいて、前記
波形データに対応する運動波形を生成し、
　前記特徴量生成手段は、前記運動波形に基づいて、前記指タッピング運動の特徴を表す
特徴量を複数生成し、その際、前記指タッピング運動に関する加速度の波形データと、そ
れを微分して得られる躍度の波形データとの極大点および極小点を用いて、二指が接触し
ている時間帯を前記特徴量として算出し、
　前記運動障害総合値生成手段は、前記特徴量生成手段において生成された前記複数の特
徴量を、前記記憶手段に予め記憶された健常者についての対応する各特徴量と比較するこ
とにより、合成することで、前記被験者の運動障害の度合いを表す運動障害総合値を生成
する
　ことを特徴とする運動機能評価方法。
【請求項１１】
　片手の二指の開閉動作の繰り返しである指タッピング運動を行う被験者に装着された運
動センサから取得した前記指タッピング運動に関する時系列の波形データを記憶する記憶
手段と、前記記憶手段に記憶された前記波形データを解析する解析手段と、前記解析手段
により解析された解析結果を表示する表示手段と、を備える運動機能評価システムによる
運動機能評価方法であって、
　前記解析手段は、運動波形生成手段と、特徴量生成手段と、運動障害総合値生成手段と
、を備えており、
　前記運動波形生成手段は、前記記憶手段に記憶された前記波形データに基づいて、前記
波形データに対応する運動波形を生成し、
　前記特徴量生成手段は、前記運動波形に基づいて、前記指タッピング運動の特徴を表す
特徴量を複数生成し、その際、前記指タッピング運動の速度データと加速度データを二次
元表示して得られるリサージュ図形の形状の類似度を前記特徴量として算出し、
　前記運動障害総合値生成手段は、前記特徴量生成手段において生成された前記複数の特
徴量を、前記記憶手段に予め記憶された健常者についての対応する各特徴量と比較するこ
とにより、合成することで、前記被験者の運動障害の度合いを表す運動障害総合値を生成
する
　ことを特徴とする運動機能評価方法。
【請求項１２】
　前記運動機能評価システムは、年齢補正特徴量生成手段を、さらに含んでおり、
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　前記年齢補正特徴量生成手段は、
　前記特徴量生成手段で生成された前記複数の特徴量それぞれに対して、年齢ごとの特性
に基づいた補正を行うことで、複数の年齢補正特徴量それぞれを生成する
　ことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の運動機能評価方法。
【請求項１３】
　前記年齢補正特徴量生成手段は、
　前記複数の特徴量それぞれについて、年齢ごとの分布傾向を表す回帰直線または回帰曲
線を算出し、前記回帰直線または回帰曲線における該当年齢に対応する値を減算すること
で、年齢ごとの特性に基づいた補正を行って前記複数の年齢補正特徴量それぞれを生成す
る
　ことを特徴とする請求項１２に記載の運動機能評価方法。
【請求項１４】
　前記解析手段は、運動障害スコア推定手段を、さらに含んでおり、
　前記運動障害スコア推定手段は、
　前記運動障害総合値と、運動障害の重症度のスコアである運動障害スコアと、の関係を
表す所定の近似関数を用いて、前記運動障害総合値から前記運動障害スコアを推定する
　ことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の運動機能評価方法。
【請求項１５】
　前記運動障害総合値生成手段は、
　前記運動障害の症状ごとに、対応する前記特徴量が複数ある場合、ＡＵＣ(Area Under 
The ROC Curve)の値の高い特徴量を選択し、
　前記選択された特徴量に対応する前記特徴量に、前記ＡＵＣの値に基づく重みをつけて
前記合成を行うことで、前記運動障害総合値を生成する
　ことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の運動機能評価方法。
【請求項１６】
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の運動機能評価システムとしてコンピュー
タを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動障害の重症度を評価する技術に関する。
【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
る疾患をさす。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、日本国内のパーキ
ンソン病患者は約14万5000人にも及ぶ。
【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
価尺度（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、客観性に欠ける面がある。この問題を解決するため、指タッピング運動を
測定および解析して、運動障害の重症度の客観的指標を提示する技術が提案されている（
特許文献１、特許文献２、非特許文献１参照）。その客観的指標としては、指タッピング
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運動の波形（距離波形、速度波形、加速度波形など）から抽出した特徴量が用いられてお
り、パーキンソン病の重症度の客観的指標としての有用性が検討されている（非特許文献
２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【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】
【０００６】
【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】村田美穂ら、「パーキンソン病患者への指タップ装置の薬効評価対応の
検討」、第２回新しい運動機能研究会、2007年11月16日、p22
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、運動障害は様々な症状を同時に併発することが多い。パーキンソン病に
おいても、四大徴候（振戦、筋固縮、無動、姿勢保持障害）など複数の症状が併発するこ
とが知られている。このことから、単一の症状を表す特徴量から運動障害の重症度を正確
に評価することは困難である。
　また、運動障害は高齢者に発症することが多いため、医師の主観的判断に頼ると、運動
障害と老化による運動機能低下を混同（誤認識）しやすいという問題点もある。
【０００８】
　そこで、これらの問題を解決するため、本発明は、老化による運動機能低下を考慮しつ
つ、複数の運動障害の症状を総合的に評価することで、運動障害の重症度を精度よく評価
