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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
　被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価
量を繰り返し求める評価部と、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示する表示処理部と、を
備え、
　前記評価部は、前記単位期間それぞれにおいて、前記単位期間よりも短い予め設定され
たロギング期間においてのみ前記加速度センサの出力を取得し、当該取得した出力に基づ
いて当該単位期間についての前記評価量を求める、ことを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項２】
　請求項１に記載の歩行姿勢計において、
　前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量を、棒グラフ、または、折れ線グラ
フとして前記表示画面に表示する、ことを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項３】
　請求項２に記載の歩行姿勢計において、
　前記評価量の優劣に関する基準値が予め定められており、
　前記表示処理部は、前記棒グラフ、または、前記折れ線グラフの表示において、前記棒
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グラフまたは前記折れ線グラフの前記基準値以上に相当する部分を強調表示する、ことを
特徴とする歩行姿勢計。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１つに記載の歩行姿勢計において、
　さらに、前記繰り返し求められた評価量の間で優劣の順位をつける順位決定部を備え、
　前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量のうち前記順位が予め定められた数
の上位に相当する評価量の表示形態を、他の評価量の表示形態と異ならせる、ことを特徴
とする歩行姿勢計。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の歩行姿勢計において、
　さらに、前記加速度センサの出力に基づいて、当該単位期間ごとに、前記評価量を求め
ることができるか否かを判断するエラー判断部を備え、
　前記エラー判断部が或る単位期間について前記評価量を求めることができないと判断し
た場合には、前記表示処理部は、その単位期間について前記評価量の表示に代えてエラー
表示をする、ことを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項６】
　請求項４に記載の歩行姿勢計において、
　さらに、前記上位に相当する評価量を合算または平均することにより得点を求める得点
演算部と、
　前記得点演算部が求めた前記得点を前記表示画面に表示する得点表示処理部と、を備え
ることを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の歩行姿勢計において、
　さらに、前記繰り返し求められた評価量を記憶する記憶部を備え、
　前記記憶部は、前記被測定者の歩行条件に関するデータを前記繰り返し求められた評価
量に関連づけて記憶する、ことを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項８】
　請求項７に記載の歩行姿勢計において、
　さらに、前記被測定者が歩行に用いた履物の情報を受け付ける条件入力部を備え、
　前記記憶部は、前記条件入力部が受け付けた情報を用いて、前記歩行条件に関するデー
タとして、前記被測定者が歩行する際に履いていた履物の種類に関するデータを記憶し、
　前記表示処理部は、前記表示画面に前記履物の種類を表す情報を表示する、ことを特徴
とする歩行姿勢計。
【請求項９】
　被測定者の歩行姿勢を評価する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであ
って、
　前記方法は、
　被測定者の腰の正中線上に装着された加速度センサの出力を取得するステップと、
　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力を用いて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量
を繰り返し求めるステップと、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示するステップと、を備
え、
　前記取得するステップは、前記単位期間それぞれにおいて、前記単位期間よりも短い予
め設定されたロギング期間においてのみ前記加速度センサの出力を取得し、前記評価量を
繰り返し求めるステップは、前記取得するステップにおいて当該取得した出力に基づいて
当該単位期間についての前記評価量を求める、ことを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
　被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
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　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価
量を繰り返し求める評価部と、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示する表示処理部と、
　前記加速度センサの出力に基づいて、当該単位期間ごとに、前記評価量を求めることが
できるか否かを判断するエラー判断部と、を備え、
　前記エラー判断部が或る単位期間について前記評価量を求めることができないと判断し
た場合には、前記表示処理部は、その単位期間について前記評価量の表示に代えてエラー
表示をする、ことを特徴とする歩行姿勢計。
【請求項１１】
　被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
　被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価
量を繰り返し求める評価部と、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示する表示処理部と、
　前記繰り返し求められた評価量の間で優劣の順位をつける順位決定部と、を備え、
　前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量のうち前記順位が予め定められた数
の上位に相当する評価量の表示形態を、他の評価量の表示形態と異ならせ、
　さらに、前記上位に相当する評価量を合算または平均することにより得点を求める得点
演算部と、
　前記得点演算部が求めた前記得点を前記表示画面に表示する得点表示処理部と、を備え
ることを特徴とする歩行姿勢計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は歩行姿勢計に関し、より詳しくは、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否
かを定量的に評価する歩行姿勢計に関する。
【０００２】
　また、この発明は人の歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定量的に評価する方法をコ
ンピュータに実行させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、この種の装置としては、例えば特許文献１（特開２０１１－０７８５３４号公報
）に示すように、被測定者に装着された加速度センサからの出力を用いて歩幅の左右バラ
ンスや重心の左右バランスを評価し、評価結果を、評価に応じた位置またはサイズのバブ
ルチャートで表示する歩行姿勢計がある。（特許文献１、図１０、図１４、図１８等参照
