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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筋繊維の活動に伴って運動する動物に取り付けられた装具を介して、当該動物に作用さ
せる外力を制御するシステムであって、
　前記動物の身体に生じる筋電位ｘを測定する筋電位測定手段と、
　前記筋電位測定手段による筋電位ｘの測定値に基づき、筋電位ｘを変数とする外力関数
ｆ（ｘ）に従って前記装具を介して前記動物に作用させる外力ｆの値を設定する外力設定
手段と、
　前記装具を介して外力が作用している状態で前記動物の運動に伴って変動する運動変数
ｙを測定する運動変数測定手段と、
　前記外力設定手段による外力ｆの設定値及び前記運動変数測定手段による運動変数ｙの
測定値に基づき、外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って因子
γの値を設定する因子設定手段と、
　前記因子設定手段による前記因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが
基準値ε未満であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記偏差δの大きさが前記基準値ε以上であると判定された場合、
前記因子γの設定値がその目標値γtに近づくように、前記外力関数ｆ（ｘ）をあらたに
設定する外力関数設定手段とを備えていることを特徴とする外力制御システム。
【請求項２】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
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　前記外力関数設定手段が、筋電位ｘと外力ｆとの関係を表す係数αの値を設定するとと
もに、前記係数αの設定値に基づき、筋電位ｘ及び前記係数αを変数とする基礎関数Ｆ（
ｘ，α）に従って前記外力関数ｆ（ｘ）を設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項３】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記外力関数設定手段が、前記運動変数ｙの測定値及び前記因子γの目標値γtに基づ
き、前記因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って外力目標値ｆtを求めるとともに、外力ｆが前記
外力目標値ｆtに近づくように前記外力関数ｆ（ｘ）を設定することを特徴とする外力制
御システム。
【請求項４】
　請求項３記載の外力制御システムにおいて、
　前記外力関数設定手段が、外力ｆの最高測定値が、前記外力目標値ｆtの最高値に近づ
くように外力関数ｆ（ｘ）を設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項５】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記外力設定手段による最初の外力設定の後、前記判定手段による判定が省略されて前
記外力関数手段が前記外力関数を設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項６】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記運動変数測定手段が、前記動物の内力及び外力の合力を前記運動変数ｙとして測定
し、
　前記因子設定手段が、前記動物の内力及び外力の合力に対する外力ｆの比を因子γ（０
≦γ＜１）として設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項７】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記運動変数測定手段が、前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定すると
ともに、前記基礎運動変数の測定値に基づき、前記動物の挙動を表す逆動力学モデルに従
って前記運動変数を測定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項８】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定した上で、前記基礎運動変数の測
定値に基づき、基礎運動変数と前記動物の運動状態との所定の対応関係に従って前記動物
の運動状態を判定する運動状態判定手段を備え、
　前記運動変数測定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態
に基づき、前記動物の運動状態と運動変数との所定の対応関係に従って運動変数ｙを測定
することを特徴とする外力制御システム。
【請求項９】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　外力ｆを測定する外力測定手段を備え、
　前記因子設定手段が、外力ｆの設定値に代えて、前記外力測定手段による外力ｆの測定
値と、運動変数ｙの測定値とに基づき、外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする前記因子関数
γ（ｆ，ｙ）に従って前記因子γの値を設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項１０】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定した上で、前記基礎運動変数の測
