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1. 緒言 
身体運動の出来ばえは筋の力発揮能力に強く影

響される。筋の力が腱から骨へ伝えられ、関節運

動となるとき、筋の骨への付着位置が関節運動の

大きさや回転力（トルク）に力学的な影響を及ぼ

す。この筋の付着位置の指標をモーメントアーム

（以下 MA）と呼ぶ 1）。 

人体で最も多いテコは第 3 種テコであり、これ

は主に肩や肘、膝などにみられる。回転中心が支

点・筋の骨への停止位置が力点・重さが加わる身

体部位が作用点である。この支点と力点の距離が

MA であり、作用点の力発揮能力に関係している。 
先行研究 2）では、男性陸上短距離走選手におい

て膝関節の MA が長いほど、短距離走のパフォー

マンスが優れていることが明らかになっている。

上半身でも、押したり引いたりと様々な運動が行

われる。ところが、下肢と同じように MA の差に

よって筋力発揮能力に違いが生じる可能性がある

が、その報告は見当たらない。 
そこで本研究では、上半身でも特に肘関節に着

目し、MA と筋力との関係を明らかにする。得られ

た結果は、MA の特徴に合ったトレーニング法の確

立や、適正ある種目へのトランスファーを導く一

助となる可能性がある。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象者 
運動部に所属する 18 歳から 23 歳までの男子 58

名、女子 40 名の計 98 名の大学生であった。調査

は、2019 年 8 月から 10 月に実施した。また、主に

上半身を使う運動部を A グループ、主に下半身を

使う運動部を B グループに分類した（表 1）。 
 

表 1 運動部のグループ分け 

 
2-2 測定項目 

身長、体重、前腕囲、前腕長、上腕囲、屈曲上

腕囲、上腕長、MA 長、上腕二頭筋厚、肘関節の屈

曲筋力（肘屈筋力）の 10 項目であった。 
2-3 測定方法 

a．上腕囲・前腕囲・屈曲上腕囲 

前腕囲は腕を下垂させた状態で正面から見て外

側に最も膨隆した部分を、上腕囲は腕を下垂させ

た状態で上腕二頭筋の最も膨隆した部分を、屈曲

上腕囲は肘関節を 90 度に屈曲し、筋肉は弛緩させ

た状態で上腕二頭筋の最も膨隆した部分を巻尺で

測定した。 

b．上腕長・前腕長 

 上腕長は肩峰から上腕骨と橈骨の間隙まで、前

腕長は上腕骨と橈骨の間隙から橈骨茎状突起まで

の長さを管状計で測定した。 
ｃ．ＭＡ長・上腕二頭筋厚 

MA 長と上腕二頭筋厚の測定には超音波装置

（TOSHIBA SSA-250A）の B モードを利用した。

MA 長は、肘関節伸展位で前方からエコーをあて、

上腕骨と橈骨の間隙から上腕二頭筋の近位停止位

置（橈骨粗面）までの距離を測定した。上腕二頭

筋厚は、肘関節を 90 度に屈曲し、筋を弛緩させた

状態で上腕にエコーをあてて測定した。 
ｄ．肘屈筋力 

肘屈筋力には握力計を改造した筋力測定器を使

用した。肘を 90 度に屈曲した状態から体のほうへ

引く動作を 2 回行い、2 回のうち優れた記録を採用

した。 
2-4 分析方法 
 2 つのグループの各項目の平均値の比較は対応

のある t 検定を行った。また、項目間の関係の分析

には、ピアソンの積率相関分析を行った。有意水

準は 5%とした。なお、全ての統計処理には JMP8.0
を用いた。 
 

3．結果と考察 

3-1 絶対的測定値 

3-1-1 男子 

A グループは、主に上半身を使う部活動であり、

その中でも柔道やラグビーは上肢のパワーを必要

とする競技であるため、普段から上半身の筋力ト

レーニングをしている。後藤 3）は、筋力トレーニ

ングをした場合、一次的には筋肥大を生じること

なく筋力が向上し、継続していると二次的に筋肥

大が起こると報告している。そのため、継続的な

トレーニングにより上腕二頭筋厚、前腕囲、上腕

囲、屈曲上腕囲など筋量に関する項目と肘屈筋力

が B グループよりも優れていたと考えられる。 
 本研究において、MA 長と肘屈筋力で有意な相関

関係が認められたのは、男子 A グループのみであ

った（表 2）。しかしそれよりも、体重、上腕囲、

屈曲上腕囲、前腕囲、上腕二頭筋厚のほうが肘屈

筋力と高い相関を示したことから、絶対的な筋力

には MA 長よりも筋量のほうが影響が強いことが

明らかとなった。 
 一方、B グループでは、肘屈筋力と前腕囲、上腕

囲、屈曲上腕囲、と筋量を表す項目と有意な相関

を示したが、MA 長とは関係がなかった。これらの

結果から、男子は、ある程度の上半身の筋力発揮

あるいは使用頻度がないと、MA 長の差は影響しな

いかもしれない。 
3-1-2 女子 

 女子の絶対的測定値を A グループと B グループ

で比較したところ、体重、前腕囲、上腕囲、屈曲

上腕囲で有意差が認められた。これは、体重と筋

Aグループ Bグループ

柔道部（12名）

硬式野球部（10名）

バスケットボール部（8名）

ラグビー部（10名）

柔道部（3名）

ソフトボール部（9名）

バスケットボール部（10名）

男子
サッカー部（10名）
陸上競技部中長距離走選手（8名）

女子
サッカー部（9名）
陸上競技部中長距離走選手（9名）
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力が関係していること、上半身を使う A グループ