。）
【０００４】
　また、例えば特許文献２（特開２０１１－２５１０１３号公報）に示すように、被測定
者に装着された６軸センサ（３軸加速度センサおよび３軸角速度センサ）からの出力に基
づいて各軸について移動量および回転量を求め、それらから歩行姿勢を評価する携帯電子
機器がある。特許文献２の携帯電子機器においては、評価の結果は、１００点を満点とす
る得点として表示される。（特許文献２、図２５（Ｇ）参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－０７８５３４号公報
【特許文献２】特開２０１１－２５１０１３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の装置は、ヒトが普段日常生活において連続歩行する期間、例えば
せいぜい１０分、といった期間に着目し、当該期間にわたって継続的に歩行姿勢を評価し
、当該期間内における歩行姿勢の推移（良否の時間的な変化）をユーザに報知するもので
はなかった。そのため、ユーザは、日常的な一連の歩行において常に正しく歩くことがで
きているか否か、どのようなタイミングで歩行姿勢が悪くなるのか、といった情報を知る
ことが難しかった。
【０００７】
　以上を鑑み、本発明の一態様により、日常生活での連続した歩行における歩行姿勢の良
否の時間的な推移をユーザにとってよりわかりやすく提示できる歩行姿勢計が提供される
。
【０００８】
　また、本発明の別の一態様により、日常生活での連続した歩行における歩行姿勢の良否
の時間的な推移をユーザにとってよりわかりやすく提示できる方法をコンピュータに実行
させるためのプログラムが提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様による歩行姿勢計は、被測定者の歩行姿勢を
評価する歩行姿勢計であって、被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、１
０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ごとに
、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量を
繰り返し求める評価部と、繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表
示する表示処理部と、を備え、
　前記評価部は、前記単位期間それぞれにおいて、前記単位期間よりも短い予め設定され
たロギング期間においてのみ前記加速度センサの出力を取得し、当該取得した出力に基づ
いて当該単位期間についての前記評価量を求める、ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一態様による歩行姿勢計では、加速度センサが腰の正中線上に装着される。評
価部は、１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位
期間ごとに、加速度センサの出力に基づいて被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量
を繰り返し求め、表示処理部は、繰り返し求められた評価量を時系列で並べて表示画面に
表示する。したがって、当該歩行姿勢計では、ヒトが普段日常生活において連続歩行する
期間、例えばせいぜい１０分、といった期間にわたって継続的に歩行姿勢を評価して当該
期間内における歩行姿勢の推移（良否の時間的な変化）をユーザに報知する。そのため、
ユーザは、日常の連続した歩行期間にわたる歩行姿勢の良否の推移を知ることができ、日
常の連続歩行において良い歩き方ができた期間（単位期間）とそうでない期間（単位期間
）とを容易に知ることができる。さらに、この歩行姿勢計では、加速度センサの出力の取
得は単位期間よりも短いロギング期間においてのみ行われる。すなわち、この歩行姿勢計
は、単位期間全域にわたって加速度センサの出力の取得を行うわけではなく、断続的に取
得（ロギング）を行う。したがって、歩行姿勢計の電力消費を抑制することができる。
【００１１】
　一実施形態による歩行姿勢計では、前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量
を、棒グラフ、または、折れ線グラフとして前記表示画面に表示する、ことを特徴とする
。
【００１２】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、日常の連続した歩行期間にわたる歩行姿勢の良
否の推移を視覚的により解り易いかたちでユーザに知らせることができる。
【００１３】
　一実施形態による歩行姿勢計では、前記評価量の優劣に関する基準値が予め定められて
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おり、前記表示処理部は、前記棒グラフ、または、前記折れ線グラフの表示において、前
記棒グラフまたは前記折れ線グラフの前記基準値以上に相当する部分を強調表示する、こ
とを特徴とする。
【００１４】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、ユーザは、日常の歩行において良い歩き方がで
きた期間（単位期間）をより直観的に知ることができる。
【００１５】
　一実施形態による歩行姿勢計では、さらに、前記繰り返し求められた評価量の間で優劣
の順位をつける順位決定部を備え、前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量の
うち前記順位が予め定められた数の上位に相当する評価量の表示形態を、他の評価量の表
示形態と異ならせる、ことを特徴とする。
【００１６】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、ユーザは、日常の歩行において良い歩き方がで
きた期間（単位期間）を一目で知ることができる。
【００１７】
　一実施形態による歩行姿勢計では、さらに、前記加速度センサの出力に基づいて、当該
単位期間ごとに、前記評価量を求めることができるか否かを判断するエラー判断部を備え
、前記エラー判断部が或る単位期間について前記評価量を求めることができないと判断し
た場合には、前記表示処理部は、その単位期間について前記評価量の表示に代えてエラー
表示をする、ことを特徴とする。
【００１８】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、歩行姿勢計が被測定者の歩行姿勢を正しく評価
できなかった期間（単位期間）については、評価量を表示しない。そのため、ユーザは、
歩行姿勢計が被測定者の歩行姿勢を正しく評価できなかったことに起因してなされた評価
を目にすることがなく、ユーザが自身の歩行姿勢について誤った認識を持つことを未然に
防止できる。
【００１９】
　一実施形態による歩行姿勢計では、さらに、前記上位に相当する評価量を合算または平
均することにより得点を求める得点演算部と、前記得点演算部が求めた前記得点を前記表
示画面に表示する得点表示処理部と、を備えることを特徴とする。
【００２０】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、歩行期間中の優れた歩行がなされた期間（単位
期間）のみに基づく得点を表示することができる。そのため、全ての期間（単位期間）に
ついての評価量を合算または平均して得点を導出する場合よりも、日常の連続歩行におい
て特に歩行姿勢が改善され易い期間（歩行期間）における歩行姿勢の改善の成果をユーザ
に通知することができるようになる。そして、そのようにして導出された得点を見たユー
ザは、自身の歩行姿勢の改善の成果をいち早く知ることができる。そうすることで、ユー
ザの歩行姿勢改善への意欲をさらに掻き立てることができ、ユーザの歩行姿勢の改善を促
進することができるようになる。
【００２３】
　一実施形態による歩行姿勢計では、さらに、前記繰り返し求められた評価量を記憶する
記憶部を備え、前記記憶部は、前記被測定者の歩行条件に関するデータを前記繰り返し求
