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表面筋電図による投・打に関する類似動作の分析

西 薗 秀 嗣

A Study of Similar Overarm Movements in Throwing 

and Hitting by Means of Electromyography 

Hidetsugu Nishizono 

For various human muscular movements， similar movement patterns in upper 

limbs have been observed by some investigators. This study was designed to 

analyze the inter-and intra-individual similarity and variabi1ity of electromyogram 

(EMG) patterns during upper 1imb movements. Four subjects were used: three 

were trained and more proficient in one of the five sports (baseball， tennis， 

badminton， soft tennis and vollyball)， while one was untrained for these sports. 

The surface EMGs were recorded from the muscles of vertebral column and upper 

limbs for all subjects. They were requested to throw and hit a ball or shuttlecock 

as hard as possible. 

The results obtained were as follows; 

1) In ski1led movements， the peak discharges were observed immediately before 

impact or release of the balI in the following sequence: m. teres major， m. 

pectralis major and m. latissimus dorsi. Silent periods appeared before starting 

the forward swing. As a whole， a variation in EMG patterns was not found 

for skilled subjects. 

2) For ski11ed subjects， there were no remarkable differences between EMG patterns 

recorded from the trunk and upper Iimb band musdes during hitting. Nor 

were E話Gpatterns remarkably different between throwing and hitting for 

these subjects. 

3) Variation in EMG patterns was found for untrained subjects. 

4) A linear relation was found between ball weight and forward swing time in 

racket smash for all subjects. 
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緒 言

ヒトはある一定の身体的運動を継続することにより， その運動に適合-する用意、を整える.

これはトレーニング効果であり，特定の運動技術が獲得されることを意味する. つまり，神経

系の促進と抑制の制御機構が向上することめによってある技術が獲得されるわけであるが， 最

終的な運動の制鰐機構とは運動単位 motorunitの制御の問題に帰せられるの.この運動単位

の電気的活動を観察するうえで， 現在のところ筋電間法は欠かすことのできない手段である.

とりわけ，激しい動きを伴う場合では表面筋篭閣が体育学， 人類学，整形外科学，人間工学な

どの各分野で広く用いられている.

さて， ヒトの上肢の運動については， ヒトを人間たらしめた運動形態であるにもかかわら

ず，その分析は遅れている. 下肢についての運動の分析は，歩・走についてサルからヒトまで

詳細に研究され， その特性も明らかになりつつある 17)19) これは下肢が体重をささえ， これを

移動すると L、う比較的限定された役割をもつからであろう. 一方，上肢の運動は複雑であり，

分析も困難をきわめる.

ヒトが外的な物体を動かす際の上肢の動作については， 共通性がみられることが以前から

指摘されている1)3) 上肢の運動のなかでも代表的な投動作について， 筋電図からみた研究は

みられるがのわ 18〉，打動作について， またはその両方の比較に関する筋電閥的研究は始められ

たばかりであるめ 11)12) 最近， Jack， AdrianとYoneda(1979)5)は4種類の打動作について

goniogramから， 被検者内での手関節， 下楼尺関節の動きに共通があることを認めたが，筋

の作用様式については述べていない.

本研究では投・打動作のいずれかに習熟している野球の投手， バドミントン・テニスの競

技選手，そして特別にトレーニングをおこなっていない一般の学生を controlとして，オーバ

ーハンド裂の投・打の類似動作における体幹筋， 上続筋の活動様式について共通性が有するの

かどうかを検討しようとした. さらに 1つの動作を習熟しているヒトが，ftT.の類似動作をおこ

なった場合に， 筋の活動様式に変化がみられるのかどうかについて検討を試みようとした.

これら投・打の類似動作での共通点，相違点について明らかになれば， 各スポーツ種目関

の特徴が明確になることはいうまでもなく， 複雑な上肢の動きについて，筋の活動様式の上か

ら系統的分類が可能になることが考えられ， さらに学校体育も含めて技術指導の際の基礎資料

になると考えられる.

