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要約
本研究 は上肢骨格筋 EMGか ら卓球 のフォアハ ン ドフリック打法 による レシーブ時のラケッ トコン ト
ロールについて検討す るため 、二つの実験 をデザイ ン した。実験

1(Expl)と して、下回転お よび無回転

サ ー ビス を レシー ブす る際の上肢骨格筋 におけるインパ ク ト直前 の放電量 を比較検討 した。また、実験
(Exp2)と して、レシーバーコー トに砂 をまき、
サ ー ビスのバ ウン ドを変化 させた場合の動作修正時 にみ ら

れる筋放電量の変化か ら、レシーバーの認知情報 の修正 メカニズムについて検討 した。被験者 は某大学体
育会系卓球 部 に所属す る男子選手 2名 ヽ(被 験者 Aお よび B)と した。彼 らの内 1名 はユニバー シアー ド
(2001)に 参加す るな ど日本国内 においてエ リー ト選手 として活躍す る一 人であ った (被 験者 Al。 両実験

とも卓球熟練者か ら供給 されたサ ーブを相手 コー トの指定場所 にフ ォアハ ン ドフリック打法 で レシーブ
した。Explで は被験者 にサ ー ビスの球種 を事前 に伝 えた。また、サ ー ビスの球種 は下回転お よび無回転 の

2種 類 とした。Exp2の 条件 は下回転、無回転サ ー ビスの どちらか とし

(被 験者 には知 らせない)、 レシー

バーコー トに砂 をまき、バ ウン ド時 にボールが イレギュラーバ ウン ドす る条件 を設定 した。フォアハ ン ド
フ リック打法 にお ける レシァブ時 の ラケッ トコン トロールの特徴 をみるため、利 き手前腕 お よび上腕部
における 5種 の骨格筋部 の表面筋電図を記録 した。その結果、
被験者 Aお ょび Bと もに尺側手根伸筋 に球
種 の差がみ られた (Expl)。 しか し、Aが 下回転時 において有意 に大 きい放電 (pく 0.05)を 示 したのに対
し、Bは 無回転時に有意 に大 きな放電 (pく 05)を 示 した。さらに、Bは いずれの回転 において も短撓側
0。

手根伸筋 の放電が顕著 であ った。シェイクハ ン ドラケ ッ トを使用す る選手 のフォアハ ン ドフリック打法
の レシーブ時 にお いてはサ ー ビスの回転へ の対応 として、尺側部 の伸筋群が重要 に働 いてい ることが示
唆 された。そ して、同 じ打法 において も選手 によって骨格筋制御が異 なることが示唆 された。一方、イレ
ギ ュ ラーバ ウン ドに対す る動作修正で は、両被験者 とも尺側 手根伸筋 にお け る放電量が低下する傾向が
み られた (Exp2)。 また、被験者 Bに お いてバ ウ ン ド後 の球種 がほとんど変化

lノ

なか った場合の放電量 も

小 さくなる傾向を示 した。これらの結果 は、バ ウン ドが変化す るとい う事前情報 によ り卓球選手 はレシー
バーコー トでのバ ウン ド前後 にお いて一度 主要 な筋 の緊張 を解 き、イ レギ ュ ラーバ ウ ン ドに対応 しよ
う
と してい るのではないか と推察 された。今後 はこの点 を検討す る必要がある。

杉 山 康 司 ・ 吉 田 和 人 。村 越

真

キニワー ド
尺側手根伸筋、EMG、 卓球、フォアハ ン ドフリック打法

1。

はじめに

卓球 では、ネット際の相手打球 に対す る返球技術 としてフリツグとス トップが代表的であ る。これ らは
競技成績 と密接 に関連す る極 めて重要な技術 と考 えられている 9)。 その うち、ネ ッ ト際のボールを手首
中心 に軽 く払 うように打 つ フ リック打法 はレシーバーコー トでのボールバ ウ ン ド直後 に上腕 の筋 を調節
しなが ら打球す る打法 と考 えられている。この打法 は他 の打法 に比べ 、動作範囲力測ヽさく、動作時間が短
い とい う特徴 がある2、 10。
卓球 の熟練者 はフリック打法 を用 いたレシーブにおいてサー ビスの球種 (上 回転、下回転、無回転サ ー
ビスなど)に 対応 し、打 ち方を変えてい ると推察 され る。しか し、前腕 の各筋がラケ ツ ト面の コン トロール
に関連 してい るか どうかについ て十分な知見 は得 られてい ない。前腕部 における各筋 肉が球種 に対す る
ラケッ トコン トロールにどのような関わ りを持 っているかを明 らかにす ることはレシーバーコー トでの
バ ウン ド直後 か らイ ンパ ク トまでの間 に行 う動作修正についてのメカニズム を知 るために重要 な手がか
りとなる。我 々はこれ まで、レシーバーコー トでのボールバ ウン ド直後か らインパ ク トまでの間に行 う動
作修 正にはイ ンパ ク ト直前 の尺側手根伸筋 の放電量 に影響が生ず るのではないか とい う見解 を得 るとこ
ろまで研究 を進 めてきてい る 7、

