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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の歩行動作を構成する各歩行フェイズに応じた動力を当該装着者に付与する装着
式動作補助装置と連携して動作する歩行訓練装置であって、
　前記装着者を吊り上げて、当該装着者の体の傾きを検出しながら足への荷重を免荷する
免荷装置と、
　前記装着者の歩行にあわせて移動可能な移動手段と、
　前記装着式動作補助装置により検出された前記装着者の重心位置の所定領域からのずれ
と、前記免荷装置により検出された前記装着者の体の傾きとのいずれか一方または両方に
基づいて、前記移動手段の移動速度及び／又は前記免荷装置による免荷量を制御する制御
部と、を備え、
　前記制御部は、前記装着式動作補助装置から取得した前記装着者の歩行速度に基づいて
、前記移動手段の移動速度を制御する歩行訓練装置。
【請求項２】
　前記移動手段は、ローラの回転により循環するように移動する歩行ベルトを有するトレ
ッドミルであり、
　前記制御部は、前記ローラを回転させるモータを制御することを特徴とする請求項１に
記載の歩行訓練装置。
【請求項３】
　前記移動手段は車輪を有し、前記免荷装置とともに移動することができ、
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　前記制御部は、前記車輪を回転させるモータを制御することを特徴とする請求項１に記
載の歩行訓練装置。
【請求項４】
　前記車輪は、天井に設けられたレールに沿って移動することを特徴とする請求項３に記
載の歩行訓練装置。
【請求項５】
　装着者の歩行動作を構成する各歩行フェイズに応じた動力を当該装着者に付与する装着
式動作補助装置と、当該装着式動作補助装置と連携して動作する歩行訓練装置とを備える
歩行訓練システムであって、
　前記装着式動作補助装置は、
　前記装着者に対して動力を付与する駆動源と、
　前記装着者の筋活動に伴い皮膚表面に生ずる生体電位信号に基づく前記装着者の意思に
従った動力を前記駆動源に発生させるための第１指令信号を生成する第１制御手段と、
　前記装着者の動作に応じた関節角度及び重心位置に基づいて、前記装着者の歩行タスク
に応じた歩行フェイズをそれぞれ特定し、前記各歩行フェイズに対応する動力を前記駆動
源に発生させるための第２指令信号を生成する第２制御手段と、
　前記第１指令信号及び前記第２指令信号を合成した合成指令信号に基づいて駆動電流を
生成し、前記駆動源に供給する生成手段と、
　前記装着者の歩行速度を算出する算出手段と、を備え、
　前記歩行訓練装置は、
　前記装着者を吊り上げて、当該装着者の体の傾きを検出しながら足への荷重を免荷する
免荷装置と、
　前記装着者の歩行にあわせて移動可能な移動手段と、
　前記装着式動作補助装置により検出された前記装着者の重心位置の所定領域からのずれ
と、前記免荷装置により検出された前記装着者の体の傾きとのいずれか一方または両方に
基づいて、前記移動手段の移動速度及び／又は前記免荷装置による免荷量を制御する制御
部と、を備え、
　前記制御部は、前記装着式動作補助装置の前記算出手段から取得した前記装着者の歩行
速度に基づいて、前記移動手段の移動速度を制御することを特徴とする歩行訓練システム
。
【請求項６】
　前記算出手段は、
　前記装着者の足の長さと前記装着者の関節の角度の変遷とから求めた歩幅と、前記装着
者の足が地面から離れてから着地するまでの時間とに基づいて、前記歩行速度を算出する
ことを特徴とする請求項５に記載の歩行訓練システム。
【請求項７】
　前記装着式動作補助装置は、
　前記装着者の足に沿って装着され、互いに屈曲可能に連結された第１フレーム及び第２
フレームと、
　前記第１フレームに設けられ、前記装着者の腿部にあてがわれる第１カフと、
　前記第２フレームに設けられ、前記装着者の膝下部にあてがわれる第２カフと、
　を備えることを特徴とする請求項５又は６に記載の歩行訓練システム。
【請求項８】
　前記第１カフは、前記装着者の腿部の後ろ側にあてがわれるように設けられ、前記第２
カフは、前記装着者の膝下部の前側にあてがわれるように設けられることを特徴とする請
求項７に記載の歩行訓練システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は歩行訓練装置及びシステムに係り、特に装着者の動作を補助又は代行する装着
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式動作補助装置と連携して動作する歩行訓練装置、及び装着式動作補助装置と歩行訓練装
置とを備える歩行訓練システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　身体障害者や高齢者にとっては、健常者であれば簡単に行える動作でも非常に困難であ
る場合が多い。このため、今日では、これらの人達の動作を補助又は代行するために、種
々のパワーアシスト装置の開発が進められている。
【０００３】
　パワーアシスト装置としては、例えば、利用者（以下「装着者」という）に装着される
装着式動作補助装置（以下、単に「動作補助装置」という）が知られている（例えば特許
文献１参照）。この動作補助装置は、装着者の筋活動に伴う筋電位信号を検出する筋電位
センサ（生体信号検出手段）と、装着者の各関節の角変位を検出する関節角度検出手段と
、装着者にアシスト力としてのトルクを付与する駆動モータ等の駆動源と、当該駆動源を
制御する制御手段とを備える。
【０００４】
　この動作補助装置では、筋電位センサによる検出結果と、関節角度検出手段による検出
結果とに基づいて、制御手段が駆動モータを適宜制御することにより、装着者の意思に応
じかつ動作に適したトルクを当該装着者に付与することができる。これにより、例えば、
