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本研究では，歩行速度を４段階に変化させた歩行について，ストライド（歩幅）で歩行速度増加

に対応するストライド群とケーデンス（１分間あたりの歩数）で歩行速度増加に対応するケーデン

ス群の２つの歩容を定義し，歩行速度と歩行パラメータの関係や，歩行パラメータの相互関係を検

討した． 

対象は健常若年男性 20 名とし，床反力計と３次元動作解析用カメラシステムを設置した約 9m の

歩行路を数分間裸足で往復させた．歩行路にLED点灯移動装置を設置し，直線上に並べたLEDを，

設定した速度60，80，100，120m/minで順次点滅させ，その移動速度に合わせて被験者の歩行速度

を規定した．ストライドとケーデンスを算出し，被験者ごとに歩行速度と両者の相関から回帰直線

の傾きを求め，それら２変数についてward法によるクラスター分析を行い，ストライド群９名，ケ

ーデンス群７名に分類した．４名は数値が大きく異なったため除外した．床反力データから接地時

間などの時間因子を特定し，３次元座標データを床反力平面に投影することにより，歩隔，爪先開

き角などを算出した．下肢を剛体リンクセグメントモデルと仮定することにより，逆動力学解析を

行い下肢関節の角度，モーメントおよびパワーを算出した．腰周りの座標から骨盤の座標系を定義

し，骨盤の３軸周りの角度を算出した．算出データの中で時系列データに関してはその変位量，ピ

ーク値，ピーク値出現時刻，時間積分平均値を歩行パラメータとし，先行研究を参考にして 85 項目

を採用した．各群について，歩行速度と歩行パラメータの相関分析を行い，一方の群でのみ相関の

認められたものはその群の特徴を表す歩行パラメータとした．両群で相関の認められたものは，回

帰直線の差の検定を行い，有意差の認められたものをその群の特徴を表す歩行パラメータとした． 

その結果，ストライド群では足関節底屈モーメント，骨盤回旋角度変化量などに特徴が見られ，

ケーデンス群では股関節モーメント，遊脚期膝関節屈曲角度などに特徴が見られた．ストライド群

は骨盤回旋量を増加させることで歩幅を増加させ，足関節底屈筋群による力発揮を増加させること

により身体を前方に加速させる歩容，ケーデンス群は膝関節をより屈曲させることで慣性モーメン

トを小さくし脚の回転速度向上に貢献し，股関節周りの筋群による力発揮を増加させることで脚の

回転を速くさせる歩容であることが分かった．
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Abstract 
 

The purpose of this study was to clarify walking parameters for assessing 
feature of gait when the walking speed changed. In this study, we defined two 
patterns of gait, the one named stride group was adjusted for the change in 
walking speed by stride, and another named cadence group was adjusted for the 
change in walking speed by cadence. Then, to investigate feature of these patterns, 
we examined relationships between walking speed and walking parameters and 
interrelation of walking parameters. 

Twenty healthy male subjects walked on gait way that was fixed the lighting 
movement device consisting of a series of light emitting diodes (leds). Leds were 
illuminated in sequence to give the impression of movement and thus act as a 
visual cue for walking speed (60, 80, 100, 120m/min). A 3D image was recorded 
with high-speed cameras for the motion analysis and the ground reaction force 
was recorded with forceplates, simultaneously. Then, regression slopes of walking 
speed-cadence and walking speed-stride were calculated in each subject. Cluster 
analysis by the ward method was performed on those two variables, and it 
classified subjects into nine subjects as stride group and seven subjects as cadence 
group. Eighty-five parameters were calculated, including kinematic factor, kinetic 
factor, and temporal factor. The correlations between the walking speed and the 
walking parameters in each group were analyzed. Then, the one that admitted the 
significant correlation with only one group was assumed to be the walking 
parameter that showed the group's characteristic. Furthermore, the one that 
admitted the significant correlation with both groups was done comparison of two 
regression parameters, and the one that significant difference was admitted was 
assumed to be the walking parameter that showed the group's characteristic. 

In conclusion, stride group increased the amount of the pelvis rotation for 
increasing a stride, and increased the power exertion of ankle joint for accelerating 
the body forward. Likewise, cadence group decreased moment of inertia of leg by 
increasing knee flexion angle, and increasing the power of hip joint. These 
contributed to accelerate leg swing. 



