生活活動度計の開発（プロトタイプ 1 号機試作結果）
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リハビリテーションの現場においては、被験者の日常の活動状況（臥位、座位、立位、歩行、車椅子駆動）
を的確に評価しリハプログラムに反映させることが重要であるが、従来から行われてきた問診や観察では、
被験者のプライバシー、問診の不正確さ、観察者の負担・個人差等の問題が指摘されている。本試作におい
て、上記諸問題を解決するために、客観的かつ定量的な評価が可能な計測装置の実現を目的として、プロト
タイプ 1 号機の試作を行いフィールドテストによりその有効性を検証した。
キーワード：姿勢計測、動作計測、寝たきり度、ＡＤＬ、介護、リハビリテーション





医療や福祉の現場では、治療方法の検討やリハビリテー
ションのプログラム作成、さらに介護の必要性を判断するう
えで、被験者の生活活動度（日常の活動状況）
、とりわけ臥位、
座位、立位、歩行、車椅子駆動などの動作状態を把握するこ
とが重要となっている。従来、これらは本人または家族への
問診、もしくは医療関係者による観察などによって行われて
おり、それぞれの施設で独自に評価される場合が多い。
しかし、問診では基本的に正確な情報が得られない可能性
があり、また関係者による観察では観察者によって差異が生
じることや観察者の負担が大きいこと、さらに被験者やその
家族のプライバシーに対する問題などが指摘されている。ま
た、各施設間の評価基準が統一されていないため、客観的で
定量化されたデータとなっていないという問題がある。
このような背景のもとに、介護老人保健施設 清雅苑と共同
で臥位、座位、立位、歩行、車椅子駆動の５つの姿勢・動作
状態を計測する計測装置及びデータ処理ソフトの試作を行っ
た（プロトタイプ 1 号機：筆者らは、現在便宜的に「生活活
動度計」と呼んでいる）。

被験者とその家族のプライバシーに関して最大限の配慮を
行い、精神的抑圧感、拘束感を排除する。具体的には、ビデ
オカメラ等による映像観察ではなく、センサーを被験者の身
体に直接装着することで観察者を無くした被験者独自での計
測を実現する。また、日常生活の様々な場面において被験者
の動作を阻害しないように留意し、また装着感の向上を図る。





上記開発背景をもとに、本開発の目的は以下の三点に絞ら
れる。







被験者の日常生活における活動状況をデジタルデータとし
て収集、分析し、定められた評価項目（臥位、座位、立位、
歩行、車椅子駆動）に従って定量的評価が可能な手段を実現
する。具体的には、計測期間内における各評価項目の発生時
刻及び時間が判定可能な計測装置を開発する。





計測作業の負荷軽減のために、計測作業の自動化と操作方
法の簡便化を図る。また、評価に関してはデータ処理方式を
確定の上ソフトウェア化を図る。ソフトウェアはパソコン上
で稼動するものとし、データロガーより計測データを一括し
て取り込み、自動的に処理を行うようにする。必要に応じて
処理のための各種条件設定も可能とする。


生活活動度計の評価項目に関して身体状態との関連性を示
し、それに基づく評価方針について述べる。

表１に各評価項目の種別、及び状態について示す。

表１
評価項目

座位

状態説明
寝ている

姿勢 椅子に座る、床に座る、トイレで座る

立位
歩行

評価項目

種別

臥位

車椅子駆動
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立っている
動作



歩いている
車椅子に乗って移動している



身体状態の計測個所の候補として関節（肩、肘、股、膝）、
部位（体幹、上腕、前腕、大腿、下腿）
（図１参照）があるが、
以下の理由により体幹と大腿に着目し評価することとした。
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・肩、肘、膝の各関節は自由度が高く、各評価項目において
状態が不定である。
・上腕、前腕、下腿の各部位も同様である。
・股関節の状態、体幹、大腿は各評価項目との関連性が強い。
・股関節の状態は大腿と連動しており、計測の難易度から大
腿部の計測が有利である。


