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研究の概要

 作業者の作業動作をできるだけ簡便に常時継続

して計測し，腰に過剰な負荷がかかると，作業者に

警告するシステムの開発を行っている。目標は，ど

のような作業場でも，簡便に利用でき，常に，腰の

見張り番としての役目を果たすものを開発すること

である。

 そのために，いろいろなアプローチを試みている。

（１）タブレットＰＣによる内蔵カメラ利用の腰痛チェッカー

 作業管理者や実習生などがこれを用いて，作

業姿勢のチェックを行うことができる。

（２）デジタルヒューマンモデルによるオフライン

での腰痛評価

 介護姿勢や工場での作業姿勢をデジタルヒュ

ーマンモデルで再現し，腰の負担を評価する。

（３）作業中の腰負担のリアルタイム評価と警告

  

作を観測し，椎間板圧迫力を常時算出して，基

準値を超えると腰の振動子が振動する警告システム。

【課題、今後の方向性】

 長時間の座位姿勢による腰痛の判定方法がまだ確立されていない。また，より簡便な作業動作計測システムは，ま

だ未完成である。まだ，世の中に存在しないものを目指して，検討中である。
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タブレットＰＣ，デジタルヒューマンモデル，ワイヤレスセンサーといった，いずれも最新のツールを用いたシステ

ムを構成するところに，新規性，独自性がある。また，できるだけ簡便な評価を目標としている。高額な費用を費

やした複雑なシステムはこれまでにもあるが，それらは実用性に乏しい。本研究では，常に，現場で簡便に利用

できるものを求め
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福祉・介護，あるいは看護の世界では，腰痛が蔓延しており，日々の仕事に支障をきたしている。このような中

で，簡便に腰痛を警告できるものが完成すれば，その社会的価値は高いと言える。その他，生産工場での作業

者，トラックやバス，タクシーなどの運転手などの腰痛予防にも役立つと考えられる。
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