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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装用者の下肢に歩行動作の補助力を及ぼす下肢アシストスーツであって、
　大腿部の傾斜角度を測定可能とされた第一のセンサと、下腿部の傾斜角度を測定可能と
された第二のセンサと、胴部の上下変位を測定可能な第三のセンサとを、備えており、
　該第一のセンサと該第二のセンサによって測定される股関節角度および膝関節角度と、
該第三のセンサによって測定される胴部の上下変位とに基づいて、歩行状態を判定する歩
行状態判定手段を備えると共に、
　該歩行状態判定手段は、
　該第一のセンサによって測定される股関節角度の最大値を、予め設定された平地歩行時
の股関節角度の最大値と比較すると共に、該第三のセンサによって測定される胴部の上下
変位量を、予め設定された平地歩行時の胴部の上下変位量閾値と比較することにより、平
地歩行と坂道又は段差歩行との何れであるかを判定する平地歩行判定手段と、
　該第一のセンサと該第二のセンサによって測定される股関節角度および膝関節角度と、
装用者の大腿部および下腿部の長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基づく段差上り閾
値を設定して、該段差上り閾値と該各センサの測定結果との対比によって段差上り歩行を
判定する段差上り判定手段と
を、備えており、
　該平地歩行判定手段および該段差上り判定手段を備える該歩行状態判定手段の判定に応
じて補助力を制御する補助力制御手段を備えることを特徴とする下肢アシストスーツ。
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【請求項２】
　前記段差上り閾値が、大腿部および下腿部の長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基
づいて設定される膝関節角度閾値とされており、前記段差上り判定手段が、前記第一のセ
ンサと前記第二のセンサによって測定される膝関節角度が該膝関節角度閾値を超える場合
に段差上り歩行を判定するようにした請求項１に記載の下肢アシストスーツ。
【請求項３】
　前記段差上り閾値が、前記第一のセンサと前記第二のセンサによって測定される膝関節
角度と、大腿部および下腿部の長さとに基づいて設定される段差の蹴上寸法閾値とされて
おり、前記段差上り判定手段が、前記第一のセンサと前記第二のセンサによって測定され
る脚上げ高さが該段差の蹴上寸法閾値を超える場合に段差上り歩行を判定するようにした
請求項１に記載の下肢アシストスーツ。
【請求項４】
　前記歩行状態判定手段が、前記第三のセンサによって検出される胴部の変位が下向きの
変位で、且つ、該第三のセンサによって測定される胴部の上下変位量の絶対値が予め設定
された閾値に比して大きい場合に下り歩行を判定する手段を有している請求項１～３の何
れか１項に記載の下肢アシストスーツ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装用者の下肢に歩行動作の補助力を及ぼす下肢アシストスーツに係り、歩行
状態に応じて下肢に及ぼす補助力が制御されるようにした下肢アシストスーツに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、装用者の歩行を補助する補助力を下肢に及ぼす下肢アシストスーツがある。
下肢アシストスーツは、例えば、特開２０１２－１４３４４８号公報（特許文献１）に示
されているように、装用者の下半身に装着されて、下肢に電動モータなどのアクチュエー
タによる補助力を及ぼすことにより、歩行動作を小さな筋力で行い得るようにアシストす
るものである。
【０００３】
　ところで、下肢アシストスーツは、平地歩行や坂道および階段の昇降歩行などといった
歩行状態の違いに応じて、下肢に及ぼされる補助力が調節されることが望ましい。そこで
、歩行状態を判定するための歩行状態判定手段を備える場合もある。即ち、特許文献１で
は、２つの接地センサと５つの姿勢センサとの各検出結果を組み合わせることで、歩行状
態を判定し、判定結果に応じた補助力が下肢に及ぼされるようになっている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の構造では、多様な歩行状態を判定するために多数のセンサ
が設けられていることから、構造の複雑化や量産性の低下、高コスト化などが問題となり
