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緒　　　　言

　日常生活においては、安定的な平地での歩行の
ほかにも、階段の上り下りや障害物回避など外部
環境に対して適切な動作が求められる場面が多い。
しかしながら、高齢者においては、身体機能の低
下に加え、神経系の働きを背景とした、自身の身
体感覚の鈍化や身体に注意を向けるといった認知
機能の低下がアクシデント（つまずき・転倒・障
害物衝突など）の発生確率を高めてしまう。この
ような怪我を負うリスクを回避・軽減するために
は、以上のような神経系における認知機能、特に
自身の身体へ注意を向ける能力（身体性注意1））
を向上させるための訓練が重要となる。
　この点について、近年の研究では身体性注意能
力には大きな個人差があり、個々人の能力に適し
た注意の向け方を採用することが運動パフォーマ
ンスの向上や運動学習効果の促進に寄与すること
が報告されている6,7）。更には、このような身体性
注意能力の個人差を脳活動から客観的に評価・定
量化する手法も提案されている8）。具体的には、
一定の周波数をもつ振動刺激を呈示した際に一次

体性感覚野から観察される「定常状態体性感覚誘
発 電 位（steady-state somatosensory evoked poten-

tials; SSSEP）」と呼ばれる律動的脳波の応答に着
目することで個々人の注意能力の定量化が可能と
なる。SSSEPは感覚刺激そのものへ能動的に注
意を向けると応答が強まる特性を有しており4）、
身体性注意能力が高い人ほど SSSEPの応答が強
まりやすい8）。
　そこで本研究では、身体性注意の機能向上を目
的とし、個人の注意能力を反映する SSSEPに基
づくニューロフィードバック訓練系の開発とその
有効性実証を目指した。ニューロフィードバック
とは、計測した脳活動を訓練者本人にリアルタイ
ムでフィードバックする技術であり、望ましい脳
活動状態へ人工的に誘導することが可能となる3）。
この技術を用いた訓練により、望ましい脳活動が
獲得されると、健常者・患者（脳卒中，精神疾患
など）におけるさまざまな認知・運動機能が改善
する。本研究においては、このような望ましい脳
活動の獲得を目的としたニューロフィードバック
訓練により、身体性注意機能を向上させ、最終的
にはその認知機能向上に付随して歩行動作の改善
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がもたらされることを期待する。

方　　　　法

Ａ．参加者

　健常若年者10名および健常高齢者 1名が参加し
た。ただし、実験参加期間において極度の疲労や
睡眠不足がある参加者は除外とした。当初計画し
ていた実験内容の改善（ニューロフィードバック
情報の変更）の必要性が明らかとなったため、健
常若年者を対象として繰り返し予備的検討を実施
した。このため、最終的に採用した本報告書に記
載する実験内容に参加した健常若年者は10名と
なった。一方、健常高齢者については、コロナ禍
の影響により外部からのリクルートが非常に難し
い状況が続いたため、最終的に 1名のみの実施と
なった。
　本研究は立命館大学倫理委員会で承認され（承
認番号：BKC-人医-2018-032-5）、ヘルシンキ宣言
を遵守して行われた。また、参加者に対しては研
究担当者が文書および口頭にて研究内容に関する
説明を行い、書面にて同意を得てから実験課題を
行った。実施した課題は、以下に示すとおり、
ニューロフィードバック訓練課題を 4日間とその
訓練効果を評価するための歩行動作課題を 2日間
（ニューロフィードバック訓練前後に 1日ずつ）、
合計 6日間で構成された。
　以下に示すニューロフィードバック訓練に関し
ては、まず健常若年者を対象として予備実験を行
い、実験内容の最終確認および訓練効果の可能性
の確認を実施した。その後、健常高齢者を対象と
した本実験（ニューロフィードバック訓練および
歩行動作課題）を実施した。
　Ｂ ．ニューロフィードバック訓練課題（健常若
年者および健常高齢者）

　本研究におけるニューロフィードバック訓練シ
ステムでは、脳波電極を左右体性感覚野周辺（拡
張10-20法における C1，C2，CP1，CP2）に配置
したうえで、左右の足裏に機械振動刺激（22 

Hz）を提示する。参加者の前には本人の注意状
態を音としてフィードバックするためのスピー
カーが置かれている（図 1）。機械振動刺激の呈
示に関しては、脳波への電気的ノイズが発生しな

