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一短報一
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要約

本研究では、路面状況の違いによる富導犬の歩行動作への影響について明らかにすることを自的とした。

試験には事導犬割練犬4頭を供試した。試験条件としてアスフアルト、砂利、 7.k床の 3種の路面を設定し

た。試験では、全長 9m×幅 2-l.3mの通路を作成し、訓練士とともに歩行させた。供試犬は腰部に加速

度計を設置するとともに、前肢手根部、肘、肩関節、後肢飛節、膝関節、股関節部の 6笛所にマーカーを

添付し、側面から歩行動作を撮影した。加速度データから歩行リズムの対称性、規則性、安定性を評価す

るとともに、歩行動画から肘関節および飛節の最大伸展角、最小屈曲角、前後肢端の最大地上部高、歩幅、

歩行速度を測定し、各路面の歩行動作への影響を評錨した。歩行リズムは、路面開で有意な差は認められ

ず、肘関節および飛節の最大伸展角および最小屈曲角、前肢の最大地上部高、歩幅にも路面開で有意な惹

は認められなかった。一方、後肢の最大地上部高は、砂利でアスフアルト（Pく0.05）、水床（P=0.05）に

比べて高くなった。 歩行速度は、砂利が水床に比べて遅い傾向が認められ（？と0.072）、人と犬の歩行速

度誤差は、砂利が水床に比べて大きい傾向が認められた（P=0.074）。以上より、路面構造の違いは、

犬の歩行リズムや歩行動作には大きな影響を及ぼさないが、歩行速度や誘導状態に影饗する可能性が考え

られた。

キーワード：犬，動画解析， 3軸加速度計，歩様，誘導

緒言

とは、視覚障害者を安全かっ快適に誘導

する犬のことであり、第一次世界大戦後ドイツで

失明した兵士のために、犬の訓練を行ったことが

始まりとされている（神作博 2003）。現在では、

世界各患で盲導犬の訓練が展開されており、日

でも 10団体 13ヵ所の部練施設で富導犬の育成が

行われている（厚生労働省 2013a）。しかし、実鍋

頭数で見てみると、イギワスが約 4600頭、アメリ

カでは 8000頭以上、ドイツが 1500-2000頭と言

われているのに対し、呂本では 1000頭前後と、こ

こ数年ほとんど増えていない（庫生労働省 2013bラ

EBU 2013）。また、 10万人あたりの普及頭数でみ

ても、イギリスで約 6.9頭、アメリカで 3.8頭、ド

イツで2.2頭であるのに対し、日本0.6頭と他の先

進国に比べてまだまだ低いのが現状である（神作

博 2003）。

の頭数がなかなか増えない大きな理由の
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一つには、高額な育成費用の問題がある。多くの

育成団体は、毘や自治体の補助金は一部で、大部

分が寄付などで成り立っているが、富導犬を育成

するためには、 1頭あたり 300万円もの費用がかか

る上に、育成した犬のすべてが盲導犬になれるの

ではなく、気質や仕上がり状態の関係で富導犬の

適性がないと判掛される犬も少なくはない。その

ため、育成の初期段階での適性の発見を目的とし

た早期適性診断に関する研究（ぬ101 ら 1988,

Kikkawaら2004,Mizukoshiら2008）や生殖工学的

手法を用いた高適性血統の増殖に関する研究

(Fuyuno 2007, Suwaら2009）などが、
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の中心となってきた。しかし、普及に際しては、

候補犬の個々の性質や使用環境に合わせた訓練法

の確立、実際の誘導能力の評儲も不可欠である。

特に、誘導対象である視覚樟害者においては、イ

ンターロッキングブロックや小舗石による舗装の

凹凸、化粧コンクリート平板の滑りやすさなどの

歩道の路商状況が、歩行中の樟寄となっていると
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ともに転倒事故の大きな原因となっていることが

