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I. 緒言 

身体活動を行う場合、平衡機能が乱れたり、変化したりすることは、その活動の基本姿

勢を崩すことになる。特に、スポーツにおいては、高次なバランス感覚が要求されその影

響は、パフォーマンスにも変化をもたらすものと考えられる。  

このバランス、すなわち平衡機能は目から入る視覚入力、内耳の前庭器から入る平衡感

覚入力、そして筋の伸び縮みなど固有感覚入力、さらには皮膚から入る体表入力を統合す

る事により維持される。これら入力が脳幹、小脳などの中枢で統合・制御され最終効果器

である筋肉に出力され平衡を司る１）とされている。 

また、ヒトの直立姿勢維持は、足の裏の狭い支持面と比較的重い頭蓋が脊柱の最上部に

位置し、物理的に不安定な状態で可動性の高い関節により脊柱との位置関節を保っている

ため、頭蓋の位置による影響を受けやすいことが考えられる。このような姿勢の維持は、

骨格筋の抗重力的緊張により、四肢、体幹の関節を固定することで、物理的に不安定な骨

格構造を、重力の影響に対して安定化させている。このことは頭部の位置安定のための頸

部、肩部の筋群とともに咀嚼筋群が抗重力筋の一つとして寄与していること、および顎関

節が解剖学的、発生学的にも姿勢の反射性制御の末梢受容器の一つである内耳迷路と隣接

していることなどからもうかがえる２）。もし、咬合の状態変化による咀嚼系の機能的異常が、

咀嚼筋の筋過緊張をおこすような場合、口蓋帆張筋の緊張が高まり、内耳に存在する半規

管にも影響を及ぼすことになり、平衡感覚の前庭入力にその影響が現れ、直立姿勢維持を

静的にも動的にも不安定にするものと考えられる。この直立姿勢の変化を客観的、定量的

に把握する手段として平衡機能検査装置の一つ、重心動揺計がある。これまでに自然立位

など安静な姿勢の保持を達成する機能としての静的立位バランスでは、顎口腔系の状態変

化と重心動揺軌跡からその影響の明らかにしてきた報告がみられる。３～６） 

一方、動的立位バランスは身体重心の移動を伴う動作を達成する機能であり、顎口腔系

の状態変化が不安定な支持面でのバランスへおよぼす影響について静的立位バランス同様、

その検討が必要と考えられる。すなわち、これらを両面から検討する事により顎口腔系の

状態変化と平衡バランスとの関係に関する情報をより正確に把握でき、その結果をフィー

ルドにフィードバック出来れば、あらゆる競技でのパフォーマンスの向上の一助となる事

が考えられる。しかし、これらを両面より検討して行くためには、顎口腔系の状態変化に

おける静的立位バランスと動的立位バランスへの相関関係の有無を検討する事が必要と考

え、本研究を企画した。 

 

