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 In this study, basic technologies for measurement and evaluation of movements, and for Functional 
Electrical Stimulation (FES) control of the paralyzed limb were developed to apply them to FES 
rehabilitation. First, wearable movement measurement and evaluation system was developed using 
wireless type inertial sensors. The developed system was found to measure stably lower limb joint 
angles during walking with able-bodied subjects. Then, wireless type surface FES control system was 
developed. The FES system was shown to work appropriately in feedback control of maximum joint 
angle in repeated movement. Furthermore, ankle joint control system was developed with the wireless 
type inertial sensor and the wireless type surface FES system. Electrical stimulation for the ankle 
dorsiflexion was generated appropriately with the developed system in the case of normal walking.

1.　はじめに
　運動機能の回復を図るリハビリテーションでは，一般
に理学療法士が視覚情報などから運動レベルの評価を行
い，運動機能改善や運動学習の指示を行っている．しか
し，運動再学習においては，定量的な計測データに基づ
く指示とフィードバックによる練習が効果的であると考
えられる．一方，脊髄損傷や脳血管障害等により生じた
中枢性の運動機能麻痺に対して，外部から適切な電気刺
激を与えて動作を再建する方法として機能的電気刺激
（FES）があり，FESを併用することでリハビリ効果が
向上し，さらには，随意運動能力が改善することが報告
されている 1）．そこで本研究では，FESを応用した新し
い運動リハビリテーション手法の確立を推進するため
に，運動状態の計測・評価と麻痺肢のFES制御の観点か
ら基盤技術を構築し，それらを統合したシステムを開発
することを目的とした．
　まず，実験室内条件だけでなく，様々な環境でのリハ
ビリを考慮し，無線型慣性センサを用いた簡便に使用で
きるウェアラブルセンサシステムの開発を行った．運動
機能麻痺者の自立に重要な下肢の機能に着目し，下肢の
各関節角度の計測法を確立し，開発したウェアラブル運
動計測システムで実験的検証を行った．また，運動のリ

ハビリに使用する小型表面FESシステムを製作し，これ
に，リハビリを想定して繰り返し運動のFES制御器 2）を
実装して，被験者での制御により検証した．さらに，片
麻痺者の足関節制御を対象に，無線型慣性センサと小型
表面電気刺激装置を用いて，歩行時の遊脚期の背屈動作
を制御するFESシステムの構築を行った．

2.　運動計測・評価システムの開発
2.1.　システム構築
　7個の無線型慣性センサ（WAA-006，ワイヤレステク
ノロジー）とノートパソコンでシステムを構成した（図
1）．各無線センサは，3軸方向の加速度と角速度が計測
可能であり，両下肢の大腿部，下腿部，足部，及び，腰

図1　ウェアラブルセンサシステムの構成
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部に装着する．各センサの加速度と角速度データは
100Hzでサンプリングし，Bluetoothを介してPCに送ら
れる．PCでは，それらのデータから両下肢の足関節，
膝関節，股関節角度を算出し，表示・記録する．PC側
でのこれらの処理を行うプログラムをLabVIEW

（National Instruments）環境で作成した．
　関節角度の算出について，膝関節角度を例に図2に示
す．まず，大腿部と下腿部のセンサの角速度信号から
（1）式により関節角度を求める．このとき，初期値θ 0

は，加速度センサの出力から決定する．

     θ ω ω θknee thigh shank dt= − +∫ ( ) 0
 (1)

この計算では，ジャイロセンサのオフセットドリフトに
より，積分誤差の蓄積が生じる．一方，重力加速度を利
用して加速度信号から各部位の傾斜角を求めることがで
きるが，この場合には運動加速度の影響を受ける．そこ
で本システムでは，加速度センサの出力をL.P.F.処理
（fc=0.5Hz）した上で傾斜角を算出し，2つの加速度セン
サから関節角度θ aを求め，カルマンフィルタを適用し
た．カルマンフィルタは，ジャイロセンサと加速度セン
サから得られた関節角度の差∆yを観測値とし，ジャイ
ロセンサから得られた角度に含まれる誤差∆θ̂を推定す
る．そして，推定した誤差∆θ̂をジャイロセンサから得
られた角度θ kneeから引くことで推定関節角度θ̂kneeが得ら
れる．

