
Nara Women's University Digital

Information Repository

Title 〈原著論文〉不安定板上での外乱に対する姿勢制御:外乱の大きさおよび
予測の有無の影響

Author(s) 三浦舞子

Author(s) 小野夏純

Author(s) 長谷部楓美

Author(s) 大高, 千明

Author(s) 藤原, 素子

Bibbr 〈原著論文〉不安定板上での外乱に対する姿勢制御:外乱の大きさおよび
予測の有無の影響 / 三浦舞子; 小野夏純; 長谷部楓美; 大高, 千明 ; 藤原,
素子 ： 奈良女子大学スポーツ科学研究 (ISSN 2434-0200), 22(2), pp.1-
11 (2021.02.15).

IssueDate 2021.02.15

URL http://hdl.handle.net/10935/5536

Textversion publisher



1 
 

原著論文 

不安定板上での外乱に対する姿勢制御：外乱の大きさおよび予測の有無の影響 

三浦舞子 1)・小野夏純 1)・長谷部楓美 1)・大高千明 2)・藤原素子 2) 

 

Postural control with external perturbation on an unstable support surface  

: Effect of disturbance magnitude and predictability 

Maiko Miura1), Kasumi Ono1), Fumi Hasebe1), Chiaki Ohtaka2), Motoko Fujiwara2)  

Abstract 
This study investigated the effects of the magnitude and prediction of disturbance on postural 

control with external perturbation on an unstable support surface. The participants were asked to 
stand on a balance board, and control their standing posture in response to a given disturbance. 
After the participants stabilized on the balance board, loads were placed on both ends of the board 
from behind. After that, the right load was removed at the timing of auditory stimulation. Different 
load weights (1.2kg, 2.5kg) and conditions, known (the participants know which weight of the two 
loads would be removed) and unknown (the participants did not know which weight of the two loads 
would be removed) were used to vary the degree of instability and prediction. The angle of the 
balance board, the variation of the center of pressure, and the angles of the shoulder, hip, and knee 
lines in the frontal plane were analyzed.  

As a result, the success rate was significantly lower in the heavy task than in the light task, 
regardless of prediction. The angle of the balance board and center of pressure showed greater 
variabilities in the heavy task than in the light task, with or without prediction. Furthermore, the 
angle of the knee line was significantly smaller in participants with high success rates than those 
with low success rates. These results suggest that control is more difficult for large perturbations 
and the effect of anticipatory postural adjustment may be suppressed in an unstable support surface. 
In addition, a strategy to reduce the angular variation of the knee was shown to be effective. 
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はじめに 

