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(57)【要約】
【課題】 歩行等の訓練者の状態を検出するとともに、
歩行等訓練者に対して映像による視覚的な歩行姿勢を誘
導することにより、効果的な歩行訓練を実現させる移動
訓練支援装置を提供する。
【解決手段】 歩行等の訓練を行う利用者の姿勢を検知
する検知手段（１３５、４０２）と、検知手段により検
知された利用者の姿勢に関する情報に基づき、利用者の
目標とする歩行姿勢または走行姿勢に誘導するための必
要な情報を生成する処理手段（１３３、４０３）と、処
理手段により出力される情報を利用者に対して視覚的に
提示する映像提示手段（１３６、４２４）とを備える。
これらを駆動手段（１３４、４２３）をもつ走行体１０
０に備える態様と、歩行訓練用の施設内に固定的に設置
する態様がある。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
歩行または走行の訓練を行う訓練者の全身の深度画像を任意の取得位置から取得する深
度画像取得手段と、
前記深度画像に基づいて前記訓練者の複数の身体部位における前記取得位置からの距離
を算出して該身体部位の三次元位置を取得する三次元位置取得手段と、
前記身体部位の三次元位置の変化に基づいて前記訓練者の運動学的な全身運動を計測す
るとともに、該計測結果に基づいて、前記訓練者の歩行または走行を誘導するために必要
な身体部位の誘導位置を計算する処理手段と、
前記処理手段により計算された前記身体部位の誘導位置を視覚的に提供する映像提示手
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段とを備える
ことを特徴とする移動訓練支援装置。
【請求項２】
さらに、前記訓練者の身体部位に装着される加速度センサを備え、前記処理手段は、前
記加速度センサの情報に基づいて、前記訓練者の身体部位における該訓練者の運動学的な
全身運動を計測するとともに、前記三次元位置とともに前記身体部位の誘導位置を計算す
るものである請求項１に記載の移動訓練支援装置。
【請求項３】
さらに、前記訓練者の身体部位に装着される角速度センサおよび地磁気センサを備え、
前記処理手段は、前記加速度センサの情報に加えて前記角速度センサおよび前記地磁気セ
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ンサの情報に基づいて、前記訓練者の全身的移動量、前記身体部部位の移動距離および歩
幅を算出するものである請求項１または２に記載の移動訓練支援装置。
【請求項４】
前記深度画像取得手段、前記三次元位置取得手段、前記処理手段および前記映像提示手
段は、自走可能な走行体に搭載されるものであり、
前記走行体は、さらに、駆動輪によって構成される駆動部と、この駆動部の駆動状態を
制御する制御手段と、周辺環境を検知する検知手段とを備え、前記制御手段は、前記検知
手段によって検知される前記訓練者との距離情報に基づき、該訓練者との適宜間隔が維持
されるように駆動部を制御するものである請求項１ないし３のいずれかに記載の移動訓練
支援装置。
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【請求項５】
前記映像提示手段は、自走可能な走行体に搭載されるものであり、前記深度画像取得手
段、前記三次元位置取得手段および前記処理手段は、前記走行体とは独立して訓練施設内
に固定的に設置されるものであり、
前記走行体は、さらに、駆動輪によって構成される駆動部と、この駆動部の駆動状態を
制御する制御手段と、周辺環境を検知する検知手段と、該走行体に搭載される各手段にお
ける情報を処理するための第２の処理手段と、前記処理手段と前記第２の処理手段との間
で各種の情報を送受信するための伝送手段とを備え、前記制御手段は、前記検知手段によ
って検知される前記訓練者との距離情報に基づき、適宜間隔が維持されるように駆動部を
制御するものであり、前記処理手段は、前記第２の処理手段の情報および前記訓練者の身
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体部位に装着された各種センサの情報を処理するものである請求項２または３に記載の移
動訓練支援装置。
【請求項６】
前記走行体は、環境地図情報を格納する記憶手段を備え、前記制御手段は、前記環境地
図情報に基づいて、前記訓練者を先導しつつ追従走行するように駆動部を制御するもので
あり、前記処理手段は、前記訓練者の前記環境地図情報中の位置を計算するものであり、
前記映像提示手段は、前記計算結果を映像として提示するものである請求項４または５に
記載の移動訓練支援装置。
【請求項７】
前記処理手段によって計算される環境地図情報中の前記訓練者の位置は、該訓練者の特
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定部位の個別の位置情報の集合体であり、前記特定部位の個別の位置情報は、環境地図情
報と、該環境地図情報中の移動体の位置情報と、該移動体から該特定部位までの相対的な
位置関係とに基づいて算出されるものである請求項６に記載の移動訓練支援装置。
【請求項８】
前記移動体の記憶手段は、前記訓練者を誘導する経路を記憶するものであり、該誘導経
路は、人為的に作成された計画経路情報、または、前記走行体を予め移動させた経路を前
記環境地図情報中の位置情報に基づいて前記処理手段によって作成された経路情報である
請求項６または７に記載の移動訓練支援装置。
【請求項９】
前記深度画像取得手段は、さらに、前記訓練者が使用する歩行支持器具の深度画像を取

10

得するものであり、前記三次元位置取得手段は、前記歩行支持器具の三次元位置を取得す
るものであり、前記処理手段は、前記三次元位置の変化に基づいて前記歩行支持器具に対
する特徴点について距離情報を算出するものであり、前記映像提示手段は、前記身体部位
の誘導位置とともに前記歩行支持器具を移動させるべき誘導位置を視覚的に提示するもの
である請求項１ないし８のいずれかに記載の移動訓練支援装置。
【請求項１０】
前記深度画像取得手段は、さらに、訓練指導者の全身の深度画像を取得するものであり
、前記三次元位置取得手段は、前記訓練指導者の複数の身体部位における取得位置からの
距離を算出して該身体部位の三次元位置を取得するものである請求項１ないし９に記載の
移動訓練支援装置。
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【請求項１１】
さらに、前記身体部位の三次元位置に基づき、前記訓練者の足運動および／または身体
バランスを評価する評価手段を備える請求項１０に記載の移動訓練支援装置。
【請求項１２】
前記処理手段は、前記訓練指導者における前記三次元位置を教師データとして前記訓練
者の歩行または走行を誘導するために必要な身体部位の誘導位置を計算するものである請
求項１ないし１１のいずれかに記載の移動訓練支援装置。
【請求項１３】
前記処理手段によって計算される誘導位置は、前記訓練者の歩行時または走行時におけ
る理想的な身体部位の移動状態と、該訓練者の現実の歩行時または走行時における身体部
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位の移動状態との中間的な位置であり、理想的な身体部位の移動と現実の身体部位の移動
との相違の程度に応じて１または複数の誘導位置が計算されるものである請求項１２に記
載の移動訓練支援装置。
【請求項１４】
前記映像提示手段は、前記誘導位置とともに、または該誘導位置とは別に、前記訓練者
の現実の歩行時または走行時における身体部位の移動状態を映像として提示するものであ
る請求項１３に記載の移動訓練支援装置。
【請求項１５】
さらに、前記訓練者に対し聴覚的な刺激を提示する音響提示手段を備えており、前記処
理手段は、前記訓練者に対する誘導位置を提供する時間的タイミングに応じて提示すべき
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音響情報を作成するものであり、前記音響提示手段は、前記訓練者によって選択される音
声または音響を前記映像提示手段による映像提示に代えて、または映像提示とともに提示
するものである請求項１ないし１４のいずれかに記載の移動訓練支援装置。
【請求項１６】
さらに、前記訓練者の足に装着される加速度センサを備え、前記処理手段は、前記加速
度センサの情報に基づいて、前記訓練者の足が着地したと判断されたとき、前記音響提示
手段に対して作動させる信号を出力するものであり、該音響提示手段の作動により訓練者
が着地状態であることを認識させるものである請求項１５に記載の移動訓練支援装置。
【請求項１７】
さらに、前記訓練者の身体の一部に装着されて触力覚的に刺激を与える刺激提示手段を
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備え、前記処理手段は、前記加速度センサによる足の状態から着地を確認したとき、前記
刺激提示手段を作動させる信号を出力するものである請求項１６に記載の移動訓練支援装
置。
【請求項１８】
前記刺激提示手段は、前記訓練者の複数の身体部位に装着されて振動による触力覚刺激
を提示するものであり、前記処理手段は、前記訓練者の身体部位のうち誘導させるべき前
記身体部位を振動により触力覚刺激を提示するように作動させるための信号を出力するも
のである請求項１７に記載の移動訓練支援装置。
【請求項１９】
さらに、前記訓練者の歩行または走行の状態を撮影するための光学カメラを備え、前記
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映像提示手段は、前記誘導位置に代えて、または該誘導位置とともに、該光学カメラで撮
影された静止画または動画を提示するものである請求項１ないし１８のいずれかに記載の
移動訓練支援装置。
【請求項２０】
前記光学カメラは、前記訓練者の顔面を撮影するものであり、前記処理手段は、前記訓
練者の顔面における筋肉の変化を測定するとともに、該筋肉の変化から予め分類された変
化情報と比較して、訓練の継続、中止、促進または抑制を決定するものであり、前記映像
提示手段は、前記決定の内容を視覚的に変換された映像を提示するものである請求項１９
に記載の移動訓練支援装置。
20
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、利用者の目標とする歩行姿勢または走行姿勢に誘導するための必要な情報を
生成する処理手段を有し、それにより出力される情報を、利用者に対して映像、音響、刺
激として提示する手段を備える移動訓練支援装置に関する。
【０００２】
さらに本発明は、訓練対象者と独立した走行体と、この走行体に搭載され、訓練対象者
の運動認知を強化し、歩行運動を効率的に誘導するための計測、評価、提示、誘導、再現
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手段を備える移動訓練支援装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
特許文献１には、歩行面となる環状ベルトの負荷トルクと歩行速度を通常歩行状態にお
いて計測し、それらを基準として環状ベルトの回転速度及び負荷トルクを変化させて、訓
練者の身体状態に応じた歩行訓練及び転倒防止訓練を行う歩行訓練装置が示されている。
【０００４】
特許文献２には、歩行パターン生成部において、歩行パターンデータ記憶部に予め記憶
されている基本的な歩行パターンの任意の時点での訓練者の関節角度と訓練者の下肢長と
を基に訓練者の下肢の位置を計算し、訓練者の下肢の位置に応じて力センサにより計測さ
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れた力センサデータを変更し、訓練者の下肢の位置と変更された力センサデータとを基に
、訓練者の下肢に装着された下肢駆動部への指令値を決定し、コントローラにおいて、指
令値に応じて下肢駆動部を駆動することにより、立位歩行時の床反力を計測して、訓練者
の歩行の位相に応じた関節の協調動作により歩行を訓練する歩行訓練装置が示されている
。
【０００５】
特許文献３には、患者を支持する支持機能や患者の足位置の表示機能などを有する歩行
訓練支援装置において、パーキンソン症候群患者歩行訓練時の介助者の動きを再現して歩
行支援機を走行させ、患者に応じた一定速度で歩行支援機を走行させること、患者の次の
一歩の目標位置に光を照射又は歩行リズムをとる音を発生する装置又は患者の目前に一定
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時間間隔で画像を表示する表示装置を有すること、患者の足位置を撮影して目標の足位置
と共に患者の目前に表示する撮影足位置表示装置を有すること、および、患者の足の水平
位置を検出して検出された足位置を目標の足位置と共に患者の目前に表示する検出足位置
表示装置を有することなどが示されている。
【０００６】
特許文献４には、訓練者の歩行距離に応じてこの訓練者に音又は光による案内を与える
報知手段を有し、励ましの音声やかけ声によって、訓練者にやる気を起こさせるとともに
、順次発生する音をリズミカルなものとして、訓練者の気分を爽快にし、訓練者が訓練に
飽きてしまうのを防止できるようにした歩行訓練装置が示されている。
【０００７】
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特許文献５には、訓練者が歩行可能な無限軌道ベルトを備えた複数の歩行面と、これら
の歩行面を駆動する駆動手段と、訓練者の歩行の機能または生体情報を測定する測定手段
、訓練の条件を設定するために前記歩行訓練機の動作条件を設定可能な設定手段、前記測
定手段の情報を演算する情報処理手段、前記測定手段により測定された情報と前記設定さ
れたこの歩行訓練機の前記動作条件と前記情報処理手段により演算した情報とを関連付け
て表示する表示手段とを備え、訓練の成果を高めることができる歩行訓練装置が示されて
いる。
【０００８】
特許文献６には、歩行訓練機を歩行する訓練者の歩行画像を取り込む画像取り込み装置
と、この画像取り込み装置の画像を演算処理する画像演算装置と、この画像演算装置の演
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算結果を表示する表示装置と、演算結果を記憶する記憶装置とを備え、画像演算装置が取
り込んだ画像から、各足の床面接触位置及び床面接触位置の各足毎の経時変化を演算し、
表示装置に床面接触位置の各足毎の経時変化を表示することにより、訓練状況を定量的に
把握し、過去のデータとの比較により、訓練データを診断装置に応用することができる足
跡分析装置を有する歩行訓練装置が示されている。
【０００９】
特許文献７には、上記特許文献６と同様の足跡分析装置において、画像演算装置が、取
り込んだ画像の変化する動画像、及び／又は変化しない静止画像から、各足の床面接触位
置と床面に接触しない位置とを演算し、表示装置が、各足の床面接触位置、及び／又は床
面に接触しない位置を表示することが示されている。
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【００１０】
特許文献８には、歩行者の体を支えることにより、歩行を補助する歩行器において、歩
行者の手から加えられる荷重を測定する手荷重測定装置と、歩行者の足に装着して各足に
かかる体重を測定する足荷重測定装置と、歩行者の足の挙動を測定する足挙動測定装置と
を設け、歩行の現状を認識するとともに、足腰の回復度を確認しながら歩行訓練を行うこ
とが示されている。
【００１１】
特許文献９には、ベルト型の疑似歩行路を有する歩行訓練装置において、擬似歩行路上
を歩行訓練する利用者の実際の歩幅である実歩幅を導出する実歩幅導出手段と、利用者が
歩行訓練を行う上での歩幅の推奨値としての目標歩幅を導出する目標歩幅導出手段と、導
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出された実歩幅および目標歩幅を利用者に対照する歩幅対照手段とを備え、歩行訓練にお
ける歩行能力の評価を行うことが示されている。
【００１２】
特許文献１０には、歩行時の支えとなる移動式の杖として機能する自走式台車において
、訓練指導者と一体化し、映像投影を用いて足運びを指示して歩行を誘導する歩行支援装
置が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００８−０３６０５４
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【特許文献２】特開２００５−２１１０８６
【特許文献３】特開２００３−１６４５４４
【特許文献４】特開２００３−０２４４６９
【特許文献５】特開２００２−３４５９９４
【特許文献６】特開２００２−３４５７８５
【特許文献７】特開２００２−３４５７８４
【特許文献８】特開２００１−２７６１５５
【特許文献９】特開２００１−２３８９８２
【特許文献１０】特開２０１１−２２９８３８
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
従来技術で提案されている歩行訓練支援装置においては、特許文献１、４、５、６、７
、９などのような平行棒やベルト駆動装置などを用いる設置型の歩行訓練機は、設備が大
型化し、設置条件に制約が多い。
【００１５】
また、特許文献２、３、８に示すような個別に訓練者を支持する歩行支持機を用いるも
のは、通常の屋内外の、訓練者以外の者が通行する一般的な歩行環境での歩行訓練の技術
支援（歩行通路の形状、安全確保、ドアの開閉や通路上の設置物の回避など）が、十分に
実現されていない。また、歩行支持機型の歩行訓練機では、歩行訓練者に対する音や光の

