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研究成果の概要（和文）：高齢者のバランス能力低下は、筋力などの運動機能の衰えだけでなく、感覚機能の衰えによ
る姿勢制御への影響が指摘されている。本研究は、立位バランスに重要な立位時の高齢者の足趾・足底感覚を新型感覚
検査機器で評価し、その評価に基づきバランス能力を改善するための最適な立位・歩行時の重心移動を足底へ振動感覚
刺激で呈示する方法を確立し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚起可能な感覚刺激内蔵型靴の開発研究を実施する
。結果として、高齢者の姿勢の動揺を回復するうえで靴内振動刺激は特に、前後方向の動揺に効果を期待できる結果と
なった。

研究成果の概要（英文）：One major cause of falls among the elderly is reduced balance ability associated w
ith aging, which has been shown to affect not only the decline in strength and other types of motor functi
on, but also postural control through declining sensory function. We developed a new device for evaluating
 tactile sensation in the toes and soles of elderly adults while standing. We analyzed dynamic standing ba
lance in the elderly and the young groups for using a movable platform. Moreover, based on these evaluatio
ns, we developed a method for applying vibratory sense stimulation to the soles to indicate to the user ho
w to shift the center of gravity to an optimal position while standing or walking. The present results ind
icated that the vibratory stimulation inside the shoes was an effective technique for assisting elderly in
dividuals in correcting postural instability, particularly forward/backward body sway. 
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１．研究開始当初の背景
 高齢者の転倒による外傷・骨折は日常生活
活動を著しく低下させることから保健・医
療・福祉行政において大きな問題となってい
る。高齢者の転倒の原因として、加齢に伴う
バランス能力の低下や障害が大きな因子と
なっている。ヒトのバランス保持には足趾・
足底と床との接触部位から得られる身体重
心の位置の変化についての継続的な体性感
覚系からの情報が重要である。しかしながら、
現状においては、運動と感覚の両機能からの
バランストレーニングアプローチは確立し
ておらず、体性感覚刺激を利用したバランス
支援機器の開発研究は皆無である。
 
２．研
 そこで本研究は、
加え既存にない立位荷重時の高齢者の足
趾・足底感覚閾値の変化を評価し、その評価
に基づきバランス能力を改善するための最
適な立位・歩行時重心移動軌跡を足底へ振動
感覚刺激を介して呈示する方法の研究を実
施し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚
起可能な新型振動感覚刺激内蔵型転倒防止
靴の開発研究を実施する。
 
３．研
方法１）
動的バランス能力評価のための床振動装置
の製作。
１－１
機器は、小型扁平型振動モータを床面上に複
数個配置することにより、足底の任意の部位
にコンピュータ制御により振動触覚刺激を
負荷することができる。振動子は片足あたり
9 個を使用し個々の振動子による刺
に制御可能とした。振動子を足底母趾、第一
～五中足骨骨頭、
各振動子の振動数は約
激の継続時間を
位および座位において、足底部配置の振動子
によるランダム刺激を知覚できるか否かの
二件法によりその正答率に関し統
行った。被験者は健常若年者７名（平均年齢
21.3 
とした。
１－２

ボモータ式可動式台および外乱床振動刺激
操作盤であり、仕様は
範囲最大
速度は
 
方法２
件における高齢者の動的姿勢制御能力
 本実験
て，視覚および体性感覚を撹乱させた時の特
徴的パラ
転倒予防に関する機器開発の

式 Ｃ－１９

１．研究開始当初の背景
高齢者の転倒による外傷・骨折は日常生活

活動を著しく低下させることから保健・医
療・福祉行政において大きな問題となってい
る。高齢者の転倒の原因として、加齢に伴う
バランス能力の低下や障害が大きな因子と
なっている。ヒトのバランス保持には足趾・
足底と床との接触部位から得られる身体重
心の位置の変化についての継続的な体性感
覚系からの情報が重要である。しかしながら、
現状においては、運動と感覚の両機能からの
バランストレーニングアプローチは確立し
ておらず、体性感覚刺激を利用したバランス
支援機器の開発研究は皆無である。