められた評価量に関連づけて記憶する、ことを特徴とする。
【００２４】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、歩行姿勢に関する評価結果に影響を与える可能
性がある被測定者の歩行条件に関するデータを評価量に関連付けて記憶することができ、
歩行姿勢の分析において有用な情報を記憶することができる。
【００２５】
　一実施形態による歩行姿勢計では、さらに、前記被測定者が歩行に用いた履物の情報を
受け付ける条件入力部を備え、前記記憶部は、前記条件入力部が受け付けた情報を用いて
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、前記歩行条件に関するデータとして、前記被測定者が歩行する際に履いていた履物の種
類に関するデータを記憶し、前記表示処理部は、前記表示画面に前記履物の種類を表す情
報を表示する、ことを特徴とする。
【００２６】
　この一実施形態による歩行姿勢計では、被測定者の歩行姿勢に影響を及ぼすことがある
被測定者の履物についての情報を記憶することができる。したがって、歩行姿勢の分析に
おいて履物の影響を考慮した分析をするために必要な情報を評価量と併せて記憶すること
が可能である。なお、履物の種類には、スリッパ、サンダル、スニーカ、ハイヒール等が
含まれてよく、さらに、素足が含まれてもよく、かつこれに限定されない。
【００２７】
　本発明の別の一態様によるプログラムは、被測定者の歩行姿勢を評価する方法をコンピ
ュータに実行させるためのプログラムであって、前記方法は、被測定者の腰の正中線上に
装着された加速度センサの出力を取得するステップと、１０分以下の予め定められた連続
した歩行期間内において、予め定められた単位期間ごとに、前記加速度センサの出力を用
いて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量を繰り返し求めるステップと、繰り
返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示するステップと、を備え、
　前記取得するステップは、前記単位期間それぞれにおいて、前記単位期間よりも短い予
め設定されたロギング期間においてのみ前記加速度センサの出力を取得し、前記評価量を
繰り返し求めるステップは、前記取得するステップにおいて当該取得した出力に基づいて
当該単位期間についての前記評価量を求める、ことを特徴とする。
【００２８】
　当該プログラムを実行させることにより、コンピュータは、まず被測定者の腰の正中線
上に装着された加速度センサの出力を取得する。そして、１０分以下の予め定められた連
続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ごとに、加速度センサの出力に基づ
いて被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量を繰り返し求め、繰り返し求められた評
価量を時系列で並べて表示画面に表示する。したがって、コンピュータは、ヒトが普段日
常生活において連続歩行する期間、例えばせいぜい１０分、といった期間において継続的
に歩行姿勢を評価して当該期間内における歩行姿勢の推移（良否の時間的な変化）をユー
ザに報知することができる。そのため、ユーザは、日常の連続した歩行期間にわたる歩行
姿勢の良否の推移を知ることができ、日常の歩行において良い歩き方ができた期間（単位
期間）とそうでない期間（単位期間）とを容易に知ることができる。さらに、このプログ
ラムでは、加速度センサの出力の取得は単位期間よりも短いロギング期間においてのみ行
われる。すなわち、このプログラムは、単位期間全域にわたって加速度センサの出力の取
得を行うわけではなく、断続的に取得（ロギング）を行う。したがって、コンピュータの
電力消費を抑制することができる。
　本発明の別の一態様による歩行姿勢計は、
　被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
　被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価
量を繰り返し求める評価部と、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示する表示処理部と、
　前記加速度センサの出力に基づいて、当該単位期間ごとに、前記評価量を求めることが
できるか否かを判断するエラー判断部と、を備え、
　前記エラー判断部が或る単位期間について前記評価量を求めることができないと判断し
た場合には、前記表示処理部は、その単位期間について前記評価量の表示に代えてエラー
表示をする、ことを特徴とする。
　本発明のさらに別の一態様による歩行姿勢計は、
　被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
　被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
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　１０分以下の予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ご
とに、前記加速度センサの出力に基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価
量を繰り返し求める評価部と、
　繰り返し求められた前記評価量を時系列で並べて表示画面に表示する表示処理部と、
　前記繰り返し求められた評価量の間で優劣の順位をつける順位決定部と、を備え、
　前記表示処理部は、前記繰り返し求められた評価量のうち前記順位が予め定められた数
の上位に相当する評価量の表示形態を、他の評価量の表示形態と異ならせ、
　さらに、前記上位に相当する評価量を合算または平均することにより得点を求める得点
演算部と、
　前記得点演算部が求めた前記得点を前記表示画面に表示する得点表示処理部と、を備え
ることを特徴とする。
【００２９】
　本発明のさらに別の一態様による歩行姿勢計は、被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿
勢計であって、被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、予め定められた連
続した歩行期間内において、予め定められた単位期間ごとに、前記加速度センサの出力に
基づいて前記被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量を繰り返し求める評価部と、前
記繰り返し求められた評価量を記憶する記憶部と、前記被測定者が歩行に用いた履物の情
報を受け付ける条件入力部と、を備え、前記記憶部は、前記条件入力部が受け付けた情報
を用いて、歩行条件に関するデータとして、前記被測定者が歩行する際に履いていた履物
の種類に関するデータを前記繰り返し求められた評価量に関連づけて記憶する。
【００３０】
　本発明のさらに別の一態様による歩行姿勢計では、加速度センサが腰の正中線上に装着
される。評価部は、予め定められた連続した歩行期間内において、予め定められた単位期
間ごとに、加速度センサの出力に基づいて被測定者の歩行姿勢を定量的に表した評価量を
繰り返し求めるとともに、条件入力部によって、被測定者が歩行に用いた履物の情報が取
得される。そして、条件入力部が受け付けた情報を用いて、歩行条件に関するデータとし
て、被測定者が歩行する際に履いていた履物の種類に関するデータが、繰り返し求められ
た評価量と関連づけられて記憶部に記憶される。そのため、日常の歩行における歩行姿勢
についての評価量を、当該歩行に用いられた履物の種類と関連付けて容易に蓄積すること
が可能となり、歩行姿勢の詳細な分析に資する有用なデータを容易に蓄積することが可能
となる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上より明らかなように、この発明の一態様による歩行姿勢計によれば、ユーザは、普
段日常生活において連続歩行する期間、例えばせいぜい１０分、といった期間にわたる歩
