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要旨

〔目的〕
　……　運動イメージの効果について心的運動実行時間と運動実行時間の一致率か

ら、ペグボードを用いて利き手・非利き手間での違いを検討した。

〔対象〕
　……　上肢および手指に機能的問題がない 49 名（右利き健常者 42 名、左利き７名　

平均年齢 21±２歳、男性 25 名　女性 24 名）とした。

〔方法〕
　……　設定課題は利き手・非利き手間での運動実行、心的運動実行を開眼・閉眼の

６種類とした。運動課題は、ペグボードを用い、肘関節伸展位で手根部がピン
を挿す穴に対応するようにした穴に 10 本のピンを挿すこととした。運動実行
時間の測定は、検査者の開始合図からペグボードに 10 ピン目を挿し終わるま
での時間を検査者が測定した。

〔結果〕
　……　運動実行時間は利き手の方が運動実行時間は速く有意差が認められた
（p<0.01）。また利き手の心的運動実行時間は、開眼の方が有意に速かった
（p<0.01）。心的運動実行時間と運動実行時間の一致率は利き手の方が高い数
値を示した（p<0.01）。また、開眼と閉眼では閉眼の方が一致率は高かった

（p<0.01）。

〔結語〕
　……　今回の研究や先行研究から、運動イメージの適切な想起のためには上肢の運

動に関しては、閉眼で利き手での運動をイメージさせる方が有効である可能性
が示唆された。

キーワード：運動イメージ、利き手、心的運動実行時間
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１．はじめに

　運動イメージとは、実際の運動を伴わない心的な運動の想起であり、運動学習
において重要な要素である。運動イメージを想起することにより、運動実行と同
様に神経機構を賦活することができ、実際の運動に類似する学習効果があるとさ
れており、随意運動が困難な患者に対して身体的な負荷を増加することなく、中
枢レベルでの運動を反復させることができる有効な治療手段の一つである。医学
的問題で身体活動が制限されている時や運動実施が禁忌な場合においても、この
運動イメージにより運動機能の改善を図ることができる１）。
　運動イメージの過程を調べる方法の一つに、心的運動実行時間がある。一般的
に与えられた運動課題に関して、その課題の遂行をイメージしたときの所要時間

（心的運動実行時間）と実際に遂行した場合の所要時間（運動実行時間）とが近
いほどイメージ能力が高いとされている２）。松尾らは、心的運動実行時間と運動
実行時間の間に一致性を認めている３）。
　これまで心的運動実行時間と運動実行時間について、利き手と非利き手間での
違いを書字課題や Pointing 課題を用いて検討したものはある。本研究では、よ
り簡単な課題であるペグボード課題を用いて利き手・非利き手間での違いについ
て明らかにすることを目的とした。

２．対象と方法

　対象は上肢および手指に機能的問題がない 49 名（右利き健常者 42 名、左利き
７名　平均年齢 21±２歳、男性 25 名　女性 24 名）とした。利き手は全員、エ
ディンバラ利き手テストを実施し、ラテラリティ係数 100％４）であることを確認
した。
　設定課題は６種類とした。第１課題は利き手・開眼・心的運動実行、第２課題
は利き手・閉眼・心的運動実行、第３課題は利き手・開眼・運動実行、第４課
題は非利き手・開眼・心的運動実行、第５課題は非利き手・閉眼・心的運動実
行、第６課題は非利き手・開眼・運動実行とした。運動課題は、ペグボード（プ
ラス株式会社　中型ペグボードセット）を用い、肘関節伸展位で手根部がピンを
挿す穴に対応するようにした穴に 10 本のピン５）を挿すこととした（図１）。運
動実行時間の測定は、検査者の開始合図からペグボードに 10 ピン目を挿し終わ
るまでの時間を検査者が測定した。また、心的運動実行時間は、検査者の合図で
開始し、対象者自身が終了を知らせるまでの時間を測定した。測定にはストップ
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ウォッチを使用し、小数点以下２桁まで記
録した。測定回数は３回とし各３回の平均
値を算出した。心的運動実行時間と運動実
行時間の一致性を評価するために、利き手
と非利き手の心的運動実行時間と運動実
行時間の比率を算出した。対象者全員に
は、運動実行と心的運動実行を利き手・非
利き手でなるべく早く行うように指示し実
施した。統計は対応のあるｔ検定ならびに
Wilcoxon…singed…rank…test を用い、有意
水準を５％とした。

