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(57)【要約】
【課題】いくつかの異なる運動を通して得られた身体機
能の程度により、認知機能の評価を可能とし、さらに認
知機能の向上を可能とする認知機能の評価システムを実
現する。
【解決手段】タイムドアップアンドゴー測定装置で、被
測定者が椅子から立ち上がって前方に一定距離をおいて
設けたコーンを回り椅子に戻って着座するまでの時間を
し、全身選択反応時間測定装置５で、移動先区画指示装
置が符号で指示するベース区画から移動先区画に全身移
動するために要する時間を測定し、ペグ移動測定装置６
で、盤のペグの挿入されていない孔に被測定者により移
動するペグ数を測定し、これらの測定結果の数値データ
に基づいて、評価装置３は、身体機能の測定を行う装置
２で得られた数値データを処理して被測定者の認知機能
を評価する。
【選択図】図１

10

(2)

JP 2011‑115362 A 2011.6.16

【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定者の身体機能の測定を行う装置と、身体機能の測定を行う装置で得られた数値デ
ータを処理して被測定者の認知機能を評価する評価装置を備えた認知機能評価システムで
あって、
前記身体機能の測定を行う装置は、タイムドアップアンドゴー測定装置、全身選択反応
時間測定装置及びペグ移動測定装置であり、
前記タイムドアップアンドゴー測定装置は、被測定者が椅子から立ち上がって前方に一
定距離をおいて設けたコーンを回り椅子に戻って着座するまでの時間を測定する手段であ
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り、
前記全身選択反応時間測定装置は、複数の区画を有する区画付きマットと、被測定者が
移動すべき移動先区画を指示する移動先区画指示装置及び移動時間計測装置とを備え、
前記ペグ移動測定装置は、上面に複数の孔の形成された盤と、該孔に挿脱可能な複数の
ペグとから成り、該孔に挿入された複数のペグを、前記盤のペグの挿入されていない孔に
被測定者により移動して挿入可能な構成であり、
前記評価装置は、コンピュータが使用され、該コンピュータのＣＰＵにより評価装置を
統括的に制御する制御手段と、該制御手段に制御される認知機能評価値演算手段とを備え
、該認知機能評価値演算手段は、前記身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを
処理して被測定者の認知機能評価値を算出する構成であることを特徴とする認知機能評価
システム。
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【請求項２】
前記全身選択反応時間測定装置の区画付きマットにおいて、複数の区画は、被測定者が
移動の基本となるベース区画と移動先である移動先区画を備え、前記移動先区画指示装置
は、被測定者がベース区画から移動すべき移動先区画を指示し、前記移動時間計測装置は
、被測定者がベース区画から指示された移動先区画に全身移動するために要する時間を測
定する構成であることを特徴とする請求項１に記載の認知機能評価システム。
【請求項３】
前記全身選択反応時間測定装置の区画付きマットは、平面視で十字型をしており、その
中央がベース区画であり、該ベース区画の前後左右にそれぞれ移動先区画が形成されてい
る構成であることを特徴とする請求項２記載の認知機能評価システム。
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【請求項４】
前記認知機能評価値は脳パフォーマンス年齢であり、前記認知機能評価値演算手段は、
身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを下記の式１で脳パフォーマンス・スコ
アを算出し、該脳パフォーマンス・スコアに基づいて、下記の式２で脳パフォーマンス年
齢を算出する構成であることを特徴とする請求項３記載の認知機能評価システム。
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝1.76−0.279×X1−0.003×X2＋0.070×X3
但し、X1：タイムドアップアンドゴー測定で得られた時間（秒）、X2：全身選択反応時
間測定装置においてランダムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合
計１２回の全身移動動作についての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒
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）、X3：ペグ移動個数／３０秒
（式２）
脳パフォーマンス年齢＝40.5＋ 0.451×暦年齢−5.36×脳パフォーマンス・スコア
但し、暦年齢は、被測定者の満年齢のことである。
【請求項５】
前後左右の移動先区画のそれぞれの上面には符号が付されており、前記移動先区画指示
装置は、被測定者がベース区画から移動すべき移動先区画を当該移動先区画に付された符
号で指示する構成であることを特徴とする請求項３又は４記載の認知機能評価システム。
【請求項６】
前記移動先区画指示装置は、前記ベース区画の前方であって前記区画付きマットが敷設
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される床面の上方に設置されていることを特徴とする請求項３又は４に記載の認知機能評
価システム。
【請求項７】
タイムドアップアンドゴー測定装置における時間の測定装置として、ストップウォッチ
が使用される構成であることを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の認知機能評価
システム。
【請求項８】
ペグ移動測定装置の盤は、互いに開閉可能な一対の半盤から折りたたみ自在に構成され
ており、前記複数の孔は、一対の半盤のそれぞれに同数、マトリクス状に形成されており
、複数のペグは、一対の半盤のいずれか一方の複数の孔の全てに挿入される数だけ設けら
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れており、被測定者により、一対の半盤の一方の半盤に挿入されている複数のペグを抜い
て他方の盤に移動して挿入可能である構成を特徴とする請求項１〜７のいずれかに記載の
認知機能評価システム。
【請求項９】
被測定者の身体機能の測定を行う装置と、身体機能の測定を行う装置で得られた数値デ
ータを処理して被測定者の認知機能を評価する評価装置を備えた認知機能評価システムで
あって、
前記身体機能の測定を行う装置は、通常歩行タイム測定装置、全身選択反応時間測定装
置及びペグ移動測定装置であり、
前記通常歩行タイム測定装置は、一定の距離を被測定者が歩行するために要する時間を
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測定する手段であり、
前記全身選択反応時間測定装置は、複数の区画を有する区画付きマットと、被測定者が
移動すべき移動先区画を指示する移動先区画指示装置及び移動時間計測装置とを備え、
前記ペグ移動測定装置は、上面に複数の孔の形成された盤と、該孔に挿脱可能な複数の
ペグとから成り、該孔に挿入された複数のペグを、前記盤のペグの挿入されていない孔に
被測定者により移動して挿入可能な構成であり、
前記評価装置は、コンピュータが使用され、該コンピュータのＣＰＵにより評価装置を
統括的に制御する制御手段と、該制御手段に制御される認知機能評価値演算手段とを備え
、該認知機能評価値演算手段は、前記身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを
処理して被測定者の認知機能評価値を算出する構成であることを特徴とする認知機能評価
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システム。
【請求項１０】
前記認知機能評価値は脳パフォーマンス年齢であり、前記認知機能評価値演算手段は、
