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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
人、特に中枢神経系の障害（対麻痺、半身不随）を有する人の下肢の再教育及び訓練の
少なくとも一方のための装置であって、患者の少なくとも１つの下肢との接触部を構成す
る機械式補装装置（２、３、４）と、患者の下肢に関連する筋肉又は筋肉群に作用するよ
うに構成された少なくとも一対の電極（３７、３８）を備えた神経筋刺激装置（３３）と
を有し、前記補装装置は、角度センサ及び少なくとも１つの力センサを備えた少なくとも
１つの関節（６、７、８）を有し、前記センサは前記刺激装置を制御する制御装置（３１
）に接続される、装置において、
前記補装装置の前記関節が、前記角度センサ及び前記力センサを用いて閉ループ連続制
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御システムによりリアルタイムに制御された補装用の作動モータを有し、該モータは、前
記刺激装置の閉ループ連続制御式リアルタイム帰還制御手段に統合されることを特徴とす
る、装置。
【請求項２】
前記モータの前記連続制御システムが従来型の制御ソフトウェアを有することを特徴と
する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記刺激装置の前記帰還制御手段が従来型の制御ソフトウェアを有することを特徴とす
る、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
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前記制御ソフトウェアには、前記補装装置の特性及び動作の数学モデルと、筋肉の挙動
の数学モデルとが組み込まれることを特徴とする、請求項２又は３に記載の装置。
【請求項５】
前記補装装置は少なくとも１つの装具を有し、該装具は、それぞれ患者の腿、脚及び足
に対する機械的接触部を構成する少なくとも３つのセグメント（２、３、４）を有し、第
１及び第２のセグメント（２、３）は、該第１及び第２のセグメント（２、３）をそれぞ
れ患者の腿及び脚に接続するための手段（１１、１３；１２、１４）を有し、第３のセグ
メント（４）は、足底の支持体を構成するように配置されるとともに該第３のセグメント
（４）を患者の足に固定するための手段（１５）を有し、前記第１のセグメントの一端は
、患者の身体と股関節にて協働するように構成された要素に第１の自動化関節（６）によ
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って接続され、前記第１のセグメントの他端は、第２の自動化関節（７）によって前記第
２のセグメントの一端に接続され、前記第２のセグメントの他端は、第３の自動化関節（
８）によって前記第３のセグメントに連結されることを特徴とする、請求項１〜４のいず
れか１項に記載の装置。
【請求項６】
前記装具を２つ有し、該装具の各々が患者の下肢の１つに対する接触部を構成すること
を特徴とする、請求項１〜５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
前記第１及び第２のセグメントが、該第１及び第２のセグメントの長さを患者の体形に
適合できるように長さ調節可能な要素を有することを特徴とする、請求項５又は６に記載
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の装置。
【請求項８】
各装具が有する前記関節の各々が、ギヤボックスに接続されたサーボモータに固定され
ることを特徴とする、請求項１〜７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
前記モータの各々のシャフトは隣接する補装セグメントに平行であり、前記シャフトが
前記関節の垂直軸を一対のベベルギヤによって駆動することを特徴とする、請求項８に記
載の装置。
【請求項１０】
前記モータは、前記関節に取付けられた２つの補装セグメントの１つに固定されてウォ
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ームを回転駆動し、該ウォームに取付けられたナットの回転によって第２の補装セグメン
トに固定されたクランクが作動し、該クランクの回転軸は前記関節の回転軸に一致するこ
とを特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
前記モータの各々のシャフトは隣接する補装セグメントに垂直であることを特徴とする
、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
前記モータの各々にはデジタルポジションコーダが組み込まれ、各関節には力及びトル
クのセンサが組み込まれることを特徴とする、請求項８〜１１のいずれか１項に記載の装
置。
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【請求項１３】
前記モータは前記制御装置（３１）に従って作動し、該制御装置（３１）は前記モータ
の各々のための個別の制御手段を有することを特徴とする、請求項８〜１２のいずれか１
項に記載の装置。
【請求項１４】
前記補装装置は水平フレーム（１０）に固定され、該水平フレーム（１０）は、患者の
下肢を水平な姿勢で動かすために、該患者の背中及び骨盤を支持するように構成されるこ
とを特徴とする、請求項１〜１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
前記補装装置は骨盤ベルト（５１）に固定され、該骨盤ベルト（５１）は、患者の下肢
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を垂直な姿勢で動かすために該患者の股関節の周りに配置されるとともに、該患者を動か
すために該骨盤ベルト（５１）を可動支持装置に固定する部材を有することを特徴とする
、請求項１〜１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
前記骨盤ベルトが、関節式機構によって前記可動支持装置に固定されることを特徴とす
る、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
前記関節式機構は動力装置を有し、該動力装置は垂直面内で作用するとともに力、トル
ク及びポジションセンサーに従って動作し、それにより患者の体重が該患者の動作中に全
体的又は部分的に支持されることを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
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【請求項１８】
前記可動支持装置が車輪（５４、５５、５６）に取付けられることを特徴とする、請求
項１５〜１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
前記可動支持装置が、前記制御装置（３１）に従う該可動支持装置用の駆動装置（６５
、６６）を有することを特徴とする、請求項１５〜１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
前記制御装置（３１）がマイクロコンピュータを有することを特徴とする、請求項１〜
１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
