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背景および目的

日常に見られるゆっくりとした運動を遂行する際
には，運動中枢では運動の結果起こる感覚情報，例
えば視覚情報を伝達する視細胞や筋の伸長感覚を伝
達する筋紡錘といった固有受容器からの感覚情報を
利用することで，予め構築された運動指令を絶えず
修正しながら運動指令を筋へ出力する4)5) ．また，
運動中枢から出力された運動指令そのものが，予め
構築された運動指令を修飾する4)．平たく言えは，
ゆっくりとした運動では，力はその終了まで絶えず
調節されている．
一方，日常に見る運動の中でも素早く運動する際
には，運動中枢では予め構築された運動指令をひと
まとめにして，フィードフォワード的に筋へ出力す
る1)3)～5)．つまり，素早い運動では，力は当初計画
した運動指令の通りにしか発揮されない．しかし，
発揮された力が時間的かつ量的に同一であっても，
筋放電量の総量に変動があることが報告されてい
る6)ことから，同じ力でも異なった中枢戦略の存在
が示唆される．
この素早い力発揮では，力発揮初期における力速
度・力加速度が，力のピーク値と相関すると報告さ
れている2)ことから，同じ力の場合に初期の運動指
令の安定性が高い可能性が考えられる．したがっ
て，この力発揮初期の運動指令を筋放電量からみれ
ば，素早い力発揮では，初期の筋放電量
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の変動が低い可能性がある．そして，この素早い力
発揮時の筋放電量を時系列的に解析することで，素
早い力発揮時における運動指令の安定性を評価する
ことができる．
力発揮初期に着目した場合には，「フィードバッ
ク型」のゆっくりした運動よりも「フィードフォワー
ド型」の素早い運動で，運動指令の変動が小さい可
能性がある．そこで本研究は，同じ力を発揮する運
動指令が，「フィードフォワード型」と「フィード
バック型」のどちらで安定しているのかを，筋電図
（EMG）の時系列的な変動から検証することを目的
とした．

.

方

法

表面電極を外側広筋（VL），大腿直筋（RF），内
側広筋（VM）上に貼付した後，被験者は実験椅子
上で等尺性膝関節伸展による力発揮をで最大随意収
縮（MVC）の30まで行った．力の立ち上がりか
らピークまでの到達時間を 1000 msec ( slow-ramp
，出来
contraction), 500 msec (fast-ramp contraction）
る限り素早く（ ballistic contraction ）の 3 条件を設
定 し ， slow-ramp contraction お よ び fast-ramp contraction を「フィードバック型制御」， ballistic contraction を「フィードフォワード型制御」として位
置づけた．被験者は各条件をそれぞれ100～300回行
った．複数回行った試行の内，力が時間的にも量的
にも同じ（以下，「力が同じ」と称す）だった試行
を 5 試行選出し，その際の EMG を解析対象にし
た．解析は EMG の立ち上がりから 10 msec 毎に積
分し，5 試行の平均値と標準偏差から変動係数
（ CV ）を算出した．この CV は変動の指標である
が，この値から各条件における EMG の安定性を定
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量化した．

.

結果および考察

図 1 は各条件における力の一致度を示したもので
ある．a)は，被験者 1 名で力が同じだった 5 試行を
各条件で重ね描きしたもの， b )は全被験者の平均
値とその標準偏差を示している．
ballistic contraction における力の立ち上がり（以
下 Onset と称す）から力のピーク値までの相に着目
して CV の平均値をみた場合，3 条件ともに CV は
4.2 以下であり， EMG の CV と比較して非常に
小さかった．被験者は100～300回の力発揮を行った
が，結果として同じ力は CV で 4.2 以下に収まっ
た．この時の EMG を解析対象とした．
素早い力発揮では，力発揮初期における力速度・
力加速度が，力のピーク値と相関する2)と報告され
ていることから，同じ力の場合には，初期の運動指
令の安定性が高い可能性が考えられる．したがって，
EMG の 初 期 相 （ 特 に EMG の Onset か ら 70 msec
まで）に着目してみてみる．図 2 は内側広筋におけ
る 3 条件間の CV 比較である． EMG の CV は力の
CV と比較して非常に大きく， EMG はそもそも変
動するものと考えられるが， ballistic contraction の
CV は他の条件と比較して50を下回る傾向を示し
た． EMG の立ち上がりから 70 msec までの CV を
平均してみると，slow-ramp contraction で73.9±6.9
 ， fast-ramp contraction で 62.7 ± 14.0  , ballistic
contraction で41.0±5.8であったことから，ballistic contraction の CV は他の条件と比較して約 0.6～
0.8 倍 で あ っ た ． つ ま り ， ballistic contraction の
EMG 変動は約 1.3 ～ 1.7 倍の安定性を有していた．
この傾向は全ての筋において観察された．
こうした ballistic contraction における EMG の安
定性は，力のピーク値はその力速度および力加速度
が決定するというこれまでのキネマティクス的観
点2)を，生理学的観点からも証明したことになる．

.

結

論

フィードフォワード型の運動指令は，その初期に
おいて変動性が低かった．
素早い力発揮では，「力発揮初期の制御が力の大
きさを左右するという報告に一致して，初期の運動
指令の精度が高いことが示唆された．
（当論文は，平成20年度順天堂大学大学院スポー
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3 条件間の変動係数比較（内側広筋）

ツ健康科学研究科の修士論文を基に作成されたもの
である）
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