身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを下記の式１でパフォーマンス・スコア
を算出し、該脳パフォーマンス・スコアに基づいて、下記の式２で脳パフォーマンス年齢
を算出する構成であることを特徴とする請求項９記載の認知機能評価システム。
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝2.52−0.766×X1−0.002×X2＋0.062×X3
但し、X1：５ｍ通常歩行タイム（秒）、X2：全身選択反応時間測定装置においてランダ
ムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合計１２回の全身移動動作に
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ついての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒）、X3：ペグ移動個数／３
０秒
（式２）
脳パフォーマンス年齢＝15.05＋ 0.79×暦年齢−5.21×脳パフォーマンス・スコア
但し、暦年齢は、被測定者の満年齢である。
【請求項１１】
通常歩行タイム測定装置は、前記一定の距離の始点及び終点にそれぞれ設けられたセン
サと、被測定者が始点センサで検知されると時間計測を開始し終点センサで時間計測を終
了する時間計測装置とを備えていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の認知機能
評価システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高齢者等の認知機能（脳機能、脳パフォーマンス）を向上させて、かつ評価
する認知機能評価システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、高齢化社会を迎え、高齢者の人口が増加しているが、肉体的には健康を維持、増
進し、認知症等により生じる認知機能の低下を少しでも防止することにより、家庭生活、
社会生活等においても活き活きとした生活が送れるようなことが社会的に重要な課題とな
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っている。
【０００３】
そのために、各人の認知機能、具体的には脳機能（脳パフォーマンス）を客観的に評価
し、その評価に基づいて、認知機能の低下を防止、或いは積極的に向上させるためのいろ
いろな方策、手段を検討し、実施することが要請されている。また、高齢者が目的をもっ
て、しかも高齢者に無理なく、楽しくスポーツする手段も要請されている。
【０００４】
このような事情を鑑み、本発明者らは、認知機能の低下に基づくものと考えられる高齢
者等の転倒を予防する目的で、筋力および平衡感覚を向上させるための運動に用いる運動
用具を提案している（特許文献１参照）。この運動用具は、平板状を呈するマット体に、
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境界部で仕切られ接地面及び開口部を有する複数の歩行表示部を有し、運動者を、接地面
及び境界部により形成された所定高さの段差によって爪先立ちの状態に強制するものであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１９１５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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特許文献１に示すような、高齢者に適した運動用具は、高齢者の体力の向上に健康増進
、病後の身体機能を回復させるリハビリテーション等に一定の成果をもたらす。このよう
な運動用具による健康増進、リハビリテーションをする際に、使用者の身体機能の程度、
運動能力を適正に客観的に評価して、その評価を基に適切なこれらの運動を続ければより
健康増進、リハビリテーションの効果が生じる。
【０００７】
ところで、本発明者が、この運動用具により高齢者の運動を指導する過程で、身体機能
は、脳機能とも密接な関連性があり、いくつかの異なる運動をすることで、身体機能と脳
機能の賦活を融合することが可能であり、また、運動を通して得られた身体機能の程度に
よって認知機能（脳機能）を評価できるという知見を得た。
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【０００８】
以上の知見を基に、本発明は、いくつかの異なる運動を通して得られた身体機能の程度
により、認知機能の評価を可能とし、さらに認知機能の向上を可能とする認知機能の評価
システムを実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は上記課題を解決するために、被測定者の身体機能の測定を行う装置と、身体機
能の測定を行う装置で得られた数値データを処理して被測定者の認知機能を評価する評価
装置を備えた認知機能評価システムであって、前記身体機能の測定を行う装置は、タイム
ドアップアンドゴー測定装置、全身選択反応時間測定装置及びペグ移動測定装置であり、
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前記タイムドアップアンドゴー測定装置は、被測定者が椅子から立ち上がって前方に一定
距離をおいて設けたコーンを回り椅子に戻って着座するまでの時間を測定する手段であり
、前記全身選択反応時間測定装置は、複数の区画を有する区画付きマットと、被測定者が
移動すべき移動先区画を指示する移動先区画指示装置及び移動時間計測装置とを備え、前
記ペグ移動測定装置は、上面に複数の孔の形成された盤と、該孔に挿脱可能な複数のペグ
とから成り、該孔に挿入された複数のペグを、前記盤のペグの挿入されていない孔に被測
定者により移動して挿入可能な構成であり、前記評価装置は、コンピュータが使用され、
該コンピュータのＣＰＵにより評価装置を統括的に制御する制御手段と、該制御手段に制
御される認知機能評価値演算手段とを備え、該認知機能評価値演算手段は、前記身体機能
の測定を行う装置で得られた数値データを処理して被測定者の認知機能評価値を算出する
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構成であることを特徴とする認知機能評価システムを提供する。
【００１０】
前記全身選択反応時間測定装置の区画付きマットにおいて、複数の区画は、被測定者が
移動の基本となるベース区画と移動先である移動先区画を備え、前記移動先区画指示装置
は、被測定者がベース区画から移動すべき移動先区画を指示し、前記移動時間計測装置は
、被測定者がベース区画から指示された移動先区画に全身移動するまでに要する時間を測
定する構成であることが好ましい。
【００１１】
前記全身選択反応時間測定装置の区画付きマットは、平面視で十字型をしており、その
中央がベース区画であり、該ベース区画の前後左右にそれぞれ移動先区画が形成されてい
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る構成であることが好ましい。
【００１２】
前記認知機能評価値は脳パフォーマンス年齢であり、前記認知機能評価値演算手段は、
身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを下記の式１で脳パフォーマンス・スコ
アを算出し、該脳パフォーマンス・スコアに基づいて、下記の式２で脳パフォーマンス年
齢を算出する構成であることが好ましい。
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝1.76−0.279×X1−0.003×X2＋0.070×X3
但し、X1：タイムドアップアンドゴー測定で得られた時間（秒）、X2：全身選択反応時
間測定装置においてランダムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合
