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                                      原著論文（査読付） 

認知スタイルとダーツパフォーマンスの関係性の検討 

 

今中美里 1）・大高千明 2）・藤原素子 2）・中田大貴 2） 

 

The relationship between cognitive styles and darts performance 

 
Minori Imanaka1）, Chiaki Ohtaka2）, Motoko Fujiwara2）, Hiroki Nakata2） 

 
Abstract 

It is known that the cognitive style including field dependence/independence is an important factor 
affecting individual personality.  The present study aimed to clarify the relationship between 
cognitive styles and darts performance.  We used the Embedded-Figures Test (EFT) to determine the 
cognitive style (field dependence: FD; field independence: FI) in 18 female subjects, and then the 
subjects performed 3 series of 15 consecutive darts throws at a specified target.  We recorded the 
EFT scores, and accuracy, variability, modification, and preparation time of darts performance.  We 
also recorded surface electromyography (EMG) of 6 muscles from a throwing hand and identified the 
peak amplitude, peak latency, and variability of the 6 muscles to elucidate the muscular mechanisms 
during darts throws.  We analyzed the relationships between EFT scores and darts performance 
(accuracy, variability, modification, and preparation), and between EFT scores and EMG activity.  
The accuracy and variability of darts performance improved with repetition of the series, showing 
motor-learning effects.  Significant correlations were observed between EFT scores and variability of 
the X-axis (i.e., horizontal direction) in the third series, EFT scores and modification of the X-axis 
from the first to third throw, and EFT scores and preparation time in the first series.  Variabilities of 
EMG activities were significantly larger during the third throw than during the first and second 
throws in the peak latencies of the flexor carpi ulnaris, biceps brachii, triceps brachii, anterior deltoid, 
and medial deltoid muscles.  However, there were no significant correlations between EFT scores 
and EMG activities.  These results suggest that FD individuals with low EFT scores tend to show a 
narrow variability of timing of the darts throws, and a high modification ability among the throws.  
Our results suggest the presence of a significant relationship between cognitive styles of FD and FI 
and motor performance. (Research Journal of Sport Science in Nara Women’s University, 20-1: 1-13,2018) 

Keywords: Motor learning, Field dependence, Field independence, Embedded-Figures Test 
キーワード：運動学習，場依存，場独立，ＥＦＴ 
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はじめに 

