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【要

旨】

大腿義足を構成している部品の性能を評価するためには，従来被験者の協力が必要不可欠である．しかし，
被験者による歩行では再現性のある客観的な評価を行うまでに多くの時間と手間をかけて被験者が歩行練習
などを行わなければならない．本研究では，従来よりも短時間で客観性の高い評価を行うために大腿義足評
価システムの開発を行っている．今回は，模擬的歩行動作の実現を目的として，制御パラメータの検討およ
び調整を行った．制御パラメータはヒトの歩行動作に基づいて設定した．そして目視による観察と床反力値
をもとに妥当性の検討および調整を行った．その結果，模擬的歩行動作が実現できたことが示唆された．
Key Words：大腿義足，膝継手，模擬的歩行，床反力
1.

はじめに

期のどの時期に義足膝継手の各機能が必要になるの
かを明確にし，特に，膝継手のバウンシング機構に

膝関節は，ヒトの体重を支え衝撃吸収や下肢の振

おける立脚相での軽度屈曲における安定性に着目し

りなど，歩行動作において重要な役割を担っている．

ている 1)．また，野坂らは機能別での膝継手の評価

義肢の中でも大腿義足は，この膝関節を代替する膝

を行い，平地歩行での歩行分析の結果を報告してい

継手を部品として有しているため，大腿義足による

る 2)．しかし，いずれの研究においても歩行動作は

歩行を獲得するためには非常に多くの歩行練習や慣

切断者または健常者によるものであり，試験機など

れが必要であり，膝継手の特性を知ることが重要な

を利用した実験は行っていない．
これに対し，工学的な評価を試みた研究としては，

ポイントとなる．また近年，様々な機能を持った膝
継手が開発され，その特性を臨床の現場で評価する

相川らが義足足部を対象とした耐久機能試験機を開

際には，義足使用者を被験者とした歩行分析が極め

発し，試験機を用いて客観的な評価を行っている 3)．

て重要な分析方法となっている．その場合，義足の

また，義肢−義足の構造強度試験（ISO10328），義

使用感など被験者による歩行でしか得られない重要

肢−義足足部・足継手の試験（ISO22675）といっ

な情報を取得できるといった利点もある．しかし，

た規格化も進んでいる．さらに，吉田らは義足足部

「慣れ」などの経時的変化によって再現性のある客

の性能を客観的に評価するために足部のみに着目す

観的な評価が得られるまでには，多くの時間と手間

る歩行機能試験機を開発し，実際の歩行と同じよう

をかけて被験者が歩行練習などを行わなければなら

に足部に圧力をかけ，圧力中心点（COP）の軌跡を

ない．

足部座標系で表現する研究を行っている 4)．これら

膝継手の客観的評価の現状としては，関川らが各

のことから，義足足部を対象とした機械による客観

種膝継手の立脚相制御機能の計測と評価についてフ

的な評価は現在も進んでいるが，義足足部や膝継手

レキシブルゴニオメータ等を用いて行い，１歩行周

を組み合わせて構成される大腿義足の評価を試験機
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図２に本研究で製作したシステムの外観を示す．

によって行うような研究は皆無である．
このような背景から本研究では，膝継手を含む

ヒトの大腿部に相当する模擬大腿に計測対象とな

大腿義足の評価，特に連続歩行時の動的特性を取

る大腿義足を取り付けて使用する．本システムに

得できるシステムの開発を行っている．このシス

は三つの AC サーボモータが組み込まれており，

テムにより膝継手や足部を組み合わせた大腿義足

これらを連動させることで模擬的歩行動作を実現

に対し，様々な歩行条件（ケーデンス，歩幅，股

する 6)．各モータの名称および構造は，以下の通り

関節屈曲伸展角度など）を課すことで，歩行時の

である．

特性を安全かつ客観的に把握することが可能にな
ると考えている．本報告では，模擬的歩行動作の
実現を目的に，ヒトの歩行動作をもとにシステム
の制御に必要なパラメータの検討および調整を
行った．
2.