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計１２回の全身移動動作についての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒
）、X3：ペグ移動個数／３０秒
（式２）
脳パフォーマンス年齢＝40.5＋ 0.451×暦年齢−5.36×脳パフォーマンス・スコア
但し、暦年齢は、被測定者の満年齢のことである。
【００１３】
前後左右の移動先区画のそれぞれの上面には符号が付されており、前記移動先区画指示
装置は、被測定者がベース区画から移動すべき移動先区画を当該移動先区画に付された符
号で指示する構成であることが好ましい。
【００１４】
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前記移動先区画指示装置は、前記ベース区画の前方であって前記区画付きマットが敷設
される床面の上方に設置されていることが好ましい。
【００１５】
タイムドアップアンドゴー測定装置における時間の測定装置として、ストップウォッチ
が使用される構成であることが好ましい。
【００１６】
ペグ移動測定装置の盤は、互いに開閉可能な一対の半盤から折りたたみ自在に構成され
ており、前記複数の孔は、一対の半盤のそれぞれに同数、マトリクス状に形成されており
、複数のペグは、一対の半盤のいずれか一方の複数の孔の全てに挿入される数だけ設けら
れており、被測定者により、一対の半盤の一方の半盤に挿入されている複数のペグを抜い
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て他方の盤に移動して挿入可能である構成であることが好ましい。
【００１７】
本発明は上記課題を解決するために、被測定者の身体機能の測定を行う装置と、身体機
能の測定を行う装置で得られた数値データを処理して被測定者の認知機能を評価する評価
装置を備えた認知機能評価システムであって、前記身体機能の測定を行う装置は、通常歩
行タイム測定装置、全身選択反応時間測定装置及びペグ移動測定装置であり、前記通常歩
行タイム測定装置は、一定の距離を被測定者が歩行するために要する時間を測定する手段
であり、前記全身選択反応時間測定装置は、複数の区画を有する区画付きマットと、被測
定者が移動すべき移動先区画を指示する移動先区画指示装置及び移動時間計測装置とを備
え、前記ペグ移動測定装置は、上面に複数の孔の形成された盤と、該孔に挿脱可能な複数
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のペグとから成り、該孔に挿入された複数のペグを、前記盤のペグの挿入されていない孔
に被測定者により移動して挿入可能な構成であり、前記評価装置は、コンピュータが使用
され、該コンピュータのＣＰＵにより評価装置を統括的に制御する制御手段と、該制御手
段に制御される認知機能評価値演算手段とを備え、該認知機能評価値演算手段は、前記身
体機能の測定を行う装置で得られた数値データを処理して被測定者の認知機能評価値を算
出する構成であることを特徴とする認知機能評価システムを提供する。
【００１８】
前記認知機能評価値は脳パフォーマンス年齢であり、前記認知機能評価値演算手段は、
身体機能の測定を行う装置で得られた数値データを下記の式１でパフォーマンス・スコア
を算出し、該脳パフォーマンス・スコアに基づいて、下記の式２で脳パフォーマンス年齢
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を算出する構成であることが好ましい。
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝2.52−0.766×X1−0.002×X2＋0.062×X3
但し、X1：５ｍ通常歩行タイム（秒）、X2：全身選択反応時間測定装置においてランダ
ムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合計１２回の全身移動動作に
ついての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒）、X3：ペグ移動個数／３
０秒
（式２）
脳パフォーマンス年齢＝15.05＋ 0.79×暦年齢−5.21×脳パフォーマンス・スコア
但し、暦年齢は、被測定者の満年齢である。
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【００１９】
通常歩行タイム測定装置は、前記一定の距離の始点及び終点にそれぞれ設けられたセン
サと、被測定者が始点センサで検知されると時間計測を開始し終点センサで時間計測を終
了する時間計測装置とを備えていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る認知機能評価システムによれば、次のような効果が生じる。身体機能を測
定することで、認知機能（年齢尺度）を評価することができるので、特別の認知機能検査
などで精神的苦痛を感じることなく、むしろ体を動かす喜びや楽しさを感じながら認知機
能の評価ができ、かつ、身体トレーニングによって認知機能の改善も可能とすることが出
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来る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明及び実施例１の全体構成を説明する図である。
【図２】本発明の実施例１のタイムドアップアンドゴー測定装置を説明する図である。
【図３】本発明の実施例１の全身選択反応時間測定装置の具体的構成例を説明する図であ
る。
【図４】本発明の実施例１のペグ移動測定装置の具体的構成例を説明する図であり、（ａ
）はペグ移動測定装置の斜視図であり、（ｂ）は測定状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施例１の評価装置を説明する図であり、（ａ）は構成を示し、（ｂ）
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は評価装置が備える機能的に見た手段を説明する図である。
【図６】暦年齢と脳パフォーマンス年齢の関係を表す回帰直線を示す図であり、（ａ）は
補正前の回帰直線を示し、（ｂ）は補正後の回帰直線を示す。
【図７】本発明に係る認知機能評価システムを使用した実証テストの結果を示す図である
。
【図８】本発明の実施例２の通常歩行タイム測定装置の具体的な構成例を説明する図であ
る。（ａ）、（ｂ）は構成例１の平面図及び側方から見た図であり、（ｃ）は構成例２の
平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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本発明に係る認知機能評価システムを実施するための形態を実施例に基づき図面を参照
して、以下説明する。
【００２３】
（前提となる考え）
まず、本発明に係る認知機能評価システムを想到するに至った基礎（前提）となってい
る考え方を説明する。
【００２４】
人は加齢とともに、老化する。この老化は、筋力や持久力の低下といった身体機能の低
下に限ったことではなく、頭（脳）の老化も含まれる。脳の老化（変化）が異常に進むと
発症するのが認知症である。認知症の診断には、ファンクショナル ＭＲＩなどの脳断層
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写真を用いた専門医による判断が必要であるが、簡便な問答形式の認知機能検査（mini‑m
ental state examination:ＭＭＳＥなど）でも、ある程度の診断が可能である。
【００２５】
この簡便な認知機能検査では、記憶力、注意力、判断力、視空間認知能力、言語能力、
学習能力など、いわゆる日常生活で必要とされる認知機能（脳機能）を評価する。ところ
が、例えば ＭＭＳＥは、質問内容が一見幼稚でありながら、意外にも解答しづらい内容
（例：「今日は何月何日何曜日ですか？」、「さきほど覚えた３つの物の名前を答えてく
ださい」など）が多く含まれており、被測定者（患者）はうまく答えられないと精神的苦
痛（屈辱感、無力感、落胆）を感じることがあり、一般に高齢者には好まれないという本
質的な弱点がある。