II. 方法 

１） 被験者 

 被験者は、全身的に健康で顎口腔系および頭頸部諸筋群などに自覚的・他覚的に異常が

認められず、耳鼻科的な疾患に関する既往および現病歴のない成人で、本研究の主旨を理



解し、同意の得られた男性 1１名（平均年齢 23,4 歳）を選択した。尚、被験者の取り扱い

においては、ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針を遵守して行なった。 

２） 重心測定装置 

（１） 静的立位バランスは、共和電業社製重心動揺分析システムを用いた。図１に本

測定装置のブロックダイアグラムを示す。すなわち、大別して重心位置測定装置検出

部、重心位置測定装置支持部、データ処理部（A-D コンバータ、パーソナルコンピュ

ータ）から構成される。検出台には３ヶ所にロードセルが配置され、検出台に加わる

足圧に応じ、各各のロードセルに加重が配分され、その歪が電気抵抗値の変化として

指示部に送られる。指示部では、検出部ロードセルの電気抵抗値の変化から、重心位

置および X,Y,Z 軸の３次元的方向に対する重力モーメントが計算される。 

（２） 動的立位バランスは、酒井医療社製ディジョックボードプラス SV-200 を用いた。

図２に本測定装置のブロックダイアグラムを示す。すなわち、検出部、リミットオブ

スタビリティ・ランダムターゲット、データ処理部から構成されている。本装置は、

傾斜板に加速度計を取り付けることによって、傾斜板の傾斜方向と傾斜角度をコンピ

ュータ画面上四分円上にリアルタイムで表示することができる。その傾斜方向と傾斜

角度を示す点が四分円の中心にあるときは傾斜板が水平であることを示す。さらに中

心よりも上方または下方にある場合は前後方向への傾斜、右または左にある場合は左

右方向へ傾斜していることを示し、これら傾斜角度を計測し数値化できる。 

３） 測定方法 

（１） 静的立位バランスの計測は、日本めまい平衡医学会（2006 年平衡機能検査法）

による重心動揺検査の基準７）に可及的に準拠して行なった。すなわち、被験者を測定

室内で測定前１０分間安静にさせ、その後検出台上に規定された位置に閉足位で

natural standing をとらせた。なお、視点の設定は約１ｍ前方、眼とほぼ同じ高さに

設定した直径１cm の指標を注視するよう指示した。データサンプリングは、周波数

20Hz で 60 秒間に設定した。 

（２） 動的立位バランスの計測は、静的立位バランスの計測同様、日本めまい平衡医

学会の基準に可及的に準拠して行なった。本計測は、まず被験者をポールの手すりを

利用しディジョックボード上に乗せ、足位を開足とし約１ｍ前方のチャート図上のマ

ーカーを視認し図上中央に３秒間保持させた後、手すりから手を放しリアルタイムに

描出されるマーカーを図上中央に保持できるようバランスを 30 秒間とらせた。 

なお、静的・動的立位バランス測定時の口腔内条件は、下顎安静位（REST）と顎位

の安定のため軽い咬頭嵌合位(CLENCH)としランダムにそれぞれ計３回測定を行な

った。 

４） 静的・動的立位バランスの分析 

 静的立位バランスと動的立位バランスの比較は、静的立位バランスでは、外形面積、動

的立位バランスでは全方向角度変動域を用いて、その標準偏差より静的・動的立位バラン



スの相関係数を求めた。 

 

III. 成績 

被験者 1１名の静的立位バランスの面積と動的立位バランスの全方向角度変動域におけ

る下顎安静位と咬頭嵌合位時の平均値と標準偏差を図３および図４に示した。また図５に

は、静的立位バランスにおける重心動揺面積と動的立位バランスにおける全方向角度変動

域である軌跡に囲まれた面積のプロット図の下顎安静位の近似曲線を示す。図６には、同

様に咬頭嵌合位における近似曲線を示す。下顎安静位と咬頭嵌合位の静的・動的立位バラ

ンスにはそれぞれ有意な正の相関関係が認められた。 

 