定値に基づき、前記基礎運動変数と前記動物の運動状態との所定の対応関係に従って前記
動物の運動状態を判定する運動状態判定手段を備え、
　前記外力関数設定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態
のそれぞれに応じた前記外力関数ｆ（ｘ）をあらたに設定することを特徴とする外力制御
システム。
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【請求項１１】
　請求項１０記載の外力制御システムにおいて、
　前記判定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態に従って
、運動状態ごとに設定されている因子目標値γtに基づき、前記偏差δの大きさが前記基
準値ε未満であるか否かを判定し、
　前記外力関数設定手段が、前記運動状態判定手段により判定された運動状態に従って、
運動状態ごとに設定されている因子目標値γtに基づき、前記外力関数ｆ（ｘ）を新たに
設定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項１２】
　請求項１記載の外力制御システムにおいて、
　前記判定手段が、前記偏差δの正負の別に応じて異なる閾値εによって、該偏差δの大
きさが閾値ε未満であるか否かを判定することを特徴とする外力制御システム。
【請求項１３】
　コンピュータを請求項１記載の外力制御システムとして機能させることを特徴とする外
力制御プログラム。
【請求項１４】
　筋繊維の活動に伴って運動する人間以外の動物に取り付けられた装具を介して、当該動
物に作用させる外力を制御する方法であって、
　前記動物の身体に生じる筋電位ｘを測定する筋電位測定ステップと、
　筋電位ｘの測定値に基づき、筋電位ｘを変数とする外力関数ｆ（ｘ）-に従って前記装
具を介して前記動物に作用させる外力ｆの値を設定する外力設定ステップと、
　前記装具を介して外力ｆが作用している状態で前記動物の運動に伴って変動する運動変
数ｙを測定する運動変数測定ステップと、
　外力ｆの設定値及び運動変数ｙの測定値に基づき、外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする
因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って因子γの値を設定する因子設定ステップと、
　前記因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが基準値ε未満であるか否
かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記偏差δの大きさが前記基準値ε以上であると判定された
場合、因子γの設定値がその目標値γtに近づくように前記外力関数ｆ（ｘ）をあらたに
設定する外力関数設定ステップとを備えていることを特徴とする外力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筋繊維の活動に伴って運動する動物に取り付けられた装具を介して、該動物
に作用させる外力を制御する方法、システム及び当該制御機能をコンピュータに付与する
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歩行補助等の目的で人間に与えられる外力は、リハビリの進行状況等に応じて、その人
間の随意により生じる内力との関係で適切なものに制御されることが好ましい。そこで、
人間の身体に生じる筋電信号に基づいて関節トルクを測定し、この関節トルクに応じた適
切な大きさのトルク（外力）をその人間に作用させることが考えられる。
【０００３】
　従来、足裏のつま先やかかと等に配置された圧力センサ等の出力から脚部の筋力を推測
し、この筋力がある基準値よりも大きい場合、脚部の筋肉の負担軽減のため、脚部に取り
付けられた機器を介して脚部に補助力を与える技術が提案されている（例えば、特許文献
１参照）。また、人間の身体に生じる筋電信号を測定し、この筋電信号に基づいて当該動
物の関節のトルク等を測定する技術が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－１０５２６１号公報　０００６～００１２段落、図１～図
４。
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【特許文献２】特開２００１－２８６４５１号公報　００３８～００６２段落。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記先行技術が単に採用されただけでは、筋肉の疲労度の変化や、発汗等によ
る電極と身体との接触状態の変化等があった場合、同一の人間であっても筋電信号と関節
トルクとの関係が変化し、筋電信号に基づいてこの人間に与えられる力が所望のものとは
ならないことが予測される。
【０００５】
　そこで、本発明は、動物に作用させる外力と動物の運動に伴って変動する運動変数との
関係が目標とする関係となるように、この外力を制御し得る方法、システム及びその制御
機能をコンピュータに付与するプログラムを提供することを解決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための本発明の外力制御システムは、筋繊維の活動に伴って運動す
る動物に取り付けられた装具を介して、当該動物に作用させる外力を制御するシステムで
あって、前記動物の身体に生じる筋電位ｘを測定する筋電位測定手段と、前記筋電位測定
手段による筋電位ｘの測定値に基づき、筋電位ｘを変数とする外力関数ｆ（ｘ）-に従っ
て前記装具を介して前記動物に作用させる外力ｆの値を設定する外力設定手段と、前記装
