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関節トルクを指標とした衣服の動作快適性に関する基礎的研究
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Abstract : Mobility is one of the most important factors for garment design. In this paper, we examined the relationship
between joint torque and mobility with cloth samples of different elongation at maximum tensile force (EMT) by motion
measurement and sensory test. In the experiment, twenty subjects bent and stretched their arms with the cloth sample
attached. In the motion measurement, the elbow joint torque was calculated on the basis of acceleration and angular
velocity measured by sensors on the hand, forearm, and upper arm. In addition, impressions including “elbow
flexibility”, “elbow extensibility”, “restraint feeling”, and “mobility” were evaluated by paired comparison test. As a
result, the low EMT cloth was found to have high joint torque power, which is required for motion, and it was evaluated
to give an excessive restrained feeling. On the other hand, the high EMT cloth was found to have low joint torque power,
and it was evaluated to be flexible and ease of movement. Therefore, there was a tendency that the impressions of elbow
flexibility and mobility were lower with increase of joint torque power. The results indicate that joint torque power is
effective for quantitatively evaluating the mobility of garments.
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1．緒 言

量化することを試みており，アームホール周辺の衣服圧
が動作快適性に影響していることを明らかにしている．

衣服の動きやすさ，すなわち動作快適性は，衣服内気

また，石垣らは摩擦特性の異なる重ね着を着脱する際の

候や風合い等と並び，衣服の着心地を左右する重要な要

動作快適性を官能検査と筋電位を用いて定量化しており，

素の 1 つである．近年では衣服の素材や型紙，縫製等に

着脱時の動作快適性と筋電位の間に相関が見られたこと

改良を加え，動作快適性を追求した製品がメーカー各社

を報告している．これらの先行研究は衣服の動作快適性

から販売されている
［1-2］．しかしながら，衣料の特性や

の定量化を試みた重要な研究として位置付けられるが，

サイズについては仔細にわたり JIS 等で標準化されている

官能検査を用いた場合は身体への影響が不明瞭であるこ

のに対し，動作快適性については現在のところ標準化は

と，生理計測
（特に筋電位）
の場合は動作と筋活動の関係

もとより，定量化手法や評価尺度についても確立されて

が必ずしも明確ではなく，また正確な計測が容易ではな

いない．そのため各メーカーでは独自の基準を設け，動

いこと
［12］，さらにいずれの手法においても実際に衣服

作快適性の設計・評価を行なっているのが現状である．

を着用して評価を行なう必要があることなどの問題点が

このような背景から，衣服の動作快適性の定量化を試

挙げられる．

みた研究がこれまでに幾つか報告されている．それらを

そこで本研究では，バイオメカニクス分野で身体動作

大別すると，官能検査から得られた心理量を指標とした

の状態を反映した指標として知られている関節トルクに

研究［3-5］，筋電位や関節角度・重心動揺等の生理量を指

着目し，関節トルクを指標とした衣服の動作快適性の定

標とした研究
［6-11］に分類される．例えば，Kanai らは男

量化・評価手法を確立することを目的とする．関節トル

性用スーツジャケットの動作快適性を官能検査により定

クについては次章で概説するが，上述の従来手法に比べ，
生体力学的解釈が可能であり，計測が比較的容易である
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節トルクによる動作快適性の定量化・評価に関する基礎

まわりの関節トルクを計算する手順について述べる．Fig.

的研究として，上肢の単純な運動における着衣の動作快

2 は上肢のフリーボディダイアグラムである．ここでは

適性を関節トルクにより定量化を試みた結果について報

まず，末端のセグメントである手部の運動方程式を立て

告する．

る．式
（1）〜（2）はそれぞれ，時間 t における並進運動お
よび重心のまわりの回転運動の運動方程式である．

2．関節トルク
F（t）
＋m1g＝m1a（t）
1
1

（1）

・
I1ω
（t）
＝r（t）
×F（t）
＋T（t）
1
0
1
1

（2）

2.1 定 義
われわれの身体動作は，近似的には関節を回転軸とし
た骨格の回転運動と見なすことができる．この回転運動
は，筋と骨の付着部分に筋張力が働き，その結果，関節

