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視覚障害者スポーツ領域に有用となる視覚障害者を対象とした重心動揺計を用いた
バランス能力評価に関する研究（A:視覚障害者編）
田邉裕基 1),鈴木康裕 1.2),岩渕慎也 1),加藤秀典 1),久保匡史 1),羽田康司 3)
石川公久 1),中田綾子 1),久保匡史 1),青木麻美 1),鄭京秀 4)
要旨
姿勢制御やバランス制御機構には視覚情報が重要な役割を果たすとされ、さらに年齢や前庭機能、体
性感覚および下肢筋力の関連が重要とされている。そのため、視覚器に障害を有する視覚障害者の重心
動揺は視覚情報以外の前庭、迷路系や体性感覚からの固有感覚情報が深く関与している可能性が考えら
れている。今回、我々は若年者から高齢者までの弱視者 49 名、平均年齢 42.6±18.2（19～69 歳）を対
象に弱視者のバランス能力を身体機能評価および年齢との関連を検討した。
結果から、年齢と体性感覚（振動覚・表在覚）、筋力（膝伸展筋力・持久力）に有意な負の相関を認め
（p＜0.01）、年齢とバランス能力指標である開眼・閉眼片脚立ち検査、IPS に有意な負の相関を認めた（p
＜0.01）。また、開眼・閉眼片脚立ち検査、IPS と感覚検査（振動覚・表在覚）、筋力検査（膝伸展筋力・
膝伸展持久力）に有意な正の相関関係を認めた。しかし、より高度なバランス能力が求められる閉眼お
よび軟面上で行う MIPS には年齢と有意な相関を認めず、MIPS と膝伸展筋力（rho=0.29 p＜0.05）・膝伸
展持久力（rho=0.346 p＜0.05）に弱い相関を認めたが、感覚検査（振動覚・表在覚）と MIPS には有意
な相関を認めなかった。これらのことから、弱視者における閉眼および不安定な環境下でのバランス特
性には何らかの視覚代償が働いていることが考えられ、それらは体性感覚および下肢筋力以外の前庭、
迷路系といった体性感覚からの固有感覚情報が優位に影響している可能性が推定された。
さらに、若年者においてはスポーツ競技者でない弱視者と視覚障害者アスリート（ロービジョンフッ
トサル選手）との比較を行い、バランス能力と身体機能評価を比較した。対象は若年者 40 名（弱視者 20
名 vs 視覚障害者アスリート 20 名）平均年齢 22.7±3.9（19～35 歳）であった。弱視者と視覚障害者ア
スリートの比較の結果、膝伸展筋力、膝伸展持久力、足関節背屈筋力はアスリートが優位に優れていた
が、バランス指標である開眼・閉眼片脚立ち検査、IPS、MIPS すべてに有意な差を認めない結果であった。
このことから、若年者におけるバランス能力は、ある一定の体性感覚および下肢筋力があれば有意な差
が表れにくいものと考えられ、低視力を補うためにそれら以外の前庭、迷路系といった体性感覚からの
固有感覚情報等の影響が、より優位に働き一定のバランス能力が担保されている可能性が考えられた。
キーワード: 視覚障害者、バランス能力、年齢、視覚障害者アスリート
•

研究内容

【目的】
姿勢制御やバランス制御機構には、視覚情報が
重要な役割を果たすとされ、これまでに視覚条件
と姿勢、特に重心動揺との関係について多くの報
告がされている 1.2.3.4)。さらに、バランス機能に
は視覚情報に加えて加齢や体性感覚系の関与が示
されており、choy.ら 5⁾は、加齢によるバランス低
下の影響を明らかにしている。また、Shaffer.ら
6)
は、高齢者における振動覚、二点識別覚、固有感
覚受容器など体性感覚の低下を示し、姿勢の不安
定性が転倒のリスクにつながるとしており、体性
感覚指標の評価の重要性を示している。
一方、バランス能力の高い健常アスリートにお
いても、体性感覚による動的バランス能力が優れ
ていることが報告されており、動的バランス能力
に影響する体性感覚の重要性が示されている 7）。

