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This study focused on realizing rehabilitation system using functional electrical stimulation (FES). 
Wearable sensing technique of lower limb movements was studied and a prototype FES rehabilitation 
system was developed. Wearable movement sensing using wireless inertial sensors was found to measure 
lower limb joint angles and stride length during walking of able-bodied subjects with good accuracy. Then, 
the developed prototype FES rehabilitation system was tested in FES control of ankle dorsiflexion during 
gait of a hemiplegic subject. Measured angles showed differences in movements between paralyzed and 
nonparalyzed sides, and between with and without FES control, which suggested the developed system 
would be applicable to movement evaluation in FES rehabilitation. 
 
 
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）がある．

運動リハビリテーションに FES を併用するこ

とで訓練効果が向上し，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． 
 運動機能麻痺者の自立に重要な下肢動作を

対象とし，最初に，簡便に下肢の機能評価を行

うための無線型慣性センサシステムを用いた

ウェアラブルセンシング技術の開発を行った．

次に，無線型慣性センサシステムと，昨年度に

開発した小型表面電気刺激装置とを統合し，プ

ロトタイプ FESリハビリシステムを構築した．

そして，片麻痺者を対象に，足関節背屈の FES
制御の有無による歩行の変化について開発し

たプロトタイプシステムにより検討を行い，

FES リハビリシステムへ展開するための臨床

的検討を行った． 

 
2. 下肢動作のウェアラブルセンシング技術

の開発 
2.1 計測システム 
 下肢動作を計測するためのウェアラブルセ

ンサシステムを，7 個の無線センサ（WAA-006, 
Wireless Technologies）とポータブル PC で構成

した（図 1）．無線センサは 3 軸の加速度と角

速度を計測でき，両下肢の足部，下腿部，大腿

部および腰部に装着する．各センサの信号は，

100Hz でサンプリングされ，Bluetooth 接続で

PC に送信されて保存される． 
 関節角度の算出は，対象の関節を構成する 2
つの部位に装着したセンサの出力を利用する．

例えば膝関節角度の場合，大腿部と下腿部のセ

ンサの角速度信号から(1)式により求める． 

0)(    dtshankthighknee  (1) 

このとき，初期値 0 は加速度センサの出力か

ら決定する．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
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図 1 ウェアラブルセンサシステムの構成
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生じるので，加速度センサの出力を低域通過

フィルタで処理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 a を求め，カル

マンフィルタを適用して補正した 2)． 
 次に，このシステムでのストライド長計測法

を構築した．ストライド長は，足部に装着した

センサを用いて 1 歩毎に算出した．すなわち，

踵離地から足底接地までをストライド区間 T
とし，その間の加速度を積分することでストラ

イド長を算出した．踵離地と足底接地は，足部

センサの加速度信号の閾値処理により検出し

た．また，足部は移動に伴い傾斜角度が変化す

るため，ジャイロスコープの出力から座標軸周

りの回転行列を求め，加速度センサの出力 a を

基準座標系での加速度に変換した（図 2）．こ

こで，基準座標系は各積分開始時点に決定し，

その XZ平面がセンサの xz平面と一致し，Z軸

が床面と鉛直になるように設定した．そして，

変換後の加速度から重力加速度 g を減算する

ことで，運動加速度 ma を次式により算出した． 
g )()()()(m xxyyzzt  RRRa  (2) 

座標軸周りの回転行列は，ジャイロスコープの

出力ωから次式により算出した． 

init
t

dt θωθ  0 )()(   (3) 

ここで，x軸と y軸周りの初期傾斜角度 init は，

加速度の重力成分から求め，積分開始時より前

の 6 時刻分の平均値を用いて決定した．また，

z軸周りの初期傾斜角度は重力加速度から求め

られないため，0 と゚した． 
 運動速度の算出においては，足底接地時にお

ける足部は静止していると仮定し，初期速度を

0 m/sとして次式により算出した． 


t
m dt

0
)()( av  (4) 

また，積分終了時の足底接地においても速度が

0 m/sと仮定し，積分誤差の線形近似によって

速度の補正を行い，運動速度 mv を算出した．

そして，補正された運動速度 mv を積分するこ

とで変位を算出し，各軸の変位を合成してスト

ライド長 Lを算出した． 
2

0
)( 






 

T
m dttL v  (5) 

 
2.2. 関節角度及びストライド長計測の評価 
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，ならびに，ストライド

長を，ウェアラブルセンサシステムと 3 次元動

作解析装置（OPTOTRAK, Northern Digital Inc.）
で同時計測し，評価を行った．センサは，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，5.5m の歩行路での短距離歩行

