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研究成果の概要（和文）：本研究では，在宅の障害者・高齢者の健康リスクを管理するための高度センシング技術の開
発と，それらを統合的に運用するためのネットワークシステムの構築を目的とした．褥そう・温熱・ロコモティブシン
ドロームそれぞれのリスクに対応したセンシング技術を開発し，それらを統合・可視化するクラウドシステムを構築し
た．また，同システムを居宅環境に実装することで，リスクの検知と通知が可能なことを確認した．

研究成果の概要（英文）：Elderly individuals with physical disabilities often face various health risks. 
To identify and reduce such risks, automatic monitoring is an effective solution. Continuous monitoring 
of everyday living activities can detect emerging health risks and notify to the subjects. In this study, 
we developed a novel sensors network system for monitoring and notification of health risks. The system 
consists of sensors network installed at home and a cloud server with a database and applications. The 
sensors system newly developed can detect heal risks related to pressure ulcer, hyperthermia and 
locomotive syndrome. The system was installed in a home environment and successfully demonstrated the 
detection and notification of the target health risks.

研究分野： 福祉工学
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様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９，Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

在宅で自立生活を送る障害者・高齢者は，
様々な健康リスクに直面し，それにより生活
機能が低下し，自立生活の継続が困難になる
場合が多々ある． 本研究では，これらのリ
スクを初期段階で検知し，生活活動に介入す
ることで未然に防止するシステムを構築す
る． これまでにも，高齢者を対象とした在
宅「見守り」システムは数多く開発されてき
た． しかし，その多くは，死亡・意識障害・
転倒・疾病罹患といった単一のエンドポイン
トを対象に，その発生を検知することを目的
として設計・開発されている． 健康阻害要
因を同定し，生活習慣を改善することでそれ
を除去するという「予防」の観点から見守り
及び生活介入システムを構築できれば，増加
する独居高齢者や障害者の健康な自立生活
を，最小限の介入で促進できると考える． 

 

２．研究の目的 

本研究では，在宅の障害者・高齢者の健康
リスクを管理するための高度センシング技
術の開発と，それらを統合的に運用するため
のネットワークシステムの構築を目的とす
る． 障害者・高齢者が直面する主要な健康
リスクとして，i) 褥瘡リスク，ii) 温熱リス
ク，iii) 運動機能低下リスク (ロコモティブ
シンドローム) の 3 つを取り上げ，関連する
物理量を継続的に監視するセンサ要素技術
を開発する． さらに，開発したセンサ群か
らのマルチモーダル情報を収集・解釈し，検
知した健康リスクを可視化・周知・軽減する，
知能化センサネットワークの構築を目指す．  

 

３．研究の方法 

（１）知能化ネットワークシステムの構築 
 各リスク検知システムからの情報を統合
し，対象者への通知を行うための基盤的シス
テムとして，ウェブサーバ上に GUIを有する
ネットワークシステムを構築した．同システ
ムは，実環境での運用を想定し，多様なセン
サの選択・実装と，クラウドサーバを活用し
た柔軟なデータ処理を特徴とする．個別セン
サシステムとの接続には無線・有線の各種規
格を実装可能な仕様とし，市販品を含む多様
なセンサの接続を志向した． 
 
（２）シート型せん断力センサの開発 
 頸椎損傷者等の車いす利用者が長時間同
じ姿勢を続けることで臀部に褥瘡を形成す
ることを防ぐために，シート型のせん断力セ
ンサのデータをネットワーク上のサーバに
リアルタイムにアップし，障害者や見守り者
に自動的に警告を与えるシステムを構築し
た．そして，このシステムの要素として，こ
れまでに開発してきたシート型せん断力セ
ンサを改良するとともにその周辺回路を開
発し，さらに無線ネットワークを利用してデ
ータをサーバにアップする仕組みを構築し
た． 

