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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の股関節並びに膝関節の少なくともいずれか一方に対応する位置にトルク発生手
段を配置し、脚部の運動に対する補助力を付加するための歩行補助装置の制御装置であっ
て、
　歩行状態の異常を検知する異常検知手段と、
　使用者の運動を補助する通常時動作モードと、異常な歩行姿勢を立て直す運動を強制的
に行わせる異常時動作モードとの切換手段とを有し、
　異常検知時は、前記異常時動作モードに切り換わることを特徴とする歩行補助装置の制
御装置。
【請求項２】
　前記異常検知手段は、外腹斜筋の緊張度を計測すべく人体に配置したセンサと、該セン
サの出力値を微分する微分手段と、該微分手段の出力を予め設定した判定値と比較する比
較手段とを有するものであることを特徴とする請求項１に記載の歩行補助装置の制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の股関節並びに膝関節の少なくともいずれか一方に対応する位置にト
ルク発生手段を配置し、脚部の運動に対する補助力を付加するための歩行補助装置の制御
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装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　寝たきり患者の介護作業などで自らの脚力以上の力を出せるように、あるいは加齢によ
る筋力低下で自力歩行が困難となった人のために、電動モータなどのトルクアクチュエー
タを股関節や膝関節の側方に装着し、トルクアクチュエータが発生する回転力で下肢の運
動を補助するようにした筋力補助装置が種々提案されている（特許文献１を参照されたい
）。
【０００３】
　上記文献１に記載のパワーアシスト装置においては、外骨格型のビームを大腿部に固定
するベルト等の固定具と大腿部の前面との間に設けたセンサと、足裏の爪先および踵に設
けたセンサとで使用者自身の脚部の動きを検出し、これらのセンサの電気信号によってト
ルクアクチュエータの駆動力を制御して脚部の屈伸運動を補助するようにしている。
【特許文献１】特開２００３－２５０８４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかるに、フィードバック制御によって使用者の脚部の運動補助力をアクチュエータに
発生させる従来の歩行補助装置によると、例えば、躓いて倒れそうになった時などの反射
的な転倒回避運動に対応するには、通常よりも素早く足を踏み出すなどしなければならな
いが、この応答速度を考慮して電動モータや電源回路の容量を設定すると、電動モータや
電源回路が大型化し、装置の重量増大や製造コストの増大を招く。また、使用者の反射動
作に衰えがあり、使用者が発する力をフィードバックしてそれを倍力する駆動指令をアク
チュエータに与えるだけでは、転倒回避運動を十分に補えないこともあり得た。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の欠点を解消すべく案出されたものであり、その主な目
的は、躓くなどの不測の事態に遭遇した際の使用者の反射的な行動に対する処理をより一
層的確化し得る歩行補助装置の制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的を達成するために本発明は、使用者の股関節並びに膝関節の少なくとも
いずれか一方に対応する位置にトルク発生手段（トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２）
を配置し、脚部の運動に対する補助力を付加するための歩行補助装置の制御装置として、
歩行状態の異常を検知する異常検知手段（筋電センサ３１・比較回路３６・しきい値３７
）を有すると共に、使用者の運動を補助する通常時動作モード（通常モード３９）と運動
形態が予め設定された異常時動作モード（強制転倒回避モード４０・動力遮断モード４１
）との切換手段（判定回路３８）を有し、異常検知時は、前記異常時動作モードに切り換
わるようにしてなるものを提供することとした。
【０００７】
　異常時動作モードにおいては、異常な歩行姿勢を立て直す運動を強制的に行わせるもの