緒言 
近年，歩行研究の応用として歩容に注目が集

まっている．歩容とは，歩行を行っているとき

の身体運動の様子を指しており，見た目に表れ

る歩き方である．その応用分野は多岐に渡り，

歩行指導，ＣＧでの個性の表現，歩容情報によ

る人物同定などがあり，歩容の個性・特徴を評

価しようというものがほとんどである．しかし，

この歩容評価には問題がある．まずストライド，

関節角度，関節モーメントなど歩容を表す歩行

パラメータが歩行速度と歩容の両方の影響を受

けるため，その違いがどちらの影響によるもの

か不明である(1,2)．さらに歩行パラメータが多数

あるためどこに焦点を当てればいいのか不明で

ある．また，歩行速度はストライド（歩幅）と

ケーデンス（１分間あたりの歩数）の積で成り

立っており，その関係には個人差があることが

分かっている(3)． 
そこで本研究では，歩行速度を４段階に変化

させた歩行について，ストライド（歩幅）で歩

行速度増加に対応するストライド群とケーデン

ス（１分間あたりの歩数）で歩行速度増加に対

応するケーデンス群の２つの歩容を定義し，歩

行速度と歩行パラメータの関係や，歩行パラメ

ータの相互関係を検討した． 
 
1. 方法 
2.1 被験者 
 被験者は，健常若年男性 20 名（年齢 22.5±
2.2 歳，身長 172.1±6.4cm，体重 62.5±5.6kg，
下肢長 80.8±4.3cm）であった．下肢長は，直

立姿勢時の大転子から踵までの絶対距離とした．

実験前に研究の趣旨を説明し，全ての被験者か

らインフォームドコンセントを得た． 
 
2.2 動作計測 
対象動作は，歩行速度を 4 段階に規定した裸

足歩行である．歩行路の真ん中に沿って LED 点

灯移動装置を設置し，直線上に並べた LED を，

設定した速度 60，80，100，120m/min で順次点

滅させ，その移動速度に合わせて被験者の歩行

速度を規定した．歩行路には床反力計と３次元

動作解析用カメラシステムが設置されており，

測定に対する緊張を緩和するため，数分間歩行

路を往復させ，被験者の気付かないうちに，床

反力と 3 次元座標データを同期させて計測した

（Fig.1）．  
床反力は，サンプリング周波数 1kHz で計測

した． 
3 次元座標データは，Helen Hayes のマーカセ

ットを基にした身体各部（40 箇所）に反射マー

カを取り付け，サンプリング周波数 125Hz で計

測した（Fig.2）．  
 
2.3 解析区間とそのフェーズ分け 
歩き出し，転回前後を避けるため，往路の中

央側 3 枚のフォースプレートを解析区間とした

（Fig.1）．この区間において，最初の右踵接地

から次の右踵接地までの 1 歩行周期を抽出した． 
歩行周期を以下の３区間に分けた．右足の接

地から離地までを立脚期，離地後再び右足が接

地するまでを遊脚期とし，さらに，立脚期中の

前後方向床反力により，立脚期を制動期と駆動

期の２つの区間に分けた．制動期は前後方向床

反力が後方に作用し，身体を止める方向に作用

し，駆動期は前後方向床反力が前方に作用し，

身体を進める方向に作用する．  
 
2.4 歩行パラメータの算出 
測定データから以下の諸変量を算出した． 

歩行速度，ストライド，ケーデンス，歩隔，爪

先開き角は，床反力データより接地区間を特定

し，3 次元座標を床反力平面に投影することで

算出した．
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Fig. 1 Experimental environment      Fig. 2 Landmark Points 