本システムの概要

2.1. システムの構成
ヒトの歩行動作は，片側の踵接地から次の同側
の踵接地までを 1 サイクルとした動作を繰り返し
行っている．その中で下肢に着目しただけでも股
関節や膝関節の屈曲伸展，足関節の底背屈など，

図2

各部の連動が行われている 5)．これに対し大腿義足
歩行においては，膝継手から足部までの動きは歩

(1)

本システムの外観

模擬大腿揺動用モータ

行の中で受動的に行われる．したがって大腿部の

大腿義足を接続し，股関節の屈曲伸展を実現す

動きが本システムでの制御対象であると考えてい

る部分である．モータには制御の容易さと高出力

る．また歩行中において重心の上下動は健常者，

である点から AC サーボモータ（SGMAV-10A3AH

大腿切断者問わず見られるので，これも制御対象

161：安川電機製）を採用した．土台となる金属板に，

とした．以上の検討結果に基づき，本システムで

モータの回転軸が鉛直下向きとなるように固定し，

の歩行動作の概要を図１に示す．そして，これら

カップリングを介してウォームギア変速機（EWJ

の動きを実際の歩行動作から得られたデータを参

50E10LR：TUBAKI 製）を取り付けた．これによ

考に，モータを連動させて模擬的歩行動作の実現

りモータの回転軸と直交する出力回転軸ができ，

を目指した．

これを股関節とした．出力回転軸にコの字型のア
ルミフレームを取り付け，その中央部に膝継手か
ら延びるφ30 の金属パイプが接続可能となるシャ
フトホルダを配置している．コの字型のアルミフ
レームとシャフトホルダがヒトの大腿部に相当す
るので，この部分を模擬大腿と呼ぶ事とする．
(2)

模擬大腿上下動用モータ

前述の模擬大腿揺動部全体を上下動させること
図1

本システムでの歩行動作の概要

でヒトの重心の上下動を実現する部分である．模擬
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大腿揺動部が固定されている金属板にボールねじを

を起点とした位置制御としている．まず，実現し

取り付け，それを挟み平行なリニアガイドを２本

たい股関節の屈曲伸展角度と，ケーデンスに寄与

配置する．ボールねじにカップリングを介して AC

する股関節の角速度を設定する．それらをもとに

サ ー ボ モ ー タ（SGMGV-13A3A6S：安 川 電 機 製）

１歩行周期の動作時間を算出し，設定した重心の

を接続した．これによりモータの回転がボールね

上下動ストロークと併せて重心の上下動速度を算

じによって直動運動に変換され，上下動が可能と

出しモータを動作させている．さらに，上記の動

なる．

作時間と股関節の屈曲伸展角度および義足長を元

(3)

に床反力計の前後方向移動に対する振幅と速度を

床反力計往復動用モータ

本システムでは模擬大腿は上記模擬大腿上下動

算出し，制御している．本システムの各サーボモー

用モータに接続され，上下動はするが，歩行の進

タを連動させるプログラミングは製作の容易さか

行方向への移動は行わない．そこで相対的な動き

ら Microsoft Visual Basic 2008 を採用した．

である床面（床反力計）を義足足部の動きに合わ
せて往復運動させる方式を採用している．前述の

3.

