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身体平衡機能の姿勢および動作の調整に及ぼす影響
‑加令と身体動揺量との関係について‑
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は じめに
直立姿勢は,ヒトを他の動物から区別する最も
大きな特徴の一つである3)4) また,姿勢,動
作の基本でもある3)5), この直立姿勢は, 19世
紀以来,多くの研究者によって生理学,形態学を
はじめ多くの分野で研究されてきた3) 5) 10)
最近では,平衡機能障害との関連で王に臨床医学
の分野で研究されている2)ll)12)。 また,リ‑
ビリテーション医学の分野にもとり入れられるよ
うになってきた18) 著者らも,直立姿勢を電気
生理学的および運動学的に捉え,歩行の研究とと
もにリハビリテーション医学への応用を試みてい
る。
直立姿勢の調節は感覚受容器,神経系および骨
格筋系によってなされている1)10)13)20) すな
わち,まず,探郡知覚,前庭器,視覚等の感覚受
容器からの情報が末梢および中枢神経系に伝達さ
れる。次に,この情報が中枢神経系で統合処理さ
れ,これに応じた信号が錐体路と錐体外箱系を経
て骨格筋に伝達される。さいどに,全身の骨格筋
で目的にあった姿勢に調節される。このように,
複雑なフィードバック機構が作用するために,た
とえ直立姿勢であっても,身体は絶えず動揺して
いる(身体動揺17)20).この身体動揺は,神経
一筋系の調節機能の状態を示しており,身体の平
衡能の指標として捉えられる10)20)(したがって,
種々の姿勢や動作の調整能の基本としても重要で
ある20) 0
生体の大部分の機能は,青年期を頂点として加
令に伴なって低下する6)9) 加令に伴う種々の
機能の変化についてはかなり詳細に研究されてき
た。しかし,身体の平衡能(身体動揺)について

は充分な研究は少なく,加令との関係は明らかに
なっていない。
著者らは,接地面に投影される身体動揺を平衡
機能計によって測定し,直立姿勢時の身体動揺量
と年令との関係を検討したl。
研究対象および方法
1.対象者
対象者は21‑83才の健康な成人で,男57名,
女79名,計136名である。これらの対象者には,
理学的検査の結果,特に異常所見は認められてい
ない。また,精神的にも異常は認められてない。
対象者の職業は,ほとんどが公務員,看護婦,
学生,主婦および無職である。激しい身体的労働
に従事している者は, 1人も含まれていない。
2.測定装置
身体動揺の検出には平衡機能計1G0 2 (三栄測
器社製)を用いた。本装置は圧検出台,座標変換
増幅器および身長・体重補正装置からなる。
圧検出台は一辺が66cmの正三角形(高さ18
cm)をし,正三角形の各頂点に2素子半導体スト
レインゲージ(自己温度補償型)が組みこまれて
いる。このストレンゲージでホイートストン・ブ