姿勢制御能力はヒトが生後に座る，立つ，歩く

などのあらゆる身体運動を獲得・発達させ，かつ

円滑に行うための基盤となる重要な能力である．

ヒトは姿勢制御能力によって身体を構築する体節

の位置を調節し，バランスや平衡を保持すること

で外乱（身体の安定性を乱すような刺激）や随意

運動などによる姿勢の乱れに対処する 21)．特にス

ポーツ競技場面のように，より素早く・正確に動

作を行うことが求められる場面では，安定した姿

勢を保持することがパフォーマンスの質を高める

上で大きな要因の一つとして挙げられる．ヒトの

立位の生体力学的解析においては，足関節を支点

として上方に重心を要する逆振り子としてヒトの

身体をみなす“逆振り子モデル（ inverted

pendulum model）”が用いられており 7)，立位姿

勢を保持する上では，身体を支える支点となる足

圧中心を，支持基底面上で管理することが重要で

ある．すなわち，外乱や随意運動などによる姿勢

の乱れに対して身体を構築する体節の位置を調節

し，足圧中心を支持基底面上に収めることが，立

位姿勢を“制御する”ということであるといえる．

Horak and Kuo8)は，姿勢の安定性を保持する際

の具体的な身体の動きを区分するために姿勢制御

方略という言葉を用いており，外乱の程度が小さ

い順に足関節方略（Ankle strategy），股関節方略

（Hip strategy），足の位置を動かすことで姿勢を

制御するステッピング方略（Step strategy）の 3

種類を挙げている．そして，これらを単独もしく

は組み合わせることによって平衡状態が保持され

ていることを記している．

姿勢制御に関する研究においては，姿勢反射を

中心とする反射機能を中心に検討が進められ，外

乱に対する応答としてのメカニズムが身体の変位

や重心・足圧中心の位置変動 2,10,15)，床反力，筋活

動 5,6,12,19)，脳活動，および体性感覚情報 9）との関

連などの様々な指標をもとに解明されてきた．ま

た，外部から与えられる外乱と随意運動，予測の

関係を検討した研究は多く行われており 2,4,11,14,20)，

姿勢は運動に伴って生じる外乱に応じて調整され

る運動指令と筋シナジー，一つのシナジーに含ま

れる筋の作用などに代表される神経系の複雑な相

互作用により制御されていることが明らかになっ

てきている 21) ．すなわち，外乱に対する予測に

基づいたフィードフォワード制御が姿勢の安定性

の保持に大きく関与していると考えられており，

動作開始前のプログラムに関する予測性姿勢制御

（Anticipatory postural controls；APAs）に焦点

を当てた研究が進められている． 

外乱に対する予測を伴う姿勢制御に関する研究

としては，岡井 16)が前方へスライドするレバー押

し動作を用いた外乱に対する予測をともなう姿勢

制御について，身体の変位，重心位置変動および

筋活動を指標として検討している．レバーが前方

へスライドするか否かに関する予測がある条件と

レバーの動きが不可測な条件を設定し，外乱に対

する姿勢制御について，予測の影響を検討した．

その結果，外乱に対する予測がある場合，その度

合い（外乱の出現率）が異なっても身体の変位，

筋活動，発揮張力に有意な差はみられず，姿勢の

安定性は影響を受けないことを示した．また，予

測が不完全な場合には，より大きな外乱に備えた

運動指令をもとに動作が行われることを報告して

いる 17)． また，Aimola et al.1）は物体の持ち上げ

動作に対する立位姿勢制御を課題とし，持ち上げ

る物体の重さ（負荷の大きさ）に関する予測をと

もなう姿勢制御について足圧中心の位置変動から

検討している．その結果，負荷の大きさが不可測

である場合には，いずれの負荷においても，より

大きな負荷に備えたAPAsが行われる傾向がある

ことを示している．さらに，Piscitelli et al.18）は

前後方向への荷重課題に対する立位姿勢制御に関

して，外乱の方向に対する予測の有無の影響を検

討し，外乱の方向の予測がない場合には，APAs

による対応が遅れることを示した．このような知

見から，能動的な動作によって生じる外乱に対す

る姿勢制御では，外乱に関する予測の有無が身体

の安定性に大きく寄与しており，外乱に対する予

測が成立していることによって，それぞれの外乱

に応じた適切な姿勢制御方略を用いることができ
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ると考えられる． 