 
運動学習の過程において，仮に同じ動作を学習

する場合であっても，動作の特徴の捉え方は人そ

れぞれで異なる．例えば，外的な環境よりも自己

の身体感覚を手がかりした方が運動学習がよりス

ムーズに進む人もいれば，視覚的に身体の使い方

を捉えた方がスムーズに進む人もいる．人が運動

学習をする際に生じる，動作の特徴の捉え方に関

する個人間の違いを生み出している要因の 1 つに，

認知スタイルが挙げられる． 
認知スタイルとは，知覚・記憶・思考を必要と

する場面において，情報をどのように受容し，処

理するのかといった情報処理様式にみられる個人

差のことである 26)．代表的な認知スタイルに，場

依存型‐場独立型（ Field Dependent - Field 
Independent）がある．Witkin34) は，複雑な図形の中

から単純図形を示し，探し出す埋没図形テスト

（Embedded-Figures Test，以下 EFT とする）を開

発し，以降，場依存型‐場独立型の測定に用いら

れるようになってきた．EFTの理論的根拠として，

四角い枠が様々な角度に傾けられた状況で，被験

者が棒を地面に対して垂直に立てる実験（Rod-
and-Frame Test）と，傾いた状態の部屋の中で椅子

に座った被験者が自身の体を垂直の状態に調節す

る実験（Body Adjustment Test）において，四角い

枠や部屋の傾きといった外的な視覚環境に影響を

受けやすい場依存性の人と，視覚環境にとらわれ

ずに判断する場独立性の人がいることがわかり 23)，

さらに EFT スコアと Rod-and-Frame Test ならびに

Body Adjustment Test のスコアが一致することから，

EFT の妥当性が示されている 35)． 
また，認知スタイルとスポーツの関わりを検討

した先行研究においても EFT が用いられている 1, 

3, 6, 15, 25-27, 33, 36)．松田ら 13) は，それぞれのスポーツ

種目には特有の認知スタイルがあり，オープンス

キル系のスポーツ選手は，クローズドスキル系の

スポーツ選手と比べ EFT のスコアが低く，場依存

的な認知スタイルを示す傾向にあるとしている．

その理由として，オープンスキル系のスポーツ選

手は，ゲーム状況において他のプレーヤーとの関

連で場面を認知・判断し，適切なプレーを選択す

るという点で，他者に依存して自分を定位づける

（自分の立ち位置や姿勢等を定める）傾向があり，

一方クローズドスキル系のスポーツ選手は，空間

で自分自身を定位づける能力に優れていなければ

ならないためである，と考察されている 8, 26)．しか

し，先行研究によっては，オープンスキル系，ク

ローズドスキル系だけでは説明できない結果も報

告されている．例えば，テニス選手はオープンス

キル系のスポーツ種目であるにも関わらず，場独

立型の認知スタイルを持つと報告している研究や
21, 22)，反対に場依存型であると報告している研究

もあり 16)，見解は一致していない．実際にスポー

ツの種類によっては，オープンスキル系，クロー

ズドスキル系といった 2 つの分類では区別できな

いことが多々ある．例えば，テニスやバレーボー

ルのサーブ，野球やソフトボールにおけるピッチ

ャーの投球，バスケットボールのフリースローな

どは，クローズドスキル系の要素が必要な動作で

ある．また，認知スタイルとスポーツ種目につい

て関係性はないとする報告もある 2, 5)．さらに，認

知スタイルとスポーツの競技レベルに関し，水泳，

走高跳，短距離，体操のようなクローズドスキル

系の種目では競技レベルが高い選手ほど場独立型

であり 11, 32)，テニスやバスケットボールのような

オープンスキル系の種目では競技レベルが高い選

手ほど場依存型である 1, 11)という報告や，認知ス

タイルとスポーツの競技レベルに有意な関係性は

認められない 4, 5)とする報告もある．以上のことか

ら，先行研究の中においても認知スタイルとスポ

ーツ種目，ならびに認知スタイルとスポーツの競

技レベルについて，結果が必ずしも一致している

わけではない． 
このような見解の不一致について，1 つの要因

としてスポーツ経験が考えられる．幼児期，少年

期，青年期，成人期と成長していく過程において，

1 種目だけのスポーツを経験している人もいれば，

数種目のスポーツを経験している人もいる．先行

研究のように認知スタイルとスポーツ種目・スポ

ーツの競技レベルに関係性があるとしても，新し

いスキルを獲得する際には，1 種目のスポーツ経
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験のみが運動パフォーマンスや運動学習に影響を

与えているわけではない．つまり，現在同じ種目

を行っている人でも，運動学習をする際に学習方

略に違いが生じているはずである．よって，認知

スタイルと運動パフォーマンスや運動学習との関

わりについて，先行研究のようにスポーツ種目や

スポーツの競技レベルの要因から判断するのでは

なく，各個人の認知スタイルと運動パフォーマン

スや運動学習の関係性について評価する必要があ

ると考える． 
そこで本研究では，認知スタイルと運動パフォ

ーマンス・運動学習方略の関係性について明らか

にすることを目的とした．先行研究と同様の EFT
とスポーツ経験に関するアンケート調査に加え，

実際に運動課題を行ってもらうこととし，運動課

題としてダーツ課題を採用した．ダーツ課題は，

運動学習研究で多く用いられており 17, 24, 28)，約 60
試行のダーツスローにおいて，ダーツ未経験者で

も運動学習効果が認められる 12)，との報告もされ

ている．そのため，ダーツ課題は未経験者でも容

易に課題遂行が可能であり，各個人の認知スタイ

ルの違いを反映でき，運動パフォーマンスや運動

学習過程を評価できる課題であると考えた．また，

場依存型‐場独立型の認知スタイルではなく，衝

動型‐熟慮型の認知スタイルの違いが運動学習に

影響を与えていることが報告されており，衝動型

の認知スタイルの人の方が熟慮型の認知スタイル

の人よりも運動パフォーマンスが劣るとされてい

る 9, 20)．しかし，場依存型‐場独立型の認知スタイ

ルと運動パフォーマンス・運動学習との関係性を

検討した研究は報告されておらず，その関係性は

不明である．場依存型‐場独立型の認知スタイル

においても同様に，知覚・記憶・思考を必要とす

る運動学習場面において，情報処理様式の違いが

運動パフォーマンスや運動学習方略に反映される

可能性がある． 
ダーツ課題のパフォーマンス結果の指標として，

正確性，ばらつき，修正力を算出する．正確性は，

ダーツ競技にある点数枠を元に評価するのではな

く，ダーツボードの中心点からの距離の正確さを

評価する．正確性のばらつきは（標準偏差），ダー

ツパフォーマンスのばらつきを評価するものであ

る．球技スポーツにおけるサーブでは，ばらつき

が小さく，繰り返して同じパフォーマンスを発揮

できることもスポーツパフォーマンス評価におい

ては重要な指標の 1 つとなっており 30)，本研究で

も同様の指標を用いる．修正力は，3 投を 1 ラウ

ンドとするダーツ競技において，第 1 投を投じた

後に，第 2 投，第 3 投をどのように修正したのか

を評価するものである．また，動作の準備過程を

評価するために，ダーツ動作が行われ，リリース

するまでの時間を評価する．この指標はダーツの

ような標的競技においては，目標物に対し狙いを

定めている時間である． 
さらに本実験では，被験者の利き手側の 6 箇所

（尺側手根屈筋，橈側手根伸筋，上腕二頭筋，上

腕三頭筋内側頭，三角筋前部，三角筋中部）から

表面筋電図を導出し，認知スタイルの違いによる

運動学習方略の違いを筋活動レベルでも検討する．

これまで先行研究においてもダーツ課題中の筋活

動を測定しているが 12, 14, 29)，実際のパフォーマン

スとの関連を明らかにしているものは少ない．先

行研究に基づき，パフォーマンス指標の運動学習

効果を前腕や上腕における 6 つの筋の筋放電の最

大振幅（力発揮量の指標）と潜時（力発揮タイミ

ングの指標）から評価する． 
 
 

