
大阪信愛学院短期大学紀要 第 55 集 : A2 (2021) 
 

*広島大学 大学院人間社会科学研究科 

**三重大学 教育学部 

 

原 著 

高齢者疑似体験装具を用いて練習した若年成人の高齢者模擬歩行 

 

上田博之，荒木雅之，村上かおり*，増田智恵** 

 

 

要約 

高齢者の上半身着衣の熱水分移動特性に及ぼす歩行動作の影響について検討することを最終目的に，

本研究では高齢者疑似体験装具を用いて練習した若年成人による模擬歩行実験の可能性を探った。高齢

者疑似体験装具を用いて歩行練習を行った若年成人女性 6 名がトレッドミル上で高齢者模擬歩行した時

の背，左肩峰，左肘，左手首の動きを 3次元解析し，通常の自由歩行時と比較した。若年成人被験者は高

齢者模擬歩行時に円背で頭を前に出す屈曲型姿勢を維持できた。そして，通常の歩行に比べて歩幅の短縮

と歩行率低下による速度低下，腕振りの減少，躯幹の左右動揺増大が見られた。これらは高齢者の歩容特

性に見られるものであることから，若年者による高齢者模擬歩行によって衣服の熱水分移動特性に及ぼ

す歩行動作の影響について検討できると考えられた。 
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緒言 

高齢者の快適で安全な日常生活を確保するためには，

加齢に伴う身体的機能低下の把握と生活におけるその

対応について検討することが重要である。加齢に伴う

体温調節機能の低下により，高齢者は日常生活におい

て温熱的快適性を維持するために若年者と異なる着衣

行動をとる。日常生活における高齢者の快適な衣服内

温度は特に下肢部で若年成人に比べて高く，その季節

変動や日内変動は小さい傾向にある 1)。また，熱中症

の多発する晩春から夏季において，高齢者は若年者に

比べて高温の居室で過ごし，衣服内は高湿に保たれる

傾向にある 2,3)。着衣の熱抵抗は，素材の繊維間や衣服

各層間や皮膚と衣服間に形成される空気・水分層に大

きく左右される。一般に皮膚と衣服間に形成される衣

服内気候の温度は，外層から内層に近づくにつれて高

くなり，相対湿度は低くなる。快適に着衣した衣服気

候は，32±1℃，相対湿度 50±10％といわれている。

この衣服内に形成された空気・水分が外部環境と交換

されること，すなわち衣服換気が着衣時の熱水分移動

に大きな影響を与えることは明白である。したがって，

変動する体内環境に応じて温熱的快適性を保持するた

めの熱放散調節法として衣服換気量の調節は有効な手

段である 4)。体温調節機能に低下がみられる高齢者に

おいて，この衣服換気を効果的に調節することが望ま

れる。衣服内に形成される空気層であるゆとりは，素

材とともに動きやすさなど運動対応機能や形態的審美

性の要素であるとともに，着衣の熱水分移動を調節す

る重要な要素である。これらを踏まえて，高齢者の日 

常生活における快適で安全な着衣を提案するためには， 

 

高齢被験者を対象とした観察・調査・実験を行って，

日常の動作要因を含めた衣服の熱水分移動特性の検討

が重要である。加齢による姿勢や歩容の変化は身体皮

膚面と着衣の関係，例えば衣服のゆとり量，動作によ

る着衣の変形や動きなどに影響を及ぼすため，動きや

すさや熱水分移動特性が高齢者と若年者で異なること

が予想される。このような差異を明らかにするために

は，高齢者と若年者を対象とした着衣実験を行って比

較することが望まれる。しかし，2020 年は COVID-19感

染により，高齢者を対象とした実験を行うことが極め

て難しい状況となった。そこで，高齢者疑似体験装具

を用いて若年者が歩行動作を練習し，高齢者の歩行実

験を代行する可能性を検討した。生活行動の基本であ

る歩行動作が高齢者の上半身着衣の熱水分移動特性に

及ぼす影響について検討することを最終目的に，本研

究では若年者による代行実験の可能性を探った。その

ため，歩行中の上半身の動作に着目した。 

 

方法 

1） 被験者 

女子学生 6名（年齢 19.5±0.5歳，身長 156.2±9.0cm，

体重 49.3±3.5kg）を被験者とした。なお，各被験者に

は事前に書面と口頭で実験の目的，条件および測定内

容を説明し，実験参加への承諾を得た。さらに，実験

当日においても実験内容を口頭で説明し，実験参加に

同意することを再度確認した。本研究の内容は，大阪

信愛学院短期大学研究倫理委員会で倫理面の審査を受

けて承認された（申請番号：R2-01）。 
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2） 歩行練習 

