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１．はじめに

　ヒトの立位姿勢は、視覚系、前庭感覚系、および
体性感覚系から入力された種々の情報を統合し、中
立位からのズレを上位中枢において調節・修正する
ようなフィードバック制御によって保持されている。
また、幼児期から児童期において、視覚情報が安静
直立姿勢の安定化に重要な役割を果たしていること
が報告されている。Lee et al.１）２）は、幼児におけ
る直立時の姿勢制御において、視覚情報の方が固有
感覚情報よりも重要であることを指摘している。ま
た、坂口３）は、直立姿勢の保持において、成人より

も小児の方が視運動刺激の影響を受けやすかったこ
とから、直立姿勢の安定化に対して視覚が果たす役
割は、成人よりも小児の方が大きいことを指摘して
いる。一方、Foudriat et al.４）は、姿勢制御に関与
する感覚について、３歳頃までは視覚が優位である
が、４歳頃から６歳頃にかけては体性感覚が優位に
なることを示唆している。さらに、平林ら５）、および
坂口６）は、開眼時に対する閉眼時の重心動揺におけ
る変化率を検討した結果、小児から成人までの間に
年齢による差が認められなかったことから、小児の
直立姿勢保持における視覚情報への依存度は、成
人と同等であると推論している。そして、児童期に
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おける視覚性姿勢制御機構の発達過程について検
討したところ、開眼・閉眼条件の周波数帯域0.2Hz
～ 2.0Hzにおけるパワー（信号の周波数帯域に含ま
れているエネルギー量）の増大が示され、特に６歳
児と７歳児との間において重心動揺の顕著なパワー
変動が認められたことから、視覚系による姿勢制御
機構はおよそ６歳～７歳において完成年齢に近づい
ているものと推察されている７）。
　このように、幼児期から児童期における姿勢制御
系において、視覚情報の関与、あるいは視覚情報へ
の依存度については一致した見解を得ていない。そ
こで本研究では、４歳児および５歳児の幼児を対象
に、開眼時および閉眼時における重心動揺をパワー
スペクトル解析し、視覚情報が反映すると報告され
ている８）９）10）11）12）1.0Hz以下を含む0.02Hz ～ 2.0Hz
の周波数帯域におけるパワー変動から幼児期におけ
る視覚性姿勢制御機構の特徴について検討すること
を目的とした。

２．方法

（１）被験者
　被験者は、都内の保育園に通う４歳および５歳の、
既往歴に発達障害や運動障害が認められない健常
児で、開眼および閉眼での直立姿勢保持が可能な男
女53名（男児18名、女児35名）であった。感覚系
および姿勢制御系の生まれ月にともなう発達の影響
を考慮し、それぞれの年齢を４月～７月生まれ、８
月～ 11月生まれ、および12月～３月生まれの３グ
ループを設定した。年齢別・生まれ月別の内訳は、
４歳児４月～７月生まれ11名、４歳児８月～ 11月生
まれ９名、４歳児12月～３月生まれ７名、５歳児４
月～７月生まれ10名、５歳児８月～11月生まれ11名、
および５歳児12月～３月生まれ５名であった。
（２）測定項目および測定条件
　重心動揺検査には、ポータブル重心動揺計（アニ
マ社製、GS-10A）を用い、重心動揺の総軌跡長お
よび外周面積を測定した。この測定器は、水平面上
における２等辺三角形の各頂点に置かれた垂直荷重

センサーの値から、これらの作用中心である足圧中
心、いわゆる重心の位置を算出するものである。安
静直立姿勢保持における視覚情報への依存度を評
価するために、開眼および閉眼の２条件において重
心動揺を測定した。開眼条件では、被験者には測定
中、両踵をつけて足先を30度程度開いた状態で重
心動揺計の定められた位置に立ち、両腕を体側につ
けたまま前方２ｍに設置した赤色円形の指標を注視
した状態で安静を保つように指示した。静止状態を
確認したのち、検査者の「ようい、はじめ」の合図
で測定を開始し、５秒経過後から60秒間の重心動
揺を記録した。一方、閉眼条件では、開眼条件と同
様の立位姿勢および測定手順としたが、アイマスク
を着用させることによって遮眼した。なお、開眼お
よび閉眼条件による重心動揺の測定は、被験者ごと
に開眼・閉眼の順序を変えて実施した。
（３）データ解析
　データの解析は、60秒間のデータをサンプリング
周波数20HzでA/D変換してコンピューターに取り
込み、重心動揺の総軌跡長および外周面積を算出し
た。重心動揺の総軌跡長は、60秒間の測定中にお
ける重心点の総移動距離とし、重心動揺の外周面積
は、X−Y座標上に投射された動揺軌跡範囲の外周
で囲まれた部分の面積とした。また、重心動揺にお
ける“ゆらぎ”の周波数成分によって幼児期における
姿勢制御の特徴を検討するために、高速フーリエ変
換法によって重心動揺のパワースペクトルを求めた。