方法 

 
１．被験者 

 被験者は一般女子大学生 18 名（18 歳～22 歳，

平均年齢 20.3 歳）を対象とした．実験に際して，

各被験者にはあらかじめ実験の内容を説明し，同

意書にて同意を得た上で実験を実施した．また，

ダーツを全く経験していない未熟練者であること

を事前に確認した．本実験は，奈良女子大学研究

倫理審査委員会の承認を得て実施した． 
 
２．実験課題 

〈認知スタイルテスト〉 
被験者に 25 問の埋没図形テスト（Embedded-
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Figures Test：EFT）を制限時間 3 分で，できるとこ

ろまで解いてもらい，正答数をスコアとした．ス

コアが低い人を場依存型，スコアが高い人を場独

立型とした．一般女子学生を対象にした先行研究

では，場依存型のスコアは 17~11 点、場独立型の

スコアは 22~18 点とされている 7)． 
〈アンケート〉 
スポーツ経験に関するアンケート調査を行った． 
〈運動課題〉 
ブル（ダーツボードの中心枠，半径 22 mm）を目

掛けてダーツを投げる，ダーツ課題を行った．1 ラ

ウンドを 3 投とし，計 5 ラウンドの 15 投を 1 セ

ットとして，3 セット（合計 45 投）行った．被験

者には，日本ダーツ協会公式の設置に基づき，ダ

ーツボードから 237 cm のところに引かれたライ

ンに立ち，自分の投げやすい投げ方でダーツを投

げるよう教示した．この時，足がラインを越えな

ければ，身体を乗り出してもよいとした．ダーツ

ボードの右下に設置したランプが光ったら 1 投目

を投げ，2 投目，3 投目は自分のペースで投げるよ

うに教示した．ラウンド間は被験者の疲労を考慮

し，約 3 分の休憩を設定した．ダーツは DMC 社

製 Hawk（ハードダーツ，材質：90%タングステン，

重量：21 g，全長：41.0 mm，最大外径：7.1 mm）

を使用した．実験に先立ち，1 投を練習試行とし

て実施した． 
 
３．実験装置 

 日本ダーツ協会の公式距離に基づき，ハードダ

ーツ用のダーツ台（Dynasty社製，Emblem ‘Queen’，
Type K，直径 45.5 cm，重さ 4.3 kg）を設置した．

また，被験者の安全を考慮し，ダーツ台の周囲に

クッション材（ダウ化工株式会社，スタイロフォ

ーム，押出発砲ポリスチレン板）を設置した（図

1A）．カメラは，スコア記録用を 1 台（Casio 社製

Exilim），表面筋電図のリリースタイミングを同定

するためのハイスピードカメラを 1 台（Casio 社

製 Exilim）設置し，サンプリング周波数を 300 Hz
とした．スコア記録用のカメラは，被験者の後方

200cm の位置に，リリースタイミング用のハイス

ピードカメラは，被験者の右側 250cm の位置に設

置した（図 1B）．  
 表面筋電図を被験者の利き手側の 6 箇所（尺側

手根屈筋，橈側手根伸筋，上腕二頭筋，上腕三頭

筋内側頭，三角筋前部，三角筋中部）から導出し

た．電極の貼付にあたり，導出部位をアルコール

綿で十分に拭き，各筋の筋腹を同定し，サージカ

ルテープで固定した．表面筋電図の信号は，MP150
（BIOPAC systems Inc.）を介してサンプリング周

波数 1000 Hz にて記録し，カメラ映像と同期させ

た．同期にはリリースタイミングを同定するため

のハイスピードカメラの映像内にランプを設置し，

ランプの点灯と同時にトリガー信号が入るように

設定した．電極を貼付した後，それぞれの筋の最

大随意収縮（maximum voluntary contraction: MVC）
を測定した．測定は徒手抵抗による等尺性収縮と

し，約 4 秒間記録した． 

 
４．測定項目 

ダーツスコアについて，1 ラウンドごとにカメ

図 1：実験設定の模式図．（A）ダーツ位置，（B）カメラ位置 
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ラで静止画を撮影して記録し，画像解析ソフト