歩行動作に不自由を感じる人の歩行動作をアシストすることができる。
【０００５】
　また、これまでに、歩行動作が困難な人の体幹を支えつつ、下肢に外的に力を付与して
動作させ、他動的に歩行のような動作をさせる歩行訓練システムが開発されているが、装
着者の随意的な動作を促すものではなく、いずれのシステムにおいても患者の下肢にある
程度の筋力があることが前提となっており、自力運動が困難な患者の歩行訓練には利用で
きなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２３００９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、装着者の動作を補助又は代行する装着式動作補助装置と連携して動作し、下
肢の自力動作が困難な患者であっても安全に歩行訓練を行うことができる歩行訓練装置、
及びこの歩行訓練装置と装着式動作補助装置とを備えた歩行訓練システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様による歩行訓練装置は、
　装着者の歩行動作を構成する各歩行フェイズに応じた動力を当該装着者に付与する装着
式動作補助装置と連携して動作する歩行訓練装置であって、
　前記装着者を吊り上げて、当該装着者の体の傾きを検出しながら足への荷重を免荷する
免荷装置と、
　前記装着者の歩行にあわせて移動可能な移動手段と、
　前記装着式動作補助装置により検出された前記装着者の重心位置の所定領域からのずれ
と、前記免荷装置により検出された前記装着者の体の傾きとのいずれか一方または両方に
基づいて、前記移動手段の移動速度及び／又は前記免荷装置による免荷量を制御する制御
部と、を備え、
　前記制御部は、前記装着式動作補助装置から取得した前記装着者の歩行速度に基づいて
、前記移動手段の移動速度を制御する。
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【００１２】
　本発明の一態様による歩行訓練システムにおいては、前記移動手段は、ローラの回転に
より循環するように移動する歩行ベルトを有するトレッドミルであり、前記制御部は、前
記ローラを回転させるモータを制御することが好ましい。
【００１３】
　本発明の一態様による歩行訓練システムにおいては、前記移動手段は車輪を有し、前記
免荷装置とともに移動することができ、前記制御部は、前記車輪を回転させるモータを制
御することが好ましい。
【００１４】
　本発明の一態様による歩行訓練システムにおいては、前記車輪は、天井に設けられたレ
ールに沿って移動することが好ましい。
【００１５】
　本発明の一態様による歩行訓練システムは、
　装着者の歩行動作を構成する各歩行フェイズに応じた動力を当該装着者に付与する装着
式動作補助装置と、当該装着式動作補助装置と連携して動作する歩行訓練装置とを備える
歩行訓練システムであって、
　前記装着式動作補助装置は、
　前記装着者に対して動力を付与する駆動源と、
　前記装着者の筋活動に伴い皮膚表面に生ずる生体電位信号に基づく前記装着者の意思に
従った動力を前記駆動源に発生させるための第１指令信号を生成する第１制御手段と、
　前記装着者の動作に応じた関節角度及び重心位置に基づいて、当該装着者の歩行タスク
に応じた歩行フェイズをそれぞれ特定し、前記各歩行フェイズに対応する動力を前記駆動
源に発生させるための第２指令信号を生成する第２制御手段と、
　前記第１指令信号及び前記第２指令信号を合成した合成指令信号に基づいて駆動電流を
生成し、前記駆動源に供給する生成手段と、
　前記装着者の歩行速度を算出する算出手段と、を備え、
　前記歩行訓練装置は、
　前記装着者を吊り上げて、当該装着者の体の傾きを検出しながら足への荷重を免荷する
免荷装置と、
　前記装着者の歩行にあわせて移動可能な移動手段と、
　前記装着式動作補助装置により検出された前記装着者の重心位置の所定領域からのずれ
と、前記免荷装置により検出された前記装着者の体の傾きとのいずれか一方または両方に
基づいて、前記移動手段の移動速度及び／又は前記免荷装置による免荷量を制御する制御
部と、を備え、
　前記制御部は、前記装着式動作補助装置の前記算出手段から取得した前記装着者の歩行
速度に基づいて、前記移動手段の移動速度を制御することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の一態様による歩行訓練システムにおいては、前記算出手段は、前記装着者の足
の長さと前記装着者の関節の角度の変遷とから求めた歩幅と、前記装着者の足が地面から
離れてから着地するまでの時間とに基づいて、前記歩行速度を算出することが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、下肢の自力動作が困難な患者であっても安全に歩行訓練を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る歩行訓練システムの外観斜視図である。
【図２】同実施形態に係る歩行訓練システムのブロック構成図である。
【図３】装着者の動作を分類するタスクの例を示す図である。
【図４】歩行中の重心移動の例を示す図である。
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【図５】装着者を後側からみた斜視図である。
【図６】装着者の歩行フェイズを示す図である。
【図７】同実施形態に係る歩行訓練システムを利用して歩行訓練を行う方法を説明するフ
ローチャートである。
【図８】第１変形例による歩行訓練システムの外観斜視図である。
【図９】第２変形例による歩行訓練システムの外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態に係る歩行訓練システム１０の外観斜視図である。また、図
