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要旨 

 

発達初期における乳児の行動は，原始反射を基礎に考えられてきた．しかし，実

際には，乳児は出生直後から全身を複雑に動かしており，その動き方も玩具に手を

伸ばすなど視覚誘導型の運動が出現するまでの期間に大きく変化している．出生後

間もない発達初期の乳児の動きを定量的に検討することは，運動の獲得機構の解明

や発達障害の早期診断などにも役に立つと考えられる．本研究では，視覚誘導型到

達運動に至るまでの運動制御の発達過程について，乳児の全身運動の動作解析と，

動きの制御に関係する脳内活動の両面から検討した 

 

1.研究のねらい 
 

小児神経学では，長い間，乳児の発達が原始反射を中心に理解されてきており，

乳児の自然な動きは，刺激に対する反応の背景として扱われるのみであったが，近

年になって，新生児・乳児の全身運動（General Movement，GM）に脳の統合機

能の発達過程が反映されるとの知見が発表されてきている（Prechtl et al.，1997）．

しかし，全身運動の診断的評価は定性的であり，「GM は流暢で，複雑で，変化に

富んだ特長を持つ」（Hopkins and Prechtl, 1984）というような特徴の記述による

ものであるため，実際に乳児がどのように動いているのかについては，まだ不明な

点が多い．乳児の全身の動きを客観的・定量的に検討することは，運動の獲得機構

の解明や発達障害の早期診断などにも役に立つと考えられる． 

一方，乳児期の随意運動に関しては，視覚刺激へ腕を伸ばす到達運動の発達研

究がある．到達運動は生後 2 週の乳児ですでに観察され得ることが報告されている

（Bower, 1970）が，その後一時消失し，4～5 ヶ月ごろから再び観察されるように

なることが知られている（Hofsten, 1983）．2 週間頃にみられる到達運動と 5 ヶ月

頃にみられる到達運動は，それぞれ視覚起動型／視覚誘導型と表現され，異なった

機序によって営まれていると考えられているが，視覚誘導型の到達運動が認められ



るまでのあいだ，乳児にどのような変化が生じているのか明らかではない．到達運

動が一時的に消失する生後 1～4 ヶ月は，脳機能の発達過程が反映されていると言

われる GM が，質的に大きく変化する時期でもある．そこで本研究では運動制御

に関する発達過程について，乳児の全身運動の動作解析と，動きの制御に関係する

脳内活動の両面から検討することを目標とした． 

本研究でこだわったのは，第 1 に，乳児の全身運動の解析を試みた点，第 2 に，

動きに関係した脳内活動の変化を捉えようとした点である．乳児の全身の動きは臨

床現場でもしばしば，乳児の状態を把握するための重要な指標として用いられるに

もかかわらず，その判断は経験を積んだ医師や看護師が「なんとなく分かる」とい

うような職人技に頼っているのが現状で，全身の動きの不自然さを明確に表現する

ことは非常に困難であり，上肢や下肢のみを扱った研究が多く見られる中で，全身

の動きを扱った研究は驚くほど少ない．本研究では，乳児の全身運動の変化を捉え

ることにこだわり，3 次元動作解析装置による計測手法の確立を目指すとともに，

定量的評価手法の開発も試みた．また乳児を対象にした脳研究では，方法論上の問

題が多いため，受容課題や安静時における計測が一般的であるが，本研究では乳児

の動いている場面における脳内活動の変化を計測にこだわり，近赤外分光による簡

便な計測手法の確立を目指した． 

 

2.研究成果 
 

本研究では，乳児を対象に動作解析，ヘモグロビン動態測定を通して，次のような成

果を得た． 

 3 次元動作解析装置による計測手法の確立 

 刺激に対する運動の精緻化に関する定量的評価手法の確立 

 2 次元動作解析装置による早期ハイリスク児検出アルゴリズムの構築 

 近赤外分光法乳児用プローブホルダーの開発 

 乳児を対象とした近赤外分光法による計測手法の確立 

 乳児の運動準備期における前頭葉活動の発見 

 運動表出に先行する前頭部ヘモグロビン動態変化の発見 

 以下に，各項目の詳細を述べる． 

 