２．研究の目的 
そこで本研究は、

加え既存にない立位荷重時の高齢者の足
趾・足底感覚閾値の変化を評価し、その評価
に基づきバランス能力を改善するための最
適な立位・歩行時重心移動軌跡を足底へ振動
感覚刺激を介して呈示する方法の研究を実
施し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚
起可能な新型振動感覚刺激内蔵型転倒防止
靴の開発研究を実施する。

３．研究の方法 
方法１）振動装置による足底感覚評価および
動的バランス能力評価のための床振動装置
の製作。 
１－１ 振動装置による新型足底感覚検査
機器は、小型扁平型振動モータを床面上に複
数個配置することにより、足底の任意の部位
にコンピュータ制御により振動触覚刺激を
負荷することができる。振動子は片足あたり
個を使用し個々の振動子による刺

に制御可能とした。振動子を足底母趾、第一
～五中足骨骨頭、
各振動子の振動数は約
激の継続時間を 0.5sec
位および座位において、足底部配置の振動子
によるランダム刺激を知覚できるか否かの
二件法によりその正答率に関し統
行った。被験者は健常若年者７名（平均年齢
21.3 歳）、高齢者
とした。 
１－２ 床振動刺激装置は構成としてサー

ボモータ式可動式台および外乱床振動刺激
操作盤であり、仕様は
範囲最大 500mm、
速度は 2m/sec とし製作した。

方法２) 並進床外乱刺激および感覚撹乱条
件における高齢者の動的姿勢制御能力
本実験では，高齢者の動的姿勢制御に関し

て，視覚および体性感覚を撹乱させた時の特
徴的パラメータを得ることにより
転倒予防に関する機器開発の

Ｃ－１９，Ｆ－１９

１．研究開始当初の背景 
高齢者の転倒による外傷・骨折は日常生活

活動を著しく低下させることから保健・医
療・福祉行政において大きな問題となってい
る。高齢者の転倒の原因として、加齢に伴う
バランス能力の低下や障害が大きな因子と
なっている。ヒトのバランス保持には足趾・
足底と床との接触部位から得られる身体重
心の位置の変化についての継続的な体性感
覚系からの情報が重要である。しかしながら、
現状においては、運動と感覚の両機能からの
バランストレーニングアプローチは確立し
ておらず、体性感覚刺激を利用したバランス
支援機器の開発研究は皆無である。

 
そこで本研究は、従来の触圧覚感覚検査に

加え既存にない立位荷重時の高齢者の足
趾・足底感覚閾値の変化を評価し、その評価
に基づきバランス能力を改善するための最
適な立位・歩行時重心移動軌跡を足底へ振動
感覚刺激を介して呈示する方法の研究を実
施し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚
起可能な新型振動感覚刺激内蔵型転倒防止
靴の開発研究を実施する。 

 
振動装置による足底感覚評価および

動的バランス能力評価のための床振動装置

振動装置による新型足底感覚検査
機器は、小型扁平型振動モータを床面上に複
数個配置することにより、足底の任意の部位
にコンピュータ制御により振動触覚刺激を
負荷することができる。振動子は片足あたり
個を使用し個々の振動子による刺

に制御可能とした。振動子を足底母趾、第一
～五中足骨骨頭、踵部位に計９ヶ所配置し、
各振動子の振動数は約 100Hz、

0.5sec とした。被験者は立
位および座位において、足底部配置の振動子
によるランダム刺激を知覚できるか否かの
二件法によりその正答率に関し統
行った。被験者は健常若年者７名（平均年齢

高齢者 5 名（平均年齢

床振動刺激装置は構成としてサー
ボモータ式可動式台および外乱床振動刺激
操作盤であり、仕様は１軸方向刺激、床

、最大推力 1000N
とし製作した。

並進床外乱刺激および感覚撹乱条
件における高齢者の動的姿勢制御能力

では，高齢者の動的姿勢制御に関し
て，視覚および体性感覚を撹乱させた時の特

メータを得ることにより
転倒予防に関する機器開発の

Ｆ－１９，Ｚ－１９（共通）

高齢者の転倒による外傷・骨折は日常生活
活動を著しく低下させることから保健・医
療・福祉行政において大きな問題となってい
る。高齢者の転倒の原因として、加齢に伴う
バランス能力の低下や障害が大きな因子と
なっている。ヒトのバランス保持には足趾・
足底と床との接触部位から得られる身体重
心の位置の変化についての継続的な体性感
覚系からの情報が重要である。しかしながら、
現状においては、運動と感覚の両機能からの
バランストレーニングアプローチは確立し
ておらず、体性感覚刺激を利用したバランス
支援機器の開発研究は皆無である。 