20

信号による情報伝達機器や訓練者の歩行状態の計測などのセンサの設置位置などに制約が
多くなり、機能的に制限されることが多くなるという欠点があった。また、訓練者ごとに
支持器具が必要となるため、複数人で歩行訓練を一緒に行うことも困難である。
【００１６】
さらに、特許文献３、特許文献４、特許文献５〜７で提案されている歩行訓練支援装置
では、訓練者に次の一歩の目標位置を光で示したり、励ましの音声やリズム音などを聞か
せて訓練への興味を起こさせたり、歩行訓練者の個別情報や実測状況から訓練効果がわか
るような表示により訓練効果を高めるようにしたものが示されているが、歩行環境での歩
行中における訓練者自身の運動認知を強化したり、心理的に運動意欲を高めることにより
、訓練効果を高める機構が十分に検討されているとは言えない。
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【００１７】
具体的には、モニタにより映像を提示する歩行訓練装置では、歩行環境での訓練者の過
去・現在の歩行の軌跡や足の動きや未来の踏み出し位置を歩行面に実寸で提示することは
困難である。また、イアホンやスピーカにより音響を提示する歩行訓練装置では、歩行環
境で足の着地タイミングや歩行ペースを提示することは可能であるが、歩行環境の認識機
構がない装置は、歩行環境に適した旋回停止のタイミング指示や障害物の存在を警告する
ことは困難である。
【００１８】
いずれにしても、従来技術の歩行訓練プログラムは、実際の訓練者の歩行状態への適応
能力が乏しいため、訓練者本人の動きに動的に対応した運動認知により運動意欲を高める

40

効果が薄い。
【００１９】
特許文献３の従来技術では特にパーキンソン病患者への歩行訓練も提案されている。パ
ーキンソン病の疾患では、すくみ足現象、歩行開始困難、前方突進現象などが出現する。
これに対応して、記憶された動きを再現して歩行指示器を走行させたり、光照射と音発生
により歩行を指示したり、足位置と足裏圧力を計測して表示する機構が提案されている。
しかしながら、ここに開示された足位置計測装置では、訓練効果を高めるために、足の感
覚器に対する着地の認知を強化することは考慮されていない。また運動認識が足に限られ
ているため、全身の歩行姿勢やバランスや、ドアの開閉や物体の把持などの上肢運動との
協調に対して、運動認知の支援や指示を行うことについても考慮されていない。
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【００２０】
特許文献１０で提案されている歩行支援装置では、移動式の杖として訓練指導者と一体
化し、映像投影を用いて足運びを指示して歩行を誘導する。当該の技術では、訓練対象者
と装置の一体性により平行棒などの他の支持器具との併用が難しく、行動制御が訓練対象
者に従属的となるため、訓練対象者から離れた３次元的な全身運動計測や、歩行環境を利
用した広領域な運動状態の提示及び指示が困難である。
【００２１】
これらをまとめると従来技術には、以下のような問題がある。（１）任意の歩行経路へ
の誘導やその経路の安全確保といったことが考慮されていない（２）歩行環境に適した旋
回停止のタイミング提示や障害物の警告が困難である、（３）訓練者の歩行への適応能力

10

が乏しいため、訓練者の移動の意図に基づく歩行訓練や現状の歩行形態を無理なく改善し
ていくことが困難である、（４）訓練者の状況に対応した訓練者自身の運動認知が困難で
ある、（５）運動認識が足に限られているため、全身の歩行姿勢やバランス、上肢運動と
の協調の運動認知の支援や指示が困難である、（６）歩行訓練器とその他の支持器具とを
併用することが考慮されていない。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
上記の課題を解決するために、本発明は次のように構成される。請求項１の発明は、歩
行または走行の訓練を行う訓練者の全身の深度画像を任意の取得位置から取得する深度画
20

像取得手段と、
前記深度画像に基づいて前記訓練者の複数の身体部位における前記取得位置からの距離を
算出して該身体部位の三次元位置を取得する三次元位置取得手段と、前記身体部位の三次
元位置の変化に基づいて前記訓練者の運動学的な全身運動を計測するとともに、該計測結
果に基づいて、前記訓練者の歩行または走行を誘導するために必要な身体部位の誘導位置
を計算する処理手段と、

前記処理手段により計算された前記身体部位の誘導位置を視覚

的に提供する映像提示手段とを備えることを特徴とする。
【００２３】
また、請求項２の発明は、請求項１の移動訓練支援装置において、前記訓練者の身体部
位に装着される加速度センサを備え、前記処理手段は、前記加速度センサの情報に基づい
て、前記訓練者の身体部位における該訓練者の運動学的な全身運動を計測するとともに、
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前記三次元位置とともに前記身体部位の誘導位置を計算するものであることを特徴とする
。
【００２４】
また、請求項３の発明は、請求項１ないし２の移動訓練支援装置において、前記訓練者
の身体部位に装着される角速度センサおよび地磁気センサを備え、前記処理手段は、前記
加速度センサの情報に加えて前記角速度センサおよび前記地磁気センサの情報に基づいて
、前記訓練者の全身的移動量、前記身体部部位の移動距離および歩幅を算出することを特
徴とする。
【００２５】
また、請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の移動訓練支援装置にお

40

いて、前記深度画像取得手段、前記三次元位置取得手段、前記処理手段および前記映像提
示手段は、自走可能な走行体に搭載されるものであり、前記走行体は、さらに、駆動輪に
よって構成される駆動部と、この駆動部の駆動状態を制御する制御手段と、施設内の廊下
や屋外の歩行者用通路における障害物情報など、周辺環境をレーザセンサで検知する検知
手段とを備え、前記制御手段は、前記検知手段によって検知される前記訓練者との距離情
報に基づき、該訓練者との適宜間隔が維持されるように駆動部を制御するものであること
を特徴とする。
【００２６】
また、請求項５の発明は、請求項２または３に記載の移動訓練支援装置において、前記
映像提示手段は、自走可能な走行体に搭載されるものであり、前記深度画像取得手段、前
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記三次元位置取得手段および前記処理手段は、前記走行体とは独立して訓練施設内に固定
的に設置されるものであり、前記走行体は、さらに、駆動輪によって構成される駆動部と
、この駆動部の駆動状態を制御する制御手段と、周辺環境を検知する検知手段と、該走行
体に搭載される各手段における情報を処理するための第２の処理手段と、前記処理手段と
前記第２の処理手段との間で各種の情報を送受信するための伝送手段とを備え、前記制御
手段は、前記検知手段によって検知される前記訓練者との距離情報に基づき、適宜間隔が
維持されるように駆動部を制御するものであり、前記処理手段は、前記第２の処理手段の
情報および前記訓練者の身体部位に装着された各種センサの情報を処理するものであるこ
とを特徴とする。
【００２７】