2.2.　システム評価
2.2.1.　実験方法
　健常男性3名（23歳）で，歩行中の足関節，膝関節，
股関節の角度を，本システムと3次元動作解析装置
（OPTOTRAK, Northern Digital Inc.）で同時計測し，構
築したシステムの評価を行った．センサの装着は，足部
については粘着テープを用いて靴上に固定し，下腿部，
大腿部，体幹部については，伸縮性バンドに付けたポ
ケットに収納し，身体部位に巻きつけて固定した．

　各被験者で，約3.5mの短距離歩行を3種類の歩行速
度（遅い，普通，速い）で各5回計測した．このときの
歩行速度は被験者の感じる速度とした．3次元動作解析
装置の計測結果を参照信号として，RMSE（Root Mean 

Square Error）と相関係数ρを求めて評価した．

2.2.2.　結果及び考察
　関節角度の計測結果の一例を図3に示す．（1）式によ
りジャイロセンサのみで計算した関節角度は，オフセッ
トドリフトの影響により時間と共に参照信号との差が増
加してしまうが，カルマンフィルタを適用した本システ
ムでは，オフセットドリフトの影響を除去して安定した
計測ができていることがわかる．

図2　関節角度算出法の概略（膝関節角度計測での例）

図3　関節角度計測結果の例（普通歩行）
　　KFはカルマンフィルタを表す．
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　図4に，求めたRMSEと相関係数ρをまとめた結果を
示す．カルマンフィルタを適用することで，ほとんどの
試行でRMSEと相関係数が改善し，精度が安定する結
果が得られた．しかしながら，足関節の相関係数や膝関
節のRMSEでは標準偏差が大きい場合があった．これ
は，カルマンフィルタを適用する前の結果で他に比べて
悪い場合があったためであり，カルマンフィルタは有効
に機能していたといえる．一方，センサの装着に関して
は，実用性を考慮し，厳密な位置決めは行わない条件と
した．さらに精度を安定化するためには，バンドでの装
着方法や装着位置について，誤差との関係を検討する必
要がある．
　本研究で構築した無線型センサシステムは，衣服の上
から簡単に装着できるようにした．また，極短時間の静
止姿勢を計測することでキャリブレーションも大きく簡
素化し，リハビリテーションへの応用性も高いといえ
る．今後，歩行事象やストライド長など，他の評価指標
の算出法を確立し，運動評価システムの高機能化を進め
ることが望まれる．

3.　麻痺肢のFES制御システムの構築
3.1.　システム構築
　マイコンチップを搭載した2.4GHz帯無線モジュール
（WCU-241，ケイツー電子）を用いて，コントローラと
刺激回路やセンサ部との間の通信の無線化を行い，図5

に示すような無線型表面FES制御システムを構成した．
ノートパソコン（PC）に実装したFES制御器から刺激
データ（パルス振幅、パルス幅、パルス極性）がシリア
ル通信で刺激信号送信ユニットに送られ，無線通信で刺
激装置に送信される．刺激装置は信号受信ユニットを含
んでおり，受け取った刺激データに基づいて刺激パルス
を出力する．刺激印加時間および周期は，制御器の出力
タイミングで調整される．
　刺激装置は，電源に単4型電池2本を用いて，昇圧型
DC-DCコンバータで駆動した．刺激パルスを生成する
回路は，チョッパ方式の昇圧回路で構成され，FETス
イッチでパルス幅と極性が調整される．刺激パルス生成
回路，電源（単4型電池2本），刺激データ無線受信ユ
ニットを含めた装置は約100×60×18mmとなった．
　フィードバック制御を行うためのセンサ部も製作し
た．センサ信号送信ユニット内部でセンサ信号のA/D変
換（分解能10bit）を行い，無線通信でセンサ信号受信
ユニットに送信する．センサデータは，センサ信号受信
ユニットからシリアル通信によりPCに取り込まれる．