２は、歩行訓練システム１のブロック構成図である。図１及び図２に示すように、歩行訓
練システム１は、装着者Ｐの動作を補助する装着式動作補助装置１００と、装着者Ｐが歩
行訓練を行うための歩行訓練装置２００とを備えている。ここで装着者Ｐとは、装着式動
作補助装置１００を装着した人間をいう。装着式動作補助装置１００と歩行訓練装置２０
０とは有線及び／又は無線により通信可能に接続されているものとする。
【００２１】
　まず、歩行訓練装置２００について説明する。歩行訓練装置２００は、トレッドミル２
１０と、装着者Ｐの足にかかる荷重（体重）を免荷する免荷装置２２０とを備えている。
トレッドミル２１０は、ローラ２１１及び２１２の回転により循環するように移動する歩
行ベルト２１３を有する。歩行ベルト２１３は水平に設置されている。モータ２１８（図
２参照）はベルト等によりローラ２１１に接続されており、ローラ２１１を回転させるこ
とができる。ローラ２１１の回転速度を変化させることで、歩行ベルト２１３の速度を変
えることができる。また、歩行ベルト２１３は、坂の様に前後方向に傾斜して設置されて
いても良い。坂を急にすることで歩行運動の負荷を大きく、水平に近づけることで負荷を
小さく調節することができる。
【００２２】
　歩行ベルト２１３の左右（図１における手前側と後側）にはフレーム２１４によって上
端部が連結された２つの支柱２１５が設けられている。また、支柱２１５の中段部には、
アームフレーム２１６が設けられており、装着者Ｐはアームフレーム２１６を握ることで
、歩行訓練時の姿勢を安定化させることができる。
【００２３】
　アームフレーム２１６に荷重センサを取り付け、装着者Ｐがアームフレーム２１６にど
の程度体重をかけて歩行しているか検知できるようにしてもよい。荷重センサには、例え
ば、歪みセンサ（ストレインゲージ）を用いることができる。歪みセンサは、アームフレ
ーム２１６に荷重がかかった際の歪みから、荷重を求める。このような荷重センサをアー
ムフレーム２１６に取り付けることで、歩行時の装着者Ｐの重心の移動をより正確に検出
することができる。
【００２４】
　免荷装置２２０は、例えば吊り上げ用のハーネスを有し、一端がフレーム２１４に連結
され、他端が装着者Ｐ又は装着式動作補助装置１００に連結され、サーボモータ２２１（
図２参照）によりハーネスを持ち上げる。サーボモータ２２１がどの程度ハーネスを持ち
上げるかで、装着者Ｐの足にかかる荷重の免荷量が決定する。ハーネスの持ち上げ量が大
きい程、免荷量が大きくなり、装着者Ｐの足にかかる荷重は小さくなる。
【００２５】
　免荷装置２２０の吊り上げ用ハーネスは、装着者Ｐ及び装着式動作補助装置１００の両
方に連結されていてもよい。
【００２６】
　また、歩行訓練装置２００には、モータ２１８によるローラ２１１の回転速度や、免荷
装置２２０による免荷量を調節できる入力部２３０（図２参照）が設けられている。この
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入力部２３０により、装着者Ｐが、歩行ベルト２１３の速度や、足にかかる荷重を調節す
ることができる。例えば、入力部２３０を用いて、歩行ベルト２１３の速度を、装着者Ｐ
の歩行速度と同じ（同程度）に設定することができる。また、歩行ベルト２１３の速度を
、装着者Ｐの歩行速度と比較してどの程度速くするか設定できるようにしてもよいし、ど
の程度遅くするか設定できるようにしてもよい。更に、現在の設定速度よりも遅く、また
は、早くするように設定できるようにしてもよい。
【００２７】
　次に、装着式動作補助装置１００について、図２を用いて説明する。装着式動作補助装
置１００は、生体電位信号検出手段１０１、関節角度検出手段１０３、重心位置検出手段
１０４、制御装置１１０、駆動信号生成手段１３１、及び駆動源（アクチュエータ）１３
２を備える。
【００２８】
　生体電位信号検出手段１０１は、装着者Ｐが発生する筋力に応じた筋電位を検出する。
人が動こうとした場合には、その意思は電気信号となり体内の神経を通じて脳から筋肉へ
伝達される。このとき、生体電位信号検出手段１０１は、皮膚表面に生じる生体電位信号
を検出する。
【００２９】
　関節角度検出手段１０３は、装着者Ｐの動作に応じた関節角度を検出し、制御装置１１
０へ出力する。
【００３０】
　重心位置検出手段１０４は、装着者Ｐの動作に応じた重心位置を検出し、制御装置１１
０へ出力する。
【００３１】
　制御装置１１０は、随意制御手段１１１、自律制御手段１１２、データ格納手段１１３
及び指令信号合成手段１１４を有する。
【００３２】
　随意制御手段１１１は、生体電位信号検出手段１０１により検出された生体電位信号（
筋電位信号）に対して、フィルタ処理（スムージング処理）及び増幅を含む信号処理を行
う。そして、随意制御手段１１１は、信号処理を施した生体電位信号を用いて、装着者Ｐ
の意思に従った動力を駆動源（アクチュエータ）１３２に発生させるための随意指令信号
を生成する。
【００３３】
　データ格納手段１１３は、装着者Ｐのタスクのフェイズを特定するための基準パラメー
タデータベースと、特定されたフェイズに応じて装着者Ｐの動きをアシストするためのア
シストパラメータとを格納する。タスクとは、人間の主要な動作パターンを分類したもの
である。フェイズとは、各タスクを構成する一連の最小動作単位である。
【００３４】
　図３に、基準パラメータデータベースに格納される各タスク及び各フェイズの一例を示
す。
【００３５】
　図３に示されるように、装着者Ｐの動作を分類するタスクとしては、例えば、座位状態
から立位状態に移行する立ち上がり動作データを有するタスクＡと、立ち上がった装着者
Ｐが歩行する歩行動作データを有するタスクＢと、立った状態から座位状態に移行する座
り動作データを有するタスクＣと、立った状態から階段を昇り降りする階段昇降動作デー
タを有するタスクＤとが、基準パラメータデータベースに格納されている。
