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在宅リハビリの実現に向けた生体計測による疲労測定手法
武井 祐一†

菅谷 みどり†

概要 ：近年，少子高齢化の影響によって高齢者が増加しており，2025 年には高齢者人口が人口全体の約 30％に達す
るなど超高齢化社会が進行している[1].高齢者の増加に伴い，65 歳以上の高齢者の増加と介護負担の増加が顕著であ
る．介護人材の不足や障害運動の観点から在宅でのリハビリテーションや運動が重要となる．しかしリハビリテーシ
ョン目的のデバイスは病院や専門機関の使用を前提としている．本研究では，在宅リハビリテーションを測定，運動
処方に役立てるシステムの提案を目的とする．我々はこの目的のため，リハビリテーションの効果測定を筋肉の末梢
性疲労と中枢性疲労に着目し疲労計測手法を開発，実装した．Borg スケールを用いた評価の結果，筋電位では疲労と
の関連が示唆された. 論文では，設計，実装と評価について述べる．
キーワード ：生体センシング，Arduino，MATLAB，周波数解析

Fatigue Measurement Based on Biological Sensing
For Home Rehabilitation
YUICHI TAKEI† MIDORI SUGAYA†
Abstract: In recent years, the number of elderly people has increased due to the effects of the declining birthrate and the aging of
the population, and in 2025 the population of the elderly has reached about 30% of the total population and the super aging society
is proceeding [1] , The increase in elderly people aged 65 and older and the increase in nursing care burden are remarkable.
Rehabilitation and exercise at home are important from the viewpoint of shortage of care workers and disability movement.
However, devices for rehabilitation purposes are premised on the use of hospitals and specialized agencies. In this research, we
aim at proposing a system to measure at - home rehabilitation and use it for exercise prescription. For this purpose, we have
developed and implemented a fatigue measurement method focusing on muscle peripheral fatigue and central fatigue by measuring
rehabilitation effect. As a result of evaluation using the Borg scale, it was suggested that myoelectric potential is related to fatigue,
but a significant difference was not obtained by heart rate RRI analysis. In the paper, design, describes the implementation and
evaluation.
Keywords : Biological Sensing，Arduino，MATLAB，Frequency Analysis

1. はじめに
近年，少子高齢化の影響によって高齢者が増加して
おり，2025 年には高齢者人口が人口全体の約 30％に
達するなど超高齢化社会が進行している[1].高齢者
の増加に伴い，65 歳以上の高齢者の増加と介護負担
の増加が顕著である[2]. 介護の 1 つとして，理学療
法士による身体機能回復訓練(歩行訓練等)がある．
これは，身体機能の衰えた人達に対して運動能力の
回復を目的としており，リハビリテーション(以下リ
ハビリ)と呼ばれる．リハビリは，介護者の負担が大
きいと同時に，実施者にとっても，面倒，習慣がない，
終わりが見えないなど，様々な問題が生じる．また，
人材不足や生涯運動の観点から在宅におけるリハビ
リや運動が重要となる．さらに，政府施策「未来投資
戦略 2017」では，
「高齢者自立支援に向けた科学的介
護の実現」を目指しており，科学的分析に必要なデー
タ収集の重要性が高まっている．

