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農業用パワーアシストスーツの紹介

八木栄一 *

〔キーワード):パワーアシストスーツ，装着型ロ

ボット，外骨格型ロボット，軽労

化，腰痛防止，持ち上げ，中腰，

運搬，歩行

1.はじめに

日本の農業においては後継者不足から少子高齢

化が急速に進み，農林水産省のデータ 1) によると

2014年の農業就業人口は約 227万人で， 2007年の

約 312万人と比べると 27%の減少で， 65歳以上の

高齢者の割合は 64%となっている.一方農業従事者

は収穫物などの重い荷物を持ち上げて運搬するこ

とが多く腰痛を患っている方が多く，また長時間中

腰作業を強いられることが多い.さらに急傾斜地で

の栽培地などでは特に歩行支援など，農作業の軽労

化が望まれている.そこで高齢な農家を手助けし，

力の弱い若者や女性が農業へ参入し易くするため，

ロボット技術が進んでいるわが国において，農作業

を軽労化するロボットを実現することが望まれて

いる.

このような状況のもと，実用化間近なパワーアシ

ストスーツを開発したので紹介する このパワーア

シストスーツは，左右股関節付近に配置した電動

モータにより，坑重力方向に重量物の持ち上げや中

腰や歩行をアシストする.また受動回転軸を配置す

ることにより，アシスト方向以外の装着者の動作を

拘束しないメカニズムである.さらにスムーズ、なパ

ワーアシスト制御を実現するためには，パワーアシ

ストスーツが装着者と同時に動作する必要があり，

このため装着者の動作意図を推定することが重要

である.この動作意図推定方法として，従来用いら

れていたノイズに弱し、表面筋電位信号のような生

体信号を用いないで，股関節角度やフットスイッチ

などの力学的計測信号を用いる方法を提案した.実

験結果により提案したパワーアシストスーツの有

効性を確認したので紹介する.

'和歌山大学産学連携・研究支援センター (EiichiYagi) 

2. 開発の経緯

筆者らは，筋力が弱い若者や女性が農業に新規参

入し易くし，筋力が弱った高齢者が少しでも長く農

業を続けられるために，装着型のパワーアシストロ

ボットであるパワーアシストスーツを 2005年度か

ら研究している 2).2009年度には肩と肘関節をエア

式ロータリアクチュエータで，股と膝関節はエアシ

リンダでアシストするエア式の全身フレームタイ

プを開発したが，このプロトタイプ機の質量は40kg

であった 3).2010年度からは農林水産省の委託プロ

ジェクト研究に採択され，和歌山県をはじめ JAグ

ノレープ和歌山など多くの関係機関の協力を得て，和

歌山県工業技術センターと共同で研究を進め，県内

企業にて試作している.

農家からのアンケートを分析し，パワーアシスト

スーツの質量は 10kg以下を目標にし，軽労化のニー

ズが高い次の用途に絞り込んで開発している.図 l

に示すような30kgの米袋や20kgの収穫物であるみ

かんや玉葱のコンテナなど重量物の持ち上げ運搬

や中腰や傾斜地などでの歩行をアシストする用途

である.パワーアシストスーツの質量を 10kg以下

に軽量化するため，比較的質量の大きいコンプレツ

サを用いるエア式から，電動モータを用いる電動式

にした.また農業用に実用化するためは，従来から

用いられていた装着者の動作意図を推定するため

の表面筋電位センサは，装着が煩わしいなどにより

不向きである.このため表面筋電位センサのような

生体信号を用いずに，股関節角度や床反力センサな

どの力学的信号から装着者の動作意図を推定する

ようにした.さらに質量が大きい床反カセンサでな

く，フットスイッチを用いて動作意図推定できるよ

うにし，このスイッチ信号を無線化して実用化を進

めた.また開発当初パソコンで制御を行っていたが，

組み込みマイコンと携帯端末にて制御するととも

にコントロールボックスを防水仕様にした.なお図

2に，パワーアシストスーツ開発の経緯を示す.

