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ヒトはなぜ転ばずに歩けるのか？



重心

重力

反力

回転

物体の回転



COPは支持基底面内にしか存在しない

よって，COGがBOSから外れると

回転力を制御する事ができなくなる．

（転倒モード）

転倒は力学的にはどのように定義されるのか？

転倒は回転力を制御できなくなったことで
引き起こされる

COG：身体重心

COP：床反力作用点

回転力



ファンクショナルリーチテスト 片脚立位テスト

これらのテストは静的バランス能力を評価するテストであり、
動的バランス能力を直接的に評価することはできない。



支持基底面

重心

支持基底面

重心

重心が支持基底面内に無いと転倒する？？？



動歩行中の支持基底面と重心の関係

両脚支持

COGの軌跡

COPの軌跡

単脚支持

単脚支持

歩行立脚中期

支持面

重心

片脚立位

支持面

重心

歩行立脚中期に重心線は足底で作られる支持面に入らない。



歩行中には重力と床反力の他に、慣性力と呼ばれる力が作用する。

床反力

慣性力

重
力

慣性力とは、質量が慣性をもつために現れる見かけの力である

急ブレーキ



重力と慣性力を合成した力が床反力と釣り合うとバランスがとれる

（重力と慣性力を合成した力）

片脚立位のように静止姿勢を保持する際は、
重心の真下に床反力作用点を位置させて
身体を支えればバランスが取れ安定する

総慣性力

総慣性力と床反力が釣り合えば
身体に加わる回転力が釣り合う

床反力

重力

片脚立位バランス

床反力

慣性力

重
力



歩行中に転倒力が発生する力学条件

理想的な接地点
床反力

慣性力

重力

総慣性力

目標ZMP

歩行中に足が理想的な位置に接地できず、床反力作用点と
ＺＭＰの位置がずれると身体には回転力が作用する

床反力作用点

実際の接地点



ＺＭＰがＢＯＳに入っていれば動的に安定である
ＺＭＰが常にＢＯＳに入っているような軌道を描ければ歩行は安定する

静止姿勢は重心と床面への鉛直投影点が姿勢制御の評価パラメータであるのに対し
て、動的場面ではＺＭＰを姿勢制御の評価パラメータとし、ＺＭＰを合目的な場所に作れ
るように姿勢制御をする ⇒ （目標ZMP）

重力

慣性

総慣性力

身体運動中の回転力はどのように制御されているのか？

Zero Moment Point



外乱刺激

外乱刺激により遊脚の速度が
目標値より遅くなる。

目標着地点の位置のズレが生じ、身体重心の前方への
加速度を制動しきれなくなる。

なぜ、つまずくと転倒するのか？

理想的な接地点
床反力

慣性力

重力

総慣性力

目標ZMP床反力作用点

実際の接地点



つまずきや、ふらつきは転倒の原因ではなく誘因であり、

転倒を回避するためには、転倒回避のメカニズムが作動しなくてはならない。

着地位置・着地タイミング制御

モデルＺＭＰ制御

大局的姿勢
安定化制御

床反力制御

大局的姿勢安定化制御

（竹中，2015）





外乱刺激

外乱刺激により遊脚の速度が目標値より遅くなる。

目標着地点の位置のズレが生じ、身体重心の
前方への加速度を制動しきれなくなる。

なぜ、つまずくと転倒するのか？

理想的な接地点
床反力

慣性力

重力

床反力作用点

実際の接地点

目標ZMP位置

重力と慣性力を合成した力



目標COP位置接地直後の
床反力作用点

目標ZMP位置

初期接地時に目標ZMP位置と床反力作用点の位置がずれた場合に、足関節モーメントを制御して、床反力
作用点の位置を移動させることで、目標ZMP位置と床反力作用点とのズレを修正して、バランスを回復させる。

床反力制御

つまずいてもヒトはなぜ転ばないのか？



前方への加速度を利用して、上体をさらに加速させて、
目標ZMPをCOPよりも後ろに移動させる。

上体が大きく傾き床反力制御で
復元しきれなかった・・・

上体を加速

重
力

慣性力

目標ZMP COP

股関節
伸展モーメント

図１４ 目標Zero Moment Point 制御

つまずいてもヒトはなぜ転ばないのか？



目標上体の位置のズレ

着地位置修正

目標ZMP制御により予測軌道から
逸脱した上体の位置を着地位置を
変えることで修正する制御

着地位置の制御は予測歩行パターンの
崩れを修正するために行われるものであり、
姿勢を直接的に安定化する効果は期待できない。

着地位置制御は継続的な歩行が実現できるように
目標シナリオを変更する制御と言える。

着地位置・着地タイミング制御

つまずいてもヒトはなぜ転ばないのか？



速度を急激に上げる

ステップ長を伸ばす

一定の速度で歩いて来て



環境からの変更要求に応じた動作制御



次の（将来の）動きをリアルタイムに予測して
あらかじめ運動制御を行うことで，いかなる瞬間からでも、
連続的かつ自在に歩き方を変更する能力

リアルタイム予測運動制御

自在歩行を実現するための将来予測に基づく制御システム

歩行状況の変更要求

速度
ステップ長
方向

「旋回したい」
「物を跨ぐ」
「歩行速度を上げる」

将来挙動予測

このままの状況で
歩行状況を変更したら
どうなるのか？

重心変化傾向の予測値 目標運動パターン
目標床反力パターン

目標歩行パターン変更



旋回歩行は「自動的な前方進行」と「随意的な身体の回転」の間でバランスを
取るようにして行なわれている。
その結果として滑らかで丁度良い経路が描かれる。

(Domenici， 1998 Hase，Stein，1999)