１） 3 次元動作解析装置による計測手法の確立 

近年，運動を 3 次元的に計測する技術も進歩してきており，様々な手法により

運動を計測することが可能である．本研究では，乳児の全身の動きを計測する必要

があるため，動作時の身体負荷が少なく，多点の計測に優れている反射マーカー式

を選択した． 

反射マーカー式の動作計測は，接触することなくマーカーの位置を計測できる

ため，より自然な動きを捉えることが可能である．しかし，体幹の回転や上肢の内

外転によりマーカーが隠れ，カメラから位置が検出できなくなる点と，球状マーカ

ーを用いるため，付着したマーカーが皮膚からとれてしまいやすい点が問題である．

上記の問題には，①カメラの設置位置の工夫と，②反射マーカーの付着方法の工夫，

③乳児の体幹の固定方法を工夫することで対応した． 

計測には， Oxford Matrics 社製 Vicon512 を用いた．計測周波数 60Hz のカメ

ラ 6 台は三脚を用いて乳児の周囲に配置し，１台のカメラはポールを用いて天井付

近の高さに設置した．それぞれのカメラには赤外線ストロボがついており，乳児の

身体に付着した球状の反射マーカーに反射した光を撮影する．乳児の動き得る範囲

を特化して撮影できるように，レンズの焦点距離を調整するとともに，各カメラか

ら乳児までのそれぞれの距離にあわせて，赤外線の照射量としぼりを調整した．直

径 14mm の球状反射マーカーはベース付きのものを使用し，心電図電極用粘着材

（3M 社製 RedDot®）を用いてベースを直接皮膚に固定した．心電図電極用粘着剤

は貼りやすく，皮膚にやさしいため，小児の使用にも適している．刺激（1），前額

部（1），両手・両足・腰・肩（各 2）の計 10 点に付着した反射マーカーの各座標

の継時的な変化を算出した．乳児はベッドに寝かせるか，またはチャイルドシート

に座らせ，腹部を固定して覚醒時に計測した．特に 2 ヶ月未満の首の据わらない乳

児に対しては，頚部の形状に合わせてベッドに土手を作った．乳児は頭部を固定し

ようとすると嫌がるが，頚部を適切に支えることにより，頭部および体幹を安定さ

せることができる．  

以上のような方法により，乳児の 3 次元運動軌跡を安定して計測することが可

能になった． 

  

２） 刺激に対する運動の精緻化に関する定量的評価手法の確立 

乳児期の到達運動に関する研究の多くは，目標物へ向かう上肢の動きや目標物



への接触の有無により検討しており，生後 4 週から 5 ヶ月頃までの期間は，それら

の行動が見られにくくなることが示されている．多くの研究者は，2 週間頃にみら

れる到達運動と 5 ヶ月頃にみられる到達運動の違いを詳細に検討しているが，その

方法では到達運動が見られない期間の運動変化を検討することが出来ない．

Fontaine and Pieraut le Bonniec(1988)は，姿勢の成熟度が到達運動の発達の指標

になりうることを示しており，到達運動が見られない期間には，姿勢制御を含む全

身の動きが変化し，5 ヶ月以降の到達運動の基盤が形成されていると考えられる．

そこで我々は，到達運動が見られない時期の刺激に対する運動の精緻化について検

討するために，身体各部の動きの周期性を検討した．動作の座標軸ごとの周期性を

自己相関により算出し，刺激呈示の周期と比較した．図 1 は，ともに 6 ヶ月まで刺

激に対する到達運動が認められなかった 2 人の乳児の結果である．赤い部位は，刺

激呈示に同期した空間座標の変化が認められたことを示している．刺激呈示と同一

周期で動いている身体部位は，2～3 ヶ月で頭部，体幹，および上肢，下肢であり，

全身が刺激に応じて動き方を変化させているが，4 ヶ月以降になると，頭部と下肢

の同期がなくなり，上肢のみの動きへと変化していく．つまり姿勢が安定し，上肢

が頭部・下肢と独立に制御されるようになった後に到達運動が出現することを示唆

している． 

2m 3m 4m 5m 6m2m 3m 4m 5m 6m

r>0.7　（4・5ヶ月は1児のみ）r>0.7　（4・5ヶ月は1児のみ）

●：2児，●：1児●：2児，●：1児

図1：刺激呈示周期と同期して変化する身体各部（n=2）

 