下肢関節の角度，モーメントおよびパワー

は，下肢を剛体リンクセグメントモデルと仮

定し，逆動力学解析を行い算出した． 
骨盤の３軸周りの角度は，腰周り 3 点の座

標から骨盤の座標系を定義し算出した． 
体幹前傾角度は，左右の肩峰突起点マーカ

の中点―左右の大転子マーカの中点が横断面

となす角度で定義し算出した． 
頭部動揺は，頭頂部マーカの鉛直成分と左

右成分で，それぞれ振幅を算出した． 
被験者の身体的特徴の影響をなくすため，

歩行速度，ストライド，歩隔といった距離因

子は下肢長で除し，力学的因子である床反力

は体重で，関節モーメント・パワーは体重と

下肢長の積でそれぞれ除すことで規格化を行

った．また，立脚期，両脚支持期といった時

間因子は 1 歩行周期の時間がデータごとに異

なるため，1 歩行周期を 100%として規格化し

た． 
以上の算出データの中で時系列データに関

してはその変位量，ピーク値，ピーク値出現

時刻，時間積分平均値を歩行パラメータとし，

先行研究を参考にして 85 項目を扱うことと

した． 
 
2.5 統計処理 
各群について，歩行速度と歩行パラメータ

の関連性を検討するために，ピアソンの相関

係数の検定を有意水準 5%で行った．さらに両

群で相関の認められたものは，回帰直線の傾

きの差の検定を有意水準 5%で行い，その影響

度について検討した． 
 
2. 歩容の類型化 
 歩行速度とストライド及びケーデンスの関

係から，歩容の分類を行った．これらの関係

は，全ての被験者において直線関係であるこ

とが散布図により示された．その一例を Fig. 3
に示す．このときの回帰直線を最小二乗法に

より求めたところ，決定係数は歩行速度とス

トライドの関係で 0.905～0.997，歩行速度と

ケーデンスの関係で 0.707～0.999 と高い値を

示した．また，回帰係数は歩行速度とストラ

イドの関係で 0.0066～0.0123，歩行速度とケ

ーデンスの関係で 0.412～0.767 と被験者間の
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(a) stride          (b) cadence 

Fig. 3 Relationships of walking speed and  
(a) stride (b) cadence (example of one subject) 
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Fig. 4 Relationship of regression slope of walking 
speed - cadence and walking speed - stride 
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Distance between clusters 

Fig. 5 Classification by cluster analysis 
A is stride group. B is cadence group. 

 
Table. 1 Average and standard deviation of 

subject’s characteristics in each groups 
 
 
 

Stride (N=9) 21.0±1.8 172±6.2 62.6±5.8 79.9±3.0
Cadence (N=7) 22.6±2.6 171±6.5 62.5±6.0 80.5±5.6

group name
lower limb
length (cm)