指摘されているが（津田 2002）、このような歩行環

境と富導犬の誘導機能に関する研究はほとんど行

われていない。視覚障害者のより自立した社会参

加を可能とするよでも、様々な条件における

犬の誘導機能の評価は不可欠である。そこで本研

究では、盲導犬による人の誘導において、バリア

ーとなりうる路面状況の違いが、盲導犬の誘導歩

行にどのような影響を及ぼすのか、歩行解析の手

法を用いて明らかにすることを目的とする。

材料と方法

1.調査個体

財団法人東沼本盲導犬協会で訓練されていた誹

練犬の 4頭（個体名：パドル、ベッパ一、ウェリ

ナ、ウーノレ）を調査対象とした。パドル（体重 28.0kg,

体高64cm，体長63cm）とベッパー（体重27.0kg，体

高64cm,f本長 63cm）は、ラブラドールレトリパ

ーとゴールデンレトリバーとの一代雑種であり、

月齢は24ヵ月齢（2009年 7月27自時点）のオス、

ウェリナ（体重22.8kg，体高 51cm，体長 54cm）と

ウーノレ（体重23.6kg，体高 5lcm，体長 54cm）は、

ラブラドーノレレトリバーであり、月齢は 19ヵ月

(2009年 7月27日時点）のメスで、それぞれ異な

る母犬からの開腹子であった。また、 4頭とも TP3

と呼ばれる最終適性評姉テストを合格した訓練犬
で、あった。

2.調査方法

①調査路麗の設定

コントロールとしてのアスフアルトに加えて、

砂利、 7.k床の計3種類の路面を調査路面として設

定した。アスフアルトは、東日本盲導犬協会の敷

地内にあるアスフアルト道路を使用し、誘導には

lmの揺があれば支嘩をきたさないという訓練士

の助言に基き、全長 9m×幅 l.8ml2正面を調査路面と

した（FigureIA）。砂利は、間施設に隣接する駐車

場の砂利場（粒窪： 2.69土0.87cm程度）を使用し、

D:Path design 

'"' 

1吋：t’m

•m 轟削n

議
議叫抽出

Figure 1. Picures of each experimental road (A, B, C) and path design (D). Center hatching 
area indicated measured zone. 
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全長 9mx揺 2.0m区画を調査路面とした（Figur・6

lB）。水床は、同施設内のリノリウム床通路を使用

し、全長 9mx幅 1.3m区画を諦査路面とした（Figure

lC）。なお、水床は、水をつけたモップにより調査

路面を濡らすことで、滑りやすい状態にし、この

作業は一部の歩行試行ごとに行った。謂査に使用

したすべての路面は、傾斜がなく平らな路面であ

り、大きなくぼみや落ち込み、で、っぱりなどは見

られなかった。 9mの試験IR酒の両端には、自安と

なるように lmごとにコーンを設霊し、安定した歩

行データが採取できると考えられた中央 3mを調

査豆間とした（FigurelD）。

②調査機器の設定

歩行時の犬における身体の援嬬を損IJ定するため、

調査個体の腰椎の位置にバンド（BUSTB AND“ACE 

LLアルケア株式会社）を巻き、正中線に平行にな

るように 3次元加速度計（HOBOベンダント Gロ

ガー米国オンセットコンピュータ一社）をガムテ

ープによりバンドに固定した。また、歩行動作の

変化について動画による解析を行うため、調査個

体の動画撮影商の左前脚の手根部、肘、肩関節、

左後脚の飛節、膝関節、股関節部の各関節にマー

カーとしてガムテープ片を装着した。なお、歩行

の際は通常の誘導歩行状態を想定し、調査個体に

ノ＼ーネスを取り付けた。調査時はハンディカメラ

(DCR-SR65, SONY）を調査区間の中央地点の手

前倒ラインから垂藍に 4m離れた地点に設置し、シ

ーンセレクションの fスポーツモードj で、犬の

左側面から諦査毘関における犬の歩行をすべて撮

影した。

③調査手）I慎

調査は2日間に分けて行い、 113目にアスフア

ルトと砂利、 2呂田に水床で行なった。歩行調査

前に、訓練士と犬がスタート（ 0m地点）で待機

し、犬に対し f歩けj の支持を出して歩行を開始

した。ゴール地点（ 9m地点）では訓練士が止ま

ることで犬を止まらせた。 4頭の試験犬とも本試

験前に各路面を予備歩行させ、その上で、試験歩

行を各路面につき連続して 5回行った。試験歩行

持は常に犬が詩II練士の左織になるようにし、犬の

ペースにより誘導歩行させた。また、訓練士はす

べて間ーであり、自穏しはしなかった。加速度計

は、最初の歩行を開始する宜前に起動させ、それ

と同時にストップウォッチを起動させ、歩行時間

（鵠査芭間に左右どちらかの前足が入った瞬間と

その前足が出た瞬間の待問）を記録した。試験中

における自立った騒音はなく、 7}(床以外の路面は

乾いている状態だった。

3 解析方法

誘導歩行の安定性を評｛認するために、前後軸に

おける加速度データを採用し、 Matsuuraら（2013)