リッヂ回路を組み,身体の動揺に伴なう加重変化
を電気的変化に変換する。
電気的な変化に変えられた身体の動揺は,加減
算回路および増幅回路を有する座標変換増幅器に
よって水平方向および垂直方向に分解,増幅され
る。すなわち,接地面に投影する重心の動揺を前
後,左右および上下方向への移動量として捉える
ことができる。
人体の垂心は身長および体重に影響される。し
たがって,重心の移動量から身体動揺量を測定す
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る喝合,身長および体重による補正を行なう必要
がある。本装置の場合は身長135cm,体重35K?
の対象者を基準とし,身長は5m単位,体重は5
Kg単位で補正を行なうようになっている0
3.実験手順
次の4つの姿勢における身体動揺量を測定した。
① 両足の内煩を6‑10on離し,足先を圧検出
台の中心線から左右方向にそれぞれ15度(両
足角30度)開いた直立姿勢(開脚位)
② 両足を相接し(閉脚) ,開眼状態での直立
姿勢(閉脚位)
⑨ 両足を相接し,眼を閉じた状態での直立姿
勢(開眼閉脚位)
④ 右または左肺を支持脚とし,他方の脚の膝
関節を軽く屈曲して支持脚に軽く添えた姿勢
での片脚直立姿勢(片脚位)
対象者は床面上に水平に置かれた検出台の中心
部に素足または薄いくつ下をはいて上記の各姿勢
で立つ。このとき,眼は2.5m前方の壁の目の高
さに相当する一点に注目する。両手は軽く体側に
つけ,呼吸を平静に行ない,身体の各筋群はでき
るだけ緊張を解いた状態で安静を保つ。
対象者の姿勢が安定した後,各姿勢での身体動
揺を記録した(図1) 。すなわち,開脚位,閉脚
位および開眼閉脚位はそれぞれ30秒間,片脚位
は右および左脚でそれぞれ10秒間,いずれも3
回ずつ行なわせた。その時の垂心の前後(Y) ,
左右(Ⅹ)および上下(Z)方向への動揺をイン
ク書きオシログラフ(3ch)で記録した。また,
前後および左右方向への動揺をⅩ ・ Yレコーダで

記録した。
身体動揺量の測定は,面積法によった8) ll) 16) 16)
Ⅹ ・ Yレコーダによって記録された動揺パター
ン曲線から前後動揺および左右動揺の最大距離を
ノギスで計測し,前後動揺と左右動揺との積(戟
揺面穫)を求めた。
各姿勢での3回ずつの記録のうち,最も小さい
動揺面積を各姿勢における身体動揺量とした。測
定中,無意識な動揺がみられる場合がある。この
ような場合は前もって3回の記録から除外した。その
判断は,対象者の観察および記録の状態から行な
?た。各測定は,対象者が疲労しないように充分
配慮し,適度な休息を入れて実施した。
なお,対象者の左側および後方には壁があり,
右側には実験補助者を配置した。そのため,対象
者は手を伸ばせば自分自身で身体を支持すること
ができるOそれは,圧検出台の高さ(18cT7Z)から
くる対象者の視覚的および心理的不安感をとり除
くためである。

実験結果
身体動揺のパターンは,広い範園をゆっくりあ
るいは細かく動いたり,狭い範囲を細かくあるい
はゆっくり動いたり,多様であった。
対象者を10年ごとの年令群に分け,各姿勢に
おける身体動揺量の平均値および標準偏差を表1
に示す。また,同表には20‑29才の年令群と各
年令群との差の有意差検定の結果も示した。平均
値に対する標準偏差の割合は非常に大きかった

Fig. 1. Block diagram of the apparatus.
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Table 1. Means and standard deviations of the postural sway

N

0 .s.
cサ
2

20‑ 29

14

12.4 ± 5.20

25.4 士

9.96

42.3 ± 15.11

38.7 ± 15.06

3 0‑ 39

7

10.8 ± 3.68

2 5.9 士 10.29

38.1± 22.59

32.4 ± 9.16

ヱ 4 0‑ 49

6

16.5 ± 6.78

3 6.5 ± 18.84

51.1 士 9.91

54.2 ± 19.99

男 50 ‑ 59

15

14.6 ± 6.77

3 6.1士 14.39

63.7 士 40.62

49.9 士 17.05

10

20.1 ± 1 1.83

39.2± 22.0 1

75.2 士 34.36★
★

65.9 ± 18.33★
★
★

40.6 ± 14.39★
★
★

64.4 士 24.3★
★
★

20.6

40.4

10

14.3 士 7.70

29 .7 士 1 1.0 1

3.3 ± 18.85

30‑ 39 18
Q)
27
鳶 芸:二芸
;