9、 11)。

一方、卓球 の場合 はレシーバーコー ト上でバ ウン ドした後、プレーヤーがそれ以前に予測 していた球種
と異なる場合 には急激 な動作修正が要求 されることとなる。先行研究 Dに よると、動作修正の必要性 を認
知 してか ら実際 にラケッ ト面 をコン トロールす るために必要 な時間の限界が 100msec程 度 と考 えられる。
また、葛西 3)に よると、球種 が異なる場合、イ ンパ ク ト直前 30msecか らイ ンパ ク ト直後 に レシーバーの
ラケ ツ ト面 および動作 が異なる ことを明 らかに してい る。球種 によるラケ ツト面 コン トロールがイ ンパ
ク ト直前 30msec以 降 に行 われてい るならば、レシニバーコー ト上でのボールバ ウン ドか らイ ンパ ク トま
での約 200msec間 に十分な随意的修正が可能ではないか と推察 される 9)。 この様 な場合、イ ンパ ク ト直前
の極 めて短 い時間であれば、筋の放電量 には明 らかな差が認め られる可能性 も指摘 される 8)。
そ こで、本研究 はエ リー ト卓球選手 に加 え、卓球熟練者 1名 のラケッ トコン トロールについて もEMG
か ら解析 し、2種 類 の実験条件 における卓球選手のフ リック打法の動作修正時にみ られる筋放電量か ら内
観的予測動作 について検討す ることを目的 とした。このことを検討す るため、実験 1(Expl)で は予 め回
転が決め られたサ ー ビス (下 回転および無回転サ ー ビス)を レシーブする際の上肢骨格筋 EMGを 測定 し
た。実験 2(Exp2)で はレシーバーコー ト上でイ レギュラーバ ウン ドを発生 させ 、その時 にみ られる動作
修 正時の筋放電量 を測定 した。

2.実 験方法

1)被 験者 :某 大学体育会系卓球部 に所属す る男子選手 2名 を被験者 とした。被験者1名 (被 験者 A)
はユニバ ー シアー ド (2001)に 参加す るなど日本国内 においてエ リー ト選手 として活躍す る一人であ つ
た (165。 Ocm、 59.Okg)。 また、他の 1名 (被 験者 B)は 学生 レベ ルとしては比較的上位 の成績 を持 つ
熟練者 であ った (166.Ocm、

63.Okg)。

2名 はいずれ もシェイクハ ン ドグリップの選手であ つた。なお、

実験 に際 し、本研究の 目的および安全性 について本 人に十分説明 した後、実験参加 の承諾 を得 た。
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2)実 験手順 :被 験者 に電極 を装着 し、卓球台の レシーブ位 置 に立たせた。サーバーは 験者 の合図で
相手 コー トの決められたポイ ン トに指定 された球種 でバ ウン ドす るよう、正確 にサー ビス をした。供給
されたサ ーブを被験者 は相手 コー トの指定場所 にフォアハ ン ドフリック打法 で レシーブ した。Explと
して、サ ー ビスの球種 は下回転お よび無回転の 2種 類 であ り、レシーバー となる被験者 は事前 に球種 を
知 らされていた。また、各試技 を 20回 程度実施 し、その うちサ ニ ビスおよびレシーブが正確 に行 われた
試技 の測定 デー タのみを採用 した。次 の 日に Exp2と して、レシーバーコー トのボールバ ウ ン ド位置付
近 に砂 をまき、バ ウ ン ドが イレギ ュ ラーす る条件 を設定 した。被験者 は球種 に関わ らず、レシーバー
コー トにお けるバ ウ ン ド後 のイレギ ュラァ に対す る動作修正が要求 された。Exp2に おいては動作修 正
が行 え、返球 で きた場合、イ レギュラー したが動作修正の必要がなか った場合および修正で きなか った
場合 に分 けてそれぞれの 内観 を記録 した。また、Exp2の 最後 にイレギ ュ ラー しない条件 での下回転
サ ー ビスの フ リック打法 を数回実施 した。したが って、本研究 では動作修 正がで きた場合 とイレギ ュ
ラー したが動作修 正の必要性がなか った場合 お よびイレギ ュ ラーバ ウ ン ドが起 きない場合 (砂 をまか
ない条件)に ついて放電量 を分析 した。

