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Ⅰ．はじめに

障がいの有無や取り巻く環境にルールの変更な

どで適応し，プレーすることができるスポーツを

アダプテッドスポーツという（矢部，1997）。ア

ダプテッドスポーツの実施は障がい者の生活の質

を向上させるとの報告がある（金子ら，2007）。

さらに，陶山（2006）は障がい者は身体的及び知

的に障がいを持っているため，健常者以上に自分

の健康に配慮する必要があり，スポーツを日常の

生活の中に取り入れるべきだと述べている。しか

し，視覚障がい者が運動を実施する上で様々な制

限がかかっている。五十嵐（1993）は視覚障がい

が発育・発達に影響する要因として行動の制限，

視覚的情報の欠如，視覚的模倣の欠如，視覚障が

いに対する社会の態度の4点を挙げている。これ

は運動機能にも影響を与えていると考えられる。

中田ら（1980）は晴眼児と比較して，視覚障がい

児は全身反応時間及び握力が有意に低下している

ことを報告している。視覚障がいによって運動が

制限され，運動経験及びトレーニング不足が起き

ていると考えられる。以上の点を考慮すると，視

覚障がい者を対象とした安全にトレーニングを実

施できる方法を確立することがこの運動能力の差

を抑制することにつながると考えられる。

これはブラインドサッカーでも同様なことが言

える。ブラインドサッカーは視覚障がい者を対象

にした競技であり，キーパー以外のフィールドプ

レイヤーは視界をアイマスクで完全に遮断し，

ボールから発せられる音や周囲の声などを用いて

ゴールを奪う競技である（NPO法人日本ブライ

ンドサッカー協会，online）。1980年代初頭に国

際ルールが統一化され，アテネ2004パラリン

ピックより「Football 5-a-side」として正式種目と

なった。日本では2002年から強化・普及を行

い，パラリンピック出場に向けたサポートが行わ

れている。これまでのブラインドサッカーに関す

る研究で，坂本ら（2015）はロンドンパラリン

ピックを対象にシュートの角度及び距離からみた

攻撃スタイルを分析したブラインドサッカーの戦

術について検討し，大嶽ら（2018）はGPSを用

いた試合中の移動距離から運動パフォーマンスに

ついて検討している。しかし，長期的なトレーニ

ングに注目した研究はあまり見られない。

松井（2015a，2015b）はブラインドサッカー選

手の最大酸素摂取量，無酸素性作業閾値及び体重

当たりの下肢筋力は健常者の大学サッカー選手と

比較して有意に低値を示したことを報告してお

り，競技力向上の必要性を示唆している。さら

に，大嶽ら（2018）は ブラインドサッカー選手
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表 1　各被験者の身体的特徴