模擬的歩行動作実現のためのパラメータ調整

模擬大腿上下動部と機構は同一であり，AC サーボ

本システムでは各 AC サーボモータのストロー

モ ー タ（SGMGV-44A3A6S：安 川 電 機 製）に カ ッ

クや速度などのパラメータを調整することで，模

プリングを介してボールねじを取り付け，ナット

擬的歩行動作の変化を生み出すことができる．し

に金属板を取り付ける．ボールねじに平行に２本

かし，その調整はヒトの歩行動作に基づいたもの

のリニアガイドを配置し，ブロックを金属板に固

でなければ，模擬的歩行動作を実現しているとは

定する．これらをフレーム下部に水平を保った状

言えない．そこで模擬的歩行動作実現のプロセス

態 で 取 り 付 け，金 属 板 上 面 に 可 搬 型 床 反 力 計

として，まずは矢状面における動作を目視で観察

（9260AA3：日本キスラー製）を固定した．床反力

した上で不具合を見つけ，ヒトの歩行動作に照ら

計は三軸方向の床反力成分が計測可能であり、

し合わせた上でパラメータを調整する．その後，

往復運動を考慮して小型軽量のタイプを採用した．

床反力の鉛直成分波形を検討し，目視と同様にヒ

ま た，膝 継 手 に は フ レ キ シ ブ ル ゴ ニ オ メ ー タ

トの歩行データをもとにパラメータの調整を進め

（M180：ディケイエイチ製）が装着でき，模擬的歩

ることとした．

行動作中の膝継手屈曲伸展角度を，床反力計の値と
併せて A/D 変換器（AIO-163202F-PE：CONTEC 製）

3.1. 実験目的
本研究で考案したアルゴリズムをもとに本シス

を介して，サンプリング周波数 100Hz で計測する

テムを稼働させ，各モータの設定が模擬的歩行動

ことができる．
本システムでは，可動式床反力計を用いて連続

作の歩容にどのような影響を与えるかを確認しつ

歩行を行う点においてヒトの平地歩行とは状態が

つ，模擬的歩行動作の実現を目的に実験を行った．

異なり，トレッドミルを利用した場合に近いと考

さらに，一般的な歩行分析で用いられる床反力値

えられる．トレッドミルを用いた歩行分析は論文

が妥当であるかを確認することを目的に実験を

として数多く報告がなされていることから，本シ

行った．

ステムによって評価を行う意義はあると考えてい
3.2. 実験方法および使用機材

る 7-9)．

今回の実験では，本システムの構造上の制限か
2.2. 制御アルゴリズム

ら成人女性の義足の寸法を想定した．具体的には，

各モータの制御アルゴリズムは，股関節の動き

成人女性の平均身長である 158[cm] を元に，下肢長
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を 80.5[cm]，足部長を 22[cm] とした．歩行中の股

まとした．この模擬大腿上下動用モータの速度も

関節角度については，通常歩行の平均値である屈

初期実験と言うことで単純なモデル化を図り上昇

曲 20 〜 30[deg]・伸展 10 〜 15[deg] より小さい，

と下降で等速とした（図４）．なお，図中の RHC

屈曲 15[deg]・伸展 10[deg] と設定した．股関節角

は右脚の Heel Contact（踵接地），RTO は右脚の

度が大きい場合，連動する床反力計のストローク

Toe Oﬀ（爪先離地），LHC と LTO は左脚の状態を

も増加しモータへの負荷も大きくなる．今回は初

表している．そして，他のモータとの連動を図り，

期実験と言うことでモータへの負荷を配慮する意

股関節最大伸展・最大屈曲時に最下点，立脚中期・

味で股関節の可動範囲を狭くした．

遊脚中期時に最上点に位置するよう設定した．

模擬大腿揺動用モータの角速度はヒトの股関節
角度変化を参考とし，初期実験と言うことで単純
なモデル化を図り屈曲と伸展で等速とした（図３）．

図3

歩行時の股関節角度の変化 5) を一部改変
図4

（破線：制御イメージ）

歩行時の重心の上下動 10) を一部改変
（太い長破線：制御イメージ）

図３において横軸は歩行周期であり，0[%] が初
期接地を表している．また，縦軸は股関節角度で

床反力往復動用モータは，股関節最大伸展時に

あり，＋方向が屈曲，−方向が伸展を表している．

前方へ，股関節最大屈曲時に後方への移動を開始

角速度を設定する際は，ケーデンスが平均的な値

し，速度は一定とした．

で あ る 90 〜 120[steps/min] よ り 低 め の 60

膝継手は伸展屈曲抵抗の制御が行いやすく，歩

[steps/min] を目標値とし，システムを稼働させて

行中の踵接地時において安定性があるバウンシン

から，歩行周期をストップウォッチで計測しなが

グ機構を搭載した 3R60（ottobock. 製）を使用し，

ら角速度を調整し、ケーデンスが 60[steps/min] と

本実験のケーデンスに合わせた屈曲伸展制御の調

なった値である 28[deg/s] に決定した．歩行時のケー

整を行った（図５：左）．足部については，初期実

デンスとしてはかなり低い値であるが，これも股

験での機器の安全を考え，無理な力が掛かっても

関節の可動域同様，モータへの負荷を配慮する意
味で低い値に設定した．また，大腿義足は膝継手
が受動的に動く二重振り子であるため，その挙動
の不安定さへの配慮としての意味もある．
また，模擬大腿上下動用モータはヒトの歩行中
の重心上下動の平均値を参考に 3[cm] をストローク
値として設定した．この値は本実験のようなゆっ
くりとした歩行では減少することが予想できるが，

図 5 使用した膝継手と足部

遊脚期での爪先の引っかかりを懸念して 3[cm] のま

（左：3R6011），右：J-Foot12)）
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足部が変形しやすく力を吸収するエネルギー蓄積
型足部の J-Foot（今仙技術研究所製）を使用した（図
５：右）．また，アライメントはメーカー推奨の設
定を採用した．
システムを稼働する際は，最初，足部を床反力
計から浮かせた状態で各 AC モータを連動させ，
股関節の屈曲伸展角度や角速度などを調整した．
その後，徐々に模擬大腿部を降ろしていき，足部
を床反力計に接触させた．動作の観察は矢状面か
ら行い，1 歩行周期での踵接地，立脚中期の全足底
接地，爪先離地，遊脚期の床面と足部のクリアラ
ンスを保っているかについて目視により確認した．
さらに，本システムに搭載されている床反力計
を用いて鉛直方向の床反力を計測した．なお，床
反力計を計測中に移動させた場合，計測データに
慣性力が加わるが，今回は移動方向と計測方向が
直交しており，影響が無いことを事前に確認した．
3.3. 結果と考察
a) 初期設定時
本システムを用いて大腿義足の歩行動作を行っ
た結果，立脚中期で足部と床反力計との間にクリ
アランスが生じた．また，爪先離地に膝継手が屈