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前記制御装置（３１）が、取外し可能なデータ媒体と協働可能に構成された読取手段を
有し、それにより個別化された訓練プログラムが実行可能になることを特徴とする、請求
項２０に記載の装置。
【請求項２２】
特に動作レベルを患者にリアルタイムで知らせるように構成された表示手段（４０）を
有することを特徴とする、請求項１〜２１のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人、特に中枢神経系の障害（対麻痺、半身不随）を有する人の下肢の再教育
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及び訓練の少なくとも一方を行うための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
骨髄性の麻痺を有する人を医学的に処置する現段階での方法においては、１００の新し
いケースのうち、２０％の人のみが脊髄の完全な障害を患っているため完全麻痺と宣告さ
れているが、８０％の人は部分的のみの脊髄障害を有する。
【０００３】
現段階での再教育の可能性に関し、部分的障害を有するこれら８０％の人のうち約１０
〜１５％が、比較的満足できる水準の自力歩行ができるまでに回復する。
【０００４】
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この回復は、中枢神経系（ＣＮＳ）及び特に脊髄が、大きな「可塑性（plasticity）」
に関する能力を有しているという事実により説明される。この可塑性の能力とは、すなわ
ち、脊髄の部分的病変を有する神経回路の再組織を伴うものであり、病変を有さないまだ
健康な神経回路が、破壊された神経回路の機能を満たすためにそれらの神経回路と置換さ
れることができる。
【０００５】
この神経系の可塑性による置換能力は、運動神経系の真の再教育を必要とし、この再教
育は、下肢が麻痺する前に行う通常の動作の一定反復により開始され促進される。しかし
、最大効率の再教育を達成するためには、これらの動作を行うについて、関連する筋肉の
積極的関与を伴うとともにこれらの動作に反する抵抗力に綿密に対応した、初期の意図的
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な動作の可能な限りの模倣がなされるべきである。
【０００６】
この理由は、実質的には、神経系の可塑性及び運動系の再教育による置換における再組
織は、ＣＮＳに供給される神経情報によって決定されるからである。神経情報の供給は、
固有受容性神経系と、より正確には固有受容性神経系と関連する筋肉の運動神経（運動ニ
ューロン）との間に形成される閉制御ループとによって行われる。
【０００７】
ここで１つの本質的ポイントを明らかにする必要がある。ある動作に関する全ての筋肉
の収縮は、その筋肉が依存する固有受容性神経系の制御下にある。この神経系は固有受容
体を有し、固有受容体とは、感覚神経線維の起点において身体の動作により生じる刺激を
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感知する受容体（レセプター）である。これらの受容体は骨、関節及び筋肉の近くに位置
する。固有受容性神経系（低い感度を有する）は、自らが制御する筋肉とともに、身体の
動作及び位置の制御を可能にする微細かつ正確な閉ループ制御系を形成する。
【０００８】
麻痺は結果的に深刻な機能上のハンデとなり、それはあらゆる範囲の合併症（すなわち
床擦れ、痙性、骨粗鬆症、循環器系、泌尿器系及び腸の疾患、並びに筋腱及び関節包靭帯
の収縮）によりさらに悪化する場合がある。
【０００９】
筋肉萎縮は筋腱収縮と関係がある。その結果筋力及び筋持久力が失われる。最終的には
、筋肉は機能的作用を提供する能力を失う。
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【００１０】
関節包靭帯収縮（Capsulo‑ligamentry retraction）もまた、主要かつ非常によくある
合併症であり、関節の可動範囲の減縮（関節強直症）及び不適当な姿勢を惹起する場合が
ある。それはまた、時間とともに関節軟骨に影響を与える場合がある。
【００１１】
従って、これらの種々の合併症（特に筋腱、関節に関する問題）を防止することは緊急
性を要し、その防止は、病変に関して良好に構築された再教育プログラムにより、その病
変の極初期から患者を規則的に動かすことによって行われる。患者をできるだけ素早く直
立させ、種々の代謝及び多くの生理学的機能を整える姿勢にすることも重要である。
【００１２】
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麻痺に冒された下肢は通常は、外力の干渉により提供される受動的動作処置を受ける。
この外力は、治療者又は適当な装置によって手動で直接的に与えることができる。
【００１３】
上述のような脊髄の可塑性による置換における再組織を用いて、歩行回復のためにさら
に特別な訓練を行うために、コンベヤベルト上でハーネスにより患者を支持しながら患者
を直立させることができるが、一方で患者は自らの上肢によって平行バーにもたれかかる
。治療者は、屈みながら、手動で患者の脚を動かして類似歩行をさせる。
【００１４】
これが現行の通常の方法であるが、多くの欠点を有する。強制的な動作は緩慢かつ不正
確である。屈んだ姿勢及び行う作業によって治療者はすぐに疲弊する。その結果、動作は
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その反復回数の少ない極端に短い時間しか行われず、このことは効率を相当に下げる。
【００１５】
この方法に関して、この方法の純粋なロボット化（スイスのHocoma AG社のLokomat装置
）による改良が近年なされている。運動神経機能のための機械式補装具は、外骨格の役割
を果たすとともに下肢を自動的に動作させ、その自動的動作はコンベヤベルト上で歩行運
動を再現する。
【００１６】
この方法の長所は、治療者の手動の干渉を省略できることである。この結果として速度
、正確さ及び反復性が改善される。所望の動作を反復することも可能である。
【００１７】
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【特許文献１】米国特許第４，６４２，７６９号明細書
【特許文献２】米国特許第５，４７６，４４１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，９５４，６２１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，６８２，３２７号明細書
【特許文献５】国際公開第９６／３６２７８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
しかし上述の方法は全て、２つの大きな短所を有する。第１に、これらは純粋に受動的
な下肢動作方法である。その結果、筋肉の能動的関与が全て欠如してそのような方法の効
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果が限定され、いかなる臨床体験も身体の麻痺した部分の萎縮及び強直のチェックには不
十分であることを示している。第２に、これらの方法は純粋に静的であり、患者はコンベ
ヤベルト上で静止状態に維持される。その結果、行われたことの再学習がなされず、故に
、二足歩行における動的平衡状態の非常に基礎的な力学を構成する、患者の動作によって