（Adobe Photoshop CS6）内にある「ものさしツー

ル」を用い，ブルの中心点からダーツまでの絶対

距離を算出した．その際，ブルの中心枠ではなく

ブルの中心点を基準とし，中心点より右側をX 軸

のプラス，上側を Y 軸のプラスとした．また，実

験開始前に場依存型‐場独立型の指標としてEFT
を記録し，アンケート調査にて各被験者のスポー

ツ経験を記録した． 
 ダーツ動作における準備時間を評価するために，

ダーツボードの右下に設置したランプが光ってか

ら第 1 投のリリースまでの時間，第 1 投のリリー

スから第 2 投のリリースまでの時間，第 2 投のリ

リースから第 3 投のリリースまでの時間をハイス

ピードカメラによって算出した 12)． 
 表面筋電図に関し，ハイスピードカメラを元に

ダーツのリリースのタイミングを算出し，リリー

スの 1500 ms 前からリリース後 500 ms の計 2000 
ms を解析区間とした．表面筋電図のデータは，全

波整流した後に，サンプリング周波数 1000Hz で

採取したデータに対して 9 点での移動平均をとっ

た 18)．それぞれ 6 つの筋の最大値（最大随意収縮

に対する相対値：% MVC）と潜時（ms）を全 45
投について算出した．表面筋電図は先行研究を元

に 12, 14, 29)，準備や構えに必要な上肢帯の筋として

三角筋前部と三角筋中部，力発揮に必要な上腕の

筋として上腕二頭筋と上腕三頭筋内側頭，リリー

スの調節に必要な前腕の筋として尺側手根屈筋と

橈側手根伸筋から，それぞれ記録した． 

５．統計処理 

認知スタイルとスポーツ経験の関係性を明らか

にするために，EFTスコアと経験してきた種目（オ

ープンスキル系・クローズドスキル系）を要因と

したピアソンのカイ 2 乗検定を行った． 
 認知スタイルとダーツパフォーマンスの関係性

を明らかにするために，ダーツパフォーマンスを

「正確性」，「ばらつき」，「修正力」，「準備時間」

に分類した．正確性に関し，ブルの中心点からの

平均距離（X 軸，Y 軸）を求め，第 1 セット（1~15
投），第 2 セット（16~30 投），第 3 セット（31~45
投），全 45 投をそれぞれ平均値化し，動作の正確

性として評価した．第 1 セットから第 3 セットの

データに関しては，セットを要因とした一元配置

分散分析を行い，運動学習効果を検討した．さら

に，EFT スコアと X 値の平均絶対距離，EFTスコ

アと Y 値の平均絶対距離について，それぞれピア

ソンの相関係数を求めた．ばらつきに関し，第 1
投から第 3 投までの標準偏差を求め，1 ラウンド

中の動作のばらつきとし，全 15 ラウンドを平均し

て動作のばらつきとして評価した．第 1 セット，

第 2 セット，第 3 セット，全 45 投をそれぞれ平均

値化し，動作のばらつきとして評価し，第 1 セッ

トから第 3 セットのデータに関しては，セットを

要因とした一元配置分散分析を行った．また，EFT
スコアとばらつきの X 値平均絶対距離，EFTスコ

アとばらつきの Y 値平均絶対距離について，それ

ぞれピアソンの相関係数を求めた．修正力に関し，

第 1 投から第 2 投，第 1 投から第 3 投，第 2 投か

ら第 3 投の変化率を求め，1 ラウンド中の動作の

修正値とし，全 15 ラウンドを平均して動作の修正

力として評価した．第 1 投を 100%として，第 2
投，第 3 投で何%修正できたか，距離の変化率を

求めた．EFT スコアと第 1 投から第 3 投までの間

に修正した X 値の変化率，EFT スコアと第 1 投か

ら第3投までの間に修正したY値の変化率につい

て，それぞれピアソンの相関係数を求めた． 
 動作の準備過程に関し，まず第 1 投，第 2 投，

第 3 投のリリースまでの時間をそれぞれ算出した．

さらに第 1 セット，第 2 セット，第 3 セット，全

45 投のそれぞれの時間を平均値化し，評価した．

第 1 セットから第 3 セットのデータに関しては，

図 2：表面筋電図における振幅と潜時の定義 
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セットを要因とした一元配置分散分析を行った．

さらに，EFT スコアと準備時間について，それぞ

れピアソンの相関係数を求めた． 
 表面筋電図のデータに関して，本研究では図 2
に示すように，振幅と潜時（最大振幅発現−リリー

ス）について定義した．全 45 投における運動学習

効果を検討するために，第 1 セット，第 2 セット，

第 3 セットに分けて平均化し，それぞれのセット

における振幅，振幅の標準偏差（振幅のばらつき），

潜時，潜時の標準偏差（潜時のばらつき）につい

て，セットを要因とした一元配置分散分析を行い，

運動学習効果を検討した．さらに，それぞれのデ

ータに関し，EFT スコアとのピアソンの相関係数

を求めた．  
 次に，第 1 投，第 2 投，第 3 投それぞれの動作

方略を検討するために，全 15 ラウンドにおける第

1 投，第 2 投，第 3 投についてそれぞれ平均化し，

それぞれの投回における振幅，振幅の標準偏差，

潜時，潜時の標準偏差について，投回を要因とし

た一元配置分散分析を行い，動作方略を検討した．

また，それぞれのデータに関し，EFT スコアとの

ピアソンの相関係数を求めた．リリースの1500 ms
前からリリース後500 msの計2000 msの解析区間

において，最大値をその振幅とし，リリースを 0 
ms として振幅までの時間をその潜時と定義した. 
またリリース前をマイナスの潜時，リリース後を

プラスの潜時とした．振幅，潜時の標準偏差に関

しては，それぞれ 15 投のデータにおける振幅，潜

時の標準偏差として算出した． 
 統計には SPSS Ver. 22 for Windows（IBM 社）を

用いた．分散分析を行う際，モークリーの球面性

の仮定を検討し，仮定が有意な場合には

Greenhouse-Geisser の補正を用いた．セットもしく

は投回の主効果が認められた際には，post-hoc テ

ストとして Bonferroni テストを用い，特定の違い

を明らかにした．有意水準を p < 0.05 とした．相

関の解析に関し，Kolmogorov-Smirnov の正規性の

検定を行った後，正規性が認められたデータに関

して，ピアソンの相関係数を求めた．相関の有意

水準を p < 0.05 とした． 
 
 