 
（３）運動機能低下リスクに関する情報を得
るための音響センサの開発 
 運動機能低下リスクを検出するために，歩
行状態を推定するセンサを開発する．センサ
としては，非装着で設置コストやプライバシ
ー上の利点もある音響センサを研究対象と
する．即ち，居室内に設置したマイクから足
音を収録して，歩行の有無や歩行周期を判定
することにより，歩行の総量や運動器官の異
常に関する情報が得られ，それらの長期的デ
ータから生活行動の変化や障害の予兆など
につながる情報が得られる． 
 音響センサに関して，先行して実施した科
研費基盤研究Ｂ「音響的状況認識に基づく高
齢者見守り技術の研究開発」において，生活
行動イベントの音響的な検出・認識技術を開
発した．その成果も採り入れて統合すること
で，歩行以外の生活行動を含む，総合的な音
響的見守りも可能となる． 
 
（４）車椅子利用者の褥そう予防センサの開
発 
 褥そうの予防には，少なくとも 15 分ごと
に，車椅子上で座位姿勢変換（除圧動作）を
おこなって，臀部等に加わる外力を除去する
ことが重要であると言われている．そこで，
市販の距離センサ内蔵 RGBカメラ（マイクロ
ソフト社製「キネクト」）により除圧動作の
有無を常時監視し，15分以上除圧動作が実施
されない場合には，PC画面上にて警告を発す
る，褥そう予防センサシステムを開発した．
本システムでは，車椅子利用者の通常動作と
除圧動作（4 種類）を判別するために，車椅
子利用者の各関節の 3次元座標値を元に「判
別式」を作成し，実装した．なお，判別式は，
健常者および高齢者を対象として，除圧動作
と座圧分布の関係を計測することにより，実
験的に決定した． 
 
（５）褥そうリスク予測のための濡れセンサ
の開発 
 車椅子座位において，シートクッションと
臀部の間の湿度が高く，濡れたような状態は，
座り心地を損なわせるだけでなく，皮膚を軟
化（浸軟）させて褥瘡発生の危険性を高める．
臀部における相対湿度が 100%未満であれば，
その湿度を湿度センサで測定することがで
きるが，相対湿度 100%，すなわち，濡れてい
る状態についての評価手法はこれまでのと
ころ見当たらない．我々はそれらが測定でき
るセンサを開発する．これにより，濡れた状
態が，クッションと皮膚，またはオムツなど
によってどのように消散されていくのかに
ついての情報が得られ，車椅子使用者の褥瘡
リスクの低減に繋がる． 
 
（６）車椅子利用状況モニタリングシステム
の開発 
病院や施設において，福祉用具に関する事



故報告やインシデントレポートの中でも手
動車椅子に関する転落や転倒のリスクは，最
も多く報告される事例の一つである．本研究
では，車椅子ブレーキのかけ忘れを原因とす
る転倒を低減するために開発したデータロ
グシステムを発展させ，車椅子の利用状況を
モニタリング可能な新たなシステムを提案
した．まず，既存システムを用いた臨床評価
の結果を実験協力者の関与者（介助職や医療
職）数名に開示し，新たなニーズや活用に関
するヒアリング調査を行う．次に，ヒアリン
グ調査を元に要求仕様を決定し新たなシス
テムを開発する．さらに，車椅子の利用状況
をモニタリングするシステムを用いて搭乗
者に転倒リスクをフィードバックするため
の転倒リスクの算出方法と視覚化のための
動画作成を行う．  
  
４．研究成果 
（１）知能化ネットワークシステムの構築 
 構築したシステムは，居宅内に設置するセ
ンサ及びデータ送信システムと，クラウドサ
ーバ内に実装されたデータベースとアプリ
ケーション群から成る． 計測データはイン
ターネットを経由してデータベースに格納
され，データ表示やリスク算定のための各ア
プリケーションは同データベースを参照す
る． 計測・リスク算出・データ表示という
一連のアプリケーションがデータベースを
仲立ちに連動することで，柔軟性の高い運用
が可能となる． 