10

また、請求項６の発明は、請求項４または５に記載の移動訓練支援装置において、前記
走行体は、環境地図情報を格納する記憶手段を備え、前記制御手段は、前記環境地図情報
に基づいて、前記訓練者を先導しつつ追従走行するように駆動部を制御するものであり、
前記処理手段は、前記訓練者の前記環境地図情報中の位置を計算するものであり、前記映
像提示手段は、前記計算結果を映像として提示するものであることを特徴とする。
【００２８】
また、請求項７の発明は、請求項６に記載の移動訓練支援装置において、前記処理手段
によって計算される環境地図情報中の前記訓練者の位置は、該訓練者の特定部位の個別の
位置情報の集合体であり、前記特定部位の個別の位置情報は、環境地図情報と、該環境地
図情報中の移動体の位置情報と、該移動体から該特定部位までの相対的な位置関係とに基
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づいて算出されるものであることを特徴とする。
【００２９】
また、請求項８の発明は、請求項６または７に記載の移動訓練支援装置において、前記
移動体の記憶手段は、前記訓練者を誘導する経路を記憶するものであり、該誘導経路は、
人為的に作成された計画経路情報、または、前記走行体を予め移動させた経路を前記環境
地図情報中の位置情報に基づいて前記処理手段によって作成された経路情報であることを
特徴とする。
【００３０】
また、請求項９の発明は、請求項１ないし８のいずれかに記載の移動訓練支援装置にお
いて、前記深度画像取得手段は、さらに、前記訓練者が使用する歩行支持器具の深度画像
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を取得するものであり、前記三次元位置取得手段は、前記歩行支持器具の三次元位置を取
得するものであり、前記処理手段は、前記三次元位置の変化に基づいて前記歩行支持器具
に対する特徴点について距離情報を算出するものであり、前記映像提示手段は、前記身体
部位の誘導位置とともに前記歩行支持器具を移動させるべき誘導位置を視覚的に提示する
ものであることを特徴とする。
【００３１】
また、請求項１０の発明は、請求項１ないし９に記載の移動訓練支援装置において、前
記深度画像取得手段は、さらに、訓練指導者の全身の深度画像を赤外線深度センサにより
取得するものであり、前記三次元位置取得手段は、前記訓練指導者の複数の身体部位にお
ける取得位置からの距離を算出して該身体部位の三次元位置を取得するものであることを

40

特徴とする。
【００３２】
また、請求項１１の発明は、請求項１０に記載の移動訓練支援装置において、さらに、
前記身体部位の三次元位置に基づき、前記訓練者の足運動および／または身体バランスを
評価する評価手段を備えることを特徴とする。
【００３３】
また、請求項１２の発明は、請求項１ないし１１のいずれかに記載の移動訓練支援装置
において、前記処理手段は、前記訓練指導者における前記三次元位置を教師データとして
前記訓練者の歩行または走行を誘導するために必要な身体部位の誘導位置を計算するもの
であることを特徴とする。
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【００３４】
また、請求項１３の発明は、請求項１２に記載の移動訓練支援装置において、前記処理
手段によって計算される誘導位置は、前記訓練者の歩行時または走行時における理想的な
身体部位の移動状態と、該訓練者の現実の歩行時または走行時における身体部位の移動状
態との中間的な位置であり、理想的な身体部位の移動と現実の身体部位の移動との相違の
程度に応じて１または複数の誘導位置が計算されるものであることを特徴とする。
【００３５】
また、請求項１４の発明は、請求項１３に記載の移動訓練支援装置において、前記映像
提示手段は、前記誘導位置とともに、または該誘導位置とは別に、前記訓練者の現実の歩
行時または走行時における身体部位の移動状態を映像として提示するものであることを特

10

徴とする。
【００３６】
また、請求項１５の発明は、請求項１ないし１４のいずれかに記載の移動訓練支援装置
において、さらに、前記訓練者に対し聴覚的な刺激を提示する音響提示手段を備えており
、前記処理手段は、前記訓練者に対する誘導位置を提供する時間的タイミングに応じて提
示すべき音響情報を作成するものであり、前記音響提示手段は、前記訓練者によって選択
される音声または音響を前記映像提示手段による映像提示に代えて、または映像提示とと
もに提示するものであることを特徴とする。
【００３７】
また、請求項１６の発明は、請求項１５に記載の移動訓練支援装置において、さらに、
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前記訓練者の足に装着される加速度センサを備え、前記処理手段は、前記加速度センサの
情報に基づいて、前記訓練者の足が着地したと判断されたとき、前記音響提示手段に対し
て作動させる信号を出力するものであり、該音響提示手段の作動により訓練者が着地状態
であることを認識させるものであることを特徴とする。
【００３８】
また、請求項１７の発明は、請求項１６に記載の移動訓練支援装置において、さらに、
前記訓練者の身体の一部に装着されて触力覚的に刺激を与える刺激提示手段を備え、前記
処理手段は、前記加速度センサによる足の状態から着地を確認したとき、前記刺激提示手
段を作動させる信号を出力するものであることを特徴とする。
【００３９】
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また、請求項１８の発明は、請求項１７に記載の移動訓練支援装置において、前記刺激
提示手段は、前記訓練者の複数の身体部位に装着されて振動による触力覚刺激を提示する
ものであり、前記処理手段は、前記訓練者の身体部位のうち誘導させるべき前記身体部位
を振動により触力覚刺激を提示するように作動させるための信号を出力するものであるこ
とを特徴とする。
【００４０】
また、請求項１９の発明は、請求項１ないし１８のいずれかに記載の移動訓練支援装置
において、さらに、前記訓練者の歩行または走行の状態を撮影するための光学カメラを備
え、前記映像提示手段は、前記誘導位置に代えて、または該誘導位置とともに、該光学カ
メラで撮影された静止画または動画を提示するものであることを特徴とする。
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【００４１】
また、請求項２０の発明は、請求項１９に記載の移動訓練支援装置において、前記光学
カメラは、前記訓練者の顔面を撮影するものであり、前記処理手段は、前記訓練者の顔面
における筋肉の変化を測定するとともに、該筋肉の変化から予め分類された変化情報と比
較して、訓練の継続、中止、促進または抑制を決定するものであり、前記映像提示手段は
、前記決定の内容を視覚的に変換された映像を提示するものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４２】
本発明により次のような効果が得られる。（１）訓練者が歩行可能な任意の場所で歩行
訓練（以下で述べる歩行訓練は走行訓練を含む）を支援できる。（２）自走可能な走行体
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に歩行訓練に必要な機材を搭載することで、訓練者への物理的な負荷が軽減される。（３
）訓練者と独立して歩行経路を誘導することで、歩行経路の安全性を確保したり、訓練に
適した歩行環境の選択が可能となる。（５）歩行環境の認識に基づく歩行訓練者への信号
提示により、歩行環境に適した旋回停止のタイミング提示や障害物の警告ができる、（６
）歩行訓練者の歩行への適応機能により、訓練者の移動の意図に基づく歩行訓練や現状の
歩行形態を逐次的に改善していく訓練方法が実施できる、（７）訓練者の状況に応じた刺
激により、訓練者の感覚器に対する直接的な運動認知を強化できる、（８）全身運動を認
識することにより、全身の歩行姿勢やバランス、歩行と上肢運動の協調について、運動認
知の支援や指示ができる。（９）自走可能な走行体が訓練者と独立して機能することで、
訓練者が使用する装具や杖・支持器などの歩行支援器具に関わらず、歩行訓練を行うこと

10

ができる。（１０）訓練指導者と歩行訓練者の歩行状態をともに認識することで、訓練指
導者の訓練意図に基づく歩行姿勢の誘導と訓練意図に対応した歩行訓練者の運動評価がで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の移動訓練支援装置（走行体の形態を取る場合）である。
【図２】本発明の使用状態である。
【図３】本発明の電装部構成である。
【図４】本発明の処理の流れである。
【図５】本発明の深度画像による移動状態の検知である。

20

【図６】本発明の移動環境の状態認識と経路計画である。
【図７】本発明の刺激提示の状況である。
【図８】本発明の映像音響効果である。
【図９】本発明の加速度計測による移動状態検知の実験例である。
【図１０】拡張鏡像療法の実現手順である。
【図１１】拡張的な計測手段のイメージである。
【図１２】実施形態における歩行の３次元計測である。
【図１３】拡張的な評価手段のイメージである。
【図１４】拡張的な提示手段のイメージである。
【図１５】拡張的な誘導手段のイメージ、及び、実施形態において学習された環境地図、

30

教示経路、再現経路である。
【図１６】拡張的な再現手段のイメージ、及び、実施形態において壁面や床面に提示され
た拡張身体像である。
【図１７】再現時における歩行状態の評価量の提示である。
【図１８】実施形態における走行体の空間的な配置である。
【図１９】誘導時における映像パターンの提示である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
以下に説明する本発明に係る移動訓練支援装置の実施の形態としては、訓練者（１０４
）や訓練指導者（１０５）と独立して自律移動しながら、訓練者（１０４）の歩行や走行

40

などの移動動作の訓練を支援する装置を備える走行体（以下では走行体（１００）と呼ぶ
）を用いるものと、同等の訓練支援機能を備える環境（以下では環境システム（３００）
と呼ぶ）において移動訓練を行うものを提示し、さらに、訓練者（１０４）または訓練指
導者（１０５）または移動支持器具（１０６）などに装着して走行体や環境システムの運
動計測機能や刺激提示機能を拡張する装置（以下では装着ユニット（２００）と呼ぶ）を
提示する。
【００４５】
以下では、これらの発明を実施するための最良の形態を図面を用いて説明する。なお、
図示された装置の構造や形状は一例であって、本発明は図示されたものには限定されない
。
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【００４６】
図１は本発明の１実施形態である走行体（１００）の概略を示す図である。走行体（１
００）は、図１の符号で示される部品を搭載した自律移動可能なロボットとして実現され
る。すなわち、二つの駆動輪（１２５，１２６）と一つの従動輪（１２７）を備えて走行
可能としており、駆動輪（１２５，１２６）を前輪として、前進および後進が可能となっ
ている。この駆動輪（１２５，１２６）は操舵可能であり、駆動輪（１２５，１２６）を
操舵することにより方向を自在に変化させることも可能である。この走行体（１００）の
本体部には、前方側に赤外線センサ（１１１）、光学カメラ（１１２）、レーザセンサ（
１１３）、二つのマイクロフォン（１１５，１１６）、姿勢センサ（１１８）、プロジェ
クタ（１２１）およびスピーカ（１２２）が選択的に搭載されるものである。また、本体

10

部の後方側には、後方用のレーザセンサ（１１４）が選択的に搭載され、本体部を水平方
向に全周するように接触センサ（１１７）も選択的に搭載されるものである。前記プロジ
ェクタ（１２１）から照射される映像は、床面等に投影されて投影面１０１が形成される
ものである。
【００４７】
また、図２（ａ）は走行体（１００）を使用した場合の移動訓練の状態を示し、図２（
ｂ）は環境システム（３００）を使用した場合の移動訓練の状態を示している。これらの
移動訓練には、訓練者（１０４）に装着ユニット（２００）が装着された状態を例示して
いる。走行体（１００）は、図２（ａ）に示されるように人や環境を認識し、歩行の状態
や指示内容を映像および音響により動的に提示しながら、訓練者に先行して移動すること

