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1．緒言 

宮西ら 1）は野球の投球動作におけるボール速度に

対する体幹および投球腕の貢献度に関する 3 次元研

究において，ボールを加速する投球腕の動きは，踏み

出し脚の着地後に起こる急激な肩の内旋動作から加

速期における外旋動作，ボールリリース時における内

旋動作が大きく影響していることを明らかにした。この，

ボールリリース時における内旋動作は，内旋筋群の収

縮状態が伸張性収縮から短縮性収縮へ急激に移行す

る伸張―短縮サイクル (Stretch-Shortening Cycle: 

SSC)運動が影響しており，ボールや投球腕末端部を

加速させる上で極めて有効な条件のひとつとして論じ

ている。 

 また，宮西ら２）は大学野球選手を対象とした遠投動

作の 3 次元的比較研究において，遠投距離と投射角

および，鉛直方向ボール速度に有意な正の相関があ

ると明らかにした。また，投射角，鉛直方向ボール速度

に影響を及ぼす要因として，上胴の後傾角の大きさ，

肩の外旋および内転の大きさの重要性を論じている。 

これまで，投球スピ-ドおよび投球距離と投フォ-ムの

関連性に関する研究のほとんどが，高校・成人野球経

験者を対象とし，小・中学生を対象とした研究は少ない。

また，研究に使用されたボールは，野球ボール・テニス

ボールもしくはソフトボールであり，新体力テストに用い

られるハンドボールを使用した研究は見られない。 

 そこで本研究は，中学生のハンドボール投げについ

て，コッキング動作を伴わない投フォ-ム分析項目，形

態計測値，筋力と投球距離との関連性について検討し，

中学生に対する投動作指導の一資料を得ることを目的

とした。 

 
2.研究方法 

2-1 被験者 

中学生男子生徒 34 名(身長：164.2±5.7cm，体重：

51.7±7.1kg)，女子生徒 20 名(身長：159.0±5.7cm，

体重 47.6±5.6kg)，計 54 名を被験者とした。 
2-2 実験試技方法 

被験者には新体力テストで使用するハンドボールを

十分な準備運動と 2 回の試投の後，全力投球するよう

指示した。試技は 2 回とした。 

2-3 形態・筋力計測 

形態計測の項目は，身長・体重・上肢長・下肢長

とした。上肢長は肩峰から中指指先までの長さを，

下肢長は上前腸骨棘から脛骨内果までの長さを測

る，SMD 法を用いた。また，筋力は利き手の握力

を 2 回測定し，良い成績を採用した。 
2-4 撮影方法 

三脚で固定したディジタルビデオカメラ（SONY
製 DCR-TRV900 NTSC）を用いて，被験者の利き手

側方から投動作全体が映るように撮影した。また，試技

撮影に先立ち，DLT 法適用のため，較正器（高さ

2m の測量用紅白丸棒）を，被験者の投球動作範囲

内の投球方向直線上 2 箇所で，較正器が垂直になる

ように保持し撮影した。なお，シャッタースピードは

1/1000 秒とした。 

2-5 分析点及びデータ処理 

分析点は，両手首・両肘関節・両肩峰・胸骨上縁・両

大転子中点・両足先とし，分析範囲は主動作開始時

（投球方向へのステップ後前足が着地した瞬間）と

ボールリリース時の投球動作を解析対象とした。 
撮影したディジタルビデオ画像を，画像取り込み

ソフト（カノープス製，超編 Ultra Edit 2）を用い，

パーソナルコンピューターに AVI 形式で取り込ん

だ後，フリーの AVI フィリタリングツール(AviUtil)
と，そのプラグイン(bmp_output 連番 BMP 出力 

version0.04)を用いて，毎秒 60 コマの連続静止画を

作成した。静止画のディジタイズには，BMP 
measure(作者：福田宏)を用い，分析点の 2 次元テキ

ストデータ出力を行った。 
ディジタイズによって得られた 4 点の較正点お

よび分析点のスクリーン座標から，2 次元 DLT 処

理プログラムを用いて実平面座標に変換した。 
2-6 分析項目 

分析点の 2 次元座標から，主動作開始時の後傾角，

利き手上腕角，自由手上腕角，ステップ幅，投射高お

よびムチ角を算出した。 
2-7 統計処理 

投距離を従属変数，身長・体重・上肢長・下肢長・

利き手握力・主動作開始時の後傾角・ステップ幅・

主動作開始時の自由手上腕角・利き手上腕角・投射

高・ムチ角を独立変数とし，重回帰分析(ステップ

ワイズ法)を行い，投距離と関連性の高い項目を抽

出した。また，これらの値の平均値と標準偏差を求

めた。有意水準は 5%とした。なお，統計処理には

統計パッケージ（SPSS 社，SPSS16.0 J for Windows）
を使用した。 
 
3．結果と考察 

3-1 形態・筋力計測 

男子の上肢長：:64.1±3.4cm，下肢長：79.4±4.1cm，

女子の上肢長：61.3±3.9cm，下肢長：75.6±5.1cm
であった。利き手握力は，男子：32.3±5.8kg，女子：

27.6±5.3kg であった。 
3-2 独立変数 11 項目間の重回帰分析(表１) 

