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 To compensate muscle response variability under electrical stimulation, it is essential to monitor the muscle 
responses under FES. Evoked Electromyographically Controlled Electrical Stimulation could be one solution 
to deal with this important issue. We need also a textile-based multichannel electrode that is capable of both 
electrical stimulation and electromyography recording. The electrode array was fabricated with a screen-
printing method by printing multi-layer functional stretchable pastes on polyester/cotton textile base. 

 
1. 研究背景と目的 

神経筋肉系への機能的電気刺激（FES）はこれまで脊髄損傷（SCI）の患者において失われた運動機能を回復する

ために使用され、また脳卒中患者においては感覚神経系への電気刺激によりリハビリテーション効果が期待できるこ

とも報告されている。しかし筋肉の疲労現象やまたそれに対する生体内関節トルクの情報を取り出すことができない

ため、筋肉の有効的な電気制御に関しては FES 技術の適用範囲を制限されてきた。そのため臨床では試行錯誤で電気

刺激をオープンループ的に用いることがほとんどである。本研究では実際の電気刺激下の筋肉の状態を筋電位により

リアルタイムに評価し、筋肉疲労や痙攣の存在下での適

応的な力/トルク制御に向けて現在の FES システムの制御

能力を改善させることを目的とする。これにより電気刺

激下の誘発筋電位を計測しながら、電気刺激制御を行う

ことが可能となる。これまでに単チャンネルでの筋電位

と電気刺激入力のペアで、本システムの有効性を確認し

てきた[1] 。脊髄損傷患者において無線型電気刺激によ

り誘起された EMG 信号を利用して筋肉活動度の直接的制

御を可能とする制御技術を開発した事例である。特にこ

れまでの単チャンネルでの電気制御から多チャンネル化

により筋肉負荷を低減する手法を目指すため、本助成で

の研究では多チャンネルの筋肉電気刺激と筋電位計測が

可能な電極の開発をメインに行った。 

 

2. 柔軟繊維ベース電極による電気刺激と筋電位計測 

繊維ベースの電極は優れた柔軟性と通気性により、肌

に着けて快適で良好な皮膚との接触を形成できる。本研

究では、ウェアラブル電極アレイを製造するためのベー

ス材料としてテキスタイルを選択した。スクリーン印刷

はプリント基板産業でパターンを形成する際に一般的に

使用される製造方法であり、最近では機能材料を布地に

印刷することによりウェアラブルデバイスを製造する際にも

使用される。スクリーン印刷には高速で低コストの利点があ

るため、本研究ではテキスタイル上に電極アレイを作成する

図 1 Fabrication process flow of 
electrode array by screen printing. 
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図１	 Fabrication process flow of electrode array by screen printing.



  139誘起筋電位計測を用いた筋活動度の直接的電気制御法の開発

*所属 東北大学大学院 工学系研究科 ロボティクス専攻 および医工学研究科 
 

製造方法を選択した。図１は、織物上の電極

アレイの製造プロセスの流れを示している。 

異なる目的のための 4つの層があり、最初に

絶縁材料をベース層として布地に印刷し、導

電層印刷用の絶縁性で比較的滑らかな表面を

形成する。ベース層の後、導電性銀ペースト

を印刷して回路を形成する。次に、絶縁ペー

ストを含む別の層を印刷してリードを覆い、

導電層を絶縁する。最後に電極層にカーボン

ペーストを印刷する。24の電極と対応する導

電性トラックがあり、すべての電極チャネル

は導電性テストを行いチャネル間の短絡はな

かった。図 2に制作されたそれぞれのレイヤ

ーの電極要素を示す。 

3. 電気刺激と筋電位計測実験結果 

制作した電極にそれぞれ電気刺激装置と筋電位計を図３のように接続し、電気刺激と筋電位計測のテストを行っ

た。電気刺激テストでは、コネクタを介して一対の電極を Rehab FES 刺激装置（日本シグマックス社）に接続し刺激

テストし、前腕の筋肉の電気刺激を実現できた。筋電位計測については電極からのリードを Delsys Trigno システム

のスナップリードセンサーに接続し、等張性の屈曲および伸展による上腕二頭筋 EMG 信号を取得することができた。 

 

 図 3 Experimental setup for stimulation and EMG recording test, and the acquired signals 

4. まとめと展望 

誘起筋電位計測を用いた筋活動度の直接的電気制御法の多チャンネル化に向けて、機能的電気刺激（FES）と表面

筋電図（EMG）の両方の記録が可能な柔軟な繊維ベース多チャンネル電極アレイを開発した。FES テストは良好な刺

激性能を示したが、sEMG 記録品質は少し不安定であり、今後の改善が必要である。引き続き本システムの開発は継

続して行うが、ひとつの応用事例として新しいヒューマンインターフェースとして活用することも考えている。柔軟

な電極であるため、ウェアラブル感覚フィードバック提示装置としても有効であると考えられる。これまで多チャン

ネル EMG 計測を用いたジェスチャー認識システムは提案されているがジェスチャー認識だけでなく感覚フィードバッ

クを提示することができる筋肉への入力と出力の両方のインタラクションが可能なシステムはまだほとんど開発され

ていないため、今後の展望として応用研究により新しいヒューマンインターフェースを実現したいと考えている。  
REFERENCES 

[1] Z. Li, D. Guiraud, D. Andreu, A. Gelis, C. Fattal, and M. Hayashibe, International Journal of Neural Systems, (2018), 28(6):1750063. 

[2] W. Lu, D. Owaki, M. Hayashibe, “Textile-based Electrode Array for FES and sEMG Recording Fabricated by Screen Printing”, in 

Proc. of 30th 2019 International Symposium on Micro-NanoMehatronics and Human Science, 2019 

図 2 Images of fabricated different printing layers 図２　Images of fabricated different printing layers

Delsys snap lead 
sensor

Connector and 
cable

図３　Experimental setup for stimulation and EMG recording test, and the acquired signals
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