20

で、移動経路の安全性を確保しつつ訓練者の歩行を適切に誘導する能力を備える。図２（
ｂ）に示されるように環境システム（３００）は、移動体（１００）と同等の機能を歩行
者の訓練環境に埋め込んだセンサや通信ネットワークを用いて実現する形態である。移動
体（１００）と環境システム（３００）は併用して使用することや、二者のうち一方を単
独で使用することも可能である。
【００４８】
図３は本発明の移動訓練支援装置（３０２）の電装部の構成を表す。走行体（１００）
は、人や環境の状態を検知する検知部（検知手段）（１３５）を有し、赤外線センサ（１
１１）、光学カメラ（１１２）、レーザセンサ（１１３，１１４）、左右マイクロフォン
（１１５，１１６）、接触センサ（１１７）、姿勢センサ（１１８）などが含まれる。走
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行体（１００）は、図１のように、駆動指令を生成する制御部（制御手段）（１３４）と
、関節リンク機構を備える左右の前輪用モータユニット（１２３，１２４）、駆動輪（１
２５、１２６）、受動輪（１２７）からなる駆動部（駆動装置）（１３３）を備える。走
行体（１００）は、さらに、図３のように映像音響効果を生成する提示部（音響、映像提
示手段）（１３６）として、プロジェクタ（１２１）、スピーカ（１２２）を備える。ま
た、走行体（１００）は、人や環境の状態認識や行動計画を統合する計算部（処理手段）
（１３３）、走行体（１００）の内部や外部に情報を伝送する通信部（１３２）（通信ネ
ットワーク、無線機を含む）を備える。さらに走行体（１００）は、これら電装部に電力
を供給する電源部（１３１）を有し、外部電交流源用の直流変換器、内部直流電源を備え
る。

40

【００４９】
装着ユニット（２００）は、訓練者や訓練指導者や歩行支持器具の運動を計測する運動
計測部（２０１）を有し、加速度センサ、角速度センサ、地磁気センサを備える。装着ユ
ニット（２００）は、訓練者や訓練指導者に刺激を提示する刺激提示部（２０２）を有し
、振動モータ、電気刺激器を備える。
【００５０】
外部計算装置（３０１）は、必要に応じて設けられるものであって、移動訓練の環境あ
るいは遠隔地（介護・訓練施設の制御室など）に設置された計算部（１３３）、外部計算
装置に電力を供給する電源部（１３１）、外部計算装置の内部や外部に情報を伝送する通
信部（１３２）を有する。
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【００５１】
前記の走行体の構成部品は、走行体の形態に限らず、移動訓練の環境内に敷設すること
も可能である。環境システム（３００）は、走行体（１００）と外部計算装置（３０１）
を環境に敷設したシステムであり、環境システム（３００）と装着ユニット（２００）を
合わせたものが、本発明の移動訓練支援装置（３０２）である。
【００５２】
走行体（１００）の本体部には人や環境を計測するための検知部（１３５）が設けられ
ている。検知部は、赤外線センサ（１１１）、光学カメラ（１１２）、前後レーザセンサ
（１１３，１１４）、接触センサ（１１７）、姿勢センサ（１１８）、左右マイクロフォ
ン（１１５、１１６）を備える。赤外線センサ（１１１）は訓練者や訓練指導者などの人

10

の全身運動などを計測する。光学カメラ（１１２）は訓練者などの人や歩行環境などの画
像を計測する。レーザセンサ（１１３，１１４）は、訓練者や訓練指導者などの人の脚部
や歩行経路上の障害物などを含む歩行環境の空間構造を計測する。接触センサ（１１７）
は障害物や人などとの接触を計測する。姿勢センサ（１１８）は、走行体や内部の関節リ
ンクの末端などの姿勢を計測する。マイクロフォン（１１５，１１６）は、訓練者や訓練
指導者の音声による指示内容や環境音を聴取する。
【００５３】
走行体（１００）には駆動機構が設けられており、左右の駆動輪（１２５，１２６）の
回転動作を制御するための左右モータユニット（１２３，１２４）を備える。モータユニ
ット（１２３，１２４）は、モータの回転量を計測するためのエンコーダとモータの駆動

20

を制御するモータドライバを備える。制御部（１３４）はモータドライバに駆動指令を伝
送し、モータドライバはモータユニットの駆動を制御する。モータユニットで計測された
モータの回転量は、モータドライバを介して制御部へ伝送される。走行体（１００）の本
体部には、動力が伝達される駆動輪（１２５、１２６）と本体を支持し受動的に回転する
受動輪（１２７）を備え、検知部の赤外線センサ（１１１）と光学カメラ（１１２）、提
示部のプロジェクタ（１２１）には姿勢を動的に変更するための関節リンク機構を備える
。関節リンク機構の姿勢は、前記の駆動輪（１２５．１２６）と同様にモータユニット（
１２３，１２４）により制御される。
【００５４】
走行体（１００）には電源装置（電源部）（１３１）が設けられており、電源切替器、
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交流直流変換器、充電池を備える。走行体（１００）には、走行体（１００）に搭載され
た充電池からの給電と、電源ケーブルと直流交流変換器を介した外部電源（図示せず）か
らの給電が可能であり、これらは電源切替器による切り替えが可能である。充電池にはリ
チウムポリマー充電池などの小型の直流電源を用いる。
【００５５】
走行体（１００）と外部計算装置（３０１）には計算装置（計算部：処理手段）（１３
３）を備える。走行体（１００）の計算機能は、軽量化のために車載用のボードPCあるい
は小型マイコンなどの小型装置により実現される。走行体（１００）の計算装置（１３３
）は、低次の情報処理（センサやモータの入出力データ処理など）や高次の情報処理（歩
行状態、環境状態、器具状態の認識、歩行経路の計画、映像音響効果の生成など）を行う
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。前記の高次の情報処理は、走行体（１００）に搭載された計算装置（１３３）で行う代
わりに、通信装置（通信部）（１３２）とワークを介してデータを外部へ転送することで
、外部計算装置（３０１）で行うこともできる。
【００５６】
走行体（１００）の計算処理は、機能単位ごとに独立したプロセスが相互に通信するこ
とによりモジュール化されている。これらの計算処理のプロセスは、走行体（１００）の
みならず後記の装着ユニット（２００）や外部計算装置（３０１）で実行して相互に連動
させることで、走行体単体で実現される移動訓練支援の計算能力を拡張することができる
。
【００５７】
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図４は、本実施形態を作動させるための各フローを示すものであり、図４（ａ）のフロ
ーチャート（４０１）は、走行体（１００）または環境システム（３００）全体の処理の
流れを示し、（ｂ）は計測対象者（訓練者等）の検知のためのフローチャート（４１０）
を示し、（ｃ）は、走行体（１００）の利用形態を三種類に分類したときのフローチャー
ト（４２０，４２１，４２２）を示し、（ｄ）は、制御部（制御手段）による駆動車輪（
１２５，１２６）および関節リンク機構を駆動させる際のフローチャート（４２３）なら
びに映像音響パターンを表示する際のフローチャート（４２４）を示す。そこで、これら
のフローチャートを参照しつつ各構成を詳述する。
【００５８】
図４（ａ）に示されているように、走行体（１００）または環境システム（３００）は

10

、走行訓練の環境における移動経路を訓練者または訓練指導者が教示する動作モードと、
訓練者の歩行状態や環境の現状に基づいて教示された移動経路を再計画しながら訓練者を
誘導する動作モードを有し、動作開始時に使用者（訓練者または訓練指導者）によって選
択的に設定される。なお、以下の説明においては、走行体（１００）の機能を中心に説明
することとする。
【００５９】
訓練者または訓練指導者は、走行体（１００）に移動訓練の教示あるいは誘導を選択し
、走行体（１００）を機能させる。教示、誘導のいずれの動作モードにおいても、走行体
（１００）は人や環境や器具や走行体内部の状態を各種センサにより検知する（４０２）
。走行体（１００）は、検知結果に基づいて人や環境や器具の状態認識（訓練者や訓練指
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導者の走行状態の認識、走行環境の状態の認識、走行支持器具の状態の認識など）や、走
行体の行動計画（移動経路計画や関節リンクの姿勢変更計画）などの計算処理（処理手段
）を行う（４０３）。走行体は、これらの認識や計画にもとづいて、行動指令（移動制御
、関節リンクの姿勢制御）などの駆動制御を実施（４０４）（制御手段の実行）し、訓練
者や訓練指導者への映像音響パターンの生成や映像音響パターンの提示を行う（４０５）
（提示手段の実行）。走行体は、動作の終了が選択されるまでこれらの一連の処理を繰り
返し行う。
【００６０】
前記の全体処理（４０１）は、走行体（１００）を用いる場合のみならず、これらの要
素が埋め込まれた形態の環境システム（３００）（図２（ｂ））でも同様に実施される。

30

ただしその場合は、走行体自体の移動計画や駆動指令の実行については省かれる。
【００６１】
訓練者や訓練指導者（以下、計測対象者と呼ぶ）の移動状態は、前記の検知部（人計測
部、環境計測部、画像計測部、音響計測部、接触・姿勢計測部を含む）により計測される
。移動状態の検知では、移動状態を表す特徴量として、計測対象者の移動速度、脚部の着
地の時間間隔、一歩あたりの移動距離（歩幅）が検知される。図４（ｂ）に示す手順（４
１０）は移動状態の検知の流れを表す。
【００６２】
計測対象者の移動状態の検知は、赤外線センサ（１１１）の深度画像計測を用いる方法
の処理手順（４１１）と、装着ユニットの加速度計測を用いる方法の処理手順（４１２）
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があり、移動支持器具（１０６）を用いる場合は、器具の移動状態を検知し深度画像を補
正する方法の処理手順（４１３）を用いる。
【００６３】
移動状態の検知は、深度画像を用いる方法の処理手順（４１１）と加速度計測を用いる
方法の処理手順（４１２）のいずれの方法でも、計測対象者の身体部位（主に胴体部）の
３次元位置や速度振幅の計測（Ｓ−１１，２１）と移動速度を算出し（Ｓ−１２．２２）
、着地の検知を行って（Ｓ−１３−２３）着地の時間間隔を計測する（Ｓ−１４．２４）
。着地の時間間隔は、着地時刻と前回の着地時刻の時間間隔とする。なお、移動開始時（
一歩目）や一定時間以上停止していた場合は、前回の着地時刻を直前の動き始めの時刻と
して、着地の時間間隔を計算する。着地の時間間隔に移動した距離（移動量）を算出し（
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Ｓ−１５，２５）、それを歩幅とする。最後に歩幅を累積して移動開始時からの移動距離
を算出する（Ｓ−１６，２６）。
【００６４】
深度画像計測による方法の処理手順（４１１）は、計測対象者に装置ユニット（２００
）を装着する必要がないことが長所であり、計測対象者の運動が赤外線センサ（１１１）
の視野内に限られる点が短所である。一方、加速度計測による方法（４１２）では、計測
対象者の移動が数十メートルの装着ユニット（２００）の伝送領域内において自由である
点が長所であり、計測対象者に装着ユニット（２００）を装着することが必要である点が
短所である。また、これらの方法は併用することも可能である。例えば、手順（４１２）
の方法で着地の検知を行い、その間の移動量を手順（４１１）の方法の位置情報から計測