結果 

 
１．スポーツ経験と認知スタイル 

 表 1 は横軸が競技種目，縦軸が EFT スコアであ

り，各被験者（A～R）と種目経験年数（括弧内数

字）を示している．1 種目のみのオープンスキル

系のスポーツを経験している者が 18 名中 8 名， 
2 種目以上のオープンスキル系のスポーツを経験

している者が 18 名中 5 名，2 種目以上のオープン

スキル系ならびにクローズドスキル系のスポーツ

を経験している者が 18 名中 5 名であった．ピア

ソンのカイ 2 乗検定を行った結果，EFT スコアと

スポーツ経験には統計的な関係性は認められなか

った．  

 

表 1：各被験者のスポーツ経験とEFTスコア（アルファベットは各被験者を，括弧内数字は競技種目経験年数をしめす） 

バスケットボールバレーボール 水泳 ラクロス ホッケー 陸上 バドミントン テニス ソフトボール 剣道 合気道 野球 なぎなた 新体操
23 A（6年）
22
21 C（4年） B（1年） B（9年）
20 D（9年） E（2年） E（3年） E（3年）
19 G (3年） F (13年） G (8年）
18 H (2年） H (3年） H (6年）
17 I (12年） J (16年） K (6年） K (6年）
16 N (2年） N (4年） M (8年） L (4年) L (7年) N (14年）
15 O (3年） O (4年）P (8年）
14
13 Q (8年） Q (2年） Q (2年）
12
11
10 R (6年） R (11年）
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２．正確性 

 X 値の平均絶対距離に関し，第 1 セットは 6.9 
(標準偏差：2.8) cm，第 2 セットは 5.9 (1.5) cm，第

3 セットは 5.3 (1.3) cm，全 45 投は 6.0 (1.4) cm で

あった．一元配置分散分析の結果，セット間の有

意な違いが認められ（F (2, 34) = 4.061, p = 0.049），
Post-hoc テストの結果，第 3 セットは第 1 セット

よりも数値が有意に小さくなった（p = 0.048）．Y
値の平均絶対距離に関し，第 1 セットは 10.0 (3.2) 
cm，第 2 セットは 8.4 (1.8) cm，第 3 セットは 8.4 
(2.6) cm，全 45 投は 8.9 (2.0) cm であった．一元配

置分散分析の結果，セット間の有意な違いが認め

られたが（F (2, 34) = 3.565, p = 0.039），Post-hoc テ
ストではその違いを検出することができなかった．

これらの結果から，ダーツパフォーマンスに運動

学習効果が見られたことが示された．さらに，EFT
スコアと X 値の平均絶対距離の第 3 セットに関

し，相関傾向が認められた（r = 0.414，F = 3.300， 
p = 0.088）．EFT スコアと Y 値の平均絶対距離に

関し，有意な相関は認められなかった． 
 
３．ばらつき 

 ばらつきの X 値平均絶対距離に関し，第 1 セッ

トは 3.7 (0.9) cm，第 2 セットは 3.3 (1.1) cm，第 3
セットは 3.0 (1.0) cm，全 45 投は 3.3 (0.7) cm であ

った．ばらつきの Y 値平均絶対距離に関し，第 1
セットは 5.7 (1.9) cm，第 2 セットは 4.7 (1.4) cm，

第 3 セットは 5.0 (1.2) cm，全 45 投は 5.1 (1.2) cm
であった．一元配置分散分析の結果，ばらつきの

X 値平均絶対距離，ばらつきの Y 値平均絶対距離

にセットの有意な違いは認められなかった．  
 EFTスコアとばらつきのX値平均絶対距離に関

し，第 3 セットで有意な相関が認められ（r = 0.567，
F = 7.598, p = 0.014），全 45 投との間に相関傾向（r 
= 0.424，F = 3.516， p = 0.079）が認められた（図

3）． これらの結果は，EFT スコアが高い場独立型

である人の方が X 値のばらつきが大きく，EFT ス

コアが低い場依存型である人の方がX値のばらつ

きが小さいことを意味する．EFT スコアとばらつ

きのY値平均絶対距離に有意な相関は認められな

かった． 
 

 

図 3：EFTスコアとばらつきのX値絶対距離との関係 

 

 

４．修正力 

 EFTスコアと第 1投から第 3 投の間に修正した

X 値の変化率との間に，統計的に有意な負の相関

が認められた（r = -0.514，F = 5.730, p = 0.029）．第

1 投から第 2 投の間に修正した X 値の変化率，第

2 投から第 3 投の間に修正した X 値の変化率との

間に有意な相関は認められなかった（図 4）．EFT
スコアと第 1投から第 3投の間に修正したY値の

変化率，第 1 投から第 2 投の間に修正した Y 値の

変化率，第 2 投から第 3 投の間に修正した Y 値の

変化率において，有意な相関は認められなかった．

これらの結果は，認知スタイルとX 値の修正力に

は相関があり，EFT スコアが高い場独立型である

人ほど修正力が低く，EFT スコアが低い場依存型

である人ほど修正力が高いことを意味する． 
 
５．動作準備時間 

ランプが光ってから第 1 投のリリースまでの動

作準備時間については，外れ値を示した被験者を

除く 17 名分のデータを解析対象とした．第 1 投

のリリースまでの時間の平均値は，第 1 セットが
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1,878 (827) ミリ秒，第 2 セットが 1,976 (1,022) ミ
リ秒，第 3 セットが 2,014 (1,044) ミリ秒，全 45 投