行姿勢の推移（良否の時間的な変化）を容易に知ることができるようになる。したがって
、ユーザは、日常的な一連の歩行において常に正しく歩くことができているか否か、どの
ようなタイミングで歩行姿勢が悪くなるのか、といった情報を知ることが容易になる。
【００３２】
　また、この発明の一態様によるプログラムをコンピュータに実行させることにより、ユ
ーザは、普段日常生活において連続歩行する期間、例えばせいぜい１０分、といった期間
にわたる歩行姿勢の推移（良否の時間的な変化）を容易に知ることができるようになる。
したがって、ユーザは、日常的な一連の歩行において常に正しく歩くことができているか
否か、どのようなタイミングで歩行姿勢が悪くなるのか、といった情報を知ることが容易
になる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の実施形態の歩行姿勢計のシステム構成を示す図である。
【図２】上記歩行姿勢計のシステムをなす活動量計のブロック構成を示す図である。
【図３】上記歩行姿勢計のシステムをなすスマートフォンのブロック構成を示す図である
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。
【図４】図４（Ａ）は、上記活動量計が被測定者に装着される態様を示す図である。図４
（Ｂ）は、Ｘ軸（前後軸）、Ｙ軸（左右軸）、Ｚ軸（上下軸）を説明する図である。
【図５】ヒトが歩行したときに腰に装着された加速度センサにより観測される上下軸加速
度の例（時間領域）と、歩行周期のうち１歩分に相当する基準期間と、歩行一歩の歩容と
の関係を示す図である。
【図６Ａ】ヒトが直線的な歩行を行った場合に得られる左右軸加速度の時間変化波形の例
を示すグラフである。
【図６Ｂ】ヒトが非直線的な歩行（曲がり角を曲がるような歩行）を行った場合に得られ
る左右軸加速度の時間変化波形の例を示すグラフである。
【図７Ａ】ヒトが歩行姿勢の評価に適した歩行を行った場合に得られる上下軸加速度の時
間変化波形の例を示すグラフである。
【図７Ｂ】ヒトが歩行姿勢の評価に適さない動作（カバンを持つ手を代えるような動作）
をしながら歩行を行った場合に得られる上下軸加速度の時間変化波形の例を示すグラフで
ある。
【図８】図８（Ａ）、図８（Ｂ）、および、図８（Ｃ）は、ヒトの歩行中の姿勢（前脚の
踵が接地したタイミング）を示す図である。図８（Ａ）は、歩行中の重心位置が前寄りの
位置にあるヒトを横から見たときの模式図である。図８（Ｂ）は、歩行中の重心位置が中
央付近にあるヒトを横から見たときの模式図である。図８（Ｃ）は、歩行中の重心位置が
後寄りの位置にあるヒトを横から見たときの模式図である。図８（Ｄ）、図８（Ｅ）、お
よび、図８（Ｆ）は、前脚の踵が接地したタイミングから遊脚である後脚が進行方向に関
して立脚である前脚と一致するタイミングまでの期間において加速度センサが出力する上
下軸加速度の時間変化波形の典型例を示す図である。図８（Ｄ）は、重心位置が前寄りの
位置にあるヒト（図８（Ａ））の上下加速度時間変化波形の典型例である。図８（Ｅ）は
、重心位置が中央付近にあるヒト（図８（Ｂ））の上下加速度時間変化波形の典型例であ
る。図８（Ｆ）は、重心位置が後寄りの位置にあるヒト（図８（Ｃ））の上下加速度時間
変化波形の典型例である。
【図９】加速度センサが出力する上下軸加速度の時間変化を示すグラフである。
【図１０】１０分間の歩行期間の各単位期間において加速度センサの出力を取得する期間
（ロギング期間）と、加速度センサの出力を取得しない期間（非ロギング期間）とを示す
模式図である。
【図１１】歩行姿勢計を構成する活動量計の制御部の動作フローを示す図である。
【図１２】歩行姿勢計を構成するスマートフォンの表示部（操作部）の表示例を示す図で
ある。
【図１３】上記スマートフォンの表示画面（表示部）における得点表示の例を示す図であ
る。
【図１４】上記スマートフォンの表示画面（表示部）における、棒グラフを用いた評価量
の時系列表示の例を示す図である。
【図１５】上記スマートフォンの表示画面（表示部）における、折れ線グラフを用いた評
価量の時系列表示および棒グラフ表示の例を示す図である。
【図１６】歩行姿勢計を構成するスマートフォンの制御部の動作フローを示す図である。
【図１７】被測定者がスニーカを履いたときに取得される上下軸前後軸合成加速度の時間
変化波形の例を示すグラフである。
【図１８】被測定者がハイヒールを履いたときに取得される上下軸前後軸合成加速度の時
間変化波形の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３５】
　図１は、この発明の実施の形態の歩行姿勢計（全体を符号１で示す。）のシステム構成
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を示している。この歩行姿勢計１は、活動量計１００と、スマートフォン２００とを含ん
でいる。活動量計１００とスマートフォン２００とは、この例ではＢＬＥ（Bluetooth lo
w energy；低消費電力Bluetooth、Bluetooth Core Specification Ver. 4.0において規定
。）通信によって互いに通信可能になっている。
【００３６】
　図２に示すように、活動量計１００は、ケーシング１００Ｍと、このケーシング１００
Ｍに搭載された、制御部１１０と、発振部１１１と、加速度センサ１１２と、メモリ１２
０と、操作部１３０と、表示部１４０と、ＢＬＥ通信部１８０と、電源部１９０と、リセ
ット部１９９とを含む。
【００３７】
　ケーシング１００Ｍは、この活動量計１００を携帯し易いように、ヒトの手のひらに収
まる程度の大きさに形成されている。
【００３８】
　発振部１１１は、水晶振動子を含み、この活動量計１００の動作タイミングの基準とな
るクロック信号を発生する。発振部１１１は、クロックジェネレータとしての機能を有す
るモジュールチップでよい。
【００３９】
　加速度センサ１１２は、ケーシング１００Ｍが受ける３軸（３方向）の加速度をそれぞ
れ検出して、制御部１１０へ出力する。加速度センサ１１２は、３軸加速度センサのモジ
ュールチップでよい。
【００４０】
　メモリ１２０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random Access Memory）とを
含む。ＲＯＭは、この活動量計１００を制御するためのプログラムのデータを記憶する。
また、ＲＡＭは、この活動量計１００の各種機能を設定するための設定データ、加速度測
定結果および演算結果のデータなどを記憶する。メモリ１２０は、以下で詳細に説明する
記憶部を構成してもよい。
【００４１】
　制御部１１０は、上記クロック信号に基づいて動作するＣＰＵ（Central Processing U
nit；中央演算処理装置）を含み、メモリ１２０に記憶された活動量計１００を制御する
ためのプログラムに従って、加速度センサ１１２からの検知信号に基づいて、この活動量
計１００の各部（メモリ１２０、表示部１４０およびＢＬＥ通信部１８０を含む。）を制
御する。この制御部１１０は、少なくとも、上下軸加速度、左右軸加速度、および、前後
軸加速度の少なくともいずれかの時系列データを処理することができる信号処理系を含む
。制御部１１０は、以下で詳細に説明する評価部、および、エラー判断部として動作する
ことができる。
【００４２】
　操作部１３０は、この例ではボタンスイッチからなり、電源オン・オフ切り替えの操作
、表示内容切り替えの操作など、適宜の操作入力を受け付ける。
【００４３】
　表示部１４０は、この例ではＬＣＤ（液晶表示素子）または有機ＥＬ（エレクトロルミ
ネッセンス）ディスプレイからなる表示画面を含み、この表示画面に制御部１１０から受
けた信号に従って所定の情報を表示する。表示部１４０は、以下で詳細に説明する報知部
として動作してもよい。表示部１４０は、電源のオン／オフ、動作状態等を点灯、消灯、
点滅、等で表示するＬＥＤ（発光ダイオード）であってもよい。
【００４４】
　電源部１９０は、この例ではボタン電池からなり、この活動量計１００の各部へ電力を
供給する。
【００４５】
　ＢＬＥ通信部１８０は、スマートフォン２００との間でリアルタイムで通信を行う。例