いようにするため、ブラシレス DCモーターを採
用し、モーターの回転運動を直動運動に変換する
機構を有した自作の刺激装置を利用した。この刺
激装置上の突起物が上下することで足裏へ任意の
周波数をもつリズミックな感覚刺激が呈示される
こととなる。
　このような機械振動刺激が呈示されている際に
観察される SSSEP を脳波計（ポリメイトプロ 

MP6100）により計測し、その応答変化をリアル
タイムに解析した。具体的には、 5 秒分の脳波
バッファデータに対して高速フーリエ変換を用い、
刺激周波数および刺激周波数近傍のスペクトラム
パワーに着目した。解析指標として、SSSEPの
信号雑音比（刺激周波数近傍のスペクトラムパ
ワーを基準とした，刺激周波数でのスペクトラム
パワー）を算出することで、参加者の注意状態（感
覚刺激に向けている注意の強さ）を定量化した。
ここで、この推定された注意状態に関するフィー
ドバックは、本研究の計画当初、視覚情報として
モニターに提示することを予定していた。しかし
ながら、モニターにフィードバック情報を提示す
ると、自身の注意状態を認識するためにモニター
へ強く注意が向いてしまい、足裏の感覚刺激に注
意が向けづらくなることが明らかとなった。この
ようなシステムでは訓練そのものが成立しないこ

図 1．ニューロフィードバック訓練環境
Fig.1．Experimental setup in the neurofeedback training task.
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とが危惧されたため、フィードバック情報の改善
を行った。具体的には、足裏の感覚刺激に注意を
向けながら、自身の注意状態も認識しやすくする
ため、注意リソースが大きく割かれない聴覚情報
を利用して参加者へフィードバックするシステム
とした。つまり、リアルタイムで定量化された
SSSEPの信号雑音比の値をスピーカー音量に変
換することで参加者へフィードバックした。した
がって、SSSEPの信号雑音比が高いほど、音量
が大きくなり、参加者は自身が適切に足裏へ注意
が向けられていることを認識できる設定とした。
注意状態は0.5秒に 1回解析・フィードバックさ
れるものとした。このようなフィードバックの下、
参加者には「両足裏の振動刺激に注意を向けなが
ら、スピーカー音量がなるべく大きくなるように
訓練してください。適切に注意が向けられたとき
にスピーカー音量が大きくなります」と教示した
うえで訓練を行った。
　本ニューロフィードバック訓練においては、振
動刺激が呈示されない休憩ブロック（ 5秒）と振
動刺激およびフィードバック音刺激が呈示される
タスクブロック（35秒）を交互に 6回繰り返す流
れを 1セッションとし、 1日につき10セッション、
合計 4日間実施した。本ニューロフィードバック
訓練によって、適切に身体（下肢）へ注意を向け
る機能が向上すれば、訓練初日に比べ、訓練最終
日において SSSEP応答が増幅する（信号雑音比
が大きくなる）ことが期待される。
　Ｃ ．歩行中における障害物跨ぎ課題（健常高齢
者のみ）

　前項に示したニューロフィードバック訓練が、
運動機能に及ぼす影響を評価するため、ニューロ

フィードバック訓練前後において歩行動作課題を
実施した（本評価課題は，ニューロフィードバッ
ク訓練を実施した日と別日に実施した）。本課題
は、参加者のスタート位置から前方1320 mmの
床に置かれた障害物（高さ210 mm，発泡スチロー
ル製）を跨ぎながら歩くものとした（図 2 a）。 1

試行は 4歩で構成され、右足から歩き始め、 3歩
目・ 4歩目で障害物を跨ぐことが指示された。45

試行を 1セッションとし、ニューロフィードバッ
ク訓練前および訓練後においてそれぞれ 2セッ
ション実施した。
　歩行中における下肢動作はモーションキャプ
チャシステム（OptiTrack PrimeX13）を用いて計
測した。左右のつま先にマーカーを取り付け、歩
行中の足先の軌道を評価対象とした。評価指標と
して、障害物を跨ぐ際に先行する足（右足）のつ
ま先と障害物前縁との高さ方向のマージン距離で
ある lead-toe-clearance、および障害物の高さから
足上げの最高到達地点までのマージン距離である
lead-toe-elevationを評価した。更に、後から障害
物を跨ぐ足（左足）に関しても同様の指標（trail-

toe-clearance および trail-toe-elevation）の評価を
行った5）。図 2 bは、本課題で計測された、参加
高齢者における典型的な足先軌道の例を示してい
る（side view）。本研究で提案するニューロフィー
ドバック訓練系によって注意機能が向上し、更に
その認知機能向上が歩行動作改善に寄与すれば、
よりリスクの低い歩行動作（障害物跨ぎ動作）と
して、toe-clearance および toe-elevation 増加の観
察が期待される。

図 2．障害物跨ぎ課題
Fig.2．Stepping task over an obstacle. 

