姿勢バランスにおける適応と短期記憶－視覚と聴覚のフィードバックの比較－
佐久間

萌

＜要約＞
感覚フィードバックを用いた練習は臨床場面で広く用いられており，フィードバックのある状態で
の練習効果として適応，フィードバックのない状態での練習効果として短期記憶を定義する場合，姿
勢バランスで視覚・聴覚フィードバックの適応・短期記憶を比較した研究は知る限りなかった．本研
究の目的は，姿勢バランスで視覚・聴覚フィードバックを用いたとき，適応・短期記憶の効果を比較
することだった．対象は健常若年者 20 名で，視覚・聴覚フィードバック群に 10 名ずつ無作為に割り
当てた．荷重移動課題を用いて，各被験でフィードバックのある適応課題とフィードバックのない短
期記憶の 2 課題を実施した．適応では群間に有意差がなく，短期記憶では群間に有意差がみられた．
適応では，視覚・聴覚ともに断続的フィードバックを用いたときに練習効果に差はなく，短期記憶で
は聴覚フィードバックを用いたときのほうが練習効果を示す可能性が示唆される．

Ⅰ．はじめに

聴覚フィードバックによるパフォーマンスレベ

「感覚フィードバック」とは，練習中または

ルは等しかった．また，短期記憶では，聴覚フ

練習後の運動の修正に用いられるもの 1)と定義

ィードバック群のみ練習効果が維持されていた

されており，具体的には視覚・聴覚・体性感覚

と報告した．

を用いたフィードバックがある 2)．例えば，姿

しかしながら，それらの効果を姿勢バランス

勢鏡やビデオ映像を用いた視覚フィードバック

において調べた研究は私が知る限りなかった．

や理学療法士の口頭による聴覚フィードバック

従って，本研究の目的を，姿勢バランスにおい

などは，臨床場面で広く用いられている 3)．ま

て視覚または聴覚フィードバックを用いたとき

た，
「適応」とは新しい環境にさらされたときに
習熟している運動を修正・調節する過程と定義

の，1) 適応の効果，2) 短期記憶の効果を比較
することとした．本研究により，フィードバッ

されている 4)．本研究では，感覚フィードバッ

ク練習を行う際の，選択の一助となりうる．

クのある状態での練習効果を適応，練習前後の

Ⅱ．方法

感覚フィードバックのない状態での練習効果を
短期記憶と定義した．

1．対象

姿勢バランスにおいて，適応と短期記憶にお

本実験に同意を得た健常成人 20 名（男性 12

ける視覚または聴覚フィードバックそれぞれの

名，女性 8 名，年齢： 22.3±1.9 歳，身長：

効果は少なからず報告されている．適応におい

165.9±7.cm，体重：56.6±7.5kg）を対象とし，

ては，Pinsault ら

5)

は視覚フィードバックを，

視覚フィードバック群と聴覚フィードバック群

は聴覚フィードバックを用いた練
習で，健常者の静止立位時の足圧中心動揺の改

に各 10 名を無作為に割り当てた．なお，神経

善を報告した．また，短期記憶においては，Choi
ら 7) は視覚フィードバックを用いた練習で健

とした．

常者の荷重移動課題の改善を報告した．一方，

2．使用機器
(1) 床反力計

Chiari ら

Ronsse ら

6)

8)

は上肢運動の協調性において視覚
フィードバックと聴覚フィードバックの効果の

学的・整形外科的疾患の既往歴がない者を対象

被験者の足圧中心を計測するために床反力

違いを適応および短期記憶の両方で調べた．そ

計（Kistler 社製）を 1 枚使用し，サンプリン

の結果，適応では練習早期で視覚フィードバッ

グ周波数は 1000Hz とした．

クの効果が得られやすく，練習最終では視覚・

(2) モニター

にしたもの）を示している．青線が被験者の足圧中心，赤線が

被験者の前方 1.5m，目の高さにモニター
を設置し，追跡目標（以下，目標点とする）

モニター上に映し出される目標点の軌跡である．全 7 周期の
うち点線で囲まれた 6 周期を解析データとして用いた．

と，視覚フィードバック群のみ適応課題にお
ける視覚フィードバック
（赤点）
を表示した．

3．実験内容
被験者は床反力計上に裸足で立ち，胸の前で
腕を組み，足幅が上前腸骨棘－ 2cm9)，足長の
後方 40% 10) を床反力計の前後中央と一致させ
るように指示された．モニター上の目標点は周
波数 0.23Hz で上下に動き，振幅は課題開始前
に各被験者の足圧中心の前後最大移動距離の計
測を行い，上が最大移動距離の前方 80%，下が
後方 70%になるよう設定した．目標点は開始位
置から上下に 7 往復し，被験者はこの目標点に
あわせた前後方向の荷重移動を行った．解析に
は 1 施行 7 周期のうち最初の 1 周期を除外した

6 周期を使用した（図 1）．感覚フィードバック
は足圧中心が最大移動距離の前方 70~ 80%，後
方 60~70%の範囲に到達したときに与えられ，
視覚フィードバック群は赤点がモニター上に出
現し，聴覚フィードバック群は音が鳴るように
設定した（図 2 ）．これらの制御は LabView
(National Instruments 社) で作成したプログラ
ムで実行させた．
フィードバックを用いた荷重移動課題を適応
課題，フィードバックを用いなかった課題を短
期記憶課題とした．実験手順は，初めに短期記
憶課題を 1 ブロック（以下，pre とする）
，次に
適応課題を 4 ブロック（以下，Block1～4 とす
る）
，最後に初め同様短期記憶課題を 1 ブロッ
ク（以下，post とする）
，各被験者で行った（図

