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等尺性脚伸展動作における脱力を介した出力の切り換え

大高 千明1) 藤原 素子2)

Chiaki Otaka1 and Motoko Fujiwara2: EŠect of switching the control direction on force control using iso-

metric leg extension. Japan J. Phys. Educ. Hlth. Sport Sci. 61: 489501, December, 2016

AbstractIn this study, we investigated the eŠects of diŠering control processes on the duration of

zero-velocity in force control and force level control accuracy and quickness using isometric leg contrac-

tion tasks. Eleven participants were instructed to adjust the target force from 20 maximal voluntary

contraction (MVC: 20 task) or from 60MVC (60 task) to 20, 40, or 60MVC after relaxing

completely. The participants were instructed to control their force as quickly and as accurately as possi-

ble on receiving a visual stimulus, and the force produced by the participants was recorded. We investi-

gated the diŠerences in the task (20 or 60MVC) and target (20, 40, or 60MVC) force levels.

We found that the target force level in the 20 task was higher than during the other target force levels

for both tasks. The duration of zero-velocity was longer during the 60 task than in the 20 task for all

target force levels. Before and after the period of zero-velocity, relaxation and re-adjustment time were

longer during the 60 task than during the 20 task for all target force levels. Furthermore, the re-ad-

justment time was longer in the 60 task than in the 20 task for all target force levels; re-adjustment

time was also found increase successively for the 20, 40 and 60 MVC target force levels. There-

fore, our ˆndings suggest that during control the slight magnitude, accurate control of the force was

di‹cult, irrespective of the magnitude of the force before relaxing completely. Moreover, the duration

of zero-velocity became longer with greater magnitudes of force before relaxing completely, which

aŠected the quickness at which force control was achieved after switching the control direction.

Key wordsvoluntary force control, accuracy, quickness, the duration of zero-velocity
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緒 言