 

図 1 健康・心理状態の自己申告画面 

 
 計測システムは，居宅内の各センサからの
計測値を，PC に実装されたデータ送信アプ
リケーションが統合し，インターネット経由
でサーバに送信する．計測データやリスク通
知のための表示データはサーバのアプリケ
ーションで生成され，html ブラウザ上に表
示される． 同インターフェースには，図 1
に示したような，健康状態に関する自己申告
入力が含まれ，対象者の心理的な状況もリス
ク算定時に考慮される． センサと PC 間の
データ通信は，LAN，Wi-Fi，Bluetooth，ZigBee，
USB など，多様な規格に対応し，市販のセン
サの実装も可能な仕様とした． なお，デー

タベースへの書き込みは，サーバ上のデータ
記録アプリケーションが実行するため，イン
ターネット経由で直接データを登録するこ
とも可能である． 

 

（２）せん断力センサの開発 
 これまでに既にせん断力センサを開発し
ているが，厚さが 2mm以上，直径も 3cm以上
と大きいものであった．そこで，幾つかの技
術改良を通してこれを小型化することを目
指した．その技術改良は以下の通りである．
①これまでセンサは 2層構造であったが，こ
れを単層構造とした．②ハンダ付け可能な電
極基板を作製する方法を見いだし，センサ加
工の自由度を高めた．③センサを構成する基
板同士を正確に位置合わせをしつつ接着さ
せるために専用のアライナーを開発した．④
センサを構成する部品の一部をカッティン
グプロッターで加工することにより，加工精
度と加工結果の再現性を高めた．本研究を通
して開発されたセンサを図 2に示すが，先端
の円形の部分がセンサ本体で，そこからリー
ド線となるパターンが伸びている．厚さとし
ては 0.7mmのものを開発した． 
 

図 2 開発したシート型せん断力センサ 

 
 センサの周辺回路はマイクロプロセッサ
を利用してコンパクト化を進めた他，
Bluetooth モジュールを利用することで，ノ
ートパソコンに無線でデータを送るものを
開発した．さらに，ノートパソコン上のソフ
トウェアとして，Bluetooth により受信した
センサ出力にキャリブレーションを加えた
上で，無線 LAN経由でネットワーク上のデー
タサーバーにデータを送信するものを開発
した．なお，サーバ上のデータはネットに接
続された端末上のブラウザから見ることが
できる． 
 なお，以上のシステムを利用する場合は，
利用者はシート型センサを両面テープにて
臀部に貼り付けて使用する．図 3には本シス
テムをデモ使用した際の見守り者画面例を
示す． 
 



 

図 3 見守り者用画面上に出力されたせん断
力センサ出力例 
 
（３）運動機能低下リスクに関する情報を得
るための音響センサの開発 
 足音からの歩行状態を推定するために，次
のような分析手法を開発した．収録した音響
信号にハイパスフィルタをかけ，その短時間
パワーを 5msごとに抽出した時系列信号に対
し，AMDF（平均振幅差関数）の極小値を正規
化する関数を適用して周期を推定した．分析
例を図 4に示す．最下段のグラフの極大部分
を抽出することで，左から１つ目が片足分の
周期，２つ目が両足分の周期として得られる．
さらにその両者の尤度比を用いて，左右の歩
行バランス（対称性）の崩れが推定できる． 

 

図 4  足音からの歩行周期抽出例 
 

 手法の精度を評価するために，実際に家屋
内で収録した高齢者の模擬生活音を用い，歩
行周期推定に関して目視ラベルとの誤差
100ms以内で 85.5％，歩行イベント判定に関
してSVMを用いて85.9％の正解率が得られた．
また，若年健常者の片足にアンクルウェイト
を装着して収録した模擬データを用いた非
対称性の判定で 81.8%の精度が得られた． 
このシステムを名刺サイズの小型処理装