研究方法

被検者に種々の太一バーハンド型の動作をさせ， その際の筋活動が観察できる表面筋電菌

法とカメラによる動作記録法を採用した.

1.被検

投動作に習熟しているヒトでは， 日大学野球部の投手である H.1. (21才， 野球部所属 9

年中，投手としての練習歴4年，オーバーハンド型) 1名と， 打動作に習熟しているヒトとし

て，硬式テニス部の選手 M.T. (19才，練習歴5年) 1名， それにバドミントン部の選手 H.

A. (22才練習経7年)， さらに特ー別なトレーニングをつんでいない Y.E. (24才) の計4名で
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ある.

2. 表面筋電閣記録

直徳9捌の銀塩化銀製電磁にプラスチックのキャップをかぶせ， 両面接着テープと紳創

ピニールテープで皮膚上に関定し 13素子脳波記録計(日本光電社製〕を用い，表面筋電

闘を記録した.high cut filter， hum filterは 0妊にし， time constantは 0.03secにした.

また， paper speedは印刷jsecとした.

被検筋は投および打動作に関与すると考えられ， 皮膚表面からの誘導が可能な体幹筋と上

肢筋に関する右側の以下の筋を選んだ.

背部のj隙腕筋力、ら 1. {融自筋・検部 m. trapezius pars transversa 

2. 広背筋 m. latissimus dorsi 

胸部の胸腕筋から 3. 大胸筋・胸肪部 m. pectoralis major pars sternocostalis 

上肢帯の筋から 4. 大円筋 m. teres major 

5. 三角筋・鎖骨部 m. deltoideus pars c1avicularis 

6. 三角筋・肩緯部 m. de1toideus pars acrominalis 

7. 三角筋・線部 m. deltoideus pars spinata 

上腕の筋から 8. 上腕二頭筋・短頭 m. biceps brachii caput breve 

9. 上腕三頭筋・長頭 m. triceps brachii caput longum 

前腕の筋から 10. 尺側手根組筋 m. flexor carpi ulnaris 

11. 短楼側手根f中筋 m. extensor carpi radialis brevis 

なお，バドミントン選手 H.A.については左側の 3カ所の筋からも表面筋電図を記録し，

考察の参考とした.しかし，動作の撮影はなされなかった. また， Y. E.については大内筋の

かわりに線下筋を導出記録した.

3. 動作記録

8コマ連続撮影が可能で Polaroidfilm使用のカメラ (kingmedical check polaphy， 

SM)を用い， 筋電閣記録と同期させた. カメラは投・打動作をする被検者の利き手側の側方

5mに設置し， レンズ高は 1.2mとした. shutter speedは 1/1000secであり， forward 

swingに入った時， 検者が第 1shutterを閉じた. 以下， 0.04secから 0.07secの一定の

間隅で自動的に shtterが閉じられた.動作の分析は印画紙からトレースした像からなされた.

なお，打動作の際， impact時点を正確に知るために racketの歪曲線を検出した.つま

り， racketの首の部分に120.0の straingageを接着させ， bridge回路を経て， DC-Amp. 

で増幅し，筋電図記録紙上に歪曲

線を摘出させた15)

4. 投・打動作のJI関序と条件

実験では被検者が熟練してい

る動作から始め，以下，次のJI原序

に従っておこなわれたー

④ 野球での投動作

Table 1Weight of racket， shuttlecock and ball 

baseball 
badminton 
soft ball tennis 
tennis 
volleyball 

racket weight 
(g) 

200 
330 
470 

>::Jl1ULL.1むじりじK or 

、、e

150 
10 
30 
60 
270 
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baseball throw 
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災民九ム五企

m. hiceps brachii 
caputbreve 

m. trapezius 
pars transversa 

strain curve 

m. pectoralis major 
tars sternocostalis 

m. teres major 

m. latissimus dorsi 

Jn. deltoideus 
pars clllvicula.ris 

tars ac刊 minalis

tars spmata 

m. trj CeDS brachi i 
caput longum 

m. extensor carpi 
racliaHs b:rcvis 

⑤ パドミントンでの打動作

@ 軟式テニスでの打動作

⑥ 硬式テニスでの打動作

@ バレーボーノレの打動作

① バレーボールの投動作

@，①ではオーパーハンドで投球するように@， @，⑥では検者により投げ上げられたシャ

トルコックあるいはボールをスマッシュするように，@で、はスパイクずるように指示し， いず

れもできるだけ強く投げ，打つように指示した.

