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大腿義足走行に用いる膝継手の機能に関する研究
稲葉智彦 1）・向井直樹 2）
Function of the prosthetic knee joint during sprinting in a transfemoral amputee.
INABA Tomohiko, MUKAI Naoki
In almost all transfemoral amputees, asymmetrical sprinting occurs due to the differences between the sound
limb and prosthetic limb. There are two speciﬁc reasons for this asymmetrical sprinting movement; 1）ﬂexion
of the prosthetic knee joint is limited in order to prevent giving way; 2）the maximal ﬂexion angle of the prosthetic knee joint（112°）is less than that of the sound knee（140° to 150°）. Based on research on able-bodied
sprinters, we produced a new prosthetic knee joint in which the maximum ﬂexion angle is 160° without ﬂexion
limit, and then we examined whether the prosthetic limb with this knee joint could perform the movements
nearly as well as the sound side using a device that demonstrated the same movement as the hip joint of an
able-bodied sprinter. The results showed that the prosthetic limb with this knee joint was capable of performing
sprinting movements nearly as well as the sound side without giving way during sprinting.
Key words：transfemoral amputee, symmetrical sprinting, knee joint

Ⅰ

はじめに
大腿切断者による義足走行の獲得は、容易
ではないと考えられてきた 6，19）。その中で走行
を獲得した大腿切断者の動作は、健側と義足
側の動きが著しく異なる非対称な動きとなっ
ている 3，4，5，6，10，12）。この非対称な走行動作は、
義足の膝継手が随意的な屈曲・伸展機能を持
たないことにより、回復期に大きく屈曲する
と接地時に伸展不十分となって生じると思わ
れている「膝折れ」を防ぐために、膝継手の
屈曲を制限して走行すること 9，10，15，16，21，22，23） が
おもな原因である。このように膝継手の屈曲
を制限した走行は、非対称な動作の原因とな
るばかりでなく、切断肢股関節の慣性モーメ
ントが大きくなることにより、走行パフォー

マンス向上の妨げになることが考えられる。
大腿切断者の走行パフォーマンスを改善する
には、健常者の走行のメカニズムを参考にする
ことが不可欠である。健常者の走行を対象とし
た研究においては、回復期における膝関節屈曲・
伸展動作は筋力によるものではなく、地面反力
や股関節などの動きに連動して行なわれている
と報告されている 8，11，18，20）。これらの健常者の
走行メカニズムから推論すると、大腿切断者の
走行において義足側は膝継手が膝関節の屈曲・
伸展筋を代償する機能を有していなくても、回
復期に屈曲・伸展の制限を弱めた状態にするこ
とにより、地面反力や股関節の動きに連動して
屈曲・伸展動作が行なわれ、健側の動きに近い
走行動作が可能になることが考えられる。しか
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しながら、現在、国際大会に参加するほとんど
の短距離選手が使用する油圧制御膝継手（model
3R55; Otto Bock, Duderstadt, Germany．以下、既
存膝継手）は、構造上の最大屈曲角度が 112°
であるために、回復期に屈曲・伸展の制限を弱
めた状態にしても、疾走速度の高い健常者スプ
リンターの回復期における膝屈曲最大角度であ
る 140°から 150°7） まで屈曲しない。つまり、
既存膝継手では、対称動作のスプリント走行の
実現は困難であるということである。この膝
継手は、使用対象を「走行などの高活動用」17）
としているが、「走行用」ではない。いまのと
ころ、健常者と同じ走行動作が可能な走行用膝
継手は作られていない。
以上のことから、大腿切断者の非対称な走行
パフォーマンスを改善するためには、膝継手が
回復期に回転抵抗なく屈曲・伸展し、さらに健
常者の膝と同じように 112°以上屈曲する必要
があることが考えられる。そこで本研究では屈
曲・伸展の動きに対する抵抗が無く、健常者ス
プリンターの膝と同じ角度まで屈曲する走行専
用膝継手（以下，本膝継手）を製作して実験を
行い、本膝継手を用いた義足が股関節の動きに
連動して接地時までに伸展位になるか否かを検
討した。また、本膝継手を用いた義足による走
行動作が既存膝継手を用いた義足による走行動
作と比べて健側の動きに近いか否かを検討する
ために、それぞれの足関節が描く軌跡を比較し
た。
なお本研究では、大腿切断者の走行パフォー
マンス向上には、義足側を身体の一部である股
関節の機能と、機械である義足の機能に分けて
検討することが必要であると考え、そのうち膝
継手の機能を検討することとした。
方法
本研究における実験を行なう前に、既存膝継
手の屈曲・伸展抵抗を弱く設定した義足による
走行指導を行ったところ、「膝折れ」が生じる
ことなく走行が可能であった。しかし、義足側
回復期における伸展動作が健側に比べて早期に
開始され、早期に完全伸展位となるという新た
な課題も示された。これは、使用した膝継手の
構造上の最大屈曲角度が 112°であったことに
よるものと考えられた。