図４に示すように、立位の場合は体幹部、大腿部ともに垂
直近傍である場合に判別が可能である。

図４



立位評価方針



図５に示すように、歩行は立位姿勢において、また車椅子
駆動は座位姿勢において、体幹部または大腿部の動作が大き
い場合に判別が可能である。
図１

身体状態の計測個所


図２に示すように、臥位の場合は体幹部姿勢が水平近傍で
あれば、大腿部姿勢とは無関係に判別が可能である。

図５

歩行、車椅子駆動評価方針


図 2 臥位評価方針


図 3 に示すように、座位の場合は体幹部姿勢が垂直近傍で
あり、かつ大腿部が垂直以外である場合に判別が可能である。

図 3 座位評価方針




前章で述べたように、体幹部および大腿部の姿勢と動作を
計測することにより、臥位、座位、立位、歩行、車椅子駆動
の５項目の生活活動度の評価を行うことが可能であると考え
られる。
ここで言う「姿勢」は、体幹部または大腿部の重力方向に
対する傾きであり、また、
「動作」は、歩行または車椅子駆動
における周期的な運動の大きさである。従って、姿勢は一般
的には傾斜計を用いることにより計測可能であり、また、動
作は、加速度計により計測できる。
一方、前章でそれぞれの評価項目の身体状態について分析
したように、体幹部および大腿部はさまざまな姿勢を取る。
従って、各評価項目に対応する姿勢および動作を計測するた
めには、１次元方向のみでは不十分であり、３次元方向の全
ての姿勢および動作を計測することが望ましい。最近では、
マイクロエレロニクス技術による半導体チップを用いた小型
３次元姿勢・加速度センサーが開発されており、３次元方向
の姿勢および動作を同時に計測することが可能となっている。
図６は、体幹部および大腿部に３次元姿勢・加速度センサー
を装着して、各評価項目の状態を実施した場合の計測信号（１
軸のみ）である。各区間は、計測時の臥位、座位、立位、歩
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図 7 プロトタイプ１号機

図 6 ３次元姿勢・加速度センサー信号

行、車椅子駆動の活動状態を示す。図より、これらの信号上
の姿勢成分、および加速度成分を抽出することにより、姿勢
または動作を判別し、それぞれの活動状態を評価することが
可能であると考えられる。



図 8 プロトタイプ１号機の装着

目的とする計測装置は、被験者の身体に装着し１日間（２４
時間以上）の生活の活動状態を計測することが必要となる。
従って、長時間の装着が可能なように小型軽量でデータ記憶
容量が大きいことが条件となる。センサーについては、上述
のように、１チップタイプの３次元姿勢・加速度センサーが
開発されており、その中でも最も小型と考えられる、サイズ：
27.2(D) × 27.2(W) × 19.8(H)mm のセンサーを使用した。
データ記憶容量に関しては、歩行および車椅子駆動におけ
る動作計測実験により、0.1sec 程度のサンプリングタイムが
必要であるとの結論が得られた。従って、24 時間以上では、
十数ＭＢの記録媒体（メモリ等）が必要になる。また、携帯
性を考慮すれば、ホルダー心電計程度のサイズが望ましい。
しかし、現在、このような仕様を満たすデータロガーは市販
されていないため、最終的には新たに開発する必要があるが、
今回は、開発コストおよび開発期間の観点から、データ記憶
容量：約 9 時間、サイズ：147(D) × 92(W) × 33(H)mm の市
販データロガーを使用した。
図７、図８に、３次元姿勢・加速度センサーとデータロガー
をコネクタ接続したプロトタイプ１号機およびその装着の様
子を示す。各センサーは、体幹部が医療用コルセット、大腿
部がサポーターに、それぞれ縫製して装着するようになって
いる。





生活活動状況における臥位、座位、立位、歩行、車椅子駆
動の 5 つの評価項目は、図６で示した３次元姿勢・加速度セ
ンサー信号から、姿勢成分と動作成分を抽出し、各センサー
毎の姿勢と動作の組み合わせにより 3 章で示した評価方針に
従って求めることができる。

図６のセンサー信号は、図８に示すセンサー座標系上のＺ
軸信号：Tz,Dz であり、Tz,Dz= １Ｇのときマイナス向きの重
力が働いていることを表す。すなわち、センサー信号のＤＣ
成分が、Tz,Dz ≒１であれば各装着部位の姿勢は垂直姿勢で
あり、Tz,Dz ≒ 0 であれば水平姿勢である。また、センサー
信号には、重力加速度に加えて、対象物自体の運動による加
速度が重畳される。特に、歩行や車椅子駆動時のように周期
的な動作に伴う加速度はＡＣ成分として重畳されるため、Ｄ
Ｃ成分からの誤差をとることによりセンサー信号のＡＣ成分
を求め、その大きさから動作状態を判別することができる。
センサー信号から体幹部および大腿部の姿勢と動作が抽出
されれば、前述のように３章の評価方針に従って、臥位、座
位、立位、歩行、車椅子駆動の評価を行うことができる。す
なわち、基本的な計測データの分析・評価手順は次のように
なる。
① センサー信号のＤＣ成分 → 各部の姿勢を検出
② センサー信号のＡＣ成分 → 各部の動作を検出
③ 体幹部の姿勢 ： 水平 → 臥 位
④ 体幹部の姿勢 ： 垂直
AND 大腿部の姿勢 ： 垂直でない
→座 位
⑤ 体幹部の姿勢 ： 垂直
AND 大腿部の姿勢 ： 垂直
→立 位
⑥ 立位
AND ( 体幹部の動作 ： 大 OR 大腿部の動作 ： 大 )
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(a) 体幹部への装着