使用したシャトルコック，ボール， ラケットの重量は表 1に示した.

実験は昭和54年 5月2日 8月29，30， 31自に北海道大学体育指導センターの体育館内で

おこなわれた.

結 巣

1. 習熟した動作について

図 1は野球の投手H.I.の投・打動作時の動作のトレース図，ラケットの歪治線，それに

各部位の表函館電図である.投動作についてみると， {曽帽筋横部の強い放電が三角筋の 3部位



表部筋電図による投・打に関する類似動作の分析 187 

volleyball .throw 

文祇伽

の放電とほぼ同期して開始する(図中@). これは投動作のトレース歯 1からわかるように，

肘関節が伸展した状態(上腕三頭筋交頭の放電・間中⑧)で， 腕が斜め後方に外転し引き上げ

られたことを示している. そして三角筋濡蜂部，車東部の活動が O.20sec間休止し(図中む)，

大円筋の放電(図中@)で上腕が内側後方に引かれている. そして三角筋鎖骨部の放電の助け

のもとに(図中⑤)， 大胸筋の活動で水平面での題曲がみられる. 離球時点(写真から判定)

の前後で尺側手線屈筋の放電がみられ，手関節が組曲されている. 開中の②， @， @でみられ

るようにそれぞれ， f議楠筋横部，大胸筋，三三角筋肩峰部，藤一部で放電の休止がみられた.

図2は硬式テニス選手 M.T.の打・投動作のトレース関， ラケットの歪曲線， それに筋

電閣である.習熟しているスマッシュ動作をみると，三角筋各郊でのはじめの放電(間中③)

の後，大内筋，大胸筋，広背筋の!凝(開中⑧@@)で放電にピークがみられた.上腕ニ頚筋短

頭で持続的な放電が続き，互角筋による上腕の水王子位までの外転後， 大胸筋による上腕の強い

屈曲がみられた.僧橋筋に顕著な放電はみられない.また， 三三角筋の各部位において O.20sec

関の放電休止が認められる.上腕および前腕では， 上腕ニ頭筋短頭，上腕三三頭筋長頭，尺側手

根麗筋の11頃に強い放電が現れ，肘関節が屈曲されてから伸展され手替の屈曲がみられている.

図3凶はバドミントン選手 H.A.の打・投動作でのそれぞれの記録である.その仁科でバ

ドミントンのスマッシュをみると， イ曽樹筋横部の収縮と大鞠筋胸肋部のそれが拾抗しており，

大門筋の大きい放電の後に大胸筋が活動している. 左右側のさ三角筋肩降部の同期した放電によ



188 

strain cu四 e

m. trapezius 
pars transversa 

m. pectoral is major 
pars sternocoSlalis 

m. tcres major 
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badminton smash 50ft tennis smash 
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2 3 4 5 6 
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lmpact l!lll?酎B

Fig 2. The tracing pictures from film， strain curves and EMGs of 

り，両側上腕を開時に外転していることがわかる. また，大胸筋が左右で同期しており両側の

上腕が身体の正中面に向って引かれる様相を示すものといえよう. 上腕二頭筋短頭の放電は少

ないが， 上腕三頭筋長頭による強い対関節の伸展と尺側手根屈筋による手関節の強い屈曲が同

時におこなわれ， シャトルコックへのインパクトへと続いている.また{曽開筋で、 O.23sec間，

三角筋で O.30sec開の放電休止がみられた.