並進運動の運動方程式である式
（1）において，手部に加わ

まわりに生じるトルクに依るものである．そして，回転

る加速度 a1，手部の質量 m1 が既知であるとすると，手関

運動の基となっている関節まわりのトルクが「関節トル

節の関節力 F1 を求めることができる．また，回転運動の

ク」と定義されている．例えば，下肢の屈曲動作におけ

・
運動方程式である式（2）において，手部の角加速度 ω
1，重

る膝の関節トルクを Fig. 1 を用いて説明すると，膝関節

心から手関節までの位置ベクトル r0，慣性モーメント I1，

屈筋群の筋張力が骨との付着点に働き，それに伴い膝関

さらに式（1）から算出した関節力 F1 を代入することで手

節まわりにトルク（関節トルク）
が生じることにより，膝

関節まわりの関節トルク T1 が求められる．続いて，肘関

が屈曲する．関節トルクは筋力そのものではないが，筋

節の関節トルクの算出について説明する．手部と同様に，

活動や筋力を反映した指標としてバイオメカニクスや人

まずは前腕の運動方程式を式
（3）〜（4）のように立てる．

間工学の分野で広く用いられている
［14-17］．また，関節

なお，ここでは作用反作用によって隣接するセグメント

トルクを推定するために，身体各部位の加速度・角加速

から作用する力やトルクが逆ベクトルになることを利用

度等の動作情報が必要であるが，これらは非侵襲的手法

している．

（モーションキャプチャ等）により比較的容易に計測する
−F（t）
＋F（t）
＋m2g＝m2a（t）
1
2
2

ことが可能である．

（3）

・
I2ω
（t）
＝r（t）
×（−F（t）
）＋r（t）
×F（t）
−T（t）
＋T（t）
（4）
2
1
1
2
2
1
2

式（3）において前腕部に加わる加速度 a2，前腕部の質量 m2
が既知であるとすると，手首の関節力 F1 から肘関節の関
・
節力 F2 が求められる．そして，前腕部の角加速度 ω
2，重

心から肘関節までの位置ベクトル r1，慣性モーメント I2，
さらに式（3）から算出した肘関節の関節力 F2 および手関
節の関節トルク T1 より肘関節の関節トルク T2 が算出さ
れる．なお，本研究では加速度・角加速度を動作計測に
より取得し，各セグメントの質量・重心・慣性モーメン
トは身体部分慣性係数の回帰式
［18］から推定することに

Fig. 1

Function of knee joint torque for lower limb
movement : Muscular force acts on a point
where the muscle attaches to the bone with the
result that joint torque is generated around knee.
Here, ●, solid line, and dotted line represent
joint, bone, and muscle, respectively.

より，関節トルクを算出する．また，実験では後述のよ
うに被験者へ平面運動（肘の屈伸動作）を課すため，2 次元
運動方程式を計算する．参考までに，以上の計算手順を

2.2 関節トルクの計算
身体動作の関節トルクを算出する際には，身体各部位
を剛体と見なし，それぞれの剛体が関節で連結された剛
体リンクモデルを用いるのが一般的である．具体的には
逆動力学に従い，剛体リンクモデルの各セグメントにお
いて並進・回転運動の運動方程式を立て，末端のセグメ
ントから運動方程式を順次解くことにより，各関節まわ
りの関節トルクを算出する．ここでは上肢を例に肘関節
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Fig. 2

Free body diagram for upper limb motion.
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示す流れ図を Fig. 3 に示す.

(a) Fixing state of sample on upper limb.

(b) Motion condition (bending and stretching).

Fig. 4
Fig. 3

Calculation procedure for joint torque.

Fixing state of sample and motion condition.

Table 1 Mechanical properties of samples in the
longitudinal direction.