10

することもできる。
【００６５】
深度画像計測を用いる方法の処理手順（４１１）では、計測された深度画像から訓練者
の身体部位の位置を検出する。図５は深度画像上の計測対象者の状況を表す。既存の赤外
線センサ（Microsoft社製Kinect（商標）やASUS社製Xtion PRO LIVE（商標）など）を利
用することで、深度画像から身体部位（例えば、頭、首、肩x2、肘x2、手x2、胴、腰、腿
x2、膝x2、足x2）の３次元位置を取得できる。これらの３次元位置は走行体（１００）の
運動などによる赤外線センサ（１１１）の位置変化や姿勢変化の影響を補正することで、
移動環境に対する絶対座標系（例えば歩行環境のある位置を原点とし、鉛直方向に１軸、
床面上に２軸の直行軸を有する座標系）で表すことができる。訓練者の基準点は、深度画

20

像より抽出された胴部の位置とする。胴部の水平面内の移動ベクトルをｒ、速度ベクトル
をｖとすると、ｖは、数１により推定される。
【００６６】
【数１】

ただし、ｔは現在時刻、δtは適当な短時間間隔である。図４（ｂ）の処理手順（４１

30

０）の着地の検知は、片足の３次元位置の鉛直成分が現在時刻ｔを中心とする前後の適当
な長さの時間間隔において極小値をとるときの時刻ｔとする。鉛直成分ｘの計測ノイズは
ローパスフィルタなどのノイズ処理により軽減される。検出された前回の着地時刻tpと今
回の着地の時刻ｔの時間間隔tc‑tpが着地の時間間隔であり、その間の移動距離δrは、数
２により推定され、これを歩幅と定義する。
【００６７】
【数２】

40
訓練者の移動状態は、赤外線センサ（１１１）と光学カメラ（１１２）の情報を統合す
ることで、より詳細に計測することができる。光学カメラ（１１２）の光学画像と赤外線
センサ（１１１）の深度画像は、計測領域の位置合わせを事前に行うことで統合され、深
度画像と光学画像はそれぞれ領域抽出とテクスチャ抽出に用いられる。図５の領域（５０
５）は深度画像で対象者に適合した骨格モデルの特徴点に基づいて決定された領域であり
、この領域（５０５）に対応する局所画像を光学画像から抽出することで、顔、手、足な
どの身体領域の静止画や動画を取得できる。訓練者が移動支持器を用いる場合は、後記の
器具状態認識によって移動支持器具（１０６）の画像を抽出でき、移動支持器具（１０６
）の領域が補正された深度画像をここでの移動状態の検知手順（４１１）に用いることで
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、移動支持器具（１０６）の影響なしに人の抽出を行うことができる。
【００６８】
ここで得られる全身の運動学的な状態や映像による外観は、歩行訓練時の訓練者への運
動認知や運動指示に活用できる。歩行時の全身の姿勢や歩行と上肢運動との協調などの運
動力学的な解析に役立つ。取得された表情に対しては、表情認識を行うことで歩行訓練時
の心理状態を推定できる。歩行状態の認識は複数人であってもよく、後記にあるように訓
練者と理学療法士などの訓練指導者の両者の歩行状態を認識することもできる。
【００６９】
図４（ｂ）に示されている加速度計測を用いる方法の手順（４１２）では、装着ユニッ
ト（２００）で計測される加速度から計測対象者の身体部位の位置を検出する。装着ユニ

10

ット（２００）は、加速度センサにより身体部位の運動を計測し、通信装置を介してデー
タを走行体（１００）または外部計算装置（３０１）に転送する。計測対象者の運動計測
は前記の走行体に搭載された赤外線センサ（１１１）や光学カメラ（１１２）などによっ
ても行えるが、これらの視覚センサでは床への着地を直接的に検知することは難しい。一
方で、装着ユニット（２００）を計測対象者に装着した場合は、着地により発生する衝撃
を検知することで、着地を直接的に検知できる。加速度センサは着地に限らず、物理的な
接触による腕や移動支持器具（１０６）などへの衝撃を検出することもできる。
【００７０】
装着ユニット（２００）には、加速度センサに加えて角速度センサと地磁気センサを備
えることで、加速度センサの姿勢に依存せずに装着部位の加速度を計測できる。この加速

20

度の計測値に基づいて、手順（４１２）における計測対象者の移動量、歩幅、移動距離を
計算できる。
【００７１】
まず、加速度センサで計測された加速度値からセンサを装着している身体部位の加速度
を計測する。前記と同様に計測対象の基準位置を計測対象者の胴部とし、装着ユニット（
２００）を胴部に装着する。装着ユニット（２００）の加速度センサの計測値は、加速度
センサに固有な座標系の値であるため、加速度センサ、角速度センサ、地磁気センサを複
合して姿勢を推定してこれを用いることで、移動環境に対する座標系での計測値への補正
を行う。姿勢の推定には、これらのセンサ計測値に対してカルマンフィルタを用いる。以
上より、移動環境に対する座標系での重力加速度を除いた加速度ａを取得する。次に、速
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度推定を行う。速度と距離は加速度ａに積分を繰り返すことで得られるが誤差を含んだ値
となるため、速度の変動の大きさが進行方向の速度の大きさと相関することを利用して誤
差を低減する。速度振幅ｖｉ'（ｉ＝１，２，３の表記により、水平面内の移動進行方向
、水平面内の移動進行方向に垂直な方向、鉛直方向の速度成分を表す）は、数３で計算さ
れる。
【００７２】
【数３】

40

ここでａｉ(ｉ＝０，１，２)はｖｉ（ｉ＝０，１，２）に対応する加速度ベクトルを表す
。ｖｉａは加速度の短時間平均を表す。δTは、短時間平均を行う時間間隔を表す。
【００７３】
これまでに速度振幅の移動進行方向の成分から移動速度を推定する方法（以下、従来法
という）が提案されているが、本発明において移動の全方向の成分（移動進行方向、水平
面内の移動進行方向に垂直な方向、鉛直方向）の各成分についても速度振幅と進行方向速
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度の相関関係があることに着目し、本発明ではこれらの3つの成分を持つv'を用いて移動
速度の推定を行う。移動速度の推定値ｖｅは、数４により得られる。
【００７４】
【数４】

ただし、ｆはパラメータ集合Ｗを持つ非線形関数または線形関数とする。非線形関数は

10

、高次多項式や多層パーセプトロンなどにより実装できる。事前に採取した入出力データ
を満たすようにWを最適化することで関数ｆは得られる。時刻０から時刻ｔの間の移動距
離δr（ｔ）は、数５により得られる。
【００７５】
【数５】

20
ただし、ｖ'は移動進行方向のｖｉとする。前記の姿勢補正された加速度aの時間変化に
対してピーク値をもつ時刻を着地時刻として、前記の移動状態認識の計算により着地の時
間間隔を計算し、その時間間隔に対して上記のδｒの積分を行うことで歩幅を得る。さら
に、数６に従って訓練開始時からの歩幅を加算していくことで、移動訓練中の移動距離ｒ
を得る。
【００７６】
【数６】

30

ただし、δriはti‑1からtiまでの移動距離（歩幅）を表し、t0は移動開始時刻、tNは移
動終了時刻、Nは移動開始から移動終了までの歩数とする。
【００７７】
本発明の走行体（１００），環境システム（３００）は、訓練者が使用する移動支持器
具（１０６）と物理的に独立して機能するため、訓練者は移動訓練に適した既存の移動支

40

持器具（１０６）を本発明と併用することができる。移動支持器具（１０６）には、脚部
に直接装着する装具、杖型の移動支持器具、掴まり立ち用の移動支持器具など、様々な移
動支持器具の使用が想定でき、訓練の経過に応じて使用する移動支持器を変更することも
可能である。走行体（１００）や環境システム（３００）は、訓練者の移動状態と合わせ
て移動支持器具（１０６）の運動状態を認識することで、移動支持器具（１０６）の操作
を含めた移動状態の認識や運動指示ができる。つまり、移動支持器具（１０６）を足の一
部あるいは第３の足と見なした移動訓練の支援が可能となる。
【００７８】
移動支持器具（１０６）は様々な形状や機能をもつものが存在するため、使用する移動
支持器具（１０６）の形状や挙動を学習して認識する機構が必要である。移動支持器具（
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１０６）の検知は、前記の装着ユニット（２００）に搭載された加速度センサを用いる方
法と、光学カメラ（１１２）の光学画像と赤外線センサ（１１１）を用いる方法で計測が
可能である。装着ユニット（２００）を用いる方法では、移動支持器具（１０６）に装着
ユニット（２００）を装着することで、手順（４１２）により、移動支持器具（１０６）
の加速度や速度を直接的に取得できる。
【００７９】
光学カメラ（１１２）と赤外線センサ（１１１）を用いる方法では、移動支持器具の領
域を特定し、追跡を行いながら器具の運動状態を検知する。検知の流れを、図４（ｂ）の
手順（４１３）に示す。前述の手順（４１１）の深度画像の計測による検知手段では、移
動支持器具（１０６）の存在の影響により、計測対象者の身体部位の抽出が失敗する場合

10

がある。これは、身体部位の抽出に用いられる人の骨格モデルが移動支持器具（１０６）
などの道具の使用を想定していないために発生する。
【００８０】
この問題を解決するために、光学画像を用いる方法の手順（４１３）において、深度画
像から移動支持器具（１０６）の領域を無限遠として補正し、補正後の深度画像を前記の
深度画像を用いる方法の手順（４１１）の計測対象者の状態の検知に用いる。
【００８１】
光学画像と深度画像を用いる方法の手順（４１３）では、移動支持器具の領域を移動訓
練の開始時に特定し、移動訓練中はその領域を追跡することで検出を行う。まず、移動訓
練の開始時に移動支持器具（１０６）を提示して、赤外線センサ（１１１）と光学カメラ

20

（１１２）で撮影する。次いで、移動支持器具（１０６）に添付した光学マーカ（特定色
のラベル）（５０４）を光学画像上での色識別により検出する（S‑３１）。なお、光学マ
ーカ（特定色のラベル）（５０４）は、事前に移動支持器具（１０６）に添付しておく。
次いで、深度画像上で相対的に近距離な領域を、移動支持器具（１０６）の領域と見なし
（S‑３２）、深度画像上の移動支持器具（１０６）の領域と光学マーカの位置関係から、
光学マーカの位置を特徴点とする移動支持器具（１０６）の骨格モデルを作成する（S‑３
３）。移動訓練中は、まず、光学画像上で光学マーカを抽出し、それらを特徴点として深
度画像上で骨格モデルを当てはめることで、移動支持器具（１０６）の領域を照合し（S‑
３４）、照合された特徴点を追跡する（S‑３５）。追跡中の移動支持器具（１０６）の特
徴点の３次元位置、速度、加速度を運動状態を算出し、移動支持器具（１０６）の運動状
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態と見なす。ただし、３次元位置は移動環境に対する絶対座標系に変換した値とする。最
後に、深度画像上の移動支持器具（１０６）の領域の深度を無限遠として補正する（S‑３
６）。なお、移動訓練中は、骨格モデルの生成までのステップ（S‐３１〜S‐３３）は省
かれるものとする。
【００８２】
走行体（１００）または環境システム（３００）は、前記の検知手段の手順（４０２）
により、訓練者（１０４）、訓練指導者（１０５）、移動支持器具（１０６）の移動状態
を検知した後に、移動環境の認識と移動の計画の処理手順（４０３）を実行する。図６は
移動環境の状態認識と経路計画を表す。走行体（１００）は、自律的に移動しながら移動
環境の地図を自動で作成し、自己（走行体）の位置と姿勢を同定する。レーザセンサ（１