生じる移動量の確保及び運動エネルギーの管理がなされない。
【００１９】
さらにここ数年間に、生理学的制御の代替として、ある軽度な障害を有する歩行中の患
者のために作用する電気刺激が提案されている。この電気刺激は、ある数の筋肉に刺激を
与えることにより、起立姿勢を可能にする（Jaeger等、１９９０年）か、又は歩行を改善
する（Carnstam等、１９７７年）ために開発された。より最近の一連の研究は、複雑かつ
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重厚な装置を用いた電気刺激による対麻痺患者の歩行回復の可能性を示している。しかし
、この再教育は相当なエネルギー消費を必要とし、比較的軽度な骨髄性の病変を有するあ
る数の患者に対してのみ適用される。従って、真に機能的な歩行の回復はまだ達成されて
いない。
【００２０】
この未達は、電気刺激に関する現時点で公知の全ての方法に共通する２つの大きな欠点
によって大いに説明可能である。
【００２１】
第１の欠点は、それらの方法は通常の電気刺激を使用していることであり、現時点では
開ループ制御として知られるただ１つの電気刺激のみが使用されている。この電気刺激の
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特徴は、刺激が純粋かつ単純に筋肉に与えられ、それによる動作の帰還制御（フィードバ
ック）がなされていないことである。
【００２２】
電気刺激による動作の改良には、まだ扱いにくい部分が残っていると言わざるを得ない
。動作が付加的な抵抗力を伴い又は非常に性急になされ、二足歩行時のような高い加速を
提供する高いパルス力を伴うときは、速度及び範囲の制御は敏感かつ非常に困難であるこ
とがわかっている。
【００２３】
この制御は、麻痺した下肢の動作に関してはさらに、より高い精度、反復性及び信頼性
を有する必要がある。その理由は、先ず動作は常に穏やかかつ漸進的でなければならない
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ことと、加えて、患者は通常は感覚障害を有するので、動かされた麻痺した下肢からの感
覚を知覚できないこととである。
【００２４】
結果として、開ループ制御による電気刺激の使用によっては、それにより生じる動作の
適当な制御ができない。この方法による動作では、エネルギー面で有利な真に機能的な歩
行の達成に不可欠な移動量の確保と運動エネルギーとの管理ができない。このことは、こ
の種の刺激では動力学的な二足歩行プロセスを生じさせさらに管理することはできないこ
とを意味する。
【００２５】
実際には、このようにしてなされる動作は単なる歩行運動を多少雑に実現できるのみで
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あることがわかっていると言わざるを得ない。このことは、これらの動作が、後述する他
の方法によって行われる身体の動作にある程度追随するものであることを意味する。
【００２６】
電気刺激方法の第２の欠点は、本質的には第１の欠点の結果である。既述した現行の方
法の全ては、平行バー又は歩行用機構（walking frame）上に上肢を支持という重大な干
渉を要する。従って身体の動作は実質的には歩行用機構の手動前方移動によって行われる
が、それにより身体の重心が前方に移動して身体は前に倒れるような姿勢になるので、そ
の身体動作は歩行用機構上での上肢の支持によって制御される。次に電気刺激の作用に伴
う下肢の動作がなされ、次に他の部分が動作される。次に、歩行用機構を再度前方に動か
す等の操作がなされる。
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【００２７】
このようにして行われる歩行には、結果として一連の加速及び減速（ブレーキング）が
含まれ、加速及び減速の各々の場合において、歩行用機構の前方移動に関して短時間の中
間的停止が生じる。その結果、現時点では全ての方法に共通するが、歩行は極度に遅くな
り（最高でも通常の歩行速度の１／５程度）、患者を急速に疲弊させる莫大なエネルギー
消費が必要とされる。このような条件下では、移動可能な距離は数十メートル以下である
。
【００２８】
最終的に、この種の補装具による歩行は、４つの支持点（歩行用機構を用いた２つの足
及び２つの手）上で静的に安定し、移動量を確保しないことを特徴とする。一方、人の二
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足歩行においては、移動量を確保しつつ２つの支持点における動的に安定した歩行の制御
が可能である。
【００２９】
従来の開ループ制御式電気刺激は、筋肉増強のために使用されるときはさらなる欠点を
有する。上述のようにこの種の刺激は、筋肉が付加的抵抗力に対して収縮しなければなら
ない場合は特に、筋肉刺激により生じる動的動作の有効かつ適切な制御はできない。この
ことは、「過負荷原理（overload principle）」又は「漸進的抵抗訓練原理（progressiv
e resistance exercise principle）」を根拠として、筋肉増強訓練中において必須であ
る。
【００３０】
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この理由は、筋力及び筋持久力（又は筋肉組織）の強化、すなわち最大仕事能力の強化
は「過負荷原理」として知られる原理に依存することが公知だからである。この原理によ
れば、筋力及び筋持久力は、筋肉が所定の時間、その最大の力及び持久力で適当な抵抗力
に対して使用された場合にのみ増強される。過負荷原理は、筋力及び筋持久力が高まるに
つれて筋肉に対する抵抗力を徐々に増大させなければならないことを示す。このような理
由により、元来の「過負荷原理」という用語は現在は「漸進的抵抗訓練原理」という用語
になっている。
【００３１】
有効性、正確性及び安全性という明らかな理由により、この種の開ループ制御による刺
激は実質的には、等尺性収縮（静的収縮とも呼ばれる）の実施に限定される。等尺性収縮
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（isometric contraction）は、筋肉が短くならず、収縮中は筋肉の両端が固定されるこ
とを特徴とする。
【００３２】
この物理的原理に基づけば、筋肉が短くならずかつ筋肉の両端の移動がないことにより
、力学的仕事は一切なされない。にも関わらず、この等尺性動作は熱放散の形でエネルギ
ーを消費する。
【００３３】
この専門的記述から、このような等尺性収縮はアイソメトリックな筋力のみを、所定の
関節角度においてのみ強化することは明らかである。
【００３４】
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しかし一般には、機能的な再教育のためには、生理学的関節角度の範囲全体にわたって
筋力及び筋持久力を（通常は操作可能に）増強することが要求される。この筋力及び筋持
久力の増強は、可能な力学的仕事の最大量を増やすことができる。従って開ループ制御式
電気刺激がこの要求を満たすことができないことは明らかである。
【００３５】
一般に、麻痺の原因となる骨髄性の病変によって人が苦痛を受けるときは、先ず脊髄性
ショックを受け、緊急の処置及びベッドでの初期治療が必要とされる。この動作されなか
った時間の結果として、その後第１の初期再教育動作（この段階では常に穏やかかつ漸進
的でなければならない）が実行可能になったときは、患者は既に顕著な筋肉萎縮を有して
いる。