weight (kg)hight (cm)age



ばらつきが目立った． 
このばらつきに被験者ごとの歩容の特徴が

あると考え，これら２つの回帰係数を用いて

全被験者を散布図に示した（Fig. 4）．この散

布図の左上にいくほどストライドで歩行速度

増加に対応する歩容，右下にいくほどケーデ

ンスで歩行速度増加に対応する歩容と考える

ことが出来る．そこで，クラスター分析を導

入し歩容の類型化を試みた．クラスター分析

では，分類形式には階層的方法を，対象間の

距離には平方ユークリッド距離を，クラスタ

ーの合併法には Ward 法を使用し，歩行速度と

ストライドの回帰係数と歩行速度とケーデン

スの回帰係数の 2 変数を 0 から 1 の範囲で標

準化し，被験者 20 名をクラスター化した（Fig. 
5）．この結果より，Fig.4-5 に示す 2 グループ

に分類した．それぞれのグループをストライ

ド群（Fig.4-5 A）とケーデンス群（Fig.4-5 B）
と定義し，身体的特徴を Table.1 に示す．両群

間の身体的特徴に有意な差は認められなかっ

た． 
 
3. 結果 
一方の群にのみ歩行速度との有意な相関関

係の認められた歩行パラメータの一例をFig.6
に示す．縦軸は遊脚期膝関節最大屈曲角度で

ある．この場合，ケーデンス群では有意な相

関関係が認められ（r=0.48, P<0.01），ストライ

ド群では有意な相関関係は認められなかった．

よって，遊脚期膝関節最大屈曲角度をケーデ

ンス群の特徴を表す歩行パラメータとして特

定する． 
次に両方の群で歩行速度との有意な相関関

係の認められた歩行パラメータの一例をFig.7
に示す．縦軸は骨盤回旋角度変位量である．

この場合，ストライド群の方がケーデンス群

と比較して歩行速度増加に対する骨盤回旋角

度変位量の増加が有意に大きかった（P<0.01）．
よって，骨盤回旋角度変位量をストライド群

の特徴を表す歩行パラメータとして特定する． 
以上のように，各群の特徴を表す歩行パラ

メータとして特定された歩行パラメータは，

ストライド群で 6 歩行パラメータ，ケーデン

ス群で 7 歩行パラメータであった．それらを

Table.2 にまとめた． 

4. 考察 
5.1 ストライド群の特徴 
歩行速度増加に伴い，駆動期における鉛直

方向床反力最大値の増加が見られた．これは

歩行速度増加に伴い，ストライド群では 1 歩

行周期における身体の移動量が大きくなるた

め，身体を前方に運ぶ局面である駆動期で，

より大きな床反力を必要としたためであると

考えられる． 
同様に，立脚期における足関節による力発

揮の増加が見られた．これは床反力を増加さ

せるための身体の作用であると考えられる．

また，同時期における足関節角度に増加傾向

が見られなかったことから，足関節を働かせ

ようという動きではなく，骨盤回旋の増加な

どによって生じたエネルギーが下肢を介して 
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Fig. 6 Example that one group has significant 
correlation (Peak angle of knee joint at swing 
phase). Stride group is represented by hollow 
circles (N=36). Cadence group is represented by 
black dots (N=28). 
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Fig. 7 Example that both groups have significant 
correlation and significant difference (*: p<0.01) 
in regression slopes (ROM of pelvic rotation). 
Stride group is represented by hollow circles 
(N=36). Cadence group is represented by black 
dots (N=28). 



Table. 2 Identified gait parameters for gait difference 

傾きの差の検定
ストライド ケーデンス

駆動期鉛直方向床反力最大値 P<0.01 NS
駆動期鉛直方向床反力最大値出現時刻 P<0.05 NS

時間因子 制動期/立脚期 NS P<0.05
駆動期モーメント時間積分平均値 P<0.01 NS
制動期パワー時間積分平均値 P<0.01 NS

膝関節 遊脚期最大屈曲角度 NS P<0.01
最大伸展モーメント出現時刻 NS P<0.01
遊脚期最大屈曲モーメント出現時刻 P<0.01 NS
駆動期モーメント時間積分平均値 NS P<0.05
遊脚期モーメント時間積分平均値 NS P<0.001
駆動期パワー時間積分平均値 NS P<0.05
遊脚期パワー時間積分平均値 NS P<0.001

P<0.01
ストライド>ケーデンス

骨盤 回旋角度変位量 P<0.001 P<0.001

床反力

足関節

股関節

相関分析

 
 
地面に伝わった結果だと考えられる． 
歩行速度増加に対する骨盤回旋角度変化量の

増加がケーデンス群よりも有意に大きかった．

歩行運動は常に地面に脚をついた逆振り子運動

であるため，ストライドを増加させるためには，

股関節を大きく使う方法と骨盤回旋量を増加さ

せる方法にほぼ限定される．しかし，股関節を

大きく使うと身体重心の変動が大きくなってし

まい歩き心地が悪化する．そのため，ストライ

ドの増加量の大きいストライド群では骨盤回旋

量の増加が大きかったのだと考えられる． 
 
5.2 ケーデンス群の特徴 
歩行速度増加に伴い，遊脚期における膝関節

最大屈曲角度の増加が見られた．これは膝関節

をより大きく屈曲させることにより，脚全体の

回転半径を減少させ，脚の回転速度向上に貢献

した動きであると考えられる． 
同様に，駆動期と遊脚期における股関節の力

発揮の増加が見られた．これは股関節の筋群が

脚を回転させるときの主動筋であることから，

脚の回転速度を向上させる動きであると考えら

れる． 
また，ケーデンス群はストライド群よりも骨

盤の回旋量が少なかったが，これは骨盤が大き

な質量を持ったセグメントであるため慣性モー

メントが大きく，速く動かす動作には適してい

ないことを反映していると考えられる． 
 
5. 結言 
本研究では，ストライド群とケーデンス群の

２つの歩容に分けて解析を行った．その結果，

ストライド群は骨盤回旋量を増加させることで

歩幅を増加させ，足関節底屈筋群による力発揮

を増加させることにより身体を前方に加速させ

る歩容，ケーデンス群は膝関節をより屈曲させ

ることで慣性モーメントを小さくし脚の回転速

度向上に貢献し，股関節周りの筋群による力発

揮を増加させることで脚の回転を速くさせる歩

容であることが分かった． 
今後の課題として，歩容をより細分化し，そ

れぞれの特徴を見ること，詳細な歩行動作を表

現する歩行パラメータを導入して解析すること

などが挙げられる． 
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