従来の触圧覚感覚検査に
加え既存にない立位荷重時の高齢者の足
趾・足底感覚閾値の変化を評価し、その評価
に基づきバランス能力を改善するための最
適な立位・歩行時重心移動軌跡を足底へ振動
感覚刺激を介して呈示する方法の研究を実
施し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚
起可能な新型振動感覚刺激内蔵型転倒防止

振動装置による足底感覚評価および
動的バランス能力評価のための床振動装置

振動装置による新型足底感覚検査
機器は、小型扁平型振動モータを床面上に複
数個配置することにより、足底の任意の部位
にコンピュータ制御により振動触覚刺激を
負荷することができる。振動子は片足あたり
個を使用し個々の振動子による刺激は独立

に制御可能とした。振動子を足底母趾、第一
踵部位に計９ヶ所配置し、

、1 回の振動刺
とした。被験者は立

位および座位において、足底部配置の振動子
によるランダム刺激を知覚できるか否かの
二件法によりその正答率に関し統計処理を
行った。被験者は健常若年者７名（平均年齢

（平均年齢 66.2 歳）

床振動刺激装置は構成としてサー
ボモータ式可動式台および外乱床振動刺激

方向刺激、床可動
1000N 程度、最大

とし製作した。 

並進床外乱刺激および感覚撹乱条
件における高齢者の動的姿勢制御能力 

では，高齢者の動的姿勢制御に関し
て，視覚および体性感覚を撹乱させた時の特

メータを得ることにより、高齢者の
転倒予防に関する機器開発のデータとする。

Ｚ－１９（共通） 

高齢者の転倒による外傷・骨折は日常生活
活動を著しく低下させることから保健・医
療・福祉行政において大きな問題となってい
る。高齢者の転倒の原因として、加齢に伴う
バランス能力の低下や障害が大きな因子と
なっている。ヒトのバランス保持には足趾・
足底と床との接触部位から得られる身体重
心の位置の変化についての継続的な体性感
覚系からの情報が重要である。しかしながら、
現状においては、運動と感覚の両機能からの
バランストレーニングアプローチは確立し
ておらず、体性感覚刺激を利用したバランス

従来の触圧覚感覚検査に
加え既存にない立位荷重時の高齢者の足
趾・足底感覚閾値の変化を評価し、その評価
に基づきバランス能力を改善するための最
適な立位・歩行時重心移動軌跡を足底へ振動
感覚刺激を介して呈示する方法の研究を実
施し、加えて、転倒の危険を回避する注意喚
起可能な新型振動感覚刺激内蔵型転倒防止

振動装置による足底感覚評価および
動的バランス能力評価のための床振動装置

振動装置による新型足底感覚検査
機器は、小型扁平型振動モータを床面上に複
数個配置することにより、足底の任意の部位
にコンピュータ制御により振動触覚刺激を
負荷することができる。振動子は片足あたり