我々は自らの意志によって日常的に様々な動作

を遂行しており，運動の大きさや速さを調節する

ことによって，目的に応じた運動出力を可能とし

ている．この出力調節は，巧みな身体動作に必要

なスキルの 1 要素である正確さとしての，グ

レーディング能力（大築，1988）であるが，時

々刻々と変化する外部環境に対応して運動出力を

調節することが求められる状況においては，正確

な出力制御は困難である場合も多い．特にスポー

ツ動作のように，適切なタイミングでより正確な

出力調節が求められる場面においては，僅かな出

力量の誤差がパフォーマンスの成否に影響を及ぼ

してしまう（瀬和・木塚，2006）．このことから

も，自らの出力を正確に調節する能力は非常に重

要であるといえる．

出力制御における正確性および素早さについて

の研究では，かねてから筋活動および筋活動の結



490490 大高・藤原

果である張力を指標とし，等尺性力発揮動作を用

いた出力調節や，単関節運動を用いた角度変化の

調節方略について検討されてきた．

0から要求水準への出力調節について調べた

先行研究では，幾つかの調節方略が示されている

が，代表的な方略の 1 つは，調節時間は一定に

保ちながら単位時間当たりの出力量（力発揮率）

を変更させることで調節する，いわゆる pulse

height control policy (Freund and B äudingen,

1978Ghez, 1979Gordon and Ghez, 1987

Gottlieb et al., 1989）である．一方，他の方略と

して，出力量が増大すると力発揮時間を延長させ

ることで調節する，いわゆる pulse width control

policy (Bahill et al., 1975Gottlieb et al., 1989）

が用いられることも報告されている．

また，単発ではなく周期的な出力調節課題を用

いた先行研究では，力の増加局面と減少局面を比

較したところ，減少時において脳の活動量と賦活

部位は異なっており，より広範囲であること

（Spraker et al., 2009）や，要求水準との誤差が

大きいこと（Harbst et al., 2000）が示されてい

る．さらに，異なる 2 種類の周期的な出力調節

課題を用いた研究においても，力を減らす場合に

は増やす場合よりも要求水準との誤差が大きいこ

とや，タイミング調節が不正確であったこと

（Masumoto and Inui, 2010森藤ほか，2009

Spiegel et al., 1996）が報告されている．

このように出力制御の研究において，異なる要

求水準への出力方略を比較することによって，こ

れらの差異による出力特性を解明する一助となっ

ている．また，先行研究によって課題における力

発揮様式は異なっているが，単発の力発揮を運動

課題として用いた場合には，刺激からの反応時間

を指標として調節開始の素早さについて検討する

ことや，発揮した力レベルと要求水準との誤差を

指標とし出力の正確性について検討することが可

能となる．一方，周期的な力発揮を用いた場合に

は，同じ変化量における力の増加時と減少時の比

較や，出力方向（増加から減少，減少から増加）

を切り換えるタイミングの再現性などについて，

検討することが可能である．

しかしながら，実際場面においては，0から

ある目標レベルへの単発の出力や，ある出力幅で

の周期的な調節ばかりではなく，異なる出力量や

タイミングで出力方向（増加，減少）の切り換え

を含む連続した調節を行う場面も多くある．

このような調節に関して，大高・藤原（2013,

2014）は，等尺性脚伸展動作でのグレーディン

グ課題を用い，要求水準への調節過程の違いが出

力調節の正確性および素早さに及ぼす影響につい

て検討した．各被験者の 大随意収縮力（Maxi-

mum Voluntary Contraction: MVC）を基準とし

て，40MVC から60MVC に出力を増加させ

る課題と，60MVC から40MVC に出力を減

少させる課題について，任意に力の抜きを挟む条

件，完全な力の抜きを挟む条件を設け，さらに，

力の抜きを挟まずに調節する条件の 3 条件を設

定し，各課題および条件の特性を示した．その結

果，1）正確さについては，特に力の減少時にお

いて顕著な効果がみられ，「力の抜き」を挟むこ

とで，挟まない場合より出力が正確であったこと，

2）素早さについては，「力の抜き」を挟まない

場合に，挟む場合よりも素早い調節が可能であっ

たが，同じ「力の抜き」を挟む場合においては，

完全に力を抜く場合に任意に力を抜く場合よりも

調節に要する時間は延長し，非効率的であったこ

とが報告されている．

この結果の 1 要因として，完全に 0へ脱力し

てから再出力までの間には，張力調節に休止期が

存在したことが挙げられる（大高・藤原，

2015）．この張力の休止期は，動作の切り換え時

にみられる筋活動の休止期と関連していることが

考えられる．負荷予測に基づいた同一筋への運動

指令の切り換えに関する研究において，フェイン

ト刺激に対する筋出力量を修正する際に，約

20の出現率で二相性の筋放電パターンが観察

され，2 つの筋放電間に 30―40 ms の休止期がみ

られたことが示されている（河辺・大築，1988）．

この先行研究でみられた休止期は，いずれも素

早い動作の切り換え時に動作遂行者が意図して脱

力したのではない状況で出現している．一方，大

高・藤原（2015）は意図して脱力する動作を課
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Figure 1. Experimental setup.
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題として用いたが，その状況においても完全に