また、バランス能力に影響を与える因子は視覚・
前庭、体性感覚に加え筋力の影響も挙げられてお
り、片脚立位バランスと下肢筋力との関連が多く
報告されている 8.9）。
我々はこれまでに、若年から高齢者までの健常
者を対象に、望月ら 10）により考案された重心動揺
計を用いた IPS(index of postural stability 以
下：IPS)を動的バランス能力の指標として年齢と
の関連性を検討した。さらに IPS に閉眼およびラ
バー負荷を測定条件に加えた修正 IPS（modified
index of postural stability 以下:MIPS）を用い
て、深部感覚および動的バランスの深部感覚と視
覚の複合的代償についても検討をおこない、年齢
との関連性を横断的に検討した。その結果（参考：
図 1）、すべての評価指標において年齢の影響を
受けることが示唆された。このことから、動的バ
ランス能力および深部感覚は高齢になるほど低下
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(1)
安定度評価指標を MIPS として「log〔（安定性限界
面積＋重心動揺面積）/重心動揺面性〕」を算出し
た。
片脚立位検査は、文部科学省が定めた「新体力
テスト実施要項（65～79 歳対象）」13)および財団法
人中央労働災害防止協会「転倒等災害リスク評価
セルフチェック実施マニュアル」14)を参考として
片脚立位検査を開眼・閉眼で左右それぞれ 2 回ず
つ測定した。計測時間は、開眼で最長 120 秒・閉
眼で最長 60 秒までとして、それぞれの最長値を採
用した。1 回目の測定で開眼 120 秒を達成した場
合には、2 回目の測定は実施しなかった。閉眼立
位検査も同様に行った。
体性感覚検査には、表在感覚測定にモノフィラ
メントを使用し、踵部にて触覚を測定した。深部
感覚測定にはノギスを踵部にて 2 点識別覚、音叉
C128 を下腿内果にて振動覚をそれぞれ使用して
左右の平均値を計測した。
筋力検査測定にはトルクマシンにて膝伸展筋力
（60̊/秒:Nm/Kg）・膝伸展持久力（360̊/秒:J）
を効き側の等速性筋力を測定した。徒手筋力測定
器（μ-tas MF01,アニマ社製）にて足背屈筋力、
足趾間圧力計測器（日伸産業株式会社）にて足趾
筋力を左右の平均値を計測した。また、上記した
理学療法評価項目とIPS、MIPSとの関連性の検証を
おこなった。
統計解析方法は、年齢とその他の評価項目を
Spearmanの順位相関係数により検討を行った。ま
た、若年群から弱視者と視覚障害者アスリートに
おける各指標の比較には、対応のないt検定を用い
て行った。使用ソフトはSPSS(Ver21)を用い、すべ
ての統計有意水準は5％未満とした。