易かった。しかも、検出結果に基づく歩行状態の判定プロセスも複雑になり易いという不
具合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１４３４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、簡単な構造に
よって特に段差上り歩行を精度良く判定して、補助力を制御することができる、新規な構
造の下肢アシストスーツを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【０００８】
　すなわち、本発明の第一の態様は、装用者の下肢に歩行動作の補助力を及ぼす下肢アシ
ストスーツであって、大腿部の傾斜角度を測定可能とされた第一のセンサと、下腿部の傾
斜角度を測定可能とされた第二のセンサと、胴部の上下変位を測定可能な第三のセンサと
を、備えており、該第一のセンサと該第二のセンサによって測定される股関節角度および
膝関節角度と、該第三のセンサによって測定される胴部の上下変位とに基づいて、歩行状
態を判定する歩行状態判定手段を備えると共に、該歩行状態判定手段は、該第一のセンサ
によって測定される股関節角度の最大値を、予め設定された平地歩行時の股関節角度の最
大値と比較すると共に、該第三のセンサによって測定される胴部の上下変位量を、予め設
定された平地歩行時の胴部の上下変位量閾値と比較することにより、平地歩行と坂道又は
段差歩行との何れであるかを判定する平地歩行判定手段と、該第一のセンサと該第二のセ
ンサによって測定される股関節角度および膝関節角度と、装用者の大腿部および下腿部の
長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基づく段差上り閾値を設定して、該段差上り閾値
と該各センサの測定結果との対比によって段差上り歩行を判定する段差上り判定手段とを
、備えており、該平地歩行判定手段および該段差上り判定手段を備える該歩行状態判定手
段の判定に応じて補助力を制御する補助力制御手段を備えることを、特徴とする。
【０００９】
　このような第一の態様に従う構造とされた下肢アシストスーツによれば、歩行停止や平
地歩行、上り歩行、下り歩行などの各種の歩行状態に応じて、適切な補助力を下肢に及ぼ
すことができて、装用者が意図する歩行動作に対して違和感を与えることなく、歩行を有
効に補助することができる。
【００１０】
　さらに、段差上り歩行と坂道上り歩行を判別する段差上り判定手段を設けることにより
、大きな補助力を要する上り歩行において、補助力をより高精度に制御して、有効な補助
力を歩行状態に応じて適切に付与することができる。しかも、段差上り判定手段が、股関
節角度および膝関節角度と、大腿部および下腿部の長さと、想定される段差の蹴上寸法と
に基づいて、段差上り閾値を設定し、第一のセンサと第二のセンサと第三のセンサの測定
結果を段差上り閾値と対比させて、段差上り歩行を判定することにより、段差上り歩行と
坂道上り歩行などとを優れた精度をもって確実に判別することができる。
【００１１】
　加えて、本態様によれば、少ないセンサによって、歩行状態を有効に判定することがで
き、特に段差上り歩行を簡単な構造で高精度に判定することが可能となる。
【００１２】
　本発明の第二の態様は、第一の態様に記載された下肢アシストスーツにおいて、前記段
差上り閾値が、大腿部および下腿部の長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基づいて設
定される膝関節角度閾値とされており、前記段差上り判定手段が、前記第一のセンサと前
記第二のセンサによって測定される膝関節角度が該膝関節角度閾値を超える場合に段差上
り歩行を判定するようにしたものである。
【００１３】
　第二の態様によれば、段差上り閾値として膝関節角度閾値を設定して、膝関節角度と膝
関節角度閾値の対比によって、段差上り歩行と坂道上り歩行などとを、十分な精度で簡単
に判別することができる。
【００１４】
　本発明の第三の態様は、第一の態様に記載された下肢アシストスーツにおいて、前記段
差上り閾値が、前記第一のセンサと前記第二のセンサによって測定される膝関節角度と、
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大腿部および下腿部の長さとに基づいて設定される段差の蹴上寸法閾値とされており、前
記段差上り判定手段が、前記第一のセンサと前記第二のセンサによって測定される脚上げ