2011年度から，和歌山県内の協力農家にて実証試

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY
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図 l パワーアシストスーツの適用例

2009年度 (40kg) 2010年度 (26kg)

〔用途全身アシスト〕

2010年度 (14kg) 20日年度 (9.5kg) 2011年度 (9.6kg) 2012年度 (7.4kg)

〔用途 上向き ・歩行アシスト) (用途 .持ち上げ・歩行アシスト〕

[肩 ・肘 ・股 ・JJ事関節の支援〕

[空気圧式〕

[肩 ・股関節の支援) (JI要・股関節の支援〕

〔電動式) (電動式〕

図 2 パワーアシストスーツ開発の経緯

験を実施している.2014年度には，和歌山県以外に

も全国 5県で実証試験を実施し改良を進めている

2015年度には，さらに大規模な導入実証試験を実施

する予定である.また 2016年度には，実用化し普

及し始めていく予定である.

3 従来のパワーアシストスーツ

パワーアシストスーツは，近年では 1960年代に

米国 GE社によって行われた全身フレームタイプの

油圧式で質量が 680kgあった Hardimanの研究プロ

ジェクトはじめ多くの大学や研究機関で研究され

ているの.

最近の圏内研究では，筑波大学の HALは股と 11奈

関節を支援する下肢フレームタイプの電動式の自

立歩行支援用途 5)などに開発されているまた筋肉

を動かそうと した時に脳から神経を通じて筋肉に

流れる微弱な表面筋電位信号を用いて筋肉が出そ

うとするトノレクを推定する方式や，表面筋電位信号

をトリガ信号にしてアシスト動作を行う方式を開

発 し， 実用化の先駆けとなった.東京理科大学の

マッスルスーツは，工場用に空気圧で伸縮するゴム

人工筋肉を用いて肩や腰関節をアシストし，手元ス

イッチなどによりアシスト動作を行う研究をして

いる 6) 北海道大学のスマート スーツ ・ライ トは，

弾性材を補助力源としたパッシブで軽量なスーツ

である 7) また東京農工大学では，農業用に肘と肩

関節を ON/OFFで固定支持でき，パネで円奈をアシス

トするスーツを研究している 8) パナソニック社の
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社内ベンチャ企業であるアクティブリンク社のパ

ワーローダーライトは，電動式で、装着者をマスター

としロボットをスレーブとして，マスターとスレー

ブ聞のカセンサを用いてフィードパック制御する

マスタースレーブ制御方式の研究を進めている 9)

本田技研工業株式会社が，自立歩行支援用にリズム

歩行アシスト 10)や工場用などに体重支持型歩行ア

シストの開発を進めている.

また海外では，米国で盛んに研究されている.軍

事用や自立歩行支援用に，カリフォルニア大学 11)

や MITやハーバード大学やロッキードマーティン

社などが油圧式や電動式や空気圧式で研究してい

る.ここでは特に実用化を目指した研究に着目して

列挙した上記以外にも多くの大学や研究機関で、パ

ワーアシストスーツの研究開発が進められている.

4 開発したパワーアシストスーツ

筆者らは，30kgの米袋や 20kgの果物などの収穫

コンテナなど重量物の持ち上げや中腰や歩行をア

シス トするパワーアシストスーツ 12，13)を開発して

いる 以下に詳細を述べる.

用いている電動モータは 80Wの ACサーボモー

タで，装着者が出せる力の範囲内に制限し，もし万

一誤って装着者の意図と逆方向にアシストしでも，

装着者がモータを逆回転できるようにしている.さ

図 3 パワーアシストスーツ概観

らに転倒防止の面から膝下部をフリーに動けるよ

うにして，安全面に配慮している.

電動モータは装着者の左右股関節付近に配置し，

抗重力方向に対してアシスト動作を行い，その他の

動作については受動回転軸を配置することで，パ

ワーアシストスーツを着用することにより装着者

の動作が拘束されないようにしている

フレーム構成部材には，超々ジュラルミンを使用

し必要な剛性を維持しながら軽量化をはかった.制

御手法については，装着者の股関節角度と靴底の

フットスイッチや手袋のタッチスイッチの入力パ

ターンにもとづいた動作意図推定を行うことに

よって，装着者の動作と同時にアシストが開始され

る手法を用いた.