10

【００３６】
さらに、対麻痺患者の大多数が現時点でベッドでの初期治療よりはるかに遅れた段階に
達しており、そのために、関節強直症をしばしば伴うより進んだ筋肉萎縮を有している。
【００３７】
先ず、不動性萎縮による筋力低下と、強直症によって生じ得る下肢の部位における関節
動作の制限とによって、動作のために垂直姿勢にて体重を支えることができなくなる。従
って筋肉増強及び関節可動の訓練は、関連する関節の各々（すなわち下肢、踵、膝及び股
関節）の全運動に対して好都合な姿勢で実行できる必要がある。このためには、仰臥姿勢
（背臥位）が最適である。
【００３８】
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靭帯及び関節包組織を強化するため、関節の角度的制限を極めて漸進的に排除するため
、及び可能な限り関節の生理学的角度範囲全体にわたる完全な可動性を回復するためには
、関節運動の訓練をすることが必要である。さらに平行して、「漸進的抵抗訓練原理（過
負荷原理）」に関する、可能な関節角度範囲の全体にわたる筋肉の強化が必要である。こ
の筋肉強化は、筋肉に不均衡が生じることを防止するために、関連する下肢の種々の部位
における関節の伸展及び屈曲の双方において実行できる必要がある。当然、麻痺した筋肉
の強化は、適当な電気刺激によってのみ実行可能である。
【００３９】
始めはこれらの訓練は、特に関節運動に関しては、極めて穏やかに、正確かつ漸進的方
法で実行されるべきである。筋腱、関節系に損傷を与えること、特に強制的動作による骨
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腫（ＰＯＡ型）の危険性を回避するためである。
【００４０】
傍骨関節症（paraosteoarthropathy；ＰＯＡ）は、いくつかの中枢神経系の異常（対麻
痺、半身不随、頭蓋外傷性障害等）において大きな部分病変を有する関節の周りで進行す
る異所性の硬化を含む。これは、機能障害となる場合には侮れない危惧すべき合併症とな
る。
【００４１】
従って、上述の全ての理由により、行われる動作は常に、力、速度及び関節の可動範囲
に関して厳密に制御されねばならない。上述のように、従来の開ループ制御式電気刺激は
、これらの要求を満足しない場合がある。
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【００４２】
上述の訓練の本質的目的は、患者が下肢の機能的動作能力を（何らかの方法である程度
の「健康（フィットネス）」レベルまで）回復し維持できるようにすることであり、その
とき下肢は可能な限り体重を垂直姿勢に維持でき、さらに好ましくは垂直姿勢から屈曲姿
勢又はその逆の動作を行うことができる。患者はこの段階においてのみ、最適な利益を受
けつつ、真に二足歩行のプロセスの特別な訓練を始めることができる。
【００４３】
上述のように、有効な歩行訓練という面においては、神経系の可塑性による置換能力は
本質的役割を果たし、この能力は固有受容情報により起動され刺激される。この目的のた
め、及び実質的運動系の再教育のために、固有受容情報が意図的動作と同等のもの（模倣
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原理）に起因するものに近いときは、全ての固有受容情報はより効率的になる。
【００４４】
極めて大雑把に言えば、本質的には、二足歩行は２つの支持点での純粋な動的平衡にお
いて行われると考えることが必要である。あるステップの極初期における僅かな衝撃力は
、股関節上の腿の伸筋及び足の伸筋により与えられ、身体を前方に推進させる。これらの
衝撃力すなわち刺激力は、身体を前方に向け加速する。従って身体は速度と、それに伴う
運動エネルギー及び移動量とを得る。これらの衝撃力は、歩行プロセスの原動力を生じさ
せる。
【００４５】
身体の重心は歩行継続中は、外見上は放物線状の擬似弾道に従って動く。この経路を移
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動する間に、関与する比較的弱い筋肉は、下肢を構成する部位の連鎖の制御を行う。この
段階では関与する筋肉は、上記経路に従う移動と、結果的に歩行プロセスの原動力の管理
とを行うということができる。
【００４６】
この管理の目的は、下肢の動作を最適化して、あるステップの最後における運動エネル
ギーの低下を最小化すること、すなわち可能な限り一定の移動量を確保することである。
それにより、次のステップの開始時において最小の衝撃力で十分に運動エネルギーの損失
を補填でき、移動量が確保され、一定の平均速度での推進が可能になる。各ステップの最
後における運動エネルギーの保存の程度は正確であり、このことは、一定の平均速度での
推進の維持に必要な新たなエネルギーを決定する。
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【００４７】
上述のメカニズムは、足での走行において特によく示される。このメカニズムは、歩行
プロセスの動力学における伸展速度の加速が含まれる。この場合、あるステップの間に、
強いパルス状刺激を伴って、物理的重心が放物線状弾道に従って移動し、その間は２つの
足がいずれも地面から離れ、それはそのステップ終了時に片足が体重を支えるまで続く。
次に同じ足及び脚が、次のステップを行うための新たな衝撃力を与える。
【００４８】
現時点では、中枢性麻痺を伴って制限され又は不可能になっている意図的動作の正確な
模倣に関連して、上述の条件を満足して下肢を生理学的に訓練するための、対麻痺患者の
下肢を再教育する装置及び歩行訓練装置のいずれも存在しない。同様に、上述の条件の達