としたり、使用者の下肢に対するトルク発生手段の動力伝達を遮断したりする。
【０００８】
　さらに、異常検知手段として、筋肉の緊張度を計測すべく人体に配置したセンサと、該
センサの出力値を微分する微分手段と、該微分手段の出力を予め設定した判定値と比較す
る比較手段とを有するもの（請求項４）とすると良い。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明による歩行補助装置の制御装置によれば、躓くなどして歩行姿勢が不安定となっ
た際の最も合理的な姿勢立て直し運動を記憶させた異常時動作モードを予め設定しておき
、姿勢が異常変化を起こすであろうと予測した際には異常時動作モードに切り換えること
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により、最低限の動力で転倒回避運動を行わせることができる。異常時動作モードには異
常な歩行姿勢を立て直す運動が自動制御されるので、反射機能が衰えた人の負担を小さく
することができる。あるいは、姿勢を立て直そうとして無理な力を加えないので、定格出
力を必要最低限に設定することができ、装置を大型化せずに済む。
【００１０】
　これに加えて、例えば躓いた人が姿勢を安定させようとして力を入れた時の筋肉の緊張
度合いに応じた量として躓きの程度を検出し得るので、人間の感覚に一致した検出が可能
である上、筋肉の反応を直接検出するので、姿勢が大きく変化する以前に動揺の兆候を判
別することができ、加速度センサやジャイロセンサを用いる場合に比してタイムラグが少
なくて済む。しかも腹部などに筋電位センサなどを配するのみで検出し得るので、複雑な
力学的演算が不要なことと相俟って、異常検知手段の小型軽量化を推進し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に添付の図面を参照して本発明について詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明が適用される外骨格型歩行補助装置の全体を示す斜視図であり、図２は
、使用者への装着状態を示す側面図である。図１に示すように、歩行補助装置は、使用者
の腰部に装着される腰部支持具１と、使用者の左右の上腿部に装着される上下に長い棒状
をなす上腿部支持具２と、使用者の左右の下腿部に装着される上下に長い棒状をなす下腿
部支持具３と、使用者が履いた靴に装着される足部支持具４とからなっている。
【００１３】
　腰部支持具１は、図３に示すように、比較的剛性の高い部材で上面視略Ｕ字形（コの字
形）に形成された基部１ａと、基部１ａの前端部に結合した弾性に富む薄板材で形成され
た一対の開閉部１ｂとからなり、全体として前方中央部が開放されたＣ字形をなしている
。また基部１ａの中央部は左右方向に伸縮可能にされ、左右の開閉部１ｂは前後方向に摺
動可能にされており、これらは、使用者の体格に応じた適正寸法に設定した上でボルトな
どの適宜な固定手段をもって固定されるようになっている。
【００１４】
　腰部支持具１の側部前端および上腿部支持具２の上端には、左右の股関節にトルクを付
与するトルクアクチュエータＴＡ１（図２）を取り付けるための左右一対の腰部アクチュ
エータベース５が設けられている。また上腿部支持具２の下端および下腿部支持具３の上
端には、左右の膝関節にトルクを付与するトルクアクチュエータＴＡ２（図２）を取り付
けるための左右一対の膝部アクチュエータベース６が設けられている。
【００１５】
　上腿部支持具２の腰部アクチュエータベース５並びに膝部アクチュエータベース６との
連結部は、回動軸が前後方向に延在するヒンジ７ａ・７ｂを介して屈曲自在に連結されて
いる。また下腿部支持具３の膝部アクチュエータベース６並びに足部支持具４との連結部
も、回動軸が前後方向に延在するヒンジ８ａ・８ｂを介して屈曲自在に連結されている。
そして上腿部支持具２及び下腿部支持具３は、上下に伸縮可能にされると共に、使用者の
体格に応じた適正寸法に設定した上でボルトなどの適宜な固定手段をもってその長さが固
定されるようになっている。
【００１６】
　各アクチュエータベース５・６に個々に取り付けられるトルクアクチュエータＴＡ１・
ＴＡ２は、クラッチ及び減速機付き電動モータからなり、腰部支持具１並びに上腿部支持
具２の下端のそれぞれにモータハウジングが固定され、上腿部支持具２並びに下腿部支持
具３の各上端のそれぞれにロータが固定される。これにより、股関節並びに膝関節の運動