高さが該段差の蹴上寸法閾値を超える場合に段差上り歩行を判定するようにしたものであ
る。
【００１５】
　第三の態様によれば、段差上り閾値として段差の蹴上寸法閾値を設定して、上り歩行時
の脚上げ高さを蹴上寸法閾値と対比することで、段差上り歩行と坂道上り歩行などとを、
十分な精度で簡単に判別することができる。
　本発明の第四の態様は、第一～第三の何れかの態様に記載された下肢アシストスーツに
おいて、前記歩行状態判定手段が、前記第三のセンサによって検出される胴部の変位が下
向きの変位で、且つ、該第三のセンサによって測定される胴部の上下変位量の絶対値が予
め設定された閾値に比して大きい場合に下り歩行を判定する手段を有しているものである
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、第一のセンサと第二のセンサと第三のセンサの測定結果と、大腿部お
よび下腿部の長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基づいて、歩行状態を判定すること
ができ、特に、上り歩行における段差上り歩行を、少ないセンサで高精度に判定すること
が可能とされて、適切な補助力を下肢に及ぼすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態としての下肢アシストスーツを装用状態で示す側面図。
【図２】図１に示す下肢アシストスーツを構成する第一～第三のセンサと制御装置とアク
チュエータの機能ブロック図。
【図３】歩行状態判定手段による判定処理手順の一例を説明するフローチャート。
【図４】膝関節角度閾値の設定方法を説明する歩行姿勢のモデル図。
【図５】段差上り歩行時の第一～第三のセンサの測定結果と閾値を示すグラフ。
【図６】坂道上り歩行時の第一～第三のセンサの測定結果と閾値を示すグラフ。
【図７】平地歩行時の第一～第三のセンサの測定結果と閾値を示すグラフ。
【図８】膝関節角度閾値の別の設定方法を説明する歩行姿勢のモデル図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
　図１には、本発明の一実施形態としての下肢アシストスーツ１０が、装用者の下半身に
装用された状態で示されている。下肢アシストスーツ１０は、装用者の下肢に補助力を及
ぼして歩行動作をアシストするものであって、スーツ本体１２に第一～第三のセンサ１４
，１６，１８と制御装置２０が取り付けられた構造とされている。
【００２０】
　より詳細には、スーツ本体１２は、腰部および脚部を覆うタイツ状とされており、電動
モータなどで構成されるアクチュエータ２２の駆動力を、図示しない補助力伝達部によっ
て下肢に伝達することで、歩行時の下肢の動作を補助する補助力が作用するようになって
いる。なお、スーツ本体１２としては、特開２０１３－２０８３９７号公報に示された歩
行運動補助具などが好適に採用され得る。
【００２１】
　第一のセンサ１４は、大腿部２４に取り付けられており、例えばジャイロセンサとされ
て、股関節の動きによる大腿部２４の角速度を測定可能とされており、かかる測定結果に
基づいて大腿部２４の鉛直方向に対する傾斜角度である股関節角度（θhip ）が実質的に
測定される。即ち、第一のセンサ１４によって測定される大腿部２４の角速度を、制御装
置２０において積分することにより、股関節角度を算出できる。
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【００２２】
　第二のセンサ１６は、下腿部２６に取り付けられたジャイロセンサであって、膝関節の
動きによる下腿部２６の角速度を測定可能とされており、第一のセンサ１４の測定結果と
第二のセンサ１６の測定結果とに基づいて、下腿部２６の大腿部２４に対する傾斜角度で
ある膝関節角度（θknee）が実質的に測定される。即ち、制御装置２０において、第一の
センサ１４によって測定される大腿部２４の角速度と、第二のセンサ１６によって測定さ
れる下腿部２６の角速度との差を積分することにより、膝関節角度を算出できる。
【００２３】
　なお、第一のセンサ１４と第二のセンサ１６は、継続的に測定を行うとドリフトによる
誤差が生じることから、誤差の累積を防ぐために、歩行周期の特定タイミングで、第一，
第二のセンサ１４，１６の検出値を０にする初期化を実行することが望ましい。
【００２４】
　第三のセンサ１８は、胴部（腰部）２８の背面に取り付けられており、例えば加速度セ