本膝継手の機能を検討するにあたり、ヒトを
対象とした実験では大腿切断者の股関節機能が
断端長、切断歴、術法、生活習慣などにより大
きく異なることから評価が難しくなると考え、
健常者スプリンターの股関節屈曲・伸展動作に
近い動きを再現する装置を製作して実験を行
なった。
1．義足
1-1 大腿部
通常、義足の大腿部は切断端の収納と力の伝
達の役割をする樹脂製ソケットを使用するが、
実験では装置の動きを義足に伝えやすくするた
めに、義足構成部品として用いられているアル
ミ合金製パイプを使用した（図 1）。
1-2 走行専用膝継手
膝継手は単軸構造で質量は 800g、高さ（接
合部品であるピラミッド端部間の長さ）は
137mm であった（図 2）
。完全屈曲や完全伸展
時の衝撃を緩衝するために、油圧式ショックア
ブソーバー（Power Stop 鍋屋バイテック社製）
を屈曲側に 1 個、伸展側に 2 個を用いた。使用
したショックアブソーバーの性能を表 1 に示し
た。最大屈曲角度は 160°で、120°から 160°ま
では 2°刻みで角度の設定が可能な機能を付加
した（図 3）。
1-3 足部
足部はカーボンファイバー製エネルギー蓄
積 型 走 行 用 足 部（model Sprinter; Otto Bock，
Duderstadt, Germany，体重 60-70kg 用）を使用

Ⅱ

図 1 大腿部に使用したアルミ合金製パイプ
全長 27.5cm、質量 330g、上下端は接合用アダプター
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伸展側ショックアブソーバー

膝継手軸

屈曲側ショックアブソーバー

図2

製作した膝継手

質量 800g、高さ 137mm
表1

番

膝継手の最大屈曲角度調節機構

120°から 160°まで、2°刻みで設定可能

疾走用膝継手に用いたショックアブソーバーの性能

鍋屋バイテック社製 Power Stop
品

図3

伸展側に 2 個，屈曲側に 1 個使用

最大吸収エネルギー（J） 最大ストローク（mm）

最大衝突速度（m/s）

屈曲側

APS-M12 1-H

16

10

1.4

伸展側

APS-M10 1-H

10

8.0

1.4

した（図 4）。この足部を、長さ調整用仮止め
クランプで 18°L 型アダプターと接合して膝継
手に取り付けた。
2．実験装置（図 5，6）
股関節の屈曲・伸展動作を再現するための装
置の駆動は、手動で行なった。これは、予備実
験でモーター駆動と手動による動作確認を行
なったところ、モーター駆動で膝継手は連動し

長さ調整用仮止めクランプ

図4

て動作したが、股関節の動きと膝継手の動きの
タイミングが合わなくなった場合であっても動
作が継続されたことで、健常者の走行動作に近
い動きが再現されなくなることがあったことに
よる。ヒトの走行時には、接地前に接地肢位を
コントロールする筋の作用などが見られる 1，2）。
このことから、筋の作用がない膝継手が股関節
の動きにタイミングを合わせて健常者に近い動
きを再現するには、手動で股関節の動きをコン