具を介して外力が作用している状態で前記動物の運動に伴って変動する運動変数ｙを測定
する運動変数測定手段と、前記外力設定手段による外力ｆの設定値及び前記運動変数測定
手段による運動変数ｙの測定値に基づき、外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする因子関数γ
（ｆ，ｙ）に従って因子γの値を設定する因子設定手段と、前記因子設定手段による前記
因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが基準値ε未満であるか否かを判
定する判定手段と、前記判定手段により前記偏差δの大きさが前記基準値ε以上であると
判定された場合、前記因子γの設定値がその目標値γtに近づくように、前記外力関数ｆ
（ｘ）をあらたに設定する外力関数設定手段とを備えていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の外力制御システムによれば、筋電位ｘの測定値に基づき、外力関数ｆ（ｘ）に
従って外力ｆの値が設定され、外力ｆの設定値に応じて装具を介して動物に作用させる外
力が制御される。また、装具を介して外力が作用している状態で動物の運動に伴い変動す
る運動変数ｙが測定され、外力ｆの設定値及び運動変数ｙの測定値に基づき、因子関数γ
（ｆ，ｙ）に従って因子γの値が設定される。
【０００８】
　さらに因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが基準値ε未満であるか
否かが判定され、偏差δの大きさが基準値ε以上であると判定された場合、因子γの設定
値がその目標値γtに近づくように外力関数ｆ（ｘ）があらたに設定される。偏差δには
、ある時刻における偏差、複数時点又は連続時間にわたる平均偏差又は累積偏差等が含ま
れる。これにより、因子γの値がその目標値γtに近づくように、外力ｆが制御される。
【０００９】
　外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って設定される因子γは
外力ｆ及び運動変数ｙの関係がどのようなものであるかを表している。また、因子γの目
標値γtは外力ｆ及び運動変数ｙの目標となる関係がどのようなものであるかを表してい
る。
【００１０】
　従って、本発明の外力制御システムによれば、動物の筋電位測定状態の変化等が生じて
も、外力ｆと運動変数ｙとの関係が、因子目標値γtにより定まる目標関係（γt＝γ（ｆ
，ｙ））に近づくように、外力ｆが筋電位ｘに基づいて制御され得る。
【００１１】
　なお、筋電位ｘは一の筋電位及び複数の筋電位の組｛ｘi｜ｉ＝１，２，・・｝のいず
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れであってもよい。また、外力ｆは一の外力及び複数の外力の組｛ｆi｜ｉ＝１，２，・
・｝のいずれであってもよい。さらに運動変数ｙは一の運動変数及び複数の運動変数の組
｛ｙi｜ｉ＝１，２，・・｝のいずれであってもよい。また、因子γは一の因子及び複数
の因子の組｛γｉ｜ｉ＝１，２，・・｝のいずれであってもよい。
【００１２】
　前記外力関数設定手段が、筋電位ｘと外力ｆとの関係を表す係数αの値を設定するとと
もに、前記係数αの設定値に基づき、筋電位ｘ及び前記係数αを変数とする基礎関数Ｆ（
ｘ，α）に従って前記外力関数ｆ（ｘ）を設定してもよい。
【００１３】
　当該構成の外力制御システムによれば、因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δ
の大きさが基準値ε以上となった場合、筋電位ｘ及び外力ｆの関係を表す係数αの値が新
たに設定される。また、係数αの新たな設定値に基づき、基礎関数Ｆ（ｘ，α）に従って
外力関数ｆ（ｘ）が新たに設定される。
【００１４】
　そして、筋電位ｘの測定値に基づき、新たな外力関数ｆ（ｘ）に従って動物に作用させ
る外力ｆが設定される。これにより、動物の筋電位測定状態の変化等が生じても、筋電位
ｘと外力ｆとの最新の関係に基づき、外力ｆと運動変数ｙとの関係が目標関係に近づくよ
うに、外力ｆが筋電位ｘの測定値に基づいて制御され得る。なお、係数αは一の係数及び
複数の係数の組｛αi｜ｉ＝１，２，・・｝のいずれであってもよい。
【００１５】
　前記外力関数設定手段が、前記運動変数ｙの測定値及び前記因子γの目標値γtに基づ
き、前記因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って外力目標値ｆtを求めるとともに、外力ｆが前記
外力目標値ｆｔに近づくように前記外力関数ｆ（ｘ）を設定してもよい。
【００１６】
　当該構成の外力制御システムによれば、動物の筋電位測定状態の変化等が生じても、筋
電位ｘに基づいて設定され動物に作用させる外力ｆが、因子γの目標値γtにより定まる
目標関係（γt＝γ（ｆ，ｙ））に応じた目標値ｆtに近づくように制御され得る。
【００１７】
　前記外力関数設定手段が、外力ｆの最高測定値が、前記外力目標値ｆｔの最高値に近づ
くように外力関数ｆ（ｘ）を設定してもよい。
【００１８】
　当該構成の外力制御システムによれば、外力ｆの最高測定値が、その目標値ｆtの最高
値に近づくように、動物に作用する外力ｆが制御され得る。なお、外力ｆの測定値及び目
標値ｆtの「最高値」には、それぞれ一定の時間帯における最高値のほか、外力ｆの測定
値及び目標値ｆtが周期変化する場合、各周期における外力ｆの測定値及び目標値ｆtの最
高値が含まれる。
【００１９】
　前記外力設定手段による最初の外力設定の後、前記判定手段による判定が省略されて前
記外力関数手段が前記外力関数を設定してもよい。
【００２０】