2. 類似動作時の被検者内での比較

国 1において投手の投動作を中心として各種の動作との比較をすすめる. 投動作でみられ

た離球前の僧輔筋横部の大きな放電がラケットの打動作のいずれでも認められない. また，投

球動作時の backwardswing期にみられた上腕三三頭筋長頭の放電〈関⑧中)が，やはりラケッ

トでの打動作では認められなかった. さらにラケットでの打動作では大円筋の放電が少ない.

しかし，三角筋肩峰部線部の放電休止(問中@)は，vまぼ問時需にわたり観察できた. ラケット

での打動作内では，写真から westerngripで三種類のラケットを握っており，筋放電はほぼ

同じであった.ただ，三角筋の始めの放電が終った時点からインJパクトまで時間(関中①)が，

ラケヅトの重量が増す程，長くなっていった.投動作では$は O.32secであった.バレーボー

ルのスパイグとの比較では， 三角筋の休止期の様相の違いのほかは非常によく似ている.バレ

ーボールの投動作との比較では，三三角筋の離球前の放電(問中@)がないこと， 尺側手根館筋
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similar overarm movement in tennis player (M. Tふ

の放電が特に難球蔵前に大きいことである. 全体として，バレーボールのスパイクも含む打動

作では，インパクト直前の上腕三頭筋の放電が大きいことが認められた.

ラケットの譲治線をみると， 軟式テニス，硬式テニスラケットでインパクト直後に高周波

成分の多い波がみられ，大きい振輔が次第に減衰していくのが観察できる.

関2で硬式テニス選手の打動作を中心にして，各種の動作と比較した.硬式テニスの打動

作時にのみインパクト前の急、激な放電(図中②)があること， バレーボールの投動作で、三角筋

肩峰部，車車部の放電が非常に少ないことを除けば， 他はすべて硬式テニスの打動作と基本的に

一致した. {I議帽筋で相動的な筋放電はすべての動作でみられないし，習熟した動作でみられた

大丹筋，大胸筋，広背筋の放電にピークが現れる順序は同じであった. ラケットの打動作にお

いて， ラケットの重量が増加するにつれて三角筋での始めの放電が休止してインパクト時点ま

での時間(問中岳)が増加する傾向にあった. また， 硬式テニス， バドミントンで eastern

grip，軟式テニスで westerngrip であったが，その違いは筋電関上からは認められなかっ

た. トレース閣からではラケットの打動作のパターンが区別つかない程似ていた.

ラケットの歪曲線では， 野球の投手でみられた高照波成分の大振1憾の波形は観察できなか

った.

関3でバドミントン選手の打・投動作を比較すると， どの動作でも筋放電の時間経過はほ

ぼ一致している. 打動作でインパグト持点がラケットの重量の増加とともに遅れていくことが
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Fig 3. The tracing pictures from film， strain curv巴sand EMGs ofsimilar overarm movement 

f 
impact 

わかる. これまでにみられた，三角筋での始めの放電の後の休止からインパグト時点までの時

間は， ラケットの重量とともに増加している.

ラケットの歪前線は， 軟式テニス・硬式テニスラケットでのスマッシュ時に高周波数成分

の波形の振幅の減衰が比較的長く続いた.

国 4において controlの Y.E.の各種の動作についてみると，バドミントンと野球の投動作

で僧Ip首筋横部と大胸筋胸肋部にあい拾抗した放電が現れ， 硬式テニス，バレーボーノレの打・投

動作では開時期に放電している. なお，軟式テニスではほぼ中間的な放電様相であった.三角

筋の放電開始から終了までの時間が， 軟式テニス・硬式テニスで長かった.また，三三角筋の 3

部位の放電様相がこの両テニス・パドミントンのスマッシュで類似していた. 三三角筋濡蜂部・

線部での放電休止が始ってからインパグトまでの時間は，バドミントンで O.27sec，軟式テニ

スで O.35sec， 硬式テニスで 0.43secと長くなっていくことがわかる. このことについて各

被検者別に，ラケット重量との関係を図 5に示した.野球の投動作では三角筋の放電休止が

O.25secみられ， fmの動作と異なり 3つの部位で類似したパターンを示した. バレーボーノレの

投動作では練下筋の放竜が離球霞前に大きく，他と異なる. バレーボーノレの打動作では三角筋

が他と異なり，潟峰部の放電が 3回に分かれるのが認められる.