が 1,956 (932) ミリ秒であった．一元配置分散分析

の結果，セット間の有意な違いは認められなかっ

た．さらに，EFT スコアと第 1 セットの動作準備

時間に関し，有意な負の相関が認められた（r = -
0.679，F = 12.849，p = 0.003）．また EFT スコアと

EFT スコアと第 2 セット，第 3 セットの動作準備

時間においても負の相関傾向が認められた（r = -
0.478，F = 4.432，p = 0.053；r = -0.470，F = 4.244，
p = 0.057）（図 5）．これらの結果は，EFT スコアが

高い場独立型である人ほど動作準備時間が短く，

EFTスコアが低い場依存型である人ほど動作準備

時間が長いことを意味する． 
 第 2 投のリリースまでの時間の平均値は，第 1
セットが 3,393 (817) ミリ秒，第 2 セットが 3,178 
(899) ミリ秒，第3セットが3,304 (1,121) ミリ秒，

全 45 投が 3,292 (927) ミリ秒であった．一元配置

分散分析の結果，セット間の有意な違いは認めら

れなかった．EFT スコアと第 2 投の動作準備時間

に有意な相関は認められなかった．第 3 投のリリ

ースまでの時間の平均値は，第 1 セットが 3,287 
(1,118) ミリ秒，第 2セットが 3,132 (985) ミリ秒，

第3セットが3,262 (1,062) ミリ秒，全45投が3,227 
(973) ミリ秒であった．一元配置分散分析の結果，

セット間の有意な違いは認められなかった．EFT
スコアと第 3 投の動作準備時間に有意な相関は認

められなかった． 
 

図 4: EFTスコアとX値の修正変化率との関係 

 
図 5: EFTスコアと動作準備時間との関係 

 
６．表面筋電図データ 

図 6 は，被験者 1 名の全 45 投の平均波形を示

す．上腕二頭筋，三角筋前部ではリリース前約 500 
ms に活動が見られたが，これはダーツリリースの

ための，リリース前にテイクバックを行うための

肘屈曲動作を表す． 
表 2 は，第 1 セット，第 2 セット，第 3 セット

における全被験者の振幅の平均%MVC 値，振幅の

平均標準偏差値，潜時の平均値，潜時の標準偏差

を表す．一元配置分散の結果，全ての値に関し，

セット間の有意な違いは認められなかった．また， 
EFT スコアと有意な相関も認められなかった． 
 表 3 は，全 15 ラウンド中の第 1 投，第 2 投，第

3 投における全被験者の振幅の平均%MVC 値，振

幅の平均標準偏差値，潜時の平均値，潜時の標準

偏差を表す．一元配置分散の結果，上腕二頭筋の

潜時の平均値（F (2, 34) = 6.167, p = 0.012），尺側手

根屈筋の潜時の標準偏差（F (2, 34) = 5.397, p = 
0.025），上腕二頭筋の潜時の標準偏差（F (2, 34) = 
4.427, p = 0.034），上腕三頭筋の潜時の標準偏差（F 
(2, 34) = 4.877, p = 0.039），三角筋前部の潜時の標

準偏差（F (2, 34) = 5.513, p = 0.023），三角筋中部の

潜時の標準偏差（F (2, 34) = 4.271, p = 0.036）に有

意な投回の主効果が認められた．Post-hoc テスト
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の結果，尺側手根屈筋の潜時の標準偏差は，第 3
投の方が第 1 投よりも有意に値が大きくなり（p = 
0.021），上腕三頭筋の潜時の標準偏差は，第 3 投

の方が第 1 投および第 2 投よりも有意に値が大き

くなった（p = 0.031；p = 0.048）．上腕二頭筋の潜

時の平均値，上腕二頭筋の潜時の標準偏差，三角

筋前部の潜時の標準偏差，三角筋中部の潜時の標

準偏差に関しては，Post-hoc テストではその違い

を検出することができなかった．いずれのデータ

においても， EFTスコアと有意な相関は認められ

なかった．  
 

 

７．ダーツスコアと表面筋電図との関係性 

 ダーツスコアの結果より，修正力に関して第 1
投から第3投への有意差が認められたX値の変化

率，ならびに筋活動との関係性を明らかにするた

めに，第 1 投，第 2 投，第 3 投に関する投回の主

効果が認められた筋電図の指標（上腕二頭筋の潜

時の平均値，尺側手根屈筋の潜時の標準偏差，上

腕二頭筋の潜時の標準偏差，上腕三頭筋の潜時の

標準偏差，三角筋前部の潜時の標準偏差，三角筋

中部の潜時の標準偏差）に関し，第 2 投，第 3 投

における修正値を算出した（表 4）．しかし，ダー

ツスコアの修正力と各筋電図の修正値の間に有意

な相関は認められなかった． 

図 6：表面筋電図の典型例（被験者 1名，全45投の平均波形） 

 

表 2：第 1〜3 セットにおける全被験者の振幅の平均%MVC

値，振幅の平均標準偏差値，潜時の平均値，潜時の標準偏差 

表 3：第 1〜3投目における全被験者の振幅の平均%MVC 値，

振幅の平均標準偏差値，潜時の平均値，潜時の標準偏差 
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８．正確性と動作準備時間，ならびにばらつきと