置として実装するとともに，ネットワーク経
由で他のセンサと共通のサーバに接続し，健
康リスクの可視化を実現した（図 5）． 

 

図 5  サーバでの歩行状態表示例 
 
（４）車椅子利用者の褥そう予防センサの開
発 
 健常者および高齢者を対象として，除圧動
作と座圧分布の関係を計測したところ，以下
のことがわかった． 
・右側屈もしくは左側屈による除圧では，関
節「Spine」と関節「Shoulder Center」を
結んだ線が，最大で 43°傾斜していた 

・プッシュアップによる除圧では，関節「Hip 
Right」と関節「Hip Left」が，ともに，
通常時と比較して，最大 10cm，上方に位置
していた 

・前傾姿勢による除圧は，車椅子が身体に適
合していない場合には，十分に圧力を除去
できないことが多かった 
以上の結果を判別式としてコード化し，

Visual C#言語にて開発した制御ソフトウェ
アに実装した．開発した制御ソフトウェアの
インタフェース画面を図 6に示す．本褥そう
予防センサシステムの動作を確認するため，
健常者を対象として簡単な検証実験を実施
したところ，おおむね良好な結果が得られた． 
 

図 6 開発した制御ソフトウェアのインタフ
ェース画面 
 
（５）褥そうリスク予測のための濡れセンサ
の開発 
ISO16840-11 Wheelchair seating – TS 11: 

The determination of dissipation 
characteristics of sensible perspiration 
into seat cushions の原理を利用し，それ
を複数マトリックス状に並べて網状に配置
し，濡れの状況が広い範囲で測定できるよう
にした（図 7）．計測システムは，計 31 個の
センサ部のインピーダンスが計測できる走
査部と，インピーダンスとして 1k から



10000kOhm まで測定できるレンジ変換機能，
そして，PCに出力するための A/D変換機能と
を有し，シリアルインターフェースを介して
PCの TeraTermで受けた． 

 
図 7 開発した濡れセンサの概要 

 
開発センサの信頼性と妥当性を，一定の乾

燥および濡れ条件下での複数回計測によっ
て確認した．渇き条件下での 3回の繰り返し
計測における平均値と標準偏差の比は 5%程
度であり，信頼性はあると考えられた．また，
濡れ条件における水分重量と計測結果には
相関関係が認められたことから，妥当性もあ
ると考えられた． 
開発センサの適用事例として，車椅子上で

の座位姿勢を想定し，オムツによる尿吸収の
計測を試みた（図 8）． その結果，センサに
より疑似尿による濡れを検知でき，その時間
的な変化を観察できた． 

 

図 8 開発センサによるオムツ消散機能評価 
 
（６）車椅子利用状況モニタリングシステム
の開発 
臨床評価後のヒアリング調査を元に本人や
介助者，看護者が必要とする情報を収集可能
な図 9に示すシステムを開発した．このシス
テムは，車椅子上での日常生活サイクルを記
録・提示できるものとし，病院や施設での長
期（1 ヶ月程度）利用に耐え，利便性が高い
無線式のデータログシステムである． 
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図 9 車椅子の利用状況モニタリングシステ
ム 

 

また，マルチボディモデル（MADYMO）を用い
て車椅子使用時の転倒についての物理シミ
ュレーションを行い，転倒被害算出手法を行
った．5 つの点灯パターンについての転倒シ
ミュレーションと，3 次元動作解析を用いた
転倒状況の再現およびシミュレーションの
妥当性の検証を行った．図 10 に検証事例を
示す．最終的には転倒の被害度については
HIC（頭部損傷の度合い）から AIS（簡易傷害
尺度）スコアを算出し，視覚化の方法として
は各転倒事例を提示するためのシミュレー
ション動画の作成を行った． 

 

図 10 車椅子からの転倒シミュレーションと
妥当性の評価場面の一例 
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