0へ脱力してから再出力までに張力調節速度が

0 である状態，すなわち張力調節の休止期が出現

することが示された．さらに休止期の長短は始め

に保持する力レベル，あるいは要求水準によって

異なっていたことも報告しているが，両者のいず

れが休止期の延長要因であるかについては不明瞭

である．

これらのことから，出力方向の切り換えを含む

出力調節に着目し，出力特性を検討することで，

切り換え前後の力レベルと張力調節の休止期との

関係を明らかにすることが可能となるだろう．

そこで本研究では，ある程度の力を保持した状

態から 0への脱力後に再出力する切り換えを含

んだ調節について，始めに保持する出力レベルお

よび再出力レベルを複数設定し，切り換え前後の

力レベルが張力調節の休止期および出力の正確性

および素早さへ及ぼす影響について検討すること

を目的とした．

方 法

. 被験者

膝および腰に傷害歴のない女子大学生11名

（平均年齢21.3±1.0歳）を被験者とした．全ての

被験者は，チャップマンの利き足調査（Foot-

preference inventory）に基づき，右脚が優位で

あることを確認した（Chapman et al., 1987）．実

験にあたって奈良女子大学研究倫理審査委員会の

承認を得た．被験者は事前に実験についての説明

を受け，実験への参加を承諾した．

. 実験設定

Figure 1 に被験者の右側方からみた実験設定

図を示す．被験者は筋力測定器（竹井機器工業）

の座面上に座り，右脚の膝関節角度が解剖学的基

本肢位において120°になるよう固定された測定

プレート上に右脚を載せ，脚伸展による力発揮を

行った．右脚のみで力発揮を行うため，左脚は軽

く前方へ伸ばし，両腕は体側へ下ろした．また，

白色の呈示板（8 cm×22 cm）上に 8 cm 間隔で

垂直方向に 3 つの発光ダイオード（以下「LED」

と略す直径 5 mm）が埋め込まれ，上から

60, 40, 20の要求水準を示す刺激として用

い た ． 各 LED の 点 灯 は ， Time Programmer

（竹井機器工業）を用いて制御した．刺激呈示板

（竹井機器工業）を被験者の前方 2.0 m，座位姿

勢をとった被験者の目の高さの位置に設置した．

刺激呈示板の右隣に張力波形表示スクリーン

（NEC, VJ22LLD）を配置し，画面上には出力

の目安ラインを表示した．

. 実験課題および手順

右脚による等尺性脚伸展動作におけるグレーデ

ィングを伴う素早い出力を課題とした．各被験者

の 大随意収縮力（MVC）を基準に，以下の 2

つの課題を設けた．

◯20課題20MVC の力レベルを保持した

後，完全に力を 0まで抜いてか

ら，20, 40, 60MVC のい

ずれかの要求水準へ出力する．

◯60課題60MVC の力レベルを保持した

後，完全に力を 0まで抜いてか

ら，20, 40, 60MVC のい

ずれかの要求水準へ出力する．

上記の 2 課題について，始めの力レベルを保

持した後，予告刺激として要求水準を示す LED

を 500 ms 間呈示し，その2.0 s 後に動作開始の合

図である本刺激として，要求水準を示す LED を

再度 500 ms 間呈示した．

被験者は，初めに随意 大努力による等尺性力

発揮を連続して 3 回行い，その 大値を各被験
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Figure 2. Deˆnition and measurement of force (20 task, 60 target force level).
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者の MVC とした．次に，20, 40, 60MVC

の要求水準目安ラインを波形表示スクリーンに映

し出し，各要求水準に対する出力を習得するよう

練習を行った．その後，本試行と同様の刺激間隔

と試行数で練習を 1 セット行った．

本試行は，両課題ともに，3 種類の要求水準を

各 8 試行ずつランダムで配列した（各課題24試

行ずつ，合計48試行）．課題に取り組む際に，被

験者には素早くかつ正確に出力するよう教示し

た．課題の順序は被験者ごとで入れ替え，カウン

ターバランスをとった．要求水準の目安ライン

は，始めに保持する力レベル（20MVC あるい

は60MVC）のみ表示した．6 試行毎および課

題間にはできるだけリラックスした体勢をとり，

休憩を挟んだ．全ての課題終了後，再度 MVC を

3 回計測した．

. 測定項目

出力された張力は，筋力測定器のプレートに取

り付けられたひずみ計により測定した．張力およ

び LED 呈示のシグナルは AD 変換器 MP150CE

（BIOPAC Systems, Inc.）を介してコンピュータ

（NEC, VJ22AF6）に 1000 Hz で記録し，デー

タ解析ソフト Acqknowledge（BIOPAC Systems,

Inc.）を用いて処理した．

張力計と地面が成す角度は70°であったため，

記録した値を cos 20°で除した値を算出し，水平

面方向の張力とした．

. 分析項目

Figure 2 に張力変化の模式図を示す．張力波

形は，Low pass ˆlter によって 100 Hz 以上の成

分を取り除いた後，移動平均処理（Smoothing

factor 30samples）を行った．反応刺激呈示前

300 ms の平均値を基準値とし，本刺激後 10 ms

区間ごとに張力調節速度（N/s）の移動平均値を

求め，その値が 10 ms 以上連続して基準値の

50を越えた 初の点を調節開始点，調節開始

点以降で張力調節速度が本刺激前の張力平均値の

40以下になった値が 10 ms 連続した 初の点

を調節終了点と定義した（大高・藤原，2015）．

上記の定義に基づき，以下の項目について算出

した．

1) 正確性

各要求水準に対する出力については，調節終了

点以降 1000 ms 間の張力平均値を分析対象と

し，各被験者の MVC で相対値化したものを再出

力レベル（MVC）とした．再出力レベルと要

求水準との差異について，以下の項目をもって評

価した．
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Figure 3. Mean values and standard deviations of

(A) the relaxation levels, (B) the force lev-

els, and (C) the relation between the target

force level and force level for both tasks.
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恒常誤差（constant error: CE)要求水準に

