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Abstract: Lower back support muscle suit is applied to the work of lifting heavy material in the material handling field and
also care giver, in order to reduce the workload. Over 3400 muscle suits have sold so far as lower back support device. Since
estimation of assist effect is also important as well as developing devices, this paper presents analysis results in terms of
reduction of muscle use during motion by using The AnyBody Modeling System™.

１．緒言

気圧式のためコンプレッサが必要となるが，軽量で柔
は，
「生きて

らかく，非常に大きな収縮力を発生するという特徴が

いる限り自立した生活を実現する」装置をめざし，2000

あり，人間の動きを補助するためには適していると考

年から開発を始めた．腰補助（「腰補助用マッスルスー

えた．マッスルスーツで使っている McKibben 型人工筋

装着型筋力補助装置：マッスルスーツ

○
R (1)

ツ 」）は 2006 年より開発を開始し，大学発ベンチャー

肉は，直径 1.5 インチ，長さ 300mm，重さ 130g で，

(株)イノフィス から販売している．マッスルスーツは，

0.5MPa の供給により最大 200kgf の引張り力を発生す

他社製品と比較し，唯一，空気圧により駆動する

る．また，100 万回以上の繰り返し収縮を実現している．

McKibben 型人工筋肉を動力として使用していることを

以下に原理を説明する．

○
R

(2)

特徴とし，腰補助用マッスルスーツの標準モデルの場

図 1 に McKibben 型人工筋肉の構造と動作メカニズ

合，140Nm（約 35kgf）という大きな補助力で滑らかに

ムを示す．伸縮性のないポリエステルモノフィラメン

着用者の動きをサポートする (3)．2014 年に販売を開始

ト製の繊維コードを格子状に編んだスリーブでゴムチ

したが，作業者を対象とした装着型筋力補助装置とし

ューブを覆い，スリーブの両端を固定するだけの簡単

ては世界初だと思われる．開発当初からユーザの意見

な構造となっている．チューブ内の圧力を上げるとチ

を取り入れてきたため，シンプルな構造と類似製品に

ューブは半径方向に膨張し，このとき生じる円周方向

比べて安価な価格（50 万円から 80 万円．他社製品は

の張力が繊維コードにより軸方向の大きな収縮力に変

100 万円以上）を実現し，工場・物流・介護，建設，農

換される．

業分野など，これまでの出荷台数は 3400 台を超えた．
ところで，装置の開発と同様に重要なことは，その効
果の評価である．これまで，筋電位を用いた評価

(3)(4)

Rubber
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，

作業量を指標とした評価 ，近赤外光（NIRS）を用いた
(5)

評価(6)，重心移動を用いた評価(7)，などを行ってきたが，
新たに，筋骨格モデリングシミュレーションソフト

130g

AnyBody を用いた定量的な補助効果について報告する．
本稿ではまず，マッスルスーツの概要を述べ，AnyBody
による解析結果を紹介する．
Compressed air

２．腰補助用マッスルスーツ

F

2.1 McKibben 型人工筋肉

F

国内の類似製品は全てモータ駆動であるが (8)-(12)，マ
ッスルスーツでは，空気圧駆動の McKibben 型人工筋肉
を採用している．McKibben 型人工筋肉は，1957 年に
Joseph McKibben により，四肢疾患のリハビリテーショ

Fig.1 Structure of McKibben-type artificial muscle

ンや装具用のアクチュエータとして発明された (13)．空
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図 2 に，0.5MPa と 0.3MPa を入れた場合の，引張力