ンサとされて、胴部２８の上下加速度を測定可能とされている。そして、第三のセンサ１
８によって測定された加速度から重力加速度成分を除いて積分することにより、胴部２８
の上下変位量を算出することができる。
【００２５】
　制御装置２０は、図示しないＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉ
ｔ）やＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、記憶装置、インターフェースなどを備えた電子演算装置であって
、胴部２８の側面に取り付けられている。そして、制御装置２０が、第一～第三のセンサ
１４，１６，１８の測定結果に基づいて、アクチュエータ２２を制御することで、下肢に
作用する補助力を制御可能とされている。また、制御装置２０は、図２に示すように、セ
ンサ情報取得手段３０と、補助力制御手段３２と、歩行状態判定手段３４とを、備えてい
る。
【００２６】
　センサ情報取得手段３０は、第一～第三のセンサ１４，１６，１８に電気的に接続され
て、第一～第三のセンサ１４，１６，１８の測定結果を取得可能とされている。
【００２７】
　補助力制御手段３２は、アクチュエータ２２に電気的に接続されており、アクチュエー
タ２２に制御信号を出力することにより、アクチュエータ２２の発生力（下肢に及ぼされ
る補助力）を制御する。
【００２８】
　また、補助力制御手段３２が出力するアクチュエータ２２の制御信号は、歩行状態判定
手段３４の判定結果に対応して生成される。歩行状態判定手段３４は、第一のセンサ１４
および第二のセンサ１６によって測定されて、センサ情報取得手段３０から取得される股
関節角度および膝関節角度と、第三のセンサ１８によって測定される胴部２８の上下加速
度とに基づいて、歩行中であるか否かと歩行面（路面や床面など）の態様とを含む歩行状
態を判定する。
【００２９】
　具体的には、歩行状態判定手段３４は、第三のセンサ１８の測定結果から得られる胴部
２８の上下移動量を算出し、その大きさと変化によって、歩行中であるか否かと、平地歩
行と上り又は下り歩行の何れであるかとを、判定する。更に、歩行状態判定手段３４は、
第一, 第二のセンサ１４，１６の測定結果から得られる股関節角度と膝関節角度の大きさ
の組み合わせによって、坂道上り歩行と、段差上り歩行と、坂道下り歩行と、段差下り歩
行との何れであるかを判定する。特に、歩行状態判定手段３４は、段差上り歩行を坂道上
り歩行と高精度に判別する段差上り判定手段３６を備えている。
【００３０】
　以下に、図３に示すフローチャートを用いて、歩行状態判定手段３４による歩行状態の
判定プロセスの一例を説明する。なお、各センサ１４，１６，１８による上下変位や上下
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変位や股関節角の検出は、歩行周期を考慮して行うことが好ましく、例えば、上下変位と
同期した股関節角の変化の検出によって行われる。
【００３１】
　先ず、ステップ（以下、Ｓ）１において、歩行動作が行われているか否かを判定する。
即ち、第三のセンサ１８によって検出される胴部２８の上下変位が無く、且つ第一のセン
サ１４によって測定される股関節角度の最大値が、予め設定された平地歩行時の股関節角
度の最大値よりも小さい場合に、歩行停止状態であると判定する。この場合には、Ｓ２に
おいて、歩行停止に対応する補助力（補助力無し）を決定する。なお、第三のセンサ１８
によって検出される胴部２８の上下変位が、予め設定された上限値を上回り或いは下限値
を下回り、且つ第一のセンサ１４によって測定される股関節角度の最大値が、予め設定さ
れた平地歩行時の股関節角度の最大値よりも小さい場合に、エレベータやエスカレータな
どを用いた歩行以外の手段による昇降移動を検出するようにしても良い。この場合にも、
歩行停止に対応する補助力が決定される。
【００３２】
　また、上記した歩行停止判定以外の場合、換言すれば歩行判定の場合には、Ｓ３におい
て、平地歩行であるか否かを判定する。この平地歩行判定は、例えば、平地歩行時の股関
節角度の最大値を予め設定しておいて、第一のセンサ１４によって測定される股関節角度
の最大値を、平地歩行時の股関節角度の最大値と比較すると共に、第三のセンサ１８によ
って測定される胴部２８の上下変位量を、予め測定された平地歩行時の胴部２８の上下変
位量に基づく上下変位量閾値と比較することにより、実現される。そして、第一のセンサ
１４によって測定される股関節角度の最大値が、平地歩行時の股関節角度の最大値と略等