の方法に準じて歩行摸式の対称性、規則性を評価

した。一般に動物の歩行は、左右の足が交互に出

され、それに続いて向恒ljの足が再び出されること

で維持される。したがって、それらの動きには自

ずと左者対称および問視lj周期的リズムが生じる。

加速度計では加速度変化を通じてその興期を記録

することができる。本法は、動物が歩行する際に、

左右の肢が交互に訴に出ることで発生する加速度

開期と歩行を続けた場合に関側の肢が再び前に出

ることで発生する加速度周期に着目し、それぞれ

の属期のスベクトル解析に伴う自己相関係数の鑑

（それぞれは対称性、規射性の指標。安定性はそ

の合計値）から歩行様式を評価するものである。

解析にあたっては、統計ソフト Kyplot5.0 （株式会

社カイエンス）を使舟し、 MEM法によりスベクト

ノレ解析を行うと同時にそれぞれの自記相関係数を

出した。

一方、歩行動作の解析にはビデオ動画解析シス

テム Frame心IASIV （株式会社ディケイエイチ）を

使用した。本システムでは、動繭を AVIファイノレ

形式で散り扱うため、解析にあたり、試験時に撮

影した全ての動繭ファイル（MPEG4ファイノレ形

式）をフリーソフトの AVSVideo Convetier (Online 

Media Technologies社）を使い、 AVIファイノレ形式

へ変換した。また、解析にあたっては、 1秒間の

動臨を 30コマに分け、調室区域内におけるすべて

の酉像について、調査犬のマーカーポイント計 8

カ所にプロットを行った。調査項目として、誘導

歩行持の前足の肘関節および後足の飛節の最大伸

展角、最小臆曲角を Frame幽 DIASIVの角度変位計

測システムにより計測した。また、前足および後

足の足先の最大地上部高を座擦の位置変位計測シ

ステムにより計践した。さらに、歩行速度を座標

の移動速度誤算システムにより計測したc また、

調査路面毎に訓練士の歩行速度も計測し、 1コマご

とに供試犬の歩行速度との誤差を算出することか

ら誘導歩行時の供試犬と人の一体性を評価した。

なお、それぞれの艦については、各項呂ごとに平

均値を算出し、供試路面を闘定効果、供試犬を変

量効果とした一般線形混合モデ、ルにより比較を行

った。また、回定効果関に有意性が見られた場合、

BonfeIToniの不等式により条件関による多重比較

を行ニった。

結

歩行リズム、歩持動作および歩行速震の結果を

Table 1に恭した。歩行リズムの対称性は、アスフ

アルトで 0.11~0.旬、砂利で 0.16-0.34、水床で、 0.37

-0.54で、路面開で有意な差は見られなかった

(F (2,6)=2. 60ラ NS）。 規則性は、対称性よりも島己
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相関係数の値が低く、アスフアルトで 0.04-0.36、