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本発明は、片手の二指の開閉動作の繰り返しである指タッ
ピング運動を行う被験者に装着された運動センサから取得した指タッピング運動に関する
時系列の波形データを記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶された波形データを解析する
解析手段と、解析手段により解析された解析結果を表示する表示手段と、を備える運動機
能評価システムである。
　解析手段は、記憶手段に記憶された波形データに基づいて、波形データに対応する運動
波形を生成する運動波形生成手段と、運動波形に基づいて、指タッピング運動の特徴を表
す特徴量を複数生成する特徴量生成手段と、複数の特徴量それぞれに対して、年齢ごとの
特性に基づいた補正を行うことで、複数の年齢補正特徴量それぞれを生成する年齢補正特
徴量生成手段と、前記特徴量生成手段において生成された前記複数の特徴量を、前記記憶
手段に予め記憶された健常者についての対応する各特徴量と比較することにより、合成す
ることで、前記被験者の運動障害の度合いを表す運動障害総合値を生成する運動障害総合
値生成手段と、を含む。
　そして、特徴量生成手段は、指タッピング運動に関する加速度の波形データと、それを
微分して得られる躍度の波形データとの極大点および極小点を用いて、二指が接触してい
る時間帯を特徴量として算出する。
　その他の手段については後記する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、老化による運動機能低下を考慮しつつ、複数の運動障害の症状を総合
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的に評価することで、運動障害の重症度を精度よく評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る運動機能評価システムの全体構成を示したブロック図である。
【図２】運動センサを手に取り付けた様子を示した図である。
【図３】運動センサ制御部の構成等を示した図である。
【図４】運動波形を表した図である。
【図５Ａ】運動波形から得られる特徴量の種類を示した表である。
【図５Ｂ】運動波形から得られる特徴量の種類を示した表である。
【図６】指タッピング運動の用語の定義の説明図である。
【図７】（ａ）は、速度波形のゼロ交差回数の説明図であり、（ｂ）は、加速度波形のゼ
ロ交差回数の説明図である。
【図８】距離波形の振幅の局所的な標準偏差の説明図である。
【図９】タップインターバルの頻度分布の歪度の説明図である。
【図１０】距離波形における極大点付近の尖度の説明図である。
【図１１】被験者情報の入力画面を示した図である。
【図１２】測定情報の入力画面を示した図である。
【図１３】計測中の運動波形を表示する測定画面を示した図である。
【図１４】解析結果出力画面を示した図である。
【図１５】年齢補正特徴量の算出方法の説明図である。
【図１６】パーキンソン病の症状に対応して選択した特徴量を示した表である。
【図１７】パーキンソン病での運動障害総合値に用いる特徴量を示した図である。
【図１８】ＵＰＤＲＳと運動障害総合値の関係を示した図である。
【図１９】評価対象の健常者群と運動障害群を示した表である。
【図２０】年齢補正特徴量の識別性能を示した図である。
【図２１】運動障害総合値の識別性能を示した図である。
【図２２】運動障害総合値の重症度の定量化結果を示した図である。
【図２３】指接触時間の算出の説明図である。
【図２４】（ａ）は健常者に関するリサージュ図形であり、（ｂ）はパーキンソン病患者
に関するリサージュ図形である。
【図２５】リサージュ図形から特徴量を算出する方法の説明図である。
【図２６】リサージュ図形から特徴量を算出する方法の説明図である。
【図２７】リサージュ図形から算出した特徴量に関し、（ａ）は速度０のときの加速度平
均値についての感度と特異度との関係図であり、（ｂ）は速度０のときの加速度平均値（
正規化済み）についての感度と特異度との関係図であり、（ｃ）はリサージュ図形（健常
者）からの相違度平均値についての感度と特異度との関係図である。
【図２８】オープニング速度最大時の距離の計算の説明図である。
【図２９】クロージング速度最小時の距離の計算の説明図である。
【図３０】オープニング速度最大時の距離に関し、（ａ）は平均値についての感度と特異
度との関係図であり、（ｂ）は標準偏差についての感度と特異度との関係図である。
【図３１】クロージング速度最小時の距離に関し、（ａ）は平均値についての感度と特異
度との関係図であり、（ｂ）は標準偏差についての感度と特異度との関係図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態（以下「実施形態」という。）について、適宜図面
を参照しながら詳細に説明する。
　本発明は運動障害を発症する疾患全般（パーキンソン病、脳卒中、頚髄症、認知症、精
神疾患など）に適用可能であるが、本実施形態では、パーキンソン病への適用例について
示す。また、本発明は、運動障害によって影響が出る様々な運動（歩行、手や指の運動、
嚥下時の喉の運動、発音時の口の運動など）に適用可能であるが、本実施形態では指タッ
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ピング運動への適用例について示す。
【００１３】
（第１実施形態）
［全体構成］
　図１に示すように、本実施形態に係る運動機能評価システム１０００は、被験者の指の
運動を測定する運動機能測定装置１１００と、運動機能測定装置１１００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１２００と、被験者の情報等を入力す
る操作入力部１３００と、測定結果や解析結果を出力し前記出力されたデータを表示する
表示部１４００と、を含んで構成される。
【００１４】
　ここで、被験者とは、運動機能測定装置１１００による測定対象であり、本実施形態に
おいては、パーキンソン病の有無または重症度の検査を希望する人である。
　また、運動機能測定装置１１００は、被験者に指タッピング運動を行わせた際の指の動
作を測定するものである。ここで、指タッピング運動とは、手の親指と人差し指を可能な
限り速く、かつ可能な限り大きく繰り返し開閉させる運動である。
【００１５】
［運動機能測定装置］
　運動機能測定装置１１００は、被験者の指タッピング運動の情報（以下、単に「運動情
報」ともいう。）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（加速度を時間微分したもの）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。