腰を落として脚の力で物を持ち上げる動作のどちらに

と収縮率の関係を示す．これより，自然長で 200kgf，そ

も補助力を発生し，結果として腰や脚への負担を軽減

れより伸ばした状態では約 225kgf と，非常に大きな引

する．腰補助用マッスルスーツでは，労働基準法の第 6

張力が確認できる一方，収縮すればするほど，引張力が

章（衛生基準）をもとに，常時取り扱う重量は最大でも

減ることが分かる．そのためマッスルスーツでは，10%

30kg 程度と考え，補助力 30kgf を実現するために，上

程度の収縮率の範囲内で動作するように設計している．

部に 30kgf（約 300N）が集中しても補助できるトルク

2.2 動作原理と特徴

（伸展モーメント：下半身に対して上半身を起こすト

図 3 右において，黒い円で表すプーリ（固定プーリ）

ルク）である 120Nm をマッスルスーツの補助力の目安

の周りを白抜きの円が回転する．白抜きの円には背中

とし（腰の回転中心から腕までが 0.4m と仮定）
，このト

フレームが接続されており，人工筋肉の上部一端を背

ルクを実現するために，McKibben 型人工筋肉を左右に

中フレーム上部に固定し，他端につけたワイアをプー

2 本ずつ，合計 4 本使用している（標準モデル）
．図 4

リを介して固定プーリに接続する．これにより，人工筋

に実際に計測した伸展モーメントを示す．これより，

肉の収縮力が固定プーリ回りの背中フレームの回転力

0.5MPa を供給する場合は，目標値を上回る 140Nm が発

となり，上半身を起こす力となる．また，固定プーリか

生できていることが分かる．
補助力の強さに加え，脱着の容易さも，実際に使用し

ら腿フレームを伸ばし，それに取り付けた腿前面を覆
う腿パッドにより，上半身を起こす力の反力を受ける．

てもらうためには非常に重要な要素である．マッスル

Contractive force [kgf]

スーツは，背負った後に腰ベルトを締め，腿パッドを腿
250

の前に持ってくるだけで装着が完了するため，慣れる

200

と 10 秒程度で装着でき，ワイシャツを着るよりも早く
装着も脱着もでき，この脱着の容易さもマッスルスー

150

ツの特徴の一つである．
以上，マッスルスーツの特徴をまとめると，以下のよ

100

うになる．
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(1) 空気圧式 McKibben 型人工筋肉の採用により十分
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な補助力と滑らかな動きを実現
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(2) 持ち上げる場合も降ろす場合も補助が可能

Contractive rate [%]

(3) 用途に応じたインタフェースを用意
(4) 簡易な脱着（10 秒程度）
なお，腰補助用マッスルスーツは，2015 年に CE マ
ーキング自己宣言を行っている．

Fig.2 Output of McKibben-type artificial muscle
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Fig.3 Conceptual structure of muscle suit
この構造では，上半身を起こすトルクを腿で直接受
け，腿に対して上半身を回転させ，腿と上半身がまっす
ぐになるように補助力が働く．そのため，腿を直立状態
で上半身を起こす動作，及び，上半身を直立状態にして
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Fig.4 Output torque of muscle suit

120

2.3 スタンドアロンモデル

の伸展モーメントが実現できる．これは，回転中心から

腰補助用マッスルスーツは，分野を問わず，利用者か
ら補助力は十分で腰は楽になると言われる一方，

0.4m 離れた位置（腰から腕までの長さ）で約 25.5kgf
（250N）の補助力を発生することに相当する．また，最

① コンプレッサとコンプレッサから空気圧を供給す

初に入れておく空気圧の大小により，最大伸展モーメ

るチューブ，もしくはタンクが邪魔で使いにくい

ントも変化することが分かる．これは，作業内容により

② スイッチなどのインタフェースの扱いが面倒くさ

使用者が伸展モーメントを調整できることを意味し，

い，もしくは適していない

柔軟な対応ができると言える．

③ 重い（6kg 以上）

次章の実験では，このスタンドアロンモデルを対象

というご指摘を常に頂いていた．そこで，これらの問題

とする．

を解決した「スタンドアローンモデル」を開発し，2015

軽補助タイプに空気を封入

Extension moment [Nm]

年 11 月に公表した．簡単に原理を紹介する．
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Fig.5 Shape of McKibben artificial muscle for each posture
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Fig.7 Output of stand-alone model
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通常のマッスルスーツでは，McKibben 型人工筋肉に
外部から圧縮空気を供給するが，スタンドアローンモ