のほうが筋肥大していることが考えられる。しか

し、肘屈筋力で有意な差は認められなかった。原

因としては、ソフトボールとバスケットボールは

肘関節を屈曲して筋力を発揮する場面が少なく、

主に下半身を使う B グループとの差があまりなか

ったためと考えられる。 
 女子の A グループでは、男子とは異なり肘屈筋

力と相関のある項目はなかった（表 2）。島野ら 4）

の研究において、女子投てき選手の上腕二頭筋厚

は利き手と非利き手の有意差はあったが、上腕二

頭筋厚と筋力には相関がなかったと報告されてい

る。このことから、日常のトレーニングは筋肥大

を生み出すには効果的であるが、運動単位の活動

水準や参加動員数の増加には効果的ではない可能

性がある。肘屈筋力と上腕二頭筋厚の相関が認め

られなかったのも、日常のトレーニングで起こる

筋肥大が筋力発揮能力には効果的でないからであ

る、ということが今回の結果でも言えるだろう。

しかし、B グループでは肘屈筋力と上腕二頭筋厚、

屈曲上腕囲に強い相関があった。B グループは主に

下半身を使うスポーツであり、上肢の筋力トレー

ニングをする頻度が少ないため、単純に上腕二頭

筋厚が厚い者ほど肘屈筋力がある、という結果に

なったことが考えられる。 
3-2 相対的測定値の関係 

 A グループと B グループを比較したところ、男

女とも相対的筋力と有意な相関を示す項目はなか

った（表 3）。福永・金久 5）によると、筋断面積を

筋力で除した単位筋断面積あたりの相対的な筋力

は、本来ならば個人差は認められないが、実際に

はかなり個人差が存在するという。原因として、

筋力発揮時における大脳の興奮水準および主働筋

に対する神経の刺激の量といった神経系の作用、

筋線維組成といった解剖学的要因を挙げられる。

今回の結果からも同じことが言えるのかもしれな

い。今回の測定では時間帯を指定したが、対象者

によって部活動前の人もいれば、部活動後に参加

する人もいた。このような条件の違いによって筋

肉や神経系の状態が異なったと考えられるため、

測定前の過ごし方に条件を付けて一定にすること

で、より正確な測定をすることができると考える。 
 

4．まとめ 

 本研究では、肘関節の MA 長と肘屈筋力との関

係を明らかにすることを目的とし、得られた結果

は以下の通りである。 

1) MA 長と肘屈筋力に有意な相関が認められた

のは、男子 A グループのみであった。 

2) MA 長よりも、肘屈筋力と体重や筋厚などの

筋量に関する項目間で高い相関が認められた。 
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表 3 肘屈筋力/体重と各項目間の相関関係   

表 2 肘屈筋力と各項目間の相関関係   
身長 0.23 0.36 * 0.01 -0.19 -0.24 -0.25

体重 0.62 ** 0.54 ** 0.38 0.19 0.05 0.20

前腕囲 0.44 ** 0.24 0.63 ** 0.23 0.01 0.27

前腕長 0.40 ** 0.43 ** 0.20 -0.29 -0.19 -0.44

上腕囲 0.58 ** 0.45 ** 0.48 * 0.24 0.01 0.25

屈曲上腕囲 0.60 ** 0.44 ** 0.68 ** 0.37 * 0.16 0.42

上腕長 0.20 0.32 * -0.24 -0.19 -0.13 -0.36

上腕二頭筋厚 0.47 ** 0.42 ** 0.36 0.38 * 0.11 0.66 **

MA長 0.22 0.38 * -0.18 -0.04 -0.34 0.09

上腕二頭筋長 0.22 0.36 * -0.26 -0.20 -0.17 -0.34

* p<0.05，** p<0.01

男子 男子A 男子B 女子 女子A 女子B

肘屈筋力

テコ比 -0.09 -0.03 -0.24 0.12 -0.24 0.33

上腕二頭筋厚/体重 0.08 0.13 0.26 0.34 0.27 0.62 *

肘屈筋力/上腕二頭筋厚 0.89 ** 0.88 ** 0.87 ** 0.90 ** 0.83 ** 0.98 **

　* p<0.05，** p<0.01

女子A 女子B

肘屈筋力/体重

男子 男子A 男子B 女子