40

１３，１１４）は現在位置を基点とする移動環境の水平面内の深度データを計測する。本
発明に用いるレーザセンサには、既存のレーザセンサ（北陽社製URG（商標））などを用
いることができる。計測された局所的な深度データから移動環境の地図生成と自己位置・
姿勢同定を同時に行うことができる。地図生成と自己位置姿勢の同時推定には、既存の手
段（ROS‑gmapping（wiki.ros.org）など)を用いる。
【００８３】
走行体（１００）は、教示あるいは誘導のいずれの動作モードであるかを前提にして、
状況の認識と行動計画を適宜実行する。移動経路の教示と誘導は、図４（ａ）の手順（４
０１）に示されるように、走行体の開始時に人が選択する。
【００８４】
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図４（ｃ）の手順（４２０）は、パワーアシスト操作による教示時の認識・計画を表す
。パワーアシスト操作（４２０）では、訓練指導者（１０５）が走行体（１００）に与え
た負荷力を力センサで計測し、力の並進成分と回転成分を教示意図として、走行体（１０
０）を駆動させるための移動目標位置を算出する。
【００８５】
図４（ｃ）の手順（４２１）は、追従操作による教示時の認識・計画を表す。追従操作
（４２１）では、訓練指導者の位置を計測して、訓練指導者（１０５）の予測移動位置を
教示意図として、走行体（１００）を駆動させるための移動目標位置を算出する。訓練指
導者（１０５）の予測移動位置は、水平面内の移動速度ベクトルを計測し、短時間経過後
の移動位置を移動目標位置とする。予測移動位置は、前記の赤外線センサ（１１１）とレ
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ーザセンサ（１１３、１１４）で計測される。追従操作の手順（４２１）では、前記の検
知手段により取得される計測対象者の３次元位置の変化をもとに、走行体を追跡させるた
めの行動計画を行う。レーザセンサ（１１３、１１４）による計測対象者の追跡は、近距
離領域で抽出された円弧形状の物体（追跡対象者の足に相当する）を追跡対象として認識
させ、追跡対象者の水平面内の速度ベクトルの延長線上に移動目標位置を設定することで
実現される。
【００８６】
図４（ｃ）の手順（４２２）は、訓練者（１０４）の誘導時の認識・計画を表す。訓練
者（１０４）の誘導時には、前記の手順（４２１）の赤外線センサ（１１１）を用いた方
法で訓練者（１０４）と走行体（１００）の間合いを認識し、移動目標位置を設定する。
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連続的に移動し過ぎると、後記の映像音響パターンの提示に影響がでるため、訓練者（１
０４）が必要以上に近づいたら、移動経路を進み、そうでない場合は、その場に待機する
。
【００８７】
図６の符号（６００）は移動経路の教示時の状況と誘導時の移動経路の再計画を説明す
るための経路平面を表す。図６の符号（６０１）は移動経路の教示時の状況を説明するた
めの経路平面を表す。移動経路の教示時は、訓練指導者（１０５）による前述のパワーア
シスト操作（４２０）や、先導による追従操作（４２１）によって行う。走行体（１００
）は、移動と同時に移動環境の地図を作成する。移動経路の教示は、訓練指導者（１０５
）が移動を実演して教示する他に、走行体が生成した地図上に訓練指導者（１０５）が経
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由点（６１３）を与えて、走行体のシステムに経由点を結ぶような移動経路を生成しても
構わない。その場合は、まず、走行体（１００）が事前に移動環境を自律的に探索して地
図を生成する必要がある。あるいは、走行体（１００）のシステムが地図上に経由点（６
１３）生成して、移動経路を構築しても構わない。
【００８８】
図６の符号（６０２）は移動経路の誘導を説明するための経路平面を表す。移動訓練時
は、事前に計画した移動経路に基づいて移動経路を動的に再計画して、訓練者を誘導する
。一般に、移動経路の教示時と実行時の環境は異なる可能性があり、移動経路の状況に応
じた動的な調整が必要である。例えば、移動経路上に人（６１２）や物などの障害物（６
１５）などが入り込む場合や、訓練者（１０４）の意思により移動経路を変更したり、移
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動訓練を中止したい場合がありえる。計画された移動経路上に障害物（６１５）を検出し
た場合は、障害物（６１５）を回避しつつ、事前に計画した移動経路に復旧するよう動的
に経路を変更しながら誘導を実行する。訓練者（１０４）を含む障害物への衝突を接触セ
ンサが検出した場合は、一旦後退して障害物を回避するか、または停止して訓練者（１０
４）や訓練指導者（１０５）の指示を待機する。
【００８９】
これまでの移動訓練では、運動中に運動状態の認知を強化したり、状況に応じて動的に
運動の指示を行うことが困難であったが、本発明では、走行体（１００）や環境システム
（３００）が訓練者（１０４）の移動状態を認識して、映像音響の信号や身体部位への刺
激により訓練者（１０４）の運動情報を帰還することで、訓練者（１０４）の運動認知が
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強化され運動計画も明確になる。また、訓練者（１０４）の運動状態とともに訓練指導者
（１０５）の運動状態や訓練者（１０４）が使用する移動支持器具（１０６）の運動状態
も認識することで、より効果的な運動情報の提示ができる。運動情報の提示には、映像、
音響、振動、電気などの刺激を用いる。
【００９０】
図７に本発明の刺激提示を示す。視覚刺激（７０１、７０２）や聴覚刺激（７０３、７
０４）は、平衡感覚、筋紡錘の運動感覚、足裏皮膚の触覚などより得られる体性感覚を補
う。視覚刺激（７０１、７０２）や聴覚刺激（７０３、７０４）は、走行体（１００）や
環境システム（３００）が訓練者（１０４）に接触せずに提示できる。また、装着ユニッ
ト（２００）を用いることで、訓練者（１０４）の身体部位（例えば足首や手首などに）

10

に直接的な振動や電気などの触力覚刺激（７０５、７０６）を与えることができる。
【００９１】
前記の訓練者（１０４）、訓練指導者（１０５）、移動支持器具（１０６）の移動状態
の検知手段より、訓練者（１０４）が足を踏み出すことで次の踏み出し位置を表す映像パ
ターン（７０１）や着地のタイミングを表す音響パターン（７０３）を提示できる。また
、訓練指導者（１０５）が足を踏み出すことで、同様の映像パターンと音響パターンを提
示することもできる。従って、本発明は、訓練者本人の自主的な訓練とともに訓練指導者
の運動教示にも利用できる。さらに、移動支持器具についても、移動目標位置を表す映像
パターン（７０２）や器具の着地のタイミングを表す音響パターン（７０４）を提示する
ことで、移動支持器具（１０６）の操作を含めた運動の認知や運動の指示が行える。

20

【００９２】
装着ユニット（２００）を装着する場所は、訓練者（１０４）の症状、リハビリが必要
な身体部位、訓練方針などを考慮して決定される。例えば、胴、左右の手首、足首や使用
する移動支持器具などに取り付ける。刺激指令は走行体（１００）または外部計算装置（
３０１）で管理し、これらの装置から装着ユニット（２００）に刺激指令が伝送され、装
着ユニット（２００）が実行する形態を取ることで、装着ユニット（２００）の計算処理
を軽減することができる。
【００９３】
装着ユニット（２００）に備えられた刺激提示部（２０２）は、足の振り上げ前や着地
時にモータを振動させることで、身体の特定部位に直接的な触力覚刺激（７０５，７０６
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）を与えることができる。また、刺激の提示には、振動による触力覚刺激の他に、電気刺
激などを用いても構わない。いずれにせよ、これらの刺激を用いることで、訓練者（１０
４）本人の着地の認知を高め、訓練効果を高めることができる。装着ユニット（２００）
による刺激提示は、訓練指導者（１０５）の足に装着ユニット（２００）を装着すること
で、訓練指導者（１０５）が実演する運動状態に基づいても実行できる。それにより、訓
練者（１０４）は着地のタイミングや運動が指示されている身体部位の場所（例えば、こ
れから踏み出す方の足）を直感的に知覚することができる。
【００９４】
走行体（１００）または環境システム（３００）は、訓練者（１０４）に視覚刺激と音
響刺激を与えながら、移動訓練を行う。提示される映像パターンは、前記の符号（７０１

40

）や符号（７０２）で示す形状などに限られず、任意の映像パターンを投影できる。図８
は移動訓練を行う上で有用な映像音響効果を表す。足の踏み出し位置を示す映像パターン
（７０１）の形状は任意であり、単純な足型のパターンや訓練者（１０４）の足の光学画
像であっても良い。訓練者（１０４）の足の外観は、訓練時に着用しているスリッパ、靴
、靴下などの影響により日々異なると考えられるが、訓練開始時に走行体の光学カメラ（
１１２）で撮影した訓練者（１０４）の足画像を用いることで、足の踏み出しの想像が容
易となり、移動訓練の臨場感も高まる。足型の映像パターン（７０１）は、図８のように
数歩分を同時に提示しても、踏み出し毎に一歩ずつ提示しても構わない。これらの足型の
映像パターンとともに、歩幅の目安となる基準線（８０７）を提示できる。同様に、前記
の移動状態の検知手段によって検知された歩幅、歩速、歩行距離を表す映像パターン（８
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０４）や、前記の移動環境の認識・計画の処理手段によって生成された環境地図と移動経
路（８０５）、遠隔地にいる訓練指導者の映像音声情報や訓練者自身の運動状態の映像を
表示するコミュニケーション画面（８０２）なども提示できる。環境地図（８０５）に開
始位置、現在位置、目的位置などの情報を加えたり、将来の移動経路の方向（８０３）を
提示できる。これにより、訓練者（１０４）にとって移動訓練が明確となり、周囲にいる
人（６１２）に対しても、走行体（１００）や訓練者（１０４）の将来の移動を把握にも
役立つため、移動訓練の安全性が高まる。
【００９５】
歩行訓練において自己の歩行リズムを正しく認知することは、歩行リズムに回復する上
で重要である。特に着地のタイミングの認知は歩行において重要であり、聴覚刺激で移動
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時や移動後の歩行リズムを提示することは、移動訓練において効果が高い。左右の足の着
地に対して異なる音高や音色の音響パターンを用いることで、左右の足の着地の認知を独
立して強化させることもできる。また、メトロノームのようなペース音を生成することで
、標準的な歩行周期を提示することもできる。また、音響刺激は着地のタイミングを提示
する音響パターン（７０３）に限らず、訓練者（１０４）や訓練指導者（１０５）に対し
て、訓練パラメータの設定、訓練の開始、訓練の継続、訓練の終了などを知らせるための
音響パターンや音声ガイドにも利用できる。前記の映像パターンの投影と連動させて、遠
隔地にいる人と会話しながら訓練を行うこともできる。
【００９６】
このような移動しながらの映像音響パターンの提示は、歩行訓練に達成感ややりがいを
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与え、歩行訓練の意欲の向上させることにも効果的である。また、訓練者が歩きたい場所
へ歩行訓練を誘導する機能は、従来型の設備内で行う歩行訓練支援装置では実現できなか
った機能であり、目的地に行くことや好みの場所を周回するなどの行為を通して、歩行訓
練の楽しみや歩行訓練を継続する上での意欲を向上させる。
【００９７】
次に、走行体を用いて機能を拡張させた歩行訓練支援装置に係る実施形態（歩行訓練支
援に関する拡張機能）について説明する。
【００９８】
前掲の特許文献に開示されるように、これまでの歩行訓練支援装置では、歩行評価にお
いて全身運動の考慮が十分でなく、訓練対象者の現状の歩行状態と目標の歩行状態を連続