30

成を可能にする装置も文献にて提唱されていない。
【００４９】
米国特許第４，６４２，７６９号は、下肢の動作を制御するためのシステムを開示する
。このシステムは、麻痺した筋肉を電気刺激する手段によって、開いた筋肉鎖（open mus
cle chain）にて達成可能である。これらは関節内には組み込まれない外的手段であり、
この装置を有効にするには常に困難が伴う。
【００５０】
米国特許第５，４７６，４４１号及び第５，９５４，６２１号は、関節角度を帰還制御
された制動手段によって関節角度を制御する装置を開示する。しかしこれは、関節の自動
化の可能性を有さない単一の制動である。
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【００５１】
米国特許第５，６８２，３２７号は、モータの全体的な制御を提供し、それにより公知
の連続的受動的動作器具によって生じる動作を提供する装置を提唱する。これらの名称が
明確に定めているように、これらの器具は純粋に受動的な関節動作を生じさせる。これら
の装置は特に、運動神経により起動する可動性の腓骨を制御するようになっている。しか
しながらこれは、神経筋へのいかなる電気刺激の使用も、関連付けられ制御されたものと
しては提供しない。
【００５２】
神経筋への電気刺激を補装具と組み合わせたいわゆるハイブリッド装置は、ＷＯ９６／
３６２７８号及びPopovic D.等の論文「ハイブリッド補助システム−運動神経用補装具（
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Motor Neuroprosthesis）」（IEEE Transaction of Biomedical Engineering, IEEE Inc.
ニューヨーク、ＵＳ、３６巻７号、１９８９年７月１日、７２９〜７３６頁）に開示さ
れている。しかしこれらの装置は、補装具の固有の重量を制御できないという大きな欠点
を有する。このためにこの重量は、その慣性及び重力の効果、並びに電気刺激を受けた身
体部位の所要の動作に伴う動作摩擦力を介して障害となる。従ってこの重量は、特に動作
が高速で抵抗力に抗して行われるとき、又は歩行訓練用に行われるときは、要求される動
作の質に大いに影響する。
【００５３】
本発明の目的は、請求項１の前段部分に係る、下肢の再教育及び歩行訓練を行うための
装置を提供することである。この装置は、先に列記した短所（欠点）を有さずかつ上述の
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条件を満足することによって生理学的に最適な下肢の再教育訓練すなわち歩行訓練を提供
し、一方、意図的な能動的訓練に最も近い模倣を行う。
【課題を解決するための手段】
【００５４】
この目的のために、本発明は、中枢神経系（ＣＮＳ）の障害を有する患者の下肢の再教
育及び訓練の少なくとも一方のための装置であって、患者の少なくとも１つの下肢との接
触部（インターフェース）を構成する機械式補装装置と、患者の下肢の関連する筋肉又は
筋肉群に作用するように構成された少なくとも一対の電極を備えた神経筋刺激装置とを有
し、補装装置は、角度センサ及び少なくとも１つの力センサを備えた少なくとも１つの関
節を有し、これらのセンサは刺激装置を制御する装置に接続され、それにより、刺激装置
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の閉ループ制御による帰還制御が可能になる、装置において、補装装置の関節が、角度セ
ンサ及び力センサを用いて閉ループ制御システムにより制御されたモータを有し、モータ
は刺激装置の帰還制御に統合されることを特徴とする、装置に関する。
【００５５】
関節動作における有効な閉ループ制御を達成するためには、適当なトルクセンサを用い
て関節角度及び関節に作用する力を正確に測定することが絶対に必要である。
【００５６】
従来技術においては、いかなる適当な埋植可能なセンサも存在しない。従って、不可欠
なセンサを使用するときはそれらを動作用補装具を構成する外骨格に組み込む必要がある
。この動作用補装具はまた、訓練中に下肢の部位を支持し案内する機能を有するとともに
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、効果的な筋肉増強に不可欠な抵抗力を生じさせてその抵抗力を下肢の部位に送る機能を
有する。
【００５７】
従って補装具は、要求される全ての機能を有効に満たすために、十分に堅牢に構成され
ねばならない。堅牢な補装具及び補装具の全ての構成要素（センサ、モータ等）は、補装
具の可動要素の各々の上にかなりの重量を課す。
【００５８】
しかし、特に高速での動作中は、補装具が自重によって、対象の訓練によって達成され
る目標動作の生理学的条件に干渉することは決してあってはならないという本質的要求が
ある。
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【００５９】
換言すれば、補装具の物理的存在が忘れられる（全体的に中和される）ように、補装具
の慣性及び重力の効果、並びに動作摩擦の効果の全ては無効にされることができる（neut
ralise）必要がある。それにより、実行される動作は自由かつ正確に、対応する意図的動
作を模倣することができる。
【００６０】
これらの要求は、補装具固有の関節動作の能動的制御によって達成される。このことは
、補装具の関節の自動化によって可能になり、またこの自動化は、閉ループ制御システム
によって制御され、制御ユニットに接続されて適当なソフトウェアに制御される関節の位
置センサ及びトルクセンサを用いて達成される。
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【００６１】
刺激装置及びモータの帰還制御は、従来型の制御ソフトウェアによって行われることが
好ましく、それによりリアルタイムな連続的制御が可能になる。これらの別個の帰還制御
は、プログラミングによって種々の目的の各々に対して適合された適当なソフトウェアに
よって、統合的に管理される。
【００６２】
また制御ソフトウェアには、補装装置の特性及び動作の数学モデルと、筋肉の挙動の数
学モデルとが組み込まれることが好ましい。以下の説明は、図面を参照しながら実施例と
して与えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００６３】
補装具は、神経筋への電気刺激を伴う動作用機械式補装具に関するときは「ハイブリッ
ド」と称する。
【００６４】
図１に示される装置の第１の実施形態によれば、装置は、下肢を駆動するための、仰臥
姿勢（背臥位）で使用されるように構成されたハイブリッド補装具を有する。
【００６５】
この実施形態によれば、装置は負傷者の動作訓練を可能にする。それにより装置は、下
肢の機能の回復を目的として、運動神経及び関節の機能を可能な限り再教育し、一方では
床擦れの危険性を低減する。
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【００６６】
より正確には、この補装具は２つの同一の装具を有する。２つの装具の各々は、患者１
の各脚のためのものであり、各装具は関節６及び調節可能な支持体９によって水平フレー
ム１０の端部に固定される。フレーム１０は、仰臥姿勢の患者の背中及び骨盤に適当に当
接しそれらを支持するように構成される。２つの装具の各々は直列式のロボット装置を構
成し、関節７、８により接続される３つのセグメント２、３、４を有する。
【００６７】
各装具は、下肢を支持し案内するための外骨格を形成するように構成され、下肢を構成
する３つの身体部位（すなわち腿、脚及び足）に対する機械的インターフェース（接触部
）を提供する。
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【００６８】
この目的のために、下肢の部位（腿及び脚）は、チャンネル形態の当接式支持体１１、
１２と補装構造体に閉鎖的に接続される「ベルクロ（Velcro）」型ストラップ１３、１４
とによって、機械式補装具の対応するセグメント２、３に接続可能である。
【００６９】
図２ａ、２ｂ、３ａ及び３ｂに示されるように、腿及び脚の補装セグメント２、３は伸
縮可能な管を有し、それらの長さは患者の体形に適合可能である。従って補装具の股関節
６、膝関節７及び踵関節８は、機能的見地からは、相当する患者の人体関節に一致する。
第３の補装セグメント４は、足底の支持体を構成する。足は、靴の上部構造体のような可
撓性の構造体によって、常にこの足底支持体に押付けられる。可撓性構造体は、「ベルク
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ロ」型の閉鎖構造を備えた可撓性の舌部１５によって確実に閉鎖可能である。
【００７０】
既述のインターフェースは、人体の下肢の部位を対応する補装セグメントに緊密に接続
し、つまり機能ユニットを構成する。従って下肢及び補装具の動作は、連結された同一の
ものとなる。
【００７１】
直列式の各装具の動力学は、ただ１つの連鎖を有し、可能な限り単純化されたものであ
る。このような直列システムは患者の体形に合わせて容易に調整可能であるため、その長
所は相当に大きい。このシステムは容易かつ自動的に折り畳むことができる。３つの関節
は独立であり、制御が非常に単純である。しかしとりわけ、図２ａ及び２ｂに示されるよ
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うに、そのようなシステムによって関節の可動性は最大となり、関節の可動性を高める最
適の訓練をその生理学的範囲全体にわたって行うことができる。その理由は、このような
訓練は、各関節に対して、伸展及び屈曲それぞれについて以下の可動範囲を必要とするか
らである。
−

股関節：

−５°〜１２０°

−

膝関節：

−１０°〜１３０°

−

踵関節：

−２５°〜４５°

【００７２】
しかし当然、補装具は平行式の動力学構造を用いて作製することもできる。
【００７３】

10

図３ａ及び３ｂに示されるように、補装具の各関節は電気サーボモータ２０、２１、２
２により動作可能である。電気サーボモータ２０、２１、２２は、駆動効果又は制動効果
を有することができ、ギヤボックス２３、２４、２５に連結される。各モータは、関節に
接続された管（補装セグメント）の１つに沿って配置される。モータシャフトは隣接する
管に平行である。モータシャフトは、一対のベベルギヤによって関節の垂直シャフトを駆
動する。従ってモータシャフトは面取りされたピニオンを有し、ピニオンはギヤボックス
の入力シャフト上の固定リングに噛み合う。ギヤボックスの出力シャフトは、関節に接続
された他の管に固定され、その管を駆動することができる。
【００７４】
本発明の要求を満たすモータとしては、「マクソンモータ（Maxon motor)」銘柄のサー
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ボモータが可能である。その理由は、これらのモータの重量及びトルク性能が優れている
からである。さらにこれらのモータは、モジュール構造による利点を有し、デジタルポジ
ションコーダ（digital position coder）が組み込まれている。
【００７５】
ある変形例によれば、関節はレバー機構によって動かされ、移動ねじによって動かされ
る。この変形例によれば、モータは、関連する関節に取付けられた２つの補装セグメント
の１つに固定される。このモータはウォームを回転させる。ウォームの回転により、この
ウォームに取付けられたナットが回転する。このナットは、リンクによってクランクを作
動させる。クランクの回転軸は関節の回転軸に一致し、クランクは関連する関節に取付け
られた第２の補装セグメントに固定される。結果的にこの装置においては、モータの回転
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方向に従ってナットが移動してモータに接近し、それにより関節が伸展する。モータの逆
方向の回転はナットをモータから離れるように移動させ、それにより関連する関節が屈曲
する。
【００７６】
他の変形例によれば、左ねじれのヘリカルギヤを備えた微動ねじによって各モータが関
節の垂直シャフトを駆動できるように、組立体を配置することができる。さらなる他の変
形例によれば、モータは隣接する管に垂直に配置可能である。
【００７７】
もちろん電気サーボモータは、適当な液圧制御装置を備えた液圧サーボモータに置換さ
れてもよい。