しかし，現在健康促進を目的とした機器の多くは，
主にバイタルサインや加速度を取得している[2]．
従来手法の問題点として(1)これらの機器の目的
は健康の維持，増進を目的としており，リハビリとし
ての筋力や心臓のトレーニングを目的とするもので
はない．(2)バイタルサインや加速度データのみでは
行なった運動が正しい負荷であるか，正しい部位に
対して行なっているか測定することは困難である．
(3)リハビリの運動処方のために必要なデータやそ
の解析手法に関しては十分議論されていない．とい
うことが挙げられる．
これに対して我々は，疲労を 1 つの評価指標と考
え，筋肉の末梢性疲労と，精神的，循環器的な疲労
である中枢性疲労に着目し，在宅リハビリに向けた
生体データ疲労測定手法の提案を行うことでこれら
の課題を解決できると考えた．このことから，在宅
リハビリを目的とした生体データを用いた疲労計測
システムシステムを提案する．実現のため，筋肉の
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活動電位を測定するため筋電位センサより筋電位
を，循環器の活動を計測するため脈拍センサより心
拍を測定する．生体計測を利用した疲労計測手法の
アルゴリズムを設計，実装し，Borg スケール/修正
Borg スケールとの評価を行なったところ，上腕二頭
筋の筋電位のみ有意差がみられた．
本論文の構成は，2 節にて既存研究，3 節にて提案，
4，5 節にて評価実験，6 節にて今後の課題を述べる．
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した．筋電位の計測は，一般的には，筋肉に針を刺し
て，力を入れた時と安静時の筋肉の反応を観察する．
針を刺して行うため多少痛みを伴う検査である．ま
た，病院など専門機関でのみ行うことができる．脈拍
センサと同様に，安価で非侵襲なため EMG Detector
を選定した．

2. 既存研究
筋疲労計測に関する研究として，櫛田らは回復状
態や疲労といった患者のコンディションに着目し，
筋活動電位を用いて「筋力」
，
「筋疲労」の推定研究を
行なっている[3]．また，清水らは Arduino Uno を用
いて筋活動解析を行い，簡易計測システムを提案し
た[4]．大島らは最大心拍数の個人差が大きい高齢者
の運動時の心臓自律神経活動の応答を，パワースペ
クトル解析を用いて行なっている[5]．しかし，リハ
ビリの運動処方のために必要なデータやその解析手
法に関しては十分議論されていない．また，在宅リハ
ビリを目的として生体データ解析を行なっている例
はない．

3. 提案
3.1 目的

本研究では，疲労を 1 つの評価指標と考え，筋肉の
末梢性疲労と精神的，循環器的な疲労である中枢性
疲労に着目し，在宅リハビリに向けた生体データ疲
労測定手法の提案を目的とする．
リハビリを評価する上で，末梢性疲労，中枢性疲労
に着目することは運動器/循環器の働きの計測がで
きるというメリットが挙げられる[6]．
このことから，疲労計測として筋電位/心拍を用い
た疲労計測は適切であると考えた．
3.2 在宅リハビリシステムの概要図

本提案では，在宅リハビリにおける疲労計測手法
を，専門機関での運動処方に役立てるシステムを実
現することを目的とする．システム概要図を図１に
示した．図１は専門家が指導を行い，高齢者の在宅リ
ハビリ時の筋電位，心拍を計測する．計測データを，
疲労計測システムを用いて解析し，専門家にフィー
ドバックするものである．
本研究では在宅リハビリシステムのうちの生体計
測/周波数解析を目的とする．疲労計測手法に使用す
るセンサを表１に示した．心拍の計測は本来では病
院にて心電図を用いて行う．これに対して，本研究は
在宅リハビリを想定しているため，非侵襲で安価と
いう理由から PulseSensor を脈拍センサとして選定
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図 1 在宅リハビリシステムの概要図
表 1 センサ構成
装着位置
計測値
センサ
脈拍センサ
第⼆指
⼼拍
(PulseSensor)
RRI
筋電位センサ
上腕⼆頭筋 筋電位
(EMGDetector) 下腿三頭筋
3.3

利⽤⽬的
中枢性
疲労計測
末梢性
疲労計測

提案システムの設計

在宅リハビリシステムの概要(図 1)に示した，生体
データを用いた疲労計測手法の処理の流れを図 2 に
示す．

図 2 提案システムの処理の流れ
以下に各処理の概要を示す．
(1)生体データ取得 : 装着した筋電位センサ，脈拍
センサから PC 側で筋電位データ，RRI データを書
き込む．
(2)三次スプライン補間：RRI に対して三次スプライン
補間を行った後，サンプリング周波数 4Hz として再
サンプリングを行い，心拍 RRI 間隔時系列とする．
(3)フィルタ処理・窓処理：筋電位に対しローパス/ハ
イパスフィルタ処理を行ったのちハミング窓処理を
行う．
(4)高速フーリエ変換(FFT)：処理後の各データを小区
間に分け FFT を行い，周波数解析を行う．
(5)時系列化：心拍 RRI の高周波数成分/低周波数成分
を時系列データとする．また，筋電位の周波数帯ごと
の時間経過による変化を時系列データとする.
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(6)スコア化：時系列データの心拍エントロピーと筋
電の成分ごとの平均の加算を計算し，ある負荷での
身体への影響としてスコア化する．
3.4
3.4.1