【００１６】
　運動機能測定装置１１００は、運動センサ１１１０と、運動センサインタフェース１１
２０と、運動センサ制御部１１３０とを備えて構成される。
　運動センサインタフェース１１２０と、運動センサ制御部１１３０は、１つの筐体であ
る収容部１５００に収容する。なお、１つの筐体に入れなくてもよい。
【００１７】
≪運動センサ≫
　図２に示すように、運動センサ１１１０は、磁場を発信する発信コイル２１００（磁場
発生手段）と、この磁場を受信する受信コイル２２００（磁場検知手段）によって構成さ
れる。
【００１８】
　発信コイル２１００は親指の爪部に、受信コイル２２００は人差し指の爪部に、例えば
両面テープ等によって、それぞれ装着される。なお、取り付ける指を逆にして、発信コイ
ル２１００を人差し指の爪部に、受信コイル２２００を親指の爪部に装着してもよい。
　また、発信コイル２１００と受信コイル２２００の被装着部位は、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。
【００１９】
　また、親指と人差し指に限定されることなく、小指等の別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
ひら等の周辺部位も含まれる。従って、発信コイル２１００と受信コイル２２００の被装
着部位は、被験者の爪部、指、及び指の周辺部位のいずれでもよい。
【００２０】
≪運動センサインタフェース≫
　運動センサインタフェース１１２０（図１参照）は、アナログデジタル変換回路を含み
、運動センサ１１１０によって検出されたアナログ信号の波形データを、所定のサンプリ
ング周波数でデジタル信号の波形データに変換し、前記変換されたデジタル信号が運動セ
ンサ制御部１１３０（図１参照）に導入される。
【００２１】
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≪運動センサ制御部≫
　図３は、運動センサ制御部１１３０の構成等を示したブロック図である（運動センサイ
ンタフェース１１２０の図示は省略している）。ここで、運動センサ制御部１１３０が波
形データを取得する手順について説明する。
【００２２】
　図３において、交流発生回路３１００（交流電流供給部）によって特定の周波数（例え
ば、２０ｋＨｚ等）を持つ交流電圧が作成される。交流発生回路３１００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３２００によって特定の周波
数を持つ交流電流に変換され、その変換された交流電流が発信コイル２１００に流れる。
発信コイル２１００を流れる交流電流によって発生した磁場は、受信コイル２２００に誘
起起電力を発生させる。
【００２３】
　誘起起電力によって受信コイル２２００に発生した交流電流（交流発生回路３１００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３３００によって増幅され、増幅後の信号は検波回路３４００に入力される。検
波回路３４００では、交流発生回路３１００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、前記した増幅後の信号の検波を行う。そのため、交流発生回路３１００の
出力を、位相調整回路３６００によって位相を調整した後、参照信号３７００として検波
回路３４００の参照信号入力端子に導入する。
【００２４】
　検波回路３４００の出力信号は、ＬＰＦ(Low-Pass Filter)回路３５００を通過した後
、所望の電圧を得るためにアンプ回路３８００によって増幅されて運動機能解析装置１２
００に導入される。アンプ回路３８００の出力信号３９００は、親指と人差し指にそれぞ
れ装着された受信コイル２２００と発信コイル２１００との相対距離Ｄに対応する電圧値
を表す（相対距離と電圧値の変換式については後記）。なお、検波回路３４００、ＬＰＦ
回路３５００及びアンプ回路３８００は、それぞれ、検知信号処理部として機能するもの
である。
　以上、運動センサ１１１０として磁気センサを用いた場合について説明したが、その代
わりに、加速度センサやストレインゲージ、高速度カメラ等を用いてもよい。
【００２５】
［運動機能解析装置］
　運動機能解析装置１２００（図１参照）は、運動機能測定装置１１００によって測定さ
れたデータの記録や解析を行うものである。ここで、運動機能解析装置１２００は、運動
センサ制御部１１３０からの出力信号を入力するデータ入力部１２１０と、前記入力した
出力信号を解析するデータ処理部１２２０と、運動機能測定装置１１００へ測定の開始の
ための信号を送信する信号制御手段１２３０と、被験者情報処理手段１２４０と、データ
処理部１２２０の解析結果を表示部１４００に出力できる形式に処理する出力処理手段１
２５０と、データ処理部１２２０と被験者情報処理手段１２４０のデータを保存する記憶
部１２６０と、データの受け渡しや演算処理などの制御を行う制御部１２７０と、を含ん
で構成される。
【００２６】
≪データ処理部≫
　データ処理部１２２０は、データ入力部１２１０から送給され制御部１２７０を通して
得られた出力信号に基づいて、被験者の指タッピング運動の運動波形を算出し、パーキン
ソン病の重症度を表す客観的な指標を算出する。
【００２７】
　ここで、データ処理部１２２０は、運動波形生成手段１２２１と、特徴量生成手段１２
２２と、年齢補正特徴量生成手段１２２３と、運動障害総合値生成手段１２２４と、運動
障害スコア推定手段１２２５とを含んで構成される。
　なお、年齢補正特徴量生成手段１２２３は、疾患による運動機能低下を評価する際に老
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化による運動機能低下の影響を低減する効果があるので、当該低減の必要がない場面では
不要である。
【００２８】
＜運動波形生成手段＞
　運動波形生成手段１２２１（図１参照）は、運動機能測定装置１１００から送給された
電圧出力の波形データを、対応する運動波形に変換し、変換された運動波形を時間微分又
は時間積分することによって、距離波形と、速度波形と、加速度波形とを補完的に生成す
るものである。
【００２９】
　ここで、電圧出力（電圧値）を運動波形（相対距離など）に変換するための変換式は、
例えば、長さの異なる複数のブロック（例えば長さが20、30、60mmのブロック）を一体化
したキャリブレーションブロックを用いて、その複数の長さ（20、30、60mm）それぞれの
部分を二指で持った際に得られる電圧値と距離値のデータセットから、そのデータセット
との誤差を最小にする近似曲線として求められる。
【００３０】