３） 2 次元動作解析装置による早期ハイリスク児検出アルゴリズムの構築 

新生児・乳児の全身運動（General Movement，GMs）に異常なパターンがあ

ることが示され，脳障害との関係が検討されている（Prechtl et al.，1997）．しか

し Prechtl らの診断的評価は定性的であり，臨床現場では GMs の客観的な評価法

が強く求められている．動きの複雑さや全身の協調性を定量的に解析し，発達障害



児の動きの特徴を捉えることは，発達障害の早期診断だけでなく，運動の獲得機構

の解明にも役立つと考えられる．発達障害のリスク児の動きを記録する場合，病院

などの限られたスペースで，短時間に行わなければならず，1 台のビデオカメラを

用いた 2 次元動作解析が主流になるため，本研究では 2 次元動作解析装置による早

期ハイリスク児検出アルゴリズムの構築を目指した． 

撮影は，黒または紺の布上に乳児を仰臥位で寝かせ，手足関節に帯状の反射マ

ーカーを付着して行う．ビデオカメラは乳児の上方から全身が入るように設置し，

カメラのライトを照射しながら撮影する．撮影した動画を PC に取り込み，2 次元

ビデオ動作解析システム Frame-DIAS（ディケイエイチ社製）を用いて，2 次元の

運動軌跡を抽出した．またハイリスク児の運動を評価するためのビデオ，

Spontaneous Motor Activity Diagnostic Tool (The GM Trust, 1997)で紹介されて

いる正常な GM9 例，および異常な GM8 例の動画を PC に取りこみ，四肢の運動

軌跡を抽出した． 

得られた運動軌跡の時系列データをもとに，四肢の動きの協調性を次のように

定量化した．時系列データを特定のポイントから 30 フレーム（1 秒間）後までの

データで区切り，相互相関関数を求めた．さらに四肢の相互相関関数がどの程度一

致しているかを調べるために，各関数の相関の平均をその時点での代表値とした．

同様の作業を１ポイント毎に繰り返し，相関係数が 0.85 以上となる動きの出現率，

つまり四肢全てが同期して動いている割合を算出した． 

典型例として紹介されていた GM を上記の手続きで解析した結果，生後 2 ヵ月

までの脳画像検査で異常が認められた乳児の動きでは，四肢全てが同期して動く頻

度が高いことが示された．また健常乳児では，月齢とともに四肢が同期して動く頻

度が少なくなることが示された．この結果より乳児の身体制御過程は，何もないと

ころから１つ１つの動きを学習して積み上げていくのではなく，全身が連動して動

いている状態から部分的な細かな動きへと調整され，精緻化されていくと考えられ

る．またハイリスク児については，全身の動きと四肢それぞれの動きとの調整に問

題があり，結果的に全身を巻き込んだ動きが多くなるため，単調であったり，ぎこ

ちなく見えたりと，通常とは異なる動き方をしているように見えるのではないかと

考えられる． 

 