IV. 考察 

１） 測定装置 

静的立位バランスに用いた重心動揺計は、神経科学基本検査の一つとして、耳鼻咽喉科、

神経内科、眼科などにおいて広く用いられている。本研究では、直立姿勢の変化を客観的、

定量的に観察が可能な装置として本装置を用いた。また、動的立位バランスに用いたディ

ジョックボードプラスは、傾斜角度を収集でき不安定支持面上での立位バランス能力が測

定できるため本装置を用いた。 

２） 測定条件 

（１） 静的立位バランス 

測定条件については、日本めまい平衡医学会の推奨する測定基準７）に可及的に準拠し

た。今回、静的立位と動的立位の比較を可及的にバランスの変化より把握するため、

特に足位・視覚条件を考慮した。すなわち、足位については足位の位置を一定に決め

やすい事と、支持面を小さくした方がより不安定であり異常を発見しやすい事から静

的立位では、閉足位とした。また、視覚条件は、本来耳鼻咽喉科領域において、開眼

と閉眼の２条件測定を行うのが一般的とされているが、今回耳鼻咽喉神経学的疾患が

ない被験者に対し、下顎安静位と咬頭嵌合位による軽い噛みしめもという口腔内条件

から動的バランスとの関係を調べる事を目的としているところから開眼とした。 

（２） 動的立位バランス 

動的立位においては、チャート図上のマーカーを中央に保持するようにし、測定中に

変動した不安定板の全方向の角度の平均を基準として測定中に変動した角度範囲で

チャート図におけるマーカーの描いた軌跡の外周を囲んだ面積から比較するため開

眼下で行なった。なお、静的立位バランスと動的立位バランスの比較として面積を選

んだのは、動的立位バランスにおける全方向角度変動域は、全方向平均変位を基準と

して、測定中に変動した角度範囲、すなわちチャート上に表された軌跡に囲まれた面

積とされ、重心動揺計における外形面積に相当するものと考えられるところから本項

目を選んだ。 



３） 成績 

下顎安静位と咬頭嵌合位による軽い噛みしめとの間には、静的立位バランスおよび動

的立位バランスにおいて有意な相関が認められた事は、膝伸展筋力との関係から不安定支

持面上での立位保持には大きな下肢筋力と素早い筋力発揮、そして作動筋と拮抗筋の筋バ

ランスが重要である事が示された。すなわち噛みしめがヒトのヒラメ筋の伸張反射の興奮

を高める８）と言う事より、顎口腔系の状態変化は静的にも動的にも立位バランスへ影響を

及ぼすものと考えられる。 

ヒトでヒラメ筋のＨ波に対する咬頭嵌合位による軽い噛みしめの効果を調べた研究８）で、

ヒラメ筋のＨ波の振幅は、噛みしめによって大きくなることが報告されていれる。さらに、

総脛骨神経を刺激してこの筋に誘発したＨ波も噛みしめによって振幅が大きくなると言わ

れる９）。すなわち、身体が前に傾いて誘発されるヒラメ筋の伸張反射も、後ろに傾いて誘発

される前脛骨筋の伸張反射も噛みしめによって興奮が上昇することになる。つまり、足首

の関節がしっかり固定され姿勢の安定を向上させる事になる。この事は、静的立位バラン

スや動的立位バランスにおいても平衡性を保持する上では同様な事がいえる。 

また、ヒトの平衡機能維持が内耳の前庭迷路系、視覚系および体性感覚系などの多くの

生体機能がフィードバック制御系として最終効果器である筋肉に出力され機能しているこ

とから、咬頭嵌合位による噛みしめは閉口筋の筋紡錘から上位中枢へ投射するインパルス

の量または質になんらかの変化が生じ１０)、大脳皮質や中枢神経系の心理的興奮水準の程度

にも差異が表れ、姿勢反射になんらかの影響をおよぼすものと考えられる。さらに、顎関

節からの求心性情報が小脳に投射される事は、小脳の機能の一つとしての体の平衡性、姿

勢、運動等の調節に影響をあたえるものといわれている１１）。しかし、動的立位バランスの

場合、ストレートスタンスによる姿勢のため、静的立位バランスよりも立ち直り反射の影

響が強くあらわれるものと思われる。さらに、四肢、体幹の筋緊張におよぶ連続的調整の

影響１２）、そして視覚情報による予測という高次の神経機構の役割も考えられ、これは立位

姿勢の維持におけるフィードバックとフィードフォワードの両方の制御機構が複雑に関与

しあうことから、予測制御機構１３)などの影響が関与しているものと考えられる。しかし、

バランスの正確なコントロールは、静的立位バランスにも動的立位バランスにおいても必

要であり、これらはすべて全身の生体機能システムがうまく協力して機能し、前庭部位の

核に送り込まれる情報がすべて正しく調整される時、初めて可能とされている。 

身体活動としての運動にはさまざまなものがあり、それぞれ要求される資質は異にする

が、少なくとも健全な姿勢制御機能は必要な要素である。その意味で、静的立位バランス

と動的立位バランスを共に評価する事は非常に重要であると考える。 

 

V. まとめ 

静的立位バランスおよび動的立位バランスにおける下顎安静位と咬頭嵌合位の相関関係

を調べたところ、それぞれにおいて両者の間には有意な正の相関がある事が示された。す



なわち軽い噛みしめによる咬頭嵌合位は、顎位を安定させるため下顎安静位に比べ静的に

も動的にも立位バランスにおいてより安定化がみられた。今後、顎口腔系の状態変化がい

かに平衡バランスと係わっているのか詳細に検討するためには、静的立位バランスだけで

なく動的立位バランスの両面より検討する必要があるといえる。 
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図１ 重心動揺計のブロックダイアグラム 
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図２ ディッショックボード・プラス SV200 のブロックダイアグラム 



 
図３ 静的立位バランスの面積 
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図４ 動的立位バランスの全方向角度変動域 
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図５ 静的・動的立位バランスにおける下顎安静位での相関 
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図６ 静的・動的立位バランスにおける咬頭嵌合位での相関 

 