図９

(b) 大腿部への装着

活動状態評価の時系列データ
計測開始 (0:00)

座位→立位 (0:22)

歩行器による歩行 (0:31) 歩行：通路 (0:52)

立位：歩行器へ (0:24)

歩行：病室へ (2:43)

図１０ センサー信号のＤＣ成分
立位：ベッド横 (2:59)

座位：脱靴 (3:33)

→歩

座位 (3:17)

座位→ : 臥位 (3:53)

背臥位 (5:02)

臥位→座位 (5:31)

座位：履靴 (5:43)

座位→立位 (5:51)

行

⑦ 座位
AND ( 体幹部の動作 ： 大 OR 大腿部の動作 ： 大 )
→ 車椅子駆動
上記の一連の分析・評価手順を自動的に行う評価ソフトを
作成した。作成した評価ソフトでは、最終的に動作状態の時
系列データと各動作状態の占有時間が出力される。また、セ
ンサー信号の分析過程であるＤＣ成分およびＡＣ成分につい
ても参照することが可能である。図９〜１１に、作成した評価
ソフトにより生成された図６のセンサー信号に対応する動作
状態の時系列データ、センサー信号のＤＣ成分、センサー信
号のＡＣ成分を示す。


清雅苑の入所者の方にご協力頂き、試作したプロトタイプ
１号機を用いて活動状態の計測・評価を行った。




座位：ベッドへ (3:38)

横臥位 (3:57)

図１１ センサー信号のＡＣ成分

立位→座位：ベッドへ (3:14)

座位：履靴 (5:39)

立位・歩行 (5:56)

歩行 : 通路 (6:29)

立位：歩行器把持 (6:07)

歩行：トイレへ (6:58)
立位→座位 (7:35)
(c) 実行パターン
図１２ 活動状態実行パターン





    










歩行：通路へ (6:17)
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座位：便座〔模擬〕(7:43)

座位→立位 (8:12)

歩行 (8:22)

（a）評価結果

歩行：通路へ (8:32)

歩行：通路 (8:54)

歩行→立位 (9:14)

立位→座位 (9:32)
座位 (9:37)
(c) 実行パターン（続き）
〔 添書 (0:00) は、計測開始からの経過時間（min:sec） 〕
図１２ 活動状態実行パターン（続き）
（b）加速度センサー信号

評価においては、実際の活動状態（臥位、座位、立位、歩
行、車椅子駆動）と計測・評価結果の整合性の検証が重要で
ある。実際の活動状態を確実に把握するためには、被験者の
方を常時観察する方法もしくはビデオによる撮影などが考え
られるが、長時間これらを実行することは、観察者の労力や
被験者の方のプライバシーなどの観点からかなり困難である。
そこで、被験者の方に、基本的な生活パターンにおける活動
状態を 10 分程度実行していただき、これをビデオ撮影し、
評価結果と比較して整合性の検証を行った。現在までに、清
雅苑の入所者の方５名：
①脳出血後左片麻痺（杖、車椅子足こぎ）
②腰椎圧迫骨折（歩行器歩行）
③視床出血後の失調症状（つかまり歩行、車椅子）
④脳血管性パーキンソニズム（車椅子）
⑤腰痛による廃用症候群（歩行器歩行）
⑥出血性梗塞（車椅子足こぎ）
に実施し、パーキンソンニズムの方を除いて、高い精度で
の評価結果を得ている。パーキンソンニズムでは、動作がか
なり緩慢になるため加速度が小さくなり、歩行や車椅子駆動
の評価が困難であった。ここでは、⑤腰痛による廃用症候群
（歩行器歩行）の方の評価例を示す。評価は、臥位、座位、
立位、歩行（歩行器使用）の 4 つの活動状態を実行（約１０
分間）していただき、これをビデオ撮影して評価結果と比較
検証して行った。
図１２、１３に、実行した活動状態パターン、計測データ、
分析および評価結果を示す。図１２(a),(b) はセンサーの装着の
様子、(c) は実行時の主な活動状態とその時刻を示している。
また、図１３(a) は、最終的な評価結果、(b) 〜 (d) はセンサー
信号、センサー信号のＤＣ成分、同ＡＣ成分を示している。
なお、図１３(b) には主な活動状態の変化時刻を示している。