3)測 定項 目 :本 研究 はフォアハ ン ドフリック打法 にお けるレシーブ時直前の ラケットコン トロール
特性 をみるため、利 き手前腕 および上腕部における 5種 の骨格筋部の表面筋電図 と手首 の外内転、屈 曲
伸展 お よび肘関節 の屈 曲伸展角度変化 を記録 した。表面筋電図記録 と同時 に レシーブ時のボール イ ン
パ ク トを記録 し、イ ンパ ク ト前後 にお ける筋放電量 の違 いが見 られるようにした。また、各試技 の動作
を ビデオ撮影 し、サ ー ビス とレシーブが条件通 りであ ったか どうかについての判断をした。
①

筋電図 本研究 はフ リック打法 の ラケ ッ トコ ン トロール にお け る特徴 を検討す るため、尺側

手 根 伸 筋 餌 。extensOr carpl ulnariso、 総 指 伸 筋 (M.extensOr digitorum)、 短 撓 側 手 根 伸 筋
(M.extensOr carpi radialis bre宙 s)、

撓側手根屈筋 (M.■ exor

carpi radialis)、

円回内筋 (MopronatOr

tere9を 被験筋 とし5)、 表面双極誘導法 によ り筋放電 を導 出 した。電極 は直径 1211mの 小型生体電極
本光電)を 用 い、電極間を約 20rrmと し、消毒用 アル コール綿 お よび皮膚前処理剤 (ス キ ンピュ
ア‐;日 本光電)で 皮膚抵抗 を十分落 とした後、Zippの 方法 1の に従 い、筋線維 の走行 と一致す るよう
(日

に装着 した。筋放電 は時定数 0.03に 設定 した生体用増幅器 (AB621G:日 本光電)を 介 し、Blopac100(
モ ンテシステム製 )を 用 いてサ ンプリング周波数 l kHzで AyD変 換 され、パー ソナルコンピュー タ

(iMac Apple社 )に デー タとして保存 された。
② ボールインパ ク ト サーバーの ラケットおよびレシーバーのラケットに加速度計 を装着 し、
ス トレインアンプメータ OSA605C:Shinkoり を介 し、筋放電およびゴニオメータと同 じA/D変 換 シ
ステムで各パ ラメータとともに測定 した。
③

ビデオカメラ撮影 実験 時 にお け る被験 者 の動作 を側 方 か らデ ジタル ビデオカメラ

(S01WIDCR‐ mV10)で 撮影 し、
後日、
各試技のサービスおよび レシーブが正確 に行 われていたかどう

かについて複数の卓球 コーチにおいて確認 した。

4)デ ータの分析および統計処理 :ボ ールインパ ク ト時に記録 された波形からボールインパ クト直
前 15msec間 の各被験筋 における積分値 を求め、放電量 とした。得 られた値 は対応のない平均値の差の
検定 cStudentの tテ ス ト)を 行 った。有意水準 は pく 0.o5と した。なお、Exp.2に ついては各現象がみら
れた試技回数が多 くなかったことから有意差検定は行 わなかつた。
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3.結 果 および考察
フォアハ ン ドフ リック打法 による レシーブ動作中の放電パ ター ンをみると尺側手根伸筋 の放電が最 も
い
早 く認 め られ、尺側 の筋群が撓側 に向 けて徐 々に放電 を開始 し、インパ ク ト付近 では榜側 の筋群 にお て
も放電が顕著 になることが報告 されてい る9)。 本研究 で も先行研究 と同 じフオアハ ン ドフリック打法 で
み られるパ ター ンが観察 された。先行研究 では短撓側手根伸筋付近 の放電パ ター ンか らサ ー ビスの球種
に対す るラケ ッ トコン トロールに尺側部 の筋肉が重要 な働 きを示 してい る可能性 を示 してい る。本研究
では、Explと してラケ ツトコン トロールに最 も重要 な働 きがあ ると考 えられ る尺側部 の伸筋群において
イ ンパ ク ト直前 15msec間 の放電量 を測定 し、ボールイ ンパ ク ト瞬間の筋制御 を検討 した。
Explで 得 られた被験者 Aお よび Bの 下回転 ならびに無回転サ ービスにおけるインパ ク ト直前 15111sec
間の筋放電量 (Expl)を 図 1(被 験者 Alお よび図 2(被 験者 B)に それぞれ示 した。被験者 Aの 結果 を
み る と、イ ンパ ク ト直前 は尺側手根伸
筋 に顕著 な放電があ り、そ の放電量 は
下 回転 の 方 が 有 意 に高 い 値 を示 した
(下 回転 :122.1±