15.1 ± 1 1.73

33.7士 18.55

4 5.8 ± 29.16

3 0.9 ± 11.69

19.7 士 10.65

36.5 ± 17.58

6 9.6 ± 42.68★

3 2.6 ± 13.32

15

2 1.8 ± 10.13

44.7 ± 28.62

80.1 ± 52.43 ★

46.5 ± 19.10

50.8 士 14.4 1★
★

76.6 ± 23.77★
★

45.2 士 1 1.97★

38.7

5 3.7

4 0.3

A ge C roup
yr

6 0‑ 69
7 0ー79

4

80 ‑

1

2 0‑ 29

6 0‑ 69

7

2 1.9 士

7 0‑ 79

2

22.3

a s.
cm *

6.13

a

s.c3
cォ
2

0 OL
cm2

109.3 士 50.44★
★
★

69.1士 2 3.6 2★

80.6

33.4 ±

9.9 2

*Differerencebetween20‑29yearsgroupandit′sagegroupvalueswas
significant(p<0.05).
**
ag<0.0
c,S.C.:ClosedStanceStandingwithclosedeyesO.L.:OnelegStanding
.=。孟en'**P<0.001
stancestandingC.S.:ClosedStanceStanding
(17;

,蝣1196)

身体動揺量は,加令に伴なって増加した 20‑
29才群と各年令群の平均値を比較すると,男子
では60‑69才群(開眼閉脚位および片脚位)と
70‑79才群(全姿勢)に,女子では40‑49才
群および50‑59才群(開眼閉脚位) , 60‑69
才群(閉脚位,開眼閉脚位および片蜘位)にそれ
ぞれ有意な増加がみられたO

男子と女子を比較すると,片脚位における60
‑69才の年令群で,男子が女子より大きく,その
差は有意であった(P<0.05) その他のいず
れの姿勢のどの年令群においても男女差は認めら
れなかった。
各姿勢における身体動揺と年令,および身体動
揺量の各姿勢間の相関係数を表2に示すO
身体動揺量と年令との相関係数は,男子が0.477

Table 2. Correlation coefficients between age and the postural sway.and inter‑
correlation coefficients among the postural sways
M a le
A ge
′
一
、A g e
CD
t、
一
一
.O . s.

‑
0.215

q)
a‑ O . L .

O .s.

c . s.

0.497 ★
★
★

0.512★
★
★

0.477★
★
★

0.558★
★
★

0.715★
★
★

0.764★
★
★

0.357★
★
★

0.7 92 ★
★
★

0.575★
★
★

〜

2=.
、
.
′ c . s . 0.212
Q)
★
a C os .c . 0.3 13 ★
0.3 12 ★
★

(N = 57 )

0.63 0★
★
★

‑

0.
64 6★
★
★

0.803★
★
★

0.443 ★
★
★

0.538*

★P<0.05

C os .c .

‑
0.566★
★
★

★★P<0.01 ★★★P<0.001

O . I/.

0.287 "
‑
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・0.558,女子が0.212‑0.313であった。相関・
係数は,支持面積の小さい順(片脚位<閉脚位<
開脚位)に高かった。相関係数の有意性を検討す
ると,男子は全ての姿勢において危険率0.1 水
準で有意であった。女子は閉眼閉脚位および片脚
位において1%水準で有意であった。この相関係

女子は開眼閉脚位および片脚位に(P<0.01),そ
れぞれ有意な相関関係がみられた(表2) 。また,
20‑29才群と比較した平均値でみても,表1に
示したとおり,いくつかの年令群に男女とも有意
な増加がみられた。したがって,身体動揺量には
加令の影響がみられ,加令に伴って身体の動揺は

数はいずれの姿勢においても,男子が女子より高
7/Wtst

増加すると考えられる。
なお,女子の各年令群における開脚位の身体動
揺量は, 20‑29才群の平均値と比較して有意な
増加がみられていない。また,開脚位および閉脚

各姿勢間における相関係数は,ほとんどが危険
率0.196水準で有意であった。特に,閉脚位と開
眼閉脚位との相関係数は,男子が0.792,女子が
0.803と高かった。
考

察

身体の動揺は支持面積の大きさと逆比例の関係
にある3) 7) 14) すなわち,支持面積が小さく
なれば身体の動揺は大きくなる。本結果において
ち,支持面積が小さくなるにつれ平均値(表1)
が大きくなり,年令との相関係数(表2)も高く
なっていた。