生体計測データの周波数解析
概要

本手法では，筋電位を計測し周波数解析を行うこと
で筋肉の筋繊維の活動割合を計測し，末梢性疲労を
明らかにする．また，心拍を計測し心拍の変動である
RRI を解析し中枢性疲労を明らかにする．
目的の提案にあたり，2 つのセンサより検出される
生体データを，MATLAB を用いて表面筋電位解析/心拍
解析を行なった．MATLAB は数値計算言語であり，同
時に対話型の科学技術計算環境でもある．言語その
ものは最小限に抑え，利用者の馴染みのある表現法
を採用していること，必要な計算を簡単な命令文だ
けでサポートしていること，機能拡張を行う Toolbox
と呼ばれる関数ライブラリが豊富であること，行列
演算や外部データの取り込み，出力が容易であるこ
とやデータ解析も行えることから使用した．また，ブ
ロックダイアグラムシミュレータとしても使用可能
なことから実験データの解析にとどまらず応用分野
は極めて広い．
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換を行なう．フィルター処理にはローパスフィルタ/
ハイパスフィルタをそれぞれ 350Hz/20Hz として行な
った．窓処理には筋電位と相性のよいハミングフィ
ルタを使用した．ハミングフィルタはメインローブ
幅が狭く，周波数が近接した複数信号の処理に向い
ているといえる．筋電信号は周波数が近接した複数
の信号からなると考えられるため，このような特性
をもつハミングフィルタを利用した[8]．筋電位の周
波数帯の時間遷移図に対して各筋繊維それぞれの中
央値の加算をスコアとした．中央値をスコアとした
理由は筋繊維の上昇の速度を加味するためである．
装着の様子を図 3 に示す．

図3

3.4.2 表面筋電位解析

表面筋電位解析とは，筋繊維から発生する活動電位
を解析することである．筋繊維から発生した個々の
活動電位は複合活動電位となって観察できる．した
がって，表面筋電位は筋力と同等ではなく，筋が収縮
し筋力を発揮しているときに筋力電位がどの程度，
そしてどのように発生したか，すなわち運動単位の
参加度合いを表している．よって，表面筋電位を解析
することで筋疲労や筋繊維タイプの変化を評価でき
る．表面筋電位を測定する部位として，上腕二頭筋と
下腿三頭筋を選定した．上腕二頭筋は速筋繊維が豊
富であり，既存研究より表面筋電位解析の有用性が
示されている．下腿三頭筋は歩行の踏み出しの際に
使用される筋肉であり，歩行リハビリの際に重要と
なる筋の 1 つである．また，表層筋であることから表
面筋電位の取得が容易である．
本研究では，筋電位は２つの電極間の電位差を表
現するため，該当する筋に並べて２つ貼り付け，筋の
ない部位にノイズ除去のためのグランドを貼り付け
るものとした．電極装着の際は筋腹中央か，神経支配
帯（神経筋接合部が集合している場所）を避け電極間
距離を常時一定にする必要がある．他の筋から混入
する電位を避ける，取得する電位量を一定にするた
め，電極間は 2cm~3cm とした．筋電位を 700Hz で取
得した後，フィルター処理，窓処理と高速フーリエ変
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3.4.3