40

【００７８】
同様にデジタルコーダは、アナログコーダに置換可能である。
【００７９】
力及びトルクのセンサはまた、各補装関節に組み込まれる。
【００８０】
装置には中央制御ユニット３０が組み込まれる。ユニット３０は、図４の線図に示され
るように、管理用マイクロコンピュータ３１、サーボモータ用電源３２及び電気式神経筋
刺激装置３３を有する。
【００８１】
電気式神経筋刺激装置３３は、複数の出力チャネル（例えば１５〜２０チャネル）によ
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りプログラム可能である。電気式神経筋刺激装置３３は電気パルス発生器であり、いかな
る形態のパルス（例えば、各々が約２００〜３００μｓの持続時間を有する矩形電流）も
発生できる。各パルスの電流振幅は０〜１００ｍＡの間に調節可能であり、一方パルスの
反復周波数は５〜８０Ｈｚの間に調節可能である。複数のチャネルは、電流を生じて互い
にかつ地面から電気的に分離されており（浮動出力）、それにより作動中の複数のチャネ
ル間での体内の電気的相互作用は全て防止される。各チャネルは、刺激されるべき筋肉に
適用可能な一対の表面電極３７、３８を有することができる。図１及び５ａには、２対の
電極３７′、３８′及び３７″、３８″のみ示される。しかし、当然他の対数の電極も適
用可能である。また表面電極は、体内に埋植されたシステムに置換することができる。
【００８２】

10

複数のチャネルは、互い独立してインタラクティブにプログラム可能であり、それによ
り、刺激された筋肉を適切に制御された持続時間及び強さで個別に収縮させることができ
、プログラミングされた動作における協同筋及び拮抗筋の調和作用が可能になる。
【００８３】
補装関節は、その中にギヤボックスを直接組み込むという選択により改善される。股関
節、膝及び踵に適用可能な比較的コンパクトなシステムが望まれていた。このシステムは
コンパクトであってかつ相当高い減衰因子（reduction factor）を有する必要があるので
、「調和励振（Harmonic Drive）」型のギヤボックスを選択することが有利である。独創
的構成を備えたそのようなギヤボックスはコンパクトかつ低重量であり、通常のギヤボッ
クスに有利に取って代わる。
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【００８４】
補装関節用に採用された構成により、図３ａ及び３ｂに示されるように関節を接続する
セグメントを整合配置させることができ、それにより補装具全体が患者の脚に近接した状
態に維持され、補装具及び脚の組立体により構成される機能ユニットの品質及び精度が向
上する。
【００８５】
デジタルポジションコーダ３４並びに力及びトルクのセンサ３５は、関節に組み込まれ
、サーボモータ２０、２１又は２２により動作し又は制動されて、自らの情報を中央制御
ユニットにリアルタイムで送信する。中央制御ユニット３０の管理用マイクロコンピュー
タ３１がこれらのデータを翻訳し、それにより関節の角度位置、角加速度及び角速度を、
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生じる力及びトルクとともにリアルタイムで知ることができる。
【００８６】
管理用マイクロコンピュータ３１は、補装具の数学モデルが記録されたソフトウェアを
有する。このソフトウェアは、補装具の各セグメントについてその重量、重心、及び関連
する関節に関する応力中心距離を考慮している。関節におけるトルクもモデル化可能であ
る。従って、予見可能な全ての自由な又はプログラム可能な経路（例えば、屈んだ姿勢か
ら垂直姿勢までの移動経路、座った姿勢から垂直姿勢、ペダルを踏む姿勢、歩行姿勢まで
の移動経路等）のモデル化が可能である。このようなモデル化により、全ての動作及びそ
れらの効果（特に補装具の慣性及び重力の効果）の提供が可能になる。このことは、補装
具の動作の完全な閉ループ帰還制御を可能にする。
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【００８７】
同時に、このソフトウェアには関連する筋肉の挙動の数学モデルが記録され、それによ
り刺激装置の閉ループ帰還制御が可能になる。
【００８８】
従ってこの情報は、各関節の抵抗力下での動作についての、完全に統合された二重の帰
還制御を構成する。故にこの人為操作的帰還制御は、生理学的帰還制御がなされないとき
の代用であり、通常は固有受容性神経系によって中枢神経系（ＣＮＳ）に伝達される。実
際に人為操作的帰還制御は、不完全な生理学的帰還制御に非常に近い模倣をする。
【００８９】
プログラミングされた固定又は可変の負荷に対抗して実行される適当に制御された動作
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を行うという重要な目的及び刺激装置３３のプログラミングは、２つの方法により予見さ
れる。それらの方法は相補的であってもよく、第２の方法は第１の方法のパラメータの調
節に役立つ。
１．健常人による意図的な方法で実行された同一動作の筋電図の解析、及び、動作を再
現するための、これらのデータに基づく筋肉のシーケンスのプログラミング
２．筋肉のシーケンスの理論的予備設定による純粋に実験的な動作プログラミング、並
びに、患者の反応に従うパラメータの試験及び調節
【００９０】
全ての場合において、オペレータは刺激操作中に容易に介入して、収縮の強さの調節と
ともに、筋肉のシーケンス（すなわち与えられたサイクルでのチャネルの動作の始期及び

