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概要

ギックリ腰や腰痛などの原因は身体の筋力、関節等のアンバランスの存在が考えられる。この

ようなアンバランスによって、身体は左右前後に揺れやすい。この揺れを測定するのが「重心動

揺計」である。重心動揺を計測することによりギックリ腰や腰痛の予防は勿論、施術前後の治療

効果の確認にも利用が期待される。本報告では、試作された重心動揺計用に開発した計測診断プ

ログラムについて述べる。
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1．緒言

カイロプラクティックの分野において、被験者の身

体の動揺を計測することは、被験者の現状を科学的に

把握する手段の一つであろう。しかし、市販の装置は

高価である上、表示パラメータが限定されたり、計測

生データをユーザー側でパソコンなどによる後処理が

簡単には行えないなどのデメリットがある。そこで本

研究では、簡易的で低価格な重心動揺計の製作とユー

ザー側面に立った表示画面と計測パラメータの融通性

を鋤備えた計測診断プログラムの開発を目的とした。具

体的には、重心動揺計からの歪データを波形解析装置

(Waveanalyzer)に一時記録し、その後パソコン上に
データ転送し、バランス診断に役立つと思われる各図

とパラメータを解析表示するプログラムの開発である

のヂｰﾀをパｿｺﾝに取り込みデータ処理・解析する

システムとなっている。図lにシステムの概要を示す。
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2重心動揺計測システム

重心動揺計(Stabilometers)は日本工業規格(')に性能

構造および試験について定められている。また、臨床

における平衡障害などの検査の基準としては日本平衡

神経学会が1983年に定めた基準(2)がある。本装置は、

これらの基準に準拠したシステムとして開発した。被

験者が載る測定Ⅱ1踏み台の裏側に歪みゲージを前、後

の左右3箇所に設置し、荷重変動によるたわみを歪

ゲージの出力として計測し、それぞれの歪みゲージの

出力を波形解析装置の1,3,5CHと接続している＝
波形解析装置には、歪み増幅器、データ保存用メモリ

が内蔵され、液晶ディスプレイ画面では測定中の時間

波形が観測できる。さらに、波形解析装置から

RS232Cによるシリアル転送によって3チャンネル分

澗齢溌置 ﾇﾉｯさ珠ツクス歪ゲージ

図1重心動揺計のシステム概要
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グラムグラム ｜
タ原稿受付平成12年12月24日

※日本カイロプラクティック徒手医学会第二回学術大会（平成

12年10月）にて一部発表、

＊1木更津工業高等専門学校（〒292-()041千葉県木更津市清

見台東2-11-1)
図2プログラム構成
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3．バランス診断プログラム

現在市販されている計測用に用いられているパソコ

ンの多くはWindowsマシーンである。

したがって､Windows上の利用しやすい計測解析

用のソフトがユーザにとって望ましいものと思われる。

そこで、Windows上のグラフィックユーザインター

フェース(GUI)が充実しているVisualBasicによる

プログラム開発を行った。

プログラムはユーザーの利用し易さを考慮し、図2

に示されるように計測用プログラムと解析用プログラ

ムとに分けた｡計測用プログラムは測定時の解析結果

を画面表示しながら、計測データをパソコン上のハー

ドディスクにテキストデータとして保存する現場向け

のプログラムである。また、解析用プログラムは、保

存されている任意の既測定データを読み出し解析結果

を画面表示するものである。基本的には、どちらのプ

ログラムも解析表示される図やパラメータには共通が

あり、基本ウインド上の対応するコマンドをクリック

する毎にイベントプロシジャーが実行される形式とし

た。以下に主なプロシジャーの内容を紹介する。

を矩形や楕円で近似し、その面積を求める方法もある

が、本研究では不規則な動揺軌跡全体の外周に沿った

面積、すなわち外周面積を用いた。具体的には、プラ

ニメータでデータの外郭線を用いて手でたどって面積

を求める方法を数値計算で実現した擬似プラニメータ

法(3)を用いた。以下にその概要を示す。重心動揺の軌
跡より、それらの軌跡の外周包絡線（外郭線）の点列

を求め、それらの点列より図3に示す連続した三角形

の面積を加えていく方法で、図中のように外周包絡線

上の連続した2点が反時計回りになる場合を＋、時計

回りの場合を－として加算する。連続するi点と1+1点

の原点からの距離をそれぞれRi,R.+iとすると図3の

外周包絡線内側の面積Sは(2)式，また外周跡長Lは(3)