筋電位センサの装着

心拍 RRI 解析

心拍 RRI 解析とは，心拍の間隔の変動を解析するこ
とである．心拍の間隔を計測するため，心電図の鋭い
ピークである R 波を観察する．R 波の発生時刻と，1
つ前の R 波の発生時刻の時間差が心拍間隔となる．R
波と R 波の間隔を計測することから，
「RR 間隔（RR
Interval）」と呼ばれる．グラフ化する際は，横軸に
時間を，
縦軸に RR 間隔を取りプロットする．しかし，
グラフは連続ではなく離散的であることと，R 波が発
生した時刻でのみデータが発生するため，データの
プロット間隔が一定ではないことが挙げられる．つ
まり定期的にデータが発生するわけではなく，心臓
が拍動するタイミングでデータが発生するためサン
プリング周波数が一定に保たれない．サンプリング
周波数を一定に保つため三次スプライン補間を行い，
再サンプリング周波数を 4Hz とした．
周波数解析結果の 0.05-0.15Hz を低周波数成分，
0.16-0.4Hz を高周波数成分とした[9]．LF/HF を交感
神経の活動指標とする．LF 値は 0.05Hz から 0.15Hz
まで，HF 値は 0.15Hz から 0.40Hz までのパワースペ
クトル密度の積分値を用いた．交感神経の活動指標
の時間遷移図に対して中央値を計算することでスコ
ア化を行なった．装着の様子を図 4 に示す．
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図 7 に歩行時と着席時の筋電位ヒストグラム，心
拍ヒストグラムを示す．X 軸はデータ数，Y 軸は表面
筋電位，心拍数とした．

図4

心拍センサの装着の様子

4. 評価実験１
4.1 目的

評価実験１では，筋電位と心拍の生データ取得に
よる予備調査を行った．第一段階として，歩行時と着
席時における筋電位，心拍数変化を取得し比較した．
実験環境は室内，
20 代の男性 1 人に対して実施した．
実験の様子を図 5 に示す．

図5

着席時(左)，歩行時(右)の実験の様子
図7

4.2

実験手順

脈拍センサ，筋電位センサを装着した実験を行な
った．以下の手順を指示し行動してもらった．
1．心拍数の安定のため，3 分間着席．
2．普段通りの歩行で，100m 歩行．
実験後，着席時，歩行時それぞれの筋電位，心拍数
を測定し両者のデータ差異を検証した．また，心拍数
については安静時の最後 1 分間の平均を安静時心拍
数とし，
運動後 1 分間の平均を運動後心拍数とした．
4.3

図 6 に坐位から歩行への推移を示す．

坐位から歩行への推移
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考察

図 7(左)では筋電位において歩行時と着席時で中
央値が異なり，運動時，着席時で変化が確認できる．
また，筋電位と同様に図３(右)の心拍ヒストグラム
から運動強度の違いが判定可能である．

5. 評価実験 2
5.

実験結果

図6

4.4

筋電位ヒストグラム(上)，
心拍ヒストグラム(下)

目的

4 節での実験では，変化は確認できるものの運動負
荷が異なる疲労の測定は十分にできていない．そこ
で，負荷運動の負荷が異なった場合の身体への影響
を解析するため，筋電位と RRI を周波数解析し，時間
遷移をスコア化，また，Borg スケールと修正 Borg ス
ケールとの相関を分析することで手法の有効性，負
荷時の身体への影響を検証する．具体的には，平常時，
0kg，5kg，7kg，10kg のダンベルを持った際の下腿三
頭筋と上腕二頭筋にかかる負荷をそれぞれ計測し
Borg スケール，修正 Borg スケールとの相関を解析し
た．20 代男性 5 名に対して実施した．
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Borg スケール/修正 Borg スケール

Borg スケール/修正 Borg スケールとは，主観的運
動強度を簡便かつ客観的に把握できる指標として広
く用いられている．Borg スケールは心疾患や呼吸器
疾患などの持久力トレーニングとして用いられるこ
とが多い．筋力トレーニングの指標として用いられ
ることは一般的ではないが，Pincivero らの報告[4]
によると Borg スケールと筋力の相関関係が認めら
れており，筋力トレーニングの負荷量の指標として
有用であると報告されている．また，修正 Borg ス
ケールは年齢や性差を考慮し，息切れ・呼吸困難の
評価として用いられる．Borg スケール/修正 Borg ス
ケールを図 8 に示す．
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図 10

