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【要

旨】

運動療法における歩行指導や補装具の設計評価においては，身体合成重心 (COG) のエネルギー変換効率を
定量的指標として用いることが有効である．COG は三次元動作解析装置を用いて測定することができるが，
大規模かつ高価であり導入コストが高いため，病院への導入は進んでおらず，理学療法や補装具設計の効果
判定にも用いられていない．従って，多くの臨床場面では医療関係者の主観的評価に終始しているのが現状
である．臨床場面における客観的評価指標の導入を目標として，本論文では，モーションキャプチャ機能を
有する小型かつ安価なゲームコントロールデバイスである Kinect センサーを用いて歩行過程における COG
の力学的エネルギー変換効率（%recovery）を測定する手法を提案する．また，従来の三次元動作解析装置
との同時計測によりその精度を比較するとともに，本手法の応用場面について検討を行う．
Key Words：Kinect，COG，歩容解析，エネルギー変換効率，リハビリテーション支援システム

1.

はじめに

た研究成果が散見される 4-6)．そのため，医療関係者
の経験や勘といった主観的評価に頼らざるを得ない

脳血管障害等を原因とする中枢神経疾患患者の歩

のが現状である．

容の特徴として，身体合成重心（COG : Center of

一方，近年 Kinect を使用した様々なソフトウェ

gravity）の力学的エネルギー変換の不足に伴う歩

アが開発されており，リハビリテーションへの応用

行速度の低下や安定性の欠如等が挙げられる 1-3)．本

も提案されている 7-10)．Kinect センサーは，三次元

来，歩行はエネルギーコストの低い動作であるが，

動作解析装置で必要とされる赤外線反射マーカを装

障害者では，上述の理由により，このエネルギーコ

着することなく，人体の関節を含む各部位の三次元

ストが大幅に増加する．従って，リハビリテーショ

座標を簡便に取得可能なデバイスであり，また安価

ンの評価ではエネルギーコストを定量的評価基準と

でポータブルである．本研究は，小型かつ安価なリ

することが有用である．

ハビリテーション支援システムを構築することで，

しかしながら，エネルギーコストを科学的見地か
ら明らかにするには，大規模かつ高価な三次元動作

主観的評価に終始していたリハビリテーション評価
に客観的指標を導入することを目的としている．
これまでに筆者らは，Kinect を用いて COG の三

解析装置や床反力計を用いる必要があるため，医療
機関への導入に際しては大きな障壁となっている．

次元座標をリアルタイムで計測可能なシステムを提

また，患者を大規模な実験室に招いて計測を行うこ

案し，従来の三次元動作解析装置を真値と仮定した

とも困難であるため，麻痺の重い重度片麻痺者を対

場合の誤差率が１％未満であることを実験により示

象とした三次元動作解析などの報告は極めて少な

している 11)．本論文では，Kinect センサーで抽出し

く，独歩可能となった維持期脳卒中患者を対象とし

た COG から歩行過程における力学的エネルギー変
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換効率を算出するソフトウェアを開発し，従来装
置との同時測定による実験を行うことにより，本
システムの応用について検討を行う．
2. 方法
2.1. COG の算出方法
本研究では COG の算出方法として松井らが行っ
た間接法 13) を用いた．間接法は各体節の質量と重
心の位置を求めた上でそれらを合成することによ
り COG を算出する手法である．各体節の重心位置
は２つの関節を結ぶ直線を内分する点に存在する

図1

が，既に研究により体節ごとに内分点の位置が与

Kinect v2 で検出される骨格座標 12）

えられており 13)，例えば，下腿の重心は膝と足首の

HAND̲LEFT, HAND̲RIGHT, HIP̲LEFT,

両関節を結ぶ直線を 41：59 に内分する位置にある．

HIP̲RIGHT, KNEE̲LEFT, KNEE̲ RIGHT,

さらに，過去の報告から得られた各体節の質量比

ANKLE̲LEFT, ANKLE̲RIGHT, FOOT̲LEFT,

を用い ，各体節の重心座標と質量比の値の積和を

FOOT̲RIGHT の計 18 部位の座標を用い，前節 2.1

とることにより COG の座標を算出することができ

で述べた間接法 13) を利用して COG の三次元座標を

る．

求め，次節に述べる手法により歩行過程における

13)