± 36.3μ

42.1、

V、 pく 0.05)。
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200.0

に撓側手根伸筋の筋放電が ピー ク値 と
なる ことを報告 してい る。この研究 と
同様、我 々の研究 11)に おいて も、卓球
の レシー ブ時 の筋放電 は レシーバ ー
1.cxtensor

コー トにバ ウ ン ドしてか らイ ンパ ク ト
までの間
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き くな つて い た。この こ とか ら、レ
シーブの成功 に直接影響す るラケツト

コン トロール もまた非常 に短い時間で行 われていると考 えてきた H)。 本研究ではこのことに着目し、イ
ンパ クト前 15msec間 とい う非常 に短い時間においてこの瞬間的なラケ ツトコン トロールに違いが見 ら
れるのかどうかをみた。その結果、球種 による筋放電量の差が認められ、選手 によつて筋放電量の関係が
異なつてい ることが分かつた。球種 による放電量の差 はインパ ク ト直前 におけるラケツト面 の コン ト
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ロール を決定 させ る筋 として尺側手根伸筋が極めて重 要 であ る ことを示唆 してい る。また、先行研究 10
には 5名 の熟練者が下 回転サ ー ビスお よび無回転サ ー ビス をレシーブ した場合の レシーバーコー トバ ウ
ン ド後、イ ンパ ク トまでの時間が一様 ではなか ったとい う報告 がある。これはサ ー ビスの球種、球速あ る
い は コース を見極 めてか らレシーブす るまでの時間やラケッ ト面 の使 い方 などが選手 によつて異なって
い る可能性があ り、イ ンパ ク ト直前 での尺側 手根伸筋 の放電 にはさまざまな要因が影響 を及 ぼ してい る
のではないか と考 えられる。本研究 で得 られた筋放電の違 いについては返球 のタイ ミング、ラケット面 の
変化および手首 の関節角度変化な どを手がか りに技術的な解析 を検討 したい。
一方、サ ー ビスのバ ウン ドが変化す る条件 (Exp2)に おいて得 られた放電量 を図 3(被 験者 Alお よび
図 4(被 験者 B)に 示 した。両被験者 とも、イレギュラー した場合の動作 と、通常 のフリック動作 とを比較
した。被験者 Bに おい てのみイレギ ュ
ラーする条件 で もほとんどバ ウン ドが
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変化 しなか ったケースが あ り、その場
合のデー タを別 の動作 と して比較 した。
その結果、イレギ ュ ラーバ ウン ドに対
す る動作修 正では両被験者 とも尺側手
根伸筋 にお ける放 電量 が低下す る傾向
がみ られた。他 の被験筋 で も放 電量 の
増減傾向が み られたが、フ リック打法
において尺側手根伸 筋 は動作 の起点 と
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iEMG of Subject A for lSmsec immediately impact in Exp2.

この筋 の変化 について検討す ることが
必要 であ ろ う。卓球 の フ リ ック打法 を
動作分析 した我 々の研究 では事前 に球
種 を伝 えた場合 には ラケ ッ ト面 は レ
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iEMG of Subject B for l5msec immediately impact in Exp2.