図6

曲せず常に伸展したままの状態となった（図 6a）．

各調整後の歩行動作

（左から踵接地，立脚中期，爪先離地，遊脚中期）

この要因としては，重心の上下動のストロークに
問題があると考えた．今回，通常歩行時の平均値

た．しかし本来，遊脚期となる期間も常に床反力

として 3[cm] と設定したが，この値は歩行速度など

計に足部が接触している状態となり，遊脚期が確

によって変化すると考えられる．そのため，ケー

認できなかった（図 6b）．この要因としては，模擬

デンスの低い今回の設定に対しては，値が大きく

大腿揺動用モータの制御に問題があると考えた．

立脚中期で足部が床反力計から浮き上がってし

本来の歩行では遊脚期に膝関節が屈曲し，足部が

まったと考えた．このクリアランスは重心の上下

床面から離れる．今回の設定ではケーデンスが低

動幅を減少させることでしか改善できないと考え，

いため，この傾向は現れにくいと考えられるが，

踵接地と立脚中期における股関節高さの差を幾何

股関節の制御によって改善できないかと考えた．

学的に計算した．その結果，今回の大腿義足の設

そこで，ヒトの股関節角度変化のグラフを用いて

定に対しては 1.6[cm] が適しているという結果が得

再検討を行った結果，股関節の角速度は伸展時と

られたので，設定を修正し再検討を行った．

比べて屈曲時に増加させる必要があることが分

b) 上下動ストローク調整後

かった（図７）．具体的には，重心の上下動との関

パラメータ調整後，立脚中期での床反力計との

係も考慮した結果，遊脚期に重心が最高点に達す

クリアランスは改善され，全足底接地が観察でき

るのとほぼ同時に股関節が最大屈曲しているので，
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歩行にあたり，妥当な対応と考えた．この結果，遊
脚期における爪先と床反力計との接触を解消する
ことができた（図 6d）．これにより，1 歩行周期で
の踵接地，立脚中期の全足底接地，爪先離地，遊
脚期の床面と足部のクリアランスを保っているこ
とが確認できた．今回は一般的なヒトの歩行動作
と比較して股関節の可動範囲が狭く，ケーデンス
図7