 これまで述べてきたように，外乱に対する姿勢

制御の研究は多く行われているが，その多くは安

定した支持面上でのものである．しかしながら，

日常生活では電車やバスなど，不安定な支持面上

で自らの姿勢を制御する場面があり，不安定な状

況下でも状況に応じて自らの姿勢を制御すること

が安定した動作を行う上で重要であるといえる．

不安定な支持面上での外乱に対する予測性姿勢制

御については，Aruin et al.3)が不安定板上でのお

もりの解放動作（能動的におもり放す動作）を用

いた実験を行い，不安定な支持面上では筋活動に

おける予測性姿勢制御の働きが小さくなることを

示している．また，森田ら 12)はバランスボードを

前後・左右方向へ随意的に傾斜させる課題を用い

て，バランスボードの傾斜角度および傾斜方向の

違いから下肢筋活動を検討した結果，傾斜角度が

大きい場合は足関節の運動がより大きくなり，前

脛骨筋・腓腹筋の筋活動が大きくなることを示し

た．  

 これまでの不安定な支持面上での姿勢制御能力

に関する研究では，被験者の能動的な動作によっ

て引き起こされる外乱を用いたものが多く，なお

かつ一定の方向や大きさの外乱に対する実験課題

を用いたものが多い 3,9,12,15)．しかしながら，上述

のように，日常生活では電車やバスの揺れなど，

受動的で，かつ大きさの異なる外乱も多く存在す

るため，受動的な外乱の大きさやタイミングを予

測して適切に対応する能力も重要であるといえる

が，不安定な状況下での外乱に対する予測をとも

なう姿勢制御について検討したものはほとんどみ

られない．そのため，不安定な支持面上での外乱

に対する予測の有無および外乱の大きさの違いに

よる姿勢制御への影響，そしてその制御方略を検

討することは意義があると考えられる． 

 そこで本研究では，左右方向への外乱条件を想

定し，左右に傾斜するバランスボード上の両端に

おもりによってかけられた荷重のうち，右側のみ

が除去されることを外乱とし，外乱に対して姿勢

制御を行うことを課題とした．さらに，外乱の大

きさとして，おもりの除去による荷重変化が小さ

い「Light 課題」と，荷重変化が大きい「Heavy

課題」を設定した．また，予測の有無として，試

行開始前におもりの重さをあらかじめ教示する

「Known 条件」と教示しない「Unknown 条件」

を設定した．バランスボード角度，足圧中心の位

置変動を指標とし，課題間および条件間の比較か

ら，外乱の大きさとそれに対する予測の有無の影

響を検討する．また，左右方向におけるバランス

保持動作においては，前後方向におけるバランス

保持動作とは異なり，主導筋と拮抗筋を明確に特

定できないことから，前額面におけるラインの回

転角度を筋活動に代わる指標として用い，姿勢制

御方略についても検討する． 

先行研究の結果から，外乱に対する予測をとも

なう姿勢制御について推察してみると，1）外乱

が大きい場合は足圧中心動揺とバランスボードの

角度変動により大きな影響を及ぼすこと，2）外

乱の大きさがあらかじめ分かっている状況下では

それぞれの外乱に合わせてあらかじめ足圧中心や

バランスボードを逆方向に傾斜させておくなどの

合目的的な運動指令に基づいたフィードフォワー

ド制御が行われるのに対して，外乱の大きさが不

可測な状況下では，より大きな外乱に備えた運動

指令をもとに足圧中心やバランスボード角度を調

整する制御行われること，さらに，3）外乱が大

きい場合にはバランスボードの不安定性が大きく

なり，予測の有無による姿勢制御が制限されるこ

との 3点が仮説として挙げられる．これらの仮説

を検証するとともに，課題の成功率による群分け

を行い，姿勢制御が効果的に行われていた上位群

と効果的に行われていなかった下位群の前額面に

おけるラインの回転角度の差の比較から，不安定

な支持面上での外乱に対する姿勢制御方略を明ら

かにすることを目的とした． 

方法 

１．被験者 

下肢に傷病歴のない，女子大学生 14名を被験

者とした（年齢：20.2±1.2歳，身長：158.3±3.9cm，

体重：50.7±3.4kg）．被験者は事前に実験につい
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ての説明を受け，実験への参加を承諾した．また，