30

的に結びつけた歩行誘導や、歩行環境を活用した歩行状態の効果的な提示が実現されてい
ない。
【００９９】
本実施形態の走行体を用いた歩行訓練支援に関する拡張機能は、訓練対象者と独立した
走行体を用いて訓練対象者の運動認知を強化し、歩行運動を効率的に誘導するための拡張
的な計測、評価、提示、誘導、再現手段を有し、前項の問題を解決するものである。運動
認知とは、訓練対象者自身が運動の状態を認知することであり、運動の状態は、身体の３
次元における姿勢全般（後述の傾きや各部位の動き）に及ぶものである。
【０１００】
この点について、例えば、前掲の特許文献１０（特開2011‑229838「自立式の走行支援
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装置」）では、移動式の杖として訓練指導者と一体化し、映像投影を用いて足運びを指示
して歩行を誘導する。当該の技術では、訓練対象者と装置の一体性により平行棒などの他
の支持器具との併用が難しく、行動制御が訓練対象者に従属的となるため、訓練対象者か
ら離れた３次元的な全身運動計測や、歩行環境を利用した広領域な運動状態の提示及び指
示が難しかった。
【０１０１】
本実施形態では、歩行運動の３次元的な計測と再構成に基づく訓練方式を実現する。本
実施形態は、訓練対象者と独立した走行体を自律制御して、自由空間における訓練対象者
の３次元的な身体運動情報を各種センサで計測して統合し、訓練対象者や訓練指導者が直
感的に理解しやすい身体像の運動として再構築する。歩行時やその前後において、訓練意
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図に応じて身体像の運動を調整して訓練対象者に提示することで、訓練対象者の歩行を誘
導したり、歩行の運動認知を強化する。
【０１０２】
当該の３次元的な計測と再構成に基づく訓練方式の実現により、自由空間での歩行時の
全身運動評価が可能になり、訓練対象者と走行体が独立していることで、訓練対象者は症
状に対して最も望ましい支持器具を使用できる。また、走行体が訓練対象者より先行して
歩行環境を走行するため、歩行床面の安全性を事前に確認でき、周囲にいる人物がいる状
況でも歩行する空間を前もって確保できる。さらに、先行する走行体の存在感や身体性は
、走行体が訓練対象者に映像、音響、振動を用いて提示する物理的な歩行目標とともに、
訓練対象者の心理的な歩行目標となり、訓練に一緒に付き添う存在として訓練対象者に訓

10

練への動機を与えることにも寄与する。
【０１０３】
本実施形態で実現される歩行訓練方式を、拡張鏡像療法(Augmented Mirror Therapy: A
MT)と表記する。拡張鏡像療法では、人間の全身運動を３次元的に計測して歩行環境と空
間的に対応づけて記録し（拡張的な計測手段と表記する）、計測した運動を評価し訓練意
図に基づいた調整を施して再構成し（拡張的な評価手段と表記する、また、再構成された
身体運動情報を拡張身体像と表記する）、拡張身体像を人間が直感的に認知できる形に提
示するための計算処理を行い（拡張的な提示手段と表記する）、歩行訓練時に拡張身体像
を提示して歩行を誘導したり（拡張的な誘導手段と表記する）、歩行訓練後に拡張身体像
を提示して訓練対象者の現状や理想の歩行運動の理解を促す（拡張的な再現手段と表記す
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る）ことで、運動機能を回復させる訓練方式である。なお、前述の拡張身体像には、身体
の空間的な特徴に加えてその運動情報も含まれる。これらの各手段は、走行体に搭載され
る処理手段によって処理されるものであるが、その処理の一部が当該走行体とは独立して
固定された処理手段で処理させてもよい。異なる処理手段によって処理する場合には、両
者間を伝送手段によって送受信させるように構成されることとなる。
【０１０４】
また、本実施形態は、走行体の形態により自由空間で訓練対象者に伴って回復訓練を支
援できるため、訓練対象者が空間を移動する歩行運動に対して最も高い効果が期待される
が、走行体を静止させて当該の機能を使用することで、空間的な移動のない、または移動
量の小さい運動、例えば、手先動作などの上肢運動に対する機能回復訓練にも適用できる
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。
【０１０５】
拡張鏡像療法の実現手順を図１０に示す。当該の歩行訓練方式を実現する装置は、機能
を実行するモードとして、「設定モード」、「誘導モード」、「再現モード」を有する。
「設定モード」では、装置使用上の各設定値の入力や閲覧、歩行経路の教示や地図生成な
どを行う。設定値とは、例えば、走行体の基準位置の設定のための値である場合のほか、
移動距離または移動速度等の基本的な数値などがある。「誘導モード」では、誘導時の走
行体と訓練対象者との位置関係、例えば、前方誘導や側方誘導などの誘導方法を選択し、
歩行と環境を計測しながら歩行状態を評価し、歩行目標等を指示（提示）しつつ運動認知
を強化しながら訓練を誘導する。「再現モード」では、拡張身体像の再現方法、例えば、
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床面上の再現や壁面上の再現などを選択し、誘導時に記録した現状の歩行動作や訓練目標
の歩行動作を再現して、訓練対象者の理解を高める。
【０１０６】
拡張的な計測手段のイメージを図１１に示す。走行体は、本図に示されるように訓練対
象者とともに自由空間を移動しながら、歩行時の全身運動を３次元計測する。歩行の3次
元計測は、環境の座標系で表現された走行体の位置姿勢計測と、走行体の座標系で表現さ
れた訓練対象者の全身運動計測を統合することで実現される。これにより訓練対象者の歩
行運動を歩行環境に対応づけて記録できる。
【０１０７】
本実施形態における歩行の3次元計測の結果を図１２に示す。走行体の位置姿勢計測は
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、走行体に搭載されたレーザセンサと公知の処理手段（Simultaneous Localization and
Mapping: SLAM）により実現される。SLAMによって、環境地図を作成すると同時に走行体
の位置と姿勢を推定することができる。
【０１０８】
本発明の実施形態における走行体の空間的な配置を図１８に示す。走行体は円柱形状を
成しており、本図は側面と上面から走行体を俯瞰した配置を表す。本図において、点Oは
走行体の基準位置、点Aはプロジェクタの光源位置、点Gはレーザセンサの測定位置、線分
ADはプロジェクタの光軸上の線分、線分DBは画像空間の縦軸に対応し、(XR,ZR)平面はレ
ーザセンサの計測平面とする。環境の座標系における行体の基準位置を(xR,yR,zR)とする
と、レーザセンサより角度θ、距離rの点の(XR,ZR)平面への垂線の足（すなわち床面上の

10

点）の座標(x,y,z)は、数７で表される。
【０１０９】
【数７】

20
以上より、走行体がレーザセンサで計測した位置より床面に下ろした垂線の足の位置は、
環境の座標系で表現される。
【０１１０】
訓練対象者の全身運動計測は、走行体に搭載された各種センサと対象者に装着したセン
サを用いて実現される。膝下の足位置は、主にレーザセンサで計測される。膝上の全身運
動は、主に赤外線センサで計測される。足の着地検知や前述のセンサで計測しづらい身体
部位の局所的な運動は、主に訓練対象者に装着した加速度センサや角速度センサなどで計
測される。全身運動の外観は、主に光学カメラで計測する。各種センサより得られる計測
情報には重複する部分があるが、各センサがそれぞれ最も高い精度で計測できる部位や種
類の情報を抽出して統合する。

30

【０１１１】
前項の足位置の計測では、足の形状特徴を利用することで検出精度を高めることができ
る。足の水平面内における断面を楕円と仮定し、レーザ計測の隠れを考慮した楕円弧のパ
ターンを抽出することで足を検出できる。また、映像パターンを利用して訓練対象者の立
ち位置を指示し、その近傍からパターンを抽出すると検知が容易となる。さらに、一度検
出したパターンに対してその移動を予測しながら追跡することで、訓練対象者が移動して
も継続して足位置を検出できる。
【０１１２】
前述の走行体の位置姿勢計測を訓練対象者の全身運動計測と統合することで、訓練対象
者の全身運動を環境の座標系で記述される３次元的な身体像が成す運動としてモデル化す

40

ることができる。なお、生成された環境地図や光学カメラの撮影情報より得られる歩行対
象者の周囲の状況、例えば、歩行床面の状況や周囲の人物及び障害物の有無なども、歩行
の全身運動や歩行経路と合わせて記録する。これにより、誘導時の対人コミュニケーショ
ンの有無や、誘導経路から離脱した原因など、歩行環境が及ぼす歩行状態への影響なども
評価できる。
【０１１３】
拡張的な評価手段のイメージを図１３に示す。走行体は、全身の各部位の位置情報と質
量分布情報を用いて、誘導時の重心位置や身体の傾斜を評価する。例えば、全身の前傾や
骨盤の後傾などの身体バランスは、足運動の計測のみでは推定困難な評価量であるが、本
実施形態では足運動の計測から得られる歩幅、歩隔、歩速、歩数、つま先角度、歩行フェ
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ーズ、歩行時間、歩行距離などを、前述の全身運動と対応づけることで、より高度な歩行
評価が可能となる。例えば、歩行時のつま先の可動角度は転倒リスクと相関があることが
知られており、特に、踏み出し時のつま先の可動角度より歩行の危険度を評価できる。ま
た、全身運動計測を一般の歩行評価、例えば、Timed up and go test (Podsiadlo & Rich
ardson 1991）などと組み合わせることで、歩行評価の質を高められる。
【０１１４】
拡張的な提示手段のイメージを図１４に示す。走行体は、前述の拡張身体像や歩行状態
の評価量を、映像、音響、振動による刺激として訓練対象者に提示する。走行体には、プ
ロジェクタ等の投影手段が搭載されており、壁面や床面など訓練対象者が認識できる位置
に映像を提示させることができる。そこで、例えば、床面に投影する場合には次のように