1.個人差
各年令群の標準偏差の平均値に対する身体の動
揺には大きな個人差が認められるとされてい
る11)13) 16)。 本結果においても,全ての姿勢
で対象者間に大きなバラツキがみられたo
身体動揺量の各姿勢間の相関係数(表2)に注
目すると,どの姿勢聞においても有意な相関関係
がみられた。特に, 0.803や0.792という高い相
関係数も得られている。
このことは,ある姿勢で大きな(小さな)身体
動揺を持つものは,他の姿勢においても大きい
(小さい)ということを意味する。また,対象者
の間にみられる大きなバラツキは,少なくとも測
定方法に起因する誤差ではないことも意味してい
る。これは,これまでの報告11)13)16)のと
おり,個人差とみなしてもよいであろう。この個
人差には, 60才代でも20才代と全く同じ値を示す
ものもいるので,坂口と角田13)のいう素質も含
まれている可能性もあることが示唆される。
2.加令と身体動揺量
身体動揺量に大きな個人差がみられた。それに
もかかわらず,年令との間の相関係数を求め,疏
計学的に検討すると男子は全ての姿勢で(P<0.001),

位で,身体動揺量と年令との間に有意な相関関係
もみられない。ところが,開眼閉脚位および片脚
位においては,それぞれ40‑69才までの年令群
および60‑69才の年令群の平均値が, 20‑29
才群の平均値と比較して有意に増加している。
身体動揺は支持面積の大きさと逆比例の関係に
あり,支持面積が小さいほど身体動揺量は増加す
る。また,年令との相関係数も高くなっているo
このことは,支持面積が小さくなれば,それだけ
加令の影響をうけやすくなることを意味している。
また,支持面積がある大きさ以上になれば加令
の影響を観察できないことを意味している。した
がって,女子における本結果は,支持面積のとり
方および加令の性差によるものではないかと考え
られる。支持面積のとり方については,直立能力
の評価は最小の支持面積で行なわれるのが原則で
あるという報告3)によって裏付けされる.加令
の性卦とっいては後述する。
加令に伴なって身体の動揺が増すという本結
論は,これまでの報告者13)15)16)19)とは異な
る。すなわち,これまでのいずれの研究者も,
加令によって身体の動揺の増加傾向を認めながら,
統計学的には加令の影響はないと報告している。本
報告と従来の報告が異なる理由として,次の2つ
のことが考えられる。第1に,身体の動揺は身長
および体重に大きく影響される14) 16)にもかか
わらず従来の研究では身長16)ぁるいは体重16) 19)
による補正を行なっていない。第2に,統計的手
段を用いるには対象者が従来の研究では12名19)
および5名15)と少なすぎる,ということがあげ
られる。なお,坂口と角田の報告13)も本報告と
は異なる。その理由の1つとして,測定方法の違
いが考えられるが,明らかではない。