パドミントンの華街線ではインパクトの前に多相性の波形が観察できた.
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in badminton players (H. Aふ

考 案

1. 熟練した動作の被検者間での比較検討

野球とバドミントンにおいて僧帽筋横部に大きい放

電がみられた.これは肩甲骨を内転させることにより，肩

関節が引き上げられオーバーハンド型の動作にとって有利

な条件となるが，硬式テニスの場合この強い放電がみられ

なかった.しかし， このスマッシュとよく似た動作である

サーピスでインパクト訴にこの筋の強い放電のある例が認

められている 11) 他の体幹筋，上技待筋では共通したパタ

ーンを示した.五角筋に 0.20~0.30sec の放電の休止が

みられ，大円筋，大胸筋，広背筋の放電ピークの現れる限

序が硬式テニスと野球で一致した.手・肘関節にかかわる

筋は相違点があり， 野球の投で backswing期に上腕三

頭筋の放濯がみられ，投球動作でボールに速度を加える距

離を延長する効果をもっと言えよう.また，硬式テニスで

の上腕二頭筋の放電でラケットのヘッドが背後で回転し，

大胸筋と上腕三頭筋の活動で forwardswingに移行して

いると考えられる.本研究のような熟練者間の動作の比較

という観点は，これまでの研究成果との比較を可能にす

る.成井らf))は熟練者の投動作のフィノレム分析から back幽

ward swingの極限の上腕の位置を forwardswingの

開始としている. 筋電留からみると，三角筋による上腕の後上方への外転後，三角筋は放電を

休止し， 続いて大胸筋の放電により上腕が水平面で前方に引かれるのであるからこの大胸筋の

活動開始をもって forwardswingの開始とみなすことができる.この大胸筋の活動と共働し

て三角筋鎖骨部の放電がみられるタイプを風弁ら6)は連続裂としたのであろう.宮下ら11)は互

角筋屑蜂部の放電が終え大胸筋の放電が出現するまでの間に放電休止期を認めたが， 本研究で

も投手で 0.10sec，バドミントンと硬式テニスの打動作でもわずかながら雨筋に放電休止期を

観察し得た. このいわゆる「ため」が，手およびラケットの速い速度を獲得するのであろう.

2. 類似動作時の被検者向での比較検討

投手では背部の僧帽筋での放電をのぞけば， 投・打動作に共通した筋活動様式がみられ

た. 腕の筋については違いがみられた.硬式テニス選手でバレーボールの投をのぞいて，上肢

帯の筋，鞠・背部の筋で同じ放電経過を示した. バドミントン選手では投・打ともに共通した

放電様式であった. 特別なトレーニングをしていない Y.E.では， ラケットの打動作で僧輯

筋と大胸筋の放電関係が変化しており，三三角筋各部での放電バターンも違いがみられた. 投動

作では， ラケットの打で分化していた三角各部での働きが非嘗によく似ていた. また，投手で

みられた野球の投動作とバレーボールのそれとの共通性はみられなかった. これらのことか

ら一種類の動作について長期にわたる技術練習をど積んだヒトは， 体幹筋および上絞殺筋にお
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いて，投動作内， とくに打動作内ではいうまでもなく，

電様式が存在するといえよう.

また打と投動作関にもほぼ共通した放

ラケット重量:の増加に伴ってさ三角筋の放電休止からインパクトまでの時間が長くなった.

豊島ら山は投動作で， 投球方向に向って加速度を得る throw(投球主動作)の時期が， ボー

ルの重量に関係なく一定であることを示しており， ボール速度はボーノレの形の大少と加速度が

与えられる運動距離の大少であるとしている. 本実験ではボール速度は測定し得なかったが，

forward swingの動作は各被検者内でほぼ共通しており， ラケット閣の運動距離に大きな差

はないと考えられるから， swing speedに差ができたのであろう. このように打ち出される

物体に一定の高い運動エネルギーを与えるためには，ここでみられたラケット重量と forward

swingに要する時間との関係は合目的的であるといえるだろう.