し、動的バランスの深部感覚と視覚の複合的代償
は高齢になるほど強まることを報告した 11)。さら
に、若年健常者において動的バランス能力指標で
ある IPS および MIPS と身体機能との関連性につい
て、膝伸展筋力との関連を報告している 12）。
一方、視覚障害者における重心動揺は、開眼と
閉眼との比較から、姿勢制御やバランス能力に重
要とされる視覚情報の影響を受けない事が報告さ
れており、視覚情報以外の前庭、迷路系や体性感
覚からの固有感覚情報が深く関与している可能性
が考えられている 2.3.4)。
しかし、これまでに視覚障害者のバランス能力
と前庭、迷路系といった固有感覚情報などの関連
性を十分に検討した報告はなく明らかにされてい
ない。また、視覚障害者のバランス能力に対する
基礎資料は少なく、年齢における変化や簡便な筋
力・体性感覚検査などの身体機能評価との関連性
を検討した報告も見当たらない。
そこで本研究では、若年者から高齢者までの弱
視者を対象に、動的バランス指標である IPS・MIPS
を用いて、バランス能力と年齢との関連性を検討
することを目的とした。さらに理学療法評価を用
いて弱視者におけるバランス能力と身体機能との
関連性を調査する事とした。また、若年者群にお
いては、スポーツ競技者でない弱視者と視覚障害
アスリート（ロービジョンフットサル選手）を対
象に同様の評価を行い、それらを比較し身体機能
評価からバランス関連因子を調査することを目的
とした。
【対象】
弱視者の年齢とバランス能力との検討は、弱視
者 49 名。平均年齢 42.6±18.2（19～69 歳）であ
った。また、若年者における弱視者と視覚障害者
アスリートとの比較の検討は弱視者 40 名（一般
20 名 vs 視覚障害者アスリート 20 名）平均年齢
22.7±3.9（19～35 歳）であった。
適格条件として、視覚障害を有する対象者は全
盲者を除く視覚障害手帳保有者および身体障害者
障害程度等級表に該当する弱視者とした。
またすべての対象者は四肢運動障害・末梢知覚
障害がなく、その場での直立姿勢が可能である。
めまいの既往がなく、歩行および介助歩行が可能
である者とした。
【方法】
バランス検査は、重心動揺計（アニマ社製グラ
ビコーダ GS-10 type C：測定周波数 20 Hz）およ
び軟面マット AIREX® Balance-pad plus（AIREX AG
社製、25％圧縮抵抗 20 kP,密度 5 kg/m3,張力 260
kPa，410×500×60 mm）を用いた。測定方法は、
望月ら 10)、鈴木ら 11)が考案した IPS、MIPS の検査
手順に則りそれぞれ実施した。その結果から、IPS
を姿勢安定度評価指標とし閉眼・軟面上での姿勢
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参考：図.1

(1)

Correlations of age with IPS and MIPS

n=147
○：IPS
●：MIPS
*：ｐ<0.001
IPS, index of postural stability ; MIPS,modified,index of postural stability
引用：鈴木康裕:重心動揺を用いた動的バランス能力と年齢の関連;体力科学,第 64 巻,第 4 号
419-425(2015)

表 2.年齢と各指標との関連性

表 1. 対象の属性
N
男/女
年齢（age）
身長（m)
体重（Kg）
BMI（Kg/m²）

49
28/21
42.6±18.2
1.64±0.8
61.2±9.6
22.6±2.8

身長
体重
BMI
振動覚（sec）
二点識別覚
表在感覚
握力
膝伸展筋力（Nm/Kg）
膝伸展持久力（J )
足背屈筋力（Kgf)
足趾筋力
開眼片脚立ち（sec）
閉眼片脚立ち（sec）
IPS
MIPS

43

R
-0.044
0.248
0.402
-0.674
-0.066
-0.798
0.047
-0.576
-0.457
0.229
0.267
-0.514
-0.458
-0.466
-0.235

p
0.763
0.085
< 0.01**
< 0.01**
0.654
< 0.01**
0.75
< 0.01**
< 0.01**
0.113
0.064
< 0.01**
< 0.01**
< 0.01**
0.104
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Correlations of age with IPS and MIPS
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**：ｐ<0.001
IPS,index of postural stability ; MIPS,modified,index of postural stability
表 3. 若年者における属性
非競技者
Ｎ
20
man/women
13/7
Age (year)
21.8±3.6
身長(m)
1.64±0.1
体重(Kg)
58.8±10.1

BMI(Kg/m²)

21.7±3.0

アスリート
20
20/0
23.6±4.26
1.71±0.1
66.4±10.4
22.6±3.4

表 4. 非競技者とアスリートとの各指標の比較
非競技者

振動感覚（音叉）
感覚検査
二点識別感覚
表在感覚
biodex(利）60°/体重
筋持久力（J)
筋力検査
足背屈筋（平均）
足指（平均）
開眼片脚立位検査(平均)
閉眼片脚立位検査(平均)
バランス検査
ＩＰＳ
MＩＰＳ
*: p ＜0.05 **: p ＜0.001