30

【００２６】
本発明者は、高齢者において、認知機能（脳機能）は身体機能と相互に強く関連しあう
相互フィードバックの関係にあることに着目した。つまり、認知機能に優れる者（高齢者
）は身体機能も高く、逆に身体機能が高い高齢者は認知機能にも優れるという関係が成り
立つ。
【００２７】
以上のような状況を総合的に鑑みた結果、認知機能（年齢尺度）を身体機能から評価で
きれば、認知機能検査などで精神的苦痛を感じることなく、むしろ体を動かす喜びや楽し
さを感じながら認知機能の評価ができ、かつ、身体トレーニングによって認知機能の改善
も可能とすることが出来るという発想に至った。
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【００２８】
本発明者らは、実証のために、認知症でない高齢者１００名余の認知機能と身体機能を
測定し、身体機能と認知機能との相互関連性を検討したところ、次の（１）〜（３）の３
つの身体機能項目が認知機能と有意に関連しているという知見を得た。
（１）タイムドアップアンドゴー
（２）全身選択反応時間
（３）ペグ移動
【００２９】
ここで、「タイムドアップアンドゴー」の測定とは、一言で表現すると「立ち上がり往
復歩行時間」の測定を意味する。即ち、実施例１で詳細に説明するが、本明細書及び発明
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においては、椅子から立ち上がって前方に歩行（ゴー）し、一定距離をおいて前方に設け
たコーンの周り椅子に戻って着座するまでの時間（タイム）を測定する内容を意味する。
なお、後記の実施例２で説明するが、タイムドアップアンドゴーに替えて、通常歩行タイ
ムの測定により本発明に係る認知機能評価システムを構築してもよい。
【００３０】
なお、上記３項目の身体機能項目の測定を行うことは、認知機能の軽微な低下者に対す
るトレーニング対策ともなる。即ち、
（１）タイムドアップアンドゴーの測定を実施することで、立ち上がり及び着座における
脚の屈伸運動と、歩行運動（ウォーキング）と、方向転換動作と、をおこなうことができ
る。
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（２）全身選択反応時間の実施をすることで、素早い動きで敏捷性をトレーニングするこ
とができる。
（３）ペグ移動について言えば、手先の器用さを必要とする動作、運動を行うことができ
る。
【実施例１】
【００３１】
以上の前提となる基本的な考えに基づいて想到された本発明に係る認知機能評価システ
ムの実施例１を以下説明する。
【００３２】
本発明に係る認知機能評価システム１は、いろいろな観点から身体機能の測定を行い、
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その結果得られた数値データを処理して認知機能を評価する（認知機能を評価する尺度と
なる値を算出する）システムであり、身体機能の測定を行う装置（認知機能の測定手段）
２と、身体機能の測定を行う装置２で得られた数値データを処理して認知機能を評価する
（認知機能を評価する尺度となる値を算出する）評価装置３とから成る。ここで、認知機
能を評価する尺度となる値については、実施例１では、後記するが、「脳パフォーマンス
年齢」という数値を採用した。
【００３３】
（身体機能の測定を行う装置）
身体機能の測定は、実施例１では、前記した３つの測定、即ち（１）タイムドアップア
ンドゴーに要する時間、（２）全身選択反応時間、及び（３）所定時間でのペグ移動個数
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を対象として、これらの測定のために、実施例１では、タイムドアップアンドゴー測定装
置４、全身選択反応時間測定装置５、及びペグ移動測定装置６を実施例１の認知機能評価
システム１の構成要件としている。
【００３４】
（１）タイムドアップアンドゴー測定装置
タイムドアップアンドゴー測定装置４は、被測定者９が椅子から立ち上がって（アップ
）前方に歩行（ゴー）し、一定距離をおいて前方に設けたコーン１１を回り椅子１０に戻
って着座するまでの時間（タイム）を測定するために必要な手段である。
【００３５】
具体的には、図２（ａ）に示すように、椅子１０と、椅子１０から一定距離おいて設け
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たコーン１１と、上記時間（タイム）を測定する時間計測装置１２を備えている。最も簡
単な時間計測装置１２は、ストップウォッチである。なお、椅子１０とコーン１１の間の
「一定距離」については、実施例１では、椅子１０の中央からコーン１１の中心までの距
離を「３ｍ」とした。
【００３６】
ストップウォッチによる、具体的な測定の仕方は、椅子１０に座った被測定者９が立ち
上がった際にタイム測定を開始し、前方のコーン１１まで歩行し、コーン１１を周って椅
子１０まで歩行し、着座した点をタイム測定の終了とし、このようなタイム測定開始から
タイム測定終了までの時間を少数第２位まで記録する。このような測定を２回行う。
【００３７】
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なお、タイムドアップアンドゴー測定では、次の点が留意されるべきである。
ア．コーン１１の回り方は、右回りでも左回りでもよい。
イ．歩行は最大速度であることが好ましいが、走行（走る）ではない。
ウ．椅子１０は、被測定者９が立ち上がる際、及び着座する際に、動かないように床に適
宜固定するか、又は測定者が支持していることが好ましい。
【００３８】
このタイムドアップアンドゴー測定において、被測定者９が椅子１０から立ち上がり、
歩行してコーン１１を回って折り返し歩行して着座するまでの時間を測定するための時間
計測装置１２の別の態様として、図２（ｂ）に示すように、椅子１０の座部に被測定者９
が座っているか否かを検知する検知センサ１３を設け、この検知センサ１３を時間計測装
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置１２に接続した構成で、上記時間（タイム）を自動計測する構成としてもよい。
【００３９】
このような検知センサ１３としては、被測定者９が椅子１０に座っている状態と、いな
い状態を検知する重量センサ（圧電素子等の圧力センサ）又は光センサを利用してもよい
。この重量センサ又は光センサにより、被測定者９が椅子１０から立ち上がって離れた状
態を検知し、この検知信号により時間計測装置１２によりタイム測定を開始し、コーン１
１を回って椅子１０に戻り座った状態を検知し、この検知信号により時間計測装置１２に
よりタイム測定を終了し、この間の時間が測定される。
【００４０】
そして、時間計測装置１２を、図２（ｂ）に示すように、評価装置３として使用するコ
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ンピュータに接続して、タイムドアップアンドゴー測定で得られた測定時間に係る数値デ
ータを、評価装置３に入力できる構成とする。
【００４１】
或いは、図２（ｃ）に示すように、検知センサ１３を評価装置３（コンピュータ）に接
続して、被測定者９が椅子１０から立ち上がった際に検知した検知信号及び着座した際の
検知信号を、それぞれ評価装置３に送信して、コンピュータの機能を利用し時間測定を行
いその結果をそのまま評価装置３で評価テータとして使用する構成としてもよい。
【００４２】
（２）全身選択反応時間測定装置
この全身選択反応時間の測定装置は、被測定者９の身体的な反応性と判断力を測定する
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装置であり、いろいろな手段が考えられるが、この実施例１では、次のような測定装置を
使用する。
【００４３】
この全身選択反応時間測定装置２０は、図３に示すように、複数の区画の形成された区
画付きマット２１と、移動先指示装置２２と、移動時間計測装置２３とを備えている。
【００４４】
区画付きマット２１は、実施例１では、平面視で十字型に形成されている。この十字型
の区画付きマット２１は、中央部２４、前方部２５、右方部２６、後方部２７及び左方部
２８の複数の区画から成り、前方部２５、右方部２６、後方部２７及び左方部２８の表面
には、例えば、符号として１〜４の番号が付与されている。
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【００４５】
中央部２４の区画は、被測定者９が移動の基本位置として立つ場所であるからベース区
画と称し、このベース区画２４から前方部２５、右方部２６、後方部２７及び左方部２８
のいずれかに移動し、さらにベース区画２４に戻るので、前方部２５、右方部２６、後方
部２７及び左方部２８を移動先区画と称する。
【００４６】
移動先指示装置２２は、左右上下の４方向への細長い方向表示２９が選択的に赤く光る
発光機３１から構成されている。この方向表示２９の選択的な発光は、検査者が遠隔操作
で選択的に左右上下の４方向への方向表示２９の選択スイッチを操作して逐次変化させる
構成としてもよい。
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【００４７】
選択スイッチは、移動先指示装置２２の本体に内蔵されていてもよいし、図３に示すよ
うに別体の選択スイッチ３２として入力ライン３３で移動先指示装置２２に接続してもよ
い。この場合、選択スイッチは、手動で方向表示２９を選択するような構成としてもよい
。
【００４８】
或いは、選択スイッチ３２は、スイッチを入れると、自動的に、一定の時間間隔をおい
て連続的かつランダム的若しくは規則的に、方向表示２９を変化させる制御装置で制御可
能な構成としてもよい。この場合は、制御装置として後記する評価装置３として使用する
コンピュータを利用してもよい。即ち、移動先指示装置２２の入力ライン３３をコンピュ
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ータに接続し、移動先指示装置２２を制御する制御装置として、コンピュータのＣＰＵに
よる制御機能を利用するようにしてもよい。
【００４９】
移動先指示装置２２は、全身選択反応時間の測定においては、区画付きマット２１の前
方に設けられ、被測定者９が区画付きマット２１上での移動運動を行いながら、前方にお
いて常に見える状態に設置する。この実施例１では、区画付きマット２１の前方部２５の
最前端からの間隔L＝１００ｃｍであり、かつ区画付きマット２１の敷設された床面から
の高さH＝１３０ｃｍの位置に設置される。
【００５０】
移動時間計測装置２３は、被測定者９がベース区画（中央部）２４から、移動先指示装
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置２２でランダムに指示された前方部２５、右方部２６、後方部２７及び左方部２８の全
ての方向の部位に、順次、片足ずつ全身移動する全身移動動作を、前記全ての方向にそれ
ぞれ３回、合計１２回行いその各回毎に要する時間を計測する手段である。実際は、上記
１２回のそれぞれに要する時間を計測し、その合計時間（１２回の全身移動動作に要する
時間）を１２で除した１回あたりの全身選択反応時間の平均タイムを後記する式１に入れ
る。
【００５１】
具体的には、区画付きマット２１の内部又は下方に、ベース区画（中央部）２４、前方
部２５、右方部２６、後方部２７及び左方部２８のそれぞれに対応して重量センサ（（圧
電素子等の圧力センサ等。図示せず）を設け、これらの重量センサを移動時間計測装置２
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３に入力線３４で接続し、前記１２回の全身移動動作のために要する時間を計測する構成
としてもよい。この場合も実際は、上記１２回のそれぞれに要する時間を計測し、その合
計時間（１２回の全身移動動作に要する時間）を１２で除した１回あたりの全身選択反応
時間の平均タイムを使用する。
【００５２】
（３）ペグ移動測定装置
ペグ移動測定装置６は、被測定者９の巧緻性（器用さ）及び集中力を検査する手段であ
り、盤４０と複数のペグ（小さな杆）４１とを備えている。盤４０は、互いに開閉可能な
一対の半盤（２枚の半盤）４２、４３から成り折りたたみ可能に構成されている。
【００５３】