【００３６】
　そして、各タスクには、複数のフェイズデータが設定されており、例えば、歩行動作の
タスクＢには、左脚に重心を置いて立脚した状態から右脚を前に振り出そうとするときの
動作データ（関節角度や重心位置の軌跡、トルクの変動、生体電位信号の変化など）を有
するフェイズＢ１と、右脚を前に出した状態から着地して重心を移すときの動作データを



(7) JP 5936233 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

有するフェイズＢ２と、右脚に重心を置いて立脚した状態から左脚を前に振り出そうとす
るときの動作データを有するフェイズＢ３と、左脚を右脚の前に出した状態から着地して
重心を移すときの動作データを有するフェイズＢ４と、が設定されている。
【００３７】
　このように、人間の一般的な動作を分析すると、各フェイズにおける各関節の角度や重
心の移動等の典型的な動作パターンが決まっていることが分かる。そこで、人間の多数の
基本動作（タスク）を構成する各フェイズについて、典型的な関節角度の変位や重心移動
の状態等を経験的に求め、それらを基準パラメータデータベースに格納しておく。
【００３８】
　また、各フェイズについては、複数のパターンのアシストパターンが割り当てられてお
り、同じフェイズでも各アシストパターンで異なったアシストがされる。
【００３９】
　例えば、人間は体の大きさや、筋力の状態などにより、また、歩行速度などによって、
異なる歩行パターンを有している。また、動作の目的（例えば、リハビリ目的、トレーニ
ング目的、歩様の改善目的、動作（力の）補助目的等）によっても歩行パターンが異なる
。また、リハビリ目的であっても、対象となる人の障害の度合いや、リハビリの進み具合
によって、適した動作パターンは異なる。
【００４０】
　そのため、目的とする動作パターンに適したアシストも異なる。そこで、目的とする動
作パターンに適したアシストに応じて、複数のアシストパターンの中から、最適なアシス
トパターンを選択できるように、各フェイズについて多数のアシストパターンが割り当て
られている。
【００４１】
　自律制御手段１１２は、関節角度検出手段１０３により検出された関節角度及び重心位
置検出手段１０４により検出された重心位置等の装着者の動作の状態をあらわすパラメー
タと、データ格納手段１１３に格納された基準パラメータとを比較して、装着者１の動作
のタスク及びフェイズを特定する。自律制御手段１１２は、装着者の動作の状態に応じて
フェイズを特定したら、そのフェイズに割り当てられたアシストパターンの中から、予め
設定された目的に応じて、最適なアシストパターンを選択し、このアシストパターンに応
じた動力を駆動源（アクチュエータ）１３２に発生させるための自律指令信号を生成する
。
【００４２】
　指令信号合成手段１１４は、随意制御手段１１１により生成された随意指令信号と、自
律制御手段１１２により生成された自律指令信号とを合成し、合成指令信号を駆動信号生
成手段１３１へ出力する。随意指令信号と自律指令信号との合成比を各タスクのフェイズ
毎に予め設定してデータ格納手段１１３に格納しておいてもよい。
【００４３】
　合成指令信号は、動作の開始から終了まで変化する随意的制御による動力と、フェイズ
毎に自律的制御による動力とを合成した動力を駆動源１３２に発生させる波形を有する。
【００４４】
　駆動信号生成手段１３１は、合成指令信号に応じた駆動信号（駆動電流）を生成し、駆
動源１３２に供給することにより、駆動源１３２を駆動する。駆動源１３２は、駆動信号
に応じたアシスト力（動力）を装着者Ｐに付与する。
【００４５】
　また、制御装置１１０の算出手段（図示せず）は、装着者Ｐの足の長さ及び関節角度検
出手段１０３により検出された関節角度の変遷から歩幅を求め、この歩幅と、足が地面か
ら離れてから着地するまでの時間とから、歩行速度を算出する。制御装置１１０は、算出
した歩行速度に基づく速度で歩行ベルト２１３が動くように、モータ２１８を制御するこ
とができる。
【００４６】
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　さらに、制御装置１１０は、重心位置検出手段１０４によって検出された重心位置に基
づいて、免荷装置２２０の免荷量を制御することができる。例えば、制御装置１１０は、
重心位置が所定の領域から外れた場合、装着者Ｐの体が大きく傾いたと判断して、免荷装
置２２０の免荷量が大きくなるようにサーボモータ２２１を制御し、装着者Ｐを持ち上げ
る。これにより、装着者Ｐの姿勢を安定化させることができる。また、重心位置検出手段
１０４による重心位置の検出が困難な場合、例えば後述する靴５１、５２の中敷センサ及
びスタビライザ５３の底部の荷重センサが荷重を検出することが困難な場合、吊り上げ過
ぎと判断し、免荷量が小さくなるようにサーボモータ２２１を制御する。
【００４７】
　また、制御装置１１０は、重心位置検出手段１０４によって検出された重心位置に基づ
いて、歩行ベルト２１３の速度を制御することができる。例えば、制御装置１１０は、重
心位置が所定の領域よりも前方にずれてしまった場合には、装着者Ｐが前方に傾いている
、すなわち、歩行ベルト２１３の速度に比べて装着者Ｐの歩行速度の方が速いと判断し、
歩行ベルト２１３の速度を速くする。逆に、重心位置が所定の領域よりも後方にずれてし
まった場合には、装着者Ｐが後方に傾いていると判断し、歩行ベルト２１３の速度を遅く
する。
【００４８】
　また、重心位置が所定の領域を離れて左右にぶれている場合には、装着者Ｐの歩行が不
安定になっていると判断し、装着者Ｐの安全に配慮して、歩行ベルト２１３の速度を徐々
に遅くするとともに、免荷量を徐々に大きくする。
【００４９】
　ここでいう「所定の領域」とは、歩行動作中に重心位置が推移すべき領域であって、多