　当該構成の外力制御システムによれば、最初の外力関数ｆ（ｘ）には、外力ｆ及び運動
変数ｙの現実の関係がまだ反映されていないため、外力ｆの最初の設定値が、外力ｆ及び
運動変数ｙの目標関係から離れたものとなる蓋然性が高いことに鑑み、前記判定を経ずに
外力関数ｆ（ｘ）が新たに設定される。これにより、外力ｆ及び運動変数ｙの関係が当該
目標関係に迅速に近づくように、外力ｆが制御され得る。
【００２１】
　前記運動変数測定手段が、前記動物の内力及び外力の合力を前記運動変数ｙとして測定
し、前記因子設定手段が、前記動物の内力及び外力の合力に対する外力ｆの比を因子γ（
０≦γ＜１）として設定してもよい。
【００２２】
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　前記運動変数測定手段が、前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定すると
ともに、前記基礎運動変数の測定値に基づき、前記動物の挙動を表す逆動力学モデルに従
って前記運動変数を測定してもよい。
【００２３】
　前記外力制御システムが、前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定した上
で、前記基礎運動変数の測定値に基づき、基礎運動変数と前記動物の運動状態との所定の
対応関係に従って前記動物の運動状態を判定する運動状態判定手段を備え、前記運動変数
測定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態に基づき、前記
動物の運動状態と運動変数との所定の対応関係に従って運動変数ｙを測定してもよい。
【００２４】
　前記外力制御システムが、外力ｆを測定する外力測定手段を備え、前記因子設定手段が
、外力ｆの設定値に代えて、前記外力測定手段による外力ｆの測定値と、運動変数ｙの測
定値とに基づき、外力ｆ及び運動変数ｙを変数とする前記因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って
前記因子γの値を設定してもよい。
【００２５】
　当該構成の外力制御システムによれば、外力ｆの測定値に基づいて因子γが設定される
ので、外力ｆの測定値に生じうる外力ｆの設定値との偏差の影響を解消して動物に作用す
る外力ｆが制御され得る。
【００２６】
　前記外力制御システムが、前記動物の運動に伴って変動する基礎運動変数を測定した上
で、前記基礎運動変数の測定値に基づき、前記基礎運動変数と前記動物の運動状態との所
定の対応関係に従って前記動物の運動状態を判定する運動状態判定手段を備え、前記外力
関数設定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態のそれぞれ
に応じた前記外力関数ｆ（ｘ）をあらたに設定してもよい。
【００２７】
　前記判定手段が、前記運動状態判定手段により判定された前記動物の運動状態に従って
、運動状態ごとに設定されている因子目標値γtに基づき、前記偏差δの大きさが前記基
準値ε未満であるか否かを判定し、前記外力関数設定手段が、前記運動状態判定手段によ
り判定された運動状態に従って、運動状態ごとに設定されている因子目標値γtに基づき
、前記外力関数ｆ（ｘ）を新たに設定してもよい。
【００２８】
　当該構成の外力制御システムによれば、動物の運動状態に鑑みて、外力設定ステップに
おいて設定され、動物の身体に作用する外力ｆを適切なものとすることができる。
【００２９】
　前記判定手段が、前記偏差δの正負の別に応じて異なる閾値εによって、該偏差δの大
きさが閾値ε未満であるか否かを判定してもよい。
【００３０】
　当該構成の外力制御システムによれば、因子γの設定値とその目標値γtとの偏差δの
正負に応じて、外力ｆを受けている動物の運動の不安定の程度が異なるような場合、この
相違に鑑みて動物の運動が安定になるように外力ｆが制御され得る。
【００３１】
　前記課題を解決するための本発明の外力制御プログラムは、コンピュータを請求項１記
載の外力制御システムとして機能させることを特徴とする。
【００３２】
　本発明の外力制御プログラムによれば、動物の筋電位測定状態の変化等が生じても、外
力ｆと運動変数ｙとの関係が因子目標値γtにより定まる目標関係（γt＝γ（ｆ，ｙ））
に近づくように、筋電位ｘに基づいて外力ｆを制御する機能をコンピュータに付与するこ
とができる。
【００３３】
　前記課題を解決するための本発明の外力制御方法は、筋繊維の活動に伴って運動する人
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間以外の動物に取り付けられた装具を介して、当該動物に作用させる外力を制御する方法
であって、前記動物の身体に生じる筋電位ｘを測定する筋電位測定ステップと、筋電位ｘ
の測定値に基づき、筋電位ｘを変数とする外力関数ｆ（ｘ）-に従って前記装具を介して
前記動物に作用させる外力ｆの値を設定する外力設定ステップと、前記装具を介して外力
ｆが作用している状態で前記動物の運動に伴って変動する運動変数ｙを測定する運動変数
測定ステップと、外力ｆの設定値及び運動変数ｙの測定値に基づき、外力ｆ及び運動変数
ｙを変数とする因子関数γ（ｆ，ｙ）に従って因子γの値を設定する因子設定ステップと
、前記因子γの設定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが基準値ε未満であるか否
かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて前記偏差δの大きさが前記基準
値ε以上であると判定された場合、因子γの設定値がその目標値γtに近づくように前記