対する正負を含んだ誤差

絶対誤差（absolute error: AE)要求水準に

対する誤差の絶対値

変動係数（coe‹cient of variation: CV)標

準偏差を平均値で除した値

さらに，張力休止時間における張力平均値を脱

力レベル（MVC）とした．

2) 調節時間および調節速度

以下の時間について算出した．

反応時間（onset time: OT)本刺激から調

節開始点までの時間

全体調節時間（total adjustment time:

TAT)調節開始点から調節終了点までの時

間

さらに TAT 区間について，以下のように区分

した．

張力休止時間（zero-velocity time: ZT)張

力調節速度の値が200 N/s 以下の時間

脱力時間（relaxation time: RT)調節開始

点から ZT 区間の始点までの時間

再出力時間（re-adjustment time: R-AT)

ZT 区間の終点から調節終了点までの時間

また，脱力区間および再出力区間における張力

調節速度（N/s）を算出した．

. 統計処理

本研究における各変数は要求水準ごとに被験者

11名のデータの平均値±標準偏差で表した．要

求水準からの各誤差，各調節時間および速度につ

いて，課題（20, 60課題）と要求水準（20,

40, 60MVC）を要因とした二元配置分散分

析を用いて差の検定を行い，下位検定として

Bonferroni の多重比較を行った．なお，全ての

検定における有意水準は 5未満とした．

結 果

. 正確性

. 脱力レベルについて

Figure 3A に各課題における脱力レベルの平均

値および標準偏差を示した．全体的に0.7MVC

から8.7MVC の範囲に分布しており，各被験

者および要求水準でばらつきがみられた．

各課題において課題（20, 60課題）と要求

水準（20, 40, 60MVC）を要因とする二元

配置分散分析を行った結果，いずれの課題および

要求水準においても，有意な主効果および交互作
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Figure 4. Mean values and standard deviations of

(A) the constant error, (B) absolute error,

and (C) the coe‹cient of variation.

Signiˆcant diŠerence between the target

force levels, : p＜0.05, : p＜0.01, : p

＜0.001.

Signiˆcant diŠerence between the tasks,
†: p＜0.05, ††: p＜0.01.
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用は認められなかった．

. 要求水準に対する再出力レベルについて

Figure 3B に再出力レベルの平均値および標準

偏差を示した．全体の特徴としては，両課題にお

いて20MVC への出力が要求水準を超過してお

り，次いで要求水準40MVC への出力であっ

た．また，いずれの要求水準においても，60

課題では20課題よりも要求水準をやや超過す

る傾向がみられた．

さらに，Figure 3C に要求水準に対応する再出

力レベルを両対数座標にプロットしたものを示し

た．各課題における要求水準と再出力レベルにつ

いて，相関係数およびベキ指数を算出したとこ

ろ，両課題において有意な正の相関がみられ，直

線関係が得られることが示された（20課題r

＝ 0.997，ベキ指数＝ 1.499， 60課題 r＝

0.987，ベキ指数＝1.520）．

これらの再出力レベルについて要求水準との誤

差から検討するため，Figure 4 に力レベルと要

求水準との恒常誤差（CE），絶対誤差（AE），お

よび変動係数（CV）の平均値および標準偏差を

示した．各誤差において課題（20, 60課題）

と要求水準（20, 40, 60MVC）を要因とす

る二元配置分散分析を行った結果，CE について

は，課題と要求水準の主効果が有意であり（課

題F(1,10)＝12.484，p＜0.01，要求水準F(2,20)

＝42.835，p＜0.001），交互作用は有意ではなか

った．多重比較の結果，60課題が20課題よ

り有意に大きく（p＜0.01），要求水準20MVC

が40, 60MVC より有意に大きかった（いず

れも p＜0.001）．また AE についても，課題と要

求水準の主効果がそれぞれ有意であり（課題

F(1,10)＝6.038，p＜0.05，要求水準F(2,20)＝

20.855，p＜0.001），交互作用は有意ではなかっ

た．多重比較の結果，60課題が20課題より

有意に大きく（p＜0.05），要求水準20MVC が

40 , 60MVC より有意に大きかった（40

MVCp＜0.001，60MVCp＜0.01）．CV に

ついては，交互作用の主効果が有意であった

（F(2,20)＝7.375，p＜0.05）．多重比較の結果，要

求水準20MVC において60課題が20課題よ

り有意に大きく（p＜0.05），要求水準60MVC

において20課題が60課題より有意に大きか

った（p＜0.01）．要求水準間の比較では，60

課題において要求水準60MVC が20 , 40

MVC より有意に小さかった（いずれも p＜0.05）．
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Figure 5. Mean values and standard deviations of

(A) onset time, (B) total adjustment time,

and (C) zero-velocity time.