4.1 パワーアシストスーツの構成

パワーアシストスーツを図 3と図 4に示す.構成

機器は，下体アシストアーム， 上体アシストアーム，

歩行制御用靴，および持ち上げと中腰制御用手袋で

構成されている.装着者とパワーアシストスーツは，

腰部や左右大腿部と胸部に配置されたベルトで固

定される.上体と下体のアームおよび腰フレームは

調整機構を有し，腰フレーム幅やアーム長を装着者

の体型に合わせることができる.歩行動作制御用靴

は，足底の爪先部と腫部にフットスイッチが取り付

図 4 パワーアシストスーツのメカニズム
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けられた専用靴であり，装着者はこの靴を履いて歩

行動作を行うことにより，適切な歩行アシストを受

けることができる.また持ち上げと中腰制御用手袋

には，タッチスイッチが取り付けられ，装着者は荷

物の持ち上げや中腰動作を行う場合に，タッチス

イッチを任意のタイミングで押すことでアシスト

を受けることができる.

パワーアシストスーツの質量は 7.4(kg) (最新版

では 6.2kg)で，またリチウムポリマー電池 (O.8kg)

の使用で約 2時間の稼働が可能である.屋外の使用

も想定されるため，電装品は IP3相当の防水機能を

有している.制御機器は，装着者背部に配置した組

み込みマイコン内蔵のコントロールボックス，左右

下体アームに配置したサーボドライパ，歩行動作制

御用靴の信号送信用無線装置，持ち上げと中腰制御

用手袋の信号送信用無線装置，およびパラメータ送

信とデータ受信用の携帯端末で構成されている.組

み込みマイコンには制御プログラムがインストー

ルされており，携帯端末からパラメータを送信する

ことによって，パワーアシストスーツが起動する.

歩行動作制御用靴のデータや持ち上げと中腰制御

用手袋のデータは，無線装置を介して組み込みマイ

コンにリアルタイムに送信され，動作意図を推定し

アシストに必要なトルクを算出し，サーボドライパ

からサーボモータへ出力している.

4. 2 パワーアシスト制御

パラメータ入力

パラメータ入力

図5 パワーアシスト制御の概略

パワーアシスト制御の概略を図 5に示す.歩行動

作制御用靴の爪先部と撞部に配置したフットス

イッチにて，床と足底の接離情報を検出する.また

サーボモータのエンコーダにて，装着者の股関節角

度を計測する.プログラムを起動させたときの姿勢

を原点として，股関節角度とフットスイッチ信号か

ら装着者の動作意図を推定し，歩行や持ち上げや中

腰動作に必要なアシストトルクを出力する.

パワーアシスト制御における重要な項目として，

装着者の動作意図推定がある.従来研究では装着者

の表面筋電位信号を用いて動作意図推定を行って

いた.しかし前述したように装着が煩わしいこと以

外にも，安定した計測が難しく，発汗による計測不

良や計測電極が脱落するなどの問題があった.また

人体の下体部は筋肉の付き方が複雑であるため，計

測位置を見つけにくいことや複数の筋肉が関わる

動作が多いため，正確な動作意図推定を行うには多

点計測が要求される.これらの問題は，労働現場の

使用を前提としたパワーアシストスーツで用いる

動作意図推定のデ、パイスとして現時点では不適で

あると考え，生体信号を用いない動作意図推定手法

を開発した.

4.3 歩行動作意図推定

人の歩行動作は，右単脚支持期(左遊脚)と両足

支持期および左単脚支持期(右遊脚)を繰り返す運

動である.この歩行周期の一部をもって，つまり両

アシストトルクの計算

アシストトルクの出力
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足支持期から単脚支持期に変化したとの情報で歩

行動作意図がある ことは推定できるが，歩行動作で

あると判断する ことはできない.そこでフットス

イッチによって計測された左右の足が交互に着地

している接離情報と ，サーボモータのエンコーダに

よって計測された左右股関節が交互に屈曲してい

る情報を組み合わせることによって，歩行動作を推

定している.装着者が一歩だけ踏み出したのか，歩

行中であるのかの判断をするため一定時間内に接

離情報と股関節角度情報のパターンの一致が連続

して発生した度合を歩行割合として O~lOO%間で

管理し，この歩行割合に応じてアシストトルクを増

減させることで，違和感の解消を行っている.

歩行のアシストトルクは，遊脚側には股関節角度

に応じて足を振り上げるのに必要なトルクを出力

し，支持脚側には股関節角度に応じて足を支持する

のに必要な トルクを出力している.