力学的エネルギー変換効率を算出した．
2.2. Kinect による COG 算出
Kinect は Microsoft のゲーム機 Xbox360 向けに

2.3. 力学的エネルギー変換効率の算出

2010 年に発売された，ジェスチャーや音声認識に

前章で述べたように，歩行の良し悪しを定量的

より操作可能なゲームコントローラである．2012

に評価するためには，力学的エネルギー変換効率

年には Microsoft が Windows 向けのソフトウェア

を指標とすることが望ましい．歩行を倒立振子と

開発キット（SDK）を公開するとともに Kinect for

見た場合には，図２に示すとおり COG 鉛直変位は

Windows を発売したため，一般ユーザーによる

正弦波を描くが，力学的エネルギー変換効率を算

Kinect を使用したソフトウェア開発が可能となっ

出するためには，図２のように COG 鉛直変位の極

た．さらに 2014 年に解像度を向上させた Kinect

値を基に各相に分割する必要がある．これら各相

v2 が発売されている．

において，COG の変位を１階微分することにより

本研究では，Kinect の特徴的な機能であるスケ

COG の速度を得ることができる．ここで得られる

ルトントラッキング（骨格追跡）により，カメラ

COG 速度はキャリブレーション時に定めた原点に

により撮像された人物領域を検出した上で図１に

対する３つの方向（左右方向 x，進行方向 y，鉛直

示す関節を含む身体の各骨格部位を推定し，それ

方向 z ）で構成される三次元絶対空間座標の変位に

らの三次元座標を得る機能を用いた 12)．これにより

対する速度である．一方，運動エネルギーはスカ

得 ら れ た 各 関 節 位 置 座 標 の う ち，図 １ に 示 す

ラー量であることから，本来は方向を持たないが，

HEAD, SPINE̲SHOULDER, SHOULDER̲LEFT,

全運動エネルギーを計算するためには，絶対座標

SHOULDER̲RIGHT, ELBOW̲LEFT,

系における独立した方向で構成される３軸の運動

ELBOW̲RIGHT, WRIST̲LEFT, WRIST̲RIGHT,

エネルギーを合成する必要が生じる．そこで COG，
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これらの値を用いて，Cavagna らは歩行の力学
的エネルギー変換効率（%recovery）を式 (10) で定
義している 14)．

一般的な歩行においては位置エネルギーと運動
エネルギーの間でエネルギー変換が行われ，概ね
Wy が負となる局面では Wz が正，Wy が正となる局
図2

面では Wz が負となる．仮にエネルギー変換が行わ

１歩行周期における COG 鉛直変位

なければ両者は同符号となり，その最大値は│Wy│

の速度の左右方向成分をνx，進行方向成分をνy，鉛

+│Wz│となる．文献 14）の記述によれば，先行研

直方向成分をνz，鉛直変位を sx とし，各方向の運

究では，この│Wy │+│Wz│を基準とし，実際に

動エネルギーを Ek,x，Ek,y，Ek,z，および位置エネ

筋が COG を動かすためにした仕事 Wext を差し引

ルギーを Ep，全エネルギーを Etot とすると，これ

くことにより，エネルギー変換の効率を測定して

らは式⑴〜⑸でそれぞれ算出できる．なお，m は

いたが，Cavagna らはこれを│Wf │+│Wv│で除

身体質量，g は重力加速度である．

した %recovery を提唱した．%recovery は位置エネ
ルギーと運動エネルギーが完全に逆位相でその振
幅が等しい場合に 100%，両エネルギーが完全に同
位相等振幅の場合に 0% となり，歩行における力学
的エネルギー変換効率の有用な指標となっている．
健常者の場合，左右方向の移動が小さいことから
%recovery に対して影響を与えないことが先行研究

次に，これら COG のエネルギーの増加量から，

で示されており，上述の Cavagna らの論文 14) では

COG を動かすための外的仕事を計算する．COG を

健常者を対象としているため左右方向の COG の移

左右および進行方向へ加速するための外的仕事を

動については考慮していない．しかしながら，本

Wx，Wy，重力に抗って COG を鉛直上方へ加速す

研究では左右方向の移動量も大きい脳卒中片麻痺

るための外的仕事を Wz，筋が COG を動かすため

者も対象としていることから，左右方向も考慮に

に行った外的仕事を Wext とすると，これらは式⑹

入れた式 (11) によって %recovery を算出した．

〜⑼で計算できる．ただし，
∆はエネルギーの増加
量を表し，増加している場合には正，減少してい
る場合には負の値となる．従って，例えば進行方

向において COG が減速する局面においては，Wy
は負の値となる。

2.4. 試作ソフトウェア
本研究で試作した Kinect v2 を用いたソフトウェ
アの実行画面の一例を図３に示す．本システムは
Kinect v2 により取得した COG の鉛直方向の軌跡
を歩行周期ごとに表示する．また，速度，歩幅，ケー
デ ン ス と い っ た 運 動 学 的 パ ラ メ ー タ と と も に，
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%recovery をリアルタイムで表示することができる．
計測終了後は外部ファイルに Excel フォーマット
で各種計測結果が出力され，過去データとの比較
など歩行分析を行うことが可能である．