えば、スマートフォン２００へ測定結果を表す情報などを送信する。また、スマートフォ
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ン２００から操作指示を受信する。ＢＬＥ通信部１８０は、ＢＬＥ機能を備えたモジュー
ルチップでよい。
【００４６】
　リセット部１９９は、スイッチからなり、制御部１１０の動作やメモリ１２０の記憶内
容をリセットして初期化する。
【００４７】
　図３に示すように、スマートフォン２００は、本体２００Ｍと、この本体２００Ｍに搭
載された、制御部２１０と、メモリ２２０と、操作部２３０と、表示部２４０と、ＢＬＥ
通信部２８０と、ネットワーク通信部２９０とを含む。このスマートフォン２００は、市
販のスマートフォンに、活動量計１００への指示を行わせるようにアプリケーションソフ
トウェア（コンピュータ・プログラム）をインストールしたものである。
【００４８】
　制御部２１０は、ＣＰＵおよびその補助回路を含み、スマートフォン２００の各部を制
御し、メモリ２２０に記憶されたプログラムおよびデータに従って処理を実行する。すな
わち、操作部２３０、および、通信部２８０，２９０から入力されたデータを処理し、処
理したデータを、メモリ２２０に記憶させたり、表示部２４０（表示画面）で表示させた
り、通信部２８０，２９０から出力させたりする。制御部２１０は、以下で詳細に説明す
る表示処理部、順位決定部、得点演算部、および、得点表示処理部として動作することが
できる。
【００４９】
　メモリ２２０は、制御部２１０でプログラムを実行するために必要な作業領域として用
いられるＲＡＭと、制御部２１０で実行するための基本的なプログラムを記憶するための
ＲＯＭとを含む。また、メモリ２２０の記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒
体として、半導体メモリ（メモリカード、ＳＳＤ（Solid State Drive））などが用いら
れてもよい。メモリ２２０や補助記憶装置は、以下で詳細に説明する記憶部を構成する。
【００５０】
　操作部２３０は、この例では、表示部２４０上に設けられたタッチパネルからなってい
る。なお、キーボードその他のハードウェア操作デバイスを含んでいてもよい。
【００５１】
　表示部２４０は、表示画面（例えばＬＣＤまたは有機ＥＬディスプレイからなる）を含
む。表示部２４０は、制御部２１０によって制御されて、所定の画像を表示画面に表示さ
せる。
【００５２】
　ＢＬＥ通信部２８０は、活動量計１００との間でリアルタイムで通信を行う。例えば、
活動量計１００へ操作指示を送信する。また、活動量計１００から測定結果を表す情報な
どを受信する。
【００５３】
　ネットワーク通信部２９０は、制御部２１０からの情報をネットワーク９００を介して
他の装置へ送信するとともに、他の装置からネットワーク９００を介して送信されてきた
情報を受信して制御部２１０に受け渡すことができる。
【００５４】
　例えば図４（Ａ）に示すように、この歩行姿勢計１が例えばユーザとしての被測定者９
０によって使用される場合、活動量計１００が装着クリップ１００Ｃ（図１中に示す）に
よって被測定者９０の正中線９１上の腰の背面側に装着される。
【００５５】
　この例では、図４（Ｂ）に示すように、被測定者９０にとって前後方向をＸ軸、左右方
向をＹ軸、上下方向をＺ軸とする。そして、活動量計１００の加速度センサ１１２は、被
測定者９０が前方へ歩行するのに伴ってケーシング１００Ｍが受けるＸ軸（前後軸）の加
速度、Ｙ軸（左右軸）の加速度、Ｚ軸（上下軸）の加速度をそれぞれ出力するものとする
。
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【００５６】
　この歩行姿勢計１によって測定を行う場合、被測定者９０は、活動量計１００とスマー
トフォン２００の電源をオンする。それとともに、スマートフォン２００のアプリケーシ
ョンソフトウェアを起動して、操作部２３０、ＢＬＥ通信部２８０を介して、活動量計１
００へ測定スタートを指示する（図１２参照）。図１２は、スマートフォン２００の操作
部２３０（表示部２４０）の表示例である。ここでの「はじめる」ボタン２４１が、ユー
ザ（被測定者９０）から測定スタートの指示を受け付ける部分である。また、この画面に
は、被測定者の歩行条件に関するデータを入力するためのボタンとしてボタン２４２が設
けられている。これは、ユーザ（被測定者９０）が歩行条件に関するデータとして歩行に
用いる履物の種類に関する情報を入力するためのボタンである。ユーザは当該ボタン２４
２をタップすることにより履物の種類を選択するためのメニューを呼び出し、メニューか
ら、素足、サンダル、ハイヒール等といった履物を選択することにより歩行に用いる履物
の種類を入力することができる。入力されたデータは、歩行姿勢および左右バランスの評
価量と関連付けて記憶部（メモリ２２０等）に記憶される。
【００５７】
　その状態で、被測定者９０は日常生活での普通の歩行（たとえば、家から駅まで、駅か
ら勤務先までといった歩行）を行う。
【００５８】
　すると、活動量計１００の制御部１１０は評価部として働いて、後述する演算を行う。
そして、その評価結果を表す情報を、ＢＬＥ通信部１８０を介して、スマートフォン２０
０へ送信する。スマートフォン２００の制御部２１０は表示処理部として働いて、後述す
る処理を行い、評価結果の表示を行う。
【００５９】
　図１１は、実施の形態による活動量計１００の制御部１１０による動作フローを示して
いる。活動量計１００の制御部１１０は、電源がオンされると、ステップＳ１に示すよう
に、スマートフォン２００からの測定スタートの指示を待つ。スマートフォン２００から
の測定スタートの指示を受信すると（ステップＳ１でＹＥＳ）、ステップＳ２およびステ
ップＳ３に示すように、制御部１１０は、発振部１１１の出力を利用したタイマによる計
時を開始する。ステップＳ２においては、日常の連続歩行に合わせた歩行期間（たとえば
１０分）を計時する第１タイマによる計時を開始する。ステップＳ３においては、歩行期
間中の複数の歩行姿勢評価の単位期間（たとえば３０秒）を計時する第２タイマによる計
時を開始する。なお、歩行期間は、１０分に限定されない。たとえば、３分といった長さ
でもよい。同じく、単位期間は、３０秒に限定されない。たとえば、１分といった長さで
もよい。
【００６０】
　そして、各単位期間の最初の１０秒間（これは、被測定者の歩行周期が１秒である場合
の２０歩分の時間に相当する。これを「ロギング期間」と呼ぶ。）、制御部１１０は、評
価部として動作することにより、加速度センサ１１２からの出力を取得する。加速度セン
サ１１２から１０秒間にわたり出力を取得した後、評価部は、加速度センサの出力の取得
を停止する（ステップＳ４）。ここでの取得の停止は、省電力化を目的としてなされるも
のである。
【００６１】
　ステップＳ４の処理が完了した時点で、評価部である制御部１１０は、加速度センサの
出力から生成した３軸方向加速度の時系列データをメモリ１２０に保持する。次に、制御
部１１０は、エラー判断部として動作することにより、１方向または複数方向の加速度時
系列データに基づいて、当該単位期間における加速度時系列データが適切に歩行姿勢を評
価することができる程度に正しく測定されたか否かを判断する（ステップＳ５）。たとえ
ば、当該単位期間において、被測定者が曲がり角を曲がらなかったかどうか、あるいは、
被測定者がカバンを持つ手をかえたりしなかったか、といった判断がなされる。
【００６２】
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　そして、ステップＳ６において、当該単位期間における加速度時系列データが適切に歩
行姿勢を評価することができる程度に正しく測定されたと判断された場合（ステップＳ６
における「ＹＥＳ」）、制御部１１０は、評価部として動作することにより、当該単位期
間における被測定者の歩行姿勢（たとえば、重心の前後方向の偏り）を推定する（ステッ
プＳ７）。また、評価部は、当該単位期間における被測定者の歩行姿勢の左右バランス（
たとえば、左足が支持脚であるときの歩行動作と右脚が支持脚であるときの歩行動作との