40

一方の半盤４１を被測定者９から遠い位置とし、他方の半盤４３を被測定者９から近い
位置になるように、一対の半盤４２、４３を開いて水平な状態にして机等の上に載置して
使用される。被測定者９から、遠い位置の半盤４２を「遠位の半盤」と称し、近い位置の
半盤４３を「近位の半盤」と称する。遠位の半盤４２及び近位の半盤４３は、それぞれ複
数の孔（例えば、４８個の孔）４４がマトリクス状に形成され、これらの孔４４はいずれ
もペグ４１が挿脱自在に構成されている。
【００５４】
そして、ペグ移動測定装置６によってペグ移動の測定をする際には、遠位の半盤４２及
び近位の半盤４３のいずれか一方の全ての複数の孔４４に、複数（例えば、４８本）のペ
グ４１が挿入された状態となっている。被測定者９は、遠位の半盤４２又は近位の半盤４
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３の孔４４に挿入されているペグ４１を２本ずつ、近位の半盤４３又は遠位の半盤４２の
孔４４に移し変える。
【００５５】
ペグ移動測定装置６を使用しペグ移動の測定は、定時間測定モードと定数測定モードが
ある。実施例１では、定時間測定モードを使用するが、この定時間測定モードでは、一定
の時間（例えば、３０秒間）の間に、遠位の半盤４２又は近位の半盤４３の孔４４に挿入
されているペグ４１を２本ずつ、近位の半盤４３又は遠位の半盤４２の孔４４に移し変え
、その本数を測定実施者が目視で確認する。
【００５６】
なお、定数測定モードは、実施例１では使用しないが、遠位の半盤４２又は近位の半盤

10

４３の全ての孔４４に挿入されているペグ４１を２本ずつ、近位の半盤４３又は遠位の半
盤４２の全ての孔４４に移し変え、これに要した時間をストップウォッチで計測する測定
モードである。必要に応じて、定数測定モードを採用し本発明に係る認知機能評価システ
ムを構築してもよい。
【００５７】
（評価装置）
評価装置３は、身体機能の測定を行う装置２で得られた数値データを処理して、脳機能
を評価する装置であり、具体的には、通常のコンピュータを利用し、そのＣＰＵの演算機
能を使用するものである。実施例１では、認知機能の程度を評価する尺度である認知機能
評価値として、造語ではあるが、「脳パフォーマンス年齢」という考えを導入し、評価装

20

置３は、この脳パフォーマンス年齢を算出する評価手段として機能するものである。
【００５８】
評価装置３の構成を説明する前に、本発明の前提として導入した「脳パフォーマンス年
齢」を説明する。脳パフォーマンス年齢は、必ずしも、医学的（解剖学的、精神医学的等
）及び生理学的に分析した結果から得られる、人の年齢相当の脳の機能を精密に示すよう
なものではなく、およそどのくらいの年齢の脳機能であるか、認知機能の程度を評価する
一つの分かりやすい尺度になるものである。
【００５９】
今後、本発明に係る認知機能評価システム１を使用して、多くの被測定者９についてデ
ータを取得し（例えば、図７参照）て積み重ねることで、人の年齢相当の脳の機能の標準
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に資する評価が可能となるものと考えられる。また、「脳パフォーマンス年齢」は、実際
には、身体機能（パフォーマンス）測定で代用され得るものである。
【００６０】
認知機能を評価するために、「脳パフォーマンス年齢」を算出する手段は次のとおりで
ある。まず、３つの身体機能項目に対して多変量解析で、「脳パフォーマンス・スコア」
なる値を算出する次の算出式１を使用する。
【００６１】
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝1.76−0.279×X1−0.003×X2＋0.070×X3
但し、X1：タイムドアップアンドゴー測定時間（秒）、X2：全身選択反応時間測定装置
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においてランダムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合計１２回の
全身移動動作についての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒）、X3：ペ
グ移動個数／３０秒
【００６２】
ここで、主成分分析を施すことで算出する脳パフォーマンス・スコアについて、説明を
補足する。主成分分析は、各測定項目の成分（要素）を抽出する手段である。例えば、握
力や背筋力、脚伸展筋力といったヒトの筋力（筋機能）を評価するような体力測定項目デ
ータを用いて主成分分析を行うと、「筋機能得点（スコア）」と想定される成分が抽出さ
れる。
【００６３】
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本発明では、これと同様のやり方で、脳機能（脳パフォーマンス）と関連の強い３項目
（タイムドアップアンドゴー、全身選択反応時間、ペグ移動）から脳機能（脳パフォーマ
ンス・スコア）を反映すると考えられる成分を抽出したものである。なお、詳細は省略す
るが、上記式１は、統計解析専用のソフト「SPSS Statistics 17.0」（エス・ピ−・エス
・エス株式会社、（英名）SPSS. Japan Inc.製、SPSSは登録商標名）を用いて、１００名
余の高齢者のデータで主成分分析を行って上記式１を作成した。係数は、上記ソフトで統
計学的な計算を基に自動的に計算されて得られたものである。
【００６４】
脳パフォーマンス・スコアに暦年齢の標準偏差を乗じ、対象高齢者の暦年齢の平均値を
足すことで算出されるDubinaの補正項適用前の脳パフォーマンス年齢の算出式を次に示す