加令と身体動揺量

20‑29才群と各年令群の身体動揺量の平均値
の差に注目することにする。女子の開眼閉脚位
(40‑49才群以上で有意)を除けば,いずれの
姿勢においても60才未満の年令群と20‑29才
群との間に有意な差は認められない。身体動揺量
が年令と有意な相関関係にあるにもかかわらず,
このような結果が得られることについて次の2つ
の理由が考えられる。第1に,各年令群の平均値
(表1)に注目すればわかるように,加令によっ
て身体動揺量は極端に増加するものではないこと
である。第2に,身体動揺量は個人差が大きいこ
とである。これは各年令群の標準偏差から明らか
になるであろう。
男女の平均値を比較すると,片脚位における60
‑69才群で有意な男女差がみられているにすぎ
ない。しかし,開脚位および閉脚位において,身
体動揺量と年令との相関係数が男子では危険率
0.1#水準で有意であるにもかかわらず,女子で
は有意ではなかった。また,いずれの姿勢におい
ても,相関係数は男子が女子より高かった(表2)0
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増田ら9)によれば,開眼で片脚立ちを持続
する能力は,加令とともに低下するが,特に男子
の低下が著しく, 50才以降の年代では性差の逆転
がみられるという。もし,身体動揺量にもこのよ
うなことがおこれば,本結果における相関関係の
有意性の有無,あるいは大小についての説明が可
能となる。
身体動揺量と年令との関係を表わす各姿勢にお
ける回帰直線を図2に示す。開脚位および閉脚位
においては,男子と女子の回帰直線の交叉がみら
れた。また,片脚位においては, 2つの直線は加
令とともにその間隔が開く傾向がみられた。これ
らのことは,男子が女子より加令の影響をうけや
すいことを示唆する。すなわち,増田らが指摘し
た片脚立ち持続能力と同様に身体動揺量にも性差
がみられるのではないかと思われる。今後さらに,
検討される必要があろう。
本研究において,身体動揺量は重心の前後方向
と左右方向との動揺距離の積から求めた。左右動
揺(Ⅹ)に対する前後動揺(Y)の割合(YXX)
●
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Fig. 2. Relation between age and the postural sway.
Males,一一一一一:

Females)
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Table3. Correlation coefficients between age
and the ratio of antero‑posterior to
left‑right direction sway

0 一s .

e . s.

O . s らc .

O.L.

M a e

0.182

0.078

0.18 2

‑ 0.174

F em a le

0.149

‑ 0.18 2

‑ 0.17 5

‑ 0.199

蚤求め,年令との相関係数を表3に示す。
この動揺方向の割合と年令との相関係数は,い
ずれも低く(P>0.05),動揺方向に対する加令
の影響はみられない。したがって,加令に伴なっ
て増加する身体動揺量は,前後動揺と左右動揺が
等しい割合で増加したものである。
EcB eKHa
身体動揺量を平衡機能計によって測定し,身体
動揺量と加令との関係を検討した。その結果,身
体動揺量は加令に伴なって増加することを,特に
男子においてその傾向が強いことを明らかにした。

今後,動揺曲線のパタ‑ンおよび相関分析15) 17)
動揺波の加速度分析7) 19)周波数分析11) 15) 18)
およびパワースペクトラム解析15)20)動揺に関
与する筋の放電パターン分析10) 17)等の方法を用
いて,さらに詳しく検討していく予定である。そ
して,身体動揺を定量的に分析し,姿勢や動作の
調整能を評価していくことによって,著者らの研
究をリハビリテーション分野にまで応用すること
が可能になるであろう。
本論文の要旨の一部は,第15回日本リ‑ビリテ
ーション医学会に於いて発表した。
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Effect of Body Balance on the C0‑ordination
of Postures and Movements

study on the relation畠hip between aging and the
postural sway as an indicator of body balance

Tetsuro OHGAKI, Masateru SUGIURA and Takeshi NISHIDA
Department of Physiology Department of Rehabilitation Medicine *
College of Health Sciences, University of the Ryukyus

Body balance which is observed by the recording of postural sway is regarded as a basic
measurement of the various postures and body movements. In this paper we report the findings of
relationship between aging and the postural sway as an indicator of body balance.
One hundred and thirty‑six healthy adults (57 males, 79 females)'aged 21 to 83 years old were
investigated repeatedly under the various upright postures. The postural sway was recorded using
a force platform (statokinesimenter) connected with X‑Y recorder. The postural sway (areajcm2)
has been calculated by multiplication of antero‑posterior and left‑right direction sway based on
the statokinesigram.
The postural sway showed an increasing tendency with the advancement of age on all upright
postures. The postural sway in the aged group was larger tllan that in the younger group.
A linear correlation was found between aging and postural sway obtained from the observation
of each upright posture. The correlation coefficients were 0.477‑0.558 for males and 0.212‑0.313 for
females.
These results indicate that the postural sway is influenced by aging, praticularly m the group
of male adults.