砂利で0.04-0.13、水床で、0.16-0.30であり、路面

開で有意な差は見られなかった何日l=2.73,NS）。

対称性と規則性の合計指壊である安定性について

もアスフアルトで 0.21-0.95、砂利で 0.19-0.47、

水沫で、 0.52-0.83と路面間で有意な差は認められ

なかった（Fc2.6J=2.67ラN針。

歩行動作に関しては、前肢の肘関節と後肢の飛

節における最大神震角および最小鹿曲角、前肢の

最大地上部高、歩幅には、路車問で有意な差はみ

とめられなかったが（Table1）、後肢の最大地上部

では、路面間で差がみとめられ（FC2.6「15.3,

P<0.005）、砂利では、アスフアルト（P<O.町、

Bonferroni post-hoc test）、 7k床 (Pコエ0.05, Bonfenoni 

post寸ioctest）に比べて高くなった。

手ljが水床に比べて人と犬の歩行速度のずれが大き

い傾向が認められた（P=0.074,Bonferroni post-hoc 

test）。

考察

本務究では、富導犬の誘導歩行に立すする路面状

態の影響について、アスフアルト、砂利、水球の

3路面を設定し、誘導歩行時の犬の歩行リズム、

歩行動作、歩行速度から評髄するとともに、人の

誘導円滑性の指壊として、人と犬の歩行速度誤差

について調査を行った。

歩行速度は、路面開で異なり（F＜工6)=5.38,pく0.05）、

砂利が水球に比べて運い傾向が認められた（P

歩行リズムにおいては、路面の違いによる大き

な影響は見られなかった（Table1）。誘導時の歩様

l士、常歩（walk）からアンブル（amble）であった

が、このような歩識においては、一般的に 1歩行

馬期 4拍 子 の リ ズ ム と な る （Nunamaker と

Blauner・1985ラ多賀と村田 2001）。四足動物におい

ては、このような歩行動作中は、一般的に 2本も

0.072, Bonfenoni post七octest）。一方で、保試犬に

よる人の誘導歩行の一体性に関しでも、路面開で

異なる傾向がみとめられ同工6）出4.44,p口0066）、砂

Table 1 Gait difference in each rひadcondition. 