（c）加速度センサー信号：ＤＣ成分

（d）加速度センサー信号：ＡＣ成分
図１３ 計測信号と評価結果

図１２(c) に示すように、実行した一連の活動状態は、
①座位状態で、計測開始。
②椅子から立ち上がり、歩行器を用いて歩行。
座位 → 立位 → 歩行
③病室のベッド横に歩行器を置いて、ベッドへ座る。
歩行 → 立位 → 座位
④靴を脱いでベッドに横になる。
座位 → 臥位
⑤ベッド上での寝返り。
臥位 → 臥位
⑥ベッドから起き上がり靴を履く。
臥位 → 座位
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⑦ベッドから立ち上がり、歩行器を用いて歩行。
座位 → 立位 → 歩行
⑧トイレに向かう。
歩行 → 歩行
⑨便座に座る（擬似）
歩行 → 立位 → 座位
⑩便座から立ち上がり再び病室へ。
座位 → 立位 → 歩行
⑪病室のベッド横に歩行器を置いて、ベッドへ座る。
歩行→ 立位 →座位
である。
図１３の (a) と (b) を比較すれば、(b) での実際の状態変化に
対応した評価結果が得られており、計測部位の姿勢により判
別される評価項目である臥位・座位・立位に関しては、秒単
位の精度で評価されていることが確認できる。一方、動作に
より判断される評価項目である立位と歩行および座位と車椅
子駆動は、どの程度までの動作を立位あるいは歩行、また、
座位あるいは車椅子駆動と判断するかが問題となる。本例で
の実際の立位状態は、座位から立位への動作変化時や、立位
から座位への動作変化時に生じ、その他は歩行状態となって
おり、評価結果もこれにほぼ合致している。また、車椅子駆
動に関しては、今回は車椅子を使用しない例であり、評価結
果についても、ほぼこれと合致している。ただし、図１３(a)
の 600 〜 650sec に車椅子駆動の評価が得られている（ただし、
車椅子駆動の合計時間は、6.5sec）が、これは、座位状態で
の周期的動作を車椅子駆動と誤認識しているために生じてい
る。このような現象は、被験者の固有の活動状態に依存し、
その解決は後述のように今後の課題である。










プロトタイプ１号機の評価精度に関して、今後清雅苑での
フィールドにおいて実地検証を行い、検証結果を評価方式の
改善に反映させる必要がある。臥位、座位、立位についての
姿勢評価と、歩行、車椅子駆動についての動作評価に関して
個別の検証を行う。
具体的には、姿勢評価については、第一に体型や姿勢にお
ける個人差の影響度を把握し、第二に実生活での様々な場面
における姿勢判別の精度を検証する。動作評価については、
動作の激しさ、種類における個人差の影響度を把握する。

シェットに収納し使用する。この場合、特に臥位での姿勢変
更（寝返り）時において被験者に違和感が発生し易く、睡眠
不足等の身体的負担が増大することになってしまう。このた
めデータロガーの小型化が重要である。






リハビリテーションの現場における客観的かつ定量的な計
測の実現を目的として、生活活動度計（プロトタイプ 1 号機）
の試作を行い、清雅苑における 6 例のフィールドテストにお
いて評価結果に関して整合性の検証を行った。
今後、フィールドテスト実績の蓄積を行いながら、上記課
題に関してプロトタイプ２号機の開発により解決を図ってい
く予定である。これら実績を基に、対外発表や各種展示会出
展を積極的に実施し、関連リハビリ機関及び医療機関にア
ピールを行う予定である。また、モニター販売も計画してお
り、リハビリ・介護分野に特化した専用品として商品化を推
進する。

プロトタイプ１号機の測定時間は前述した如く最長９時間
であるため、被験者の日常の活動状況を把握するにあたって
は、複数台の装置を準備し交換するかもしくは途中で蓄積デ
ータをアップロードしメモリを消去する必要が出てくる。い
ずれにしても被験者自身でその作業を行うには無理があるた
め、測定者の負担が生じることになる。
この課題を克服するために、２４時間を目標に長時間連続記
録を実現する必要がある。



プロトタイプ１号機のデータロガーは被験者腰部のポ








    










データ処理ソフトは、これまで表計算ソフトウェア上で手
動にて行っていたデータ処理を自動化するために開発を行っ
たものであるが、今後フィールドテストでの大容量データを
処理するために更なる高速化が必要である。具体的には、ア
ルゴリズム、描画処理内容の見直しを行う。







被験者の身体的負荷軽減のために、上記データロガー部小
型化と併せて、計測装置全体の身体への装着性、操作性を向
上させる必要がある。現在、体幹部センサーはコルセット上
に、大腿部センサーは大腿用サポータ上にそれぞれ縫製し、
また両センサーとデータロガー間は途中コネクターを介して
ケーブルにて結合している。装着性、操作性の向上のために
は、コルセット及びサポータの装着感、データロガーからの
ケーブル引出し位置やコネクター位置等、人間工学的見地か
らの考察を要し、フィールドテスト結果を十分反映させた検
討が必要である。
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