
アライメントの崩れには
様々要因が考えられる

(年齢、性別、重⼼動揺、
疼痛、障害など…)

評価と現場での運動指導
には個々⼈の特徴を理解

する必要がある

そして個々⼈に合った
アプローチでの指導が

⼤切
(予防や改善も含め)

現状を知るためにも簡便
な評価が必要となる

様々な情報・データを
踏まえて評価を⾏うこと
も重要なのではないか

混合データ解析による動的アライメント評価法の提案
◯佐々木雅咲子1) 、四家千里1) 、原光希1)、フチイェリトゥ1)、村山敏夫2)

1)新潟大学大学院 2)新潟大学

1．研究背景

その他データ

phase1 phase2 phase3 phase4

測定脚逆脚

・踏み台昇降を連続で⾏う(15秒間計測)
・左右分離型の床反⼒計を使⽤
・右脚からの踏み込みと左脚からの踏み込みをそれぞれ測定

《これまでの被験者》
◎N⼤学運動部所属者
・バスケットボール部 15名 (男⼦7名/⼥⼦8名)

・その他 2名 （バレーボール部、体操競技部 ⼥⼦）
◎N⼤学学⽣（任意協⼒者）

（男⼦5名 平均年齢19.0±1.3/⼥⼦6名 平均年齢18.0±0.5）

◎イベント・教室参加者
・O市 I 地区 30名

(男性4名 平均年齢71.8±3.1/⼥性26名 平均年齢74.4±5.33)
・O市C地区 18名

(男性2名 平均年齢79.0±4.95/⼥性16名 平均年齢71.0±4.47）
・N県県⺠フェア 16名

(男性8名 平均年齢63±8.9/⼥性8名 平均年齢45.9±15.0)

◎N市運動施設利⽤者 15名
(男性5名 平均年齢51.0±21.0/⼥性10名 平均63.0±8.5）

合計107名（男性31名/⼥性76名）

３．研究⽅法

今後の課題

・マーカー
・動作解析
・画像分析
・X線

など…

従来のアライメント測定

・測定に⼿間や時間がかかる
・現場向きではない
・簡易的ではない

簡便にできる
⽅法を提案

・簡便で、現場向きな⽅法
・アライメント評価につながる
⼀つの指標・傾向を⾒ることができないか

マークや動作分析をしなくても床反⼒や荷重のかかり⽅の
違い、左右での違い、他のデータから
アライメントの崩れや傾向などは⾒られないのか…

step1

フォース
プレート

フォースプレートだけ
でアライメントの違い
を⾒ようとした

ピーク値の⽐較で左
右に差異が⾒られた

・・

step2

ピーク値

なぜ差・違いが⾒られるのか
フォースプレートだけでは⾒られない部分運動歴 障害

年齢既往歴 アンケート・問診調査
他の測定データも混じえて調べる

フォース
プレート

２．⽬的

・脚筋パワー測定器
(TANITA社製)

・アンケート
・性別
・年齢
・運動実施⽇数/週
・運動時間
・運動内容

・問診

・現在痛みがある箇所
・その部位の主観的な痛みのレベル
・今までの整形外科的治療

…に関して記述

床反⼒ピーク値の⽐較

など…

床反⼒の波形

年齢

障害

運動歴

既往歴

運動機能

体⼒測定

精神⾯

あらゆるデータを
絡めて評価をできないか

⽣活形態

様々な情報・データか
ら評価につなげる⽅法

↓
混合データ解析と定義

運動指導現場での
個々⼈に対する

アプローチに役⽴てる

R² = 0.9101
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ランドマークや動作分析など⼤掛かりなアライメント評価は
⼤事ではあるが実際の運動指導現場においては不向きで簡便
ではない

運動指導現場での評価のための⼀つの指標・⽅法論を提案

床反⼒のピーク値だけでは、差異は⾒られたとしてもアライ
メントの評価に結びつけるには不⼗分なデータであった

床反⼒の波形全体とその他のデータを組み合わせて
分析をすることにより、アライメントが崩れてしまう要因や
傾向を捉え、運動指導現場で個々⼈に合わせたアプローチに
役⽴てる

今回はあらゆるデータをもとに分析する⼿法を
混合データ解析とし、アライメント評価の⼀つの指標として
混合データの考え⽅・⽅法論を提案

今後、実際の現場で活かすために有効で簡便な
アライメント評価・指導のために有⽤性を⽰したい。

性別
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これまでの分析

これまでは、踏み台昇降動作を左右それぞれ
⾏ってもらい、ピーク値を算出。
そしてピーク値の平均から左右差を出し、
⽐較していた。

床反⼒計にかかる圧から⼈は誰もが左右差が
あり差異が⽣じていることが確認できた。
しかし、フォースプレートのピーク値の⽐較
だけでは、アライメントの評価としては
難しい。

n=75

踏み台昇降時、床反⼒計にかかる鉛直⽅向の圧は
左右で相関が⾒られる

TANITAの測定機器による荷重の⽐率の左右差（％）の結果
年齢との相関は⾒られなかったが、⾼齢になるにつれて

差が増加する傾向が⾒られる

先⾏研究では年齢の増加により前後⽅向よりも左右⽅向への
揺れが増加するという報告がある

R² = 0.0832
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年齢

重⼼動揺、バランス、
アライメントに関する研究は

多数存在

重⼼動揺性にはアライメントが関与すると
推察されるという先⾏研究の報告がある

左右分離型フォースプレートの波形

右脚

左脚

左脚

右脚

Sab.A

・75歳 ⼥性
・運動⽇数週4⽇ 2時間以上
・運動内容︓運動施設で有酸素運動とマシンで筋トレ

ソフトバレーボール(週1回)
・現在痛みがある箇所︓両膝、右肩(痛みレベルは2)
・変形性膝関節症
・昇降動作時、多少のフラつき、前傾姿勢が⾒受けられた
・荷重のかかり⽅の左右差は0.87％程左に荷重がかかっていた