　図４は、前記波形データを変換式によって変換して得られた距離波形４１００と、距離
波形４１００を時間微分することで得られた速度波形４２００と、速度波形４２００を時
間微分することで得られた加速度波形４３００を示す図である。なお、「運動波形」とは
、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。なお、運動機能測定装置１１００として、ストレインゲージや加速度計等
を適用した場合であっても、少なくとも１つの運動波形が測定されれば、微積分演算する
ことによって補完的に他の運動波形（距離、速度、加速度、躍度）を求めることができる
。
【００３１】
＜特徴量生成手段＞
　特徴量生成手段１２２２（図１参照）は、運動波形生成手段１２２１から得られた運動
波形の特徴量を抽出する。図５Ａと図５Ｂは、特徴量の名称と定義を示す図である。以下
では、必要な用語を説明した後、特徴量番号５０２３～５０２８の特徴量を詳細に説明す
る。なお、特徴量番号５００１～５０２２の特徴量については、図５Ａと図５Ｂに示した
定義の通りであるので、詳細な説明を省略する。また、以下において、「特徴量番号５０
※※の特徴量」を「特徴量５０※※」とも表記する。
【００３２】
　図６に示すように、指タッピング運動の周期６１００とは、距離値が距離波形の計測時
間中の平均値６２００と交差し、かつ速度が０より小さい時点から、次に同じ条件になる
時点までと定義する。タップインターバルとは、その１周期の長さとする。そして、１周
期内で距離値が最小となる点を距離波形の極小点６３００とし、そのときの距離値を極小
値とする。同様に、１周期内で距離値が最大となる点を距離波形の極大点６４００とし、
そのときの距離値を極大値とする。さらに、距離波形の極小点から次の極大点までをオー
プニング動作６５００、距離波形の極大点から次の極小点までをクロージング動作６６０
０と定義する。
【００３３】
　速度波形のゼロ交差回数５０２３（特徴量５０２３。以下、他についても同様に表記す
る。）（図５Ａと図５Ｂ参照）とは、計測時間中に速度が正値から負値になった回数から
、タッピング回数５０１９を引いた値である。なお、速度が正値から負値になった回数は
、速度が負値から正値になった回数としてもよい。
【００３４】
　速度波形のゼロ交差回数５０２３は、図７（ａ）で示したような、距離波形に表れた指
タッピング運動の大きな運動以外の細かい上下運動７１００の個数を数えるための特徴量
である。速度波形がゼロを交差する回数が、距離波形の細かい上下運動の回数に対応して
いる。この特徴量は、パーキンソン病の症状の１つである振戦（細かい震え）を評価する
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のに有用であると考えられる。
【００３５】
　同様に、加速度波形のゼロ交差回数５０２４（図５Ｂ参照）とは、計測時間中に加速度
が正値から負値になった回数から、タッピング回数５０１９を引いた値である。なお、加
速度が正値から負値になった回数は、加速度が負値から正値になった回数としてもよい。
【００３６】
　加速度波形のゼロ交差回数５０２４は、図７（ｂ）に示すように、細かい上下運動に限
らず、指タッピング運動の途中で不自然に勢いの強弱が変化した回数部分７２００を数え
るための特徴量である。加速度波形がゼロを交差する回数が、距離波形で不自然に勢いの
強弱が変化した回数に対応している。この特徴量も、パーキンソン病の症状の１つである
振戦（細かい震え）を評価するのに有用であると考えられる。
【００３７】
　距離波形の極大値の局所的な標準偏差５０２５（図５Ｂ参照）とは、図８で示したよう
に、距離波形の近傍ｎ個の極大値の標準偏差を全計測時間にわたって平均した値である。
ｎは、２以上で、かつタッピング回数よりも小さい整数であれば、いくつでもよい。
　タップインターバルの局所的な標準偏差５０２６（図５Ｂ参照）とは、近傍ｎ個のタッ
プインターバルの標準偏差を、全計測時間にわたって平均した値である。ｎは、２以上で
、かつタッピング回数よりも小さい整数であれば、いくつでもよい。
【００３８】
　パーキンソン病などの運動障害では、全計測時間にわたって局所的な振幅の変動が大き
いと考えられる。一方で、健常者では局所的な振幅の変動はあまりないが、疲労のために
全計測時間にわたって徐々に振幅が小さくなると考えられる。距離波形の極大値の標準偏
差５００５は全計測時間にわたって標準偏差を計算するため両者の違いを表すことが困難
である。一方、距離波形の極大値の局所的な標準偏差５０２５は、局所的な振幅の変動を
表すため、全計測時間にわたって継続的に算出することで、両者の違いを表すことができ
ると考えられる。同様に、タップインターバルの局所的な標準偏差５０２６も、両者の違
いを表すことができると考えられる。
【００３９】
　タップインターバルの分布の歪度５０２７（図５Ｂ参照）とは、図９で示すような全計
測時間のタップインターバルの頻度分布９１００（ヒストグラム）の歪度である。ここで
、歪度とは、分布の非対称性を表す統計的指標であり、例えば、偏差の３乗の平均を標準
偏差の３乗で除算することで求めることができる。
【００４０】
　健常者のタップインターバルの頻度分布は正規分布に近い形になると考えられるのに対
して、パーキンソン病などの運動障害では、時折長いタップインターバルが混入する場合
がある。そのため、正方向側の裾が延びた形状の頻度分布になると考えられる。タップイ
ンターバルの分布の歪度５０２７は、この性質を表すことができる。つまり、当該歪度が
、健常者の頻度分布の場合は「０」に近く、パーキンソン病患者の頻度分布の場合は比較
的大きな値になると考えられる。
【００４１】
　極大点付近の尖度５０２８（図５Ｂ参照）とは、距離波形の極大点の尖度を、全計測時
間にわたって平均した値である。ここで、尖度とは、分布の尖り具合を表す統計的指標で
あり、例えば、偏差の４乗の平均を標準偏差の４乗で除算することで求めることができる
。図１０に示したように、一定値以上の距離波形を極大点付近の距離波形９２００として
、それに対して尖度を計算する。
　極大点付近の尖度５０２８は、パーキンソン病などの運動障害に観察される症状である
、筋肉のこわばり（筋固縮）を表すことができると考えられる。筋肉がこわばると、オー
プニング動作とクロージング動作の切り替えを滑らかに行えず急激に切り替えるために、
極大点付近の距離波形が尖ると考えられるからである。
【００４２】
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　図５Ａと図５Ｂに示した特徴量番号５００１～５０２８の特徴量を、非補正特徴量（年
齢補正を行っていない特徴量）と呼ぶ。なお、非補正特徴量の算出においては、標準偏差
の代わりに、分散などデータのばらつきを表す異なる統計的指標を用いてもよい。また、