18°L 型アダプター

カーボンファイバー製走行専用足部

膝継手取り付け位置からつま先まで 42cm、総質量 1200g
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手動駆動用アーム
手動駆動用アーム
駆動用モーター

駆動用モーター

図5

実験装置

図6

実験装置

正面より撮影

側面より撮影

トロールする方法が有効であると判断した。つ
まり、切断者による義足走行時には、膝継手の
動きを切断肢で感知しながら、接地のタイミン
グをコントロールして走行するだろうというこ
とである。
手動による駆動は、股関節軸に取り付けた
アームを、健常者短距離選手を対象とした得ら
れた結果 13）を参考にして、屈曲 70°・伸展 30°
に印した線を目安にして操作した。
なお、この装置では、走者の特性（体重、ラ
ンニングフォームなど）により変化する地面反
力を、実際の走行中と同じように再現すること
は非常に難しいと考えられたため、これを考慮
していない。

4．データ解析
撮影した画像のうち、実験装置による義足の
1 歩（つま先接地と思われる瞬間から次に接地
する瞬間）と、走者による 1 走行サイクル（義
足側足部が接地した瞬間から同じ足部が再び接
地する直前までの期間）における全フレームの
画像をコンピューター（FMV-612MG4，富士通
社製）に取り込み、同じ大きさに縮小した連続
画像としてそれぞれ左上段から順に並べた。各
画像の股関節と膝関節と足関節（義足は関節相
当位置）中心を手技にてマークし、関節間を義
足側は実線でつなぎ、健側は点線でつないだ。
このとき、走者の義足側の股関節中心位置は画
像による特定が不可能であったため、義足側大
腿部中心線と健側股関節中心位置から推定し
た。また、本膝継手中心位置は継手軸とし、既
存膝継手中心位置は多軸リンク膝のために回転
中心が常に変化することから、大腿部中心線と
下腿部中心線の延長上の交点と仮定した。走行
用足部の足関節中心位置は、足部接地点を健側
足部の MP 関節と同じ位置と仮定して求めた。
足関節中心の動きは、各画像の実線（義足）と
点線（健足）をそれぞれコンピューター上でコ
ピーして股関節を中心に重ね合わせ、股関節を
原点とした移動座標系で義足は点線で健足は実
線で表した。また、膝継手と膝関節の屈曲角度
は大腿中心延長線を 0°として下腿部となす角
度を、連続画像のうち最大と思われる画像をプ
リンター（psc-1350 日本 HP 社製）で印刷して

3．実験手順
実験用義足を装置に取り付けて、手動で駆動
した。このとき、手動で最大限操作可能な速度
を高速走行とし、また、足部の離地があったと
判断される最小限の動作による速度を低速走行
とした。膝継手の最大屈曲角度は 155°に設定
して開始し、接地時までに伸展不足が生じた場
合には、状況に応じて調節することとした。高
速走行、及び、低速走行の義足全体の動きをデ
ジタルビデオカメラ（DCR-PC101 NTSC, Sony
Corporation, Tokyo, Japan）で撮影して検討した。
また、既存膝継手を使用した走者（北京パラリ
ンピック日本代表選手）の走行動作と足関節が
描く軌跡を比較した。
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高速走行時の義足の動き

回復期の角速度は概算で 321 度 / 秒、膝継手の最大屈曲角度は 146°
（9）

マニュアルで測定した。なお、使用したデジタ
ルビデオカメラは縦横比が規格で統一されてい
るので、関節角度算出においてキャリブレー
ションを行なっていない。
Ⅲ

結果
装置による高速走行時の 1 歩の動作を図 7 に
表し、スティックピクチャーを用いた足関節の
動きを図 8 に点線で表した。このとき、回復期
の股関節角速度は概算で 321 度 / 秒であり、膝
継手の最大屈曲角度は 146°
（ 図 7，写真 9）で
あったが、膝継手は接地時までに完全伸展位に
なった。また、低速走行時の 1 歩の動作を図 9
に表し、足関節の動きを図 10 に点線で表した。