アスリート
19.7
17.29*
11.7
11.9
16
15
243
287**
1620
2092**
33.4
46.2**
3.8
4.4
74.2
88.8
35.6
47.7
1.85
1.83
0.7
0.82
(対非競技者)
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【結果】
弱視者における身体的属性について表 1 に示した。
また年齢と各指標との関連性を表 2 に示した。年
齢とバランス能力指標（IPS,MIPS）の関連性を図
2 に示した。年齢と各指標において表在覚 rho=
-0.798 (p<0.01),振動覚 rho=-0.674(p<0.01),膝伸展
筋力 rho=-0.576(p<0.01),膝伸展持久力 rho= -0.457
(p<0.01)に負の相関を示した。また、年齢とバラン
ス評価各指標から,IPS rho=-0.466 (p<0.01),開眼
片脚立ち検査 rho=-0.514 (p<0.01),閉眼片脚立ち検
査 rho=-0.458 (p<0.01)の 3 指標において有意な負
の相関を認めた。しかし年齢と MIPS には相関関係
を認めなかった。
若年者における弱視者と視覚障害者アスリートの
比較における身体的属性を表 3 に示した。また、
バランス能力と理学療法評価における各指標の比
較を表 4 に示した。
【考察】
本研究の結果から、弱視者におけるバランス能力
と年齢および各評価指標の関連性において、バラ
ンス能力に影響する体性感覚（振動覚・表在覚）、
筋力（膝伸展筋力・持久力）は、それぞれ年齢と
負の相関関係(p<0.01)を認め、バランス能力指標で
ある、開眼・閉眼片脚立位検査、IPS も年齢と有
意な負の相関関係を認めた(p<0.01)。また、バラン
ス能力指標である開・閉眼片脚立位検査、IPS と
感覚検査（振動覚・表在覚）、筋力検査（膝伸展筋
力・膝伸展持久力）に有意な正の相関(p<0.01)を認
めたことから片脚により姿勢を保持させる、開
眼・閉眼片脚立位検査では、加齢に伴い低下した
体性感覚および下肢筋力の影響を示す結果であり、
片足立ちの保持時間は、加齢とともに低下する 8.9)
とされる 先行研究を支持する結果であった。
Bohannon.15)は、20-79 歳の対象者に片足立ちを行
い、片足立ち時間が 30 秒未満である相対的な割合
は、50-59 歳で 6%であるが、60-69 歳では 57%、70-79
歳で 90%低下し、年齢と保持時間に有意な相関を
認めると報告している。これらの事から、弱視者
における本研究も加齢による片脚バランス能力の
低下を認め、さらには体性感覚および下肢筋力と
片脚バランス能力との関連が報告されている先行
研究と同様の結果であった。
また、両足で行うバランス指標である IPS も同様
に年齢とともに低下を認める結果が得られている。
IPS は、開眼で行う検査であり、視力、視野障害、
および眼振などの影響から周囲環境を正しく認識
できない事が考えられるが、本研究の対象者は弱
視者であり全盲者ではない。低視力の弱視者の多
くは視野が狭く、そのため中心視に依存する傾向
にあるとさている 16)。この様な弱視者が周辺視の
影響により自己の位置や運動に関する情報を得ら
れなかったことは十分に考えられるが、開眼時の
バランス制御には、健常者同様に少なからず視覚
情報を認識し、前庭機能、体性感覚、下肢筋力に
45