非補正特徴量は、手の大きさが異なる人のデータも同等に扱うために、２指を最大に開い
たときの距離値で規格化してもよい。
【００４３】
＜年齢補正特徴量生成手段＞
　年齢補正特徴量生成手段１２２３（図１参照）は、特徴量生成手段１２２２によって得
られた各々の非補正特徴量５００１～５０２８を、年齢で補正することによって年齢補正
特徴量を算出する。
　具体的には、記憶部１２６０に保存されている被験者の年齢を後述する推定式に代入し
て得た値を年齢推定特徴量とし、非補正特徴量から前記年齢推定特徴量を減じた値を年齢
補正特徴量として算出する。なお、年齢補正特徴量の計算方法および効果については後述
する。
【００４４】
＜運動障害総合値生成手段＞
　運動障害総合値生成手段１２２４（図１参照）は、下記の式（１）によって年齢補正特
徴量を合成することで、運動障害総合値（ＭＤ）を算出する。なお、式（１）による計算
方法の詳細と運動障害総合値の効果については後述する。
【００４５】
＜運動障害スコア推定手段＞
　運動障害スコア推定手段１２２５（図１参照）は、運動障害総合値と運動障害の重症度
のスコアとの関係を表す近似関数に、運動障害総合値を代入して、運動障害推定スコアを
求める。なお、近似関数の求め方と運動障害推定スコアの効果については後述する。
【００４６】
≪信号制御手段≫
　信号制御手段１２３０（図１参照）は、運動機能測定装置１１００へ測定の開始のため
の信号を送信する。運動機能測定装置１１００は、測定を行わないときはスタンバイ状態
で、信号制御手段１２３０からの信号によって測定可能な状態になる。
【００４７】
≪被験者情報処理手段≫
　被験者情報処理手段１２４０（図１参照）は、記憶部１２６０内の、被験者情報や解析
結果等の情報を記録する被験者ＤＢ(Data Base)を用いて、それらの情報の管理を行うも
のである。
【００４８】
　より詳細には、被験者情報処理手段１２４０は、１）被験者情報の登録、修正、削除及
び検索、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
う。
【００４９】
　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、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１２４０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。
【００５０】
≪出力処理手段≫
　出力処理手段１２５０（図１参照）は、表示部１４００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１２５０は、前記した全ての
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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。
【００５１】
≪制御部≫
　制御部１２７０は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)と、ＲＯＭ(Read Only Memory)
やＲＡＭ(Random Access Memory)等によって構成される。
　データ処理部１２２０内の各手段、信号制御手段１２３０、被験者情報処理手段１２４
０および出力処理手段１２５０は、記憶部１２６０に格納されたプログラム又はデータを
制御部１２７０にロードして、演算処理を実行することによって実現される。
【００５２】
［操作入力部］
　操作入力部１３００は、運動機能評価システム１０００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。
【００５３】
［表示部］
　表示部１４００は、データ処理部１２２０により処理された被験者情報や運動情報を出
力するものであって、例えば、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)やＣＲＴ(Cathode Ray T
ube)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。
【００５４】
（画面例）
　次に、図１１～図１４を参照して、表示部１４００に表示される画面例について説明す
る。
【００５５】
　図１１に示すように、被験者情報の入力画面は、被験者ＩＤ入力欄１１１００、氏名入
力欄１１２００、生年月日入力欄１１３００、利き手入力欄１１４００およびメモ入力欄
１１５００を備えている。測定者（医師等）がこれらの入力欄に各情報を入力し、保存ボ
タン１１６００をマウスによってクリックすることで、入力された被験者情報が被験者情
報処理手段１２４０によって記憶部１２６０に保存される。また、生年月日から算出され
る年齢は、年齢補正特徴量生成手段１２２３の計算で用いられる。
【００５６】
　図１２に示すように、測定情報の入力画面は、計測時間入力欄１２１００、計測種類入
力欄１２２００、コメント入力欄１２３００を具備している。測定者（医師等）がこれら
の入力欄に測定情報を入力する。そして、キャリブレーション実施ボタン１２４００を押
して、キャリブレーションを実施する。そして、計測開始ボタン１２５００を押すと計測
が開始される。ここで、キャリブレーションの実施状況（実施の有無）は、キャリブレー
ションの実施状況の表示欄１２６００に表示される。なお、測定情報の入力とキャリブレ
ーションの実施の順序は前後してもよい。
【００５７】
　図１３に示すように、計測中の運動波形を表示する測定画面において、測定者（医師等
）が計測実施ボタン１３１００を押すことで測定が開始され、測定中の運動波形１３３０
０が描画される。測定の終了後に保存ボタン１３２００を押すことで、運動波形の保存お
よびデータ処理部１２２０の各手段で得られる解析結果の保存が行われ、図１４に示す解
析結果出力画面が開く。なお、運動波形の保存のみを行って解析結果は保存せずに、デー
タを参照する毎にデータ処理部１２２０の計算を行ってもよい。
【００５８】
　図１４に示すように、データ処理部１２２０の解析結果を出力する解析結果出力画面に
おいて、運動障害総合値生成手段１２２４によって算出された運動障害総合値が運動障害
総合値出力欄１４１００に表示され、運動障害スコア推定手段１２２５によって算出され
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た推定ＵＰＤＲＳ（運動障害推定スコア）が推定ＵＰＤＲＳ出力欄１４２００（運動障害
推定スコア出力欄）に表示される。また、運動障害総合値の算出過程で得られるｘｉが、
パーキンソン病の各症状を表す値として症状別レーダーチャート１４３００に出力される
