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1. 緒言 

ヒトは安定して直立しているが、実際はその安

定した立位姿勢の中にも微細な重心の動揺が見ら

れる。重心動揺の評価には重心を平面投影してみ

ることが多く、それによって動揺の大きさが見て

取れる。重心動揺はある姿勢を一定時間継続した

ときに見られる動揺の軌跡を記録し、その軌跡に

基づいて移動距離の総和を求めたり移動範囲を数

量化することが多い。この 2 つの尺度の間には同

じ重心動揺を示す尺度であることから相関関係が

あると想定される。移動範囲と総移動距離の関係

について一般的には、範囲が大きければ距離の和

も大きくなるという比例の関係性が成り立つ。し

かし、この関係性は必ず成立するわけではなく、

移動範囲と総移動距離とを2者間で比較した場合、

範囲は大きいが距離の和は小さくなるという事例

もしばしば認められる。重心動揺に関する多くの

研究の中で、範囲と距離という 2 つの項目の関係

性については未だ十分に研究されていない。そこ

で本研究では、重心動揺における移動範囲と総移

動距離の間にどのような関係性があるのか検討す

ることを目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 研究対象 

茨城大学の学生 47 名（男子学生 27 名、女子学

生 20 名）を被検者とした。なお、フットプリント

を 20 名（男子学生 8 名、女子学生 12 名）につい

て採取した。うち、立位平衡維持機能テストにつ

いては 2004 年度に測定したデータ（畠山）32 名（男

子学生 13 名、女子学生 19 名）を加えた。本研究

では運動機能との関連性については重視しないた

め、運動群か否かの区別はしていない。 

2-2 測定項目 

1）生体計測、足部計測 

 身長（㎝）、体重（㎏）、座高（㎝）、足長（㎝）、

足幅（㎝）、アーチ高（㎝）：身長・座高の測定で

は日内変化を考慮して、起床直後は避けた。体重

の測定は、食事の直後を避け、着衣量として 0.2

㎏を減量した。足部計測では椅子に座らせ台の上

に支持足をのせてもらい測定を行った。 

2）立位平衡維持機能テスト 

キスラー社のフォースプレートを用いて、正立

位、ロンバーグ姿勢（被検者が安定すると判断し

た側の足）、片足立ち姿勢を開眼・閉眼それぞれ 15

秒間ずつ行った。 

3）フットプリント 

両足のフットプリントを採取し、座標検出装置

（Graphtec DT 1000）を用いて処理した。 

これらの値をすべて Microsoft Excel に入力した
後、Statviwew、Spss にデータを変換した。移動範
囲はフォースプレートにより取得したデータを変