外力関数ｆ（ｘ）をあらたに設定する外力関数設定ステップとを備えていることを特徴と
する。
【００３４】
　本発明の外力制御方法によれば、人間以外の動物の筋電位測定状態の変化等が生じても
、外力ｆと運動変数ｙとの関係が、因子目標値γtにより定まる目標関係（γt＝γ（ｆ，
ｙ））に近づくように、外力ｆが筋電位ｘに基づいて制御され得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明の一実施形態における外力制御システムの構成について図１及び図２を用いて説
明する。
【００３６】
　図１に示されている外力制御システム１００は、人間（動物）の左右の膝部に配置され
たモータ（原動機）２２０から、左右の大腿部及び下腿部にそれぞれ装着された装具２２
２を介して左右脚体に与えられる膝関節回りの外的トルク（外力）を制御するものである
。モータ２２０は、腰部に取り付けられるケース２０２に収納されたバッテリ２００を電
源として作動する。
【００３７】
　また、外力制御システム１００は、筋電位測定ユニット１１０と、合力測定ユニット（
運動変数測定手段）１２０と、因子設定ユニット１３０と、判定ユニット１４０と、外力
関数設定ユニット１５０と、外力設定ユニット１６０と、モータ電流制御ユニット１７０
とを備えている。
【００３８】
　各ユニットは、ハードウェアとしてのＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を含むマイクロコンピ
ュータ１０と、ソフトウェアとしてメモリに格納されている本発明の「外力制御プログラ
ム」とにより構成されている。マイクロコンピュータ１０は、バッテリ２００を電源とし
て作動し、ケース２０２の内部に収納されている。
【００３９】
　筋電位測定ユニット１１０は、図２（ａ）に示されているように人体表面のうち内側広
筋、外側広筋及び大腿直筋（伸筋）の部位にそれぞれ取り付けられた伸筋側表面電極１１
１と、図２（ｂ）に示されているように人体表面のうち半腱様筋及び大腿二頭筋（屈筋）
の部位にそれぞれ取り付けられた屈筋側表面電極１１２とを通じて筋電位ｘを測定する。
【００４０】
　合力測定ユニット１２０は、人間の胸部の傾斜角速度に応じた信号を出力する胸部ジャ
イロセンサ１２１と、胸部の前後方向の加速度に応じた信号を出力する胸部前後加速度セ
ンサ１２２と、腰部の傾斜角速度に応じた信号を出力する腰部ジャイロセンサ１２３と、
腰部の前後方向の加速度に応じた信号を出力する腰部前後加速度センサ１２４と、腰部の
上下方向の加速度に応じた信号を出力する腰部上下加速度センサ１２５と、股関節の屈曲
角度に応じた信号を出力する股関節角度センサ１２６と、膝関節の屈曲角度に応じた信号
を出力する膝関節角度センサ１２７とを備えている。
【００４１】
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　合力測定ユニット１２０は、各センサ１２１～１２７の出力、ひいては人間の胸部の傾
斜角速度等の「基礎運動変数」の測定値に基づき、人間の挙動を表す逆動力学モデルを用
いて、人間の随意により脚体に生じる膝関節回りの内的トルク（内力）と、膝部分に設け
られたモータ２２０により脚体に与えられる膝関節回りの外的トルク（外力）との和であ
る合力Ｆを「運動変数」として測定する。
【００４２】
　モータ２２０の動力は、モータ２２０に連結されて膝部から上方及び下方にそれぞれ延
設された剛性部材２２４と、この剛性部材２２４に連結され大腿部及び下腿部にそれぞれ
装着されたサポータ（装具）２２２と、膝部から下方に延設された剛性部材２２４に連結
された靴２２６とを介して脚体に与えられる。逆動力学モデルはマイクロコンピュータ１
０のメモリにより記憶保持されている。
【００４３】
　なお、図５に示されているように、センサ１２１～１２５が省略され、靴２２６の底部
に、足底に作用する床反力に応じた信号を出力する床反力センサ１２８が設けられ、股関
節角度センサ１２６、膝関節角度センサ１２７及び床反力センサ１２８の出力に基づき、
逆動力学モデルに従って合力Ｆが測定されてもよい。
【００４４】
　因子設定ユニット１３０は、外力設定ユニット１６０による外力ｆの設定値及び合力測
定ユニット１２０による合力Ｆの測定値に基づき、外力ｆ及び合力（運動変数）Ｆを変数
とする因子関数γ（ｆ，Ｆ）に従って因子γを設定する。
【００４５】
　判定ユニット１４０は、因子γの測定値と、その目標値γtとの偏差δの大きさが、閾
値ε（＞０）未満であるか否かを判定する。因子γの目標値γtはマイクロコンピュータ
１０のメモリにより記憶保持されている。また、因子γの目標値γtはケース２０２に設
けられているボタン（図示略）を通じて、人間（ユーザ）の意思に応じて調節され得る。
【００４６】
　外力関数設定ユニット１５０は、合力Ｆの測定値及び因子目標値γtの積として外力目
標値ｆtを設定するとともに、外力ｆの設定値と外力目標値ｆtとが一致するように筋電位
ｘ及び外力ｆの関係を表す係数αを設定する。また、外力関数設定ユニット１５０は、因
子設定ユニット１３０による因子γの設定値及び係数αの設定値に基づき、基礎関数Ｆ（
ｘ，α，γ）に従って筋電位ｘの関数である外力関数ｆ（ｘ）を設定する。
【００４７】
　外力設定ユニット１６０は、筋電位測定ユニット１１０による筋電位ｘの測定値に基づ
き、外力関数設定ユニット１５０により設定された最新の外力関数ｆ（ｘ）に従って外力
ｆを設定する。
【００４８】
　モータ電流制御ユニット１７０は、外力設定ユニット１６０による外力ｆの設定値に応
じて、バッテリ２００からモータ２２０への供給電流を制御することで、モータ２２０か
ら装具２２２を介して脚体に与えられる外力ｆを制御する。
【００４９】
　前記構成の外力制御システム１００により実施される外力制御方法について図３及び図