歩行時の股関節角度の変化 5) を一部改変

も低い設定ではあるが，一定の条件下において，

（破線：制御イメージ）

観察の観点から模擬的歩行動作が成立していると
判断した．

それらを一致させるように角速度を調整した．

続いて床反力値の結果と考察を述べる．一般的

c) 股関節角速度調整後
パラメータ調整後，遊脚期に膝の屈曲が確認で

な歩行動作において，床反力の鉛直成分は踵接地

き，足底と床反力計のクリアランスも観察される

直後と，爪先離地直前にピークを迎える二峰性が

ようになった．しかし，床反力計の前方への移動

見られる．ヒトの体重や歩行速度によってピーク

時に爪先がわずかに接触し，足部が引きずられる

の値は変化するが二つのピーク値はほぼ同じ値と

様子が見られた（図 6c）．この要因としては，床反

なる 13)．しかし，本システムで得られた床反力は，

力往復動用モータの制御に問題があると考えた．

踵接地直後の値が爪先離地直前と比較して極端に

模擬大腿が歩行に合わせて前方に移動せず，床反

小さかった（図８）．これまで義足の上下動は身体

力計が相対的に後方に移動する機構を採用してい

重心の上下動を参考にしており , その場合上限と下

る本システムにおいて，床反力計の後方への移動

限が等しいサインカーブとなることがわかってい

は，実際の歩行動作におけるヒトの重心の前方移

る．そこで今回は，重心が一番高くなる立脚中期

動を反映していると考えている．現状，床反力計

と遊脚中期を同じ値で上限とし，重心が一番低く

は股関節の伸展に合わせて後方に動かし，股関節

なる股関節最大伸展・最大屈曲時を同じ値で下限

が屈曲を始めるのに合わせて前方に動かしている．

として設定した．しかし，Saunders らの研究によ

しかし，股関節が最大伸展している時点で足部は

ると股関節の高さの変化はサインカーブでは無く，

床反力計から離れておらず，この段階で床反力計

爪先離地よりも踵接地の方が低くなっている（図

を前方に移動させることは重心の移動を反映でき

９）14)．本来，これは健常者の歩行の傾向を示した

ていないと考えた．そこで，爪先離地が完了し足

説であるが，義足使用者にも同じ傾向が現れるの

部が完全に床反力計から離れるまで床反力計を後

ではないかと考えた．また，本システムにおいて

方へ移動させ続ける設定とした．

実際に上下動させているのは模擬大腿であることか

d) 床反力計前後動調整後
パラメータ調整後，爪先離地において膝継手が
より屈曲し，遊脚期に爪先と床反力計の接触が軽
減されたが，完全には改善されなかった．これは
初期実験ということでケーデンスを低く設定して
いることから，膝継手の屈曲が十分に得られなかっ
たためと考えた．そこで遊脚期における上下動ス
トロークの上限を 0.7[cm] 増加させた．これはケー
デンスが低い歩行でしばしば見られる伸び上がり
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図8

1 歩行周期の床反力（鉛直方向成分）の波形
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行速度が速くなるほどその傾向が強くなる 13)．しか
し，今回の実験ではケーデンスを低くしているの
で，床反力は本来，あまり減少しないと考えられる．
そこで，立脚中期の踏み込みに関わる模擬大腿上
下動のストロークを再検討した．
床反力の値をリアルタイムで観察し，立脚中期
での模擬大腿上下動の上限を徐々に減少させた．
その結果，上限の減少とともに立脚中期の床反力
値の上昇が見られ，ストロークが 1.0[cm] のとき，
目標としている形状に近い床反力が実現できた ( 図
10：実線 )．
図9

以上のことから，本システムの模擬的歩行動作

踵接地と爪先離地での股関節高さの差異

は，観察と床反力の観点から成立していると考え
ら，この方針を採用することは妥当であると考え

た．

た．さらに，本システムは実際の歩行動作とは異
なり，模擬大腿が床反力計と共通のフレームでつ

4.

まとめ

ながっている．そのため模擬大腿の位置を下げる
本研究では大腿義足による模擬的歩行動作を実現

ことは，床反力の増加につながると考えられる．
以上のことから，踵接地時において模擬大腿をよ

するために，ヒトの歩行動作に照らし合わせた上

り下方に移動させるよう再調整を行った．

で，目視による観察と床反力の 2 つの観点からパ

踵接地時における追加の下げ幅に関しては，参

ラメータの検討および調整を行った．その結果，

考となるデータが無かったため，模擬的歩行時に

本システムの各モータの制御において，どのよう

おいて床反力計の値をリアルタイムで観察し調整

なパラメータが模擬的歩行動作に対しどのように

を行った結果，今回は 1.2[cm] となった．このとき

影響を与えるのかを確認することができた．これ

二つのピーク値がほぼ同じになり，歩行における

により種々の歩行動作を実現できる可能性が示唆

床反力の値と傾向が一致していた（図 10：破線）．

された．また，床反力値においては，ヒトの平地
歩行で見られる二峰性が確認できたことから，初
期実験において歩行動作の一端を再現できたと考
える．
今回は初期実験のため，股関節の屈曲伸展角度
やケーデンスを低く抑えた条件で実験を行ったが，
今後は，よりヒトの歩行に近い条件で模擬的歩行
動作を検証することが必要である．そして，さら

図 10

に異なる特徴を有する膝継手を含む大腿義足を用

制御パラメータ調整後の床反力

いて歩行動作の検証を行うことで本システムを改

（鉛直方向成分）波形
（破線：踵接地時調整後，実線：立脚中期時調整後）

善し信頼性の向上を図ることが必要であると考え
ている．

しかし，立脚中期に床反力の値が大きく減少する
問題が残った．立脚中期での床反力の減少は，歩
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Development of the dynamic characteristics measurement system of
trans-femoral prostheses
― Examination and adjustment of control parameter ―
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1

Imasen Engineering Corporation

2

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Hokkaido University of Science

3

Abstract
The evaluation on the performance of the components of the trans-femoral prostheses requires
cooperation of the amputees. However, achieving reproducible and objective evaluation demands amputees
to practice gait with a lot of time and eﬀort. We have developed the trans-femoral prostheses evaluation
system for the acquisition of more objective data in a shorter time than current evaluation methods with
amputees. In this report, control parameters were examined and adjusted in order to realize simulated
walking. The control parameters were set based on human walking. And their validity was examined and
their values were adjusted based on visual observation and the grand reaction forces. The results of this
study suggested that the simulated walking could be possible.
Key words: trans-femoral prostheses, knee joint unit, simulated walking, grand reaction force
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