に対応した補助的なトルクが、腰部支持具１の側部前端と上腿部支持具２の上端との連結
部および上腿部支持具２の下端と下腿部支持具３の上端との連結部に与えられる。なお、
両トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２は、それぞれ対応する各アクチュエータベース５
・６に対して反復着脱可能なねじ手段などを介して取り付けられており、保守・整備の簡
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略化が図られている。
【００１７】
　上腿部支持具２の上下方向中間位置には、一対の弾性Ｃ字形部材を適宜な上下間隔をお
いて連結してなる上腿部結合クリップ９が、所定範囲を上下に摺動可能に結合している。
また下腿部支持具３の上下方向中間位置にも、一対の弾性Ｃ字形部材を適宜な上下間隔を
おいて連結してなる下腿部結合クリップ１０が、所定範囲を上下に摺動可能に結合してい
る。
【００１８】
　下腿部支持具３と足部支持具４との連結部１１は、左右方向に延在する軸上で回動可能
になっており、足首の運動に追従可能になっている。
【００１９】
　腰部支持具１の中央部には、図示されない補機類との結合部が設けられる背当て板１２
が取り付けられている。なお、制御回路やバッテリーは、背当て板１２に取り付けられる
。
【００２０】
　上腿部支持具２に対する上腿部結合クリップ９の連結部並びに、下腿部支持具３に対す
る下腿部結合クリップ１０の連結部には、図４に併せて示すように、軸力センサ２１が介
設されている。この軸力センサ２１は、図５に示したように、板材の４ヶ所をＬ字形に切
除することで十文字をなす４つの可撓腕部２１ａとその周囲の枠部２１ｂとを形成してな
るものであり、例えば、機械構造用炭素鋼等の板材から機械加工によって形成されており
、４つの可撓腕部２１ａのそれぞれに、例えば抵抗線歪みゲージなどの変位センサ（図示
せず）が貼り付けられている。そして、上腿部結合クリップ９並びに下腿部結合クリップ
１０が４つの可撓腕部２１ａが交差する中心部に固定され、上腿部支持具２並びに下腿部
支持具３に設けられたガイドレール１３に摺合した摺動部材１４に枠部２１ｂが固定され
ている。
【００２１】
　この軸力センサ２１により、上下、左右、前後に複合的に作用する力が検出可能であり
、上腿部支持具２と上腿部結合クリップ９との間、並びに下腿部支持具３と下腿部結合ク
リップ１０との間に作用する略全方向についての力を検出することができる。
【００２２】
　例えば、股関節を中心に上腿部を前方へ振り出すと、上腿部結合クリップ９に前方へ押
す力が加わり、これを軸力センサ２１が検知する。そこでこの力がゼロになるように股関
節の側方に配置されたトルクアクチュエータＴＡ１にトルクを発生させることにより、使
用者の上腿部の動きに上腿部支持具２を追従させることができる。また静止時に軸力セン
サ２１が何らかの力を検出していると言うことは、使用者の脚部に歩行補助装置の重量が
加わっていることを意味しているので、軸力センサ２１に検出される力が可能な限り小さ
くなるように両トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２の出力をフィードバック制御すれば
、歩行補助装置の自重による荷重の殆どを靴底から床面に逃がしてキャンセルすることが
可能となり、使用者の負担を著しく低減することができる。
【００２３】
　ところで、人は、通常脊柱の周囲の筋肉を緊張させて直立姿勢を維持しようとしている
。そして直立姿勢が不安定になりそうなときは、瞬時に左右の外腹斜筋の緊張力を拮抗さ
せて上体を安定させようとすることが知られている。この人が本来備えている姿勢保持反
応に着目し、腹部周囲の筋肉の緊張状態を観察し、その反応を検出することにより、歩行
姿勢が異常状態となりそうなことを早期に検出することができる。
【００２４】
　筋肉の緊張状態の観察手段としては、皮膚の表面に電極を張り付けることによって筋肉
の活動電位を検出する表面誘導法が知られている。具体的に言うと、直径約１０ｍｍの複
数の表面電極を、外腹斜筋の筋繊維に沿って電極間の距離を１５ｍｍとして体表面に貼り
付け、外腹斜筋の活動電位を検出する。ここで表面電極の数は、適宜に決定される。
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【００２５】