式で表される。

この方法によって求まる外周面積、外周跡長と総軌
跡長を求めるプログラムの精度を検証するために、半

径10mmの円を基本円として図4に示すような一円形ミ

ニ円形、四円形とした図形と一辺100mmの四角形の

外周形状を用いて検証し、その結果を表lに示す。長

方形の場合には理論値とプログラムから得られる値が

ほぼ等しく誤差は0.1%以下であった。この結果は式
(2)、(3)が連続する2点間を直線近似していることか
らも当然の結果といえる。しかし、円のような外周が

曲線の場合には2点間の直線補間による誤差を生じる

が、外周面積、外周跡長と総軌跡長ともに、外周形状

の変化に関わらず誤差は1％以下であった。また、外

周跡長と総〃跡長の値に違いが生じるのは、総切跡長

が|'偵次計測データ点間の距離を累積していく一方、外

周跡長の場合には全データを取込んだ後外周包絡線上
のデータ点列を求める。これらの違いの影響と計算誤
差の影響と思われるが、その差は極めて小さく実用上

問題ないものと思われる。

31 測 定 デ ー タ表示

波形解析装置に保存されている3チャンネル分の歪
測定値をRS232C通信によって読み出し、それらの値
の時間推移を表示する。これらの生の歪計測データは

テキスト形式でハードディスク上のデフォルトで指定
されたデイレクトリに保存されるので表計算ソフトな
ど自由な後処理を可能としている。

32左右、前後の重心動揺継時記録図

歪測定値より左右(以後X軸と呼ぶ）、前後(以後Y軸

と呼ぶ)の時間的変化を示す継時記録図(stabilogram.
Sbg)を求め表示する。また、このウインド上に、測定

時間内での体重の平均値[kg]、体重の左右偏重の平均
値[kg]、X軸とY軸の動揺の平均位置[mm]と動揺の大
きさを表現するX軸,Y軸及びトータル実効値
(RMS)[mm]を表示した。トータル実効値(RMS)は以
下の(1)式で求めた。

S=-2>̂sm(･峠-典
,̂=1

(2)

x̂-x.f+iŷ-y.y
↓
１i=I

ノー；

(3)

士ル
ノ＝1

--.)'*k-y.J
1RMS=

33重心動揺X-Y記録図

被験者の頭上から重心位置の移動を眺めたような軌
跡を図にしたもので、横軸に左右の動揺位置[mm]、
縦軸に前後の動揺位置[mm]を表示したものをX－Y記

録図(statokinesigram,Skg)と呼び、動揺パターンを
認識するのに最も一般的に用いられる軌跡である。こ

のウインド上には、重心動揺の総軌跡長のほか、外周
面積と外周跡長を表示した。

､、、

面積

〃
必

34外周面積と求積精度

重心動揺計から得られた重心動揺X-Y軌跡の面積の

大きさや外周の長さは、人体の制御機能を反映するた

め人体の制餌l機能を定量的に評価する重要な指標の一

つとなっている。重心動揺の面積には、動揺軌跡全体

の1

図3不規則外周形状の面積を求める方法
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図4検証用に用いた各円形の概形

35 周 波 数 分 析

様々な障害が重心動揺の周波数分析(パワースペク

トル検査)によって把握することができるとの報告(4)

がある。また、国際基準(5)によって0.02Hz～10Hzの

周波数範囲の分析検査することが提唱されている。し

たがって、本プログラムでは、この周波数範囲での振

幅値[mm]を表示した。数値計算には離散値フーリエ

変換を用いた。離散値フーリエ変換においては、各周

波数成分の振幅値を(4)式によって求められるが、

VisualBasicでは複素関数を直接扱えないので、複

素関数部を(5)式のオイラーの定理より(5)式に変形し
実数部と虚数部に分けて計算した。nはサンプリング

数で、Mは高調波の次数である。

α〃 =上量加嘩跡”
〃ﾉV＝0

噂洋二cos-半1叫一半f

(4)

