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１． 緒言 
人の直立姿勢は、視覚系・前庭迷路系・固有感

覚系といった求心性の情報に基づき、反射や筋の

運動によって制御されている。その身体バランス

の保持状態を、客観的に表現しているものが重心

動揺である。重心動揺は、重心位置の移動距離で

示されるが、身体組成や加齢によって増加するこ

とが報告されている 1）2）。そこで、私たちの日常生

活に伴う疲労という状態が、身体バランス保持に

影響し、軌跡長の増加として現れるのではないか

と考えられる。 

疲労は大別すると、脳・脊髄といった中枢神経

系に起こる精神疲労(中枢疲労)と、筋などに起こ

る身体疲労(肉体疲労)とに分類できる。精神的疲

労はいくつかの測定方法により定量化されている

が、今回の研究では簡易なものとしてフリッカー

計測器によるちらつき値を用いることとした。 

本研究では、より精神的な疲労を表すフリッカ

ー値と、より身体的な疲労を表す重心動揺軌跡長

を運動前後に測定し、それらの関連性について検

討することを目的とする。 

 

2． 対象および方法 
Ⅰ 対象 

 健康な茨城大学生 19 名（男子 4名・女子 15 名）

で、全員が高校までの部活動を含め運動経験者で

あり、現在も実技系の授業・部活で運動をしてい

る者であった。男女の別、及び運動部所属者の有

無に関しての区別はしない。 

Ⅱ 測定時間 

運動前の測定は、登校時もしくは運動活動の前

に行った。運動は実技系の授業・部活で、平均し

て 2～3時間であった。 

Ⅲ 測定方法 

Ⅲ―Ⅰ 重心動揺軌跡長の測定 

重心動揺は、ヒトが静立位を保とうとするとき

に、重心の鉛直線からのずれを持続的に補正する

結果として生じる 1）。この重心の動揺をキスラー社

のフォースプレートを用いて測定した。フォース

プレート上では、以下の 3 種類の姿勢を、開眼×

30 秒・閉眼×30 秒測定した。 

(ⅰ)直立姿勢 

両足の内側縁をつけて、腕は自然に体側に置い

た姿勢で測定する。 

(ⅱ)Tandem‐Romberg 姿勢(以下 T－Rと表記) 

フォースプレート上の前後方向のライン上に、

前足の踵と後ろ足のつま先をくっつけて縦一直線

にした姿勢で測定する。前側の足は利き足とした。 

(ⅲ)片足立ち姿勢 

 片足側は利き足とした。 

 

※どの姿勢も、開眼時の場合は、前方の目線の高

さに設定した目標点を注視した。 

重心動揺軌跡長の測定の解析処理 1） 

フォースプレート上への圧力中心点（CP；Center 

of Pressure）の位置情報のみが解析の対象とさ

れた。立位姿勢の測定では、足圧中心点は身体重

心の水平面への投影点とみなすことができる。今

回の測定では、30秒間の測定において50msec(0.05

秒)を 1コマとし、600 コマの CP 点の位置情報が記

録された。そして、各点間の距離を加算し重心動

揺の軌跡長を求めた(以下 Distanceと表記)。また、

フォースプレート上は XY 座標で示されており、X

軸方向は左右への重心の移動(以下 DistX と表記)

を表し、Y軸方向は前後への重心の移動(以下 DistY

と表記)を表す。 

Ⅲ―Ⅱ フリッカー値（ちらつき値）の測定 

フリッカー計測器は、光源を任意の周波数で点

滅させるもので、明滅の頻度(周波数)が低いとき

は点滅(ちらつき)のように見えるが、その頻度が

一定以上になると、ちらつきが融合して連続光に

見える。疲労によってその値(Hz)は低くなるとさ

れている。今回の測定では、光源の断絶は下降法

(連続光が断続光と見えたら反応してもらう)で行

い、ちらつきに感じた時点の周波数を測定値とす

る。座位の安静状態で連続して 3 回測定し、平均

値を用いる。 

 