差異）を推定する（ステップＳ８）。そして、評価部は、ステップＳ７およびステップＳ
８における推定に基づいて、当該単位期間における被測定者の歩行姿勢、および、左右バ
ランスを多段的に評価する（ステップＳ９）。
【００６３】
　他方、ステップＳ６において、当該単位期間における加速度時系列データが適切に歩行
姿勢を評価することができる程度に正しく測定されなかったと判断された場合（ステップ
Ｓ６における「ＮＯ」）、制御部１１０は、評価部として動作することにより、当該単位
期間における被測定者の歩行姿勢および左右バランスを評価することができなかった旨を
示すデータを記録する（ステップＳ１２）。
【００６４】
　ステップＳ１０において、評価部は、ステップＳ９においてなされた評価の結果、また
は、ステップＳ１２において記録された測定エラーを示すデータをスマートフォン２００
へ出力する。
【００６５】
　制御部１１０は、第２タイマの計時が３０秒を超えるまで、待機する（ステップＳ１１
）。
【００６６】
　第２タイマの計時が３０秒を超えると次に制御部１１０は、第１タイマの計時が１０分
を超えたか否かを判断する（ステップＳ１３）。第１タイマの計時が１０分を超えていな
い場合（ステップＳ１３における「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ３へ移行する。第１タ
イマの計時が１０分を超えていた場合（ステップＳ１３における「ＹＥＳ」）、処理は、
終了する。
【００６７】
　以下、図５、図６Ａ、図６Ｂ、図７Ａ、図７Ｂ、図８、図９、および、図１０を参照し
て、図１１に示した制御部１１０の処理を詳細に説明する。
【００６８】
　図５は、ヒトの歩容と、歩行周期のうち１歩分に相当する基準期間（図中のＴ７（＝Ｓ
ｔｅｐＴ））の間に、腰に装着された活動量計１００の加速度センサ１１２から出力され
る上下軸加速度（鉛直上方を正とするＺ軸方向加速度）の時間変化波形の典型例との関係
を示す図である。
【００６９】
　繰り出された前足（図では右足）の踵が移動面と接地するタイミング（踵接地タイミン
グ）の近傍において、上下軸加速度は、ゼロクロス点を通過して負から正へ転じる。
【００７０】
　その後、上下軸加速度には、３つのピーク（極大点）（Ｐ１（時間ｔ＝Ｔ１）、Ｐ２（
時間ｔ＝Ｔ３）、Ｐ３（時間ｔ＝Ｔ５））およびその間の谷（極小点）（Ｖ１（時間ｔ＝
Ｔ２）、Ｖ２（時間ｔ＝Ｔ４））が現れる。歩容における、立脚（図では右足）と遊脚（
図では左足）とが進行方向に関して略一致するタイミング（立脚中期タイミング）は、第
３のピークＰ３が現れたタイミング近傍に対応する。
【００７１】
　歩容における立脚中期タイミングを超えると、上下軸加速度は、再びゼロクロス点を通
過して正から負に転じ、最小点（Ｖ３（時間ｔ＝Ｔ６））を通過し、やがて時間ｔ＝Ｔ７

において再度ゼロクロス点（時間ｔ＝Ｔ７）を通過して負から正へ転じる。時間ｔ＝Ｔ７

におけるゼロクロス点は、（図では左足を前足とする）次の一歩の踵接地タイミングであ



(13) JP 6111837 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

る。
【００７２】
　このように、上下軸加速度には、ヒトの歩行の一歩の間に図示して説明したような波形
が現れる。本明細書では、前足の踵が接地したタイミング（踵接地タイミング）から次の
踵接地タイミングまでの期間（ＳｔｅｐＴ）を、基準期間として規定する。なお、以下の
説明において特に区別する必要がある場合に限り、左足の踵接地タイミングから右足の踵
接地タイミングまでの期間を左足基準期間と称し、右足の踵接地タイミングから左足の踵
接地タイミングまでの期間を右足基準期間と称することとして、左足による一歩と右足に
よる一歩のそれぞれの基準期間を区別する。
【００７３】
　上方を正とする前記上下軸加速度の時間的な変化波形においては、加速度値が負から正
へ変化するゼロクロス点の出現タイミングから次の負から正へ変化するゼロクロス点の出
現タイミングまでの期間が一基準期間に相当する。
【００７４】
　次に、図６Ａ、図６Ｂ、図７Ａ、および、図７Ｂを参照し、エラー判断部として動作す
る制御部１１０がする、加速度時系列データが適切に歩行姿勢を評価することができる程
度に正しく測定されたか否かについての判断を説明する。
【００７５】
　図６Ａは、被測定者がまっすぐに歩行した場合に得られる、左右軸加速度時系列データ
の例を示す図である。ここでは、各基準期間の境界が破線で示されている。図６Ａより明
らかなように、被測定者がまっすぐに歩行する場合、左右軸加速度時系列データにおいて
は、極端に大きな値（たとえば、絶対値が８[m/s2]を超えるような値）は見られない。
【００７６】
　他方、図６Ｂは、被測定者が曲がり角などを曲がったときに得られる、左右軸加速度時
系列データの例を示す図である。図６Ｂより明らかなように、被測定者が曲がり角などを
曲がったとき、左右軸加速度時系列データにおいて極端に大きな値（たとえば、絶対値が
８[m/s2]を超えるような値）が現れる。
【００７７】
　そこで、エラー判断部は、当該単位時間において得られた左右軸加速度時系列データに
おいて、予め定めた閾値（たとえば、閾値＋ＴＨＹ＝＋８[m/s2]、閾値－ＴＨＹ＝－８[m
/s2]）を超えることがあったか否かを判定する（ステップＳ５）。そして、エラー判断部
は、左右軸加速度時系列データにおいて、当該閾値を超えることがあったと判定した場合
に当該単位期間においては適切に歩行姿勢を評価するためのデータが得られなかったとし
て、測定条件エラーであると判断する（ステップＳ６における「ＮＯ」）。
【００７８】
　図７Ａは、被測定者がカバンを持ちかえることなく歩行した場合に得られる、上下軸加
速度時系列データの例を示す図である。図７Ａより明らかなように、被測定者がカバンを
持ちかえることなく歩行する場合、上下軸加速度時系列データにおいては、極端に小さな
値（たとえば、－５[m/s2]を下回るような値）は見られない。
【００７９】
　他方、図７Ｂは、被測定者が歩きながらカバンを持ちかえたときに得られる、上下軸加
速度時系列データの例を示す図である。図７Ｂより明らかなように、被測定者が歩きなが
らカバンを持ちかえたときには、上下軸加速度時系列データにおいて極端に小さな値（た
とえば、－５[m/s2]を下回るような値）が現れる。
【００８０】
　そこで、エラー判断部は、当該単位時間において得られた上下軸加速度時系列データに
おいて、予め定めた閾値（たとえば、閾値ＴＨＺ＝－５[m/s2]）を下回ることがあったか
否かを判定する（ステップＳ５）。そして、エラー判断部は、上下軸加速度時系列データ
において、予め定めた閾値を下回ることがあったと判定した場合に当該単位期間において
は適切に歩行姿勢を評価するためのデータが得られなかったとして、測定条件エラーであ
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ると判断する（ステップＳ６における「ＮＯ」）。
【００８１】
　このように、エラー判断部は、各単位時間において歩行者が歩行姿勢の評価に影響を及
ぼすような特異な動作（曲がり角を曲がる動作、カバンを持ちかえる動作等）を歩行中に
行ったか否か、を、同単位時間に取得した１軸または複数軸の加速度に基づいて判断し、
被測定者が歩行中にそのような特異な動作をしたと判断した場合、当該単位期間について
は歩行姿勢、左右バランス等の評価を行わない。また、後述の評価結果の表示においても
、当該単位期間の評価量の表示を行わず、測定エラーである旨を表示する。そうすること
によって、ユーザに誤った評価結果が提示されずにすむ。また、特異な動作には、曲がり
角を曲がる動作、カバンを持ちかえる動作に加え、障害物を避ける動作や、信号待ちのた
めに単位期間において所定歩数（たとえば１０歩）歩かなかった場合などを含めてもよい
。その場合にも、エラー判断部は、加速度センサ１１２の出力に基づいて、そういった動
作の有無を判断することができる。
【００８２】
　次に、歩行姿勢の推定（ステップＳ７）について説明する。制御部１１０は評価部とし
て動作することにより、単位期間の上下軸加速度時系列加速度データを用いて、被測定者