11 項目間で重回帰分析（ステップワイズ法）を

行った結果，性別・体重・利き手上腕角が独立変数

として採択された。投距離と性別・体重・利き手上

腕角の重相関係数は 0.799，決定係数は 0.638 であ

り，有意な正の相関が見られた(p<0.05)。これら 3
項目で投球距離の約 64%が説明できた。また標準偏

回帰係数は，性別＝6.03，体重＝0.273，利き手上腕

角＝-1.85 であった。 
なお，共線性の問題を考慮した結果，投射高を独

立変数の 1 つとすると多重共線性の疑いがあった

ので，独立変数から除外した。 
男女で投距離に及ぼす影響が大きかったのは，男

子の方が比較的筋力が強く，投運動に接する機会が
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女子より多いことが考えられる。これに付随して，

女子よりも男子の方が体重が比較的重いため，回帰

分析の結果で体重が独立変数として採択されたと

推察された。 
利き手上腕角について，平均分散が男子 39.5±

15.0°，女子が 61.9±19.5°であり，女子の方が圧

倒的に大きかった。女子の投動作を見てみると，バ

ックスウィングを取らずに，最初から肩外転位を高

く保って投動作に移る被験者が多く，投距離の上位

ほとんどが男子であったため，利き手上腕角が大き

いと投距離は短いという分析結果が示された。 
 
表 1 11 項目間での重回帰分析の結果 

 
 
3-3 独立変数 10 項目間の重回帰分析（表 2） 

3-2 から性別だけを除外し，重回帰分析（ステッ

プワイズ法）を行った結果，握力・後傾角が独立変

数として採択された。遠投距離と，握力・後傾角と

の重相関係数は 0.709，決定係数は 0.502 であり，

有意な正の相関が見られた(p<0.05)。また，標準偏

回帰係数は，握力＝0.644，後傾角=0.236 であった。

握力，後傾角の 2 項目で投距離の約 50%説明できた。

なお，3-1 と同様，多重共線性の疑いから投射高を

独立変数から除外した。 
握力について，ハンドボールは野球ボールより重

く大きさもあるため，しっかり握れないと投距離に

影響を及ぼす結果になった。 
後傾角については，宮西ら 2)の先行研究と同様，

主動作開始時の後傾角の重要性が分析の結果明ら

かになった。 
 
表 2 10 項目間での重回帰分析の結果 

 
 
3-4 独立変数を動作項目 6 項目とした重回帰分析

（表 3）  

動作項目 6 項目（主動作開始時の後傾角・自由手

上腕角・利き手上腕角・ステップ幅・投射高・ムチ

角）で重回帰分析（ステップワイズ法）を行った結

果，ステップ幅・利き手上腕角が独立変数として採

択された。投距離とステップ幅・利き手上腕角の重

相関係数は 0.568，決定係数は 0.295 であり，有意

な正の相関が見られた。ステップ幅・利き手上腕角

度の 2 項目で投距離の約 30%説明できた。また，標

準編回帰係数はステップ幅 0.427，利き手上腕角

-0.399 であった。 
ステップ幅について，宮西 1）の先行研究と同様

投距離を決定づける重要な動作項目であるという

結果が得られた。利き手上腕角に関しては 3-2 で述

べた通りであった。 
 
表 3 動作項目 6項目間での重回帰分析の結果 

 
 

4.まとめ 

 中学生を対象としたハンドボール投げの投フォ

ーム・形態・筋力計測値が投距離に及ぼす影響につ

いて検討した結果，次のことが明らかになった。 
1) ハンドボール投げの投距離は，性別・握力等の

形態・筋力計測値による影響が大きかった。 
2) 動作項目の中では，後傾角・ステップ幅・利き

手上腕角による投距離への影響が大きかった。 
3) 投球において重要な動作とされるムチ動作の

重要性について，本研究では有意な相関が見ら

れなかった。自由手上腕角が投距離に対して影

響力が大きいとする先行研究 3)とは，異なる結

果が得られた。 
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