Signiˆcant diŠerence between the force

levels, : p＜0.05, : p＜0.001.

Signiˆcant diŠerence between the tasks,
†: p＜0.05.
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. 素早さ

. 反応時間について

Figure 5A に反応時間（OT）の平均値および

標準偏差を示した．各課題において課題（20,

60課題）と要求水準（20, 40, 60MVC）

を要因とする二元配置分散分析を行った結果，い

ずれの主効果および交互作用についても有意では

なかった．

. 全体調節時間について

Figure 5B に全体調節時間（TAT）の平均値

および標準偏差を示した．各課題において課題

（20, 60課題）と要求水準（20, 40, 60

MVC）を要因とする二元配置分散分析を行った

結果，要求水準の主効果が有意であり（F(2,20)＝

50.088，p＜0.001），交互作用は有意ではなかっ

た．多重比較の結果，要求水準20＜40＜

60MVC となることが示された（40と60

MVCp＜0.05，20と40, 60MVCp＜

0.001）．

. 張力休止時間について

TAT 区間において出現した張力休止時間（ZT）

について，Figure 5C に平均値および標準偏差を

示した．各課題において課題（20, 60課題）

と要求水準（20, 40, 60MVC）を要因とす

る二元配置分散分析を行った結果，課題の主効果

が有意であり（F(1,10)＝5.406，p＜0.05），交互作

用は有意ではなかった．多重比較の結果，60

課題が20課題より有意に大きかった（p＜0.05）．

. 脱力区間について

ZT 区間前における時間および速度の特徴につ

いて，Figure 6A に脱力時間（RT），Figure 7A

に張力調節速度の平均値および標準偏差を示し

た．各時間および速度について，課題（20 ,

60課題）と要求水準（20, 40, 60MVC）

を要因とする二元配置分散分析を行った．

. 脱力時間

脱力時間（RT）については，課題の主効果お

よび交互作用が有意であった（課題F(1,10)＝

12.609，p＜0.01，交互作用F(2,20)＝4.547，p＜

0.05）．多重比較の結果，すべての要求水準にお

いて60課題が20課題より有意に大きかった

（20 , 60MVCp＜0.01，40MVCp＜

0.05）．

. 張力調節速度

張力調節速度については，課題の主効果が有意

であり（F(1,10)＝45.475，p＜0.001），交互作用

は有意ではなかった．多重比較の結果，60課
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Figure 6. Mean values and standard deviations of (A) the relaxation time and (B) re-adjustment time.

Signiˆcant diŠerence between the target force levels, : p＜0.01, : p＜0.001.

Signiˆcant diŠerence between the tasks, †: p＜0.05, ††: p＜0.01.

Figure 7. Mean values and standard deviations of force velocity of (A) relaxation time and (B) re-ad-

justment time.

Signiˆcant diŠerence between the target force levels, : p＜0.05, : p＜0.001.

Signiˆcant diŠerence between the tasks, †: p＜0.05, †††: p＜0.001.
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題が20課題より有意に大きかった（p＜0.001）．

. 再出力区間について

ZT 区間後における時間および速度の特徴に

ついて，Figure 6B に再出力時間（RAT），

Figure 7B に張力調節速度の平均値および標準偏

差を示した．各時間および速度について，課題

（20, 60課題）と要求水準（20, 40, 60

MVC）を要因とする二元配置分散分析を行った．

. 再出力時間

再出力時間（R-AT）については，課題と要求

水準の主効果がそれぞれ有意であり（課題

F(1,10)＝7.301，p＜0.05，要求水準F(2,20)＝

64.869，p＜0.001），交互作用は有意ではなかっ

た．多重比較の結果，20課題が60課題より

有意に大きく（p＜0.05），要求水準間の比較では，

20＜40＜60MVC となることが示された

（20と40, 60MVCp＜0.001，40と60

MVCp＜0.01）．

. 張力調節速度

張力調節速度については，課題と要求水準の主

効果がそれぞれ有意であり（課題F(1,10)＝5.452，

p＜0.05，要求水準F(2,20)＝24.591，p＜0.001），

交互作用は有意ではなかった．多重比較の結果，

60課題が20課題より有意に大きく（p＜

0.05），要求水準間の比較では，20＜40＜

60MVC となることが示された（20と60
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MVCp＜0.001，40と20, 60MVCp＜