10

処理される。走行体がレーザセンサで計測した位置より床面に下ろした垂線の足の座標(x
,y,z)に対応するプロジェクタの画像空間の座標系(ξ,η)は、数８で表される。
【０１１５】
【数８】

20

ただし、事前に画像空間の点が投影された場所に棒を立てて、(ξ,η,d)=(0,0,d'')、(ξ
,η,d)=(0,n',d')となるd''、n'、d'を計測したものとする。これより、走行体は、プロ
ジェクタの投影が及ぶ範囲で、レーザセンサで計測した任意の位置の真下に映像パターン

30

を表示できる。
【０１１６】
歩行を誘導する際に走行体が訓練対象者に提示する情報について説明する。映像では、
左右の足の踏み出しの目標位置を提示する。映像パターンの提示位置は、前述の実空間と
画像空間の対応づけにより調整される。また、映像パターンの色、大きさ、形状は、訓練
対象者の歩行状態や立脚位置に対応して調整される。例えば、図１９に示されるように、
評価された重心位置が次の足と支持器具の目標位置が成す多角形の内部に入ると、次の足
と支持器具の目標位置が表示されたり、配色で強調されるように設定しても良い。また、
壁面に映像を提示する場合は、訓練対象者の歩行姿勢を投影させても良い。現在の歩行目
標音響では、着地の目標タイミングを提示する。音響パターンは、右足、左足、杖などの

40

各部位に対応した異なる音高や音色を用いることで、各部位の目標タイミングを区別して
提示できる。振動では、走行体が検知した訓練対象者の着地タイミングを提示する。着地
の検知タイミングをフィードバックすることにより、訓練対象者の着地の認知が強化され
、目標タイミングと実際の着地を同期させることが容易になる。
【０１１７】
例えば、前述の提示手段を用いて、次に示される歩行の練習が可能である。
A

着地場所を合わせる練習
１

着地の目標位置を映像パターンで教示する。

２

着地位置と着地タイミングを検出して、次の目標位置を提示する。

３

着地位置と目標位置が一致するように練習する。
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練習後に走行体を移動させて目標位置と検出位置を再現し観察する。

５

着地の目標位置の間隔などを調整して練習を繰り返す。

B

４

着地リズムを合わせる練習
１

着地の目標タイミングを音響パターンで教示する。

２

着地タイミングを検知して、振動刺激を与える。

３

音響と振動のタイミングが一致するように練習する。

４

練習後に音響と振動を再現して刺激を感覚する。

５

着地の目標タイミングの間隔などを調整して練習を繰り返す。

【０１１８】
拡張的な誘導手段のイメージ、及び、実施形態において学習された環境地図、教示経路

10

、再現経路を図１５に示す。歩行経路は、設定モード時に訓練管理者が走行体をパワーア
シストで移動させることで教示する。なお、走行体が訓練管理者を追従する形で歩行経路
を教示しても良い。走行体は、前述のSLAMにより地図を生成しながら移動し、それと同時
に推定された自己位置の成す軌跡を歩行経路として記録する。これにより歩行経路は、環
境を基準とする座標系で表現され、環境地図と対応づけられる。誘導モード時や再現モー
ド時は、訓練対象者と距離を保ちながら教示された歩行経路上を移動して、訓練対象者を
誘導する。誘導時の足の目標位置や目標の歩行速度は、訓練管理者の判断に基づいて調整
するか、現在の計測情報に基づいて、移動体に自動調整させる。なお、誘導手段は、走行
体が先導することにより、訓練対象者に対して大まかな目標位置を提供するとともに、走
行体の通過経路が安全であることを提供することができる。また、誘導すべき情報として

20

、提示手段によって映像その他の覚知情報が提供される場合には、理想的な行動姿勢とな
るべき状態への誘導のほかに、現実の行動姿勢との相違を複数の段階に分割し、歩行訓練
者の訓練習熟度に応じて、適宜段階に誘導するものとしてもよい。
【０１１９】
拡張的な再現手段のイメージ、及び、実施形態において壁面や床面に提示された拡張身
体像を図１６に示す。走行体は、訓練対象者の歩行運動を拡張身体像として空間的及び時
間的に再構成して提示する。走行体の移動は、拡張身体像を実空間で３次元的に再現する
ように制御される。走行体は、移動しながら実空間や訓練対象者の身体に拡張身体像のも
つ位置や運動の情報を提示することで、訓練対象者に現状や理想の歩行状態の理解を促す
30

。
【０１２０】
拡張的な再現手段によって、訓練対象者は静止した状態で客観的な視点から歩行状態、
例えば歩行姿勢などを観察できるため、現状の歩行状態の理解が高まる。また、拡張身体
像を生成するパラメータを調整することで、現状の運動状態と理想の運動状態の中間にあ
る運動状態を再現することもできる。例えば、現状の歩幅や歩速などを段階的大きくして
歩行運動を再現することで、現状の運動状態から訓練目標に到達するまでの過程をイメー
ジすることができる。
【０１２１】
拡張的な再現手段によって歩行状態の評価量を提示するイメージを図１７に示す。例え
ば、誘導時の着地位置、重心位置、身体の傾斜などの評価量を実空間を移動しながら床面

40

上に提示することができる。これらの偏りを観察することで、例えば、片麻痺の症状に対
する歩行の非対称性なども評価できる。また、訓練対象者が装着する加速度センサや角速
度センサの計測値を音響に変換して提示することで、足の振りや手の振りなどの身体部位
の運動を直感的に示すことができる。
【実施例】
【０１２２】
前記実施形態では、加速度センサによる移動の全方向（移動進行方向、水平面内の移動
進行方向に垂直な方向、鉛直方向）の各成分について、速度振幅と進行方向速度の相関関
係について説明した。そこで、これらの相関関係に基づいて、歩行時の歩幅の検知を実験
した。実験は、訓練者を見立てた一般人の足首（両足首）加速度センサを設置し、当該加
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速度センサから計測される移動進行方向（Ｘ）、水平面内の移動進行方向に垂直な方向（
Ｙ）、鉛直方向（Ｚ）の全方向について加速度成分を解析し、歩幅を検知することとした
。その結果を図９に示す。
【０１２３】
図９（ａ）は、加速度の時系列データと着地の検知を表すグラフである。グラフ上部の
連続する線は加速度の大きさの絶対値を表し、グラフ下部の点は、着地が検出された時刻
を表す。両方のグラフとも横軸は時間（秒）を表す。グラフ上部の縦軸は加速度の大きさ
（m/s2)を表す。
【０１２４】
図９（ｂ）は、速度振幅と移動速度の相関を表すグラフである。横軸はX,Y,Z各座標成

10

分の速度振幅（m/s）、縦軸は移動速度（短時間平均移動速度）（m/s）を表す。グラフ内
の各直線は、各成分でのデータ点の分布を近似する回帰直線である。図９（ｂ）より、速
度振幅のX,Y,Z方向の３つの成分が移動速度に相関することが分かる。
【０１２５】
図９（ｃ）は、歩幅に関する従来法との比較を表す。実験の条件は、被験者が歩行した
際の歩数番号を横軸にとり、とその歩幅（m）を縦軸として示す。例えば、図９（ｃ）の
歩行番号４の値は、歩行中の第４歩目の歩幅を意味する。系列１の折れ線は精度1mm以下
の光学計測手法(Vicon（商標））を用いて測定した歩幅であり、本実験ではこれを真値と
見なす。系列２は従来法の結果、系列３は本発明の検知手段の結果をそれぞれ示すグラフ
である。図９（ｃ）より本発明の検知手段の結果が従来法より真値に近く、本発明の検知
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手段の有効性が示された。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
本発明では、訓練者の移動状態、移動環境、移動に使用する移動支持器具の状態を認識
して、移動を誘導する移動訓練支援装置を実現した。本発明は、走行体と装着ユニットを
介して訓練指導者の運動指示が訓練者に伝達され、運動認知を繰り返し強化するため、訓
練者は自己の運動を理解しながら能動的に移動訓練を行うことができる。本発明は、既存
の移動支持器具と併用して使用することができるため、様々な症状をもつ利用者を想定で
き、本装置の事業化や製品化は有望である。当該の移動訓練の支援の他にも、認知症患者
の歩行の付き添いや、移動に限らない全身運動の認知支援にも応用可能である。さらに本

30

発明は、移動式の映像音響認識生成装置としてアミューズメントゲームへの応用や、生産
現場における組立作業の訓練などへの転用も見込まれるため、産業上の利用可能性は高い
と考えられる。
【符号の説明】
【０１２７】
１００

走行体（本体）

１０１

投影面

１０２

視野領域

１０３

投影領域

１０４

訓練者

１０５

訓練指導者

１０６

移動支持器具

１１１

赤外線センサ

１１２

光学カメラ

１１３

レーザセンサ （前方）

１１４

レーザセンサ （後方）

１１５

マイクロフォン（右）

１１６

マイクロフォン（左）

１１７

接触センサ

１１８

姿勢センサ
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１２１

プロジェクタ

１２２

スピーカ

１２３

モータユニット （右前輪用）

１２４

モータユニット（左前輪用）

１２５

駆動輪 （左前輪）

１２６

駆動輪 （右前輪）

１２７

受動輪 （後輪）

１３１

電源部

１３２

通信部

１３３

計算部（処理手段）

１３４

制御部（制御手段）

１３５

検知部（検知手段）

１３６

提示部（提示手段）

２００

装着ユニット

２０１

運動計測部（加速度・角速度・地磁気センサ）

２０２

刺激提示部（振動モータ・電気刺激器）

３００

環境システム

３０１

外部計算装置

３０２

移動訓練支援装置

４０１

全体の処理

４０２

状態の検知（検知手段）

４０３

状態認識と行動計画（処理手段）

４０４

駆動制御（制御手段）

４０５

映像音響提示（提示手段）

４１０

検知手段の詳細

４１１

深度画像計測に基づく移動状態の検知

４１２

加速度計測に基づく移動状態の検知

４１３

移動支持器具の移動状態の検知と深度画像補正

４２０

パワーアシスト操作での教示時の認識・計画

４２１

訓練者の追従での教示時の認識・計画

４２２

訓練者の誘導時の認識・計画

４２３

駆動制御の詳細

４２４

映像音響提示の詳細

５０１

深度画像

５０２

骨格モデル

５０３

骨格モデルの特徴点

５０４

光学マーカ

５０５

抽出領域

６００

移動経路の教示と誘導

６０１

移動経路の教示

６０２

移動経路の誘導

６１１

壁面

６１２

周辺の人物

６１３

経由点

６１４

教示経路

６１５

障害物

６１６

実行経路

７０１

足の移動目標位置を表す映像パターン

７０２

器具の移動目標位置を表す映像パターン

７０３

足の着地タイミングを表す音響パターン
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７０４

器具の着地タイミングを表す音響パターン

７０５

足の着地タイミングを表す刺激パターン

７０６

器具の着地タイミングを表す刺激パターン

８０１

映像投影領域

８０２

コミュニケーション画面

８０３

移動方向を表す映像パターン

８０４

移動状態を表す映像パターン

８０５

動環境の地図

８０６

訓練者の現在の足位置

８０７

移動目標の基準線

【図１】
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