10

。
（式１

）

Dubinaの補正項適用前の脳パフォーマンス年齢
＝−5.36×脳パフォーマンス・スコア＋73.9
但し5.36は対象高齢者の年齢の標準偏差であり、73.9は平均年齢である。
【００６５】
そして、Dubinaの補正項を適用して、脳パフォーマンス・スコアや暦年齢を変数とする
「脳パフォーマンス年齢」なる値を算出する次の算出式２を作成した。
（式２）
脳パフォーマンス年齢＝40.5＋ 0.451×暦年齢−5.36×脳パフォーマンス・スコア

20

但し、暦年齢は、被測定者の満年齢のことである
【００６６】
ここで、脳パフォーマンス年齢について説明を補足する。脳パフォーマンス・スコアに
暦年齢の標準偏差を乗じ、対象となった高齢者の暦年齢の平均値を足したものが脳パフォ
ーマンス年齢である。しかし、この方法では、線形モデル固有のエラーが生じ、過大評価
（真実より若過ぎる）または過小評価された（真実より老い過ぎる）年齢が算出される可
能性がある。
【００６７】
図６は、暦年齢と脳パフォーマンス年齢の関係を表す回帰直線を示す図である。図６中
、Ｒは重相関係数を示す。また、Ｐ（Ｐ値）とは、probability value のことで、確率値
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とか危険値と訳される。一般にＰ値が0.05未満のとき、有意性が認められると解釈される
。従って、図６に示す場合は、暦年齢と脳パフォーマンス年齢の関連性（重相関係数）は
有意である。
【００６８】
補正前（図６（ａ）参照）の暦年齢と脳パフォーマンス年齢の関係を表す回帰直線の傾
きは0.5487であり、ｙ=ｘ（関数の一次方程式を表す直線。identity line）の傾き1.00と
比べると有意に小さいことがわかる。
【００６９】
例えば、暦年齢が平均値より高い80歳の場合、x = 80を補正前の回帰直線方程式y = 0.
5487x + 33.36に代入すると脳パフォーマンス年齢は77.26歳と算出され、約3歳若く計算
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（過大評価）される傾向にあることがわかる。一方、平均値より若い65歳の場合、x = 65
を補正前の回帰直線方程式y = 0.5487x + 33.36に代入すると脳パフォーマンス年齢は69.
03歳と算出され、約4歳も老いて計算（過小評価）される傾向にあることがわかる。
【００７０】
そこで、Dubinaら（1983）の補正項（個人の暦年齢を反映させる項目）を加える。補正
後（図６（ｂ）参照）には、回帰直線の傾きが顕著に改善し、ほぼ1.00になったことがわ
かる。
【００７１】
以下、さらに詳細に説明すると、「Dubinaら（1983）の補正項」は統計学者の間では有
名な方法である。脳パフォーマンス・スコアに暦年齢の標準偏差（5.36）を乗じ、対象と
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なった高齢者の暦年齢の平均値（73.9歳）を足したものが脳パフォーマンス年齢（式１
参照）である。
【００７２】
しかしながら、この式１

のままであると、上記のとおり、線形モデル固有のエラーが

生じ、過大評価（真実より若過ぎる）または過小評価された（真実より老い過ぎる）年齢
が算出される可能性がある。そこで、Dubinaらの補正項をこの式に加える（足す）ことで
、回帰直線の傾きを1.00に近づけ、過大評価や過小評価を防ぐものである。
【００７３】
ここでの「Dubinaらの補正項」とは、（1−暦年齢と脳パフォーマンス年齢の関係を表
す回帰直線の傾き）×（暦年齢−平均年齢）で表される。即ち、すなわち本ケースでは（

10

1−0.5487）×（暦年齢−73.9）であるから、これを展開して0.4513×暦年齢＋33.4とな
る。
【００７４】
これを式１

に示す脳パフォーマンス年齢の算出式（脳パフォーマンス年齢＝−5.36×

脳パフォーマンス・スコア＋73.9）に加えることで、式２に示すDubinaの補正項によって
補正された脳パフォーマンス年齢の算出式（脳パフォーマンス年齢＝40.5＋0.451×暦年
齢−5.36×脳パフォーマンス・スコア）が最終的な算出式として得られる。
【００７５】
評価装置３は、図５（ａ）に示すようなコンピュータが使用される。このコンピュータ
は、ＣＰＵ（中央処理装置）５０、メモリ（主メモリ）５１、バス（データバス及びアド
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レスバス）５２、入出力インターフェース部５３、通信インターフェース部５４、及び記
憶装置５５を備えている。
【００７６】
入出力インターフェース部５３は、マウス、キーボード、スキャナ等の入力装置、プリ
ンタ、ディスプレイ等の入出力装置に接続される。必要に応じて、入出力インターフェー
ス部５３に、タイムドアップアンドゴー測定装置４、全身選択反応時間測定装置５等のデ
ータの出力ラインを接続し、それらの測定を行って得られた数値データを直接入力可能な
構成としてもよい。
【００７７】
また、通信インターフェース部５４は、インターネット５６に接続されており、本発明
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に係る認知機能評価システム１を、統括的に管理するサーバ（図示せず）を設ければ、全
国各地の学校、介護施設、家庭等（これらに設置された端末がクライアントとなる）で行
った身体機能の測定で得られたデータをサーバに送信することで、サーバで認知機能を一
括的に評価し、その結果や指導方針等を各クライアントに送信することが可能となる。
【００７８】
評価装置３のメモリに、ＯＳと、脳機能を評価する評価用ソフトが搭載されている。こ
の評価用ソフトに従って、ＣＰＵが動作し、評価装置３を統括的に制御する。また、評価
用ソフトには、脳パフォーマンス・スコアの値を算出する方程式及び脳パフォーマンス年
齢を算出する方程式に沿って、脳パフォーマンス・スコアないし脳パフォーマンス年齢を
算出する手順が含まれている。
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【００７９】
評価装置３の構成を、さらに機能的観点から図５（ｂ）において説明する。評価装置３
は、機能的には、制御手段５７、脳機能評価値演算手段（脳パフォーマンス年齢演算手段
）５８及びデータベース５９を備えている。制御手段５７は、評価用ソフトに従ってＣＰ
Ｕ等により評価装置３を統括的に制御する部分であり、被測定者９の各人別の評価データ
をデータベースに登録したり検索したりする機能も備えている。
【００８０】
脳機能評価値演算手段５８は、制御手段５７からの演算指示を受けて、入力された被測
定者９の身体機能の測定で得られたデータに基づき、脳機能評価値を算出する。脳機能評
価値は、実施例１では、上記のとおり脳パフォーマンス年齢であり、その意味で、脳機能
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評価値演算手段５８は脳パフォーマンス年齢演算手段と称してもよく、入力された被測定
者９の身体機能の測定で得られたデータに基づき、脳パフォーマンス・スコアの値を算出
する方程式及び脳パフォーマンス年齢を算出する方程式に沿って、脳パフォーマンス・ス
コア及び脳パフォーマンス年齢を順次算出する。
【００８１】
データベース５９は、記憶装置５５に登録（記録）される被測定者９の脳パフォーマン
ス年齢等の脳機能の評価データ等の各種のデータが蓄積されて構築される。また、必要に
応じて、上記データが検索されて検索者に提示される。
【００８２】
（作用）