250

デルでは，このように最初に空気圧を入れるだけで，大
きなトルクが発生できる．従って，コンプレッサもチュ

Fig.6 Volume change of McKibben artificial muscle

ーブもタンクも不要になり，自分で力の方向を変える
使用している McKibben 型人工筋肉は，外部からの力

だけで良いので，インタフェースを使う必要も無い．さ

で伸びる特性を持つ（伸びないタイプもある(14)）
．マッ

らに，バッテリー，電気回路，電磁弁なども必要が無い

スルスーツを装着している場合，体を屈曲し，前傾にな

ため，軽量化（最新の Edge モデルは 4.3kg．これまでは

ったりしゃがんだりすると，図 5 に示すように人工筋

5.3kg 以上 g）とコストダウンが可能となった．

肉は伸ばされる．
この時の人工筋肉の体積変化を図 6 に
示す．この図から分かるように，体積は減少し，半分以

３．Anybody による補助効果解析

下となる．従って，直立時にある程度の空気圧を入れて

AnyBody Modeling System(15)の筋骨格解析とモデル化

空気の出入りを遮断すると，屈曲により体積が減るた

機能を用い，腰補助用マッスルスーツ・スタンドアロン

め，
（圧力）×（体積）が一定であることより（ボイル

モデルの人体への影響を評価するモデルを作成した．

の法則），内部の圧力は増加する．例えば，直立時に

そして，身長 170cm，体重 68kg の男性にそのモデルを

0.2MPa の空気圧を入れることで，屈曲により体積が

当てはめ，次の 2 つの動作を行い，3 次元モーションキ

1/2.5 になるとすると，圧力は 2.5 倍の 0.5MPa となり，

ャプチャにより動作を取得して，最初に 0.2MPa の圧縮

外部から 0.5MPa 供給する場合と同等の引張力が発生可

空気を入れた腰補助用マッスルスーツ・スタンドアロ

能となる．結果として，図 7 に示すように，約 100Nm

ンモデルの有無による影響を調べた．
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条件 1：

体幹を屈曲し，床に置いてある 12kg の保

存水ケース（幅 370mm，高さ 220mm，奥行き 250mm

ベルトと左右の腿パッドがそれぞれ 125N 作用するよ
うに，角度に応じて補助力を比例配分した．

で，両サイドに取っ手がある）を右側から左側へ運び，
再び床に置く．

腰椎椎間板圧縮力について，条件 1 の結果を図 8 に，
条件 2 の結果を図 9 に，緑色の線で示す．これより，条

条件 2： 立位姿勢からしゃがみ，繰り返し 3 回、シ

件 1 の保存水ケース移動の動作では，スーツ無では最

ョベルで床レベルにある雪を除雪する．ただし，ショベ

大 4500N，スーツ有では最大 3200N であり，71％に減

ルの質量は 1kg で，先端に雪の質量として 2kg のペッ

少していることが分かる．また，条件 2 のショベル除雪

トボトルを固定した．

動作では，スーツ無では最大 3600N，スーツ有では最大
2000N を示し，56％に減少していることが分かる．

Without muscle suit

Without muscle suit

With muscle suit
With muscle suit

Fig.8 Lumber joint compression force in case 1

Fig.9 Lumber joint compression force in case 1
腰補助用マッスルスーツの質量は 5.1kg なので，構造
に基づき配分する．また，補助力は最大約 250N である

NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)の荷物取扱基

が，簡単のため，直立時 0N，屈曲 90 度以降で左右の肩

準でも採用されているように，一般的に腰部椎間板の
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許容荷重(限界値)は 3,400N（図 8，9 に赤線で記入）で
ある(16)．この値は，統計的に約 30%の人に障害が発生
する可能性がある値に相当する．図 8，9 より，AnyBody
による解析は，マッスルスーツ使用でこの値以下で作
業が行えることを示している．

４．結言
本稿では，これまでに 3,400 台以上を出荷した腰補助
用マッスルスーツについて，筋骨格モデリングシミュ
レーションソフト AnyBody を用い，腰痛の原因に直結
する腰椎椎間板圧縮力を求め，マッスルスーツの効果
を検証した．その結果，大幅な圧縮力軽減が確認できた．
今後は更なる検証を行い，より効果的な措置の開発
を進めてゆく．
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