Sab.B

・21歳 ⼥性
・運動⽇数週4⽇ 2時間以上
・運動内容︓バスケットボール
・現在痛みがある箇所︓左脚付け根、左膝(痛みレベルは1)
・過去に右⾜⾸弱捻挫
・昇降動作時、特にフラつきなどは⾒られなかった
・荷重のかかり⽅の左右差は1.46％程左に荷重がかかっていた

ｃ

Sab.C

・65歳 ⼥性
・運動⽇数週2⽇ 1〜2時間
・運動内容︓運動施設で有酸素運動、スタジオプログラム
・現在痛みがある箇所︓右膝(痛みレベルは3)、左膝(痛みレベルは4)
・右膝半⽉板損傷、左膝変形性膝関節症
・昇降動作に不安を覚えていた、フラつきがありスムーズな動作は困難そうであった

波形にばらつきが顕著に現
れた被験者

床反⼒計にうまく⼒が伝
わっていない、またバラン
スの崩れも伺える
→脈動波形

他の被験者でも波形の乱れ
や脈動波形が⾒られる⼈が
いたが、ほとんどが70代後
半から80代と⾼齢であった
Sab.Cは膝の影響が⼤きい
と⾔える

phase1の⼀周期の時間も⻑
いのが明らか

時間

Sab.D

・66歳 ⼥性
・運動⽇数週3〜4⽇ 1〜2時間
・運動内容︓運動施設で有酸素運動、筋トレ、スタジオプログラム
・現在痛みがある箇所︓なし
・過去に半⽉板治療
・荷重のかかり⽅の左右差は9.44％程左に荷重がかかっていた

動作時の波形の特徴がはっき
り伺えた(⼆つの⼭ができる)

膝関節症の障害の傾向は⾒ら
れず、現在は痛みがある場所
もない

重⼼動揺は左に偏っている傾
向が⾒られた
→将来に影響が出るのでは…

ご⾃⾝でも左側に偏っている
感じがあると⾃覚していたた
め静的アライメントが崩れて
いる可能性が考えられる

歩⾏と床反⼒の関係

床反⼒計へのかかり⽅が
変形性膝関節症(OA)と

通常では違う

歩⾏と踏み台昇降動作の
波形の特徴の違いは正の
ピーク値が昇降動作は
歩⾏よりも⼤きい

↓

踏み台昇降動作でも歩⾏と
同様の波形が観察される

静的アライメント不良が
動的アライメント不良へと
つながり、障害のリスクが
⾼まると先⾏研究で報告が
されている

踏み台昇降動作
これまでの測定機器

右脚左脚

踏み台の⾼さはこれまでと同様で
同じものを使⽤

⼀つの台に左右分離した
フォースプレートをのせている

今回の測定機器
（⽵井機器⼯業社製）
こちらの床反⼒データを使⽤

踏み台昇降動作100名以上測定を実施
今回は4名の床反⼒波形とその他のデータを⽰した。

床反⼒波形を観察してみると
通常⼆つの⼭が観察されるが、それがはっきりと観察できなかった⼈は⾼齢⼥性
が多い傾向があった。
また、アンケート・問診調査から障害を抱えている⼈は⾼齢者に多くその影響も
推察される。

下肢アライメントの年代間の相違と性差の研究において
男⼥ではアライメント変化の特徴に違いがあることが⽰唆され、
若年群・中年群と⾼齢群では有意差が認められたと報告されており、若年時の
アライメントを考慮することが必要と、アライメント評価の重要性が⾔われている。

静的アライメント
不良

筋・姿勢などの
アンバランス

疼痛や障害の
発⽣

動的アライメント
不良

静的アライメント不良が動的アライメント不良につながり障害を引き起こす

膝蓋⼤腿関節痛
ACL損傷 など

リスク
⾼まる

３回の⽴ち座りを
計測

その際の左右の荷重のかかり⽅
重⼼動揺の計測も⾏っている

左右の荷重の⽐率を⾒ることができたので
そこから左右差(％)を算出

３．分析

４．考察

混合データ解析

右脚(phase1) 左脚(phase1)

右脚(phase2) 左脚(phase2)

左脚(phase1)右脚(phase1)

右脚(phase2) 左脚(phase2)

左脚(phase2)

左脚(phase2)

右脚(phase2)

右脚(phase2) 右脚(phase1)右脚(phase1) 左脚(phase1)左脚(phase1)

•運動指導現場での簡便な評価
のための⽅法論を提案

簡便な評価のために

•動的アライメント評価の⼀つ
の指標として混合データの
分析を⾏う

アライメント評価の指標