図8

高速走行時の足関節の動き（点線）

このとき、回復期の股関節角速度は概算で 131
度／秒であり、膝継手の最大屈曲角度は 70°
（図
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低速走行時の義足の動き

回復期の角速度は概算で 131 度 / 秒、膝継手の最大屈曲角度は 70°(18）

9，写真 18）であったが、接地時までに完全伸
展位になった。キック期と判断される動きから
算出した走行速度は、高速走行では概算で 4.7m
／秒であり、低速走行では 1.9m ／秒であった。

なお、両走行において接地時までに伸展不足は
生じなかったため、膝継手の最大屈曲角度調節
機構を使用することはなかった。既存膝継手を
使用した義足による走行の 1 サイクルを図 11
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図 10

に表し、義足側足関節の動きを図 12 に点線で
表し、健側足関節の動きを図 13 に実線で表し
た。このときの義足側回復期の角速度は概算で
405 度／秒で、膝継手の最大屈曲角度は 116°
（図
11，写真 10）であった。また、健側回復期の
角速度は概算で 375 度／秒で、膝関節の最大屈
曲角度は 147°
（図 11，写真 2）であった。本膝
継手を用いた高速走行時に義足側足関節が描く
軌跡（図 8）と既存膝継手を用いた義足側足関
節の軌跡（図 12）を健側足関節の軌跡（図 13）
と比較すると、本膝継手を用いた義足足関節の

低速走行時の足関節の動き（点線）
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既存膝継手を使用した義足による走行動作

義足側回復期の角速度は概算で 405 度 / 秒、膝継手最大屈曲角度は 116°
（10）
健側回復期の角速度は概算で 375 度 / 秒。膝関節最大屈曲角度は 147°
（2）

図 12

義足側足関節の動き（点線）

図 13

健側足関節の動き（実線）
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動きは、既存膝継手を用いた義足足関節の動き
より健側に近いと判断される軌跡であった。
Ⅳ 考察
1．高速走行時の義足の動き
高速走行時（図 7）の義足は、つま先離地と
判断される動作（図 7，写真 5）と同時に股関
節が伸展から屈曲に切り替わったことにより下
腿に引き付けモーメントが生じて膝継手の屈曲
が開始され、さらに股関節の屈曲に連動して屈
曲を続けて（図 7，写真 6－8）最大屈曲位の
146°になった（図 7，写真 9）。その後、膝継手
の屈曲が 90°以上の角度で股関節の屈曲動作が
続けられたことにより下腿に振り出しモーメン
トが生じて膝継手が伸展に切り替わり、動作が
継続された（図 7，写真 10－14）。続いて膝継
手の屈曲が 90°以下の角度で股関節が伸展に切
り替わった（図 7，写真 15）ことにより膝継手
の伸展が速まり（図 7，写真 15－18）、接地時（図
7，写真 21）には完全伸展位となった。手動に
よる操作では速度向上に限界があったが、膝継
手は股関節の動きに連動して屈曲・伸展動作が
行なわれることが示されたことにより、これ以
上の速度であっても同様の結果が得られること
が推測される。
高速走行の一連の動きを検証するために健
常者の走行を対象とした研究を参考にすると、
Simonsen ら 20）は、離地後の回復初期は膝関節
屈曲筋のハムストリング筋に筋活動が見られ
ないことから、屈曲動作はおそらく地面反力
などの外力によるものであろうと述べており、
Mann ら 11）は、回復期の膝関節伸展動作は大腿
四頭筋の筋活動が見られないことから、膝伸展
動作は股関節の屈曲モーメントにより開始した
と述べている。また、Putnam18） は、キック動
作や走行と歩行の遊脚期における屈曲した膝の
伸展動作は、近位の関節動作によって生じる運
動依存モーメントにより行なわれたと述べてい
る。これらのことが、本膝継手を用いた義足が
接地時までに完全伸展位となり、膝折れが生じ
ることなく健常者と同じ走行動作の実現が可能
であることの根拠となる。
2．低速走行時の義足の動き
低速走行（図 9）においても高速走行時と同