10

以上の構成から成る本発明に係る認知機能評価システム１の作用について、実際の身体
機能の測定から評価装置３による評価の過程に沿って説明する。
【００８３】
まず、タイムドアップアンドゴー測定において、被測定者が椅子１０から立ち上がり、
歩行してコーン１１を回って折り返し歩行して着座するまでの時間を測定する。このよう
なタイムドアップアンドゴー測定を２回行い、２回のそれぞれの時間をタイムドアップア
ンドゴー測定の結果の数値データとして得る。
【００８４】
次に、全身選択反応時間の測定において、被測定者９は、区画付きマット２１の上で、
前方の移動先指示装置２２を見ながら、移動先指示装置２２が発光して指示する方向表示
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に従って、区画付きマット２１のベース区画（中央部）２４から、移動先区画のいずれか
（前方部２５、右方部２６、後方部２７又は左方部２８）に片足毎に移動して全身移動し
、さらに片足毎に移動して、中央部２４に全身移動して戻る。
【００８５】
この片足ずつ全身移動する全身移動動作を、前記全ての方向にそれぞれ３回、合計１２
回行い、この１２回のそれぞれに要する時間を計測し、その合計時間（１２回の全身移動
動作に要する時間）を１２で除した１回あたりの全身選択反応時間の平均タイムを全身選
択反応時間の測定の結果の数値データとして得る。
【００８６】
次に、ペグ移動の測定において定時間測定モードを採用し、被測定者９は、３０秒間に
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、遠位の半盤の孔４４に挿入されているペグ４１を２本ずつ、近位の半盤の孔４４に移し
変え、その本数を測定実施者が目視で確認し、ペグ４１の移動の測定の結果の数値データ
として得る。
【００８７】
そして、タイムドアップアンドゴー測定で得られた２回の数値データの平均値を、評価
装置３に入力する。また、上記のとおり全身選択反応時間の測定で得られた１２回の移動
時間の平均タイム（平均値）である数値データを評価装置３に入力する。さらに、ペグ移
動の測定で得られた３０秒間に遠位の半盤４２から近位の半盤４３の孔４４に移し変えた
ペグ４１の本数の数値データを評価装置３に入力する。
【００８８】
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脳パフォーマンス年評価装置３は、制御手段５７の演算指示を受けて、脳機能評価値演
算手段（脳パフォーマンス年齢演算手段）５８が機能し、上記３つのデースト結果の数値
データに基づき、式１に沿い、脳パフォーマンス・スコアを算出し、さらに、算出された
脳パフォーマンス・スコアを使用し、脳パフォーマンス年齢を算出する。このようにして
算出された、脳パフォーマンス年齢は、入出力インターフェース部に接続された表示装置
及び印刷装置で、表示され、印刷される。
【００８９】
（実証テスト）
図７は、本発明に係る認知機能評価システムを使用した実証テストの結果を示す図であ
る。この実証テストでは、地域在宅高齢者１９３名（平均年齢７３．９±５．４歳、範囲
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６５〜８５歳）を対象に、タイムドアップアンドゴー測定、全身選択反応時間測定及びペ
グ移動測定を行い、後記する評価装置により脳パフォーマンス年齢を算出した。なお、図
７中のｙは脳パフォーマンス年齢を示し、ｙは暦年齢である。Ｒは重相関係数で、Ｒ２は
説明率である。
【００９０】
一般に相関係数とは、１対１の関係を数値化したものであるが、重相関係数Ｒとは、２
つ以上（複数）の項目によって構成された算出式から得られた推定値（ここでは脳パフォ
ーマンス年齢）と実測値（暦年齢）の相関関係を指す。また、説明率Ｒ２は、重相関係数
Rの２乗で計算され、寄与率とも言う。ｘによってｙをどの程度確率で推定できるかを表
す指標として使われる。図７中では、Ｒ＝0.765の２乗であり、約58.6％となる。
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【００９１】
この実証テストの結果、脳パフォーマンス年齢は、平均７３．９±７．０歳、範囲は６
１〜１０７歳となった。また、両年齢（実年齢と脳パフォーマンス年齢）の重相関係数は
Ｒ＝０．７６７かつp ＜ 0.05と有意な相関関係かつ中程度（重相関係数Ｒ = 0.4〜0.8の
とき、中程度な相関と言われることが多い。ちなみに、Ｒ = 0.4未満だと弱い相関、Ｒ =
0.8以上だと強い相関と言われるが、統計学的根拠はなく、一般通念上、そのような表現
をされることが多い。あくまでも有意である（p ＜ 0.05）か、有意でないか（p ＞0.05
）が統計学的には重要である）の関連性を示したことから、上記脳パフォーマンス年齢の
算出式（式２）は、妥当と考えられる。
【００９２】