が装着したGPSデータから低速度によるプレー

が継続していることを明らかにした上で，今後の

課題として，短距離での移動速度の向上であるこ

とを指摘している。ブラインドサッカーでは，音

による刺激を元にボールや相手に反応するという

特徴がある。これらの事を考慮すると動き出しの

動作，特に1歩目と2歩目のステップ動作の速度

を向上させることはブラインドサッカーの競技力

向上に繋がると考えられる。しかし，視覚障がい

者は運動の制限がある中で安全かつ効果的に指導

及びトレーニングを実施する方法はこれまで確立

されていないのが現状である。

昨今では高速の微細振動プレート上で行う全身振

動刺激トレーニング（whole-body vibration training，

以下WBVTと略す）が注目されている。WBVTは

垂直軸，前額軸及び矢状軸の3次元に振動を行

い，さまざまな方向へ加速を繰り返すことで重力

加速度を増幅させ，重たい負荷を用いずに自身の

体重のみで力を増大させることができる（田中

ら，2013）。粟生田ら（2010）は，運動部所属の

健常男子大学生を対象に通常練習内容に加え，全

身振動トレーニングを実施した結果，対照群と比

較して体重あたり膝屈伸筋力及び下肢筋量に有意

な差は見られなかったものの，トレーニング導入

後では両方において増加していたと報告してい

る。Roelants et al．（2006）は男子大学生を対象

に片足による静的なスクワット姿勢の状態で振動

刺激を行なった結果，振動刺激を課さなかった群

に比べ，大腿直筋及び腓腹筋の筋電図は有意に高

くなり，筋が活性化すると報告している。さらに

脚の筋パフォーマンスとWBVTについて ,  長期

的なトレーニングの効果は非運動習慣者や高齢女

性において確かなエビデンスがある（Rehn et 

al．，2007）と報告している。

筋力トレーニングは中枢系及び末梢系への機能

的改善を促すと同時に，反応時間の短縮を引き起

こす（与那ら，1990）。つまり，筋力トレーニン

グの実施によって動き出しのステップ動作の速度

が向上することが考えられる。しかし，これまで

の先行研究はトレーニング効果を焦点に当てたも

のは少なく，さらにステップ動作に着目した報告

はされていない。さらに，トレーニングによるス

テップ動作の向上は競技力向上だけでなく，転倒

防止等といった瞬発的な反応能力の向上も期待で

きると考えられる。

そこで，本研究では視覚障がい者であるブライ

ンドサッカー選手を対象に安全に体重の負荷で行

うことができ，効果的な実現を図ることができる

全身振動刺激を用いたトレーニングがステップ動

作に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ．研究方法

1．対象者

ブラインドサッカー東日本リーグのクラブチー

ムに所属する視覚障がい者（全盲）の男性2名を

対象とした。各被験者の年齢及び身体組成を表1

に示した。実験を実施するにあたり，被験者に本

研究の目的，内容及び危険性について口頭にて説

明し，参加の同意を得た上で安全に配慮し実施し

た。なお，本研究は日本大学文理学部に帰属する

研究倫理審査委員会の承諾を得て実施した（承認

番号30-19）。

2．実験デザイン

本研究は2018年10月4日から同年11月26日の

期間に日本ブラインドサッカー協会内のトレーニ

ングエリアを設置し，ステップ動作の測定及び

WBVTを実施した。事前測定として身体組成及び

表 各被験者の身体的特徴
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ら構成される。

4．WBVTのプログラム

WBVTの課題，期間及び内容はPower Plate 

Training Manual及び先行研究（安藤ら，2013）を

参考に設定した。トレーニング課題はディープス

クワット，左右のフォワードランジ，左右のサイ

ドランジ，カーブス，フロントプランク，左右の

ラテラルプランクの6課題とした（図1）。

WBVTのプログラムを図2に示した。トレーニ

ングの頻度は週に1～2回とし，1回の実施時間は