ことで、これを見た医師等はどの症状が進行しているのかを容易に判別できる。なお、被
験者レーダーチャート出力１４３１０を極太線で表示し、健常者平均レーダーチャート出
力１４３２０を太線で表すことで、被験者と健常者平均を目視で容易に比較することがで
きる。なお、これらは必ずしも全部表示する必要はない。また、タブ表示によって運動波
形の表示画面や特徴量の数値を表示する画面と切り替えられるようにしてもよい。
【００５９】
［年齢補正特徴量の算出方法］
　健常群（健常者群）を対象として、特徴量生成手段１２２２によって複数の非補正特徴
量を算出する。ここで、健常群のデータ数は多いほどよく、健常群の年齢層は運動障害の
発症率の高い年齢層に合わせることが望ましい。
【００６０】
　そして、各々の非補正特徴量について、図１５（ａ）の模式図に示すように、年齢を従
属変数に、非補正特徴量を独立変数とした回帰直線１５１００を求める。図１５（ａ）に
おいて、「○」と「●」は非補正特徴量を表す。そして、図１５（ｂ）の模式図に示すよ
うに、非補正特徴量から回帰直線による推定値を差し引いた値を年齢補正特徴量とする。
このようにして算出した年齢補正特徴量は、絶対的な量ではなく、年齢ごとの平均値と比
較した相対的な量となっているので、後述する疾患による運動機能低下を評価する際に、
老化による運動機能低下の影響を低減する効果がある。
【００６１】
　なお、非補正特徴量を、年齢ごとの標準偏差で除算してから、回帰直線による推定値を
差し引いて年齢補正特徴量としてもよい。また、回帰直線の代わりに、他の関数（多項式
、指数関数、対数関数など）や、年齢と特徴量を対応させた表を用いて、老化による特徴
量の変化を近似してもよい。また、本実施例では全ての特徴量に対して年齢による補正を
行ったが、年齢による有意差がない特徴量については、年齢による補正を行わないものと
してもよい。
【００６２】
［運動障害総合値の求め方］
　以下、運動障害総合値の求め方について説明する。
　パーキンソン病の症状は、(i)振戦（ふるえ）、(ii)筋固縮（筋肉のこわばり）、(iii)
無動（動きが遅いまたは小さい）、(iv)姿勢保持障害（バランス障害）という主要な４つ
の症状（四大徴候）に加えて、(v)同時に２動作を行う能力の低下、(vi)リズム生成能力
の低下を加えた６つの症状で説明できると言われている。このうち、指タッピング運動と
相関が強いのは(i)(ii)(iii)(vi)であると考えられる。なお、ここでは４つの症状に着目
したが、その数は増減してもよい。また、投薬の効果を見るために有効な症状のみに着目
する観点などから、症状の種類を限定してもよい。
【００６３】
　ここでは、以下の(i)(ii)(iii)(vi)（前記(i)(ii)(iii)(vi)と対応）の選択基準で、年
齢補正特徴量の中から各症状に対応するものを複数選択する。この選択は、医師等の判断
により行われる。図１６は、選択した特徴量の組合せの例を示す図である。なお、「ＰＤ
」は、「パーキンソン病」を意味する。
　(i)タッピング運動の大きな動き以外の小さな運動を表す特徴量
　(ii)筋力を表すと考えられる加速度に関する特徴量
　(iii)振幅またはタッピング回数の大小を表す特徴量
　(vi)リズムのばらつきを表す特徴量
【００６４】
　そして、各症状（(i)(ii)(iii)(vi)）について、選択された年齢補正特徴量の中から、
健常群と運動障害群（パーキンソン病患者群）の識別性能をＡＵＣ(Area Under The ROC 
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Curve)で評価し、ＡＵＣが最も高いものを１つずつ選択してｘｉとする。ＡＵＣとは、特
徴量の識別性能の評価指標であり、ＲＯＣ(Receiver Operating Characteristic)曲線の
下側の面積として計算でき、０．５～１の値をとり、値が高いほど識別性能が高いことを
示す（詳細は図３０と図３１で後記）。
【００６５】
　なお、識別性能の評価方法として、ＡＵＣの代わりに、F値（不偏分散比）、マハラノ
ビス距離などの統計的な指標を用いてもよい。また、統計的な指標を用いて特徴量を選別
する代わりに、医師等が特徴量を選択してもよい。
【００６６】
　ｘｉ（i=1,2,3,4）として、例えば、図１７（ａ）～（ｄ）に示した４つの特徴量が選
択される。加速度波形のゼロ交差回数５０２４は、振戦の特徴である距離波形の細かい山
の数をカウントするために、加速度波形のゼロを交差した回数をカウントする（図１７（
ａ）参照）。これにより、振戦の影響を見るための加速度波形のゼロ交差回数を評価する
。
【００６７】
　同様に、クロージング動作時の最大加速度（加速度のクロージング動作時の最大値の平
均）５０１７により、筋固縮の影響を見るための指を閉じた瞬間の筋力を評価する（図１
７（ｂ）参照）。また、距離波形の極大値点の平均５００４により、無動の影響を見るた
めの運動の大きさを評価する（図１７（ｃ）参照）。また、タップインターバルの標準偏
差５０２２により、リズム生成障害の影響を見るためのタップインターバルのばらつきを
評価する（図１７（ｄ）参照）。
【００６８】
　そして、以下の示す式（１）によって、これらの年齢補正特徴量を合成する。
【数１】

　・・・式（１）
ただし、

【００６９】
　ここで、式（１）において、ｘｉ（i = 1,2,・・・,n）は、年齢補正特徴量を表す。ま
た、ｘ－

ｉ，ｎ（本明細書において、「－」は直前の文字の上に付される記号であるもの
とする。）は健常群でのｘｉの平均値を表し、σ（ｘｉ，ｎ）は健常群でのｘｉの標準偏
差を表す。ｘ＊

ｉは、ｘｉを健常群のデータで正規化した値である。また、ｆｉはｘｉの
正方向が重症度を表すように正負を調整するための値である。つまり、運動障害群でのｘ

ｉの平均が健常群でのｘｉの平均より大きい場合はｆ＝１、小さい場合はｆ＝－１とする
。なお、ｘｉを合成する方法としては、式（１）を用いずに、ｘｉに判別分析を適用して
得られた判別得点を用いてもよい。
【００７０】
［運動障害総合値とＵＰＤＲＳの近似関数の求め方］
　運動障害群における運動障害総合値とＵＰＤＲＳ（パーキンソン病の重症度のスコア）
のデータから、両者の関係を表す近似関数を求める。ここで、近似の精度を上げるために
、運動障害群は幅広い重症度のデータを含むことが望ましい。
　図１８の模式図に示すように、ＵＰＤＲＳと運動障害総合値のデータセットをプロット
し、最小二乗法を用いて一次関数・二次関数・指数関数など様々な関数のいずれかにフィ
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ッティングし、決定係数の大小で最適な近似関数１８１００を選択する。
【００７１】
［年齢補正特徴量の効果］
