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臨床に役立つ歩行分析
九州看護福祉大学大学院
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浩

１．はじめに

近年，医療分野における計測機器は，目覚ましく
進化，発展している．その特徴として，ハードウエ
アにおいては，計測性能の向上に加え，軽量化とコ
ンパクト化が進み，可搬性能が格段に高まった．そ
の結果，これまで屋内で行われていた計測が，屋外
でも容易に出来るようになった．次にソフトウエア
においては，パソコンの処理能力の向上で，取り込
図1

んだ膨大なデータを瞬時に自動処理し，解析結果の

スローモーション撮影後，ダートフィッシュ・ソフトウエア1)
を用いて残像表示させている．

表示や，直感的に理解し易いようなグラフ表示，さ
らには，ユーザーのニーズに応じた様々なレポート
作成機能などが追加され充実してきている．本講演

スローモーション撮影による分析

３．動作解析ソフト（Kinovea）

では，比較的安価で活用しやすい機器を使った臨床
Kinovea はオープンソースソフトウェア（Open

に役立つ歩行分析の方法をいくつか紹介する．

Source Software）であり誰でも無償で使用するこ
とができる 2)．動作環境は Windows 系 PC で，Ver.

２．スマートフォン

0.9.1（beta 版）であれば日本語にも対応している．
歩行分析において最もスタンダードな方法の１つ

読み込み（再生）可能な動画のフォーマット形式も

はビデオ撮影である．しかし，一般に市販されてい

幅 広 く 対 応 し て お り，使 い 勝 手 は 良 好 で あ る．

るデジタルビデオカメラのサンプリング周波数は

Kinovea は，二次元動作解析ソフトで，マーカの自

30Hz であり，この程度のサンプリング周波数で歩

動追跡や，指定したマーカの速度，加速度の表示，

行分析を行うと，正確に踵接地の瞬間を捉えること

さらに関節角度表示などが簡単に行える．また，ス

は困難である．研究用に特化した高性能なハイス

トップウォッチ機能も付いているため動画をコマ送

ピードカメラは存在するが，個人で購入するには，

りにしながらの時間測定も容易である（図２）．

かなり高価な機器である．しかし，近年では，スマー
トフォンなどを利用しスローモーション撮影

４．加速度計

（240Hz）が簡便にできるようになってきた．100Hz
程度以上のサンプリング周波数であれば，かなり正
確に踵接地の瞬間を捉えることが出来る（図１）．

近年，市販されている加速度センサは，計測の用
途に応じて様々なタイプのものがある．動作分析に
使用する加速度センサは，小型，軽量，無線，安価
なものが多く，３軸方向の加速度に加え，ジャイロ

− 1 −

臨床歩行分析研究会誌 Vol.7, No.1，2020

（角速度）センサや，地磁気センサなどを内蔵した

４．１. 躍度（jerk）

タイプのものがある（図 3）．本講演では，加速度

加速度は，速度の時間に対する変化率を示した

センサを用いた「運動の滑らかさ」，「動揺性」の

ものであり，速度の時間微分値として定義される．

評価について紹介する．

この加速度をさらに時間で微分したものを加加速
度，または，躍度（jerk）と言う．jerk とは，
「急
にぐいと引くこと」を意味しており，ウエイトリ
フティング種目のクリーン＆ジャークもこの言葉
からきている．躍度は力の時間的変化率と比例す
るため，力の変化率が大きくなればなるほど，加
速度変化は大きくなり躍度も大きくなる．逆に加
速度が一定の時（加速度変化が０，即ち躍度が０
の時）は，等加速度運動となり運動は滑らかとなる．
そのため躍度は運動の滑らかさの指標とされる 5)．
自動車の運転で例えると，走行中にアクセル（加速）
とブレーキ（減速）を頻繁に行うと，速度変化が
大きくなり滑らかさを失った状態（乗り心地の悪
い状態）を想像すると理解しやすいであろう．加
速度センサを臨床の歩行分析で使用する場合，脊
柱の第３腰椎レベルに固定し計測すると，最も床
反力に近似した波形が得られるとの報告がある 6)．

図２

このことからすれば，床反力は身体重心の加速度

Kinovea 解析画面（文献３より引用．一部改変）

市販のデジタルカメラのハイスピードモード（300Hz）で撮
影し，マーカは市販の LED ライトを使用した．臨床で使用す
る場合，文具用のカラーシールでも可能である．動画撮影
時のポイントは，マーカと背景色のコントラストをつけること
である．これによりマーカの自動追跡が良好となる．A：肩
峰に貼付したマーカを自動追跡した軌跡と瞬時のマーカ速度
を表示．大転子・膝関節外側顆・足部外果のマーカを指定
することで瞬時の膝関節の角度を表示．ストップウォッチを
指定した時間から開始することが可能（両脚支持時間や単
脚・遊脚時間の測定が可能）．B：2 つのプレイバックスクリー
ン機能を利用すれば，矢状面，前額面から撮影した動画を
同期させながら分析することができる．