0.05）．

考 察

本研究では，出力調節の休止期，再出力レベル

の正確性および調節の素早さに対して，切り換え

前後の力レベル（始めに保持する力レベルおよび

要求水準）の大小が及ぼす影響について検討した．

切り換え前後の力レベルが RT 区間および R

AT 区間に及ぼす影響に着目し考察を進めていく

ため，脱力区間における変化量を「脱力量」，そ

の局面を「脱力時」とし，一方再出力区間におけ

る変化量を「再出力量」，その局面を「再出力時」

と定義した．

. 出力の正確性について

各要求水準に対する再出力レベルの正確性につ

いて，誤差の方向を示す恒常誤差および誤差の大

きさを示す絶対誤差をみると，両課題において要

求水準20MVC が40 , 60MVC より大き

く，全ての要求水準において60課題が20課

題より正の方向に大きかった（Figure 4A, B）．

つまり，小さい要求水準に対して過剰に出力して

おり，かつ要求水準の大小にかかわらず，脱力量

が大きい場合では過剰に出力していた．

要求水準の大小による違いに着目すると，定

本・大築（1977）は，垂直跳および立幅跳を課

題として 大跳躍距離の20，40，60，80，100

の 5 段階の要求水準へのグレーディングを行わ

せたところ，全ての要求水準に対して跳び過ぎる

傾向を示し，特に低い要求水準に対して跳び過ぎ

ていたことを報告している．本研究結果も定本と

大築の研究結果を支持し，要求水準が小さいほど

過剰に出力しており，正確性は低下することが示

唆された．また，定本・大築（1977）は 5 段階

の要求水準と跳躍距離との間には，ベキ関数の法

則が成立することを示している．そして，本研究

結果においても，両対数座標を算出することによ

って，3 段階の要求水準と再出力レベルとの関係

性を検討してみたところ，ベキ関数の法則が成り

立つことが明らかとなった（Figure 3C）．

さらに，脱力量の大小による違いに着目する

と，脱力量が大きいほど再出力レベルの正確性は

低下することが明らかとなった．

以上のことから，再出力レベルの正確性は，脱

力量が大きいほど低下し，さらに脱力量にかかわ

らず，要求水準が小さいほど低下することが示唆

された．

再出力レベルの再現性については，変動係数か

らみると，60課題において，要求水準60

MVC が20, 40MVC よりも小さかった．ま

た，要求水準20MVC では20課題が60課題

よりも小さく，要求水準60MVC では20課題

が60課題よりも大きかった（Figure 4C）．こ

のことから，脱力量と再出力量の絶対量が同じで

ある場合に比べて，脱力量と再出力量の差が大き

い場合には再出力レベルの変動が大きくなること

が示された．

脱力量と再出力量の絶対量が同じである場合に

は，直前に保持していた出力感覚を手掛かりに調

節することで，再現性が高くなった可能性が考え

られる．

. 出力の素早さについて

全体調節時間については，両課題において要求

水準20 , 40 , 60MVC の順に長くなった

（Figure 5B）．要求水準の大小による違いに着目

すると，要求水準が大きいほど全体調節時間は延

長することを示しており，全体調節時間の長さは

脱力量および再出力量に影響されたことが示唆さ

れる．しかしながら，脱力量の大小によって，全

体調節時間の長短には有意な違いはみられなかっ

たことから，張力休止時間およびその切り換え前

後の時間に影響している可能性が考えられる．

張力休止時間については，要求水準による違い

はみられず，全ての要求水準において60課題

が20課題より長かった（Figure 5C）．このこ

とから，いずれの要求水準への調節においても，

脱力量が大きい方が張力調節の休止期は延長する

ことが明らかとなった．

休止期の存在に関連する先行研究では，動作の
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切り換え時において，筋活動の休止期の出現（河