　図２０は、図１９に示す若年層に限定した運動障害群（Ｂ）と高齢層に限定した健常群
（Ｂ）の識別において、クロージング動作時の最大加速度(図５Ｂの特徴量５０１７)の年
齢補正特徴量と非補正特徴量のＡＵＣを比較したグラフである。非補正特徴量のＡＵＣよ
り年齢補正特徴量のＡＵＣが高く、識別性能が高い。同様に、図５Ａと図５Ｂの２８個の
特徴量のうち２６個のＡＵＣは、年齢補正特徴量の方が高くなっており、非補正特徴量よ
りも年齢補正特徴量を用いた方が、識別性能がよいことがわかる。
【００７２】
［運動障害総合値の効果］
　図２１は、図１９に示す運動障害群（Ａ）と健常群（Ａ）の識別において、各症状に対
応する特徴量として選択された特徴量のＡＵＣと、運動障害総合値のＡＵＣとの比較であ
る。運動障害総合値のＡＵＣが最も高いことから、運動障害総合値の識別性能が最も高い
ことがわかる。
【００７３】
　図２２は、図１９に示す運動障害群（Ｃ）について、ＵＰＤＲＳの指タッピングのスコ
アと運動障害総合値の関係を示す図である。最小二乗法で一次関数、二次関数および指数
関数にフィッティングしたところ、指数関数で決定係数が0.77と最も高く、運動障害総合
値とUPDRSがよく一致していたことから、運動障害総合値は重症度の客観的指標としても
有効であることがわかる。なお、図２２において、「●」の上下に延びている線分は標準
偏差を示す。
【００７４】
［効果］
　第１実施形態の運動機能評価システム１０００によれば、運動障害総合値によってパー
キンソン病の複数の症状を総合的に評価できるため、１つの症状を定量化した場合と比較
して、より精度よくパーキンソン病の重症度を評価できる。また、運動障害総合値を求め
る際に年齢補正特徴量を用いることで、老化による運動機能低下の影響を低減できる。
【００７５】
（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。第２実施形態
では、第１実施形態と同様、パーキンソン病への適用例を示す。また、図１～図４、図６
～図１５、図１８、図１９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
。
【００７６】
　特徴量生成手段１２２２（図１参照）で生成される特徴量として、指タッピング運動に
おける接触時間を計算する。以下、この特徴量の算出方法を説明する。
【００７７】
　第２実施形態では、被験者が指タッピング運動を行うときの接触時間（２指が接触して
いる時間帯）および指運動時間（２指が接触しておらず動いている時間帯）を算出する。
接触時間と指運動時間はタッチセンサ等を用いて直接計測することもできるが、本実施形
態では指タッピング運動の運動波形から算出することを考える。
【００７８】
　図２３には、被験者の指タッピング運動時の距離波形、加速度波形および躍度波形と、
タッチセンサにより測定された二指の接触時間との関係が示されている。
　ここで、加速度波形において、クロージング動作時の極大値をＡＣとし、オープニング
動作時の極大値をＡｏとする。
　また、躍度波形において、クロージング動作時の極大値をＪＣとし、オープニング動作
時の最初の極大値をＪｏとする。
【００７９】
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　図２３に示すように、ＡＣの時刻は二指の接触時間の開始時刻とほぼ一致しており、ま
た、Ｊｏの時刻は二指の接触時間の終了時刻とほぼ一致している。つまり、ＡＣとＪｏの
ときの時刻情報を使用することで、タッチセンサ等を使用しなくても、被験者の二指の接
触時間をほぼ正確に算出することができる。また、二指の接触時間が算出できれば、指タ
ッピング運動の一周期の時間長からその接触時間を減算することで、指運動時間（二指が
接触していない時間）を算出することもできる。
【００８０】
　パーキンソン病患者は、前記した６つの症状によって、二指の接触時間や指運動時間が
健常者とは異なると考えられる。したがって、二指の接触時間や指運動時間を、運動障害
総合値の算出のための一特徴量として使用することができる。
【００８１】
（第３実施形態）
　以下、第３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。以下、第３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。第３実施形態では、第１実施
形態と同様、パーキンソン病への適用例を示す。また、図１～図４、図６～図１５、図１
８、図１９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。
　なお、本実施形態で用いたデータは「できる限り大きくできる限り速く」と被験者に指
示して指タッピング運動をさせた場合のデータであるが、２指を最大に開かず一定の振幅
で指タッピング運動を行わせてもよい。
【００８２】
［特徴量の算出方法］
　特徴量生成手段１２２２（図１参照）で生成される特徴量として、図２４で示すような
リサージュ図形の形状の類似性を計算する。リサージュ図形とは、横軸を指タッピング運
動の速度、縦軸を指タッピング運動の加速度とし、全計測時間中の点をプロットして得ら
れる図形である。なお、加速度と速度の個人差を排除して形状の違いをより明示的に表す
ために、ここでは、加速度および速度を各々の最大振幅で正規化している。
【００８３】
　リサージュ図形は、健常者では図２４（ａ）のようなハート型の形状になる場合が多く
、パーキンソン病患者では図２４（ｂ）のようなひょうたん型の形状になる場合が多いと
考えられている。これは、速度と加速度の両方が０（もしくは０に近い点）になる部分が
、健常者では１箇所（クロージング動作からオープニング動作に移行する時点）であるの
に対して、パーキンソン病患者では２箇所（クロージング動作からオープニング動作に移
行する時点、およびオープニング動作からクロージング動作に移行する時点）であること
に対応している。
【００８４】
　つまり、健常者ではオープニング動作からクロージング動作へ滑らかに移行することが
できるが、パーキンソン病患者では筋肉のこわばりによってオープニング動作とクロージ
ング動作の間に動作が停止する時間帯が発生するという違いを表している。
【００８５】
　この特徴を捉えるため、リサージュ図形の形状の類似性を計算する。具体的には、リサ
ージュ図形の極大点付近の加速度を特徴量とする。図２５に示すように、指タッピング運
動１周期のリサージュ図形において、縦軸（速度が「０」の位置）との交点を求め、それ
らの交点の加速度の中で最小値（図２５の「●」）を選択する。この加速度値を全計測時
間にわたって平均した値を特徴量とする。
【００８６】
　また、このリサージュ図形の特徴を捉えるため、パーキンソン病患者のリサージュ図形