３． 結果と考察 

 フリッカー値の平均値は運動前が 37．9Hz、運動

後が 39．7Hz となっており(表 1)、19 人中 17 人の

フリッカー値が、運動前後において同じ値か、も

しくは運動後のほうが有意に高い値を示している。

スポーツとフリッカー値の関係の特徴として、短

時間の激しい運動では、ちらつきが融合する値

(Hz)は運動中低下し、次いで上昇して活動前より

も高い値を示すが、長時間の運動では運動中止後

の値(Hz)の上昇はみられないという。一流スポー

ツ選手の強化合宿におけるフリッカー値の変動の

研究でも、練習後の方が練習前よりも値が高く、

トレーニングによる大脳皮質の覚醒レベル上昇の

表れではないかと報告されている 3）。今回の測定で

は、対象者の主観として、“運動後の方が冴えてい

たような気がする”という意見がよく聞かれた。

よって、フリッカー値が運動後に高い値を示した

ことは、朝起きて登校し体の機能が全開ではなく、

運動によって脳や感覚や器官が活発になったので

はないかと考えた。また、対象者が行った運動は

平均して 2～3 時間であり、活動の時間・強度とい

ったことも関係していると思われる。しかし、運

動後にフリッカー値が上昇した理由については、

 
 
 



表１ フリッカー値と Distance のデータ             

 運動前  開眼時   閉眼時   

   直立 T-R 片足立ち 直立 T-R 片足立ち

 ﾌﾘｯｶｰ値(Hz) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm)

 平均 37.9 508.1 1123.4 1332.4 660.1 2061.9 2615.3 

 標準偏差 1.91 82.85 308.75 475.77 150.23 1066.06 871.27 

 フリッカー値との相関係数   0.12 -0.19 -0.16 0.05 -0.14 -0.09 

 運動後  開眼時   閉眼時   

   直立 T-R 片足立ち 直立 T-R 片足立ち

 ﾌﾘｯｶｰ値(Hz) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm) 平均(mm)

 平均 39.7 523.2 1063.0 1163.1 622.5 1796.1 2544.7 

 標準偏差 3.40 55.69 254.27 337.11 125.75 596.35 881.26 

 フリッカー値との相関係数   -0.06 0.10 0.29 0.42 0.18 0.31 

 
上記の研究 3)の報告にもあるが、対象者の測定機器

に対する慣れがあげられる。このことは測定時に

解決されなければならず、フリッカー値測定時の

課題といえる。 

次に、各姿勢の Distance 平均値の運動前後にお

ける変化をみると(図 1)、直立・開眼位をのぞいた

その他の姿勢において、運動後における Distance

平均値の減少がみられた。これは、運動時間およ

び強度が、筋疲労がみられるまで行われず、むし

ろ運動によって心身が活発になったため、身体バ

ランスの保持機能が運動前よりもよく行われたた

めだと考えられる。 

図1　Distance平均値の変化
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また、DistX・DistY 平均値については、全姿勢に

おいて DistX よりも DistY の値が大きくなった(表

2)。このことは、左右方向の重心の揺れよりも、

前後方向の重心の揺れが多くみられたことになる。

左右の足を前後に一直線上に並べて立つ Romberg

姿勢や、片足立ち姿勢では、直立時の底面積が狭

いので、直立位を持続させることは困難になる。

そのため、姿勢の歪みを察知した筋群は反射的に

姿勢を立ち直らせるために頻繁に働いて、平衡を

懸命に維持しようとし、身体が左右に大きく揺れ

るのが観察される 4）とあり、今回の結果はこれと

異なっている。 

 最後に、フリッカー値と運動前後の各姿勢の

Distance との関係において当初は、フリッカー値

(Hz)が低い(疲労がみられる)と、重心動揺の軌跡

長が増加するのではないかと予想していたが、今

回の測定では“直立・閉眼位運動後”、“片足・開

眼位運動後”、“片足・閉眼位運動後”で弱い相関

があるとなった以外は、ほとんど相関はみられな

かった。それは、運動によって脳や感覚や器官が

活発になったのではないだろうかということと、

重心動揺に関しては、運動時間・強度が筋疲労に

いたらなかったこと、が影響したためと考えられ

る。今後、対象者の活動内容・時間・強度の設定

を一様にしたより詳細な測定を行うことが重要で

あると思われる。 
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表２ DistX と DistY のデータ 

      運動前（N=19）   運動後（N=19）   

  DistX 平均(㎜) DistY 平均(㎜) DistX 平均(㎜) DistY 平均(㎜)

直立・開眼 310.3  338.6  328.5  340.6  

直立・閉眼 410.7  431.9  386.5  405.4  

Ｔ-Ｒ・開眼 696.3  738.7  643.7  707.8  

Ｔ-Ｒ・閉眼 1210.2  1407.7  1111.0  1168.9  

片足・開眼 841.0  866.6  734.6  752.3  

片足・閉眼 1487.5  1813.4  1509.4  1713.1  

 