本実験は奈良女子大学研究倫理審査委員会の承諾

を得て実施した（承認番号: 19-05号）． 

2．実験設定および手順 

頭上から見た装置の配置図を図1に示す．また，

図 2に試行開始時の被験者の姿勢を，図 3に音刺

激と外乱のタイミングを示す．左右方向に傾斜す

るバランスボード（40cm×90cm，床面からの高

さ 10cm，最大傾斜角度 13.5°）を使用した．中

心軸には可変抵抗器を埋め込み，角度計として用

いた．バランスボードの上に Footscan プレート

（40cm×104cm，RSscan社製）を設置した．被

験者の前方にハイスピードカメラ（DMC-FZ300，

Panasonic製）を設置した． 

本研究では，外乱の大きさと予測の有無による

姿勢制御への比較として以下の課題と条件を設定

した． 

1）課題 

①Light課題：荷重は 1.2kg

②Heavy課題：荷重は 2.5kg

2）条件 

①Known 条件：いずれの課題を行うのか，荷

重の大きさをあらかじめ教示

される． 

②Unknown 条件：いずれの課題を行うのか，

荷重の大きさは教示され

ない． 

被験者はバランスボード上で両手を体側に下

ろした状態で，バランスボードの中心から左右

20cm の位置に左右の足を合わせて立位姿勢をと

った．験者の動作開始の合図後，被験者がバラン

スボードを水平に保った状態（±5°以内）で，

験者が被験者の背後からバランスボードの両端に

おもりを左右同時に乗せた．その後，音刺激発生

スピーカー（圧電スピーカー，OQCPASS）によ

り呈示される音刺激の4回目に合わせて右側のお

もりを外した．音刺激の持続時間 200ms（1-3回

目）および 1000ms（4回目），刺激呈示間隔 800ms

とし，Time Programmer（T.K.K. 430a，竹井機

器工業）で制御した．音刺激の提示時間とインタ

ーバルに関しては，インターバルが 1秒近傍で予

測精度のピークが認められる 13）ことから，上述の

時間に設定した．

被験者には両課題，条件ともに音刺激の 4回目

に合わせて右側のおもりが除去されること，おも

りが外れてからもバランスボードを水平に保つこ

と，バランスボードの端が床についてもすぐにバ

ランスを取り直すこと，両手は体側に降ろした状

態で調節を行うこと，視線は前方約 4mの注視点

に向けることを教示し，各条件の差はおもりの重

さの予測の有無のみとした．測定に先立ち，被験

者が自由にバランスを保持する練習を行った後，

本試行と同様の条件，課題の練習試行を 5試行ず

つ実施した．各条件ごとに両課題をランダムに配

列した計 10 試行を 1 セットとし，合計 2 セット

ずつ，計 40試行行った．条件の順序については，

被験者間でカウンターバランスをとった．

図 1．頭上から見た実験構図 図 2．被験者の姿勢

肩ライン

大転子ライン

膝ライン

10cm

おもり おもり

図 3．音刺激と外乱のタイミング

2.7m

90cm

ハイスピードカメラ

バランスボード，足圧計

音発生装置

40cm
０°

左右荷重設置 右側荷重除去

ボード角度

音刺激

+

-

荷重
（おもり）

右

左

200ms 800ms 1000ms
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３．測定項目 

①バランスボード角度

角度計を用いて，動作全体のバランスボードの

傾斜角度変化を 1000Hzで記録した．バランスボ

ード傾斜角度，音刺激呈示のシグナルは MP150

（Biopac Systems, Inc．）を介して 1000Hzでコ

ンピュータ（SHARP，PC-RJ970R）に記録し，

データ解析ソフト Acqknowledge （Biopac

Systems, Inc．）を用いて分析した．

②足圧

Footscanプレートを用いて，左右の足圧と足圧

中心動揺を 250Hzで記録した． 

③動作

被験者の左右肩峰点，大転子点，大腿骨外側上

顆点，外顆点，第 1 中足骨点の計 10 箇所にカラ

ーマーカーを装着し，動作全体をハイスピードカ

メラ（240fps）で撮影した．

４．結果の処理 

本研究では，おもりが外れた時点から 4秒後ま

でにバランスボードが床に接地しなかった試行を