10

終期）の変更を行うことができる。
【００９１】
訓練プログラムは、所定の患者に対して、その患者の体形、生理学的な能力及び反応、
要求並びに目的に従って、固有に確立可能である。
【００９２】
所定の患者のための訓練プログラムは、例えばディスケット又はメモリーカードのよう
な取外し可能なデータ媒体３９に予め記録可能である。このデータ媒体は制御ユニットに
挿入可能であり、それにより管理用マイクロコンピュータ３１は、神経筋刺激装置３３及
びサーボモータ２０、２１、２２を制御でき、訓練プログラムを実行することができる。
【００９３】
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訓練プログラムによる実行は、いわゆる追従（コンプライアンス）装置によって制御さ
れる。コンプライアンス装置はデータ媒体３９に、初期プログラミングされたパラメータ
の各々の実行についての相異なる全ての値を入力する。このコンプライアンスは、データ
媒体の再読込によってオペレータに翻訳されることができる。
【００９４】
専門文献には、神経筋電気刺激により生じる動作の実行中に、患者が生じた下肢の動作
を改善したいと考えた場合は、そのような思考（mental task）は、その動作を容易にす
るという顕著に有益な効果をもたらすことが記載されている。
【００９５】
従って、訓練装置には「バイオフィードバック」システムが付加可能である。このシス
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テムは例えば、訓練を行う患者の前に配置されるスクリーン４０上に表示装置を有する。
この表示装置は、達成された動作レベルを、絶対値、定められた目的及び達成された進行
度の少なくとも１つに関して示す。
【００９６】
あるプログラミングされた動作及び一連のプログラミングされた動作（例えば歩行）に
よる実行は、帰還制御に適切に委ねられる。帰還制御は、各補装関節に組み込まれた位置
センサ３４と力及びトルクセンサ３５とにより中央制御ユニット３０の管理用マイクロコ
ンピュータ３１に伝達された情報によって実行される。この情報は、管理用マイクロコン
ピュータ３１によって処理され、この目的のために適切にプログラミングされ、続いて刺
激パラメータの調節に利用される。刺激パラメータは、収縮の持続時間及び力（例えば刺
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激持続時間、並びに刺激中の電流強度及び衝撃力の反復周波数）を定める。
【００９７】
結果的に、関節センサにより供給される全ての情報（刺激される筋肉の出力信号）は、
それらが依存する適当なプログラム及び刺激の調整（刺激される筋肉の入力信号）により
マイクロコンピュータ内で処理され、閉ループ制御された帰還制御システムを構成する。
このようなシステムは、筋肉への閉ループ制御された電気刺激を明確に定める。この電気
刺激は適切に制御された反復性動作の実行を可能にする。この動作は、得られた筋肉動作
の帰還制御がなされない通常の刺激及び開ループ制御とは異なり、予めプログラミングさ
れた一定又は可変の抵抗力に反して実行される。
【００９８】
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閉ループ帰還制御された電気式筋肉刺激及び自動化された動作用機械式補装具の特性を
組み合わせて統合し、自らも閉ループ帰還制御される上述のハイブリッド補装装置は、以
下のことを等しく良好に行うことができることから、用途の融通性を最大にするロボット
システムを構成する。
−

訓練において、患者が力を失って電気刺激を受けなくなった場合に、関節のモータ

のみがプログラミングされた動作を行う。
−

補正において、電気刺激を受けている又は受けていない患者が、単独で動作できる

十分な力を有さずかつ補助（重力に対する補助も含む）が必要とされる場合に、関節のモ
ータが必要な追加的補助を行う。
−

制動において、患者が刺激及び故意の一方又は双方によって、装置に部分的又は完

10

全に反する動作を、プログラミングされた抵抗力に従ってサーボモータ２０、２１、２２
を用いて行う。
従って使用されるプログラミングによれば、
抵抗力が動作に完全に反する場合は、訓練は等尺性（アイソメトリック）になる。
抵抗力が常時、動作する関節の角速度を一定に維持するように調整される場合は、訓練
は等速性（アイソキネティック）になる。
関節の角速度が常時、抵抗力を一定に維持するように調整される場合は、訓練は等張性
（アイソトニック）になる。
−

各関節は、プログラミングされた固有の抵抗力に対して個別に訓練可能である。従

って例えば、脚が伸展した状態で、踵関節において、抵抗力に対抗する足底の屈曲（すな
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わち足の伸展）の訓練が可能である。このような訓練は、漸進的抵抗力に対する爪先立ち
の模倣を可能にする。漸進的抵抗力は、例えば脚１本当たり最大１００ｋｇまで徐々に増
加させることができる。従って、関節と脚の後部に位置する双子筋とを強化することが可
能であり、このことは、必要な程度まで、歩行プロセスにおける刺激力のパルスの一助と
なる。
−