60分とした。なお，実施後48時間以上間隔を空

けるようにした。漸増的に負荷を多くするために

トレーニングを2段階に分け，時間及び強度をそ

れぞれ設定した。第1段階では，6課題全てにお

いて姿勢を保持させた。実施時間を30秒，イン

ターバルを30秒，強度は周波数を35Hz，振り幅

をLOWと設定し，これを2セットずつ行なっ

た。第2段階では，ディープスクワット，ラン

ジ，サイドランジ，カーブスにおいては姿勢を動

的にした。実施時間は30秒，インターバルは30

秒，強度は周波数を35Hz，振り幅をHIGHと設

ステップ動作の測定を行った。その後，週1～2

回の頻度で全身振動刺激トレーニングを8週間実

施した。4週間毎に身体組成及びステップ動作の

測定を実施し，WBVTの効果を観察した。なお，

WBVTを実施する際はサポート役を1人以上置

き，器具の場所及び姿勢等をサポートしながら安

全に測定及びトレーニングを行った。

3．使用機器

被験者の身体組成の測定には，体組成分析装置

（Inbody Japan社製 InBody Dial）を用いた。WBVT

は，Power Plate Pro6（Power Plate International社

製）を使用した。Power Plate Pro6は振動数30～

50Hz，振幅2～6mmの範囲でプレートが振動し，

設定を変化させることで体に加わる負荷を調節す

ることができる。プレート上で姿勢を維持する

と，その振動刺激によって筋繊維の収縮が促進さ

れ，筋出力の増強などのさまざまな効果が期待で

きる。ステップ動作の測定には，マルチパスシス

テムⅡ（DKH社製）を用いた。マルチパスシス

テムⅡは刺激呈示部，センサー部（500mm×

510mmマットセンサー，投受光器）及びPC部か

図 1　6 課題のトレーニング内容
図 ．６課題のトレーニング内容

ディープスクワット ランジ サイドランジ

カーブス フロントプランク ラテラルプランク
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い位置に立たせた。刺激呈示部からスタート合図

となる音を出し，前方にあるマットセンサーに素

早く移動させ，素早く元の位置に戻るよう指示し

た。その際，1歩目の足の指定はせず，被験者自

身に任せて測定を行なった。測定項目として，1

歩目及び2歩目の接着までの時間と各足のマット

センサーの接地から離地までの時間（秒）を測定

した。

2）横の動き

マットセンサーは被験者の両端に設置し，投受

光器は内側の両マットセンサーの端にセンサーが

来るように設置した（図4）。被験者はマットセ

ンサーの間に立ち，刺激呈示部から発せられる音

をスタートとし，左右に3歩ずつ素早くステップ

するよう指示した。なお，1歩目の足の指定はせ

ず，被験者自身に任せて計測した。測定項目とし

て，スタート合図から1歩目及び2歩目の接着ま

での時間と各足のマットセンサーの接地から離地

までの時間（秒）を測定した。

定し，これを3セットずつ行なった。フロントブ

ランク及びラテラルブランクは姿勢を保持した状

態で行った。実施時間を45秒，インターバルを

30秒，強度は周波数を35Hz，振り幅をHIGHと

設定し，これを3セットずつ行なった。全ての被

験者はそれぞれの段階を4週間ずつ，合計8週間

のWBVTを実施した。

5．評価項目

マルチパスシステムⅡによる刺激呈示部からの

音刺激をスタート合図とし，各センサーのONと

OFFによって各フェイズに要した時間を測定し

た。ステップ動作の測定は縦の動き，横の動きの

2項目を実施した。測定はそれぞれ2回ずつ実施

し，記録が良い方を採用した。

1）縦の動き

マットセンサーは二枚隣り合うように設置した

（図3）。投受光器は三脚に固定し，被験者側の

マットセンサーの末端にセンサーがくるように設

置した。被験者は投受光器のセンサーに反応しな

図 2　トレーニングプログラム
図 トレーニングプログラム
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了時までの変化率はトレーニング前から第1段階