ケッ ト面 の向 きを決定 してい ることが
分か ってい る 9)。 また、動作修 正の必
要性 を認知 してか ら実際 にラケッ ト面 をコン トロールするために必要な時間の限界 が 100rrlsec程 度 と考
えられてい る 1)こ とを勘案す ると、動作 と修正す るための筋放電がイ ンパ ク ト直前 で観察 されてい るの
ではないか と思 われる。したが らて、本研究の結果 は被験者がバ ウン ドした直後 か ら動作 を修正 しなけれ
ばならない場合、一時的 に尺側 手根伸筋 の緊張 を解 き、バ ウン ドした結果 を見 て意図的にラケット面 の向
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きを修正 しようとしたものと考えられる。
三田らの研究 4)に よると、運動肢主動筋 に軽度の随意的収縮 を加 えた状態から急激 に筋 を収縮す る動
作 を行うと、相同性放電に平行 して一時的な筋放電の消失 (PoS.P.)が 観察 されることが分かつている。こ
の消失はすばやい随意的動作 によるところが大 きい と考 えられてお り、上位中枢 に起因する要因と、肘関
節角 といった末梢性の要因 との両面から影響 を受 けている。卓球エ リー ト選手の放電パ ター ンを観察 し
た我々の研究ではバ ウン ドがイレギュラーするケースにおいてこの PoS.P。 現象が認められることか ら、ラ
ケット面を短時間で修正 しようとす る場合 にはこのような神経制御のメカニズムが関わつた結果、尺側
手根伸筋の放電量の減少がみられたのではないかと考えられる。この現象から、インパ クト前のラケツト
面の向 きを制御する筋の放電量が減少するとい うことはサービス回転 を判別 しなければならない場合で、
サー ビス判断 を迷 つている場合や、サービス判断の誤 りを修正する場合 に選手が意識的にラケット制御
被験者 Bは イレギユラーバ ウン ド
を行お うとしていることを示 しているのか もしれない。しかしながら、
ーバー
後、ほとんど球種が変化 しなかつた場合でも放電量力Ⅵヽさくなる傾向 を示 した。この結果は、レシ
コー トでバ ウン ドが変化するとい う事前情報が与えられていたことにより、サー ビスの球種 を見極める
のではなく、バ ウン ド後 に対応す るための準備が常 にできていた可能性 を示 している。卓球選手が、レ
シーバーコー ト上でのバ ウン ド後 にラケ ツト面向きを修正 しなければならない場合の放電パ ターンにつ
いては今後 も実験条件 などを工夫 し、観察する 要がある。

結論
サービスをフォブハ ン ドフリック打法で返球する場合にはインパ ク ト直前の尺側手根伸筋の放電量が
球種 により変化することがわかった。しか し、同じフリック打法であつてもその変化は個人的に大きな違
いがあると考 えられた。また、Exp2に おけるイレギュラーバ ウン ド後の尺側手根伸筋の放電量 は減少す
る傾向を示 し、卓球選手が極めて短時間にラケツト面の向 きを修正 していることが示唆 された。
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Racket Confrols and EMG Responses in the Upper Limbs for l5msec Just Before Impact

during Forehand Flick Stroke Receive in Table Tennis Players
Koji SUGIYAMA ,l{azuto YOSHIDA and Shin MURAI(OSHI
Faculty of Education, Shizuoka University

Abstract
The present study investigate

d EMG

responses of upper limb skeletal muscles when receiving a back

spin service or no spin service with a flick stroke,in table tennis. Two trained and skilled male athletes
(Subject A and B) from the table tennis team of the university participated in this study. One player, Subject

A" was an elite player who participated in Universiade 2001. This study observed players under two
experimental conditions . In one experiment (Exp.l), the subjects received a back spin and no spin service

with a flick stroke. In the other experiment(Exp.2), they received services that make an irregular bound on
the receiveCs court. EMG recorded from five muscles of upper limb, 1) M. extensor carpi ulnarise, 2) M.
extensor digitorum, 3) M.extensor carpi radialis brevis, 4) M.flexor carpi radialis, and 5) M.pronator teres.

The iEMG was calculated for l5msec just before impacl It was observed that the iEMG of M. extensor
carpi ulnarise was significantly changed in both subjects. However, The mean value for Subject A in the
back spin services was significantly higher than that in a no spin service ( p <0.05) . On the contrarY, the

B in a'back spin service was lower than in a no spin service ( p <0.05) . It is
suggested that using M. extensor carpi ulnarise in Forehand Flick Stroke was very important when
receiving a back spin service or no spin service. In Exp.2 the iEMG of M. extensor mrpi ulnarise in both

mean value for Subject

subjects were decreased by irregular bounds. It is suggested that table tennis players could change racket

control between bounds on the receiverrs court and impact during the flick stroke.
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