動作準備時間との関係性 

 ダーツパフォーマンスの正確性におけるX値の

平均絶対距離，Y 値の平均絶対距離と動作準備時

間との関係性について，第 1 セット，第 2 セット，

第 3 セット，それぞれで相関を検討したが，有意

なものは認められなかった．同様に，ばらつきの

X 値平均絶対距離，ばらつきの Y 値平均絶対距離

と動作準備時間との関係性について，第 1 セット，

第 2 セット，第 3 セット，それぞれで相関を検討

したが，有意なものは認められなかった． 
 
 

考察 

 

 本研究は，ダーツ課題を用い，個人の認知スタ

イルやスポーツ経験の違いとダーツパフォーマン

スの関係性について検討した．本研究では，スポ

ーツ種目別に認知スタイルを考慮するのではなく，

個人のスポーツ経験を考慮して EFT テストを実

施し，運動パフォーマンスを評価した． 
 表 1 からもわかるように，1 種目だけのスポー

ツを経験している人が 18 名中 8 名，その他の 10
名は 2 種目以上のスポーツ経験があった．つまり，

1 種目のスポーツ経験のみが運動学習や運動パフ

ォーマンスに関係しているのではなく，今まで経

験してきた全ての種目の経験が，認知スタイルに

関係していると考えられる．また，同じ種目を経

験していたとしても，EFT スコアが大きく異なる

ことも明らかとなった．例えば水泳においては，

被験者 B は 9 年，被験者 N は 4 年，被験者 R は 6

年それぞれ経験してきているが，EFT スコアはそ

れぞれ 21 点，16 点，10 点である．Lambrecht and 
Cuevas 10) は，本研究と同様に 37 名の一般女子大

生を対象にし，スポーツを含めた身体活動を活発

に行っている群と行っていない群において，場依

存型‐場独立型の認知スタイルを検討したところ，

有意な差は認められなかったとしている．  
 
 ダーツの正確性に関し，個人の認知スタイルの

違いに関係なく運動学習効果が見られ，第 1 セッ

トから第 3 セットにかけて，X 値の平均絶対距離，

Y 値の平均絶対距離の値は有意に短縮した．この

ことから，本実験に参加した被験者はダーツ未経

験者であったが，全 45 投の中で被験者のダーツパ

フォーマンスが徐々に上昇したと考えられ，先行

研究のダーツ課題においても同様の運動学習効果

が報告されている 12)．さらに，EFT スコアと第 3
セットの X 値の平均絶対距離との間に相関傾向，

EFTスコアとばらつきの第3セットのX値平均絶

対距離に関して，有意な相関が認められた（図 3）．
第3セットのX値平均絶対距離に関するパフォー

マンスは認知スタイルと関係があり，EFT スコア

が高い場独立型である人ほどX値平均絶対距離が

大きく，ばらつきが大きいことが示された． 
 
 またダーツの修正力に関し，EFT スコアと第 1
投から第3投の間に修正したX値の変化率との間

に，有意な負の相関が認められた（図 4）．この結

果は，EFT スコアが高い人ほど修正力が低く，EFT
スコアが低い人ほど修正力が高いことから，場独

立型である人は修正力が低く，場依存型である人

は修正力が高いことが示された．これらの結果に

は，ダーツスローにおける動作方略が関係してい

る可能性がある．一般的に場独立型の人は，視覚

的な場に依存せず自らの身体を手掛かりに課題を

遂行し，場依存型の人は視覚的な影響を受けなが

ら課題を遂行するとされている 23, 26)．本研究のよ

うなダーツ課題の場合，視覚的情報が重要であり，

特に 1 投目のダーツがどこに投げられたかによっ

て，2 投目，3 投目のパフォーマンスに影響が出る

と思われる．よって，修正力という点から考えて

表 4：第 1投から第3投への修正値（分散分析の結果より有意

差が得られたデータのみ） 
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みても，場依存型の人の方がパフォーマンス結果