終了時の変化率より減少傾向が大きくなった。一

方，被験者Bでは，被験者Aと同様にトレーニン

グ前と比較して第2段階終了時では全ての測定項

目において時間が減少した。しかし，1歩目接地

時間，2歩目接地時間では第1段階終了時から第2

段階終了時までの変化率は第1段階終了時までの

変化率と大きく差が見られなかった。さらに，ス

タート合図から1歩目及び2歩目の変化率はそれ

ぞれ -0.2％と -6.1％と小さい変化しか確認されな

かった。

3．横の動きのステップ動作

各トレーニング期における被験者A及び被験者

Bのスタート合図から1歩目及び2歩目までの時

間，1歩目及び2歩目それぞれのマット接地時間を

図6に示した。さらに，表4に被験者それぞれの

横の動きにおける各測定項目の変化率を示した。

被験者Aでは，第2段階終了時では全ての測定

項目において，トレーニング前より時間が減少し

Ⅲ．結　果

1．身体組成

各トレーニング期における被験者の体重

（kg），体脂肪率（％）及び骨格筋量（kg）を表2

に示した。骨格筋量についてはトレーニング前と

比較して被験者Aでは第1段階終了時に2.0％の

増加，第2段階終了時に4.7％の増加が観察され

た。被験者Bも同様に第1段階終了時に4.0％の

増加，第2段階終了時に4.6％の増加が見られた。

2．縦の動きのステップ動作

各トレーニング期における被験者A及び被験者

Bのスタート合図から1歩目及び2歩目までの時

間，1歩目及び2歩目それぞれのマット接地時間を

図5に示した。さらに，表3に被験者それぞれの

縦の動きにおける各測定項目の変化率を示した。

被験者Aではトレーニング前と比較して，第2

段階終了時では全ての測定項目において時間が減

少した。さらに，第1段階終了時から第2段階終

図 3　「縦の動き」の実験図

図 4　「横の動き」の実験図

図 「縦の動き」の実験図
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の測定項目では減少が見られた。結果的にトレー

ニング前と比較して第2段階終了時では，スター

ト合図から2歩目，2歩目接地時間のみ減少が確

認された。

た。その減少の仕方は，スタート合図から2歩

目，1歩目接地時間ではトレーニングの段階が進

む毎に変化率が減少した。しかし，スタート合図

から1歩目については第1段階終了時から第2段

階終了時では変化が見られなかった。一方，被験

者Bでは第1段階終了時では全ての項目において

時間の減少が見られなかった。第1段階から第2

段階での変化率ではスタート合図から1歩目以外

表 各トレーニング期における被験者の体重，体脂肪率及び骨格筋量
表 2　各トレーニング期における被験者の体重，体脂肪率及び骨格筋量

図 5　各被験者の縦の動きによる各トレーニング期における変化
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定したトレーニング内容の設定は強度が軽いこと

が考えられるため，トレーニング内容及び強度を

再検討することで，骨格筋量に与える影響はより

大きくなることが期待される。

2．WBVTがステップ動作に与える影響

被験者Aでは，WBVTを行うことで，縦の動き

及び横の動きによるステップ動作の時間は減少し

たことを示した。さらに，その減少の仕方はト

レーニングの段階が進むにつれて大きくなってい

く傾向を示した。本研究ではトレーニングの負荷

Ⅳ．考　察

1．WBVTが身体組成に与える影響

WBVTを実施した結果，骨格筋量についてはト

レーニング前を比較して第2段階終了には被験者

Aは4.7％の上昇，被験者Bは4.6％の上昇と同等

の変化が見られた。しかし，両被験者とも次の日

に筋肉痛や痛み等を訴えなかった。筋肉量の増加

は筋線維の肥大と筋線維数の増加によるものとさ

れており，等尺性の筋活動の時間と強度の両方に

依存する（Scott and Edward，2018）。本研究で設

図 6　各被験者の横の動きによる各トレーニング期における変化

表 3　被験者それぞれの各トレーニング期における縦の動きの変化率表 被験者それぞれの各トレーニング期における縦の動きの変化率
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を漸増的に増加するよう設定したため，トレーニ