４） 近赤外分光法乳児用プローブホルダーの開発 



近年，ヒトの様々な認知活動が脳の活動として還元できることが明らかとなっ

てきた．このような結果の根拠となる手法が機能画像法であり，PET（Positron 

Emission Tomography）fMRI（Functional Magnetic Resonance Imaging），MEG

（Magnetoencephalography）などが開発され，これまで盛んに用いられてきた．

だがこれらは，高い身体拘束性，測定時間の長さ，放射性物質による侵襲性の高

さなどの点から，乳児に実施することは困難であり，乳児の脳内機能の発達・学

習過程は不明であった． 

一方，近年になり低拘束性・低侵襲性が特徴である近赤外分光法（Near Infrared 

Spectroscopy: NIRS）が発展・改良され，さらにその多チャンネル型が開発され

るようになり，これまで臨床応用が困難であるとされてきた乳児の計測も可能と

なった．しかし，これらの乳児に対する検討は，安静時や受動的な課題場面中の

脳内活動の計測が中心であり，成人で行われる特定の課題負荷時の計測とは異な

り，得られた結果の一対一対応は困難であった． 

能動場面の乳児の計測が困難である理由の一つとして，NIRS の測定端子（プロ

ーブ）を頭部に固定することが困難である点が挙げられる．能動場面では動きを

伴うことが多く，身体や頭部の動きによるアーチファクトが混入し，これまでの

固定方法では計測が困難であった．しかし今後は，乳児の能動場面の計測も必然

的に求められると考えられる．そのため，我々は，体の動きに影響されず安定し

て計測可能なプローブを固定する台（プローブホルダー）の開発から着手した． 

プローブホルダーを開発するにあたって，次の点を考慮に入れた． 

①プローブホルダーを乳児の頭部に短時間に装着する：乳児の機嫌の良い時間

は，非常に限られている．そのため，短時間にプローブホルダーを装着できるか

否かは，計測を成功させるにあたって重要な要因である．②簡易な機材でプロー

ブホルダーを作成する：例え短時間に計測できたとしても，大掛かりな装置では

親に不安を与えてしまう．また，乳児はそのような親の状態を非常に敏感に察知

し，影響を受けてしまう．したがって装置は簡易で安心感あるものである必要が

ある．③プローブホルダーを乳児に負担無く装着する：短時間であっても乳児は

違和感等を我慢してくれない．したがって，プローブホルダーは装着中も負担の

少ないものでなければならない．④計測中，プローブが測定位置からずれないよ

うにする：覚醒時の乳児は常に動きつづけており，そのような体の動きに対して

も影響の受けにくいプローブホルダーである必要がある． 



これらの点を克服し，以下の形でプローブホルダーを開発した（図 2）．①プロ

ーブホルダーの材質：乳児の頭部にフィットし，柔軟性が高く，軽量な素材であ

る熱可塑性樹脂を材料とした．また，NIRS の他に，動作解析装置（例えば Oxford

社製 Vicon シリーズ等）を併用する場合，動作解析装置から照射される赤外線の

干渉を受けるため，外部の赤外線を遮断する顔料系の塗料を塗布した．②固定方

法：固定に時間を要さず，装着後も動揺せず，かつ装着中も負荷が少ないように，

心電図電極用粘着材（3M 社製 RedDot®）を用いてプローブホルダーを直接皮膚

に固定した． 

 
図 2：開発したプローブホルダーと装着中の様子 

 

これを実際に乳児を対象に装用し，計測を行い，以下の結果が示された． 

①装着が短時間であったため（2-3 秒），乳児の機嫌を損ねることなく装着が可

能であった．②プローブホルダーが直接皮膚に被着するため，身体の動揺に対し

ても安定し，体の動きによるアーチファクトの影響を受けにくかった．③プロー

ブホルダーが軽量であるため，乳児への負荷が少なく，長時間（6 分以上）の計測

が可能であった． 

 

５） 乳児を対象とした近赤外分光法による計測手法の確立 

乳児の脳計測は未開拓な分野であり，先のようなハード面の開発だけではなく，

計測手法というソフト面の開発も重要な側面である．これまで行われてきた NIRS

による計測は睡眠時もしくは安静時が中心であり，覚醒時の計測はほとんど行わ

れていなかった．覚醒時の安定した計測が完了することによって，様々な課題場



面への応用が可能になる． 

我々が開発した NIRS による計測手法は，以下の点である． 

①実験中における母子関係の継続：乳児は新奇刺激に対して母親への承諾を求

めるような行動（社会的参照）を見せることが多い．そのため乳児の視界に入る

位置へ母親に入ってもらうことにより，乳児は安定した状態で課題に取組むこと

が可能となった．また，NIRS の計測では，親が視界に入った状態で Pre-scan を

行うことにより，認知課題に親のいる影響を極力除いた．②体幹部の固定：体幹

部を固定したベッドもしくは椅子を用いることにより，長時間にわたる安定した

計測が可能となった．③安定した室温：乳児は成人よりも暑がりであり，少しで

も暑いとむずがることがある．そのため，室温を成人が感じるよりも低めに設定

した．このようにすることにより部屋に入ってからの乳児の状態が安定するよう

になった．④ファイバーの支持：ファイバーを固定した状態では，乳児の体の動

きに引きずられアーチファクトの原因となる．そのためヒトが背後からファイバ

ーを支持した状態で計測を行った． 

以上のように状況を設定することにより，安定した計測が可能となった． 

 