3．実 験
3.1 実験条件
一般に着衣の動作快適性を左右する要因として，着衣
のゆとり量と素材特性が知られている．本研究では特に
着衣の素材特性に着目し，上肢を対象に以下の条件で実
験を行なった．被験者には Fig. 4（a）のように肘関節を中
心として上肢の長軸方向に長さ 30cm 幅 10cm の試料片を
テーピングテープ
（IGNIO テーピングテープ 38mm）によ
り貼付した．これは先行研究
［19］を参考に，着衣の袖に
よる動作快適性への影響を模擬したものである．そして，
Fig. 4（b）のように上肢を直角に曲げた初期状態から，さ
らに肘を屈曲させ，その後，再び初期状態に戻るまでの
一連の動作を 2s で行なわせた．また，着衣の動作快適性
を変化させるために，引張荷重 500gf/cm における最大伸
び率（以下，EMT）が異なる布試料を 4 種類用意し，各試
料に対して 5 回ずつ上記の動作を行なわせた．各試料の
長軸方向の主な力学特性を Table 1 に示す．被験者には健
常な 20 代男性 20 名を用い，肘の屈伸運動に支障がない

μm

よう上衣として半袖 T シャツを着用させた．実験は 2013
年 11〜12 月に室温 28℃ の実験室内において実施された．

3.2 動作計測

下，センサ）を装着し，動作中の加速度および角速度をサ
ンプリング周期 5ms で計測した．角速度については，計

関節トルクの算出に必要な各セグメントの加速度・角
加速度を取得するために，動作計測を行なった．計測に

測後に時間微分を行なうことで角加速度に変換した．

3.3 布から人体に加わる力

先立ち，身体部分慣性係数の回帰式［18］により手部・前

試料を上肢に貼付した際の関節トルクを算出するため

腕・上腕の各重心を推定した．そして，各セグメントの

には，布から人体に加わる力を推定する必要がある．本

重心に磁気式モーションセンサ（Micro Stone MVP-RF8 : 以

実験では被験者へ矢状面における平面運動
（屈伸運動）
を

（49）
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課していることから，布から人体に加わる力は Fig. 5 の
ように布の固定点において上肢の長軸方向に布の張力が
加わると仮定し，試料の引張試験データから張力を推定
した．具体的には，被験者ごとに肘の屈曲角度と試料の
歪みの関係を事前に測定しておき，KES-FB1 により取得
した試料の引張特性データを基に動作中の屈曲角度から
発生している布の張力を推定した．そして，布の張力と，
張力によるトルクを式
（3）〜（4）に追加し，式（5）〜（6）の
ように前腕の運動方程式を立て，肘関節トルクを算出し
た．ただし，FSF，r3 はそれぞれ，布の張力，前腕の重心
から布の固定点までの位置ベクトルである．参考までに，
以上の計算手順を示す流れ図を Fig. 6 に示す．

Fig. 5

Fig. 6
Free body diagram for upper limb motion
considering tensile force of the sample.

Calculation procedure for joint
considering tensile force of the sample.