しく、胴部２８の上下変位量が上下変位量閾値を超えない場合には、平地歩行であると判
定して、Ｓ４において、平地歩行に対応する補助力を決定する。
【００３３】
　Ｓ３において、平地歩行以外であると判定された場合には、次に、Ｓ５において、下り
歩行であるか否かを判定する。即ち、第三のセンサ１８によって検出される胴部２８の変
位が下向きの変位を示すと共に、変位量の絶対値が平地歩行に比して大きい場合に、下り
歩行であると判定して、Ｓ６において、段差を下る歩行であるか、段差以外（坂道など）
を下る歩行であるかを判定し、判定結果に応じた補助力をそれぞれ決定する（Ｓ７，Ｓ８
）。
【００３４】
　一方、Ｓ５において、下り歩行ではないと判定された場合には、上り歩行であると判定
して、Ｓ９において、段差を上る歩行であるか、段差以外（坂道など）を上る歩行である
かを判定し、判定結果に応じた補助力をそれぞれ決定する（Ｓ１０，Ｓ１１）。なお、以
上の如き歩行状態の判定は、一歩行周期の略５０％の時間で速やかに実行される。
【００３５】
　ここにおいて、Ｓ９の段差上り判定において、段差上り判定手段３６は、第一, 第二の
センサ１４，１６によって測定される膝関節角度を、予め設定された段差上り閾値として
の膝関節角度閾値と対比して、膝関節角度が膝関節角度閾値よりも大きい場合に、段差上
りであると判定する。
【００３６】
　この段差上り判定に用いられる膝関節角度閾値は、図４に示す段差歩行時の特定の姿勢
に着目して、股関節角度（θhip ）と、大腿部２４の長さ（Ｌt ）および下腿部２６の長
さ（Ｌl ）と、想定される段差の蹴上寸法（Ｒ）とに基づいて設定されている。即ち、段
差上り歩行では、段差を上る際に、一方の脚３８が、股関節角度と膝関節角度の両方が０
°の直立状態になる一方、他方の脚４０が、膝関節を前方に突き出して屈曲させた状態で
、足首が前後方向で一方の脚３８と略重なると共に、足首の高さが段差の蹴上寸法と略同
じになる姿勢をとる。この図４の姿勢において、一方の脚３８の足首の位置を原点として
、他方の脚４０の足首の鉛直方向での位置と水平方向での位置とが、以下の［数１］とし
て示される。なお、数式中のＬt 、Ｌl 、θhip 、θkneeは、装用者の大腿部２４の長さ
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、下腿部２６の長さ、股関節角度、膝関節角度を、それぞれ示す。
【００３７】
【数１】

【００３８】
　また、［数１］に示す二式から、図４に示す姿勢における膝関節角度を、［数２］に示
す数式として求めることができる。
【００３９】
【数２】

【００４０】
　そして、［数２］の数式において、装用者の大腿部２４および下腿部２６の長さと、想
定される段差の蹴上寸法とを入力することにより、段差上り判定手段３６の判定に用いら
れる膝関節角度の閾値が設定される。装用者の大腿長および下腿長は、直接測定して入力
しても良いが、装用者の身長と相関性があることから、身長を入力することで対応する長
さが設定されるようにしても良い。
【００４１】
　なお、図５，６には、平地歩行から上り歩行への移行時の股関節角度と、膝関節角度と
、胴部２８の上下変位量との測定結果が示されており、それによる段差上り歩行と坂道上
り歩行の判定方法の概略が示されている。図５～７の測定は、装用者の右脚に第一，第二
のセンサ１４，１６を取り付けて実施されており、図５～７中のＲＴＯが右つま先の接地
タイミングを、ＲＨＣが右踵の接地タイミングを、それぞれ示す。
【００４２】
　すなわち、図５では、股関節角度の最大値が大きくなると共に、胴部２８の上下変位量
が、平地歩行時の胴部２８の上下変位量に基づいて定められた上下変位量閾値よりも大き
くなっており、且つ、膝関節角度が［数２］で算出される膝関節角度閾値を超えて大きく
なっている。これらによって、図５の測定結果からは、平地歩行から段差上り歩行への移
行が推定されて、それに伴って補助力が制御される。
【００４３】
　一方、図６では、股関節角度の最大値が大きくなると共に、胴部２８の上下変位量が、
平地歩行時の胴部２８の上下変位量に基づいて定められた上下変位量閾値よりも大きくな
っているが、膝関節角度は、［数２］で算出される膝関節角度閾値を超えることなく閾値
よりも小さくなっている。これらによって、図６の測定結果からは、平地歩行から段差上
り歩行への移行ではなく、平地歩行から坂道上り歩行への移行が推定されて、それに伴っ
て補助力が制御される。
【００４４】