変化を反映するため，第３腰椎レベルで計測した
加速度は，身体重心の加速度変化を最も反映した
指標になり得ることを示している．しかし，多く
の研究で鉛直方向，前後方向の加速度の信頼性は
報告されているが，左右方向の加速度に関しては，
波形の再現性など課題が指摘されているため，左
右方向の評価に使用する際は注意が必要である 6)．
実際に図４に第３腰椎レベルに加速度計を固定し
て，歩行した際の加速度波形と jerk 波形を示す．

４．２. エントロピー（entropy）
次に情報数学や情報理論の分野でよく使われる
エントロピー（平均情報量）を用いた滑らかさの
評価について紹介する．エントロピーとは，情報
の無秩序や不確実の程度を表す尺度を意味し，そ
図３

の確率分布に従って１つのデータをサンプリング

小型９軸ワイヤレスモーションセンサ 4)

３軸方向加速度，３軸方向ジャイロ（角速度），３軸地磁気
センサを内蔵している．

する時に得られる情報量の期待値であり，平均情
報量とも言う．小島ら 7,8) は動作中の時系列加速度
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図４

歩行時の加速度波形と jerk 波形（文献３より引用）

サンプリング周波数は 100Hz で計測した時の波形を示す．横軸は 100 frame で 1 秒となる．
A：上段は鉛直方向の加速度波形．正値は下方向の加速度を示す．下段は jerk 波形．
B：上段は前後方向（進行方向）の加速度波形．正値は進行方向の加速度を示す．下段は Jerk 波形．

図５

エントロピーを用いた動作時の滑らかさの評価（文献８より引用）

変化平均情報量は，ある事象 i が生じる確率 Pi が 0.5 の時，その事象が実際に生じた事を知らせる情報量を 1 ビット
（bit）とし，その情報量が起こりうる全ての事象について得られる期待値として定義される．

データを周波数解析し，その結果を確率曲線に見

が分散する方が，不確実性が高くなるため（予測

立て，パワースペクトルの合計値を正規化しエン

が困難になるため）エントロピーは大きくなる．

トロピーを算出することで，動作の滑らかさを客

実際の計算方法は，表計算ソフト（マイクロソフ

観的に評価できることを提案している．つまり，

ト社製）を使用する場合，アドインで分析ツール

歩行時の加速度データの周波数分布に着目したと

にチェックを入れると周波数解析（フーリエ解析）

き，一定の周波数帯域にパワー分布が集中する場

が可能となる．エントロピーの算出方法は図５の

合に比べ，より広範囲の周波数帯域にパワー分布

公式を参照して頂きたい．また，フリーソフトウ
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エアのスペクトル解析システム SPCANA Ver4.92 も

値ともよばれ，加速度の二乗値を運動開始時間か

使い勝手がよくお勧めする（図６） ．

ら終了時間まで積分し，要した時間で除した後，

9)

平方根を求めたものである．RMS は運動の滑らかさ
というよりも，動揺性の一指標とされている．体
幹に加速度センサを固定した歩行分析であれば，
RMS 値が大きいほど，体幹動揺が大きいことを示唆
するものである．しかし，RMS は，歩行速度の影響
を受けやすいため注意が必要である．この影響を
補正する手段として，歩行速度の二乗値で除す方
法も提案されている 11)．

５．表面筋電図
図６

スペクトル解析システム SPCANA の解析画面

表 面 筋 電 図（electromyogram：EMG ）と は，筋
が収縮する際に発生する微弱な活動電位を記録し

４．３. 二乗平均平方根（RMS）
その他の方法としては，二乗平均平方根（root
mean square：以下，RMS）

10)

がある．これは実効

図７

たものであり，解析方法としては，活動電位の振
幅に着目した積分筋電図解析や EMG 波形に含まれ

臨床普及型 EMG システム（文献 13 より引用）

A：解析ソフトの画面［積分値（青）と平均周波数（赤）の棒グラフ表示］．web カメラで計測時の動画が保存可能．
B：システムの外観．EMG アンプ内には送信ユニットが組み込まれている．また，フットスイッチ信号等のトリガー信号を同期し
て取り込む入力アンプも 1ch 標準装備している．電源は単 4 電池を使用．
C：解析ソフトの画面（wavelet 周波数解析のスケログラム表示） A，C の画面は切り替え表示が可能．
D：当該システムで解析した結果データをフリーソフトウエアの Graph R 14) で読み込み wavelet の三次元化グラフの作成が可能．