　図６に示したように、上記のような筋電センサ３１が捉えた筋電信号を信号入力回路３
２に入力したならば、これを整流回路３３で全波整流し、平滑化回路３４にて移動平均を
とるなどして平滑化する。そして平滑化した値を微分回路３５に入力して微分し、この微
分値を比較回路３６に入力して所定のしきい値３７と比較する。その結果、しきい値より
も低ければ、軸力センサ３１の出力のフィードバック制御による通常モード３９での補助
動力付加制御の継続を判定回路３８が下し、しきい値３７よりも高ければ、例えば躓き兆
候大など、歩行状態が異常であることを判定回路３８が判断し、軸力センサ３１の出力に
基づくフィードバック制御を停止し、使用者の障害の程度に応じて強制転倒回避モード４
０あるいは動力遮断モード４１に切り換える。
【００２６】
　ここで強制転倒回避モード４０は、股関節並びに膝関節に設けたトルクアクチュエータ
ＴＡ１・ＴＡ２の回転角と上記した筋電信号のパターンとから姿勢変化の推移を推定し、
転倒を回避するのに最も合理的な運動を軸足に行わせるように、予め設定されたトルク目
標値に従って各トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２を自動制御するものである。そして
動力遮断モード４１は、各トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２が発生する補助動力では
転倒を回避し得ないと判断された場合は、各トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２に組み
込まれたクラッチを切断するなどして各トルクアクチュエータＴＡ１・ＴＡ２の上腿部支
持具２並びに下腿部支持具３への動力伝達を断ち、使用者を倒れるに任せることである。
【００２７】
　特に、動力遮断モード４１での転倒に備え、図３に例示したように、腰部支持具１にお
けるＵ字形をなす基部１ａの使用者の腰部Ｈにおける左右の腸骨陵部４３（骨盤側面端点
）から仙腸関節４４（脊柱と骨盤の接合点）の後背面に対応する部位に緩衝パッド４６ｃ
～４６ｅを介装し、また左右一対の開閉部１ｂにおける左右の腸骨棘部４５（骨盤前面端
点）に対応する部位に緩衝パッド４６ａ・４６ｂを介装するものとすれば、腰部支持具１
がプロテクターとなるので、転倒によるダメージから使用者の腰部Ｈを保護することがで
きる。
【００２８】
　なお、上記実施例に示したように、筋電位の微分値、つまり単位時間当たりの変化量で
判定するものとすれば、急峻に変化する場合にのみ反応し、電位のピーク値が大きくても
、ゆっくりと変化する場合には反応しない。つまり、姿勢の変化量自体が大きくても、通
常モードでリカバリーできるような緩慢な変化の場合には応答しない。また変化量の絶対
値で判定するのではないので、センサ出力がオフセットするなどしても誤検知しない、と
いう副次的なメリットもある。
【００２９】
　筋肉の収縮反応を検出する方法としては、上述の筋電位計測法の他に、圧電センサを用
いて筋肉の硬さを計測する方法も知られているが、これら各種の筋肉の緊張度の計測法を
単独で、あるいは適宜に組み合わせて用いることができる。また本発明は、上記した外骨
格型の歩行補助装置に限らず、形状記憶合金、高分子材あるいは空気圧を用いたアクチュ
エータ（必要ならば、特開２００２－４８０５３号公報を参照されたい）にも適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明が適用された歩行補助装置の装着具の全体斜視図である。
【図２】歩行補助装置の人体への装着状態を示す側面図である。
【図３】腰部支持具の上面図である。
【図４】装着具の要部背面図である。
【図５】軸力センサの斜視図である。
【図６】制御モード切り換えの制御フローに係わる説明図である。
【符号の説明】
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【００３１】
３１　筋電センサ
３２　信号入力回路
３５　微分回路
３６　比較回路
３７　しきい値
３８　判定回路
３９　通常モード
４０　強制転倒回避モード
４１　動力遮断モード

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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