本実験では手間節の屈曲・伸展，下掛尺関節の関内・囲外動作は不明であるが， Jack， 

Adrianと Yoneda(1979)りはこれらの動きな検出したつまり overarmstroke (tennis， 

badminton， racquetball， squash)について本実験でおこなわれた形式と問様の実験をおこな

い，子関節はインパクトの O.10sec前に伸びて間定され， この時点から屈泊されたとしてい

る.本実験での被検者において，インパグト前 O.10sec前後に尺側手根屈筋の放電がみられて

いる. また，手関節の動きについて，各種の動作で被検者内に変化が認められないことから，

最も ski11fulな動きの技術が，類似した運動様式においても再現されたとしている. このこと
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は，自動的におこなわれるようになった運動は変えることが困難となる川のを意味するものと

いえよう.本実験では表揺筋電図の放電様式からこのことを確かめたものと考えられる.

後藤ら7) V土野球の投手のオーバー，サイド， アンダーハンドの 3投法について筋の作用機

序の福から検討を試み， 上肢筋および f二股帯筋について 3投法関に顕著な蓬は認められなかっ

たとしている. しかし彼らの被検者は 3投法のうちのいずれかの熟練者であり，高度にトレー

ニングされ， プログラム化された 1投法の筋放電様式が他の類似の投法へと転移したことも考

えられる.

最近，松凶聞は運動さ詳習についてまとめているが，純粋な大筋の運動学習の粧移について

の研究は少ない20)とされている. Nelson13)はノミドミントン， テニスなどについて転移の問題

を論じ 動作の学習の過程で類似の婆素のある動きは同時に学習されるべきでないとしてい

る.また Lindeburg9
) は転移とは非常に特殊なものであり， 動作が開ーな場合にのみおこり

うるとしている.

これから， さらに類似した動作についての筋・神経系の支配様式を筋電閣から解明し，運

動の技術のメカニズムを切らかにしてゆくことによって， 興味ある問題が提起されるであろ

う.

かつてヒトは狩猟・採集生活ーをしていたといわれ， 当時の生活様式の中では速くまをったり，長い距離を走
ったり，ヤリやおを投げ，様でたたき，機器を巧みに操作したり，土器を作ったりした. 今日のとトは，文明
のi毎度な発達により，体重の移動という装本的な運動様式はおこないながらも， ヒトの巡化の過程でおこなわ
れてきた運動様式とは非常に兵ったものとなったと考えられる. しかし かつてのとトの遂動様式は， 今日
の，たとえば段上競技の短距離， .長距離，ヤリ投げ，砲丸投げ， 野球での投球・打撃・各種のラケットスポー
ツの競技の中に保存されており， しかもその中で緩めて特殊化した合理的な動作として残されているといえよ
う.今日， これらの運動の技術を記述し残すことは主主主さであると考えられる.

総 括

投動作に習熟している野球の投手と打動作に習熟しているバドミントン， 硬式テニスの選

手，それに，特別なトレーニングを実施していない一般学生に， オーバーハンド型の投・打に

関する類似動作をおこなわせ， 体幹筋・上肢筋の放電様相について比較検討し，以下の結果を

得た.

1) 熟練した動作関の筋放電様相について， インパグトあるいは離球前，大円筋，大胸筋，広

背鰐に放電ピーグが現れる/1炭序が一致し，三三角筋に O.20~O.30sec 関の放電休止が認められ

た. また， forward swingに移る直前の三角筋と大胸筋の両筋に放電休止期がみられた.

2) 一種類の動作について長期にわたる技術の練習を積んだヒトは， 投・打動作間，および両

動作内でもほぼ共通した放電様式がみられた.

3) トレーニングを積んでいないヒトでは，筋の放電様式に共通性が少なかった.

4) ラケットでの打動作において， ラケット章量の場加に伴い， forward swingに饗する時

間が増加した.
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