　このように、段差上り判定手段３６は、段差上り閾値としての膝関節角度閾値を、股関
節角度と、大腿部２４および下腿部２６の長さと、想定される段差の蹴上寸法とに基づい
て設定し、第一, 第二のセンサ１４，１６によって測定される膝関節角度を、かかる膝関
節角度閾値と対比する。これにより、段差上り歩行を坂道上り歩行と高精度に判別するこ
とができて、段差上り歩行と坂道上り歩行とで異なる要求に対応する補助力を、それぞれ
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有効に作用させることができる。特に、大きな筋力を要する上り歩行において、下肢アシ
ストスーツ１０による補助力を高精度に制御可能となることで、歩行を効率的に且つ違和
感なく補助することができる。
【００４５】
　すなわち、上り歩行は、下り歩行に比して大きな筋力が必要とされるが、坂道上り歩行
と段差上り歩行では、必要とされる筋力のパターンが異なり、補助力の有効な作用パター
ンが相違する。具体的には、坂道上り歩行では、大きな補助力を歩行周期中の長い期間に
亘って及ぼすことが有効であるのに対して、段差上り歩行では、より大きな補助力を歩行
周期中の短い期間に瞬発的に及ぼすことが有効である。そして、このような歩行態様の相
違に応じて補助力の作用パターンを切り替えて制御することで、より効率的で且つ違和感
のない歩行アシストが実現可能となるのである。
【００４６】
　なお、［数２］で算出される膝関節角度閾値を用いて、平地歩行を判定することも可能
である。具体的には、図７には、平地歩行時の股関節角度と、膝関節角度と、胴部２８の
上下変位量との測定結果が示されている。これによれば、胴部２８の上下変位量が、平地
歩行時の胴部２８の上下変位量に基づいて定められた上下変位量閾値よりも小さく、且つ
、膝関節角度が［数２］による膝関節角度閾値を超えることなく閾値よりも小さくなって
いる。それ故、測定された胴部２８の変位が上向きであっても、図５，６に示された上り
歩行とは異なることが判定されて、平地歩行であることが推定される。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって
限定されない。例えば、段差上り判定手段３６において、段差上り閾値は、図５に示す姿
勢に着目して設定されるものに限定されるものではない。
【００４８】
　具体的には、段差上り歩行において、図８に示すように、一方の脚３８を直立状態とす
ると共に、他方の脚４０を段差上面に直角に接地させた姿勢に着目すれば、一方の脚３８
の足首の位置を原点として、他方の脚４０の足首の鉛直方向での位置（座標）について、
［数３］の数式が成立する。
【００４９】
【数３】

【００５０】
　図８の姿勢において、θkneeはθhip と等しいことから、［数３］をθhip について解
くことにより、［数４］に示す膝関節角度閾値を設定することができる。
【００５１】

【数４】

【００５２】
　また、段差上り閾値は必ずしも膝関節角度閾値に限定されるものではなく、段差上り判
定手段３６において膝関節角度と膝関節角度閾値の対比以外によって、段差上りが判定さ
れるようにしても良い。例えば、［数１］の連立方程式を段差の蹴上寸法（Ｒ）について
解くと共に、段差上りにおいて想定される股関節角度又は膝関節角度を設定することによ
り、他方の脚４０の上方変位量（脚上げ高さ）の閾値（蹴上寸法閾値）を、股関節角度又
は膝関節角度と、大腿部２４および下腿部２６の長さとに基づいて設定して、段差上り閾
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値として設定することもできる。そして、段差上り判定手段３６が、第一，第二のセンサ
１４，１６の検出結果から算出される他方の脚４０の上方変位量が、蹴上寸法閾値を超え
る場合に、段差上り歩行であると判定するようにしても良い。
【００５３】
　また、前記実施形態では、第一～第三のセンサ１４，１６，１８の測定結果によって、
歩行状態が推定されるようになっているが、例えば、４つ以上のセンサを設けて、歩行の
有無や平地歩行、下り歩行などの判定精度を向上させることも可能である。
【符号の説明】
【００５４】
１０：下肢アシストスーツ、１２：スーツ本体、１４：第一のセンサ、１６：第二のセン
サ、１８：第三のセンサ、３２：補助力制御手段、３４：歩行状態判定手段、３６：段差
上り判定手段

【図１】 【図２】
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