(5)

周波数分析のプログラムを検証するために、左右、
前後用に以下のようなデータを入力した結果を図5に
示す。

左右=7cos(0.1冗t)+9sin(0.4冗t)(6)

前後=3cos(0.2冗t)+8sin(27rt)(7)

図より、(6)，(7)式に含まれる周波数成分0.05Hz、
0.1Hz、0.2Hzと1.0Hzにおいて、それぞれに対応する

振幅値が正しく表示されていることがわかる。

以上のプロシジャー全体を含む解析用プログラムを

実行した例を図6に示す。図の左上画面下にコマンド

(原著論文）大藤晃義、黒田孝春、金岡'|正憲

群において、「測定表示」をクリックすることによっ

て、任意の保存されている計測データを呼び出すこと

ができる。

その後、他のコマンドをクリックすることによって

それぞれの解析結果が表示できる。
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図5周波数分析検証用データの結果

4．結言

試作した3点足圧荷重検出型重心動揺計に用いる計
測用プログラムと解析用プログラムの開発を行った｡

具体的にはVisualBasic言語を用いプログラムソフ

トを開発し、その結果を以下にまとめる。

(1)波形解析装置より重心動揺データ(3CH分の歪み
データ)を読み込み、各解析結果を画面表示し、

歪データをテキストファイルとしてパソコン上に

保存する計測用プログラムを開発した。

(2)ハードディスク等に保存されている歪データを読

込、各解析結果を表示し、必要に応じて結果をブ
ﾘﾝﾀ出力する解析用ブﾛダﾗﾑを開発した｡

(3)両プログラムともプロシジャーの共有化を図った宴：

(4)検証用データによって、開発したプログラムの精
度を検証した。

以上、Windows上での開発が容易なVisualBasic

を用いることによって、ユーザーへの拡張性を備えた

プログラムの開発ができた。ユーザーによって必要と

されるパラメータは様々であろう。今後ともユーザー

からの御意見や要望にそったソフトへの拡張を図りた

い。また、今回使用している波形解析装置は必ずしも

安価とは言えず、占有容積も大きい。今後は、より低
価格でコンパクトな装置の開発と普及に努めたい。

表l各検証データによる外周面積、外周跡長、総軌跡長の誤差の比較

～肺＝
外周面積(mm-)

理論値 プログラム催 誤差 理論値

一Fq(r=10） 314．16 314i 0.20/ 62.8（

二円(r=io; 628．32 630．02 0．8’ 125.66

四円(r=10) 1342.48 1352．32 0.70/ 188.｛

四角形(a=100) 10001 1000（ ％ 400

外周跡長(mm)

プログラム値

62.6（

125．40

184.64

40
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理論値

62.8〔

125．66

188.（

400

総軌剛；長(mm)

プログラム催 誤差

62.6（ 0．27％

125．49 0．14％
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図6解析用プログラムの実行画面例（左上：計測された歪，左下：継時記録図，右上:X-Y記録図

右下：周波数分析図）

参考文献

(1)日本工業調査会：重心動揺計JIST1190-1987,日本規格協会，

（1987）

(2)日本平衡神経学会；重心動揺検査の基準，

EquilibriumRes42,(1983).pp.367-369

(3)渡辺，掛布、高田：直立姿勢保持機能を表わす重心動揺面積の計測

電子通信学会論文誌,V0I.J68-D,No.l,(1985),pp,33-40

(4)時田喬：重心動揺検査一起立姿勢に現れる平衡障害の解析，中西，

島村編臨床生理学入門,(1980),pp.378-411,真興交易図書出版

(5)KapteynTSetal:Standardizationinplatformstabilometry

beingapartofposturography,Agressology24,7,(1983),

pp.321-326

－11－