激は独立
に制御可能とした。振動子を足底母趾、第一

踵部位に計９ヶ所配置し、
回の振動刺

とした。被験者は立
位および座位において、足底部配置の振動子
によるランダム刺激を知覚できるか否かの

計処理を
行った。被験者は健常若年者７名（平均年齢

歳）

床振動刺激装置は構成としてサー
ボモータ式可動式台および外乱床振動刺激

可動
程度、最大

並進床外乱刺激および感覚撹乱条

では，高齢者の動的姿勢制御に関し
て，視覚および体性感覚を撹乱させた時の特

高齢者の
データとする。 

２－１
 高齢者
および健常若年者
4名女性
２－２
 電動プラットフォーム
ォーム
外乱刺激を被験者に加えた．並進外乱強度は
1.9
２－３
 被験者には腕組みをさせ
ム上にて足部を肩幅に開いて直立位をとら
せた．数回の練習を行わせた後
向をランダムに呈示した．感覚撹乱には
常条件（開眼：マットなし）
眼：マットあり）
着用：マットなし）
（ゴーグル着用：マットあり）の
定した
半透明のフィルムを貼付して視界を撹乱さ
せた．マット硬度は
ム C
２－４
 図
跡を算出するため
電業製）をプラットフォーム上に設置した．
サンプリング周波数を
に 100Hz
価するために
Corporation
の筋は右前脛骨筋
直筋
柱起立筋群とした
尺性最大筋力発揮時の筋電図振幅により正
規化した
動作解析装置を使用した
多用途テレメータ
同期させて計測を行った
 
方法３
足裏の

 

２－１ 被験者
高齢者 4 名（

および健常若年者
名女性 2名）であった．
２－２ 実験機材
電動プラットフォーム

ォーム)を用いて
外乱刺激を被験者に加えた．並進外乱強度は
1.9 秒間で 0.18m
２－３ 手順 
被験者には腕組みをさせ

ム上にて足部を肩幅に開いて直立位をとら
せた．数回の練習を行わせた後
向をランダムに呈示した．感覚撹乱には
常条件（開眼：マットなし）
眼：マットあり）
着用：マットなし）
（ゴーグル着用：マットあり）の
定した．ゴーグルは市販のもの用い
半透明のフィルムを貼付して視界を撹乱さ
せた．マット硬度は

C７相当であった．
２－４ データ収集および分析
図 1に実験機器構成を示した．重心動揺軌

跡を算出するため
電業製）をプラットフォーム上に設置した．
ンプリング周波数を
100Hz に変換した．無拘束にて筋活動を評

価するために
Corporation，JPN
の筋は右前脛骨筋
直筋、右大腿二頭筋
柱起立筋群とした
尺性最大筋力発揮時の筋電図振幅により正
規化した。関節角度変化算出のため
動作解析装置を使用した
多用途テレメータ
同期させて計測を行った

方法３）足裏振動刺激装置製作
足裏の複数の箇所に配置した

図

被験者 
名（69.5±4.5 歳，すべて男性）

および健常若年者 6 名（21.8
名）であった． 
実験機材 

電動プラットフォーム (
を用いて、前後及び左右方向の並進

外乱刺激を被験者に加えた．並進外乱強度は
0.18m の移動とした．

 
被験者には腕組みをさせ、

ム上にて足部を肩幅に開いて直立位をとら
せた．数回の練習を行わせた後
向をランダムに呈示した．感覚撹乱には
常条件（開眼：マットなし）
眼：マットあり）、ゴーグル条件（ゴーグル
着用：マットなし）、マット＋ゴーグル条件
（ゴーグル着用：マットあり）の

．ゴーグルは市販のもの用い
半透明のフィルムを貼付して視界を撹乱さ
せた．マット硬度は、JISK 7312

７相当であった． 
データ収集および分析

に実験機器構成を示した．重心動揺軌
跡を算出するため、床反力計（株式会社共和
電業製）をプラットフォーム上に設置した．
ンプリング周波数を 1000Hz

に変換した．無拘束にて筋活動を評
価するために、多用途テレメータ（

JPN）を使用し
の筋は右前脛骨筋、右腓腹筋内側頭

右大腿二頭筋、両中殿筋
柱起立筋群とした。筋電データは
尺性最大筋力発揮時の筋電図振幅により正

関節角度変化算出のため
動作解析装置を使用した。
多用途テレメータ、ビデオ解析装置をすべて
同期させて計測を行った。 

足裏振動刺激装置製作
複数の箇所に配置した

図 1 実験環境

歳，すべて男性）
21.8±1.6 歳，男性
  

(以下プラットフ
前後及び左右方向の並進

外乱刺激を被験者に加えた．並進外乱強度は
の移動とした． 

、プラットフォー
ム上にて足部を肩幅に開いて直立位をとら
せた．数回の練習を行わせた後、外乱刺激方
向をランダムに呈示した．感覚撹乱には
常条件（開眼：マットなし）、マット条件（開