（a）Experimental setup. The left and right toes were recorded using seven motion capture cameras. The display showed a signal to 
start each trial.（b）Typical toes’ trajectories in the elderly. Rigid and dotted lines indicate right and left toes’ trajectory, respectively.
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結　　　　果

Ａ．ニューロフィードバック訓練課題

　図 3にニューロフィードバック訓練初日および
最終日における平均スペクトラムパワーを示す。
まず健常若年者において、訓練初日から22 Hzで
のスペクトラムピークが観察されており、今回利
用した機械振動刺激装置によって適切に SSSEP

が誘発されていることが確認された（図 3 a点線）。
その後、訓練最終日においては SSSEP応答を示
すピークが、訓練初日よりも増大している様子が
観察された（図 3 a実線）。これらのスペクトラ
ムパワーから算出した信号雑音比は、初日1.54±
0.20 SD・最終日1.77±0.23 SDとなった。これら
の SSSEP信号雑音比に対して対応あり t検定を
実施した結果、訓練初日に比べ最終日では有意な
増加が認められた（P = 0.0021）。一方高齢者にお
いては、訓練初日において22 Hzにおけるピーク
はほとんど確認されず、SSSEPは誘発されなかっ
た（図 3 b点線）。これは十分に足裏へ注意が向
けられていないことを反映している。その後、訓
練最終日においては明確な SSSEPとしてのピー
クが確認されている（図 3 b実線）。具体的な信
号雑音比としては、初日1.19 SD・最終日1.40 SD

となり、増加傾向を示した。
Ｂ．歩行中における障害物跨ぎ課題

　図 4 に障害物跨ぎ課題における左右足先の
lead/trail-toe-clearanceおよび elevationの結果を示
す（ 1名の結果であるため，平均値のみ示してい

る）。まず、先に障害物を跨ぐ右足については、
ニューロフィードバック訓練前よりも訓練後にお
いて30 mm 程度高い toe-clearance および toe-ele-

vationが確認された（図 4 a）。一方、あとから障
害物を跨ぐ左足については、訓練前後においてほ
とんど変化は認められなかった（図 4 b）。

考　　　　察

　本研究では、身体性注意の機能向上を目的とし
たニューロフィードバック訓練系を構築した。更
にその訓練系の有用性を確認するため、健常若年
者および健常高齢者を対象とした脳活動計測、な
らびに健常高齢者を対象とした障害物跨ぎ課題に
おける下肢動作の評価を行った。結果、事前の期
待どおり、参加者はニューロフィードバック訓練
によって目的とした SSSEP応答の増幅に成功し
た。更には、ニューロフィードバック訓練後によ
り高い足上げ動作で障害物を跨ぐ挙動が高齢者に
おいて確認された。本節においては、提案システ
ムの有用性ならびに歩行動作への影響について考
察する。
　本研究においてニューロフィードバック訓練系

図 3．ニューロフィードバック訓練における健常若年者
（a）および健常高齢者（b）の SSSEP応答変化

Fig.3．SSSEP responses of the young（a）and elderly（b）partici-
pants. 

In the young participants, the response on day 4 significantly 
increased compared with that on day 1. *P < 0.01.

（a） （b）

＊

図 4．障害物跨ぎ課題における足上げ動作の変化
Fig.4．Change of toe’s behavior in the right（a）and left（b）feet. 
Only the right foot（i.e., lead-toe）was observed to increase in 
height.