被験者は，トレッドミルで歩行練習を行い，通常姿

勢で歩行しやすい速度を自由に決定した（以降，若年

者歩行とする）。次に，関節の動きを低減するための膝

サポーター・肘サポーター，手足の動きを低減するた

めの手首用おもりバンド（500g）・足首用おもりバンド

（1kg），前傾姿勢で固定して目線を制限する前かがみ

姿勢体験ベルトとおもり付きベストからなる装具（高

齢者疑似体験教材，株式会社三和製作所）を着装して，

25ｍの廊下で休憩をいれて 30 分程度の歩行練習を行

った。なお，これら装具を含む教材には視聴覚を制限

する視障害ゴーグル・イヤーマフと手指拘束具が含ま

れるが，被験者への指示が伝わらない可能性があるこ

とや歩行に直接影響しないことから，それらは用いな

かった。各被験者は歩行練習の後，高齢者疑似体験装

具を取り外して，トレッドミル上で同じ姿勢で歩行練

習を行い，歩行速度を決定した（以降，高齢者模擬歩

行とする）。 

3） 動作測定 

被験者はスポーツブラとスウェットジャージを着用

したのち，LEDマーカー（縦 2.1mm横 2.5mm高さ 6mm，

6.8g）を背（第 6胸骨），左肩峰，左肘（腕尺関節外側），

左手首（橈骨手根関節外側）の 4か所に両面接着テー

プで貼付した（Fig.1）。各被験者は，先に行われた歩

行練習において自由な姿勢と高齢者模擬姿勢で歩きや

すいと感じた歩行速度に設定して，若年者歩行と高齢

者模擬歩行を各 10~15分間，連続して行った。各歩行

中に歩行が安定していることを確認し，任意のタイミ

ングで 15秒間歩行動作を撮影した。3次元動作解析に

は KinemaTracerTM（キッセイコムテック株式会社）を

用いた。KinemaTracerTMは 6 台のカメラと 3 つのソフ

トウェアで構成され，MotionRecorderTM とカメラで動

作の録画，3DCalculatorTM で貼付したマーカーの座標

決定，KineAnalyzerTM で座標やマーカー間ベクトル角

度の解析を行う。分析は，安定歩行で撮影された映像

からランダムに連続した 6歩の歩行を抜き出し，背，

肩峰，肘，手首の時系列座標を解析した。上腕と前腕

の腕振り状態を比較するために，垂直下向きベクトル

に対する肩峰から肘に向けたベクトルの角度変位と肘

から手首に向けたベクトルの角度変位を解析した。 

3) 分析 

若年者歩行時と高齢者模擬歩行時の姿勢や歩行状態

を比較するために，背と肩峰の高さ（cm），速度（m/min），

歩行率（step/min），歩幅長(cm)，上腕角度変異（deg），

前腕角度変異（deg），上半身躯幹部の左右揺れ範囲（cm）

と回旋角度（deg）について各平均値を用いて 2つの歩

行条件間で Paired-t検定を行った。背と肩峰の高さは

各マーカーの垂直座標を用いた。歩行速度は各被験者

が設定した速度で，歩幅は設定速度と歩行率から算出

した。肩峰から肘に向けたベクトルの垂直下向きベク

トルに対する前方への最大角度と後方への最大角度の

合計を上腕角度変位とし，上腕の振り状態の指標とし

た。同様に，肘から手首に向けたベクトルの垂直下向

きベクトルに対する前方への最大角度と後方への最大

角度の合計を前腕角度変位とし，前腕の振り状態の指

標をした（Fig.1）。上半身躯幹部の左右揺れ範囲は背

部マーカーの前頭面水平左右方向座標の最大幅から，

上半身躯幹部の回旋は背から肩に向けたベクトルと前

頭面水平左右方向に対する角度変位からそれぞれ推定

した。測定値および推定値は平均値±標準偏差で表す。

統計解析には SPSS Statistics Ver.24（IBM社製）を

用い，有意水準は 5%に設定した。 

 

 

結果 

若年者歩行時と高齢者模擬歩行時の姿勢について，

背と肩峰のマーカーの垂直方向座標の位置を比較し

た。背の高さは，若年者歩行中と高齢者模擬歩行中に

有意な差は認められなかったが（対応サンプルの差：

-0.5±3.2cm, p>0.05），肩峰の高さは若年者歩行中に

比べて高齢者模擬歩行が有意に低くなった（対応サン

プルの差：-7.2±4.7 cm, p<0.01）。 

 若年者歩行時と高齢者模擬歩行時の速度（m/min），

歩行率（step/min），歩幅長（cm）を Table 1 に示し

た。各被験者が歩行練習により決めた若年者歩行の速

度は 61.7±9.6，高齢者模擬歩行の速度は 35.0±1.9

であり，若年者歩行に比べて高齢者模擬歩行が有意に

低速であった（p<0.01）。若年者歩行の歩行率は 113.0

±7.3，高齢者模擬歩行の歩行率は 88.0±7.5であり，

若年者歩行に比べて高齢者模擬歩行が有意に少なかっ 

   