20

このような脳パフォーマンス年齢を算出することで、高齢者が精神的苦痛を伴うことな
く、むしろ楽しみながら体を動かす中で認知機能（脳年齢）を評価することができ、介護
予防の現場においては、認知（脳）機能の軽微な低下を早期に発見することができ、早期
の対策を講じることが可能となる。
【実施例２】
【００９３】
図８は、本発明に係る認知機能評価システムの実施例２を説明する図である。この実施
例２の認知機能評価システムは、実施例１とほぼ同じであるが、タイムドアップアンドゴ
ー測定に替えて、通常歩行タイムの測定により本発明に係る認知機能評価システムを構築
した例である。
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【００９４】
通常歩行タイム測定装置１４は、被測定者が一定距離を通常歩行する際の、歩行速さを
測定するために必要な手段であり、具体的には、一定距離を通常歩行するために要する時
間を測定する手段である。最も簡単な手段は、ストップウォッチである。なお、被測定者
が通常歩行する「一定距離」は、実施例２では、「５ｍ」とした。
【００９５】
ストップウォッチによる、具体的な測定の仕方は、スタート位置から１１ｍの到着点ま
で、被測定者はその通常の普段通りの速さで歩き、その歩行過程におけるスタート地点か
ら３ｍ地点（始点）から８ｍ地点（終点）までの間の時間を測定する。このような一定距
離の歩行に要する時間計測を２回行う。
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【００９６】
この５メートル通常歩行タイム測定装置１４の別の手段としては、スタート位置から到
着位置との間において、スタート位置から３ｍ位置で被測定者を検知する始点用検知セン
サと、８ｍの位置で被測定者を検知する終点用検知センサを設け、これらの検知センサを
時間計測装置６２に接続し、被測定者の歩行を３ｍ位置の始点用検知センサで検知した時
から８ｍの位置の終点用検知センサで検知した時までの時間を、時間計測装置６２で自動
計測する構成としてもよい。
【００９７】
この構成により、被測定者が始点用検知センサで検知されると、時間計測装置６２が時
間計測動作を開始し、被測定者が終点用検知センサで検知されると、時間計測動作を終了
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し、始点位置から終点位置までの５ｍの歩行に要する時間が計測される。
【００９８】
このように自動計測する通常歩行タイム測定装置１４の具体的な２つの構成例を図８に
示す。図８（ａ）、（ｂ）に示す構成例１は、被測定者９（図８（ｂ）中の足を示してい
る）を検知する検知センサとして、被測定者が踏んだときに検知する重量センサ（圧電素
子等の圧力センサ）を利用した構成である。即ち、スタート位置から３ｍ位置に始点用検
知センサ６０として重量センサを設け、スタート位置から８ｍの位置に終点用検知センサ
６１として重量センサを設け、始点用検知センサ６０及び終点用検知センサ６１を、それ
ぞれ時間計測装置６２に接続した構成である。
【００９９】

10

図８（ｃ）に示す構成例２は、被測定者９を検知する検知センサとして、被測定者９の
通過を投光器６３と受光器６４とから成る光センサ６５を利用した構成である。即ち、ス
タート位置から３ｍ位置に始点用検知センサ６０として投光器６３と受光器６４とから成
る光センサを設け、スタート位置から８ｍの位置に終点用検知センサ６１として投光器６
３と受光器６４とから成る光センサを設け、始点用検知センサ６０及び終点用検知センサ
６１をそれぞれ時間計測装置６２に接続した構成である。ここでの光センサは、被測定者
９が通過した際に光を遮断して検知する構成としたが、被測定者９の通過を反射により検
知する構成としてもよい。
【０１００】
なお、時間計測装置６２を後記する評価装置３として使用するコンピュータに接続して
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、通常歩行タイム測定装置で得られた数値データを、評価装置３に直接入力できる構成と
してもよい。或いは、始点用検知センサ６０及び終点用検知センサ６１をそれぞれ評価装
置３に接続してコンピュータを時間計測装置６２として利用してもよい。
【０１０１】
本実施例２では、５メートル通常歩行タイム測定において、スタート位置から１１ｍま
で、被測定者９はその通常の普段通りの速さで歩き、その歩行過程におけるスタート位置
から３ｍの位置から８ｍの位置までの間の時間を計測する。このような歩行時間の計測を
２回行い、２回のそれぞれの時間を５メートル通常歩行タイム測定の結果の数値データと
して得る。
【０１０２】
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そして、以上の通常歩行タイム測定で得られた２回の数値データの平均値を、実施例１
と同様に、評価装置３に入力する。また、実施例１で説明した全身選択反応時間の測定で
得られた１２回の移動時間の平均タイムである数値データを評価装置３に入力する。さら
に、ペグ移動の測定で得られた３０秒間に遠位の半盤４２から近位の半盤４３の孔４４に
移し変えたペグ４１の本数の数値データを評価装置３に入力する。
【０１０３】
この実施例２における数値データを評価装置３では、認知機能を評価する「脳パフォー
マンス年齢」を算出する手段は、次の算出式１及び算出式２によりその算出を行う。まず
、３つの身体機能項目に対して多変量解析（主成分分析）を施すことで、「脳パフォーマ
ンス・スコア」なる値を次の算出式１により算出する。

40

【０１０４】
（式１）
脳パフォーマンス・スコア＝2.52−0.766×X1−0.002×X2＋0.062×X3
但し、X1：５ｍ通常歩行タイム（秒）、X2：全身選択反応時間測定装置においてランダ
ムに指示された前後左右の４方向の移動先区画への各３回、合計１２回の全身移動動作に
ついての１回あたりの全身選択反応時間の平均タイム（ミリ秒）、X3：ペグ移動個数／３
０秒
【０１０５】
さらに重回帰分析等により、脳パフォーマンス・スコアや暦年齢を変数とする「脳パフ
ォーマンス年齢」なる値を次の算出式２により算出する。
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（式２）
脳パフォーマンス年齢＝15.05＋ 0.79×歴年齢−5.21×脳パフォーマンス・スコア
但し、暦年齢は、被測定者の満年齢である。
【０１０６】
以上、本発明に係る認知機能評価システムの実施の形態を実施例に基づいて説明したが
、本発明はこのような実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された技
術的事項の範囲内でいろいろな実施例があることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
本発明に係る認知機能評価システムを実施するための形態は上記のような構成であるか

10

ら、高齢者、被介護者等の認知機能の評価と向上、及び健康増進だけでなく、学生も含め
一般についても、心身の健康状態及び運動能力の評価、並びに健康増進等に利用可能であ
る。
【符号の説明】
【０１０８】
（実施例１）
１

認知機能の向上及び評価システム

２

身体機能の測定を行う装置

３

評価装置

４

タイムドアップアンドゴー測定装置

５

全身選択反応時間測定装置

６

ペグ移動測定装置

９

被測定者

１０

椅子

１１

コーン

１２

時間計測装置

１３

検知センサ

１４

通常歩行タイム測定装置

２０

全身選択反応時間測定装置

２１

区画付きマット

２２

移動先指示装置

２３

移動時間計測装置

２４

中央部（ベース区画）

２５

前方部

２６

右方部

２７

後方部

２８

左方部

２９

移動先指示装置の方向表示

３１

発光機

３２

選択スイッチ

３３

入力ライン

３４

入力線

４０

盤

４１

ペグ

４２、４３

20

30

40

一対の半盤（２枚の半盤）

４４

盤に形成された孔

５０

ＣＰＵ（中央処理装置）

５１

メモリ（主メモリ）

５２

バス（データバス及びアドレスバス）

５３

入出力インターフェース部
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５４

通信インターフェース部

５５

記憶装置

５６

インターネット

５７

制御手段

５８

脳機能評価値演算手段（脳パフォーマンス年齢演算手段）

５９

データベース

（実施例２）
６０

始点用検知センサ

６１

終点用検知センサ

６２

時間計測装置

６３

投光器

６４

受光器

６５

光センサ

【図１】
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【図２】
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