高齢者と飛行後の宇宙飛行士はUターン及び角を曲がることが困難になる。
(Thigpen, 2000 Chekirda, 1971; Glasauer, 1995)

カーブを描く際には風景が視野を横に流れるため、視線を安定させるための眼球運
動にも直線歩行には無い動きが生じることになる



目標軌道

コーナーの曲率半径
侵入速度
遠心力

左右のステップ長

減速
ロールバイアス
目標ZMP

コーナーリングの歩行パターンの作成

減速

加速

将来予測



慣性力

定常歩行 コーナーリング歩行

次の動きをリアルタイムに予測して、
あらかじめ運動制御を行う

ロールバイアス



旋回角が大きくなりに従い遠心力が大きくなる。

↓

身体が外側に傾斜する

↓

外側下肢は接地のタイミングが早くなり遊脚時間が短縮する。

ロールバイアスを大きくする

↓

身体が内側に傾斜する

↓

外側下肢は接地のタイミングが遅くなり遊脚時間が延長する。

旋回時のロールバイアスの効果

旋回歩行時には左右非対称性を含む運動を安定化させなくてはならない。

⇒ 左右デューティー比が大きく影響



前頭前野

大脳基底核 小脳

運動野・感覚野

インタラクティブメトロノームにおける
脳内ネットワークの強化

「カン」というリズム
の認知

次のリズムの予測リズムに合わせ手をたたく
運動の企画・実行

ワーキングメモリー、
集中力を保持し運動を持続



コーナリング練習

ポールにつかまり一定の距離を保ちながら練習することで，
ロールバイアスを学習する．



カーブの入り口に
外側の足を着く



⾝体内部の状態あるいは⾝体と環境との関係を常にモニターし，
時々刻々と筋出力を調節する必要がある （政二慶）

アフォーダンス競合仮説
「行為を選択する前に近く運動系が複数の行為を

実行可能な状況にしておく」 （Ciesk & Kalaska 2010)

高齢者は将来予想に基づく運動調整が難しい．

将来予測



主観と客観の乖離

(Sakurai et al,.2013)

跨げる最大高は彼により低下するが、判断高は年齢により変化しない

【若年者層】 【高齢者層】 【若年者層】 【高齢者層】

７ｍ前方にある障害物を跨げるか？判断高と跨げる最大高を比較



つかまり歩行レベルの患者が在宅では転倒しやすい

自分が安定して手が伸ばせる範囲のボディーイメージ
その時の姿勢や環境に応じたイメージが持てることが重要



どこをつかまって歩けば、安全に目的地まで到達できるのかを予測し
歩行プランを立案できる能力を獲得するためのトレーニング



動作と動作の繋ぎ目を作れないことで、
動作が無理矢理になってしまう。

起立着座は自立、歩行も自立
でも、椅子に座ろうとして転倒する患者・・・

歩行 着座

動作の繋ぎ目の
プログラム



歩行から連続して着座する動作

バックステップターン

多くの患者が、移乗側に正対
するように起立してしまい、
そこから上体を捩じって着座
しようとするためバランスを
崩す。

２歩前 1歩前



立位が完成する前に臀部を新しい座面の方へ向けて起立すると
ターンをして着座することが容易になる。



介護保険事業における
リハビリテーションの目的とは？



介護保険事業に蔓延する誤解

リハビリテーションは運動することだと思っている

自立支援とは残存機能を高めて
できるADLを増やすことだと思っている

トレーニングによって身体機能は向上すると思っている



身体機能・認知機能の加齢曲線

非現実的な目標

加齢曲線

対処療法的介入

身
体
機
能
レ
ベ
ル

（年齢）

高齢者や進行性疾患に対するアプローチは，
先を見越した介入を行わなければ，身体機能の低下に伴う
ＱＯＬの低下は防止できない

要支援ライン

0 20 40 80



自己が環境や時間の変化にかかわらず、
連続する同一のものであること。
主体性。自己同一性。

アイデンティティー【identity】

いかなる状況にあろうとも・・・
その人が、その人らしく、その人の人生を
継続している状態

リハビリテーションとは、言い換えるならば
失いかけたアイデンティティを取り戻すプロセスのこと



リハビリテーションのゴール設定

目的
成し遂げようと目指す事柄
最終的に目指す到達点
そのことを達成するための意義

目標
目的を達成するために設けた通過点
目的を達成するために設けた手段



生活にリハビリテーションを持ち込まない！

スポーツ根性アニメ「巨人の星」の大リーグ養成ギブス的な発想

「頑張ってトイレまで歩いて行かないと歩けなくなっちゃいますよ・・・」



誰にでもその人が最も幸せになれる人生の目標というものがある．
それをはっきりと設定して、専門職と患者・被介護者本人と家族が
力を合わせてそれを実現するのが
本当のリハビリテーションであり，本当の介護だ． 大川弥生（2000）

理学療法は、リハビリテーションのための１つの手段にすぎない

機能の回復 イコール リハビリという構図が蔓延してしまっているのではないか？



E-mail shin.ishii141@gmail.com
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