 

 

 

Fig 1 LED マーカー（  ）の貼付位置と上腕・前

腕角度変位の算出法 

上腕角度変位 = ∠a + ∠b 

前腕角度変位 = ∠c + ∠d 
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た（p<0.01）。若年者歩行の歩幅長は 54.3±5.3，高齢

者模擬歩行の歩幅長は 39.9±3.2であり，若年者歩行

に比べて高齢者模擬歩行の歩幅長が有意に少なかった

（p<0.01）。 

 高齢者模擬歩行時の腕の振りを若年者歩行時と比較

するため，各歩行時の上腕角度変位（deg）と前腕角度

変位（deg）を推定した（Table 2）。その結果，上腕角

度変位は，若年者歩行時に 31.6±5.8，高齢者模擬歩

行時に 18.2±7.1であり，若年者歩行時に比べて高齢

者模擬歩行時が有意に小さかった（p<0.05）。前腕角度

変位については，若年者歩行時に 39.6±6.6，高齢者

模擬歩行時に 22.6±3.7であり，若年者歩行時に比べ

て高齢者模擬歩行時が有意に小さかった（p<0.01）。 

若年者歩行と高齢者模擬歩行の躯幹部の動きを比較す

るため，左右の揺れと回旋について検討した。背の左

右揺れ範囲（cm）と背・肩峰ベクトルの角度変位

（deg）を Table 3に示す。背の左右揺れ範囲は，若

年者歩行時に 6.0±1.5，高齢者模擬歩行時に 11.3±

3.2であり，若年者歩行時に比べて高齢者模擬歩行時

が有意に大きかった（p<0.05）。背・肩峰ベクトル角

度変位は，若年者歩行時に 14.8±6.6，高齢者歩行時

に 15.8±7.8であり，両条件間に有意な差はみられな

かった。 

 

 

考察 

高齢者に顕著に見られる姿勢変化は円背とそれに伴

う骨盤の後傾である。仲田 5)は高齢者の姿勢変化につ

いて，立位側面写真や X線脊椎画像から伸展型，S字

型，屈曲型，手膝上型に分類している。高齢者模擬歩

行時の映像から，いずれの被験者も，背部を曲げて，

頭部を前に出して，膝関節を屈曲させていることか

ら，屈曲型姿勢に近いと考えた。高齢者では脊柱変形

による体幹の前傾に対する代償として骨盤の後傾，股

関節伸展，膝関節屈曲が見られる。この場合，通常の

立位より肩や背の位置が低くなるが，本研究では高齢

者模擬歩行時の肩峰マーカーは低くなったものの，背

部マーカーの垂直座標は若年歩行時と同レベルであっ

た。このことから，高齢者模擬歩行を行った被験者

は，通常の若年者歩行時の姿勢に比べて胸椎を曲げて

頭部を前に出し，膝関節を曲げる姿勢となったが，骨

盤の後傾と股関節伸展はほとんどなく，膝関節屈曲も

大きくない限定的な角度であったと考えられる。本実

験に参加した健康な若年被験者は，高齢者模擬歩行中

の円背姿勢を保つための筋力があったために，頭部を

前に出す円背姿勢を補う骨盤の後傾と股関節伸展をと

ることなく，高齢者疑似体験装具によって練習した姿

勢を維持できたと考えられる。 

歩行動作は健康度や体力低下を反映するため，歩容

t値

61.7 ± 9.6 35.0 ± 1.9 t (5)=7.77 **

113.0 ± 7.3 88.0 ± 7.5 t (5)=6.91 **

54.3 ± 5.3 39.9 ± 3.2 t (5)=6.35 **

** p<0.01

若年者歩行 高齢者模擬歩行

Table１　若年者歩行と高齢者模擬歩行の歩容（平均値±標準偏差）

歩行速度（m/min）

歩行率（step/min）

歩幅長（cm）

t値

31.6 ± 5.8 18.2 ± 7.1 t (5)=2.58 *

39.6 ± 6.6 22.6 ± 3.7 t (5)=4.27 **

* p<0.05  ** p <0.01

若年者歩行 高齢者模擬歩行

Table 2　若年者歩行時と高齢者模擬歩行時の上腕と前腕角度変位

                                         （平均値±標準偏差）

上腕角度変位（deg）

前腕角度変位（deg）

t値

6.0 ± 1.5 11.3 ± 3.2 t (5)=5.02 *

14.8 ± 6.6 15.8 ± 7.8 t (5)=.485

* p<0.05

左右移動範囲（cm）

背・肩峰ベクトル角度変位（deg）

若年者歩行 高齢者模擬歩行

       Table 3　若年者歩行時と高齢者模擬歩行時背の前頭面左右移動範囲と

背・肩峰ベクトル角度変位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　（平均値±標準偏差）
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特性は高齢者の運動機能や体力の低下に伴う転倒リス