ゴーグル条件（ゴーグル
マット＋ゴーグル条件

（ゴーグル着用：マットあり）の 4条件を設
．ゴーグルは市販のもの用い、表面に

半透明のフィルムを貼付して視界を撹乱さ
JISK 7312 におけるゴ
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関節角度変化算出のため、ビデオ
。なお、床反力計
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目的とする、
３－１
 本装置は、
ツ工業㈱
和電業
ールと
および外部
（計装用コンディショナ
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振動モジュール
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8箇所に配置する。身体の
移動など
した圧力の
動モータ
 

方法４
足底面に対する振動刺激が動的姿勢制御に
与える影響の検証
4-1 
 被験者は重篤な疾患・既往歴のない生活自
立高齢者
および健常若年者
3名女性
4-2 
 プラットフォーム
方向の並進外乱刺激を被験者に加えた。外乱
強度は、
回の練習を行わせた後、刺激方向をランダム
にして外乱を与えた。通常条件および視覚と
体性感覚を撹乱させた撹乱条件を設定した。
感覚撹乱には、足底感覚撹乱用のマットおよ
び視覚撹乱用ゴーグルを使用した。図
覚撹乱条件
 振動刺激に関して、母指、母趾球、第
足骨頭、踵の足底面に振動子を配置し（図
図 3）、各振動子に体重の
と駆動するように設定した。外乱方向で
件、振動あ
2条件の計
実施した。被験者の転倒に留意するため、プ

をモニタし、重心の
、センサ値が

動モータでフィードバック
目的とする、足裏振動刺激装置
３－１ 装置の概要
本装置は、振動モータ（

ツ工業㈱）と圧力センサ
和電業）を組み込んだ
ールと、圧力センサから
および外部への制御信号
計装用コンディショナ

業）、さらに変換器
モータを回転する駆動回路を

ントロールボックスから
振動モジュール

ダルなどの履物内の、
、5）、第一中足骨
、7)、踵骨下

箇所に配置する。身体の
移動などによって、

圧力の上限値
モータが回転し

４) 並進床外乱時の立位保持に関して、
足底面に対する振動刺激が動的姿勢制御に
与える影響の検証

 被験者 
被験者は重篤な疾患・既往歴のない生活自

立高齢者 6名（69.5
および健常若年者
名女性 2名）であった。

 手順 
プラットフォーム

方向の並進外乱刺激を被験者に加えた。外乱
強度は、1.9 秒間で
回の練習を行わせた後、刺激方向をランダム
にして外乱を与えた。通常条件および視覚と
体性感覚を撹乱させた撹乱条件を設定した。
感覚撹乱には、足底感覚撹乱用のマットおよ
び視覚撹乱用ゴーグルを使用した。図
覚撹乱条件での実験状況を
振動刺激に関して、母指、母趾球、第

足骨頭、踵の足底面に振動子を配置し（図
）、各振動子に体重の

と駆動するように設定した。外乱方向で
件、振動ありなし
条件の計 16 条件を

実施した。被験者の転倒に留意するため、プ

図 2 

重心の動揺により
が特に大きくなった

フィードバック刺激
足裏振動刺激装置

装置の概要 
振動モータ（FM34F

と圧力センサ（PS
組み込んだ図 2に示す

、圧力センサからの信号
制御信号を出力する変換器

計装用コンディショナ WGA-
業）、さらに変換器からの制御信号を

する駆動回路を
ボックスから構成される。

振動モジュールは床面、あるいは
内の、図 3に示す
中足骨頭(2、6)

踵骨下(4、8)に 4箇所
箇所に配置する。身体の動揺や重心位置

によって、センサ毎の変換器に
上限値を超えると

が回転し足裏に振動刺激を与え

床外乱時の立位保持に関して、
足底面に対する振動刺激が動的姿勢制御に
与える影響の検証 

被験者は重篤な疾患・既往歴のない生活自
69.5±4.5 歳：すべて男性）

および健常若年者 5名（21.8
名）であった。 

プラットフォームを用いて
方向の並進外乱刺激を被験者に加えた。外乱

秒間で 0.18m の移動とした。数
回の練習を行わせた後、刺激方向をランダム
にして外乱を与えた。通常条件および視覚と
体性感覚を撹乱させた撹乱条件を設定した。
感覚撹乱には、足底感覚撹乱用のマットおよ
び視覚撹乱用ゴーグルを使用した。図