3.2.　システム評価
3.2.1.　実験方法
　無線型表面FES制御システムの動作試験として，ファ
ジィ FES制御器を用いたcycle-to-cycle制御 2）により，
座位での膝関節の最大伸展角度の制御を行った．被験者
は，健常男性3名である．足が地面に接しない状態で，
脱力時（約75deg）を初期角度として，膝関節の伸展筋
である広筋群を電気刺激した．制御の目標角度を30deg

とした．膝関節角度は，大腿部の延長線と下腿部のなす
角度とし，最大伸展角度を0deg，屈曲方向を正と定義
した．刺激パルス幅は0.3ms，周波数は20Hzで固定し，
刺激振幅は被験者が痛みを感じない最大の電圧とした．
刺激電極は表面電極（SRH5080, 積水化成品工業）を用
いた．膝関節角度は，ゴニオメータ（M180, Penny & 図4　ウェアラブルセンサシステムによる

下肢関節角度計測の評価結果

図5　開発した無線型表面電気刺激システムの構成．ゴニオメータによる計測部も示す．
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Giles）を用いて計測した（サンプリング周波数40Hz）．
1試行の制御サイクル数は200制御サイクルとした．

3.2.2.　結果及び考察
　製作した無線型刺激装置は，単4型電池2本で駆動し
ており，一定刺激出力時に8時間程度の連続刺激が可能
であった．また，最大刺激振幅は約100V，最大刺激パ
ルス幅は990ms，最大刺激周波数は約500Hzであった．
　膝関節の最大伸展角度の制御結果の一例を図6に示
す．刺激バースト時間をフィードバック制御し，数回の
繰り返し制御の後，最大伸展角度を一定に制御できてい
ることがわかる．また，運動回数が増えると，筋疲労に
より筋力が低下するため，それを補正するように刺激
バースト時間が増加している．
　得られた制御結果を評価するために，最大伸展角度が
目標角度の±3degの範囲に到達した後の制御サイクル
について，絶対誤差を求めた．3名の被験者の1試行中
で，1.5±1.1deg，1.2±0.8deg，1.3±0.8degとなった．
これは，以前のシステムでの結果 2）と同様であり，リハ
ビリのための繰り返し運動を精度よくフィードバック制
御できていることを確認できた．
　構築した無線型FESシステムは，PC上でプログラム
された刺激データをもとに，小型の刺激装置で刺激パル
スを出力可能になっている．フィードバック制御も可能
であり，リハビリに応じた様々な条件でのFES制御への
応用が期待できるので，麻痺者での試験が望まれる．

4.　遊脚期足関節背屈制御システム
　片麻痺者の遊脚期の足関節背屈制御に着目したFES制
御システムを構築した．無線型慣性センサ（WAA006，
ワイヤレステクノロジー）を下腿部に装着し，麻痺側の
離床時に背屈制御の電気刺激を印加するシステムであ
る．刺激の印加や終了を，加速度，または，角速度信号

から決定し，電気刺激を印加できるようにした．
　構築したシステムで，電気刺激印加のタイミング検出
として，下腿部の長軸方向の加速度信号を用いる方法を
実装した．健常者での試験で刺激印加の動作を確認し，
無線型慣性センサと表面FESシステムとの一部統合を達
成した．しかし，片麻痺者で計測した歩行時の加速度
データから，健常者での刺激印加タイミングの検出条件
が適用できないことが確認されたので，刺激印加のトリ
ガ検出について再検討し，システムへ実装した．今後，
麻痺者での制御試験を行うことが期待される．

5.　まとめ
　本研究では，FESリハビリへの応用を目的として，最
初に，無線型慣性センサを用いたウェアラブル運動計
測・評価システムを開発し，健常者の歩行中の下肢関節
角度を安定して計測できることを確認した．また，リハ
ビリへ応用する無線型表面FES制御システムを開発し，
繰り返し運動のフィードバック制御で適切に動作するこ
とを確認した．さらに，無線型慣性センサと無線型表面
FES装置で足関節制御システムを構築し，基礎実験で動
作を検証した．
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図6　無線型表面FESシステムによる膝最大伸展角度の制御結果の例（被験者A）