数の者の歩行パターンをモニタリングして経験的に求められる理想的な領域を適用するこ
ともできるし、装着者Ｐの歩行動作の習熟度に応じて個別に領域を設定できるようにして
も良い。
【００５０】
　例えば、装着者Ｐが安定した歩行を行う際に重心位置が推移する領域、すなわち上述の
「所定の領域」は、図４（ａ）に示す２本の破線の間の領域であり、この領域内に重心位
置（実線）があれば、装着者Ｐの歩行は安定していると判断できる。
【００５１】
　図４（ｂ）は、重心位置が「所定の領域」を外れ装着者Ｐの歩行が不安定な場合に、免
荷装置２２０の免荷量や歩行ベルト２１３の速度を制御して、歩行を安定化させる例を示
している。図４（ｂ）の地点Ａ１のように、足よりも重心が外側にずれている場合は、ス
ラビライザ５３の方にほとんどの荷重がかかり、体が左右にぶれ過ぎていると判断できる
。また、地点Ａ２のように、重心移動のタイミングが先にずれている場合は、体が前のめ
りぎみになっており、歩行ベルト２１３の速度が遅すぎると判断できる。このような判断
に基づいて、地点Ａ３において免荷装置２２０の免荷量や歩行ベルト２１３の速度を制御
することで、以降の装着者Ｐの歩行を安定化させることができる。
【００５２】
　また、装着者Ｐの歩行が安定している状態が持続していることが確認されたら（例えば
、１分以上又は２０歩以上など予め設定された所定の期間、重心移動が上記所定の領域内
で推移している場合）、徐々に免荷量を小さくしたり、徐々に歩行ベルト２１３の速度を
上げたりするように制御することで、装着者Ｐに対する歩行の負荷を徐々に上げていき、
歩行訓練をすることができる。
【００５３】
　免荷装置２２０が、吊り上げている装着者Ｐの体の傾きを検出できる場合は、制御装置
１１０が、免荷装置２２０により検出された装着者Ｐの体の傾きに基づいて免荷量を制御
するようにしてもよい。例えば、装着者Pの体幹部にジャイロセンサー等の傾き検出手段
を取り付け、この検出信号に基づいて、装着者Ｐの体が傾いているか否か判断する。
【００５４】
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　図５は、装着者Ｐを後側からみた斜視図である。装着式動作補助装置１００は、例えば
、骨格筋の筋力低下により歩行が不自由な下肢運動機能障害者、又は、歩行運動のリハビ
リを行う患者などのように自力歩行が困難な人の歩行動作を補助（アシスト）する装置で
あり、脳からの信号により筋力を発生させる際に生じる生体信号（表面筋電位）を検出し
、検出した生体信号に基づいてアクチュエータからの駆動力を装着者Ｐに付与するように
作動する。
【００５５】
　装着式動作補助装置１００を装着した装着者Ｐは、自らの意思で歩行動作を行おうとす
ると、その際に発生した生体信号に応じて歩行動作に必要な駆動トルクがアシスト力とし
て動作補助装置１００から付与される。従って、装着者Ｐは、自身の筋力が足りず歩行す
ることができない場合であっても、自らの意思に基づく生体信号に応じて、アクチュエー
タから付与される駆動トルクとの合力によって、脚を動かして歩行することができる。
【００５６】
　その際、動作補助装置１００は、歩行動作に伴う重心の移動に応じて付与されるアシス
ト力が装着者Ｐの意思を反映するように制御している。そのため、動作補助装置１００の
アクチュエータは、装着者Ｐの意思に反するような負荷を与えないように制御されており
、装着者Ｐの動作を妨げない。
【００５７】
　図５に示すように、動作補助装置１００は、腰部フレーム１０、脚部フレーム１１～１
４、締結ベルト２１～２４、パワーユニット３１～３４、筋電位センサ４１～４４、靴５
１、５２及びコントロールユニット６０を有する。また、動作補助装置１００は、パワー
ユニット３１～３４やコントロールユニット６０等に電力を供給する電源（図示せず）を
備える。電源は腰部フレーム１０に取り付けることができる。
【００５８】
　腰部フレーム１０は、装着者Ｐの腰回りを支持するためのフレームであり、装着者１の
胴体に固定される。
【００５９】
　腰部フレーム１０には、パワーユニット３１、３２が腰部フレーム１０に対して回動自
在となるように連結されている。パワーユニット３１、３２は、脚部フレーム１１、１２
を介してパワーユニット３３、３４に連結される。パワーユニット３３、３４は、脚部フ
レーム１１、１２に対して回動自在となるように連結されている。
【００６０】
　靴５１、５２は、フレーム１３、１４を介してパワーユニット３３、３４に連結される
。
【００６１】
　パワーユニット３１～３４は、大腿、下腿それぞれの関節（股関節、膝関節）に該当す
る部分に設けられる。フレーム１１、１２は装着者Ｐの腿外側に沿うように設けられ、フ
レーム１３、１４は装着者Ｐの脛外側に沿うように設けられる。従って、フレーム１１～
１４は、装着者１の脚と同じ動作を行えるように構成されている。
【００６２】
　フレーム１１、１２は締結ベルト２１、２２により、装着者Ｐの腿に締結される。また
、フレーム１３、１４は締結ベルト２３、２４により、装着者Ｐの膝下に締結される。
【００６３】
　パワーユニット３１～３４は、駆動モータを含み、駆動モータの回転軸が、ギヤを介し
て被駆動側となるフレーム１１～１４に駆動トルクを伝達する。この駆動トルクは、締結
ベルト２１～２４を介して装着者１の脚にアシスト力として伝達される。
【００６４】
　駆動モータは、関節角度を検出する角度センサを有する。角度センサは、例えば、関節
角度に比例したパルス数をカウントするロータリエンコーダにより構成される。角度セン
サは検出した関節角度をコントロールユニット６０へ出力する。
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【００６５】
　パワーユニット３１～３４は、図２における関節角度検出手段１０３、駆動信号生成手
段１３１及び駆動源１３２に相当する。
【００６６】