下腿三頭筋の周波数解析(0kg:左 10kg:右)

また，上腕二頭筋の周波数解析で得られたデータ
を周波数帯ごとに集計，時間軸として整理した時間
遷移図を図 11 に示す．X 軸はデータ数，Y 軸は全体
に占める割合とする．上腕二頭筋は 0kg 時の変化が
無い事に対し 10kg では高周波成分が時間により増
加している．これは筋肉の速筋が運動参加をしいる
ということであり，実験協力者が筋力を発揮してい
ることを示す．時間経過により実験協力者の疲弊の
ため実験を中止，速筋を使用しなくなったために低
周波成分が増加した．

Borg スケール/修正 Borg スケール

実験手順

実験協力者に対して以下の手順を指導し実験を実
施した．
(1) センサ類を装着し，1 分間安静
(2) 3 分間負荷をかける
(3) 負荷後，Borg スケール/修正 Borg スケールを記
入する
全ての負荷を終えるまで十分な休息を挟み
(1)(2)(3)をくり返す．また，実験と実験の間隔は十
分に休息する．
5.4

周波数のピークが中間周波数帯域に遷移しているこ
とがわかる．
0kg，10kg の下腿三頭筋の筋電位の周波数解析結
果の一例を図 10 に示す．X 軸，Y 軸は図 9 と同様．
中間周波・高周波共に上昇は見られるが，ピークは
低周波帯にある．

実験結果

図 11

上腕二頭筋の時間遷移図(0kg:左 10kg:右)

下腿三頭筋は 0kg，10kg 共に周波数帯域の変化が乏
しかった．それぞれの時間遷移に対して中央値を計
算することでスコア化を行なった．

5.4.1 筋電位解析結果

0kg，10kg の上腕二頭筋の筋電位の周波数解析結
果の一例を図 9 に示す．X 軸は，周波数(Hz)，Y 軸
はパワー値(W/Hz)とする．

図 12
5.4.2

図9

上腕二頭筋の周波数解析(0kg:左 10kg:右)
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下腿三頭筋の時間遷移図(0kg:左 10kg:右)

心拍 RRI 解析結果

0kg，10kg の上腕二頭筋，下腿三頭筋の RRI の周波
数解析結果の一例を図 13，図 14 に示す．X 軸は周波
5
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数(Hz)，Y 軸はパワー値(W/Hz)とする．LF は 0.04Hz0.15Hz に周波数のピークがみられる．HF は多少誤差
が認められるものの，0.15Hz-0.4Hz に周波数のピー
クがみられる．
表 2 実験協力者 A の上腕二頭筋データ
負荷

平常時

0kg

5kg

7kg

10kg

筋電スコア

0.0021

0.0022

0.0028

0.0044

0.0071

心拍スコア

1.711

1.581

1.469

1.469

1.273

Borg

6

8

13

16

19

修正 Borg

0

1

6

7

10

図 16

下腿三頭筋の LF/HF 時間遷移
(0kg:左 10kg:右)

一例として実験後に得たある実験協力者の上腕二
頭筋のデータを表 2 に示す．
5.4.3 分析

図 13

上腕二頭筋の RRI 解析 (0kg:左 10kg:右)

図 14

下腿三頭筋の RRI 解析 (0kg:左 10kg:右)

上腕二頭筋に対して負荷をかけた際の RRI の周波
数解析の LF/HF の時間遷移図を図 15 に示す．X 軸は
データ数，Y 軸は全体に占める割合とする．交感神経
活動指標の値が 0kg では最大で 14%なことに対し，
10kg では最大で 47%となっている．