「成功」試行とし，4 秒以内にバランスボードが

床に接地した試行を「失敗」試行とした．そのた

め，おもりが外れた時点の 2秒前から 4秒後まで

の 6秒間を分析対象区間とした．おもりが外れる

前の 2秒間にバランスボードが地面についた試行，

もしくはバランスボードの角度が 2度以上傾斜し

た試行については分析対象から除外したため，各

課題×条件毎の分析対象試行数は 6-10 試行であ

った．分析対象試行について，以下の項目を算出

した． 

1）成功率 

バランス保持動作について，課題×条件毎の成

功率を算出した． 

また，Heavy課題Unknown条件における成功

率上位 5名をバランス群（成功率 50.6±11.7%），

下位 5名をアンバランス群（成功率 0±0%）とし

て群分けした． 

2）バランスボード傾斜角度 

 バランスボードの平均傾斜角度，最大傾斜角度

を算出した． 

3）足圧中心の位置変動 

 各試行の足圧中心（Center of Pressure；COP）

の総軌跡長，動揺面積を算出した． 

4）動作分析 

 記録した動作をもとに，Frame-DIAS V（DKH

社製）を用いて前額面の動作を 2次元で分析した．

左右肩峰点間，左右大転子点間，左右大腿骨外側

上顆点間を結んだラインをそれぞれ肩ライン，大

転子ライン，膝ラインとし，各ラインと水平面と

がなす角度をラインの回転角度として算出した．

図 4に肩ライン，大転子ライン，膝ラインの回転

角度の定義，および正負の方向を示す．各ライン

が水平面と平行時を 0°とし，ラインが時計回り

に回転した（被験者の左側が下がる）状態を正，

反時計回りに回転した（被験者の右側が下がる）

状態を負とした． 

５．統計処理 

成功率，バランスボード角度，足圧中心の位置

変動に関して，課題（Light・Heavy）と条件

（Known・Unknown）を要因とした二元配置分

散分析を用いて検討した．また，ラインの回転角

度に関して，課題（Light・Heavy）と条件

（Known・Unknown），ラインの回転角度（肩・

大転子・膝）を要因とした三元配置分散分析を用

いて検討した．下位検定にはBonferroniの多重比

較を行った．さらに，群間の比較には

Mann-WhitneyのU検定を用いた．統計は SPSS 

Statistics 25（IBM，東京）を用いて処理を行い，

統計的有意水準は 5%未満（p<0.05）とした． 

図 4．各ラインの回転角度の算出基準 

+θ

-θ

右側 左側
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結果 

１．成功率 

 図 5に課題×条件毎の成功率を示す．二元配置

分散分析の結果，課題に主効果が認められ（F

（1,13）＝18.189，p<0.001），Light課題がHeavy

課題よりも有意に高かった．  

２．バランスボード角度 

図6におもりが外れる2秒前から 4秒後までの

バランスボードの平均傾斜角度について，被験者

全員の平均波形を示す．両課題，条件ともに外乱

前はバランスボードが 0°付近で安定しており，

外乱後の 0～2秒の間に傾きがピークに達し，4

秒後には水平に近い状態まで戻っている．また，

課題間でピーク値に大きな差がみられた．図 7に

傾斜角度の変化が最も顕著であった外乱後2秒間

の平均傾斜角度を示す．二元配置分散分析の結果， 

課題に主効果が認められ（F（1,13）＝51.130，

p<0.001），両条件ともに Heavy 課題が Light 課

題よりも有意に大きかった．  

３．足圧変動 

外乱後 2 秒間のCOP の総軌跡長を図 8 に示す．

二元配置分散分析の結果，課題に主効果が認めら

れ（F（1,13）＝24.123，p<0.001），両条件とも

に Heavy 課題が Light 課題よりも有意に長かっ

た． 

図 7．バランスボード平均傾斜角度

（平均値±SD，課題***:p<0.001）
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図 8．COP総軌跡長（平均値±SD，課題***:p<0.001）
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４．各ラインの回転角度 