　筋電位センサ４１、４２は、装着者Ｐの尻に貼着され、大殿筋等の股関節の伸展にかか
る筋肉の表面筋電位を検出する。
【００６７】
　筋電位センサ４３、４４は、装着者１の膝上後側に貼着され、大腿二頭筋等の膝関節の
屈曲にかかる筋肉の表面電位を検出する。
【００６８】
　また、図示していないが、装着者Ｐの腿の付け根部分前側に貼着され、大腿直筋の等の
股関節の屈曲にかかる筋肉の表面筋電位を検出する筋電位センサ、及び、装着者Ｐの膝上
前側に貼着され、外側広筋又は内側広筋等の膝関節の伸展にかかる筋肉の表面筋電位を検
出する筋電位センサも設けられている。
【００６９】
　筋電位センサは、検出した筋電位をコントロールユニット６０へ出力する。筋電位セン
サ４１～４４は、生体電位信号検出手段１０１に相当する。
【００７０】
　靴５１、５２には中敷センサ（図示せず）が設けられている。中敷センサは、例えば、
右脚、左脚の前側、後側に対する反力を検出する反力センサを含む。反力センサは、例え
ば、印加された荷重に応じた電圧を出力する圧電素子からなり、重心位置等を検出するこ
とができる。中敷センサは、検出結果をコントロールユニット６０へ出力する。
【００７１】
　また、靴５１、５２の外側部には足関節の内反を防ぐスタビライザ５３が設けられてい
る。さらに、スタビライザ５３の底部には、フレーム１１～１４を介して地面（床）にか
かる荷重を検出し、コントロールユニット６０へ出力する荷重センサが搭載されている。
この荷重センサと、靴５１、５２の中敷センサとが、図２の重心位置検出手段１０４に相
当する。
【００７２】
　中敷センサは、靴５１、５２の内部に中敷きのように設けられるが、同様のセンサを靴
５１、５２の内部でなく、靴底の裏（床に接する面）に設けるようにしてもよい。靴の中
にセンサを設ける場合は、装着者Ｐの足裏にかかる荷重、すなわち、装着者Ｐ単体の重心
位置を検出することができる。一方、靴底の裏にセンサを設ける場合は、靴底にかかる荷
重、すなわち、装着者Ｐと装着式動作補助装置１００とを合わせた全体の重心位置を検出
することができる。例えば、装着者Ｐが重度の障害を持っている場合、足の裏に体重がか
かり難く、中敷きの位置で荷重を測定するよりも、靴底にかかる荷重を測定した方が、重
心位置を精度良く検出でき、良好な歩行支援を行うことができる。
【００７３】
　歩行訓練システム１を利用して歩行訓練を行う装着者Ｐの歩行フェイズには、図６に示
すように、片脚毎に、単脚支持期、両脚支持期、遊脚期の３つのフェイズがある。上述し
た随意制御手段１１１及び自律制御手段１１２により、右脚、左脚のそれぞれについて、
フェイズ毎にアクチュエータの制御を切り替えることができる。
【００７４】
　具体的には、随意制御手段１１１が、生体電位信号検出手段１０１により検出された生
体電位が閾値を超えたか否かに基づいて、装着者Ｐが脚を振り上げようとしているか否か
判定する。また、自律制御手段１１２が、重心位置検出手段１０４により検出された足底
荷重を用いて左右の足底荷重比率を算出し、この足底荷重比率が、左単脚支持、両脚支持
、右単脚支持のいずれの状態を示すか判断する。
【００７５】
　そして、例えば、右脚の生体電位が閾値を超え、かつ足底荷重比率が左単脚支持を示す
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場合、制御装置１１０は、右脚に遊脚期のアシストを開始し、左脚には単脚支持期のアシ
ストを開始する。逆に、左脚の生体電位が閾値を超え、かつ足底荷重比率が右単脚支持を
示す場合、制御装置１１０は、左脚に遊脚期のアシストを開始し、右脚には単脚支持期の
アシストを開始する。あるいはまた、足底荷重比率が両脚支持を示す場合、制御装置１１
０は、両脚支持を維持するアシストを行う。
【００７６】
　次に、各歩行フェイズでのアシスト手法について説明する。
【００７７】
　人の歩行における両脚支持期では、両脚で体重を支えつつ次の遊脚の振り出しに備えて
、前側の脚に体重を移す。本実施形態では、免荷装置２２０やアームフレーム２１６によ
り上半身の姿勢が支えられるため、制御装置１１０は膝関節部のパワーユニット３３、３
４にトルクを付与し、膝折れを防止する。股関節に対しては直立位になるようにフィード
バック制御を行う。その際に、後ろ側の脚に対してフィードバック制御を行うと、装着者
Ｐが体重を前側の脚に移すための動作の妨げになり得るので、前側の脚のみにフィードバ
ック制御を行う。股関節部のパワーユニット３１、３２の角度センサの目標角度、目標角
速度は共に０である。
【００７８】
　単脚支持期では、片脚で体重を支えつつ体幹を前に進める働きをする。膝関節は両脚支
持期と同様に体重を支える役割があるので、両脚支持期と同じ制御を適用する。一方、股
関節は体幹を前に進めるために伸展させる必要があるので、健常者の歩行時の股関節伸展
の角度パターンを目標とした軌道追従制御を行う。
【００７９】
　遊脚期では、前半で膝と股関節が屈曲し、後半で伸展することで脚を前方に振り出して
次の着地に備えるという一連の動作を行っている。本実施形態では、健常者の遊脚期の膝
と股関節の角度、角速度の軌道パターンを目標として軌道追従制御を行う。
【００８０】
　続いて、歩行訓練システム１を利用して歩行訓練を行う方法を図７に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【００８１】
　（ステップＳ１０１）装着式動作補助装置１００を装着する。
【００８２】
　（ステップＳ１０２）装着者Ｐが、トレッドミル２１０の歩行ベルト２１３上に乗り、
免荷装置２２０に連結される。なお、装着式動作補助装置１００を予め免荷装置２２０に
連結しておき、この状態で人間が装着式動作補助装置１００を装着する、言い換えれば免
荷装置２２０に連結された装着式動作補助装置１００に乗り込むようにしてもよい。
【００８３】