torque

に伴い増加する布の張力に抗して，肘の屈曲動作を行なっ
−F（t）
＋F（t）
＋FSF（t）＋m2g＝m2a（t）
1
2
2

（5）

たためと考えられる．また，試料 C・D については，比
較的伸びやすい布であったことから屈曲動作の抵抗とな

I2ω（t）
＝
2

る張力も小さく，そのため屈曲動作が一旦始まれば関節

r（t）
×
（−F（t）
）
＋r（t）
×F（t）
＋r（t）
×FSF（t）
−T（t）
＋T（t）
1
1
2
2
3
1
2 （6）

トルクを増加させる必要はなく，後半の伸展動作に向け

・

て徐々に関節トルクを減少させ，角速度の大きさを調整

3.4 官能検査

していたためと推測される．なお，動作開始前から関節

一連の動作における試料の動作快適性を推定するため

トルクが発生している理由としては，自重
（重力）に抗し

に一対比較法（中屋の変法）による評価を行なった．被験

て，肘を直角に屈曲した状態を維持していたためである．

者の左右の上肢に異なる試料を貼付し，左右順番に一連

また，本実験で設定した座標系
（Fig. 5）においては関節ト

の動作を行なわせた後で「肘の屈曲のしやすさ」
，「肘の

ルクの符号が正であれば屈筋群が優位な状態であること

伸展のしやすさ」，「拘束感の強さ」，「動きやすさ」につ

から，動作を通して上腕二頭筋などの屈筋群が優位であっ

いて 7 段階で評価させた．なお，試料の提示順序は，被

たことが推測される．一方，Fig. （
7 b）は動作中の角速度

験者ごとに無作為とした．

を表したものである．当然ながら，屈曲と伸展動作で角
速度の符号が反転している．そして，関節トルクと角速

4．結果と考察

度 を 乗 算 し，屈 筋・伸 筋 の 活 動 状 態 を 表 し た の が，
Fig. （
7 c）の関節トルクパワーである．図より，動作前半

4.1 関節トルク

では屈筋群が優位で，なおかつ屈曲していることから，

Fig. 7（a）は屈伸動作における肘関節の関節トルクの代

筋肉を収縮させながら力を発揮している，いわゆる短縮

表的な例である．横軸は時間を表しており，およそ時間

性収縮の状態であることが推測される．一方，動作後半

0.2〜1.3s で屈曲動作，1.3〜2.3s で伸展動作を行なってい

では屈筋群が優位な状態で，伸展していることから，筋

る．図より，動作開始とともに関節トルクが増加し，試

肉の収縮方向とは逆方向に筋肉が伸ばされながら筋力を

料 A・B では肘を最も屈曲させた状態において関節トル

発揮している伸縮性収縮の状態であることが推測される．

クのピークが見られる．その後，肘を伸展させる動作に

次に，試料が動作中に肘関節トルクパワーに与える影

移ると（1.3s 以降），徐々に関節トルクが減少し，最後は

響を調べるために，試料間でトルクパワーの振幅を比較

動作前の状態に戻ることが確認できる．これは肘の屈曲

した結果を Fig. 8 に示す．ここでは屈曲動作におけるト
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(a) Joint Torque.

(a) Flexion.

(b) Angular Velocity.

(b) Extension.

Fig. 8

Comparison results of maximum/minimum
elbow joint torque power among the samples.

4.2 官能検査
官能検査により得られた動作快適性に関する各評価項
目の平均嗜好度を Fig. 9 に示す．図では数値が大きいほ
(c) Joint Torque Power.

Fig. 7

An example of elbow joint torque during the
motion.

ど，屈曲しやすい，伸展しやすい，拘束感が強い，動き
やすい印象であったことを意味している．分散分析の結
果，いずれの評価項目においても試料の主効果が確認さ
れた（屈曲のしやすさ : F（3,51）＝68.048，伸展のしやすさ :

ルクパワーのピーク値（最大値）と，伸展動作におけるト

F（3,57）＝7.77，拘束感の強さ : F（3,48）＝107.82，動きや

ルクパワーのピーク値（最小値）をそれぞれ試料ごとに比

すさ : F（3,54）＝119.47．いずれも p＜0.01）．このう ち，

較した．試料間で等分散ではなかったことから，Friedman

屈曲のしやすさ，動きやすさについては EMT が大きいほ

検定を行なった結果，屈曲・伸展いずれの動作において

ど屈曲しやすく，動きやすいと感じる傾向が見られ，一

2
も試料の主効果が認められた
（屈曲 : χ（3）
＝49.38，伸展 :

方，拘束感の強さについては EMT が小さいほど拘束感の

χ（3）＝54.78 い ず れ も p＜0.01）．さ ら に，Scheffe 法 に よ

強さを感じていることが示唆された．また，無相関検定

る多重比較の結果，試料 A＞B＞C，D の順にトルクパワー

の結果，屈曲のしやすさと動きやすさには正の相関があ

の振幅が有意に大きいことが確認され，EMT が小さい試

り（r＝0.792，p＜0.01），屈曲のしやすさと拘束感の強さ，

料ほどトルクパワーが増大することが示唆された．これ

および動きやすさと拘束感の強さの間には負の相関があ

は既述のように，伸びにくい試料ほど発生する張力が大

ることが確認された
（それぞれ r＝−0.726，r＝−0.863.いず

きいため，それに抗して屈伸動作を行なうために大きな

れも p＜0.01）．なお，伸展のしやすさについては，引張

2

関節トルクが発揮されたことが原因と考えられる．なお， レジリエンス（RT）を反映した評価傾向がみられた．
比較的に伸びやすい試料（試料 C，D）においては，関節ト
ルクパワーの大きさに有意差は認められなかった．

（51）

4.3 関節トルクと動作快適性の関係
ここでは，関節トルクと官能検査によって得られた動
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(a) Elbow Flexibility.