図4

図3

試作ソフトウェアの実行画面

実験環境

ため，得られたデータにカットオフ周波数 3Hz 〜
6Hz 程度の LPF（低域通過フィルタ）を施すこと

2.5. 対象

が多い．これに従い，上述の方法で得られた COG

本研究における対象者は，既往歴のない健常男

データにカットオフ周波数 3 Hz の LPF を施した

性 21 名（年齢 19.6±0.8 歳，身長 171.2±4.9cm，体

結果を用いて，前節 2.3 に示した手法で１歩行周期

重 64.0±6.0kg）である．なお，事前に研究目的お

における各相のエネルギー変換効率（%recovery）

よび実験内容について説明を行った上で，書面に

の値を求めた .

よる同意書を得た（北海道科学大学倫理審査申請：
2.6.2. トレッドミル歩行における比較

第 79 号）．

Kinect v2 センサーの人物取得可能範囲はカメラ
2.6. 計測方法

からの距離で 4.5m 以下であるため，前項の実験で
は２歩行周期未満の計測に限られた．本稿ではさ
らに継続した歩行運動における %recovery のデータ

2.6.1. 平地歩行における比較
歩行過程における COG の測定能力を比較するた
め に，Kinect v2 な ら び に 三 次 元 動 作 解 析 装 置

を得るために，トレッドミルを用いた歩行の計測
を行った．

（VICON-T10 カメラ８ 台 +MX3 カメラ６ 台）の

比 較 方 法 は，Motion Analysis Corporation 社 製

３システムで同時計測を行った．計測周波数は，

の三次元動作解析システム MAC3D System および

Kinect v2 は 30Hz，VICON は 100Hz である．

Kinect v2（両システムとも計測周波数 30Hz）を用

実験は，図４ のように歩行路面に Kinect セン

いて，トレッドミル上で 4km/h で歩行動作の同時

サーを設置し，カメラから遠ざかる方向での健常

計測を 30 秒間実施した．また，それぞれで得られ

者の歩 行を計測して行った（被験者は Kinect の人

た三次元関節位置座標をキッセイコムテック社製

物取得可能範囲外まで継続して歩行する）．これを

の KinemaTracer に読み込み，バンドパスフィル

各デバイスにより同時測定し，得られた各身体部

タ（0.1 〜 3Hz）を通した後に，同じ COG 計算モ

位の三次元座標を用いて間接法により COG の高さ

デル（松井 model

を算出した．

節 2.3 に示した手法で１歩行周期ごとの %recovery

臨床における歩容解析においては歩行周期に比

の中央値を求めた．

して著しく高周波の情報は一般に必要とされない
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2.7. 解析方法

には反映されているが，Kinect v2 の測定値からは

解析方法は，21 名の対象者に対して２回ずつ試

明瞭に感知できていないように見える．
また，１歩行周期平均の %recovery を両デバイス

行 し，VICON（平 地 歩 行）も し く は MAC3D
System（トレッドミル歩行）と Kinect v2 における，

で比較すると，VICON の測定値が 36.58±10.36%

歩行中の COG の極大点および極小点を特徴点とし

であるのに対して Kinect v2 では 53.83±12.04% で

て抽出した．得られた特徴点で切り分けた歩行過

あり，VICON の測定値を真値と仮定した場合，歩

程の各相（図２参照）において %recovery をそれぞ

き始めにおいては測定誤差が大きいといえる．

れ算出した．

一方，表１からわかる通り，Kinect v2 は測定可
能範囲内ではカメラから遠い領域で誤差が小さく

3. 結果および考察

なる傾向にある．VICON と Kinect v2 の同時計測
による COG 変位の比較を行った論文 11) においても

3.1. 平地歩行の比較

同様の傾向が報告されている．そこで，2.6.2 項に

2.7 で述べた解析方法に基づいて %recovery とそ

示した方法でトレッドミル上での定常歩行におけ

の誤差を求めた結果を表１に示す．なお，Kinect

る %recovery を算出し，比較を行った．その結果を

v2 の人物取得範囲が 4.5m であるため，歩き始めの

次節に示す．

１歩行周期について比較を行った．
3.2. トレッドミル歩行の比較
図５に被験者 A の１歩行周期ごとに %recovery
の 中 央 値 を 算 出 し た 結 果 を 示 す．図 ５ の 縦 軸 は
%recovery を示し，100％に近いほど重力を利用し
た効率の良い歩行であることを示す．また，横軸
は歩行周期を示している．なお，図中の二重線は
表1