換し、重心動揺軌跡図の X 軸・Y 軸の最小・最大

値を Statview によって算出し、その最大値から最
小値を引いた範囲をそれぞれ縦と横とし、その範

囲を内接してできる長方形の面積を求めた。移動

距離はフォースプレートにより取得した重心動揺

のデータを変換し Statview 解析したことにより出
力された 15 秒間の総和の値とした。各種姿勢の範

囲と距離についてそれぞれ平均値、標準偏差、相

関図、相関係数等を算出した。なお、差の検定と

してｔ検定を行った。 
 

3. 結果と考察 
3-1 記述統計 
生体計測、足部計測におけるすべての項目で、

男子は女子よりも有意に大きな値を示した。また、

足圧痕のほとんどの項目で男子が女子よりも大き

な値を示しており、ｔ検定の結果は男子が有意に

大きかったものは足圧痕前部と足蹠長、足幅であ

った。足圧痕の円形度示数（周囲長と同じ長さの

円周をもつ円の面積を示す値）についてみると、

左右とも平均値は男子＞女子となっていた。この

結果から、女子の右足は男子の右足に比べ、足圧

痕は丸みが少なく、アーチが高く、足圧痕の中で

土踏まず部分が大きいといえる。 
 また、立位平衡維持機能テストでは移動範囲、

総移動距離のすべての項目において男子は女子よ

りも大きな値を示した。このことから、女子は男

子よりバランス感覚が良いことがわかった。これ

は女子が重心の動揺に瞬時に適応し、動揺を安定

させる身体能力を持っているからではないだろう

か。そして、少なくとも静的な姿勢では重心を安

定させるための筋感覚は男子より女子が勝ってい

るのではないかと考えられる。 
 

3-2 動揺軌跡図 
個人の動揺軌跡図を見ると、一人一人動揺の仕

方が異なり、各種姿勢で視覚情報が閉眼になると

広範囲に渡って動揺するもの、すべての姿勢にお

いて足の中心付近で重心をとらえていて広範囲に

渡って動揺しないもの、姿勢の困難度が上がると

それに準じて動揺範囲が大きくなるもの等がいた。

各種姿勢について見てみると、正立位において開

眼ではほぼ中心付近で動揺しており、閉眼になる

と中心付近よりも少し左右に動揺していた。ロン

バーグ姿勢においても正立位と同じことが言えた。

片足立ち姿勢では開眼で他の姿勢と同様に中心付

近で動揺しているものが多く見られたが、閉眼で

は一番困難な姿勢であるため、移動範囲が大きい

ことが見られた。このことから、重心の動揺には

その姿勢特有のパターンがあることがわかる。 
 
3-3 各種姿勢における移動範囲と総移動距離の

関係 

各種姿勢の移動範囲と総移動距離の項目に対し



て相関マトリクスを出力した結果、男女ともに同

じ姿勢同士の移動範囲と総移動距離は相関が高く、

違う姿勢との組み合わせにおいての相関は低いこ

とがわかった。 

相関マトリクスからそれぞれの姿勢について移

動範囲と総移動距離の相関係数を抽出すると表 1

のようになり、また棒グラフ（図 1）に図示した。 

表 1.各種姿勢における移動範囲と総移動距離の相関 

  男子   女子 

項目 N S.D P   N S.D P 

開眼直立姿勢（NO） 39 0.71  <0.01  40 0.92 <0.01

開眼ロンバーグ姿勢

（RO） 
39 0.87  <0.01  40 0.75 <0.01

開眼片足立ち姿勢

（SO） 
39 0.82  <0.01  40 0.97 <0.01

閉眼直立姿勢（NC） 39 0.80  <0.01  40 0.89 <0.01

閉眼ロンバーグ姿勢

（RC） 
39 0.75  <0.01  40 0.79 <0.01

閉眼片足立ち姿勢

（SC） 
39 0.83  <0.01   40 0.92 <0.01

2 者間の比較において移動範囲の大小と総移動
距離の大小関係が異なる場合のことを逆転現象と

定義する。ここで示された相関係数は値が大きい

ほど個人間で 2 測度間の逆転現象が起きにくいと
いえる。 

図1.各種姿勢における移動範囲と総移動距離の相関
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表 1と図 1より、開眼ロンバーグ姿勢（RO）を除
いて、男子よりも女子のほうが相関が高かった。

このことから、男子は女子よりも逆転現象が起こ

りやすいといえる。また、男子では最も相関が高

い姿勢は開眼ロンバーグ姿勢（RO）であり、最も
低い相関は開眼直立姿勢（NO）であった。女子に
おいては開眼片足立ち姿勢（SO）の相関が最も高
く、開眼ロンバーグ姿勢（RO）の相関が最も低か
った。 
 

3-4 姿勢別に見た男女の開眼・閉眼それぞれの移
動範囲及び総移動距離（分散分析） 

正立位（N）、ロンバーグ姿勢（R）、片足立ち姿

勢（S）の 3姿勢の平均値を見るため、この 3つの
姿勢を独立変数にとり、性（男女）を従属変数と

して開眼・閉眼の移動範囲・総移動距離別に分け

て反復測定分散分析を行った。図 2 に 3 姿勢全体
の平均値を示した。 

図2.男女3姿勢の交互作用
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その結果、開眼総移動距離（O Distance）と閉眼
総移動距離（C Distance）で、男子が有意に大きい
性差が見られたが、開眼移動距離（O Area）と閉眼
移動距離（C Area）においては男女間に有意な差は
見られなかった。 
 
4 まとめ 

1）重心動揺の範囲と距離の相関を見てみると、同
じ姿勢では相関が高かった。また、すべての姿勢

で相関係数が 1.0にならないことから、男女ともに
逆転現象見られるといえる。 
2）全ての姿勢における移動範囲と総移動距離の平
均値は、男子よりも女子が低いことから、男子よ

りも女子はバランス感覚が良いということがわか

った。女子は静的な姿勢では重心の動揺に瞬時に

適応する身体能力が身についていると推測できる。 
3）動揺軌跡図には個人差はあるが、各種姿勢で類
似した傾向が見られたことから、重心の動揺には

その姿勢特有のパターンがあると考えられる。 
4）円形度示数において、女子の右足は男子の右足
に比べて丸みが少なく、アーチが高く、足圧痕の

中で土踏まず部分が大きいといえる。 
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