図 15

上腕二頭筋の LF/HF 時間遷移
(0kg:左 10kg:右)
下腿三頭筋に対して負荷をかけた際の RRI の周波
数解析の LF/HF の時間遷移図を図 16 に示す．X 軸，
Y 軸は図 15 と同じ．0kg より 10kg 時の方が変動は
大きい．
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平常時，0kg，5kg，7kg，10kg の上腕二頭筋と下腿
三頭筋において筋電位スコア/心拍スコアともに t 検
定を実施した．筋電位のスコアのみ p<.01 で有意差
を得られた．例として平常時と負荷 10kg の際のスコ
アの t 検定を図 17 に示す．

図 17

筋電位スコアの t 検定

また，Borg スケール，修正 Borg スケールを目的変
数として上腕二頭筋，下腿三頭筋それぞれについて
重回帰分析を行った．
上腕二頭筋の Borg スケールとの回帰式は以下のと
おりである．p 値はそれぞれ 7.632E-14，
0.0008，0.232.
Borg スケール = 12.92 + 筋電位スコア * 3.314 脈拍スコア * 1.058 (決定係数:0.509)
また，上腕二頭筋の修正 Borg スケールとの回帰式
は以下のとおりである．p 値はそれぞれ 8.094E-8，
0.001，0.292.
修正 Borg スケール = 4.980 + 筋電位スコア * 2.442
- 脈拍スコア * 0.750 (決定係数:0.460)
下腿三頭筋の重回帰分析では有意差は得られなか
った．
6．考察
上腕二頭筋の 10kg 時の時間遷移図では高周波成分
が 40%の時，Borg スケールの負担度は 19 であり，こ
6
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の実験協力者のほぼ最大筋力が発揮されていること
がわかる．しかし高周波成分が 32%の時に Borg スケ
ールの負担度で 19 を記録した実験協力者や 37%の時
に Borg スケールの負担度で 19 を記録した実験協力
者がいることから，電極のズレや個人差など様々な
ノイズによって変化することが考えられる．
下腿三頭筋の時間遷移図では 0kg と 10kg で変化は
乏しい．Borg スケール/修正 Borg スケールを目的変
数として重回帰分析を行なった結果，下腿三頭筋の
筋電位は有意傾向が得られなかった．時間遷移図の
変化は乏しいが，下腿三頭筋の Borg スケールの記録
は負荷の増加に伴って増加しているため，速筋の運
動参加が見られなかったと言える．これは速筋繊維
が少ないためだと考えられる．
重回帰分析によって Borg スケール/修正 Borg スケ
ールとの有意差が得られたのは上腕二頭筋の筋電位
のみであった．心拍は様々な要因で変化する事，また，
ダンベルの保持では身体全体への息切れなど心拍に
大きく影響を与える事象を起こさなかったことが考
えられる．下腿三頭筋で有意差が得られなかったの
は，上腕二頭筋と比較して瞬発的な筋繊維である速
筋繊維が少なく，恒常的に遅筋繊維が使用されてお
り，筋繊維の使用割合の変化に着目した疲労計測が
できていないと考えられる．
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[6]
[7]

[8]

[9]

基づく至適運動強度の決定”．体力科学．2003，Vol.52．p．295304.
人間総合科学大学藤本鎮也先生とのミーティング
Pincivero DM， Coelho AJ， et al ， “Perceived exertion
during isometric quadriceps contraction. A comparison
between men and women” J Sports Med Phys Fitness. 200;
40(4) 319-326
吉田英恵 他．”表面筋電図のカオス解析手法による筋疲労の
評価” バイオメカニズム学会誌．2004，Vol.28，No.4，p.201212
中山千鶴．”特集③人間工学のための計測手法 第 4 部：生体
電気現象その他の計測と解析（5）－自律神経系指標の計測
と解析－” 2016．Vol.52，No.1，p.6-12

7．今後の課題とまとめ
本研究では筋電位の周波数解析結果のスコア化が
Borg スケール/修正 Borg スケールとの関連性が示唆
された．しかし，今回のダンベルによる実験では循環
器に負荷をかける実験ではなかったため，脈拍との
関連を示さなかった．
今後は，さらに実験の協力者を増やし，より実環境
を想定した環境で効果を検証する必要があると考え
られる．
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