 図 9に肩ライン，大転子ライン，膝ラインにお

ける回転角度変化について，被験者全員の平均波

形を示す．各ラインが水平面と並行時を 0°とし，

被験者の左側が下がった状態を正，被験者の右側

が下がった状態を負として示している．図 10に

各条件におけるライン回転角度のピーク値を示す．

三元配置分散分析の結果，課題に主効果が認めら

れ（F（1,13）＝27.314，p<0.001），Heavy課題

がLight課題よりも有意に長かった．  

５．バランス群とアンバランス群の比較 

図 11にバランス群において成功率が最も高か

った被験者と，アンバランス群において成功率が

最も低かった被験者のラインの回転角度変化の例

を示す．バランス群の被験者では各ラインの回転

角度のばらつきが小さく，バランスボードが安定

しているのに対し，アンバランス群の被験者では

肩と大転子・膝でラインの回転角度が大きく異な

り，バランスボードが床に接地していることがわ

かる．アンバランス群のすべての被験者で，失敗

試行においては外乱後1秒以内にバランスボード

が床に接地していたため，各群について外乱後 1

秒間の各ラインの回転角度変化の総和を検討した

（図 12）． 

 群間の差を比較したところ，バランスボードと

膝ラインにおいてアンバランス群がバランス群よ

りも有意に大きかった（バランスボード：z＝

-2.611，p<0.01，膝ライン：z＝-2.611，p<0.01）．

肩ラインおよび大転子ラインについては，群間の

差は認められなかった． 
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考察 

１．成功率 

本研究におけるバランス保持動作の成功率に

ついて，課題と条件における違いを検討したとこ

ろ，Light課題がHeavy課題よりも有意に高かっ

た（図 5）．このことから，不安定板上でのバラン

ス保持動作においては，荷重変化が大きいほど姿

勢制御が困難となり，成功率が低下することが示

された．

一方，条件間には有意な差は認められなかった

ことから，不安定板上での姿勢制御においては外

乱の大きさの情報は有効でないことが示唆された． 

２．外乱の大きさの違いによる姿勢制御への影響 

バランスボード傾斜角度について，6 秒間全体

の平均傾斜角度をみてみると，Heavy 課題では

Light 課題よりもピーク値が大きくなっており，

バランスボードがより大きく傾き，安定性を失っ

たことが分かる（図 6）．また，外乱発生後 2秒間

のバランスボード平均傾斜角度および COP の総

軌跡長について課題の違いを検討したところ，そ

れぞれにおいて Heavy 課題が Light 課題よりも

有意に大きな値を示した（図 7，8）． 

これらの結果から，荷重変化の大きい Heavy

課題では，姿勢制御は大きな影響を受け，バラン

スボードがより大きく傾斜することで身体のバラ

ンスも失われ，COP変動が大きくなることが示さ

れた．各ラインの回転角度に関しても，バランス

ボード傾斜角度と同様に，課題間でピーク値に大

きな差がみられ，Heavy課題ではLight課題より

も正方向への角度変位が大きい傾向がみられたこ

とから，荷重変化が大きいHeavy課題において身

体がより大きく傾き，安定性を失っていることが

分かる（図 9）．各ラインの回転角度のピーク値に

ついて課題，条件およびラインの違いを検討した

ところ，Heavy課題がLight課題よりも有意に大

きな値を示した（図 10）．このことからも，外乱

が大きい場合は身体がより大きく傾斜し，バラン

スが失われることが示唆された．

本研究における Light 課題と Heavy 課題のお

もりの重さの差は 1.3kgであり，被験者の平均体

重に対して 2.6%と小さな荷重変化であったにも

関わらず，外乱が大きい場合にはバランスボード

傾斜角度および COP の位置変動，ラインの傾斜

角度が大きくなり，姿勢制御がより困難となるこ

とが示された．安定面上での姿勢制御に関する研

究 18）では，5kgの荷重に対して静止立位姿勢制御

が可能であったが，本研究結果より，不安定な平

衡環境下では，わずかな荷重変化が姿勢制御に大

きな影響を及ぼすことが示された． 

図 11．各群におけるラインの回転角度変化の顕著な例
図 12．単位時間あたりの各ラインの 

回転角度変化の総和（群**：p<0.01）
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３．予測の有無による姿勢制御への影響 