４を用いて説明する。
【００５０】
　まず、ケース２０２に設けられているＯＮ／ＯＦＦスイッチ（図示略）がＯＦＦからＯ
Ｎに切り替えられると制御が開始され、外力関数ｆ（ｘ）の設定回数ｎが「０」にリセッ
トされるとともに（Ｓ１）、タイマ（図示略）の計測時間ｔが「０」にリセットされる（
Ｓ２）。
【００５１】
　また、筋電位測定ユニット１１０が伸筋側表面電極１１１及び屈筋側表面電極１１２の
それぞれを通じて、筋繊維の活動により生じ人間の歩行運動等に伴い変動する筋電位ｘの
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値を測定する（Ｓ３）。
【００５２】
　筋電位ｘには、伸筋側表面電極１１１を通じて測定される伸筋電位ｘi+（ｉ＝１（内側
広筋），２（外側広筋），３（大腿直筋））と、屈筋側表面電極１１２を通じて測定され
る屈筋電位ｘj-（ｊ＝１（半腱様筋），２（大腿二頭筋））とが含まれる。筋電位測定ユ
ニット１１０による伸筋電位ｘi+及び屈筋電位ｘj-の測定値は、伸筋側表面電極１１１及
び屈筋側表面電極１１２により検出された筋電信号が、フィルタ、増幅器を経た上でＡ／
Ｄ変換され、絶対値化された後、ローパスフィルタに通されたものである。
【００５３】
　また、外力設定ユニット１６０が、筋電位ｘ＝（ｘ1+，ｘ2+，ｘ3+，ｘ1-，ｘ2-）の測
定値に基づき、筋電位ｘを変数とする外力関数ｆ（ｘ）に従って外力ｆを設定する（Ｓ４
）。最初の外力関数ｆ（ｘ）は、経験則等に基づいて予め次式（１）のように設定され、
マイクロコンピュータ１０のメモリにより記憶保持されているものである。
【００５４】
　f(x)＝h(x,α)γt≡（Σiαi+xi+MAi+＋Σjαj-xj-MAj-）γt ..(1)。
【００５５】
　式（１）において係数α＝（α1+，α2+，α3+，α1-，α2-）は筋電位ｘ及び外力ｆの
関係を表すものである。また、係数αi+，αj-は正負が逆の係数であり、その比は例えば
αi+：αj-＝１：－１／３と設定されている。MAi+は伸筋のモーメントアーム、すなわち
、関節の回転中心と伸筋の骨への付着位置との距離であり当該関節の屈曲角度に応じて変
動する。同様に、MAj-は屈筋のモーメントアーム、すなわち、関節の回転中心と屈筋の骨
への付着位置との距離であり、当該関節の屈曲角度に応じて変動する。伸筋のモーメント
アームMAi+及び屈筋のモーメントアームMAj-は同等であると仮定されてもよい。
　さらにモータ電流制御ユニット１７０が、外力設定ユニット１６０による外力ｆの設定
値に応じて、モータ２２０の電流Ｉを制御する（Ｓ５）。これにより、モータ２２０の動
力が装具２２２を介して伝達され、人間の脚体に当該設定値に一致する外力（膝関節回り
の外的トルク）ｆが与えられる。
【００５６】
　また、合力測定ユニット１２０が、センサ１２１～１２７による基礎運動変数、すなわ
ち胸部の傾斜角度及び前後方向の加速度と、腰部の傾斜角度、前後方向の加速度及び上下
方向の加速度と、股関節角度と、膝関節角度との測定値に基づき、人間の挙動を表す逆動
力学モデルを用いて合力Ｆ、すなわち膝関節回りの内的トルク及び外的トルクの和を測定
する（Ｓ６）。逆動力学モデルを用いた合力Ｆの測定方法は、特開２００３－８９０８３
号公報等に開示されているものが採用されれば足りるので、本願明細書ではその詳細につ
いては説明を省略する。合力Ｆは、膝関節の伸展方向、すなわち、下腿部を前方に向かわ
せる方向を正として定義される。
【００５７】
　また、因子設定ユニット１３０がタイマの計測時間ｔが所定時間ｔn以上になったか否
かを判定する。所定時間ｔnは、ｔ0がｔi（ｉ≠０）より長いとか、ｔ0がｔi（ｉ≠０）
より短いとかいうように外力関数ｆ（ｘ）の設定回数ｎに応じて相違してもよく、当該回
数ｎとは無関係に同一であってもよい。この時間ｔが所定時間ｔn未満であると判定され
た場合（Ｓ７・・ＮＯ）、筋電位ｘの測定（Ｓ３）、外力ｆの設定（Ｓ４）、モータ電流
の制御（Ｓ５）及び合力Ｆの測定（Ｓ６）が繰り返し実行される。一方、この時間ｔが所
定時間ｔnに至ったと判定された場合（Ｓ７・・ＹＥＳ）、因子設定ユニット１３０が外
力ｆの設定値（Ｓ４参照）及び合力Ｆの測定値（Ｓ６参照）に基づき、次式（２）で表さ
れる因子関数γ（ｆ，Ｆ）に従って因子γを設定する（Ｓ８）。
【００５８】
　γ(f,F)＝f/F ..(2)。
【００５９】
　式（２）に従って設定される因子γは、合力Ｆを生じさせる際に人間の脚体に与えられ
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る外力ｆを定めるものであり、外力ｆにより動作が補助（アシスト）されることから「ア
シスト比」と呼ばれ得るものである。
【００６０】
　さらに判定ユニット１４０が外力関数ｆ（ｘ）の累積設定回数ｎが０であるか否かを判
定する（Ｓ９）。この回数ｎが０であると判定された場合（Ｓ９・・ＹＥＳ）、外力関数
設定ユニット１５０が、外力目標値ｆtを設定し（Ｓ１１）、筋電位ｘ及び外力ｆの関係
を表す係数αを設定し（Ｓ１２）、外力関数ｆ（ｘ）を設定する（Ｓ１３）。
【００６１】
　一方、この回数ｎが０ではないと判定された場合（Ｓ９・・ＮＯ）、判定ユニット１４
０が因子γの設定値とその目標値γtとの偏差δの大きさが閾値ε（＞０）以上であるか
否かを判定し（Ｓ１０（判定ステップ））、偏差δの大きさが閾値ε以上であると判定さ
れた場合（Ｓ１０・・ＹＥＳ）、外力関数設定ユニット１５０が、外力目標値ｆtを設定
し（Ｓ１１）、筋電位ｘ及び外力ｆの関係を表す係数αを設定し（Ｓ１２）、外力関数ｆ
（ｘ）を設定する（Ｓ１３）。偏差δには、一の時点における偏差、複数時点又は連続時
間にわたる平均偏差又は累積偏差等が含まれ得る。