　（ステップＳ１０３）装着者Ｐ又はオペレータが、入力部２３０を用いて免荷量を設定
する。例えば５０％の免荷量が設定され、装着者Ｐの足にかかる荷重が低減される。
【００８４】
　（ステップＳ１０４）装着者Ｐ又はオペレータが、入力部２３０を用いて歩行ベルト２
１３の初期速度を設定する。例えば０．２ｋｍ／ｈの速度が設定される。
【００８５】
　（ステップＳ１０５）生体電位信号検出手段１０１が、装着者Ｐの生体電位信号を検出
する。また、重心位置検出手段１０４が装着者Ｐの左右の足底荷重を検出する。
【００８６】
　（ステップＳ１０６）制御装置１１０が、左右の足底荷重から足底荷重比率を算出し、
左単脚支持、両脚支持、右単脚支持のいずれの状態であるかを判定する。また、制御装置
１１０が、生体電位が閾値を超えたか否かに基づいて、装着者Ｐが脚を振り上げようとし
ているか否か判定する。
【００８７】
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　（ステップＳ１０７）制御装置１１０が、ステップＳ１０７における判定結果に基づい
て各脚の歩行フェイズを特定し、特定した歩行フェイズに対応したアシストを付与する。
これにより、装着者Ｐは歩行を行うことが可能となる。
【００８８】
　（ステップＳ１０８）制御装置１１０が、装着者Ｐの歩行速度を算出する。具体的には
、まず、装着者Ｐの足の長さ及び関節角度検出手段１０３により検出された関節角度の変
遷から歩幅を求める。そして、求めた歩幅と、足が地面から離れてから着地するまでの時
間とから、歩行速度を算出する。
【００８９】
　（ステップＳ１０９）ステップＳ１０８で算出した歩行速度に基づいて歩行ベルト２１
３の速度を決定し、制御装置１１０がモータ２１８を制御する。例えば、装着者Ｐの歩行
速度と歩行ベルト２１３の速度とが同じになるようにモータ２１８を制御する。
【００９０】
　（ステップＳ１１０）装着者Ｐの姿勢が安定しているか否か判定する。姿勢が安定して
いないと判定された場合はステップＳ１１１へ進み、姿勢が安定していると判定された場
合はステップＳ１１２へ進む。例えば、重心位置検出手段１０４によって検出された重心
位置が所定の領域から外れている場合、装着者Ｐの姿勢が安定していないと判定する。
【００９１】
　（ステップＳ１１１）制御装置１１０が免荷装置２２０の免荷量を制御し、装着者Ｐの
姿勢を安定化させる。例えば、免荷量を大きくして装着者Ｐをさらに持ち上げるようにす
る。また、歩行ベルト２１３の速度を遅くしてもよい。
【００９２】
　（ステップＳ１１２）歩行ベルト２１３の速度を変更する場合はステップＳ１１３へ進
み、変更しない場合はステップＳ１１４へ進む。
【００９３】
　（ステップＳ１１３）入力部２３０を用いて、歩行ベルト２１３の速度設定を変更する
。例えば、歩行ベルト２１３の速度を歩行速度よりどの程度速くするかを入力部２３０に
入力する。これ以降、ステップＳ１０９では、この設定に基づいて歩行ベルト２１３の速
度を決定してモータ２１８を制御する。
【００９４】
　（ステップＳ１１４）免荷装置２２０による免荷量を変更する場合はステップＳ１１５
へ進み、変更しない場合はステップＳ１１６へ進む。
【００９５】
　（ステップＳ１１５）入力部２３０を用いて、免荷量の設定を変更する。これにより、
装着者Ｐの足にかかる荷重を調節し、装着者Ｐは所望の姿勢をとることができる。
【００９６】
　（ステップＳ１１６）歩行訓練を継続する場合はステップＳ１０５に戻る。
【００９７】
　このように、本実施形態に係る歩行訓練システムによれば、免荷装置２２０により装着
者Ｐを吊り上げて姿勢を安定化させつつ、装着式動作補助装置１００により装着者Ｐに対
してアシスト力を付与し歩行動作を補助する。また、装着式動作補助装置１００の制御装
置１１０により、装着者Ｐの歩行速度に基づいてトレッドミル２１０の歩行ベルト２１３
の速度を制御するとともに、装着者Ｐの重心位置や体の傾きに基づいて免荷装置２２０の
免荷量を制御することができる。そのため、下肢の自力動作が困難な患者であっても、転
倒の心配をせずに、安全に歩行訓練を行うことができる。
【００９８】
　上記実施形態では、重心位置検出手段１０４によって検出された重心位置や、免荷装置
２２０によって検出された装着者Ｐの体の傾きに基づいて装着者Ｐの姿勢が安定か否か判
断する例を説明したが、アームフレーム２１６に荷重センサを設け、この荷重センサによ
り検出された荷重が所定値以上になると装着者Ｐの姿勢が不安定になっていると判断する
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ようにしてもよい。装着者Ｐは、姿勢が不安定になると、アームフレーム２１６に体重を
かけ、姿勢を安定化させようとするためである。
【００９９】
　また、上記実施形態では、例えば、膝関節へのアシストであれば、大腿二頭筋や外側広
筋または内側広筋のように対応する関節の屈曲及び伸展にかかる筋肉の筋電位を検出して
いたが、腹筋の筋電位を検出して、装着者Ｐの脚上げの意思を検知するようにしてもよい
。これにより、大腿直筋などの主要な股関節屈筋群の近傍から随意的な生体電位信号を検
出することが困難な場合でも、脚上げの意思を検知することができる。
【０１００】
　　また、上記実施形態では、制御装置１１０が装着者Ｐの歩行速度を算出し（ステップ
Ｓ１０８）、歩行ベルト２１３の速度が、算出した歩行速度に対応した速度となるように
モータ２１８を制御（ステップＳ１０９）していたが、これらの処理を省略してもよい。
この場合、制御装置１１０は、装着者Ｐの姿勢安定性（重心位置）、又は入力部２３０を
介した変更指示に基づいて、免荷量及び／又は歩行ベルト２１３の速度を制御する。
【０１０１】
　（歩行訓練装置２００の第１変形例）上記実施形態に係る歩行訓練装置２００は、トレ
ッドミル２１０を使用した据置型であったが、図８に示すように、左右一対の前輪２４０