３．結果

１）運動実行時間
　……　運動実行時間は利き手が平均 16.33s、

非利き手が平均 17.87s で利き手の方が運
動実行時間は速かった（p<0.01）（図２）。
また、利き手が速い人は 43 名、非利き
手が速い人が６名であった。
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図１．ペグボード課題

図２．運動実行時間
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２）心的運動実行時間（開眼）
　……　開眼での心的運動実行時間は、利き手が平均 12.59s、非利き手が平均 12.85s

であったが有意な差はみられなかった（図３）。また、利き手が速い人は 38
名、非利き手が速い人が 11 名であった。

３）心的運動実行時間（閉眼）
　……　閉眼での心的運動実行時間は、利き手が平均 13.51s、非利き手が平均 13.76s

であった（図４）。また、利き手が速い人は 34 名、非利き手は速い人が 15 名
であったが有意な差はみられなかった。
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図３．心的運動実行時間（開眼）

図４．心的運動実行時間（閉眼）
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４）運動実行時間と心的運動実行時間との一致率
　……　心的運動実行時間と運動実行時間の比率は利き手が 0.775、非利き手が 0.720

で利き手の方が高い数値を示した（p<0.01）（図５）。また、利き手の値が大き
い人は 37 名、非利き手の値が大きい人は 12 名であり、心的運動実行時間は運
動実行時間と比較すると速かったが、両者間での一致率は低かった。また、利
き手の一致率では開眼 0.775、閉眼 0.836 で閉眼の方が一致率が有意に高かっ
た（p<0.01）。

４．考察

１…）運動実行時間は利き手平均 16.33s、非利き手平均 17.87s で、有意に利き手
で時間の短縮がみられた。

　……　人が物を掴もうとする場合、把持運動が完了するまでの間に物の大きさや位
置、向きに合わせて適切な手の形や手の軌道を選択し、掴む準備をしている。
障害物を避けてターゲットを掴む際は手の軌道や手の構えを調節する６）と言
われているが、軌道や構えの調節と巧緻性の手の違いは運動の速さや正確さと
いった器用さの違いであり、器用な動きは時間的・空間的に高度に組織化され
たとされている６）。松田らは、「非利き手が利き手と比較して巧緻性が劣って
いる」と述べており、さらに利き手と非利き手の運動実行時間を比較すると、
利き手の方が速いとされている４）。今回の研究結果においても、利き手の方が
有意に時間の短縮がみられた。その理由として、利き手の方が空間的に組織化
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図５．心的／実行比



− 76 − − 77 −

運動実行時間と心的運動実行時間の関係

された精度の高い動きをしていたためと考えられる。

２…、３）心的運動実行時間においては、開眼、閉眼ともに利き手と非利き手間で
有意な差はみられなかった。

　……　開眼での心的運動実行時間において、利き手平均 12.59s、非利き手平均
12.85s であり、総数では、利き手が速い人は 38 名、非利き手が速い人は 11 名
であった。

　……　運動イメージは大きく２つに分類される。ひとつは他者が運動していること
をイメージする三人称的な視覚イメージ、もうひとつは自分自身が運動を行っ
ていることをイメージする筋運動感覚的イメージである。これは、視覚も聴
覚も加えた筋運動感覚的イメージと総称する７）。今回述べる利き手と非利き手
の差では、後者の筋運動感覚的イメージの関わりが大きいと考える。森岡ら
は、「筋を支配する脊髄の運動細胞を直接支配する一次運動野においても運動
イメージを行うことで活性化する」７）と述べている。すなわち、運動イメージ
を想起すれば、運動実行の際に賦活される脳の部位が同様に賦活するというこ
とである。心的運動実行時間で、利き手では日常生活において使用頻度が高い
ため、脳内神経回路内でおこる運動イメージが容易となるが、非利き手では使
用頻度が低く、運動イメージを想起し難い。さらに、菱井は、「運動スキルの
獲得には、実際にその運動の実行を体験していることが必要であり、運動イ
メージの果たす機能は、運動意図や実行可能性の予測といった要因の影響を受
ける」８）と述べている。また、小柳らは、「利き手では単純時間、複雑課題間
のイメージのしやすさに有意差がみられず、非利き手では課題間で有意差がみ
られたため非利き手における複雑課題は特に運動イメージが困難である」９）と
述べている。前述したように日常生活において非利き手の使用頻度が低いこと
から運動意図や実行可能性が予測し難くなる。これらのことから、利き手と非
利き手間にイメージ能力の差が生じ、有意差はみられなかったが非利き手と比
較して利き手は速くなったと考える。