（a）

（b）
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の開発が完了した。本研究で開発した訓練系に関
しては、今後実用化していくことを想定した場合
に、利用しやすい側面をいくつか有している。第
一に、注意状態を推定するために利用している
SSSEPの信号雑音比の高さである。脳波は微弱
な電気信号であるため、通常は相当数の繰り返し
計測が必要となるが、SSSEPは応答強度が強い
脳波であることから、そのような繰り返し計測や
高度で複雑な情報処理技術を用いなくても必要な
情報が抽出可能となった。先行研究における個人
の注意能力の推定では、繰り返し計測が基盤と
なっていたが4）、本研究においては、より短い時
間のバッファデータからリアルタイムに近い形で
注意状態（個々の注意能力）を適切に推定できた
といえる。これはニューロフィードバックのよう
なリアルタイムでの脳活動解析に向いている側面
であるといえる。第二に、SSSEPを誘発するた
めに利用しているアクチュエータの利点である。
振動刺激呈示装置デバイスとしては、振動板・ピ
エゾ素子・ソレノイドコイルなどいくつかの種類
が候補に挙げられるが、今回採用したブラシレス
DCモーターは直流電源を利用するため、脳波へ
の電気的なノイズを与えない。更に、ブラシレス
DCモーターは速度制御性に優れているため、一
定の回転に基づく一定の振動刺激周波数を安定的
に提示することにも適している。その結果、今回
示した結果のように、SSSEPとしての鋭いスペ
クトラムピークの観察に成功したといえる。今後
は更なる利用しやすさ向上のため、振動刺激装置
の小型化などに取り組む予定である。
　本研究で開発したニューロフィードバック訓練
系は、健常若年者および健常高齢者における脳活
動変調に有効である可能性が示された。若年者に
おいては10名中 8名において SSSEP応答の増加
が認められ、更に高齢者においては訓練初期には
ほとんど確認されなかった SSSEP応答が訓練終
盤に顕著に認められる変化をもたらす結果となっ
た。つまり、もともと身体性注意能力をある程度
もっている個人に限らず、高齢者のように認知機
能の低下が生じている個人に対しても有効な訓練
系であるといえる。先行研究では、ニューロ
フィードバック訓練効果には大きな個人差があり、

訓練成功率も50～60％程度に留まることが指摘さ
れているが2）、本研究においては（データ数は十
分ではないが）高い訓練成功率が確認されている。
このような高い訓練成功率の要因を同定していく
ことも今後重要となる。
　今回実施したニューロフィードバックの訓練は、
歩行動作の改善にも効果が波及する可能性を示し
ている。高齢者において、段差や障害物を安全に
乗り越えることは日常生活での怪我防止に重要な
対策であるが、今回の実験結果では、訓練後にお
いてより高い足上げ動作が実現された。このよう
な変化は歩行中の姿勢変化の安定性向上に有効な
戦略である5）。更に。最高到達地点（toe-elevation）
が上昇するだけでなく、障害物に差し掛かる時点
での足の高さ（toe-clearance）も上昇しているこ
とから、単に足を高く上げるという挙動が実現し
ているだけでなく、障害物の位置に合わせて足上
げの上昇角度を調整しているといえる。つまり、
このように身体に対して適切に注意を向けること
が、自身の身体状態（姿勢・足先の位置など）の
的確な知覚や認知につながり、外部環境とのイン
タラクションのなかで正しい運動制御の実現に寄
与することを示唆する。
　ただし、このような訓練前後における足上げ動
作の変化は、先に障害物を跨ぐ右足でのみ観察さ
れた。この要因として、歩行中の視線や注意を向
けている方向の影響が考えられる。歩行中は基本
的に前方への注意が強い状態であると推測できる
が、右足が障害物を跨ぐ際は体の前方に足が振り
出されている状態となる。したがって、右足の場
合、訓練した下肢への注意も向きやすくなり、結
果として足上げ量の増加にもつながったと考えら
れる。一方で、体が障害物を越えた後に跨ぐ左足
は、後方への注意が必要となる状況であるため、
高齢者にとって注意が向けにくいのかもしれない。
したがって、両足において十分なニューロフィー
ドバック訓練効果を得るためには、より継続した
訓練日数が必要になるといえる。ただし、訓練日
数の増加は訓練者への負担増加にもつながるため、
訓練効果量と訓練者への負担のトレードオフを考
慮しながら訓練量を最適化していく必要がある。
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総　　　　括

　本研究により、身体性注意を訓練することを目
的としたニューロフィードバックに基づくシステ
ムが構築された。このシステムにより、脳活動が
望ましい状態へと誘導され、その脳活動の変化に
伴って転倒リスクが軽減する歩行動作につながる
可能性も示された。このような効果は健常若年者
のみならず、相対的に認知機能が低い高齢者にお
いても有効である結果の一例が得られた。つまり、
今回提案した訓練系によって認知機能が向上する
ことは、運動パフォーマンスにも良い効果をもた
らすことを意味しており、訓練者の身体的健康維
持に寄与できるものであるといえる。今後は、訓
練効果を得るための訓練日数の最適化などを行う
ことで、訓練者への負担をより少なく、利用しや
すいシステムへ改善していくとともに、十分な
データの収集を実施していく。
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