じように、つま先離地（図 9，写真 10）とほぼ
同時に股関節が伸展から屈曲に切り替わったこ
とにより、下腿に引き付けモーメントが生じて
膝継手の屈曲が開始された。その後、股関節の
屈曲動作に連動して屈曲を続け（図 9，写真 10
－17）、最大屈曲位の 70°になった（図 9，写真
18）後に股関節の屈曲速度が徐々に低下したこ
とにより下腿に振り出しモーメントが生じ、膝
継手が伸展に切り替わった。続いて、股関節が
屈曲から伸展に切り替わったことにより膝継手
の伸展が継続されて完全伸展位となり（図 9，
写真 25）、さらに股関節の伸展動作により義足
側全体が伸展されながら（図 9，写真 26－31）
接地した。これにより、低速走行であっても本
膝継手は股関節に連動して動き、接地時までに
伸展位となって膝折れは生じないことが示され
た。
大腿切断者の義足走行訓練は、医療の場で行
われることが多い。そこでは走行を歩行の延長
上の動作としてとらえ、速い歩行動作を行な
う中で獲得していく動作として指導されてい
る 14，15）。しかしながら、速い歩行訓練では踵の
過度なけり上がりを抑制するために、膝継手の
屈曲抵抗を高めることなどにより屈曲を制限す
る。そして、この対応がそのまま走行に用いら
れるために、走行においても膝継手の屈曲が制
限された動作となっていると思われる。ところ
が、健常者の走行においては速い歩行動作とは
異なり、膝の大きな屈曲と積極的な股関節の振
り出し・振り戻し動作が行なわれる。この股関
節の動作に連動することにより、走行時の膝継
手は健側と同じように屈曲・伸展するのである。
3．既存膝継手を使用した走者の走行動作との
比較
既存膝継手による走行動作（図 11）では、
膝継手の最大屈曲角度が 112°であったために、
早期に完全屈曲位（図 11，写真 10）に達した
後に伸展に切り替わり、続いて早期に完全伸展
位に達して（図 11，写真 13）義足側を前方へ
大きく振り出した肢位で接地を行なっている
（図 11，写真 14－16）。（これは、筆者らがこれ
までに経験した動作と同じであった。）これに
対して、本膝継手による高速走行動作（図 7）
では、屈曲角度が健側膝の屈曲角度の 147°に
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近い 146°まで屈曲したことにより、健側の動
きに近いと判断される動きが可能になったと考
えられる。
なお、このときの健側の動きは、既存膝継手
による義足側の動きを補う動作であったため
に、健常者の走行動作と同じ動きとはいえない。
義足側の動きが改善されて健常者の走行に近い
動きになることで、健側も健常者の走行に近い
動きになる。これにより、健常者と同じ対称な
走行動作が可能になると考える。
Ⅴ

今後の課題
走行専用のカーボン製足部が初めて国際大会
（1988 年，ソウルパラリンピック）で使用され
てからすでに 20 年以上が経過したにもかかわ
らず、走行専用膝継手は未だに作られていない。
したがって世界中のほとんどの選手は、最大屈
曲角度が 112°の「高活動者用」膝継手を使用
して走行している。このことから、大腿義足走
行に関する研究が十分に行なわれていないこと
が推察される。また北京オリンピック・パラリ
ンピックの男子 100m 走において、オリンピッ
クで 1 位の選手とパラリンピック下腿切断クラ
ス（T-44）で 1 位の選手との差が 15.3% 増であっ
たことに対して、大腿切断・膝離断クラス（T-42）
で 1 位の選手との差は 27.1% 増であった。こ
のことから、大腿義足走行のパフォーマンス向
上には、多くの可能性が残されていることが考
えられる。
本研究により、本膝継手を用いた義足は健常
者の走行と同じように動作することが示唆され
た。次の課題はこの義足を操作する切断肢股関
節の筋機能の向上であると考える。今後、大腿
切断者の走行パフォーマンス向上の研究に、健
常者スポーツ科学の知見が積極的に取り入れら
れることが望まれる。
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