【００６２】
　具体的には、外力関数設定ユニット１５０は合力（運動変数）Ｆの測定値Ｆ及び因子目
標値γtの積として外力目標値ｆtを設定する（Ｓ１１）。また、外力関数設定ユニット１
５０は外力ｆの最高設定値（Ｓ４参照）が外力目標値ｆt（Ｓ１１参照）の最高値ｆtmax

に一致するように、すなわち外力ｆの設定値が最高となるときの筋電位ｘの測定値、及び
因子γの測定値を用い、次式（３）で表される等式が成立するように係数α＝（α1+，α

2+，α3+，α1-，α2-）を設定する（Ｓ１２）。
【００６３】
　ftmax＝（Σiαi+xi+MAi+＋Σjαj-xj-MAj-）γt／（1－γ） ..(3)。
【００６４】
　そして、外力関数設定ユニット１５０は係数αの設定値と、因子γの測定値とに基づき
、次式（４）で表される基礎関数Ｆ（ｘ，α，γ）に従って、外力関数ｆ（ｘ）を設定す
る（Ｓ１３）。
【００６５】
　F(x,α,γ)＝h(x,α)γt／（1－γ）≡（Σiαi+xi+MAi+＋Σjαj-ｘj-MAj-）γt／（1
－γ） ..(4)。
【００６６】
　外力関数ｆ（ｘ）の設定後、その設定回数ｎが１つ増加され（Ｓ１４）、前記ＯＮ／Ｏ
ＦＦスイッチ（図示略）がＯＮからＯＦＦに切り替えられていない場合（Ｓ１５・・ＮＯ
）、タイマの計測時間ｔが０にリセットされ（Ｓ２）、筋電位ｘの測定（Ｓ３）以降の処
理が繰り返し実行される。
【００６７】
　図４に示されている前記外力制御方法の実験結果によれば、制御開始直後における外力
ｆの設定値（破線）が、外力関数ｆ（ｘ）の設定（Ｓ１２）によって、外力目標値ｆt（
実線）に徐々に近づいていくことが確認された。
【００６８】
　前記外力制御方法を実施する外力制御システム１００によれば、前記偏差δの大きさが
基準値ε以上であると判定された場合（Ｓ１０・・ＹＥＳ）、外力ｆの設定値（Ｓ４参照
）が外力目標値ｆt（Ｓ１１参照）に一致するように外力関数ｆ（ｘ）が設定される（Ｓ
１３）。また、外力関数ｆ（ｘ）は、外力ｆ及び合力Ｆの関係を表す因子γの設定値（Ｓ
８参照）と、筋電位ｘ及び外力ｆの関係を表す係数αの設定値（Ｓ１２参照）とに基づき
、基礎関数Ｆ（ｘ，α，γ）（式（４）参照）に従って設定される。
【００６９】
　これにより、表面電極１１１及び１１２と脚体との接触状態等に変化が生じた場合でも
、筋電位ｘ、外力ｆ及び合力Ｆの最新の関係に基づき、外力ｆと合力Ｆとの関係が因子目
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標値γtにより定まる目標関係（γt＝γ（ｆ，Ｆ）＝ｆ／Ｆ）に一致するように、外力ｆ
が筋電位ｘに基づいて制御され得る。
【００７０】
　また、最初の外力関数ｆ（ｘ）には、外力ｆ及び合力Ｆの現実の関係がまだ反映されて
いないため、外力ｆの最初の設定値が、外力ｆ及び合力Ｆの目標関係から離れたものとな
る蓋然性が高いことに鑑み、外力関数ｆ（ｘ）の設定回数ｎが「０」のとき、判定ステッ
プ（Ｓ１０）が省略されて外力関数ｆ（ｘ）が設定される。これにより、外力ｆ及び合力
Ｆの関係が当該目標関係に迅速に近づくように、外力ｆが制御され得る。
【００７１】
　なお、前記実施形態では外力制御の対象となる動物が人間であったが、他の実施形態と
して当該動物がサル、キリン等の哺乳類や魚類等、筋繊維の活動に伴って運動するあらゆ
る動物であってもよい。
【００７２】
　また、前記実施形態では複数（３つ）の伸筋電位ｘi+及び複数（２つ）の屈筋電位ｘj-

が測定されたが、他の実施形態として一の伸筋電位ｘ+及び一の屈筋電位ｘ-が測定されて
もよく、複数の伸筋電位ｘi+及び一の屈筋電位ｘ-が測定されてもよく、一の伸筋電位ｘ+

及び複数の屈筋電位ｘj-が測定されてもよい。また、これら３つの他の実施形態のそれぞ
れにおいて式（１）及び（４）に含まれる関数ｈ（ｘ，α）が次式（５）～（７）により
定義されてもよい。
【００７３】
　h(x,α)≡α+ｘ+MA+＋α-x-MA- ..(5)。
【００７４】
　h(x,α)≡Σiαi+xi+MAi+＋α-x-MA- ..(6)。
【００７５】
　h(x,α)≡α+x+MA+＋Σjαj-xj-MAj- ..(7)。
【００７６】
　さらに前記実施形態では合力測定ユニット１２０が膝関節角度センサ１２７等の出力、
ひいては膝関節角度、角速度等の「基礎運動変数」に基づいて運動変数としての合力Ｆ、
すなわち、内力（人間の随意的な膝関節トルク）及び外力（人間の脚体に与えられる膝関
節トルク）の和が測定されたが（Ｓ６参照）、他の実施形態として合力測定ユニット１２
０が人間の動作を撮影するカメラ（図示略）の映像に基づき外力Ｆが測定される等、さま
ざまな方法で外力Ｆ（運動変数）が測定されてもよい。
【００７７】
　前記実施形態では人間の随意により脚体に生じる膝関節回りの内的トルク（内力）と、
モータ２２０により装具２２２を介して脚体に与えられる膝関節回りの外的トルク（外力
）との和である合力Ｆが「運動変数」として測定されたが、他の実施形態として股関節、
足関節、肘関節、肩関節等、膝関節以外の関節回りの内的トルク及び外的トルクの合トル
クや、膝関節等の関節角度、関節角速度、関節角加速度、関節トルクの変化率、又はこれ
らの組合せ等が「運動変数」として測定されてもよい。
【００７８】
　前記実施形態では式（２）で表される形の因子関数γ（ｆ，Ｆ）＝ｆ／Ｆに従って因子
γが設定（算出）されたが（Ｓ８）、他の実施形態としてこれとは異なる形の外力ｆ及び
合力Ｆの因子関数γ（ｆ，Ｆ）に従って因子γが設定されてもよい。
【００７９】
　前記実施形態では因子γの設定（Ｓ８）に際して外力ｆの設定値（Ｓ４参照）が用いら
れたが、他の実施形態として装具２２２に取り付けられたひずみゲージ（図示略）の出力
や、モータ２２０の電流を測定する電流センサ（図示略）等の出力に基づき外力ｆが測定