下肢を構成する身体部位及びそれらの関節は、それらを構成するとともに特定の動

作を行うための動力学的連鎖に従い、統合的に訓練可能である。
例えば、２つの下肢は同時に伸展動作され、続いて抵抗力に対抗して屈曲動作されて、
屈んだ姿勢から伸びた姿勢（重力に逆らって支持された身体の垂直姿勢に相当）への動作
の模倣を行い、次に制御された方法で屈んだ姿勢に戻る。
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例えば、２つの下肢がペダルを踏むことによる交互動作を、プログラミングされた抵抗
力による制動に逆らって行う。
例えば、模倣によって、歩行（ステッピング）中の２つの下肢の交互動作の基礎訓練を
、関節における対応する抵抗力に逆らって行う。
【００９９】
図５ａ、５ｂ及び６に示される第２の実施形態によれば、装置は、図１に類似する下肢
訓練用ハイブリッド補装具を有するが、この補装具は、固有の動作の関する歩行の動的プ
ロセスの特別な訓練のために、垂直姿勢で使用されるように構成される。この特別な訓練
は、患者が下肢について適当な「フィットネス」（ある水準の筋肉及び関節の動作が可能
）にまで回復したときに行われ、意図的な歩行の動的プロセスに近い模倣によって、患者
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の歩行を特別に訓練する。
【０１００】
この目的のために、第１の実施形態に係る装置の全ての構成要素は、仰臥姿勢の患者の
背中及び骨盤を支持する水平フレーム１０を除いて再度利用することができる。２つの脚
のための２つの同一の装具は、この場合は機械式骨盤ベルト５１の各側に固定され、股の
補装関節が対応する患者の生理学的関節に機能的見地からは一致するように調節可能であ
る。外骨盤をある程度構成する骨盤ベルトは、患者の胴体を支持するためのハーネスを構
成するある種のショーツ５２を有する。
【０１０１】
骨盤ベルト及びハーネスショーツを有する組立体はまた、胴体の垂直な安定性の提供に
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貢献する。状況によっては、この組立体は２つの側方支柱により補強可能であり、胸部ベ
ルトにより結合されて胴体の垂直安定性をさらに向上させることができる。
【０１０２】
骨盤ベルト５１は、可動フレーム５３に連結された機械装置により固定され、３つの車
輪５４、５５、５６を備えた軽量構造体が床の上を歩行方向に移動するために提供される
。骨盤をフレームに接続する機械装置は、骨盤ベルトが垂直方向にのみ移動できるように
構成され、歩行中に生じる放物線状経路による僅かな垂直方向の往復運動に追随すること
ができる。さらにこの装置は、骨盤ベルトを水平面及びそれに従う経路上で安定させるの
に十分な剛性を具備しなければならない。この経路は、移動する患者による方向変化中に
フレームによって定められる。一例として、そのような機械式接続装置は、長手方向垂直
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面に位置する関節式平行四辺形５７によって形成可能であり、ある垂直要素はフレームに
固定され、反対側の他の垂直要素は素早い固定が可能な着脱式固定具によって骨盤ベルト
に固定される。平行四辺形は動力装置を有することができ、この動力装置は例えば、垂直
面内で作用し、ポジションセンサだけでなく力及びトルクセンサに従って動作するサーボ
モータのような装置である。従ってそのような装置は、動作中の身体の重量を全体的又は
部分的に支持することができる。また架台（シャーシ）はその側部５８の一方にて開口で
き、側部５８が有する素早い固定が可能な支柱５９は、前方に回動してフレームの内側へ
の容易なアクセスを可能にする。
【０１０３】
実際には、予め患者に補装具を装備させ、次にフレーム内に補装具を導き入れて、シャ
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ーシを備えたその接続装置に骨盤ベルトを固定するための用意がなされる。
【０１０４】
操舵可能な前輪５４は、患者により手動操作されるハンドルバー６０によって制御され
、方向変更、特に訓練用通路の往来を可能にする。遊び車式の装置も使用可能である。こ
の場合、方向変更は患者の歩行方向の変更により行われ、方向の変更は刺激装置により生
じる。このためには、図５ｂの図示内容とは異なり、患者の最適位置は後輪の軸にある。
この変形例によれば、当然ハンドルバーは操舵に関し手動修正できるように維持可能であ
る。
【０１０５】
フレームは、その周縁上であって患者の手が届く範囲内に、手摺又は支持用傾斜部６１
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を有する。この傾斜部、骨盤ベルト及び操舵用ハンドルバーは、患者の体形に適合するよ
うに高さ調節可能である。
【０１０６】
フレームには中央制御ユニット３０′が固定され、また患者の手が届く範囲内にコント
ローラ６２が設けられ、それらにより走行中における訓練の開始、速度制御及び停止が可
能になる。
【０１０７】
患者によって方向変更がなされた場合は、方向変更に関して外側の車輪は内側の車輪よ
り長い経路を進み、同様に、方向変更に関して外側の患者の歩幅により進む距離が内側の
歩幅により進む距離より長い。従って２つの下肢にかかる生理学的負担の差が過度に大き
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くなることを避けるために、関連する２つの車輪はデジタルコード化サンサ６３、６３′
を有し、それらのセンサからの情報は中央制御ユニットによって処理されて閉ループ制御
刺激装置に作用し、それにより２つの脚に対して適当に修正された筋肉刺激がなされる。
【０１０８】
そのようなプロセスは、ある程度簡易であり、意図的な方向変更における全ての生理学
的条件を満足しないにも関わらず、上述の訓練においては十分であることが証明されてい
る。
【０１０９】
可動フレームは、例えば前輪に作用するブレーキ６４を有することができる。このブレ
ーキは患者の移動速度に従いかつ後輪のデジタルコーダ６３、６３′によって適当に作用

50

(16)

JP 4156933 B2 2008.9.24

し、それによりフレームの移動速度は、患者の歩行動作による固有の移動速度に完全に同
期することができる。
【０１１０】
また可動フレームは自らの駆動装置を有する。この駆動装置は例えば、中央制御ユニッ
ト３０に従って１つ以上の車輪５４、５５、５６に作用する１つ以上のモータ又はサーボ
モータ６５、６６を有し、それにより可動のシャーシの移動速度は、患者の歩行動作によ
る固有の移動速度に完全に同期することができる。このような装置は、可動シャーシが電
源用バッテリーを搭載する場合に特に有用である。
【０１１１】
上述の装置は、患者の動的かつ意図的な生理学的プロセスに完全に従う歩行訓練を行う
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ことを可能にし、それにより完全な模倣が可能になるという基本的長所を有する。
【０１１２】
よって公知の歩行プロセスに従う筋肉刺激は、閉ループ制御による完全な帰還制御方法
（図４に類似する図６の線図を参照）にて達成され、推進に不可欠な完全に割り当てられ
た刺激力の付与を可能にする。従って、ある重量の身体は加速され、ある移動速度を得る
。その結果、ある運動エネルギー及び移動量が得られる。提唱される装置は、歩行に伴う
効果的な動作を可能にするとともに、生じた運動エネルギーの管理（特に移動量の保存）
を可能にする。この動作及び管理は、実質的に意図的な歩行中になされるものとほぼ同一
である。システムによって下肢が歩行中に体重を部分的又は完全に支持できることから、
実行される動作、得られた移動速度、及び最終的に消費される必要エネルギーは、実質的
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に意図的な移動と実際的には同一である。
【０１１３】
これらの環境下では、中枢神経系に与えられる固有受容性の衝撃力は、意図的訓練によ
り供給されるものに非常に近い。従ってそれらの衝撃力は、中枢神経系の可塑性による置
換能力に対する最適な刺激作用を行い、それにより、脊髄が部分的に影響を受けたときに
、機能的見地から十分な意図的歩行の回復を可能にする試験及び訓練が可能になる。同様
の理由から、歩行運動機構の再教育が最適化される。
【０１１４】
上述の第２の実施形態の変形例によれば、関節６、７及び８はモータ及びブレーキを有
さない。しかし、当然、角度センサ及び力センサは必要である。
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【０１１５】
さらに、いずれの実施形態においても、モータは装具に搭載されずに、例えば図１の支
持体１０又は図５ａ及び５ｂの可動式支持装置のような他の支持体に取付けられてもよい
。その場合モータは、やや離れたコントローラ（例えばチェーン及びギヤによる伝動装置
）によって、対応するギヤボックスに機械式に接続可能である。
【０１１６】
また上述の全ての装置は、スポーツトレーニングの分野でも当然使用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明に係る装置の第１の実施形態の概略図である。
【図２ａ】図１の補装装置における２つの最極端配置の一方の概略図である。
【図２ｂ】図１の補装装置における２つの最極端配置の他方の概略図である。
【図３ａ】図１の補装装置の実施例の側面図である。
【図３ｂ】図１の補装装置の実施例の上面図である。
【図４】図１の装置の関節動作システム及びその帰還制御のブロック線図である。
【図５ａ】本発明に係る装置の第２の実施形態の概略側面図である。
【図５ｂ】本発明の係る装置の第２の実施形態の概略上面図である。
【図６】図５の装置の関節動作システム及びその帰還制御のブロック線図である。
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