辺・大築，1982, 1988）が報告されている．河

辺・大築（1982）のフェイント刺激に対する左

右上肢間における動作の切り換えに関する研究で

は，左右どちらの筋も活動していない筋放電の休

止期が観察され，誤った反応出力をキャンセルす

る時間は，誤反応の強度につれて増加した．この

とき新しく正しい運動指令を出すまでの時間につ

いては明確な関係はみられなかったが，誤反応の

強度が上がるにつれて延長する傾向がみられるこ

とを示した．さらに河辺・大築（1988）の同一

筋への運動指令の切り換えに関する研究では，フ

ェイント刺激に対して筋出力量を修正する際に，

約20の出現率で二相性の筋放電パターンが観

察され，これら 2 つの筋放電間に休止期（約 30

―40 ms）がみられた．そして，休止期の長さに

ついては，誤反応の強度による明白な違いはみら

れなかったことが示されている．

これらの先行研究でみられた休止期は，上肢の

動作において意図して脱力したのではない状況で

の出現が報告されていたが，意図して脱力する課

題を用いた切り換え動作においても張力調節の休

止期が出現し，この現象は任意に脱力した場合に

はみられず，0へ完全に脱力した場合において

出現することが報告されている（大高・藤原，

2015）．

本研究では，下肢による意図的な脱力を介した

出力の切り換え動作を課題としたが，大高・藤原

（2015）の結果を支持し，脱力と再出力の間に休

止期が出現することが示された．大高・藤原

（2015）は，40および60MVC を基準として

一方を始めに保持する力レベル，他方を要求水準

とし，一度完全に力を 0まで抜いてから素早く

且つ正確に調節することを課題（40―60課題，

60―40課題）としたところ，張力休止時間につ

いては60―40課題が40―60課題よりも長くなっ

たことを報告している．この結果から，始めに保

持する力レベルあるいは要求水準の力レベルが張

力休止時間の長短に影響する可能性が示唆された

が，前後いずれの力レベルに影響されたのかとい

う点については不明瞭であった．この点に関して

本研究では，休止期の長さと脱力前後の出力量と

の関係性について検討することが可能となる課題

および条件を設定した．その結果，張力休止時間

の長さは要求水準の大きさではなく脱力量の大き

さに起因することが示唆された．

そして，張力休止時間の前後である脱力時およ

び再出力時に着目すると，脱力時間については，

要求水準による違いはみられず，全ての要求水準

において 60課題が 20課題より長かった

（Figure 6A）．再出力時間については，両課題に

おいて要求水準20, 40, 60MVC の順に長

くなり，かつ全ての要求水準において20課題

が60課題よりも長かった（Figure 6B）．先行

研究を踏まえると，脱力時間および再出力時間は

変化量に依存し延長することが考えられ（大高・

藤原，2014, 2015），本研究での脱力時間につい

ても，脱力量に依存して延長したといえる．再出

力時間についても，再出力量に依存し延長した

が，いずれの要求水準においても20課題が60

課題よりも延長したことから，同じ再出力量で

あれば，脱力量が大きいほど再出力時間は短縮す

ることが確認された．再出力時の張力調節速度に

着目すると，全ての要求水準において60課題

が20課題よりも大きく（Figure 7B），脱力量

が大きいほど再出力時の調節速度は大きくなるこ

とから，切り換え後の再出力時においては，より

素早い調節が行われていたといえる．

これらのことから，張力調節の休止期は脱力量

が大きい場合に延長し，再出力時における調節は

素早くなることが示唆された．

. 同一体肢における脱力から出力の切り換え

について

以上の結果から，Figure 8 に，両課題におけ

る要求水準20への張力調節の模式図を示し

た．張力調節の休止期について，出力の正確性お

よび素早さとの関係，脱力前後の変化量との関係

について検証してみると，興味深いことに，脱力

量の大きさの違いが張力調節の休止期および再出

力時の調節過程に影響することが明らかとなっ

た．すなわち，脱力量が大きい方が再出力量にか
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Figure 8. The scheme of both tasks (20 target

force level)
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かわらず張力休止時間は延長し，それに加えて再