され、因子γの設定に際して外力ｆの測定値が用いられてもよい。当該他の実施形態によ
れば、外力ｆの測定値に基づいて因子γが設定されるので、外力ｆの測定値に生じうる外
力ｆの設定値との偏差の影響を解消して人間の脚体に与える外力ｆが制御され得る。
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【００８０】
　前記実施形態ではタイマの計測時間ｔが所定時間ｔnに達するごとに因子γが設定（算
出）されたが（Ｓ７，Ｓ８参照）、他の実施形態として外力制御システム１００が、脚体
下部の上下方向の加速度に応じた信号を出力する脚部上下加速度センサと、脚部上下加速
度センサの出力に基づいて脚体の接地回数を計測するカウンタとを備え、因子設定ユニッ
ト１３０がカウンタによる計測回数が所定回数に達するごとに因子γが設定（算出）され
てもよい。
【００８１】
　前記実施形態では外力関数ｆ（ｘ）の設定回数ｎが０である場合は判定ステップ（Ｓ１
０）が省略されたが、他の実施形態として当該回数ｎとは無関係に（回数ｎが０であって
も）判定ステップが実行されてもよい。
【００８２】
　前記実施形態では外力ｆの最高設定値が外力目標値ｆtの最高値ｆtmaxに一致するよう
に係数αが設定されたが（Ｓ１１，Ｓ１２参照）、他の実施形態として外力ｆの設定値の
一定期間又は複数時点における外力ｆの設定値の平均値や累積値が一定期間又は複数時点
における外力目標値ｆtの平均値や累積値に一致するように係数αが設定されてもよい。
【００８３】
　本発明の他の実施形態として、胸部ジャイロセンサ１２１、胸部前後加速度センサ１２
２、腰部ジャイロセンサ１０３、腰部前後加速度センサ１２４及び腰部上下加速度センサ
１２５が省略されるとともに、外力制御システム１００が、股関節角度センサ１２６の出
力及び膝関節角度センサ１２７の出力に基づき、人間の運動状態を判定する運動状態判定
ユニットを備え、また、合力測定ユニット１２０が、運動状態判定ユニットにより判定さ
れた運動状態に基づき、メモリにその運動状態と対応付けられて記憶保持されている合力
Ｆを読み取ってもよい（測定してもよい）。
【００８４】
　当該他の実施形態において、運動状態の具体的な判定方法としては、特開２００３－１
１６８９３号公報等により開示されているものが採用されれば足りるので、本願明細書で
はその詳細については説明を省略する。運動状態判定ユニットは、当該方法に従って人間
の運動状態が、人間が平地又は傾斜がほとんど無視できるようななだらかな地面を歩行し
ている「平地歩行状態」、階段や坂道を下がる「下降歩行状態」。階段や坂道を上がる「
上昇歩行状態」、椅子から立ち上がる「椅子立ち上がり状態」及び起立状態から椅子に座
る「椅子座り状態」等、複数の運動状態のうちいずれであるかを判定する。
【００８５】
　本発明の他の実施形態として、外力制御システム１００が運動状態判定ユニットを備え
、運動状態判定ユニットにより判定された運動状態に基づき、運動状態ごとに設定され、
メモリにより記憶保持されている基礎関数Ｆ（ｘ，α，γ）に従って外力関数ｆ（ｘ）を
設定してもよい（Ｓ１２）。また、さらに他の実施形態として、外力制御システム１００
が運動状態判定ユニットを備え、判定ユニット１４０が運動状態判定ユニットにより判定
された運動状態に従って、運動状態ごとに設定され、メモリにより記憶保持されている因
子目標値γtに基づき判定を行い（Ｓ１０）、外力関数設定ユニット１５０が運動状態判
定ユニットにより判定された運動状態に従って、運動状態ごとに設定された因子目標値γ

tに基づき係数αを設定した上で外力関数ｆ（ｘ）を設定してもよい（Ｓ１１，Ｓ１２）
。
【００８６】
　当該実施形態によれば、ユーザ（人間）の運動状態に鑑みて、ユーザの脚体に与えられ
る外力ｆを適切なものとすることができる。
【００８７】
　本発明の他の実施形態として判定ユニット１４０が、偏差δの正負の別に応じて異なる
閾値εによって、偏差δの大きさが閾値ε未満であるか否かを判定してもよい。当該実施
形態によれば、因子γの設定値とその目標値γtとの偏差δの正負に応じて、外力ｆを受
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けている動物の運動の不安定の程度が異なるような場合、この相違に鑑みて動物の運動が
安定になるように外力ｆが制御され得る。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の一実施形態における外力制御システムの構成説明図。
【図２】筋電位測定方法の説明図。
【図３】本発明の一実施形態における外力制御方法の説明図。
【図４】本発明の一実施形態における外力制御方法の実験結果の説明図。
【図５】本発明の他の実施形態における外力制御システムの構成説明図。
【符号の説明】
【００８９】
　１０・・マイクロコンピュータ、１００‥外力制御システム、１１０‥筋電位測定ユニ
ット、１１１‥伸筋側表面電極、１１２‥屈筋側表面電極、１２０‥合力測定ユニット（
運動変数測定手段）、１２１‥胸部ジャイロセンサ、１２２‥胸部前後加速度センサ、１
２３‥腰部ジャイロセンサ、１２４‥腰部前後加速度センサ、１２５‥腰部上下加速度セ
ンサ、１２６‥股関節角度センサ、１２７‥膝関節角度センサ、１２８・・床反力センサ
、１３０‥因子設定ユニット、１４０‥判定ユニット、１５０‥外力関数設定ユニット、
１６０・・外力設定ユニット、１７０・・モータ電流制御ユニット、２００・・バッテリ
、２０２・・ケース、２２０・・モータ（原動機）、２２２・・サポータ（装具）。

【図１】 【図２】
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