予測の有無による影響については，図 5，7，8，

10より，いずれの指標においてもKnown条件と

Unknown 条件の間に有意な差が示されなかった．

不安定な姿勢における予測性姿勢制御に関して，

Aruin et al.3）は前後方向および左右方向へ傾斜す

るバランスボード上でのおもりの解放動作時にお

ける予測性姿勢制御について，筋活動およびCOP

の位置変動から検討している．その結果，COPの

位置変動において差はみられず，筋活動の予測成

分が減衰したことから，不安定な平衡環境で姿勢

の高い安定性が求められる状況下では，安定した

平衡環境での姿勢制御時よりも本来の予想とは逆

方向への動揺を引き起こす危険性が高いため，中

枢神経系の働きによって予測性姿勢制御の働きが

抑制される可能性があることを報告している．不

安定な支持面上での外乱に対して姿勢制御を行っ

た本研究においても，成功率の結果より，Light

課題においても成功率が 50%程度と低かったこ

とから（図 5），小さな外乱に対しても姿勢の不安

定性が大きくなり，予測性姿勢制御の働きが抑制

された可能性が示唆された．しかしながら，本研

究の結果からは，バランス保持動作の失敗が外乱

の大きさに対する予測の有無に起因するのか，ま

たは制御の可否に起因するのかが明らかでないた

め，この点に関してはさらなる検討が必要である

と考えられる． 

４．バランス群とアンバランス群の比較からみた制

御方略 

本研究で被験者に課した動作は，全身を用いた

多関節運動であったために自由度が高く，各被験

者の制御パターンは個々に異なる傾向がみられた．

しかしながら，成功率が高い被験者と低い被験者

ではライン間および各ラインにおいて回転角度の

ばらつきに異なる傾向がみられた．そこで，バラ

ンス群とアンバランス群の比較から制御方略につ

いて検討した．

図 11 より，バランス群の被験者の試行では各

ラインの回転角度の変動が小さく，ライン間の回

転角度差はほぼ 5°以内であった．一方，アンバ

ランス群の被験者の試行では肩と大転子・膝ライ

ンの回転角度が大きく異なり，ライン間の回転角

度のばらつきが大きいことが示された．

外乱後1秒間の各ラインの回転角度変化の総和

を比較したところ，バランスボードと膝ラインに

おいてアンバランス群がバランス群よりも有意に

大きな値を示した（図 12）．Horak and Kuo8)は

外乱に対する姿勢制御方略に関して，主に足関節

を用いて制御を行う足関節方略（Ankle strategy），

主に腰部を用いて制御を行う股関節方略（Hip 

strategy），足の位置を動かすことで姿勢を制御す

るステッピング方略（Step strategy）の 3種類を

挙げている．本研究においてはスタートポジショ

ンから足を動かさずに姿勢を制御するように教示

したため，Step strategy は取り扱わず， Ankle

strategyとHip strategyの組み合わせによって姿

勢を制御していたと考えられる．

また，不安定板は一般的に足関節のトレーニン

グとして用いられることが多く，これらの傾斜角

度の調節は足関節での制御が重要であり，股関節

で不安定板の傾斜角度の制御を行うと，関節面か

ら支持面の距離が遠いため，効率が悪くなること

が示されている 15)．本研究結果からは，足関節に

次いで支持面に近位である膝部の角度変動を小さ

くする制御方略が有効であることが示唆された．

本研究では，左右方向へ傾斜するバランスボード

上での姿勢制御であったため，足関節による調節

としては底屈・背屈よりも内反・外反を行ってい

たと考えられる．しかしながら，記録映像では足

裏全体がバランスボードに接しており，明らかな

内反・外反運動は確認されなかった．これらの点

については，今後足圧分布を記録することで，足

関節による制御の貢献度について詳細に検討する

ことが可能になるだろう．さらに，本研究では

Heavy課題Unknown条件における成功率に基づ

いて群分けと比較検討を行ったが，その他の条件

についても比較を行うことで，課題や条件の違い

による制御方略についても検討が可能になるだろ

う． 

また，荷重設定に関して，本研究では全被験者

に対して一律の荷重値（1.2kg / 2.5kg）を用いた
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が，Light 課題では 50%程度，Heavy 課題では

20%程度と成功率が低かったことから，課題の難

易度が高かった可能性が考えられるため，今後は

さらに軽いおもりを用いて検討することが必要だ

ろう． 

５．不安定板上での受動的な外乱に対する姿勢制

御 

本研究の結果から，本研究の緒言で挙げた外乱

の大きさとその予測の有無の影響に関する仮説を

検討してみると，1 点目の仮説である“外乱が大

きい場合は足圧中心動揺とバランスボードの角度

変動により大きな影響を及ぼす”という点につい

ては，COPの総軌跡長，バランスボードの傾斜角

度変化，平均傾斜角度によって裏付けされたとい

える．また，2 点目の仮説である“外乱の大きさ

があらかじめ分かっている状況下では，それぞれ

の外乱に合わせたフィードフォワード制御が行わ

れるのに対し，外乱の大きさが不可測な状況下で

はより大きな外乱に備えた制御が行われる”とい

う点に関しては，いずれの指標においても予測の

有無による差がみられなかったことから，不安定

な状況下での姿勢制御においては，外乱の大きさ

の情報は有効でない可能性が示唆された．さらに，

3 点目の仮説である“外乱が大きい場合には予測

の有無による姿勢制御が制限される”という点に

関しては，成功率，バランスボード傾斜角度，COP

変動，ラインの回転角度の結果から，不安定板上

での姿勢制御では，大小いずれの外乱に対しても

不安定性が大きくなり，予測の有無による姿勢制

御が制限されることが示唆された． 

結論 

本研究では，不安定板上での外乱を伴う立位姿

勢制御に関して，外乱の大きさおよび予測の有無

による影響とその制御方略を検討した結果，以下

のことが明らかになった． 

1）外乱が大きい場合は成功率が低く，バランス

ボード角度，COPの位置変動，ラインの傾斜

角度が大きくなった． 

2）いずれの指標においても，外乱の大きさに関

する予測の有無による差はみられなかった． 

3）外乱後 1秒間あたりのバランスボード，膝ラ

インの回転角度変動はバランス群がアンバラ

ンス群よりも有意に小さかった．

以上の結果から，外乱が大きい場合はバランス

ボード角度，COPの位置変動，前額面におけるラ

インの回転角度により大きな影響を受け，バラン

ス保持動作の成功率も低下することが示された．

また，不安定な状態での姿勢制御時には予測性姿

勢制御の働きが抑制され，予測の有無による影響

が小さくなる可能性が示唆された．さらに，左右

方向へ傾斜するバランスボード上では，足関節に

次いで支持面に近位である膝部の左右間の角度変

動を小さくする制御方略が有効であることが示唆

された．
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