ングの負荷によってステップ動作の影響が変化す

る可能性があることが示唆された。WBVTでは振

動刺激によって筋繊維は連続的な伸長反射と相互

抑制が誘発されている（田中ら，2013）。この連

続が筋電図及び筋活動をより活発にさせることが

先行研究から示唆されている（東原ら，2013）。

また，WBVTを実施した直後では垂直跳び及び

レッグプレス等の筋パワーが一時的に向上するこ

とも多くの先行研究より報告されている（Bosco 

et al., 1999・Cormie et al., 2006・Fernandes et al., 

2012）。これはWBVTで筋電図及び筋活動の増加

によって筋肉が活性化され，多くの運動単位が同

時に作用したこと，さらに休止状態の運動単位が

WBVTによって新たに動員されたことが考えられ

る。与那ら（1990）は，中枢性刺激の大きいト

レーニングは，中枢処理時間に影響を与えると述

べている。WBVTによって伸張反射と相互抑制と

いった中枢神経系の刺激が繰り返し行われた可能

性が考えられる。以上のことを考えると，WBVT

によって連続的な伸長反射と相互抑制によって筋

肉が活性化され，全身の筋パワーが向上，さらに

刺激から動作までに介する中枢処理時間が短縮さ

れたことによって，瞬発的な動作であるステップ

動作の時間が減少したと考えられる。さらに，そ

の影響はWBVTの負荷によって変化すると考え

られる。

一方，被験者Bでは縦の動きに関しては第2段

階終了時では全ての測定項目において減少傾向が

確認されたが，トレーニングの負荷によってその

減少傾向が大きくなることは確認されなかった。

横の動きについては第1段階においてはトレーニ

ング効果が見られず，第2段階終了時ではスター

ト合図から2歩目，2歩目接地時間のみ減少が確

認された。このような結果になった要因として，

トレーニング実施時の姿勢が挙げられる。今回実

施したトレーニングは姿勢によって負荷が変化す

ることが予測される。第2段階でのトレーニング

は姿勢を維持させず，動的にトレーニングを実施

した。そのため，姿勢の変化によって負荷が十分

にかからず，第2段階時のトレーニング効果が小

さくなってしまったと考えられる。さらに，サイ

ドステップ動作は中臀筋及び大臀筋が重要な働き

をしている（藤澤ら，2009）。被験者Aと比べ，

被験者Bは姿勢の維持が不十分であったため，中

臀筋及び大臀筋への刺激が弱くなってしまい，結

果的に横の動きのステップ動作のトレーニング効

果が得られなかったと考えられる。

しかし，8週間のWBVTを行うことで縦の動き

でのステップ動作の時間は両被験者共に減少傾向

があることを示した。横の動きに関しても被験者

Aでは減少傾向が確認された。さらに，両被験者

表 被験者それぞれの各トレーニング期における横の動きの変化率
表 4　被験者それぞれの各トレーニング期における横の動きの変化率
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から「ボールに対する反応が早くなった」や「試

合中に転びそうになっても転びづらくなった」と

いう内省も確認された。以上のことから，8週間

のWBVTを行うことで，ステップ動作にトレー

ニング効果を与える可能性が考えられる。

3．今後の展望

本研究は視覚障がい者を対象に安全に体重の負

荷で行うことができ，効果的な実現を図ることが

できる全身振動刺激を用いたトレーニングがス

テップ動作の効果を明らかにすることを目的とし

て実施した。その結果，骨格筋量おいては上昇傾

向が観察された。また，ステップ動作の時間につ

いては減少傾向が確認され，トレーニング効果が

あることが示唆された。この結果は競技力向上だ

けでなく，視覚障がい者全般を対象に瞬発的な動

きといった生活行動の質を向上することを可能に

するトレーニングの方法確立の一助になると考え

られる。WBVTを実施することで筋肉量の増加だ

けでなく，ステップ動作の向上によって転倒の回

避に繋がることが期待される。

本研究では，基礎的資料を得るために対象者を

限定したが，今後は統制群などを増加して効果の

検証を図る必要がある。さらに対象者を増やし

て，より長期的に実践・検証を行う必要がある。

視覚障がい者にとって最も重要である安全を確保

しながら動きの質を高めるトレーニング方法の確

立は，競技力向上や運動指導の改善に大きく貢献

することが期待され，今後の更なる知見蓄積が望

まれる。

Ⅴ．結　論

WBVT（全身振動刺激トレーニング）は骨格筋

量おいて上昇傾向が観察された。また，ステップ

動作についてもポジティブな影響を与えることが

示唆された。特に縦の動きでは，その影響が顕著

にあらわれた。WBVTは細かい振動によって重力

加速度を増幅させ，重たい負荷を用いずに自身の

体重のみで力を増大させることができるため，プ

レート上で姿勢を維持するだけといったシンプル

なプログラムでトレーニングを実施することがで

きる。また，power plateといった扱い易い器具

を用いることで，運動が制限されている視覚障が

い者にとって安心かつ安全な場所や方法でトレー

ニングを提供することができると考えられる。本

研究は筋力の発達が著しい高校生年代等の幅広い

視覚障がい者を対象としたトレーニング方法の確

立，視覚障がい者が生涯を通して運動を行える環

境作りの一助になりうると考えられる。
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