の視覚フィードバックを有効に活用するために優

位である可能性はある．  
本実験課題では，ダーツボードの右下に設置し

たランプが光ったら 1 投目を投げ，2 投目，3 投目

は自分のペースで投げるように教示したが，ラン

プが光ってから第 1 投のリリース時間は，EFT ス

コアと負の有意な相関が認められた（図 5）．つま

り，EFT スコアが高い場独立型である人ほどリリ

ースまでの時間が短く，EFT スコアが低い場依存

型である人ほどリリースまでの時間が長いことが

示された．この結果は，標的競技におけるエイミ

ング（aiming）に関係すると考えられる．一般的に，

エイミングの視線行動は「視線停留（Quiet Eye）」
として表現される．ターゲットに対する視線の停

留時間が長い方が，ボールをターゲットに当てる

成功率が高いとされている 32)．この可能性を明確

にするためには実際に視線動作分析が必要である．

しかし，エイミングに関する視線停留時間を計測

するには，アイマークレコーダーを装着する必要

があり，今回の実験では装着していなかったため，

計測の限界があった．また，実際にダーツパフォ

ーマンスの正確性と動作準備時間，ならびにばら

つきと動作準備時間との間に有意な相関が認めら

れなかったことから，認知スタイルと動作準備時

間に関係性は認められるものの，ダーツパフォー

マンスの正確性とばらつきには結びつかないと考

えられる． 
 
 さらに，本実験における動作準備時間の結果で

は，動作開始の合図から第 1 投までの時間は EFT
スコアと有意な相関が認められたが，第 2 投，第

3 投の動作準備時間とEFTスコアには有意な相関

が認められなかった．この結果に関し，第 2 投な

らびに第 3 投の動作準備時間は，第 1 投と評価の

方法が異なることによって生じた可能性がある．

つまり，第 1 投の動作準備時間は開始の合図から

第 1 投までのリリースタイミング，第 2 投の動作

準備時間は第 1 投から第 2 投までのリリースタイ

ミング，第 3 投の動作準備時間は第 2 投から第 3
投までのリリースタイミングにより算出している

ためである．今後の研究として，実際の視線停留

時間を計測することによって，より詳細に検討で

きると考える． 
 
 また本実験では，Y 値よりもX 値において，EFT
スコアとの関係性が示された．その理由として，

ダーツ課題での運動学習が進む過程において，左

右方向の調節は未経験者でも対応可能であるが，

重力方向に関係する上下（Y 軸）方向の調節は難

しいためであると考えられる．ダーツ熟練者と未

経験者におけるリリース軌道を検討した先行研究

では，Y 軸方向に関するタイミングエラーやばら

つきが未経験者の方が熟練者よりも大きいとされ

ている 19, 31)．つまり，左右方向の調節に対し，上

下方向の調節にはダーツのリリースポイント，肘

関節角度・角速度，肩関節角度・角速度などの複

合的な要因が関係し，未経験者にはすぐに対応で

きないスキルである可能性が高い． 
 第1投から第3投への修正ではEFTスコアとの

有意な相関が認められ，第 1 投から第 2 投，なら

びに第 2 投から第 3 投への修正では，有意な相関

が認められなかった（図 4）．その理由として，第

3 投では，第 1 投と第 2 投での結果を踏まえて，

動作方略が異なる可能性があると考えられる．こ

のことは，上腕二頭筋の潜時の平均値，尺側手根

屈筋の潜時の標準偏差，上腕二頭筋の潜時の標準

偏差，上腕三頭筋の潜時の標準偏差，三角筋前部

の潜時の標準偏差，三角筋中部の潜時の標準偏差

が投回で異なることからも推察される（表 3）．つ

まり，第 3 投の方が第 1 投よりも潜時の標準偏差

が大きくなることから，被験者は第 3 投で投動作

の調節をしていると考えられる．Lohse et al. 12) は

第 1 投から第 3 投までのダーツスローイング時間

を算出し，第 1 投は第 2 投と第 3 投と比較して有

意に遅いことから，投回によって動作方略が異な

る可能性を示している．しかし，第 1 投から第 3
投への有意差が見られたX 値の変化率と，筋電図

データ（上腕二頭筋の潜時の平均値，尺側手根屈

筋の潜時の標準偏差，上腕二頭筋の潜時の標準偏

差，上腕三頭筋の潜時の標準偏差，三角筋前部の

潜時の標準偏差，三角筋中部の潜時の標準偏差）
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の修正値の間に有意な相関は認められなかった

（表 4）．このことから，ダーツスコアのX 値の変

化率にこれらの筋活動が直接的に関係していない，

もしくは筋活動として数値化できない可能性が高

い．また表面筋電図における全てのデータでは，

EFT スコアと有意な相関は認められなかった．つ

まり，筋放電の最大振幅（力発揮量）と潜時（力

発揮タイミング）と認知スタイルに関係性は低い

と言える．以上のことから，上記のように肘関節

角度・角速度，肩関節角度・角速度等のキネマテ

ィクスデータを分析する必要があると考える．

Lohse et al. 12) は，関節角度・関節角速度・関節角

度の標準偏差について，身体外部への注意

（External Focus）と身体内部への注意（Internal 
Focus）の効果の違いを検討している．その結果，

スローイング準備期の最大肩関節角度・最大肘関

節角度，リリース時の肩関節角度・肘関節角度・

肘関節角速度については，身体外部への注意と身

体内部への注意で違いはないとしている．しかし，

リリース時の肩関節角度の標準偏差は，身体外部

への注意を行った方が身体内部への注意を行うよ

りも有意に大きいとしている．上記のように，身

体外部への注意を行った方がパフォーマンスが高

いことが示されていたが，それと同時に肩関節角

度の標準偏差が身体外部への注意の方が大きくな

っていることは，本結果の第 3 投の方が第 1 投よ

りも潜時の標準偏差が大きくなるという点と一致

する．詳細については今後の検討課題であると考

える． 
 
 

要約 

 

 本研究では，ダーツ課題を用い，正確性，ばら

つき，修正力，動作準備時間に関し，認知スタイ

ルとの関係性があることが明らかとなった．EFT
スコアが低い場依存型である人ほどX値平均絶対

距離やばらつきが小さく，修正力が高い傾向にあ

るという結果が得られた．また，場依存型である

人ほど動作準備時間が長いことが示された．以上

の結果から，ダーツ課題におけるダーツパフォー

マンスだけではなく，他のスポーツ動作において

も，各個人の認知スタイルによって運動パフォー

マンスが異なる可能性がある． 
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