での実験状況を示した。
振動刺激に関して、母指、母趾球、第

足骨頭、踵の足底面に振動子を配置し（図
）、各振動子に体重の 10-40

と駆動するように設定した。外乱方向で
りなし 2条件、感覚撹乱ありなし

条件を 2回ずつ（計
実施した。被験者の転倒に留意するため、プ

 振動モジュール

動揺により荷重点が移
大きくなった部位を

刺激することを
足裏振動刺激装置を開発した。

FM34F、東京パー
PS-70KCM2、㈱共
に示す振動モジュ

の信号の増幅、表示、
出力する変換器
-670B、㈱共和電

制御信号を受け
する駆動回路を内蔵したコ

構成される。 
あるいは靴やサン
に示す足裏の母趾
6)、第五中足骨
箇所、左右で

動揺や重心位置
センサ毎の変換器に設定
超えると、該当箇所の

振動刺激を与え

床外乱時の立位保持に関して、
足底面に対する振動刺激が動的姿勢制御に

被験者は重篤な疾患・既往歴のない生活自
歳：すべて男性）

21.8±1.6 歳：男性

を用いて、前後及び左右
方向の並進外乱刺激を被験者に加えた。外乱

の移動とした。数
回の練習を行わせた後、刺激方向をランダム
にして外乱を与えた。通常条件および視覚と
体性感覚を撹乱させた撹乱条件を設定した。
感覚撹乱には、足底感覚撹乱用のマットおよ
び視覚撹乱用ゴーグルを使用した。図 4に感

示した。 
振動刺激に関して、母指、母趾球、第 5

足骨頭、踵の足底面に振動子を配置し（図
40％荷重される

と駆動するように設定した。外乱方向で 4
条件、感覚撹乱ありなし

回ずつ（計 32 試行）
実施した。被験者の転倒に留意するため、プ
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を開発した。 

東京パー
㈱共

振動モジュ
表示、

出力する変換器
、㈱共和電

受け上
内蔵したコ

サン
足裏の母趾

中足骨
、左右で計
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の振
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床外乱時の立位保持に関して、
足底面に対する振動刺激が動的姿勢制御に

被験者は重篤な疾患・既往歴のない生活自
歳：すべて男性）

歳：男性

、前後及び左右
方向の並進外乱刺激を被験者に加えた。外乱

の移動とした。数
回の練習を行わせた後、刺激方向をランダム
にして外乱を与えた。通常条件および視覚と
体性感覚を撹乱させた撹乱条件を設定した。
感覚撹乱には、足底感覚撹乱用のマットおよ

に感

5中
足骨頭、踵の足底面に振動子を配置し（図 2、
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4条

条件、感覚撹乱ありなし
試行） 

実施した。被験者の転倒に留意するため、プ

ラットフォーム上に手すりを設置するとと
もに、近傍にスタッフ
4-
 実験２
4-
 床反力値を用いて足圧中心
右各成分の移動距離を求め、
COP
筋電データは、各筋の等尺性最大筋力発揮時
の筋電図振幅により正規化し、筋活動量およ
び筋潜時を算出した。ビデオ動作解析システ
ムを用いて、体幹、股関節、膝関節、足関節
の可動域変化量を矢状面、前額面それぞれで
算出した。床反力計、筋電計、ビデオ動作解
析装置をすべて同期させて計測を行った。ま
た、振動の有無、
比較に関して統計分析を実施した。
 