の歩行中の重心の前後方向の位置の偏り（前寄り／後寄り）に対応する量（前寄り度／後
寄り度）を算出する。
【００８３】
　図８を参照し、歩行姿勢の推定（重心の位置の推定）の方法について説明する。図８（
Ａ）、図８（Ｂ）、および、図８（Ｃ）は、ヒトの歩行中の姿勢（前脚の踵が接地したタ
イミング）を示す図である。図８（Ａ）は、歩行中の重心位置が前寄りの位置にあるヒト
を横から見たときの模式図であり、図８（Ｂ）は、歩行中の重心位置が中央付近にあるヒ
トを横から見たときの模式図であり、図８（Ｃ）は、歩行中の重心位置が後寄りの位置に
あるヒトを横から見たときの模式図である。
【００８４】
　図８（Ｄ）、図８（Ｅ）、および、図８（Ｆ）は、前脚の踵が接地したタイミングから
遊脚である後脚が進行方向に関して立脚である前脚と一致するタイミングまでの期間にお
いて加速度センサが出力する上下軸加速度の時間変化波形の典型例を示す図である。図８
（Ｄ）は、重心位置が前寄りの位置にあるヒト（図８（Ａ））の上下軸加速度時間変化波
形の典型例であり、図８（Ｅ）は、重心位置が中央付近にあるヒト（図８（Ｂ））の上下
軸加速度時間変化波形の典型例であり、図８（Ｆ）は、重心位置が後寄りの位置にあるヒ
ト（図８（Ｃ））の上下軸加速度時間変化波形の典型例である。
【００８５】
　図８（Ｄ）、図８（Ｅ）、および、図８（Ｆ）を比較すればわかるように、重心位置を
前寄りに偏らせて歩行するヒトの上下軸加速度の時間変化波形（図８（Ｄ））においては
、重心位置を身体の中心部に近い領域に置いて歩行するヒトの上下軸加速度の時間変化波
形（図８（Ｅ））との比較において、（負から正へ転じるゼロクロス点を始期とする）一
基準期間において最初に現れる極大点の値ＺＡＰ１が小さくなり、３番目に現れる極大点
の値ＺＡＰ３が大きくなる傾向がある。これらの傾向は、重心の前方向への偏りの程度が
強くなるにつれ、より顕著になる。
【００８６】
　逆に、重心位置を後寄りに偏らせて歩行するヒトの上下軸加速度の時間変化波形（図８
（Ｆ））においては、重心位置を身体の中心部に近い領域に置いて歩行するヒトの上下軸
加速度の時間変化波形（図８（Ｅ））との比較において、（負から正へ転じるゼロクロス
点を始期とする）一基準期間において最初に現れる極大点の値ＺＡＰ１が大きくなり、３
番目に現れる極大点の値ＺＡＰ３が小さくなる傾向がある。これらの傾向は、重心の後方
向への偏りの程度が強くなるにつれ、より顕著になる。
【００８７】
　これらの傾向をまとめると、以下のとおりである。
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　・（１）第１の極大点の値ＺＡＰ１を同一基準期間の第２の極大点の値ＺＡＰ２で除し
た値（前寄り度Ｋｇ１（Ｋｇ１＝ＺＡＰ１／ＺＡＰ２））が大きいほど、歩行中のヒトの
重心の位置の前方向への偏りの程度（前寄り度）は大きい。
　・（２）第３の極大点の値ＺＡＰ３を同一基準期間の第２の極大点の値ＺＡＰ２で除し
た値（後寄り度Ｋｇ３（Ｋｇ３＝ＺＡＰ３／ＺＡＰ２））が大きいほど、歩行中のヒトの
重心の位置が後方向への偏りの程度（後寄り度）は大きい。
　なお、上記前寄り度Ｋｇ１および後寄り度Ｋｇ３導出過程において第１の極大点の値Ｚ
ＡＰ１および第３の極大点の値ＺＡＰ３を同一基準期間における第２の極大点の値ＺＡＰ
２で除しているのは、測定環境や被測定者の個体差による影響を低減させることを目的と
する規格化である。
【００８８】
　評価部として動作する制御部１１０は、前寄り度Ｋｇ１、後寄り度Ｋｇ３を比較するこ
とにより、たとえば、前寄り度Ｋｇ１と後寄り度Ｋｇ３との比を求めることにより、単位
期間における被測定者の歩行姿勢を推定する。この比が１に近いほど、前後方向に関し、
重心が被測定者の中心に近い位置にあることを示すものである。
【００８９】
　次に、左右バランスの推定（ステップＳ７）について説明する。制御部１１０は評価部
として動作することにより、単位期間の１つまたは複数の軸方向の加速度時系列加速度デ
ータを用いて、被測定者の歩行中の左右バランス（左足での一歩における動作と右足での
一歩における動作との差異）に対応する量を算出する。
【００９０】
　図９は、ある単位期間において測定された上下軸加速度時系列データのグラフである。
制御部１１０は評価部として動作することにより、各基準期間（９０４，９０５，９０６
，…）において加速度の最大値と最小値を検出し、最大値と最小値との差であるＰＰ値（
ＰＰ９０４，ＰＰ９０５，ＰＰ９０６，…）を求める。そして、評価部は、偶数番目の基
準期間のＰＰ値（左脚または右脚を支持脚とする一歩に相当する基準期間のＰＰ値（ＰＰ
９０４，ＰＰ９０６，…））と、奇数番目の基準期間のＰＰ値（右脚または左脚を支持脚
とする一歩に相当する基準期間のＰＰ値（ＰＰ９０５，ＰＰ９０７，…））と、の比を求
める。当該比は、１に近いほど、左脚および右脚を支持脚とする一歩に相当する基準期間
における歩行動作（この場合、特に上下方向の揺れ）に差異が小さいことを示すものであ
る。
【００９１】
　同様、評価部は、左右軸加速度時系列データ、および、前後軸加速度時系列データそれ
ぞれを用いて同様に、偶数番目の基準期間のＰＰ値と、奇数番目の基準期間のＰＰ値と、
の比を求める。当該比もまた、１に近いほど、左脚および右脚を支持脚とする一歩に相当
する基準期間における歩行動作（この場合それぞれ、左右方向の揺れ、および、前後方向
の揺れ）に差異が小さいことを示すものである。
【００９２】
　なお、上述したように、各単位期間の最初の１０秒間のみ、制御部１１０は、評価部と
して動作することにより、加速度センサ１１２からの出力を取得する。加速度センサ１１
２から１０秒間にわたり出力を取得した後、評価部は、加速度センサの出力の取得を停止
する。図１０は、この制御部による加速度センサ１１２からの出力の取得のＯＮ／ＯＦＦ
についてのタイミングチャートである。このように、制御部１１０は、各単位期間におい
て最初の１０秒間（ロギング期間）でのみ加速度データの取得（ロギング）を行い、残る
２０秒間（非ロギング期間）では、加速度データの取得を行わない。このように断続的に
加速度データのロギングを行っても、全歩行期間にわたって加速度データを連続的に取得
した場合と同様の歩行姿勢および左右バランスの評価を行うことが可能である。さらに、
このように断続的に加速度データのロギングを行うことで、活動量計１００の電力消費を
格段に抑制することができる。
【００９３】
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　最後に、制御部１１０は評価部として動作することにより、歩行姿勢および歩行動作左
右バランスそれぞれを多段的に評価する（ステップＳ９）。
【００９４】
　評価部は、各単位期間の歩行姿勢（重心位置の偏り）を、たとえばステップＳ７で得た
推定結果を複数の基準値と比較することにより多段的に評価する。評価部は、重心の位置
が中心に近ければ近いほど（Ｋｇ１とＫｇ３との比が１に近いほど）、当該単位期間にお
ける歩行姿勢について高評価を与える。
【００９５】
　また、評価部は、各単位期間の左右バランスを、たとえばステップＳ８で得た推定結果
を複数の基準値と比較することにより多段的に評価する。評価部は、偶数番目の基準期間
のＰＰ値と、奇数番目の基準期間のＰＰ値との比が、１に近いほど、当該単位期間におけ
る左右バランスについて高評価を与える。なお、上下軸加速度、左右軸加速度、前後軸加
速度のそれぞれについて、偶数番目の基準期間のＰＰ値と気数番目の基準期間のＰＰ値と
の比が得られている場合には、それぞれについて独立して評価を与え、一単位期間につい
て３種類の左右バランス評価量を出力してもよい。
【００９６】
　このようにして、評価部は、歩行姿勢について１つの評価量をスマートフォン２００へ
出力するとともに、左右バランスについて１つまたは複数の評価量をスマートフォン２０
０へ出力する。
【００９７】
　以下、スマートフォン２００の動作について説明する。図１６は、スマートフォン２０
０の制御部２１０がする動作のフローを示す図である。
【００９８】
　ステップＳ２１において、スマートフォン２００の制御部２１０は、歩行期間全期間に