(b) Elbow Extensibility.

(a) Joint torque power vs. Elbow Flexibility.

(c) Restraint feeling.

(d) Mobility.

Fig. 9

Comparison results of average preference among
the samples.

(b) Joint torque power vs. Restraint feeling.

作快適性の関係について考察する．Fig. 10 は横軸に屈曲
時の関節トルクパワーの最大値，縦軸に官能検査の評点
（屈曲のしやすさ，拘束感の強さ，動きやすさ）
をプロッ
トした全被験者の散布図である．なお，通常，一対比較
法においては評価結果が平均嗜好度に集約されてしまう
ことから，被験者ごとに評価傾向を求めるために，順序
統計量［20］により尺度化された各試料の評点を縦軸の値
として採用した．一方，関節トルクパワーの最大値につ
いては個人差が著しいため，被験者ごとに平均 0，標準偏
差 1 となるよう標準化した値（z 得点）
を用いた．Fig. 10
（c）
より，関節トルクパワーの最大値が増加するにしたがい，
動きやすさが低下する傾向が見られた．両者の相関係数
は r＝−0.874 となり，無相関検定の結果，強い負の相関を

(c) Joint torque power vs. Mobility.

Fig. 10 Relationship between maximum joint torque
power and impression.

有することが確認された
（p＜0.01）．また，拘束感の強さ

えられる．一般に，Weber-Fechner の法則や Stevens の法

（Fig. 10
（b））・屈曲のしやすさ（Fig. 10
（a））についても同様

則として知られているように，刺激の強度と人間が知覚

に，関節トルクパワーとの間に相関関係を有することが

する感覚量は非線形の関係にある
［21-22］．さらに，この

認められた
（それぞれ，r＝0.861，r＝−0.815 いずれも p＜

関係性は刺激の強度だけでなく，筋活動などの生理反応

0.01）．さらに関節トルクパワーの最大値と，動作快適性

との間においても成立することが報告されている
［23］．

の評点（屈曲のしやすさ，拘束感の強さ，動きやすさ）の

本研究においては，被験者が発揮しうる関節トルクの範

間で回帰式を求めた結果，2 次多項式の当てはまりが最も

囲の中で，着衣状態を想定した一部の領域のみを対象と

良好であった
（決 定 係 数 R : そ れ ぞ れ 0.666，0.7491，

したものであったが，回帰分析の結果から，筋活動を反

0.7757）．

映する関節トルクと複合的な体性感覚である動作快適性

2

これらの結果は，着衣の動作拘束感の増加に伴い筋活

の関係においても，他の感覚と同様に非線形性を有する

動（積分筋電位）
が増大したとする，石垣らの報告
［8］に一

ことが示唆された．また，第 2 章でも述べたように，関

致するものであり，動作中の関節トルクにより衣服の動

節トルクの推定には逆動力学計算を要するものの，筋電

作快適性を定量化できる可能性が示唆された．なお，関

位に比べ比較的容易に計測が可能であることから，動作

節トルクと動作快適性の関係において 2 次回帰式が導か

快適性の指標としての優位性も有すると考えられる．さ

れた点については，知覚反応の非線形性に依るものと考

らに，原理的には映像から人体各部位の加速度・角加速
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度を取得することも可能であることから，センサを装着
せずに関節トルク・動作快適性を推定することや，遠隔
地の着用者の動作快適性を推定することなども期待され
る．

3. E. Satoh, K. Umezawa and S. Kobayashi, Kaseigaku
Zasshi, 49, 59 (1998).
4. E. Satoh and S. Kobayashi, Kaseigaku Zasshi, 51, 65
(2000).

ただし，EMT が比較的大きい試料同士の比較において

5. H. Kanai, H. Tsuji, M. Kamijo, Y. Matsumoto, T.

は，官能検査で印象の違いが確認されたのに対し，関節

Nishimatsu and K. Shibata, Sen’i Gakkaishi, 63, 159

トルクでは両者の差異が見られなかった．低負荷条件下

(2007).