4.4 持ち上げと中腰動作意図推定

装着者が荷物を持ち上げるか中腰動作を行うた

めにしゃがみこむと，歩行時に逆位相に動作してい

た股関節角度が同位相の動作に変化する この角度

変化の違いをサーボモータのエンコーダで読み取

り，歩行動作からの切り替えを行っている.装着者

のしゃがみこみ動作が完了した時点で，しゃがみこ

み角度に応じた持ち上げや中腰動作に必要なアシ

ストトルクを決定し，手袋のタッチスイッチを押す

ことで，アシストトルクを出力して持ち上げや中腰

動作の支援を開始する.

5 パワーアシストスーツの効果検証

開発したパワーアシストスーツの有効性につい

て検証した.パワーアシストスーツを装着し，パ

ワーアシストスーツの効果が高いと考えられる重

量物持ち上げ動作を行い，装着者の筋活動がどの程

度減少しているかを検証した.図 6に示すように，

パワーアシストスーツを装着して， 10kgの米袋が2

袋入ったコンテナ(総質量 23kg)の持ち上げ動作を

行い，パワーアシストスーツを装着せずに同じ動作

をした場合との持ち上げ動作に関与する筋肉の表

面筋電位信号を比較し，アシスト効果を検証する.

装着者には持ち上げ動作開始タイミングのみ合図

を行い，以降の動作は装着者が自然な動作が行える

ように，時間的制約は設けなかった.

パワーアシストスーツ未装着時の脊柱起立筋(背

筋)の表面筋電位計測信号を図 7(a)に，パワーア

シストスーツ装着時の脊柱起立筋の表面筋電位計

測信号を図 7(b)に示すこれより，パワーアシス

トスーツ装着時は未装着時に比べて，持ち上げ動作

中の筋活動が大きく減少していることがわかる.ま

たパワーアシストスーツ未装着時は持ち上げ動作

時間が約 5.2sであるのに対し，パワーアシストスー

ツ装着時は約 4おとなり ，より短い時間で同じ作業

が行えることがわかった.

次にパワーアシストスーツ未装着時の脊往起立

筋と腹直筋および内側広筋の表面筋電位計測信号

をRMS処理し時間積分した値を !とし，装着時の

それぞれの値を比較した結果によると，筋活動が脊

柱起立筋では 48%，腹直筋では 37%，内側広筋で

開始 しゃがみこみ 持ち上げ しゃがみこみ 立ち上がり ・終了

図6 持ち上げ動作写真
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図7 脊柱起立筋の筋君主位生信号のアシス卜有無での比較

は9%減少していることがわかった

また呼気ガス分析実験を行い， Weirの式により算

出したエネノレギ消費量の効果について検証した.そ

の結果，パワーアシストスーツ未装着時のエネルギ

消費量を lとし，装着時の値を比較した結果による

と，エネルギ消費量が l回目のアシスト時で 30%，

2回目のアシスト時で20%といずれも減少している

ことがわかった.なお l回目に比して 2回目の方が

減少しているのは，実施する順序にかかわることか

ら，疲労の蓄積による影響と考えられる.

以上より開発したパワーアシストスーツは，重量

物の持ち上げ動作において筋電位の計測実験より，

筋力軽減に効果があることが確認できたまた呼気

4.0 5.0 6.0 

ガス分析実験により，算出したエネルギ消費量を評

価して，疲労度の軽減に効果があることが確認でき

た

6 おわりに

パワーアシス トスーツ開発の経緯と現状につい

てまとめた.今後とも実証試験を通して問題点を明

らかにし，改良を繰り返して実際に使えるようにし

たい.このため低コスト化や軽量化およびコンパク

ト化はじめ，装着者との親和性の改善や，よりス

ムーズなパワーアシスト制御を実現し実用化した

いと考えている 最後にパワーアシストスーツが，

農業者の負担を軽減し，高齢化する日本農業を支え
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る役割を果たす日が来ることを期待している.さら

に電動アシスト自転車が「高齢者の足」となって普

及しているように，パワーアシストスーツが「高齢

者の腰」となり，農業から物流業や建設業などはも

ちろんのこと日常作業において広く普及し，日本の

高齢化社会を支えるようになることを願っている.

本研究は，農林水産省の委託研究フ。ロジェクト

「農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシ

ステムの開発」における「農業用アシストスーツの

開発Jと，科学研究費補助金事業(基盤研究 (C)) 

課題番号 225602471安全で実用的な空気圧駆動によ

る農作業用パワーアシストスーツの開発jの助成を

受けたものである.ここに謝意を表す.
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