（計測範囲約 3.5m）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，

関節角度については RMSE (Root Mean Square 
Error)と相関係数 ρ を求めて評価し，ストライ

ド長については誤差を求めて評価した． 
 
2.2.2. 結果及び考察 
 3 名の被験者で計測した関節角度について，

算出した RMSE と相関係数 ρ をまとめた結果

を図 3 に示す．概ね 3～4deg 程度の RMSE で

計測できており，相関係数についても，足関節

で 0.9 程度と小さめではあるが，全体的に良好

であるといえる．しかし，歩行が速くなると誤

差が増加する傾向があり，運動加速度の影響を

受けることが考えられる． 
 センサで計測されたストライド長は，3 名の

被験者の合計で 120 歩であり，109 歩が自動検

出された．自動検出されなかった 11 歩を除外

してストライド長の計測精度を評価した結果，

参照信号に対する平均誤差は-4.5±5.0%，絶対

誤差は 5.5±4.0%となり，比較的良い精度で

あった．図 4 は，算出したストライド長と参照

ストライド長との関係である．1 歩目のストラ

イド長が 2 歩目以降のストライド長より短い

場合が多かったため，分布が 2 つに分かれた結

果となった．この結果では，回帰直線の傾きは

0.954 程度となり，計測値はやや短くなる傾向

があったが，相関係数は 0.985 と高い値が得ら

れている． 
 以上のように，関節角度，ストライド長とも

に，概ね良好な精度で計測できることを確認し

た．被験者数を増やすことや，臨床で行われて

いる 10 m歩行に対応する計測での評価，セン

サシステムを運動機能障害者に応用する際の
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図 2 ストライド長計測の座標系 
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図 3 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 

課題の検証など，実用化へ向けた検証を進めて

いくことが望まれる．また，計測用 PC と被験

者との距離が離れた場合でも安定な無線通信

が可能なセンサモジュールを開発することも，

今後必要になる． 
 
3. プロトタイプ FES リハビリシステムの構築 
3.1 システム構成 
 片麻痺者の遊脚期の足関節背屈動作に着目

し，FES による背屈制御と下肢動作計測を可能

にしたプロトタイプ FES リハビリシステムを

構築した．無線型慣性センサ（WAA-006，
Wireless Technologies）を体幹，両下肢の大腿部，

下腿部，足部に装着して下肢動作を計測し，麻

痺側下腿部のセンサ信号を利用して麻痺側の

遊脚期に背屈制御の電気刺激を印加する（図

5）．計測結果については，関節角度に加え，各

部位の傾斜角も算出できるようにした． 
 
3.2 片麻痺者での評価 
3.2.1 方法 
 右片麻痺者 1 名（52 歳，男性）で，開発し

たシステムを用いて，FES による足関節背屈制

御の歩行への効果を検証した．平地での直進歩

行（15m）において，FES 制御の有無で，計測

した角度を比較した．電気刺激は，総腓骨神経

または前脛骨筋に与えた． 

 
3.2.2 結果及び考察 
 図6は，FES制御を行わない場合の関節角度

の計測結果の一例を示す．非麻痺側に比べて麻

痺側では，足関節の離床直後の最大底屈が大き

く，遊脚期の最大背屈が小さくなっていること，

股関節の角度変化が小さいこと，膝関節の遊脚

期の最大屈曲角度が小さく，さらに振動的に

なっていることがわかる． 
 図7は，FES制御を行った場合と行わなかっ

た場合について，足関節角度と足部傾斜角度の

計測結果の一例を示す．FES制御が無い場合に

は，足関節最大背屈付近では，非麻痺側の足部

の傾斜角は約10degであったが，麻痺側では約

-10degとなっていた．また，足部の着床時には，

非麻痺側の足部の傾斜角は20deg程度であった

が，麻痺側の傾斜角は0deg程度であった．FES
制御を行った場合については，電気刺激を与え

ない場合と，歩数や歩行速度に特に違いは見ら

れなかった．しかし，FES制御を行った場合に

は，足関節最大背屈付近での足関節角度が0deg
以上になり，足部傾斜角も0deg程度に増加した．
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図4 ウェアラブルセンサによる1歩毎のストラ

イド長計測の評価結果．3 次元動作解析装置

での計測結果との比較で示す． 
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図 5 プロトタイプ FESリハビリシステムの概略
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図 6 FES 制御の無い場合の下肢関節角度の計

測結果の一例．正の角度は屈曲または背屈，

負の角度は伸展または底屈を示す．□：足

部の着床付近，●：遊脚期の最大背屈． 

また，着床前の足部の最大傾斜角もFESにより

10～20deg程度まで増加し，非麻痺側での値に

近づいた． 
 以上のように，麻痺側と非麻痺側の動作の違

いや，FES制御の有無による歩行動作の違いに

ついて，計測結果から評価可能であることを確

認した．開発したシステムは，FESリハビリ

テーションへの応用が期待されるが，リハビリ

に適したFES制御方法，リハビリ効果の評価方

法などの確立が，実用化に向けて望まれる． 
 
4. まとめ 
 本研究では，FES リハビリへの応用を目的と

して，下肢動作のウェアラブルセンシング技術

の開発とプロトタイプ FES リハビリシステム

の構築を行った．無線型慣性センサを用いた運

動計測では，健常者の歩行中の下肢関節角度，

ならびにストライド長を，概ね良好な精度で計

測できることを確認した．また，開発したプロ

トタイプ FES リハビリシステムは，片麻痺者

の歩行の左右の違いや，歩行中の足関節背屈の

FES 制御による動作の変化を計測することが

でき，開発したシステムがリハビリテーション

における運動評価に応用可能であることを確

認した． 
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図 7 足関節角度及び足部傾斜角の計測結果の

一例．FES 制御を行った場合(c)の電気刺激

印加区間はプロットの下の直線で示す．

□：足部の着床付近，●：遊脚期の最大背

屈． 