では筋活動量の差異が検出されにくいとする報告
［24］も
あることから，関節トルクを動作快適性の指標として用
いるためには，さらに詳細な検証が必要と考えられる．

6. M. Inomata, M. Kato and K. Shimizu, Kaseigaku Zasshi,
43, 559 (1992).
7. N. Okada, Kaseigaku Zasshi, 55, 31 (2004).
8. M. Ishigaki and M. Inomata, Kaseigaku Zasshi, 58, 569

5．結 言

(2007).
9. C. Shimosaka, I. Nakada, M. Ishigaki and M. Inomata,

関節トルクを指標とした衣服の動作快適感の定量化・
評価のための基礎的研究として，上肢の屈伸動作におい
て動作計測と官能検査を実施した．これにより以下の知
見が得られた．

Kaseigaku Zasshi, 59, 29 (2008).
10. C. Shimosaka, M. Ishigaki and M. Inomata, Kaseigaku
Zasshi, 59, 989 (2008).
11. K. Watanabe, R. Nakai, M. Okamura, T. Ohmura and O.

（1）EMT が大きい試料に比べ，EMT が小さい試料を貼付

Yaida, Kaseigaku Zasshi, 60, 111 (2009).

して動作を行なった方が発揮され る 関 節 トルクパ

12. D. G. Robertson, G. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen and S.

ワーは有意に大きい．ただし，EMT が大きい試料同

Whittlesey, “Research Methods in Biomechanics” , (M. Ae

士においては有意な差が見られなかった．

trans.), Taishukan, Tokyo, p.191 (2008).

（2）EMT が小さい試料ほど，屈曲しにくく，拘束感が強

13. Delp SL, Anderson FC, Arnold AS, Loan P, Habib A, John

く，動きづらい印象になる．また，屈曲のしやすさ

CT, Guendelman E, Thelen DG., IEEE Transactions on

と動きやすさは正の相関があり，屈曲のしやすさ・

Biomedical Engineering, 54, 1940 (2007).

動きやすさと拘束感の間には負の相関がある．

14. J. J. Eng and D. A. Winter, J. Biomech., 28, 753 (1995).

（3）動作時の関節トルクパワーの振幅と動作快適性
（動き

15. K. Shimada, M. Ae, N. Fujii, T. Kawamura and K.

やすさ，拘束感の強さ，屈曲のしやすさ）
には相関が

Takahashi, Jpn. J. Biomechanics in Sports and Exercise, 8,

あり，動作中の関節トルクパワーの振幅が大きいほ
ど動作快適性が低下する傾向がある．
今後の予定としては，本研究では比較的単純な着衣条
件を設定していたことから，より現実的な着衣条件で実
験を行なうことに加え，その他の部位・動作における実
験や，布から人体に加わる力の定式化の方法などについ
て更に検討を重ね，衣服の動作快適性評価における関節
トルクの有効性について検証を行なう予定である．

12 (2004).
16. A. Sugama, A. Seo and K. Doi, Jpn. J. Ergonomics, 46, 37
(2010).
17. T. Robert, J. Causse, L. Denninger and XG. Wang,
Ergonomics, 57, 1008 (2014).
18. M. Ae, H. Tang and T. Yokoi, Biomechanisms, 11, 23
(1992).
19. M. Matsudaira, Descente Sports Science, 19, 152 (1998).
20. T. Kanda, The 2004 Spring National Conference of

謝 辞

Operations Research Soc. Jpn., 238 (2004).
21. Stevens, S. S., Psychol. Rev., 64, 153 (1957).

本研究の一部は JSPS 科研費（25280099）の助成を受けた

22. Y. Tanaka and T. Tsuji, Trans. Virtual Reality Soc. Jpn.,
16, 335 (2011).

ものである．

23. H. Ide, Jpn. J. Medical Electronics and Biological
Engineering, 19, 94 (1981).

文 献

24. M. Ishigaki, C. Shimosaka, and M. Inomata, Bulletin of the
1. H. Sakamoto, Sen’i Seihin Shohi Kagaku, 49, 548 (2008).

Graduate School of Human Life Science, 17, 151 (2008).

2. K. Shibata, Kakou Gijutsu, 46, 28 (2011).

（53）

SENʼI GAKKAISHI（報文）Vol.71, No. 5 (2015)

171

