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技術相談
提供可能技術：

・車いすの操作力／介助力の計測
・養育支援機器に関する研究・開発
・慣性センサを用いた運動計測

研究内容：
＜車いすの操作力の計測＞（単独研究）
車いす操作の負担軽減に関する研究を行っています．６軸力覚センサを車軸上に設置し自走式
の車いすの操作力を計測することで，車いす操作の特性を明らかにし，負担軽減が可能な理想的
な車いす構造を検討します．
＜養育支援機器の研究開発＞（共同研究）
重度の心身障がい児をかかえる養育者を対象とした支援機器の開発を行っています．児を抱え
た状態での養育における負担軽減を目的とした支援機器です．養育の特殊性を考慮した機能を有
しています．
(特許第６４７６３９０号：起立着座支援椅子（２０１９／２／１５）)
＜慣性センサを用いた運動計測＞（共同研究）
下腿義足のアライメントについて，慣性センサを用いた運動計測によりその評価法を検討しています．

図１ 操作力計測用の車いす

図２ 起立支援機構の試作機

図３ スポーツ用義足の走行分析

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
6 軸力覚センサ（NITTA Co.Ltd）

騒音計（ONO SOKKI Co.Ltd）

6 軸力覚センサ（Leptrino Co.Ltd）

デジタルオシロスコープ（Agilent Technologies）

小型 9 軸ワイヤレスモーションセンサ（Sport sensing Co.Ltd）

Maple12（CYBERNET SYSTEMS Co.Ltd）

DSP ワイヤレス筋電センサ（Sport sensing Co.Ltd）
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Technical
Support Skills

・We develop new welfare devices and systems for handicapped and elderly persons.
・Our study is concerned with the operating analysis using multi degrees of freedom
(DOF) force/motion sensor.

Research Contents
◆We investigate a wheelchair driving or assistance force for the improvement of functionality using
6 DOF force sensor. (see Fig.1 : Wheel axis-mounted 6 DOF force sensor)
◆We develop a new support device for parents/guardians with severe handicapped child.
(see Fig.2 : A prototype of the standing support chair)
(Collaborative research / Patent No.6476390)
◆We investigate the alignment of the trans-tibial prosthesis and the motion measurement method to
a quantitative and scientific evaluation using the multi-axis motion sensor.
(see Fig.3 : Installation of 9 DOF motion sensors and three dimensional motion analysis maker to the
trans-tibial prosthesis for track)
(Collaborative research)

Fig.1 Wheelchair with 6-DOF force sensor

Fig.2 Prototype chair

Fig.3 Motion analysis
using inertial sensors

Available Facilities and Equipment
6 DOF force sensor (NITTA Co.Ltd)

Sound-level meter (ONO SOKKI Co.Ltd)

6 DOF force sensor (Leptrino Co.Ltd)

Digital oscilloscope (Agilent Technologies)

9 DOF wireless motion sensor (Sport sensing Co.Ltd)

Maple12 (CYBERNET SYSTEMS Co.Ltd)

DSP wireless myoelectric sensor (Sport sensing Co.Ltd)