出力時の調節速度が大きくなり調節時間は短縮さ

れるが，要求水準に対する正確性は低下すること

が示された．

このことは，素早さと正確さの間には逆相関的

な関係がみられるという Speed-accuracy trade-

oŠ の法則（Fitts, 1954Schmidt, 1982）が要因

となっていることが考えられる．脱力時および再

出力時の張力調節速度をみると，脱力時は，いず

れの要求水準においても60課題が20課題よ

り約 2 倍近く大きくなっており，再出力時も

60課題が20課題よりも大きくなっている

（Figure 7）．また再出力時間も60課題が20課

題よりも短かった（Figure 6B）ことから，0

への切り換え前後に急激な張力変化がみられたこ

とで，切り換え後は素早い調節が可能となった

が，要求水準に対し過剰な出力となり，再出力レ

ベルの正確性は低下したことが考えられる．

さらに休止期出現の要因について検討してみる

と，フェイント刺激に対する誤反応の修正につい

ての研究では，修正途中に新たな運動プログラム

を開始させることはできず， 初に選択された運

動プログラムを一旦キャンセルしてからでないと

新しい運動プログラムが出力されないことが分か

っており，キャンセル後改めて運動プログラムを

実行しなおすことで適切な運動に修正することが

報告されている（河辺・大築，1982, 1988）．誤

反応の筋放電休止から，正反応の筋放電開始まで

の時間に休止期が出現しており，この休止期は運

動指令が筋に到達する前に中枢神経内で切り換え

られるのに費やされる 小時間であると考えられ

ている．本研究での課題のように，予め次に遂行

する動作が判っている場合においても，再出力の

ための運動指令が実行されてから筋出力として現

れるまでの時間として，休止期が生じることが示

唆された．休止期の長さを考慮すると，本研究で

生じた休止期の平均値は，20課題では 90―

100 ms，60課題では，約 130 ms であり，ボタ

ン押し課題を用いた単発の出力における一般的な

反応時間は，早くても 140 ms 以上要することか

ら，脱力と再出力が別々の運動プログラムで行わ

れたのではなく，脱力を含む一連の運動プログラ

ムにより遂行されていたと考えられる．

また，本研究では筋活動については調べていな

いため，張力休止期と筋放電の休止期が一致する

かどうかは不確実であることを踏まえた上で，休

止期出現の生理学的機序について検討すると，筋

放電の興奮閾値と興奮水準との関係が挙げられる

（川初，1982）．本研究では，20あるいは60

MVC の力レベルを保持した状態から，脱力した

後，20, 40, 60MVC のいずれかに出力し

た．力レベルを保持した状態は，言い換えると，

筋放電の興奮閾値を越えて興奮水準が維持された

状態である．その状態から，筋放電を停止する過

程で興奮水準が下がり，0へ脱力した後に，各

要求水準への出力のために興奮水準が再び上が

る．興奮水準が閾値下に至ると，筋放電は停止す

るため，脱力前後の興奮水準が閾値下となる期間

に興奮水準と興奮閾値との電位差が生まれ，筋放

電が出力として現れないため（川初，1982），張

力においても休止期が生じたと考えられる．

休止期の長さと脱力量との関係については，フ

ェイント刺激に対する誤反応の修正における研究

で，誤反応の強度と切り換え時間の関係について

報告されている（河辺・大築，1982）．誤反応の

強度が増すと正反応が起こるまでの時間も増加す

るが，◯誤反応の筋放電休止に要する時間と◯誤

反応の筋活動停止から正反応の筋放電開始までの

時間の 2 相にわけてみてみると，前者は誤反応
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の強度に比例して増大する傾向が示されており，

後者の筋放電休止期についても，強度が増加する

ほど長くなる傾向がみられた（河辺・大築，

1982）．誤反応が強い場合には，キャンセルしな

いといけない出力が大きいことから，本研究では

60課題に対応させて考えることができる．本

研究における RT は，◯に相当する時間であり，

河辺・大築（1982）の研究結果を支持し，脱力

量が大きい方が延長した．また，◯に相当する休

止時間についても，脱力量が大きいほど張力調節

の休止期が長くなることが示唆された．今回は脚

部の大筋運動であり，かつ60MVC という大き

な力レベルを保持する課題であったことで，脱力

量によって，脱力時間だけでなく休止期の長さに

も，強く影響を及ぼした可能性が考えられる．

休止期の延長機序については，筋放電の興奮水

準と興奮閾値との関係が，脱力量によって異なる

ことが 1 つの要因として考えられる．脱力量が

大きい場合に，興奮水準が興奮閾値下に達するタ

イミングが早くなると，筋活動の休止期は延長

し，それに伴い張力における休止期も延長した可

能性が考えられる．しかしながら，筋活動との関

連について検討しない限り，この休止期延長のメ

カニズムは推測の域を出ない．今後，切り換え前

後の力レベルの段階を増やし，筋活動を指標とし

た比較検討を進めることが必要であるだろう．

以上，本研究結果より，同一体肢における 0

への脱力から出力の切り換え動作において，脱力

量が大きいほど張力調節の休止期は長くなり，脱

力から出力への切り換えに要する時間は延長する

ことが明らかとなった．
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