− 4 −

臨床歩行分析研究会誌 Vol.7, No.1，2020

る周波数に着目した周波数パワースペクトル解析

の協調性に着目し，左右内腹斜筋の CCI を算出し

などがある．本講演では，我々の研究グループが

健常者と比較検討した．その結果，健常者に比べ

臨床現場で使うことを想定し開発した臨床普及型

変股症患者では有意に CCI が低値を示した．この

EMG システム「EMG マスター」（図７）を用いた定

結果から，変股症患者の股関節機能は，隣接関節

量的歩行分析の方法を紹介する 12)．

である体幹の不安定性の影響も受けている可能性
が示唆された 17)．

５．１. 筋活動の協調性の評価
表面筋電計を用いて歩行時の複数の筋活動を同

５．２. ウェーブレット（wavelet）周波数解析

時 に 計 測 す る こ と で，協 調 運 動（coordination）

EMG 信号の中には，①振幅，②時間，③周波数の３

の定量的評価が行える．協調運動とは，「合目的か

つの情報が含まれている．そして，振幅情報に注

つ円滑に行われる運動．１つの動作は，複雑な筋

目した解析方法の１つに積分筋電図（integrated

活動の重なり合ったパターン，つまり，時間配列（筋

EMG：以下，IEMG）解析がある．そして，周波数情

活動のタイミング），空間配列（活動あるいは抑制

報に注目した解析方法の１つに周波数パワースペ

される筋の選択），強さの配列（筋活動の程度）の

クトル解析がある．IEMG は筋の電気的活動量の総

要素からなる」と定義されている

．その協調運

仕事量を定量化したものであり，筋活動の量的評

動の定量的評価法の１つとして，動筋と拮抗筋の

価とされている．一方，周波数パワースペクトル

同時収縮比率（co-contraction index: CCI）

周波数解析は，EMG 波形を各周波数成分に分解し，

15)

16)

が

ある（図８）．ヒトの姿勢・動作制御における関節

周波数パワー密度のスペクトル特性を定量化した

安定化は，動筋と拮抗筋の同時収縮による制御が

ものである．先行研究において，特に筋線維レベ

特徴である．例えば，歩行時の初期接地から荷重

ルの活動でみたとき，遅筋線維（typeⅠ線維）は

応答期における膝関節の筋活動に着目すると，膝

低周波帯成分を，速筋線維（typeⅡ線維）は高周

関節伸展筋（動筋）と膝関節屈曲筋（拮抗筋）の

波帯成分を反映すると考えられ，筋の質的評価と

同時収縮により制御されている．しかし，CCI は，

されている 18,19)．一般的に EMG 周波数解析と言えば，

高ければ良いというものではなく，高すぎると滑

高速フーリエ変換（fast Fourier transform：以下，

らかな動作が阻害され，逆に低ければ関節安定化

FFT）が広く知られている．しかし，FFT は静的な

が低下するため適度なバランスが重要となる．実

筋活動評価には有効であるが，例えば下肢筋にお

際に我々の研究グループでは，変形性股関節症（以

いて歩行や階段，あるいはジャンプ動作といった

下，変股症）患者の歩行時における体幹筋筋活動

動的な筋活動評価には適していない．これは FFT
が解析信号の定常性に加え，周波数領域の変換で
時間情報を失うためである．つまり FFT を用いて
非定常信号波形のある時点における急変部やトレ
ンドなどの情報を調べることは非常に困難である．
この問題を解決するため，我々の研究グループで
は，1998 年から新しい工学技術である wavelet 変
換（wavelet transform：以下，WT）とよばれるア
ルゴリズムを用いた EMG 周波数解析の研究を世界
に先駆けて行ってきた 20,21)．WT は解析信号波形の
非定常性を仮定し，WT のマザー関数は可変の時間

図８

動筋と拮抗筋の同時収縮比率（CCI）

周波数窓をもつ特徴がある．そのため，歩行動作
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などの時々刻々と変化する筋活動の動的周波数特

６．終わりに

性 を 評 価 す る の に 適 し て い る．そ こ で，最 後 に
wavelet 周波数解析を用いた動作時の筋の質的評価

臨床に役立つ歩行分析というテーマで，講演さ

について紹介する．股関節疾患患者と健常者を対

せて頂いた．これから先，10 年後を想像すると，

象に WT を用いた歩行時立脚期の時々刻々と変化す

さらに新しい歩行分析の方法や，計測機器が開発

る中殿筋の動的 EMG 周波数特性に関するする研究

されていることであろう．「極める」ことには，
「限

を行った．その結果，健常群では立脚相初期（踵

界はない」．自身も含めて今後の臨床歩行分析研究

接 地 時）に 平 均 周 波 数（mean power frequency:

会会員諸氏の「極める」を期待したい．

以下，MPF）の有意な上昇が認められたのに対し，
股関節疾患群では認められなかった．この結果か
ら，股関節疾患群の MPF 上昇が鈍化した原因として，
主に typeⅡ線維を支配する運動単位の動員数と発
火頻度の減少の可能性が示唆された（図９）．この
ことは，従来の筋力増強運動に加え，股関節外転
筋群の typeⅡ線維の賦活化に着目した筋力トレー
ニングの必要性を示すものである．

図９

wavelet 周波数解析を用いた動作時の質的筋活動評価（文献 21 より引用．一部改変）

図左は，wavelet 周波数解析した際の時々刻々と変化するパワースペクトル波形を示す．
図右は，横軸は歩行周期（立脚相を 100 %）を示し，縦軸は％MPF を示している．健常群で
は踵接地直後（trigger point）に %MPF の急激な上昇が認められるのに対し，股関節疾患群
では大きな変化は認められない．
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