ついての歩行姿勢および左右バランスの評価量をすでに活動量計１００から受け取ったか
どうかをチェックする。制御部２１０が取得した評価量は、記憶部（メモリ２２０）に記
憶される。
【００９９】
　ステップＳ２２において、制御部２１０は順位決定部として動作することにより、単位
期間毎に繰り返し求められた複数の評価量について、その優劣に基づいて順位を決定する
。
【０１００】
　ステップＳ２３において、制御部２１０は得点演算部として動作することにより、順位
決定部が求めた順位に従い、上位の３つの評価量を合算することにより得点を導出する。
なお、得点演算部は、上位３つの評価量の平均を得点として導出してもよい。また、得点
の導出に使用する評価量は上位３つに限らない。得点演算部は、予め定められた数の上位
評価量を用いて得点を導出すればよい。
【０１０１】
　ステップＳ２４において、制御部２１０は得点表示処理部として動作することにより、
表示画面（表示部２４０）に、得点（１０分歩行評価スコア）を表示させる。図１３は、
得点の表示例である。このように表示画面（表示部２４０）には、ステップＳ２３で求め
た上位３つの評価量に基づく得点ＳＣＲ１が表示される。このように上位評価量のみに基
づく得点をユーザに提示することで、ユーザは、歩行姿勢の計測を重ねるたびに歩行姿勢
が改善されていることを容易に実感することができるようになり、歩行姿勢改善への意欲
が亢進される。また、表示画面（表示部２４０）には、得点ＳＣＲ1のほかに、歩行姿勢
に関するコメントおよび得点ＳＣＲ２や、左右バランス（歩行バランス）に関するコメン
トおよび得点ＳＣＲ３を表示してもよい。また、スタート指示画面（図１２）と同様、被
測定者の歩行条件に関するデータを入力するためのボタン２４２が設けられてもよい。
【０１０２】
　ステップＳ２５において、制御部２１０は表示処理部として動作することにより、表示
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画面（表示部２４０）に、歩行期間（１０分間）内の各単位期間において求められた評価
量を時系列で並べて表示させる。図１４は、単位期間ごとに繰り返し求められた評価量を
棒グラフとして表示画面（表示部２４０）に表示させた例の図である。このとき、表示処
理部は、ステップＳ２２において順位決定部が決定した順位に従って、ユーザが、上位評
価量を、その他の評価量と視覚的に識別可能に表示する。ここでは、単位期間「１」（歩
行期間１分経過後から始まる単位期間）、単位期間「２」（同様に歩行期間２分経過後か
ら始まる単位期間）、および、単位期間「３．５」（歩行期間３分３０秒経過後から始ま
る単位期間）の表示ＭＫを、他の単位期間の表示ＮＭＫと異ならせることにより、ユーザ
が上位の評価量が得られた時間帯を識別できるようになっている。
【０１０３】
　また、表示処理部は、予め定めた評価量の優劣に関する基準値（ここでは、歩行姿勢に
ついてＬｖ２０、左右バランス（歩行バランス）についてＬｖ１０）を用いて、棒グラフ
２４４のうち当該基準値以上に相当する部分２４４ｂを強調表示させてもよい。この強調
表示においては、基準値以上に相当する部分２４４ｂと、基準値未満の部分２４４ａとを
、ユーザが視覚的に識別可能なように両者の表示形態を異ならせて表示すればよい。また
、活動量計１００の制御部１１０（エラー判断部）が、加速度時系列データが適切に歩行
姿勢を評価することができる程度に正しく測定されなかったと判断した単位期間の評価量
表示については、表示処理部は、評価量に代えてエラー表示２４３を行う。
【０１０４】
　図１５は、評価量の時系列表示の別例を示す図である。本図に示されるように、評価量
の時系列表示は、折れ線グラフの形態で行われてもよい。この場合も、折れ線グラフは、
予め定めた評価量の優劣に関する基準値（ここでは、歩行姿勢についてＬｖ２０）を用い
て、折れ線グラフ２４５のうち当該基準値以上に相当する部分を強調表示させてよい。こ
のように、評価量の時系列表示を棒グラフや折れ線グラフとして実施することは、ユーザ
の理解をより容易にするという点で、非常に有用である。
【０１０５】
　以上述べたように、本発明の実施形態による歩行姿勢計においては、ユーザが普段日常
生活において連続歩行する期間、例えばせいぜい１０分、といった期間における歩行姿勢
の推移（良否の時間的な変化）をユーザに知らせることができる。そのため、ユーザは、
日常的な一連の歩行において常に正しく歩くことができているか否か、どのようなタイミ
ングで歩行姿勢が悪くなるのか、といった情報を容易に知ることができる。
【０１０６】
　最後に、被測定者が歩行に用いる履物の違いが、測定される加速度、ひいては歩行姿勢
の評価結果に及ぼす影響について説明する。本発明の発明者らは、研究により、履物の違
いにより歩き方が変化する被測定者が少なからず存在することを認識するに至った。図１
７は、被測定者がスニーカを履いて歩行したときに得られた上下軸前後軸合成加速度の波
形グラフである。図１８は、同被測定者がハイヒールを履いて歩行したときに得られた上
下軸前後軸合成加速度の波形グラフである。このように、各ケースにおける基準期間の波
形ＰＳ１７２と波形１８２の各波形の前半を見れば明らかなように同じ被測定者から得ら
れる加速度は履物の影響を受けて異なる傾向を示すことがある。したがって、歩行姿勢お
よび左右バランスの評価においては、被測定者の歩行条件（たとえば、本例で説明する履
物の種類といった条件）の違いを考慮することは有意である。そこで、本発明の実施形態
による歩行姿勢計においては、ユーザが歩行条件（たとえば、履物の種類）を入力するた
めの構成を追加している。ユーザが入力した歩行条件の情報は、評価量と関連付けて記憶
され、後の分析において利用される。
【０１０７】
　上述の実施形態では、活動量計１００とスマートフォン２００とは、ＢＬＥ通信によっ
て互いに通信を行ったが、これに限られるものではない。例えば、活動量計１００とスマ
ートフォン２００とは、ＮＦＣ（Near Field Communication；近距離無線通信）によって
、スマートフォン２００と活動量計１００とが互いに接近したときに通信を行うようにし
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【０１０８】
　また、上述の実施形態では、本発明の歩行姿勢計を、活動量計１００とスマートフォン
２００とを含むシステムとして構成したが、これに限られるものではない。
【０１０９】
　例えば、本発明の歩行姿勢計を、スマートフォン２００のみで構成しても良い。その場
合、スマートフォン２００が加速度センサを含むものとする。また、スマートフォン２０
０のメモリ２２０には、制御部２１０に、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定
量的に評価するプログラム、より詳しくは、日常生活での歩行姿勢の良否の時間的な推移
を評価するプログラムをインストールする。これにより、本発明の歩行姿勢計を小型かつ
コンパクトに構成することができる。
【０１１０】
　また、そのプログラムは、アプリケーションソフトウェアとして、ＣＤ、ＤＶＤ、フラ
ッシュメモリなどの記録媒体に記録することができる。この記録媒体に記録されたアプリ
ケーションソフトウェアを、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（パーソ
ナル・デジタル・アシスタンツ）などの実質的なコンピュータ装置にインストールするこ
とによって、それらのコンピュータ装置に、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを
定量的に評価する方法を実行させることができる。
【符号の説明】
【０１１１】
　　１　歩行姿勢計
　　１００　活動量計
　　１１２　加速度センサ
　　１１０　制御部ＣＰＵ
　　１２０　メモリ
　　１８０　ＢＬＥ通信部
　　２００　スマートフォン
　　２１０　制御部
　　２２０　メモリ
　　２９０　ネットワーク通信部
　　２３０　操作部
　　２４０　表示部
　　２８０　ＢＬＥ通信部
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