及び左右一対の後輪２４１を備えた自走式としてもよい。前輪２４０と後輪２４１とはフ
レーム２４２により連結され、支柱２１５はフレーム２４２に対して垂直に設けられる。
【０１０２】
　モータ２１８（図２参照）が、前輪２４０又は後輪２４１の駆動を行い、歩行訓練装置
２００は、装着者Ｐの歩行速度にあわせた速度で前後に移動することができる。制御装置
１１０は、上記実施形態における歩行ベルト２１３の制御と同様に、自走式の歩行訓練装
置２００の移動速度を制御することができる。
【０１０３】
　このような構成にすることで、装着者Ｐは実際に床の上を歩きながら歩行訓練を行うこ
とができる。
【０１０４】
　また、アームフレーム２１６に荷重センサを設け、検出される荷重のバランスに応じて
、前輪２４０または後輪２４１を駆動（回転）させ、歩行訓練装置２００の進行方向を右
又は左方向に変えることができる。
【０１０５】
　図８に示す構成は四輪であるが、三輪でもよいし、五輪以上でもよい。モータ２１８は
、歩行訓練装置２００が前後方向に動けるように少なくともいずれか１つの車輪を駆動す
る。
【０１０６】
　（歩行訓練装置２００の第２変形例）図９に示すように、免荷装置２２０が天井に設け
られたレール２５０に沿って移動するようにしてもよい。駆動部２５１に吊り上げ用のハ
ーネスの一端が連結されている。駆動部２５１には、ハーネスを持ち上げるサーボモータ
２２１（図２参照）、レール２５０に沿って移動する車輪（図示せず）、及びこの車輪を
回転させるモータ２１８（図２参照）が設けられている。駆動部２５１は、装着者Ｐの歩
行速度にあわせた速度で移動する。
【０１０７】
　このような構成によっても、装着者Ｐは実際に床の上を歩きながら歩行訓練を行うこと
ができる。なお、装着者Ｐは姿勢を安定させるために杖２５２をつくことが好ましい。
【０１０８】
　杖２５２に荷重センサを取り付け、装着者Ｐが杖２５２にどの程度体重をかけて歩行し
ているか検知できるようにしてもよい。荷重センサには、例えば、歪みセンサ（ストレイ
ンゲージ）を用いることができる。歪みセンサは、杖２５２に荷重がかかった際の歪みか
ら、荷重を求める。このような荷重センサを杖２５２に取り付けることで、歩行時の装着
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者Ｐの重心の移動をより正確に検出することができる。
【０１０９】
　上記実施形態及び変形例では、装着式動作補助装置１００の制御装置１１０がモータ２
１８やサーボモータ２２１を制御する構成について説明したが、装着者Ｐの歩行速度に基
づいてモータ２１８を制御したり、歩行者Ｐの姿勢に応じてサーボモータ２２１を制御し
たりする制御手段を歩行訓練装置２００に設けてもよい。この場合、制御手段は、装着式
動作補助装置１００から装着者Ｐの歩行速度や姿勢（重心位置）についての情報を取得し
て、モータ２１８やサーボモータ２２１を制御する。
【０１１０】
　上述した実施形態で説明した歩行訓練システム１０の少なくとも一部は、ハードウェア
で構成してもよいし、ソフトウェアで構成してもよい。ソフトウェアで構成する場合には
、歩行訓練システム１０の少なくとも一部の機能を実現するプログラムをフレキシブルデ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に収納し、コンピュータに読み込ませて実行させても
よい。記録媒体は、磁気ディスクや光ディスク等の着脱可能なものに限定されず、ハード
ディスク装置やメモリなどの固定型の記録媒体でもよい。
【０１１１】
　また、歩行訓練システム１０の少なくとも一部の機能を実現するプログラムを、インタ
ーネット等の通信回線（無線通信も含む）を介して頒布してもよい。さらに、同プログラ
ムを暗号化したり、変調をかけたり、圧縮した状態で、インターネット等の有線回線や無
線回線を介して、あるいは記録媒体に収納して頒布してもよい。
【０１１２】
　上記実施形態に係る装着式動作補助装置１００では、締結ベルト２１～２４が装着者Ｐ
の腿や膝下に直接締結されていたが、フレーム１１～１４を装着者Ｐの脚に固定するため
に、フレーム１１～１４に湾曲したカフを設け、このカフを腿や膝下の後ろ半面にあてが
ってから、締結ベルト２１～２４を巻き付けるようにしてもよい。このようなカフを用い
ることで、アクチュエータの力をより効率良く装着者Ｐの脚に伝えることができる。
【０１１３】
　カフは腿及び膝下の後ろ側からあてがってもよいし、腿にあてがう向きと膝下にあてが
う向きとを逆にしてもよい。通常の歩行動作では、脚を振り出して進むため、カフを腿及
び膝下の後ろ側から当てることで、アクチュエータの力を効率良く脚に伝えることができ
る。しかし、装着者Ｐが重い障害を持っている場合は、腿のカフを後ろ側からあてがい、
膝下のカフを前側からあてがうことが好ましい。障害が重い人は、脚に力が入り難く、膝
が曲がった状態となりやすいため、下腿のカフは、後ろ側からあてがうより、前側からあ
てがう方が、効果的に重さを支えることができ、歩行動作を補助しやすくなるためである
。
【０１１４】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１１５】
１０　歩行訓練システム
１００　装着式動作補助装置
１０１　生体電位信号検出手段
１０３　関節角度検出手段
１０４　重心位置検出手段
１１０　制御装置
１３１　駆動信号生成手段
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１３２　駆動源（アクチュエータ）
２００　歩行訓練装置
２１０　トレッドミル
２２０　免荷装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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