３．結果

　重心動揺検査において得られた開眼および閉眼条
件による重心動揺の総軌跡長、外周面積、およびパ
ワースペクトルの結果について以下に示す。
（１）総軌跡長、外周面積
　開眼条件、閉眼条件における総軌跡長および外周
面積の平均値および標準偏差を、年齢・生まれ月別
に表１に示した。開眼条件および閉眼条件における
総軌跡長の平均値は、年齢・生まれ月とともに減少
傾向が示されたが、年齢・生まれ月を要因とした分



− 89 −

東京未来大学研究紀要  Vol.12　2017.12

散分析においては群間に有意な差は認められなかっ
た。また、開眼条件および閉眼条件における外周面
積の平均値は、年齢・生まれ月とともに減少傾向が
示されたが、年齢・生まれ月間の比較においては有
意な差は認められなかった。
（２）　パワースペクトル
　パワースペクトルの平均値と標準偏差について、
開眼条件を表２、閉眼条件を表３に示した。開眼条
件における左右方向（Ｘ軸方向）のパワースペクト
ルは、0.02Hz ～ 0.2Hzの周波数帯域において年齢・
生まれ月にともなう変化はほとんどなく、年齢・生ま
れ月間の比較においても有意な差は認められなかっ

た。0.2Hz ～ 2.0Hzの周波数帯域においても同様で
あった。また、前後方向（Ｙ軸方向）のパワースペ
クトルは、0.02Hz ～ 0.2Hzの周波数帯域において年
齢・生まれ月にともなう僅かな増加傾向が示された
が、年齢・生まれ月間の比較においては有意な差は
認められなかった。0.2Hz ～ 2.0Hzの周波数帯域に
おいては、年齢・生まれ月にともなう僅かな減少傾
向が示されたが、年齢・生まれ月間の比較において
は有意な差は認められなかった。
　一方、閉眼条件における左右方向（Ｘ軸方向）の
パワースペクトルは、0.02Hz ～ 0.2Hzの周波数帯域
において年齢・生まれ月にともなう変化はほとんど

表１　開閉眼条件における重心動揺の総軌跡長および外周面積
総軌跡長 外周面積

開眼条件 閉眼条件 開眼条件 閉眼条件

４歳
12月～ 3 月生 147.5±22.4 173.6±26.70 6.6±2.6 8.7±3.10
8 月～11月生 145.8±13.7 172.9±21.60 6.5±2.5 8.6±3.40
4 月～ 7 月生 146.1±12.2 172.3±26.30 6.6±2.3 8.2±3.80

５歳
12月～ 3 月生 145.4±15.9 172.4±21.50 6.3±2.5 8.2±4.30
8 月～11月生 145.7±14.8 172.8±23.90 6.2±1.6 8.3±2.80
4 月～ 7 月生 144.1±14.6 171.9±25.30 6.3±1.8 8.2±2.70

表２　開眼条件における重心動揺のパワースペクトル
Ｘ軸（左右方向） Ｙ軸（前後方向）

0.02Hz ～ 0.2Hz 0.2Hz ～ 2.0Hz 0.02Hz ～ 0.2Hz 0.2Hz ～ 2.0Hz

４歳
12月～ 3 月生 36.55±5.12 63.45±4.10 41.09±6.33 58.91±5.45
8 月～11月生 39.51±5.86 61.49±4.09 41.18±5.89 58.82±4.78
4 月～ 7 月生 39.11±6.39 60.89±5.48 41.59±5.27 58.41±5.16

５歳
12月～ 3 月生 40.09±6.75 59.91±5.63 43.21±5.49 56.79±5.58
8 月～11月生 38.82±6.13 61.18±5.90 43.32±6.68 56.68±5.21
4 月～ 7 月生 38.36±6.42 61.63±5.46 42.78±6.29 57.22±5.69

表３　閉眼条件における重心動揺のパワースペクトル
Ｘ軸（左右方向） Ｙ軸（前後方向）

0.02Hz ～ 0.2Hz 0.2Hz ～ 2.0Hz 0.02Hz ～ 0.2Hz 0.2Hz ～ 2.0Hz

４歳
12月～ 3 月生 32.11±5.79 61.89±4.69 35.68±4.58 64.32±4.74
8 月～11月生 40.16±6.95 59.84±5.42 36.86±6.55 63.14±5.97
4 月～ 7 月生 40.87±6.36 60.13±6.65 36.65±5.41 63.35±4.58