４…）心的運動実行時間と運動実行時間の比率は、利き手 0.775％であり、非利き
手 0.720％で、利き手の方が一致率は高かった。

　……　Guillot らは、「歩行のように自動化された動作の遂行では心的運動実行時間
と運動実行時間に差が生じにくく、経験数の少ない動作やスポーツでは心的
運動実行時間が短縮しており経験不足により的確な運動イメージが形成され
ない」２）と述べている。松尾らは、「“理学療法”の漢字を運動実行あるいは心
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的運動実行で書字する課題の研究では利き手、非利き手において一致率で有意
差を認められ、非利き手の心的運動実行と運動実行の時間はほぼ一致してい
た」３）と述べている。また、「Pointing の５mm の課題を運動実行と心的運動
実行で実験を行うと利き手と非利き手でも有意差を認められ、非利き手では運
動実行と心的運動実行における時間一致の関係を認めたが、利き手では心的運
動実行時間の延長を認め、この傾向は課題難易度が高い場合に著名に認められ
る傾向があると確認された」10）と述べている。

　……　今回の課題であるペグボードは日常生活で行うことは少なく、的確にイメー
ジすることが困難であった。しかし、対象者は各課題においてペグをペグ穴に
入れる動作は巧緻動作であるにも関わらず、課題難易度は低いとイメージした
と考えられる。そのため、心的運動実行時間は短縮し、結果として心的運動実
行時間と運動実行時間に差が生じたと考えられる。

５…）心的運動実行時間では有意に開眼の方が時間の短縮がみられたが、一致率で
は閉眼の方が高かった。

　……　鈴木らは、「イメージする動作が視覚を用いた最も近い環境で行う運動イ
メージが脊髄神経機能の興奮性を増大させる」と述べており、開眼運動イメー
ジ施行と閉眼運動イメージ施行に明らかな差は認められないものの、対象者
のほとんどは、開眼運動イメージ施行が閉眼運動イメージ施行よりも運動イ
メージしやすいと答えたとしている11）。これは、本研究においても同様の結果
であった。しかし、両イメージ間に明らかな差は認められないものの、東藤ら
は、「運動イメージトレーニング中の眼球運動は、より精密な動作の遂行と効
率の向上を増加させ、開眼運動イメージにて視覚的なフィードバックを用いた
方が、より現実的な運動イメージを促すことができるため、脊髄神経機能の興
奮性を高める可能性がある」12）と述べている。今回、我々の結果では心的運動
実行時間は開眼の方が速かったが、一致率は閉眼の方が高かった。これは、前
述したようにイメージした課題難易度と実際の難易度との差が原因と考える。

　随意運動のみられない神経系疾患では、運動単位の動因やインパルスの発火頻
度の増加といった神経性要因による運動イメージ、特に筋運動感覚イメージが有
益であると言える。運動イメージが一連の運動実行および運動感覚のシミュレー
ションであるならば運動イメージを用いて脳内の運動プログラムをトレーニング
することにより実際の運動機能は改善され、臨床への導入が可能となるのではな
いかと考えた。
　今回の研究や先行研究から、運動イメージの適切な想起のためには上肢の運動
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に関しては、閉眼で利き手での運動をイメージさせる方が有効であることが示唆
された。
　菊池らは、「非利き手での“理学療法”書字課題を年齢別に検討している。そ
の結果、運動実行時間と心的運動実行時間の不一致が加齢とともに顕著となり、
50〜60 歳代では正確な運動イメージが困難であり、高齢者では自己の運動能力
を過大評価すると示唆された」13）と述べている。また、加藤らは、「高齢者を対
象とした非利き手は、利き手に比べて作業時間が長くなるが、難易度の高い作業
においては利き手と非利き手では作業時間に顕著な差はない」14）と述べている。
今回は健常若年者を対象としたが、今後は加齢による影響についても検討する必
要があると考える。
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