の、健常者のリサージュ図形との形状の相違度を算出してもよい。具体的には、図２６に
示すように、パーキンソン病患者の指タッピング運動１周期分のリサージュ図形の各点に
おいて、健常者のリサージュ図形のテンプレートとの最短距離を求め、その平均値を算出
する。これを、全計測時間のリサージュ図形について求め、その平均値を算出する。この
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値が大きいほど、パーキンソン病患者のリサージュ図形は健常者テンプレートとの相違度
が大きいことになる。なお、この特徴量を算出する際、加速度および速度は各々の最大振
幅で正規化している。
【００８７】
［効果］
　図２７（ａ）は、リサージュ図形の速度０のときの加速度の最小値の平均値についての
ＲＯＣ曲線を示した図である。図２７（ｂ）は、リサージュ図形の速度０のときの加速度
の最小値の平均値（正規化済み）についてのＲＯＣ曲線を示した図である。図２７（ｃ）
は、リサージュ図形（パーキンソン病患者）のリサージュ図形（健常者）からの相違度に
ついてＲＯＣ曲線を示した図である。
【００８８】
　図２７（ａ）～（ｃ）におけるＡＵＣの値等からわかるように、これらの特徴量は、健
常群と運動障害群を識別するために有効であり、運動障害総合値の算出のための一特徴量
として使用することができる。なお、これらの特徴量には、第１実施形態で行っていた年
齢による補正を行っていない。
【００８９】
（第４実施形態）
　以下、第４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。第４実施形態
では、第１実施形態と同様、パーキンソン病への適用例を示す。また、図１～図４、図６
～図１５、図１８、図１９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
。
【００９０】
［特徴量の算出方法］
　特徴量生成手段１２２２（図１参照）で生成される特徴量として、オープニング速度最
大時の距離を計算する（図２８参照）。以下、この特徴量の算出方法を説明する。
　図２８に示すように、オープニング動作中（距離波形の極小値２３１００から次に初め
て表れる距離波形の極大値２３２００までの範囲）において、速度が最大になる点２３３
００を算出し、そのときの距離値２３４００を求める。そして、速度が最大になるときの
距離値２３４００と極小値２３１００との差２３６００を、極大値２３２００と極小値２
３１００の差２３５００で割る。求める特徴量は、この値（オープニング速度最大時の距
離）の全計測時間にわたっての平均値または標準偏差である。
【００９１】
　同様に、クロージング速度最小時の距離について説明する（図２９参照）。
　図２９に示すように、クロージング動作中（距離波形の極大値２４２００から次に初め
て表れる距離波形の極小値２４１００までの範囲）において、速度が最小になる点２４３
００を算出し、そのときの距離値２４４００を求める。そして、速度が最小になるときの
距離値２４４００と極小値２４１００との差２４６００を、極大値２４２００と極小値２
４１００の差２４５００で割る。求める特徴量は、この値（クロージング速度最小時の距
離）の全計測時間にわたっての平均値または標準偏差である。
【００９２】
　健常者は、筋力のコントロールができるために、オープニング動作中のほぼ一定位置で
最大速度となる（クロージング動作中についても同様である）。これに対して、パーキン
ソン病患者は筋力のコントロールが困難なので、オープニング動作中で最大速度となる位
置がばらつくと考えられる（クロージング動作中についても同様である）。本特徴量は、
この性質を表すことで、健常者と運動障害群との高い識別性能を実現できる。つまり、本
特徴量を、運動障害総合値の算出のための一特徴量として使用することができる。
【００９３】
［効果］
　図３０と図３１において、感度とは、全パーキンソン病患者に関して、患者であると正
しく判定した割合を示す。つまり、感度が高いと、パーキンソン病患者を健常者であると
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誤判定する可能性が低い。
【００９４】
　また、特異度とは、全健常者に関して、健常者であると正しく判定した割合を示す。つ
まり、特異度が高いと、健常者をパーキンソン病患者であると誤判定する可能性が低い。
【００９５】
　図３０と図３１の各図における折れ線は、ＲＯＣ曲線を表す。図３０と図３１に関して
、評価対象は、図１９に示す健常群（Ａ）と運動障害群（Ａ）である。なお、本結果の特
徴量には、第１実施形態で行っていた年齢による補正は行っていない。図３０と図３１に
示すように、オープニング速度最大時の距離の標準偏差のＡＵＣ、および、クロージング
速度最小時の距離の標準偏差のＡＵＣが高く、それらの標準偏差を使用すれば、健常群と
運動障害群をよく識別できることがわかる。
【００９６】
　なお、第１実施形態～第４実施形態において、運動機能評価システム１０００を構成す
るコンピュータに実行させるためのプログラムを作成し、コンピュータにインストールす
ることにより、コンピュータは、そのプログラムに基づいた各機能を実現することができ
る。
【００９７】
　以上で本実施形態の説明を終えるが、本発明の態様はこれらに限定されるものではない
。
　例えば、複数の年齢補正特徴量を合成して運動障害総合値を生成するとき、各年齢補正
特徴量に、ＡＵＣの値に基づく重みをつけて、あるいは、統計的手法によって過去の情報
から予め求めた健常者データ群と運動障害者データ群を識別するのに最適な重みをつけて
、前記合成を行うようにしてもよい。
【００９８】
　また、運動機能評価システム１０００は、１台のコンピュータにより実現してもよいし
、２台以上のコンピュータにより実現してもよい。
　その他、具体的な構成や処理について、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】
【００９９】
　１０００　運動機能評価システム
　１１００　運動機能測定装置
　１１１０　運動センサ
　１１２０　運動センサインタフェース
　１１３０　運動センサ制御部
　１２００　運動機能解析装置
　１２１０　データ入力部
　１２２０　データ処理部（解析手段）
　１２２１　運動波形生成手段
　１２２２　特徴量生成手段
　１２２３　年齢補正特徴量生成手段
　１２２４　運動障害総合値生成手段
　１２２５　運動障害スコア推定手段
　１２３０　信号制御手段
　１２４０　被験者情報処理手段
　１２５０　出力処理手段
　１２６０　記憶部（記憶手段）
　１２７０　制御部
　１３００　操作入力部
　１４００　表示部（表示手段）
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