６） 乳児の運動準備期における前頭葉活動の発見 

これまで乳幼児期の脳の発達に関しては，機能的側面よりは，形態的側面から

述べられてきた．その中で最も多いものが髄鞘形成との対応である．一次運動野

や一次感覚野は出生当初から髄症形成がなされているのに比較して，連合野，特

に前頭連合野は髄鞘形成が遅いと言われている（Gibson, 1991）．そのため，髄鞘

形成が未形成な乳児は，その領域が機能していないと考えられていた．しかし髄

鞘形成と機能面の発達との関連は明らかではなく，髄鞘形成の未形成と機能的な

未発達とは一概に対応づけられないのではないかと考えられる． 

そこで我々は，髄称形成が最も遅い領域の一つである前頭葉に焦点を当てて，課題

場面の機能計測を試みた．図 3 は，視覚刺激に対する到達運動誘発場面中の前頭部の

酸素化ヘモグロビン・脱酸素化ヘモグロビン濃度の時間的な変化である．ピンク色で

区切られた部分が視覚刺激呈示時である．D 児では，到達運動は表出されなかったが，

このように刺激の呈示に対応した酸素化ヘモグロビン濃度の上昇が認められた．髄鞘

化という観点からは未成熟であると考えられていた時期であるが，機能的にはす

でに活動が見られることが明らかになり，髄鞘化以外にも機能的な指標が存在し



得ることが示された． 

D男児4ヶ月児の継時的変化（ch11）

oxyHb

deoxyHb

 
図 3：刺激呈示に同期した前頭葉の酸素化ヘモグロビン濃度変化 

 

７） 運動表出に先行する前頭部ヘモグロビン動態変化の発見 

先に，乳幼児においても前頭部の機能を計測することが可能であると述べたが，

これが発達においてどのような位置付けにあるのかは明らかではなかった．その

ため我々は前頭部ヘモグロビン変化にどのような意味があるのか以下の解析を行

った．4 名の乳児を対象に 1 ヶ月から始めて 1 ヶ月毎に計 6 回計測を行った．課

題は視覚刺激に対する到達運動誘発場面であり，3 回刺激を呈示する中での前頭部

のヘモグロビン濃度変化を計測した．また合わせて到達運動の有無の行動観察を

行った． 
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図 4：前頭部ヘモグロビン濃度変化と到達運動様式の発達 



その結果，以下の結果を見出した（図 4）．3 回にわたって刺激呈示時に比較し

て刺激消去後に有意にヘモグロビン濃度の低下が認められたチャンネルをカウン

トした結果，未完成な到達運動である‘到達運動（１）’の出現に同期して，有意

に変化するチャンネル数の増加が認められ，一方，完成された到達運動である‘到

達運動（２）’が出現すると，有意に変化するチャンネル数が減少に転じた． 

このように，視覚刺激に対する到達運動誘発場面における計測では，実際に運

動として完成される前の段階が最も有意に前頭部のヘモグロビン濃度の変化が生

じ，到達運動が完成（学習）されるようになると濃度変化が生じなくなることが

明らかとなり，運動学習場面における前頭葉の関わりが明らかとなった．このよ

うなことは成人でも認められており，乳児でも同様な機序により，（到達）運動学

習が行われている可能性が示された． 

 

3.今後の展望 
 

さきがけ研究では，視覚刺激に対する到達運動に先行して前頭部のヘモグロビ

ン濃度が変化すること，視覚刺激に対して全身を巻き込んで動いている状態から上

肢のみの動きへと変化していくことを明らかにした．これらの変化は，5 ヶ月以降

の到達運動という随意的な動きの発現に先行して変化することから，随意的な運動

の学習の基盤となる活動を捉えている可能性がある．今後は脳障害のリスクがあり，

四肢の協調性の高い動きを示すような乳児に対して，随意的運動が発現するまでの

脳内活動を縦断的に計測し，運動表出と脳内活動との対応を明らかにするとともに，

発達支援のあり方についても検討していきたい． 

乳児の脳は，大人と違って，非常に可塑性が高いことが知られている．脳の障

害を多少ともなっていたとしても，それ以外の場所が次第に変化することで，健常

乳児と変わらなくなることもある．しかし，後々まで障害が残る乳児がいるのも事

実である．そのような様々な乳児の状態を研究することによって，より早い段階か

ら障害の可能性を知り，乳児のための適切な発達支援に繋げていくことが出来ると

考えている． 
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