Kinect v2，点線は MAC3D System により得られ

歩行過程の各相における %recovery

た %recovery の値を表している．25 歩行周期の平

表１より，VICON，Kinect v2 ともに，%recovery

均 値 は MAC3D System の 67.00±4.50% に 対 し，

の値が昇りの局面で小さく，下りの局面では大き

Kinect v2 は 69.70±6.63% であり，歩き始めに比べ

く な っ て い る こ と が わ か る．式 (11) の 通 り，

て両者の誤差が小さくなっている．

%recovery の値は筋による仕事 Wext が大きいほど
小さくなる．筋による仕事は，スイング足の爪先
が床に触れないように持ち上げる仕事と，両脚支
持期に後ろ脚でキックして次の支持脚の真上に
COG を持ち上げるための仕事と考えられ 15)，昇り
では下りと比較して Wext の値が大きく，%recovery
の値が小さくなる．表１の計測結果は，VICON，
Kinect v2 ともにこの特徴をとらえているといえる．
さらに，歩き始めにおいては静止状態から速度

図5

を上げるため定常歩行と比較して筋の仕事 Wext が

トレッドミル歩行の同時計測による比較

大きくなり，歩き始めに近いほど %recovery の値が

25 歩行周期の平均値では大きな差はなく，また

小さくなる．この点については，VICON の測定値

%recovery の増減パターンが類似したデータを得ら
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れているものの，Kinect v2 による測定値はばらつ

と考えられる．

きが大きく，MAC3D System による測定値と完全

計測精度の観点から，現段階では従来の三次元動

な一致はみられなかった．しかしながら，トレッ

作解析装置と置き換えが可能となるような歩行分析

ドミル歩行における解析を前提とした場合では，

システムへの応用は難しいが，3.2 節で述べたよう

10 歩行周期以上の中央値を算出し，これを利用す

に，ある程度連続したデータが取得可能な場面にお

ることで，外れ値の影響を受けずにデータのばら

いては，その中央値を用いるなどの処理により，客

つきを抑 制することが可能と考えられる．

観的指標を導入したリハビリテーション支援システ

本研究では，将来的にデイサービスにおける歩
行トレーニングの一助となるシステムの開発を検

ムやトレーニング支援システムへの応用が可能と考
える．

討中である．本システムでは 20 分程度の連続した

一方，本論文では健常者の歩行のみを測定してい

トレッドミル歩行における歩行指導を画面上から

るが，臨床場面への導入に向けて，障がい者や高齢

行うことを想定しており，１歩行周期ごとの瞬間

者を対象とした提案手法による測定を行うことによ

的な違いを明確にするよりは，全体の傾向から指
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Measurement of Energy Conversion Eﬃciency in Gait by Using Kinect
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Abstract
Energy conversion eﬃciency of the body center of gravity (COG) is an eﬀective quantitative index for gait
assessment and orthosis design, COG can be measured using a 3D motion analysis device; however, its
introduction in hospitals has not progressed because of its large size and high costs. The need to transfer
the patients to a large laboratory for measurements adds an extra diﬃculty. Therefore, data and studies
on patients with serious disorders, such as hemiplegia, are scarce. In addition, these devices are not even
used to assess physiotherapy eﬃcacy, thus we still rely on the experience of medical personnel and
intuition-based subjective assessments. This paper proposed a method of measuring energy conversion
eﬃciency of COG (% recovery ) by using Kinect, a cheap and portable game controller device, which
provides the motion capture function, with a goal of introducing objective assessments in hospitals. Also,
this paper assesses the data of %recovery which are simultaneously measured by Kinect and a 3D motion
analysis device. Furthermore, practical application of the proposed method by using Kinect is considered
in this paper.
Key words: Kinect, body center of gravity, gait analysis, energy conversion eﬃciency, rehabilitation
support system
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