より姿勢保持を行っている事が考えられた。また、
小野ら 17）は、開眼・硬面上での重心移動能力は大
腿四頭筋の筋厚と脚伸展力は正の相関を示し、そ
の傾向は高齢者特有のものとしている。本研究の
結果においても健常者同様に加齢に伴う膝伸展筋
力の低下が重心移動能力に反映した結果であった。
しかし、特記すべきは IPS を閉眼・軟面上で行っ
た MIPS において、視覚情報の遮断および足底から
の感覚情報の入力が制限された難易度の高いタス
クにも関わらず、年齢との有意な相関関係を認め
なかった。さらには MIPS とバランス関連因子であ
る膝伸展筋力（rho=0.29 p＜0.05）
・膝伸展持久力
（rho=0.346 p＜0.05）に弱い相関を認めたものの、
体性感覚検査（振動覚・表在覚）と MIPS に有意な
相関関係を認めなかった。
晴眼者の重心動揺は開眼時の方が閉眼時に比べて
少なく姿勢は安定する事が報告されており 1）、そ
れは姿勢保持に視覚が重要な役割を担っているこ
とを示している。また、鈴木ら 10）は動的バランス
能力および深部感覚は高齢になるほど低下し、動
的バランスの深部感覚と視覚の複合的代償は高齢
になるほど強まることを報告している。
しかし、本研究の結果から弱視者におけるバラ
ンス能力は閉眼・軟面によるタスクが加わったに
も関わらず加齢に伴う有意な低下を認めず、晴眼
者における、年齢とバランス能力の関連性と相違
する能力が示され、これは視覚障害者特有のバラ
ンス特性を示す興味深い結果であった。さらに、
閉眼時のバランス能力と身体機能との関連性にお
いても、健常高齢者における下肢筋力と体性感覚
の低下がバランスの不安定性につながるとされて
いる先行研究と相違する結果であった。これらの
事から、弱視者における閉眼時のバランス特性に
は何らかの視覚代償が働いている可能性が考えら
れ、それらは体性感覚および下肢筋力以外の前庭、
迷路系といった体性感覚からの固有感覚情報が優
位に影響している可能性が推定された。
さらに、我々は年齢による影響を除外するため
に、若年者を対象としたスポーツ競技者でない弱
視者と視覚障害者アスリート（ロービジョンフッ
トサル選手）との比較を行い、バランス能力と身
体機能評価の比較からバランス関連因子を検討し
た。
その結果、バランス能力の関連因子である、振
動感覚は非競技者が若干優れていたが、膝伸展筋
力、膝伸展持久力、足関節背屈筋力においては、
アスリートが優位に優れていた。しかし、バラン
ス指標である開眼・閉眼片脚立ち検査、IPS、MIPS
のすべての結果において両群間に有意な差を認め
ず、若年弱視者のバランス能力に体性感覚と下肢
筋力の影響を認めない事が示された。小野ら 17）は
開眼・硬面上での重心移動能力と大腿四頭筋の筋
厚と脚伸展筋力の正の相関は高齢者特有のものと
しているが、さらに若年者ではその傾向を認めな
い事を報告している。
今回の結果から、若年弱視者のバランス能力は
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非競技者とアスリートにおいても、一定以上の下
肢筋力があれば片脚バランス能力や重心移動能力
を必要とするIPSおよびMIPSに有意な差を見出し
にくいと考えられた。また、Deutschlander, A.18)
は、移動をイメージする課題で、盲者は、前庭、
体性感覚、一次運動領域が賦活され、晴眼者は海
馬傍回や紡錘状回の活動が高まるとしている。こ
れは、移動の際に視覚入力の補償として、盲者は
晴眼者以上に前庭情報や体性感覚情報に依存して
いることを表しており、本研究の対象者において
も、低視力を補うために、前庭、迷路系などの体
性感覚からの固有感覚情報が優位に影響すること
で、一定のバランス能力が担保されている可能性
が考えられた。
しかし、今回おこなった身体機能評価の各指標
からは、弱視者のバランス能力に影響するバラン
ス関連因子を特定するには至らなかった。直立時
の前後方向の外乱刺激による全盲者の足圧応答が
晴眼者に比べ早い 19)との報告がある事などから、
今後、新たな評価指標を用いて、競技の継続によ
る縦断的観察を含め、さらに検討していく必要が
ある。
【結論】
弱視者における年齢とバランス能力との関連性
および身体機能との調査において、閉眼時におけ
るバランス特性には体性感覚および下肢筋力以外
の何らかの視覚的代償が働いている可能性が考え
られ興味深い結果が得られた。また、若年弱視者
のバランス能力は非競技者とアスリートにおいて
も、一定以上の下肢筋力があれば片脚バランス能
力や重心移動能力を必要とする IPS および MIPS に
有意な差を見出しにくく、それには低視力を補う
ために、体性感覚および下肢筋力以外のバランス
関連因子により担保されている可能性が示唆され
る結果であった。本研究は視覚障害者分野におけ
る基礎的研究として十分に寄与できるものと考え
られる。

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/
stamina/03040901.htm.
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