５歳
12月～ 3 月生 39.79±6.46 60.21±5.78 37.39±5.74 62.61±4.31
8 月～11月生 38.72±6.72 61.28±5.29 37.38±5.39 62.62±5.74
4 月～ 7 月生 37.98±7.36 62.02±7.19 37.52±5.52 62.48±5.46
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なく、年齢・生まれ月間の比較においても有意な差
は認められなかった。0.2Hz ～ 2.0Hzの周波数帯域
においても同様であった。また、前後方向（Ｙ軸方
向）のパワースペクトルは、0.02Hz ～ 0.2Hzの周波
数帯域において年齢・生まれ月にともなう僅かな増
加傾向が示されたが、年齢・生まれ月間の比較にお
いては有意な差は認められなかった。0.2Hz ～ 2.0Hz
の周波数帯域においては、年齢・生まれ月にともな
う僅かな減少傾向が示されたが、年齢・生まれ月間
の比較においては有意な差は認められなかった。

４．考察

　本研究は､ 開眼および閉眼条件による重心動揺を
パワースペクトル解析し、0.02Hz ～ 2.0Hzの周波数
帯域におけるパワー変動から４歳児および５歳児に
おける視覚性姿勢制御機構の特徴について検討す
ることを目的とした。その結果、開眼条件および閉
眼条件の周波数帯域0.2Hz ～ 2.0Hzにおいて、前後
方向におけるパワーの僅かな増大あるいは減少が示
された。
　羽柴９）は、視野制限時における前後および左右
方向の重心動揺をスペクトル解析した結果、前後方
向成分においては0.2Hz ～ 0.7Hzの周波数帯域にパ
ワーの増大を認めたが、左右方向成分ではより広い
帯域にパワーが分散するため、その周波数帯域を限
定することができなかったことを報告している。こ
の理由として、前後方向への“ゆらぎ”は足関節を軸
とした逆さ振子モデルをあてはめることができるの
に対し、左右方向では明確な支点が存在せず、より
複雑な制御がおこなわれていることが原因であると
推論している。視覚情報量の減少によって、主に周
波数帯域0.2Hz ～ 0.7Hzあたりのパワーを増大させ
ることは、すでに多くの研究者によって報告されて
おり8）9）10）11）12）、この周期の“ゆらぎ”は視覚情報に
よる姿勢制御を反映しているものと考えられる。本
研究の結果においても、0.02Hz ～ 0.2Hzおよび0.2Hz
～ 2.0Hzの周波数帯域におけるパワー変動が左右方
向成分のパワー変動よりも前後方向成分でのパワー

変動の方がより明確であった。また、0.02Hz ～ 0.2Hz
の周波数帯域よりも0.2Hz ～ 2.0Hzの周波数帯域の
方がパワーの増大が示されており、先行研究の報告
とほぼ一致していた。
　直立姿勢保持における視覚の依存度を、開眼時
に対する閉眼時の重心動揺の変化率によって評価し
た報告５）６）があり、児童の視覚性姿勢制御機能は
ほぼ成人と等しいと推論されている。しかしながら、
これらの結果には閉眼によって失われた視覚系のは
たらきを補うための前庭および固有感覚系などから
の代償機構が混在している可能性があり、重心動揺
の量的変化からは視覚系のはたらきのみを評価する
ことは困難と思われる。それに対し、パワースペク
トルによる解析方法は、視覚制限によって増加する
重心動揺のうち、視覚系が反映していると考えられ
ている特定の周波数帯域のパワー変動から姿勢制御
系の完成年齢を推定するものであるため、その精度
は閉眼／開眼の比率による解析方法に比べ優れてい
ると考えられる。
　以上のことから、重心動揺の総軌跡長、外周面積、
およびパワースペクトルを用いて、４歳児および５
歳児の幼児を対象に視覚系による姿勢制御の特徴を
検討した結果、開眼・閉眼条件の周波数帯域0.2Hz
～ 2.0Hzにおけるパワーが増大する傾向が示された
こと、また前後方向における重心動揺のパワーが変
動する傾向が示されたことから、４歳および５歳の
幼児期は、視覚系による姿勢制御機構の発達過程に
ある可能性が示唆された。

５．今後の課題

　低年齢児においては、視覚情報が姿勢制御系に
おいて有効に機能せず、幼児にとっては検査場面に
おける周囲の視覚刺激によって注意散漫となるなど
環境からの刺激が身体動揺を増加させる要因にもな
り得ることも指摘されている13）。本研究では、被験
者となった幼児が在籍する保育園の一教室を会場と
して重心動揺検査を実施しており、測定中における
視覚刺激が全被験者において統制されるなど、対象
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となった幼児が検査に集中できるよう環境には十分
配慮しており、開眼・閉眼の両条件において身体動
揺を増加させる環境要因は見当たらない。一方、姿
勢制御に関与する感覚について、３歳頃までは視覚
が優位であるが、４歳頃から６歳頃にかけては体性
感覚が優位になることを示唆している報告５）６）もあ
る。また、本研究の結果からは、視覚性姿勢制御の
発達過程に及ぼす内因的・外因的要因について検証
することはできない。今後、被験者の体力・運動能
力などの内因的要因や日常生活における活動量など
外因的要因を考慮した詳細な検討をおこなうことに
よって、幼児期における視覚性姿勢制御の発達過程
を明らかにすることができるものと考えられる。
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