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従来の移動支援技術とその課題 

外骨格形歩行支援機械 

多数のアクチュエータ・セン
サを使用するため，複雑な 

制御系，大質量，高価となり，
広く普及させることが困難． 

 

HAL 

(Cyberdyne corp.) 

Ekso  

(Ekso bionics) 

Rewalk  

(Argo Medical 

Technologies corp.) 

受動的な歩行支援器具・装具 

健常者との視線の高さ・腕の
リーチの違いや，両手が操作
に占有される等，日常生活の
動作支援における課題が存在． 長下肢装具と松葉杖を

使用した歩行 
((株)高崎義肢 webサイトより) 

車いすによる移動 

(Future investment Group 

Pty Ltd webサイトより) 
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新技術の特徴 

• 身体の片側の腕と脚が動かせない片麻痺の方

の使用を想定し，健常側の残存機能の活用をも 

考慮した軽量・簡便な装置の構成を案出． 

• 麻痺側の脚と杖の機能を代替するユニットによ

り，常に3点以上の設地点を確保し，麻痺側に

重心がある状況でも転倒を防止可能． 

• スライダ・クランク機構を用いることで，アクチュ

エータのストロークを安全に調整でき，さらに 

消費エネルギーも低減可能． 
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（先行研究）松葉杖形歩行支援機械 
下肢対麻痺者の 

使用を想定． 

松葉杖形 

歩行支援機械
の試作3号機 

(武田研究室，2013) 
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片側装着形歩行支援機械 
Body attachment unit

Turning unit

Crutch unit

Leg motion

generator

DCモータ×1 

杖ユニット 

装着ユニット 

脚運動創成
ユニット 

旋回ユニット 

DCモータ×1 

ブレーキ×2 

松葉杖形歩行支援機械を
出発点として，片麻痺者の
歩行支援を目的とした装置

を新たに開発． 

片側の腕と脚が共に不自由→麻痺側の完全な体重支持を行う必要あり． 

脚運動創成ユニット・杖ユニットにより， 

常に3点以上の接地点が必要． 

各ユニットは省アクチュエータで制御が容易，かつ安価な構成とする． 
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バッテリ

制御器

姿勢角センサ

握りスイッチ (操作部 )

角度センサ長
さ
セ
ン
サ

接触センサ

力覚センサ

胴体との締結具

片側装着形歩行支援機械 （前頁からの続き） 

片麻痺者の麻痺側の体重を支持しつつ
歩行運動を創成するため，脚運動創成
ユニットと杖ユニットの機構構成を検討し，
脚運動創成ユニットを設計・試作． 
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（構成＃1） （構成＃2）

Sw ing  phase of supported leg
Leg  on healthy side,
Crutch on healthy side, and
Crutch un it sw ing  one-by-one

(Quad-stance) (Tri-stance) (Quad-stance) (Tri-stance)

Contraction Expansion

Motion of the crutch unit

Crutch un it
Leg  m otion
generator

Forw ard
sw ing

脚ユニット 杖ユニット 

支持脚 遊脚期間 

杖ユニットの運動 

収縮 伸展 

健常側の脚および杖と 

杖ユニットが順にスイング 

4点接地 3点接地 4点接地 3点接地 

杖ユニットの 

機構構成例 

操作インタフェース・ 

状態検出センサ類 

脚運動創成ユニットの候補として 

検討した機構（全4種類中2種類を示す） 

使用者の歩行に伴い片側歩行支援機械が創成すべき運動 
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研究開発成果 

片麻痺者の麻痺側の体重を支持
しつつ歩行運動を創成するため，
脚運動創成ユニット・杖ユニットの
機構構成を検討し，脚運動創成ユ

ニットを設計・試作． 

CADによる装置全体の設計図
(左)と，試作装着ユニットおよび

脚運動創成ユニット(右) 

試作脚運動創成ユニットと装着ユニットを用い
た，健常者(20代男性)による装着歩行実験 

試作装置でリニアアクチュエータと
して採用したスライダクランク機構
(左上)と一般的に用いられるボー
ルねじ(右上)の1周期の歩行に 

おける消費エネルギーの比較(下) 

ボールねじ 
スライダ・
クランク 

最大アクチュエータ長 さ [m] 

歩
幅

 [
m

] 

(歩幅小→大) 

所望の歩幅を達成するための
アクチュエータ入力決定法の 

検証実験結果 

装置の設計・試作 実験検証 

高効率な駆動 

実用的な歩行支援の実
現に向けた，人間・機械
を統合した解析・制御，
快適な操作性の追求 
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実用化に向けた課題 

• 杖ユニットと装着ユニットの詳細設計・試作． 

• 完全な構成での歩行実験による片麻痺者の歩
行支援の実現可能性の実証． 

• 歩行支援に加えて，使用者が短時間で装置を
装着・起動できるような機能をも具備する設計
の案出． 

• センサ情報に基づく装置の状態推定や使用者
の意思推定等の，使いやすさ・安全性に関わる
設計とソフトウェア技術の確立． 
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想定される用途 

• 一般の消費者が自ら装着・起動して自立的に
日常生活の支援を受ける為の在宅支援機器． 

• 日常生活での移動支援に限らない，リハビリ
テーションやレクリエーション目的での使用． 

• 本開発で得られた設計手法等の知見や機構・
要素技術の福祉機器開発への応用 

（特に，残存機能の活用を指向した製品や低
自由度で安全・簡便・安価な製品に好適）． 
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企業への期待 

【歩行支援機械の開発に関して】 

装置の軽量化に必要な，カーボン材料や軽金
属材料等の新素材と加工技術のノウハウや，
福祉機器に適した軽量・低作動速度かつ高出
力のアクチュエータ・ブレーキ，動力源（バッテ
リ）の技術を持つ企業との共同研究． 

【歩行支援機械の実用化に関して】 

歩行支援機械のユーザーテストへの協力や，
生産販売をご検討頂ける企業との共同研究． 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ： 歩行支援装置 

• 出願番号 ： 特願2013-104286 

• 出願人 ： 東京工業大学 

• 発明者 ： 武田 行生，舟渡 隆平， 

  松浦 大輔 

産学連携の経歴 

• 2012年-2013年 JST A-step復興促進プログラム  

 （探索タイプ）に採択 

• 2013年-2014年 JST A-step フィージビリティスタディ 

 （探索タイプ）に採択 
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お問い合わせ先 

国立大学法人 東京工業大学 

産学連携推進本部・コーディネーター 
尾上 二郎 

 

ＴＥＬ ０３－５７３４ － ７６３４ 

ＦＡＸ ０３－５７３４ － ７６９４ 

e-mail  onoue@sangaku.titech.ac.jp 