Treatment 

Asphalt Gravel Wfloor 

Symmetry 0.436 0.264 0.411 

Regurality 0.236 0.086 0.193 

Stability 0.672 0.349 0.604 

Max angle of extended front elbow joint （。） 164.0 165.3 170.0 

Max angle of extended hock joint （。） 168.0 161.8 167.5 

Min angle of flexed front elbow joint （。） 127.0 126.3 132.3 

Min angle of flexed hock joint （。） 126.0 128.5 129.8 

Max height of frontpad (cm) 12.0 12.5 12.3 

Max height of rearpad (cm) 6.2 10.1 6.0 

Stride length (m) 0.492 0.481 0.492 

Gait velocity (m/sec) 0.747 0.638 0.735 

Gait velocity gap between dog and human 
0.331 0.394 0.273 

79 

S.E. Significance 

0.051 ns 

0.041 ns 

0.092 ns 

3.534 ns 

4.735 ns 

3.741 ns 

3.783 ns 

1.787 ns 

0.599 合

0.011 ns 

0.026 * 

0.029 P=0.067 
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しくは3本の肢が地面と接している状態であるが、

路面の状況が良くない場合や肢の誠子が惑い場合、

安定度を高めるため 3本の肢での歩行割合が高く

なることも知られている（Wachenfelt ら 2009,

Flowerら 2005）。今回は各路面における歩行時の

支持肢数ごとの支持時間については解析に加えら

れなかったが、路部状況が異なったとしても支持

肢数および支持時間を調整することにより、体勢

を一定の状態に保ち、安定的な歩行リズムを維持

していた可能性が考えられた。

歩行動作についても、砂利の場合で後足の最大

地上部高が高くなっていたのみで、各路面で大き

な違いは見られなかった。ウシ（PhillipsとMonis

2000,2001）やブタ（Wachenfeltら2009）などの有

蹄類においては、 7J＜や糞尿により滑りやすくなっ

ている路面においては、横滑りを防ぐために、な

るべく垂直に荷重がかかるように肢を運んだり、

歩l揮を鎧くすることも知られているが、そのよう

な傾向も特に認められなかった。今回見た関節は
前肘と飛節だ、ったが、歩行時のショックの吸収や

出凸路面における安定性には、本調査で注目した

関節だけでなく、鑑関節（pastern）の柔軟性も

な役害1］を担っていることが指摘されており（多

と村田 2001）、他の関節部位の挙動についても

詳細に見る必要’院が示唆された。 また、人の転倒

おける環境要因のーっとして敢り上げられ

ている水床（Cham と Redfern2002ラ Menant ら

2009）を誘導歩行における障害路間条件として設

したが、誘導への影響はほとんど見られなかっ

た。水のないリノヲウム床でも歩行時の摩擁抵抗

は小さく、制動時にスリップの恐れがあることも

指捕されているが、犬の場合、歩行動作への影響

は殆ど無いことも報告されており（Kapatkinら

2007）、この路面条件の誘導歩行への影響は小さい

ものと考えられた。

一方で、歩行速度は砂利路面において遅くなり、

人と犬の歩行速度誤差も大きくなった。砂利路聞

は、アスフアルト路面やリノリウム路部のように

一定な講造ではなく、歩行持の荷重により床材で

ある砂利が動いてしまうことから、歩行動作が不

なることが、ヒトの歩行試験において報告

されている（J11中と佐々木 2010）。歩行速度は、

通常早くなるほど肢にかかる荷重が大きくなるこ

とが知られているが（Nunamakerand Blauner・1985）、

砂利のような諮躍では、その可変的構造により、

歩行時の推進荷重が分散され、安定した構造のア

スフアルトや水床と同じような誰進力が得られな

い。また、構造上歩行時に常に一律の床反発力を

得ることができないことから、運肢場所によって

はバランスを崩す可能性も高くなることも予想さ

れる。すなわち、砂利路面では、誘導歩行時の推

進力が分散されたことと、安定した誘導姿勢の維
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持のために、盲導犬の歩行速度が遅くなっていた

ものと考えられた。このことは誘導される人にも

影響する。不安定な砂利路面では、平塩な路面と

比較して立脚期の膝関節の伸農の減少、それに伴

う重心移動性に不備が生じることが指摘されてい

る（川中と佐々木 2010）。また、不整路面では歩

行速度が低下するだけでなく、歩幅や遊脚時間な

どの歩様の変化も見られることも報告されている

(Menantら 2009）。すなわち、犬の誘導速度が遅

くなることと人の歩様変化が犬と人との歩行速度

誤差を大きくしていた可能性が考えられた。

以上より、盲導犬の誘導歩行における路面構造

の違いは、富導犬の歩行リズムや歩行動作には大

きな影響を及ぼさないことが明らかとなった。

方、犬の歩行推進力や人の歩行に影響するような

路簡構造の場合、歩行速度や誘導状態に影響する

可能性も考えられた。今西の実験では、

犬の歩行への影響について注目して競査を行った

が、誘導の影響を考えれば、誘導される人への影

響についてより詳細に見る必要がある。すなわち、

富導犬の歩行状態と問時に、誘導時の人の歩行姿

勢や歩行ジズム、人と犬とをつなぐハーネスの動

きへの影響等についても評価していく必要がある

ものと考えられた。また、今回は平坦士宮における

歩行状態の比較であったが、実際の通行帯は坂路

や横断勾配のある歩道なども多く、路面の摩擦抵

抗や荷重バランスも変記することから、それらの

影響についても検討する必要が示唆された。

~~1 ！幸

本研究の一部は、茨城大学農学部研究助成金の

援助を受けて行った。関係各位には、この場を借

りて御礼申し上げる。
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路面状況と盲導犬の誘導歩行

Gait analysis of guide dog in different road condiをions
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Sum蹴 ary

This study was conducted to cla行方theeffects of road conditions on the gait of a guide dog. Four guide 
dogs were used as subjects. Asphaltラ gravelフ andwater floors were set up as experiment road conditions. 
During the experimentラ thetrainer and a subject dog with a harness walked along these straight paths (9 m 
x 2-1.8 m). A 3D accelerometer was attached to the loin of each dogラ withsix markers attached at the 
carpusラ elbowラpointof shoulderラ hockjoin仁stifle,and major trochanter. Their gait was recor・ded会omtheir 
left side using a video recorder. The symmetryラ regularityラ andstability of the gait rhythm were evaluated 
using acceleration data with fast Fourier transformation. The kinetic state of the gait was evaluated by the 
maximum and minimum angle of elbow and hock joints, maximum height of front and rear pads, and stride 
length for each road condition. The gait velocity of each dog and trainer was also measured from video 
images. No difference was found in their gait rhythmsラ maximumor minimum angles of elbow and hock 
jointsラ maximumheights of front padsラ orstride lengths in these road conditions. However, the maximum 
height of the rear pad in gravel was higher than that on asphalt (P < 0.05) or on a water floor (P = 0.05). 
The gait velocity in gravel tended to be lower than that on a water floor (P = 0.072). The gait velocity gap 
between a dog and human in gravel tended to be gi‘eater・thanthat on a water floor (P = 0.074). Results 
show that different road conditions can affect the gait velocity and guide walking, but not the gait rhythm 
or kinetic state of guide dogs 

Keywords: dogラ motionanalysis、3Daccelerometerラ gaitラ guide
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