４．研究成果
成果１
１－１
内では踵の振動覚が立位時、座位時ともに他
の部位に比べ感度が低下した。また、若年者
に比べ高齢者は全ての部位で感覚が立位、座
位ともに低下していた。また、２群とも足底
の感覚は
いこと、高齢になるとその感度が低下し、特
に踵が顕著に低下する傾向を示した。これら
の結果をもとに、特に高齢者に振動刺激で情
報を呈示する場合、足底への振動刺激情報を
伝えるには
母趾や母趾球、小趾球など、足底の前部
激を入力するのが良いという結果を得た。
１－２
（プラットフォーム）を製作した

ラットフォーム上に手すりを設置するとと
もに、近傍にスタッフ
-3 計測機器 
実験２-４と同様とした。
-4 解析項目 
床反力値を用いて足圧中心

右各成分の移動距離を求め、
COP 最大値の 2
筋電データは、各筋の等尺性最大筋力発揮時
の筋電図振幅により正規化し、筋活動量およ
び筋潜時を算出した。ビデオ動作解析システ
ムを用いて、体幹、股関節、膝関節、足関節
の可動域変化量を矢状面、前額面それぞれで
算出した。床反力計、筋電計、ビデオ動作解
析装置をすべて同期させて計測を行った。ま
た、振動の有無、
比較に関して統計分析を実施した。

４．研究成果 
成果１) 
１－１ 結果として、高齢者内および若年者
内では踵の振動覚が立位時、座位時ともに他
の部位に比べ感度が低下した。また、若年者
に比べ高齢者は全ての部位で感覚が立位、座
位ともに低下していた。また、２群とも足底
の感覚は 2点刺激よりも
いこと、高齢になるとその感度が低下し、特
に踵が顕著に低下する傾向を示した。これら
の結果をもとに、特に高齢者に振動刺激で情
報を呈示する場合、足底への振動刺激情報を
伝えるには 1点刺激が有効であること、また
母趾や母趾球、小趾球など、足底の前部
激を入力するのが良いという結果を得た。
１－２ 仕様内容に
（プラットフォーム）を製作した

図 3 振動モジュールの配置

図 4 プラットフォーム

ラットフォーム上に手すりを設置するとと
もに、近傍にスタッフ 2名を配置した。

 
４と同様とした。

 
床反力値を用いて足圧中心

右各成分の移動距離を求め、
2 つのパラメータを算出した。

筋電データは、各筋の等尺性最大筋力発揮時
の筋電図振幅により正規化し、筋活動量およ
び筋潜時を算出した。ビデオ動作解析システ
ムを用いて、体幹、股関節、膝関節、足関節
の可動域変化量を矢状面、前額面それぞれで
算出した。床反力計、筋電計、ビデオ動作解
析装置をすべて同期させて計測を行った。ま
た、振動の有無、2 群（若年者と高齢者）を
比較に関して統計分析を実施した。

 

結果として、高齢者内および若年者
内では踵の振動覚が立位時、座位時ともに他
の部位に比べ感度が低下した。また、若年者
に比べ高齢者は全ての部位で感覚が立位、座
位ともに低下していた。また、２群とも足底

点刺激よりも 1点刺激の感度が高
いこと、高齢になるとその感度が低下し、特
に踵が顕著に低下する傾向を示した。これら
の結果をもとに、特に高齢者に振動刺激で情
報を呈示する場合、足底への振動刺激情報を

点刺激が有効であること、また
母趾や母趾球、小趾球など、足底の前部
激を入力するのが良いという結果を得た。

仕様内容に基づき床振動刺激装置
（プラットフォーム）を製作した

振動モジュールの配置

プラットフォーム

ラットフォーム上に手すりを設置するとと
名を配置した。

４と同様とした。 

床反力値を用いて足圧中心(COP)の前後左
右各成分の移動距離を求め、COP 復元時間と

つのパラメータを算出した。
筋電データは、各筋の等尺性最大筋力発揮時
の筋電図振幅により正規化し、筋活動量およ
び筋潜時を算出した。ビデオ動作解析システ
ムを用いて、体幹、股関節、膝関節、足関節
の可動域変化量を矢状面、前額面それぞれで
算出した。床反力計、筋電計、ビデオ動作解
析装置をすべて同期させて計測を行った。ま