3）．

図 2．視覚・聴覚フィードバック方法
上は視覚フィードバックの方法，下は聴覚フィードバック

(%)

の方法について示している．モニター上を目標点（緑点)が開
始位置から上下に 7 往復し，被験者はその目標点にあわせた荷
重移動を行う．被験者の足圧中心が最大移動距離の前方 70～
80%，後方 60~70%の範囲に到達したときに各群にあわせたフ
ィードバックが与えられる．図の点線はフィードバックが与え
られる範囲を示している．視覚フィードバックは，赤点が画面
（1/10 秒） 上に出現し，聴覚フィードバックは音が鳴るよう設定した．

図 1．床反力計の解析データ範囲
縦軸が被験者の足圧中心(%)，横軸が課題の時間（秒を 1/10
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図 3．実験手順
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図は実験手順を示している．初めに短期記憶課題を 1 ブロ

0
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ック (pre) ，次に適応課題を 4 ブロック (Block1～4) ，最後

block2

block3

block4

に初め同様短期記憶課題を 1 ブロック (post) ，各被験者で行
った．適応課題ではフィードバックを用い，短期記憶課題では
フィードバックを用いなかった．
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0

前後 peak 値との差（以下，peak 誤差とする．
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統計解析には SPSS を用いて，適応課題と短期
記憶課題それぞれにブロック×感覚フィードバ
ックの二元配置分散分析を行った．適応課題の

0.8

多重比較には Tukey test，短期記憶課題の多重
比較には Bonfferoni test を用いた．短期記憶課
行った．有意水準は 5%未満とした
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Ⅲ．結果

block1
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1．適応
前方 peak 誤差では，群間に有意差はみられ
なかったが，ブロック間での主効果がみられ，

Block1 と 3，Block1 と 4 に有意差がみられた
（p<0.05）
．RMS・後方 peak 誤差では，ブロ

図 4．実験結果（適応）

ック間および群間に有意差がみられなかった

いる．青線が視覚フィードバック群，赤線が聴覚フィードバッ

（図 4）
．

ク群をそれぞれ示している．前方 peak 誤差では，群間に有意

縦軸が RMS・peak 誤差の数値，横軸がブロックを表して

差はみられなかったが，ブロック間での主効果がみられ，

Block1 と 3，Block1 と 4 に有意差がみられた（＊：p<0.05）．

RMS

2．短期記憶
RMS では，視覚・聴覚フィードバック群と
もに pre，
post 間での有意差がみられた（p<0.05）
が，前方 peak 誤差では聴覚フィードバック群
のみ pre，
post 間で有意差がみられた（p<0.05）．
後方 peak 誤差では群間および pre，post 間に
有意差はみられなかった（図 5）
．

荷重移動課題での適応，短期記憶における視
覚・聴覚フィードバックの効果が示された．
適応では視覚・聴覚フィードバックによる違
いはみられなかった．先行研究では，視覚フィ
ードバックは連続的フィードバック，聴覚フィ
ードバックは断続的フィードバックが効果的

短期記憶：RMS

11)12)という報告があり，前述のフィードバック
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＊

バック効果の比較を行った研究では，視覚フィ
ードバック群で練習初期に適応がみられた 7)．
本研究では視覚・聴覚フィードバックともに断
続的フィードバックを用いたことにより，適応
では視覚・聴覚フィードバックの効果に違いが
みられなかったと考えられる．
また，適応において RMS でブロック間に有

pre

post

短期記憶：前方peak誤差
＊

意差がみられなかったのに対し，前方 peak 誤
差でブロック間の主効果がみられたのは，時間
的要素が関連していると考える．peak 誤差は前
方 80%，後方 70%にあわせるという 1 点の練
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peak誤差

Ⅳ．考察

習効果をみているのに対して，RMS は目標点

0.2

にあわせるという時間的要素も含まれている．

0.15

目標点にあわせた荷重移動が前方 80%，後方

0.1

70%という 1 点にあわせることよりも容易であ
った可能性が考えられ，これにより RMS では
早期から適応が起こり，RMS 値が Block1 か
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0
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ら低くなり有意差がみられなかったのではない
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短期記憶では，RMS で視覚・聴覚フィード
バック群ともに pre，post 間での有意差がみら
れ，前方 peak 誤差で聴覚フィードバック群の
み pre，post 間の有意差がみられた．
本研究と同様，目標点にあわせた前後の荷重
移動を実験課題として行っている先行研究では，
課題の前後で目標点と被験者の足圧中心間の時
間のずれに改善がみられた 13)，という報告があ

pre

post

る．また，上肢運動で視覚・聴覚フィードバッ
ク効果の比較を行った先行研究によると，フィ

図 5．実験結果（短期記憶）

ードバックを除いたときに聴覚フィードバック

縦軸が RMS・peak 誤差の数値，横軸がブロックを表してい

群のほうがパフォーマンスレベルを維持してい

る．青線が視覚フィードバック群，赤線が聴覚フィードバック
群をそれぞれ示している．RMS では，視覚・聴覚フィードバ

た 8)，という報告がある．RMS では目標点に
あわせるという課題が上達したことにより，視

ック群ともに pre，post 間での有意差がみられた（＊：p<0.05）

覚・聴覚フィードバック群の両方で有意差がみ

が，前方 peak 誤差では聴覚フィードバック群のみ pre，post

られたことが考えられる．以上より，短期記憶

間で有意差がみられた（＊：p<0.05）．

では聴覚フィードバックを用いたときのほうが

練習効果を示す可能性が示唆される．
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14)，足底部の特に足趾がメカ

ノレセプターの分布密度が高い 15)，などという
報告があることから，前方と比較して後方への
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