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低圧駆動人工筋を利用した歩行アシスト
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概要：圧縮空気を供給することで全長が収縮する基本構造をもつマッキベン型人工筋は，軽量柔軟である
という特徴から，身体に装着して動作を支援するアクチュエータとして適している．本稿では，低圧でも
高い収縮力を発揮することのできる新しい人工筋を開発し，無外部動力でありながら装着者の動きに合わ
せてアクティブに支援を行うことが可能な歩行アシスト機器を開発した．開発した機器を装着した被験者
の実験から，提案機器が適切な支援力を発生できること，また歩行中の大腿直筋の筋活動を下げられるこ
とを確認した．
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アクチュエータによって，強い支援力が得られ，細かな制御
を行える一方で，アクチュエータを駆動させるエネルギー

健康寿命を高めるには，いつまでも自分の足で歩き続け

源（たとえばバッテリーや圧縮気体タンク，コンプレッサ

ていくことで，運動器を長持ちさせ，健康寿命を延ばして

など）を搭載する必要があることから装置全体がかさばり

いくことが必要とされている．辻 [1] は，高齢でもトレー

重量が大きくなりがちであり，また導入・メンテナンスコ

ニングを行えば能力の再獲得が可能であるとしている．ま

ストがかさむ問題がある．パッシブタイプは，安価，軽量

た村田ら [2] は，ウォーキングが主観的健康感，生活満足

であることが多く，機器によっては外部エネルギー供給を

度，生きがい感を向上させることを見出している．一方で，

必要としない構造によって扱いやすく故障が少ない利点が

老化の影響により運動器の機能が低下すると，怪我・事故

あるが，発生できる支援力が弱く，また伸縮性素材やバネ

が発生する可能性が大きくなる．その為，運動や外出が億

素材を利用すると伸長時に必ず支援力が発生してしまうこ

劫になり，さらなる運動器の機能低下を招くという悪循環

とから，状況によっては運動の支援ではなく阻害となって

が発生する．そこで我々は，この悪循環を断ち切り，健康

しまう問題がある．

寿命の延伸のために，対象者が進んで運動がしたくなるよ

そこで本研究では、低圧で駆動する空気圧人工筋を新た

うな，手軽で楽しい動作支援装置が必要になると考えた．

に開発し，これを応用することで，電力の外部供給が不要

これまでにも身体の不自由な人や高齢者向けの装具や，
筋や腰への負担を減少するための運動アシスト器具が開発
されている [3], [4], [5]．これらの動作支援装置はアクチュ
エータを搭載したアクティブタイプか，バネ要素を利用し
たパッシブタイプかに分けられる．アクティブタイプは，
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でありながら装着者の動きに合わせてアクティブに支援を
行うことが可能な動作支援装置に応用した．

2. 開発した歩行アシスト機器の構成と評価
2.1 低圧駆動人工筋の特徴
圧縮空気を供給することで全長が収縮する基本構造をも
つマッキベン型人工筋は，軽量柔軟であるという特徴か
ら，身体に装着して動作を支援するアクチュエータとして
適している．本稿では，Fig. 1 に示すような低圧でも高い
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図 1 低圧駆動型人工筋の構成

図 4

歩行アシスト装置の外観と筋電計測風景

図 5

低圧駆型動人工筋によって出力される力

図 2 低圧駆動型人工筋の性質

活用し，電力供給不要でエアタンクを一切利用しない機
構での動作支援装置の開発を行った．支援装置の外観を

Fig. 3 および Fig. 4 に示す．
本装置は，
「駆動部」である人工筋，
「空圧源」であるポ
図 3 歩行アシスト装置の概要

ンプ，
「伝達部」である配管，の３部から構成される．本研
究では歩行の遊脚期を支援することを目的とし，Fig. 4 に

収縮力を発揮することのできる新しい人工筋「Pneumatic

示すように，股関節遊脚期の股関節屈曲と膝関節伸展に働

Gel Muscle（以下，PGM とする）」を開発した．Fig. 2 は，

く大腿直筋の走行に沿って人工筋を配置した．またポンプ

PGM と低圧駆動型の空気圧人工筋として実用化，一般販

を非支援脚の踵裏に配置した．これにより，遊脚前期（支

売されているスキューズ株式会社製の人工筋「PM-10RF」

援脚が離地するタイミング）で人工筋に収縮力が発生し，

について，0.2 MPa の供給圧力で負荷力を加えたときに計

後期遊脚期（支援脚が接地するタイミング）で人工筋の収

測した収縮率をプロットした結果である．PGM は，高い

縮力が消失する．つまり，本装置は歩行の動作に合わせて，

収縮率を発生させられることが確認できる．これは空気受

必要な時のみ股関節屈曲支援が可能となる．

容部の素材に，低圧でも膨張可能かつ肉厚で摩擦耐久も考
慮された特殊素材を採用することで実現している．低圧で

2.3 歩行アシストの評価

駆動するが故に，コンプレッサ等の電動空圧源に頼らずと

開発した装置を実際に装着し，ピッチ 0.5 sec，歩幅 500

も，小型ポンプを装着者の自重で踏むだけでも駆動させる

mm に統一して歩行した際の人工筋停止部に加わる引張

ことが可能である．

力を計測した．計測にはテック技販製の 3 軸力覚センサ

USL06-H5-50N を使用し，サンプリング周波数は 1000 Hz
2.2 歩行アシストへの適用
本研究では，低圧駆動特性の良い PGM の特徴を最大限
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とした．結果を Fig. 5 に示す．装置を装着した状態で，配
管を接続せず空気圧が供給されない状態を未支援時とし，
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支援時と比較した結果，未支援時は約 15 N，支援時は約

30 N の支援力が得られることが確認できた．
次に，同条件で歩行した際の筋電信号を測定した．測
定にはメディエリアサポート製の筋電計 Km-FFT を使用
し，サンプリング周波数は 1000 Hz とした．測定の様子は

Fig. 4 に示している．測定対象の筋は，股関節屈曲筋群の
中でも表面電極で測定可能な大腿直筋とその拮抗筋である
大腿二頭筋を対象とし，被験者１名に対して支援時と未支
援時で歩行 6 歩分を測定した．大腿直筋の筋電信号の二乗
平均平方根処理を行った結果を Fig. 6 に示す．Fig. 5 の波
形と比較すると，人工筋停止部に加わる引張力に比例して
大腿直筋の筋電位が減少していることがわかる．
以上から，提案する動作支援装置により，無電力供給で
ありながら，歩行時の股関節屈曲動作における大腿直筋の
負荷を減少させられることを確認した．大腿直筋は，股関
節の屈曲モーメントを生成することで股関節屈曲動作に，
大腿二頭筋は，股関節の伸展モーメントを生成することで
股関節伸展動作に寄与している．開発した支援装置の構成
では，PGM は大腿直筋に沿うように配置されていること
から，非支援脚の接地によるポンプ圧縮で発生した圧力が

PGM に供給されると，PGM の収縮により支援脚股関節
の屈曲モーメントが生成される．これが大腿直筋の活動の
免荷につながったと考えられる．

3. おわりに
本研究では，新たに開発した低圧駆動型人工筋を用いて，
歩行の動作に合わせて必要な時のみ支援が可能な無電力供
給型動作支援装置の開発を行い，その効果を確認した．今
回の構成で一番の問題になるのは，支援力のタイミング制
御である．本構成では電子制御を一切行っていないことか
ら，接地のタイミングをセンシングして空圧制御すること
ができないため，事前調整の重要性が高い．今後は事前調
整を支援する手法についても開発をすすめていく．
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