群（若年者と高齢者）を
比較に関して統計分析を実施した。 

結果として、高齢者内および若年者
内では踵の振動覚が立位時、座位時ともに他
の部位に比べ感度が低下した。また、若年者
に比べ高齢者は全ての部位で感覚が立位、座
位ともに低下していた。また、２群とも足底

点刺激の感度が高
いこと、高齢になるとその感度が低下し、特
に踵が顕著に低下する傾向を示した。これら
の結果をもとに、特に高齢者に振動刺激で情
報を呈示する場合、足底への振動刺激情報を

点刺激が有効であること、また
母趾や母趾球、小趾球など、足底の前部
激を入力するのが良いという結果を得た。

基づき床振動刺激装置
（プラットフォーム）を製作した。本プラッ

 

振動モジュールの配置 

 

プラットフォーム:感覚撹乱条件

ラットフォーム上に手すりを設置するとと
名を配置した。 

の前後左
復元時間と

つのパラメータを算出した。
筋電データは、各筋の等尺性最大筋力発揮時
の筋電図振幅により正規化し、筋活動量およ
び筋潜時を算出した。ビデオ動作解析システ
ムを用いて、体幹、股関節、膝関節、足関節
の可動域変化量を矢状面、前額面それぞれで
算出した。床反力計、筋電計、ビデオ動作解
析装置をすべて同期させて計測を行った。ま

群（若年者と高齢者）を

結果として、高齢者内および若年者
内では踵の振動覚が立位時、座位時ともに他
の部位に比べ感度が低下した。また、若年者
に比べ高齢者は全ての部位で感覚が立位、座
位ともに低下していた。また、２群とも足底

点刺激の感度が高
いこと、高齢になるとその感度が低下し、特
に踵が顕著に低下する傾向を示した。これら
の結果をもとに、特に高齢者に振動刺激で情
報を呈示する場合、足底への振動刺激情報を

点刺激が有効であること、また
母趾や母趾球、小趾球など、足底の前部に刺
激を入力するのが良いという結果を得た。 

基づき床振動刺激装置
。本プラッ

 

 

感覚撹乱条件 



トフォームを用いて
進外乱刺激を被験者に加えた
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成果４
４－
 COP
乱時の左右成分に振動あり条件で有意な短
縮が見られた（図
時に同様の結果が得られた。前後左右の各方
向最大変位は、振動ありなしおよび年齢差で
の有意差は見られなかった。
４－
 筋活動量に関して、振動条件比較では、若
年者高齢者ともに有意差は見られなかった。
年齢間比較から、高齢者は前後外乱時に大腿
直筋を有意に大きく使用している結果が得
られた。筋潜時は、振動条件、年齢条件とも
有意な差は認められなかった。
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大きく、高齢者は膝や股関節の変化量が大き
かった。左右外乱では、若年者は体幹、股関
節、足関節に同程度の角度変化が生じるが、
高齢者は股関節、足関節が主要となり体幹の
動作が小さい傾向であった。
以上から、高齢者の姿勢の動揺を回復する
うえで靴内振動刺激は特に、前後方向の動揺
に効果を期待できる結果となった。
しかしながら、下肢関節の運動分析から、
足底のみの振動刺激だけでなく体幹への振
動刺激なども含め今後検討する必要もある。
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年齢間比較から、高齢者は前後外乱時に大腿
直筋を有意に大きく使用している結果が得
られた。筋潜時は、振動条件、年齢条件とも

振動条件による有意な差異は見られなかっ
たが、振動ありの方が全般的に角度変化量が
大きい傾向がみられた。年齢間比較において

外乱の場合、若年者は足関節の変化量が
大きく、高齢者は膝や股関節の変化量が大き
かった。左右外乱では、若年者は体幹、股関
節、足関節に同程度の角度変化が生じるが、
高齢者は股関節、足関節が主要となり体幹の 

以上から、高齢者の姿勢の動揺を回復する
うえで靴内振動刺激は特に、前後方向の動揺

しかしながら、下肢関節の運動分析から、
足底のみの振動刺激だけでなく体幹への振
動刺激なども含め今後検討する必要もある。



本件では、足底を不安定にするなかで視覚・
聴覚遮断撹乱する実
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