クの評価や特定疾患のスクリーニングなどにも使われ

ている 6~10)。若年者に比べて高齢者は，歩幅の短縮，

遊脚期の足挙上の低下，歩隔の増大，歩行周期の延長，

腕振りの減少などが特徴とされ，結果的に歩行速度が

低下する 11)。加えて，重心の動揺，歩行中のバランス，

歩行周期のバラツキなどから転倒危険因子が検討され

ている 12,13)。これまでの報告に見られる平坦な床で測

定された歩行速度，例えば，Murry ら 11)の 20~87歳 64

名の年代別平均速度 70~90 m/min や具志堅ら 14)の 65

歳以上の女性50名の姿勢分類別平均速度77~94 m/min，

に比べると，本研究における歩行速度は高齢者模擬歩

行時平均値 35m/min，若年歩行時平均値 62m/min と低

速であった。一般に安全かつ安定した歩行を求めた場

合に平地歩行に比べてトレッドミル歩行の方が速度は

遅くなる 15)。先の平地歩行で行った報告 10,14)と比べて

歩行速度は遅かった。本測定に先立ち負担なく自然な

歩行ができるように練習したが，いずれの被験者もト

レッドミル歩行は初めてで，慎重に歩行したと考えら

れる。その結果，歩幅長短縮と歩行率低下により高齢

者模擬歩行時の歩行速度は若年者歩行時に比べて 60%

程度になり，平坦な床を歩く時よりもかなり低速にな

ったと考えられる。いずれにせよ，本実験で見られた

歩行率低下や歩幅短縮は，両脚支持時間が長い立脚期

延長と遊脚期短縮を特徴とする高齢者の歩行 11,16)を模

擬できたと考えられる。 

 歩行中の上肢運動については，山岸らの報告 17)と

同様に，若年成人に比べて高齢者の角度変位が上腕，

前腕共に小さくなった。この高齢者と若年者を対象に

した報告では，前腕の振りと歩行速度に相関が認めら

れており，本実験結果でも有意な相関が認められた

（r=0.79, p<0.05）。また，歩行中の背・肩ベクトル

でみた躯幹部の回旋に差はみられなかったが，背の左

右揺れ範囲が大きくなって高齢者模擬歩行時の躯幹の

左右動揺の増大が示唆された。高齢者は歩隔を広げる

ことにより重心の左右動揺を抑えるが，若年者に比べ

て一般に動揺範囲は大きくなると考えられる 18)。本

研究では，歩隔の測定は行わなかったが，歩行映像か

らいずれの被験者も高齢者模擬歩行時の歩隔は若年者

歩行時に比べて明らかに広がっていた。若年者で体幹

筋力があるとともに歩隔を取ることにより躯幹の回旋

は小さかったと考えられ。しかし，腕振りの減少や円

背姿勢の歩行における左右動揺の出現などから，高齢

者疑似体験装具の練習により若年者が高齢者に近い歩

行を模擬できると考えられる。 

 衣服内に形成された空気・水分を衣服外に移動させ

るポンピング効果 19)は，日常生活の基本動作である

歩行でも起こり，着衣の熱水分移動に大きく影響す

る。着衣のポンピング効果は衣服換気量で捉えること

ができる。衣服内に形成される空気層であるゆとり量

と衣服換気量の関係から高齢者の快適な衣服を考える

場合には，加齢に伴う体型，姿勢，動作の影響を考慮

しなければならない。本結果は，若年者による高齢者

模擬歩行実験で衣服換気量に及ぼす歩行動作の影響に

ついて検討可能であること示唆する。その際，遅い歩

行速度や躯幹の小さい回旋により，高齢者の平面床歩

行時より衣服換気量に及ぼす影響の程度は小さくなる

可能性がある。 

 

まとめ 

加齢による姿勢や歩容の変化は，皮膚面と着衣の関

係を変化させ，ひいては着衣の熱水分移動特性に大き

な影響をもつ。歩行動作による着衣の熱水分移動特性

は高齢者と若年者で異なることが予想され，比較着衣

実験が望まれる。本研究では，高齢者疑似体験装具を

用いて若年者が歩行動作を練習し，高齢者の歩行実験

を代行する可能性を検討した。若年者は高齢者疑似体

験装具を用いた練習により，円背で頭を前に出す屈曲

型姿勢を維持して歩行できた。この時，歩幅の短縮と

歩行率低下による速度低下，腕振りの減少，回旋はみ

られなかったものの躯幹の左右動揺増大が見られた。

これらのことから，衣服の熱水分移動特性に及ぼす歩

行動作の影響について，若年者による高齢者模擬歩行

によって検討が可能性であることが示唆された。 
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