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1．緒言 

投動作は、新体力テストにソフトボール投げやハ

ンドボール投げが組み込まれている事からも分か

るように、走るや跳ぶといった基本的な動作と同じ

ように体力を測定する一つの指標になっている。そ

れは、投動作が多くの競技で用いられる動作である

ことからも競技において重要な動作であることが

言える。 

現在、生涯を通じて豊かなスポーツライフを送る

ことが重要視されており、様々な年代においてスポ

ーツに対しての関心が高まっている。こういったス

ポーツの広まりは健常者のみならず、障害者スポー

ツにおいてもパラリンピック等を代表にスポーツ

イベントが広まりつつあると言える。しかし、実際

には球技等の集団スポーツを楽しむだけの十分な

技術を身に付けることができていないことが現状

である。それは、様々な動作の基礎となる技術を身

に付けることができる時期に、スポーツの経験が尐

なかったことが原因だと考えられる。そこで、特別

支援学校の児童に投動作を獲得するための指導を

行うことで、色々なスポーツに参加する可能性が増

え、より充実した余暇活動にもつながり、障害者ス

ポーツ人口の増加にもつながるのではないかと考

えた。これまでに投動作の研究は様々な年代で調査

等はされてきているが、特別支援学校の児童におい

ての研究はほとんどされていない。 

そこで本研究では、特別支援学校の児童において

投動作の発達調査と技術の向上を目的とした支援

について検討し、基礎的データを得ることを目的と

する。 

 

2． 研究方法 

2-1 対象 

 茨城大学教育学部附属特別支援学校小学部児童 

5 名（4 年右投げ男子 1 名、5 年右投げ女子 2 名、6

年左投げ男子 1名、右投げ女子 1名）を対象とした。 

2-2 撮影方法 

ソフトボール投げ（KENKO 製 1 号球）の投球距

離を測定し、投球フォームを撮影した。撮影は、測

定者の後方と側方の 2 か所から高速度デジタルカ

メラ（CASIO 製 EX-F1）を用いて行った。カメラ

の位置は、後方 90 度、距離 5m の位置と、右投げ

については右斜め後方、距離 5m、左投げについて

は左斜め後方、距離 5ｍに設置した。2 台のカメラ

の同期については、手製の同期版を測定者の左斜め

前方に配置することで行った。 

較正機は、支柱に水準計（ミニレベルキューブ H）

を取り付けた。較正点は、2m×2m の正方形の頂点、

各辺の中点、計 9 点を底辺とし、さらにその 9 点か

ら、2m まで 50cm ごとに上方に点を取り、計 45 点

とした。 

分析点は、中手骨、手首関節、肘関節、肩峰、第

7 頸椎、頭の頂点、腸骨上縁の計 7 点とした。実験

座標系は、投球方向に対して、左斜め後ろの較正点

を原点とし、投球方向を x 軸正、鉛直上方向を z 軸

正、横方向を y 軸正と定義した。 

測定は、測定者がポイントを気にしてしまうこと

で投球フォームに支障が出ないように、ポイントを

つけた状態で数球練習を行ってから撮影した。また、

測定者が撮影のタイミングに合わせて投げること

ができないこともあったので、投動作全体が撮影で

きているものを 2 試技撮れるまで行った。 

2-3 分析方法 

撮影した映像からフリーソフト Area61 を用いて

毎秒 300 コマの連続静止画を作成した。次に、

BMP_measure（福田宏作成）を用いて、静止画をデ

ジタイズした。これらのデータから、DLT33（富樫

泰一作成）を用いて 3次元 DLT法で分析を行った。

各分析点の軌道を表すグラフ及びスティックピク

チャーを作成した。 

2-4 練習方法 

一般的に投動作の改善には、投球フォームを正し

くすることが投球能力の向上につながる。特に、上

肢の動作は投球動作の中心であるため、上肢の動作

を改善することを目的としたメニューを多く設定

した。メニューは以下の内容をスケジュールの日程

に基づき、一人ずつ 1 日 10 分程度行った。 

（1）バドミントンシャトル叩き 

（2）ボールヌンチャク投げ 

（3）ミニハードルまたぎ投げ 

2-5 評価基準 

練習を行ったことでどのような結果が出たかを

以下の 3 種類の評価基準において評価した。 

（1）宮丸¹⁾による投動作の分類において、児童が 1

～6 パターンの 6 段階のどのパターンに属している

かを分類した。 

（2）投球フォームを視線、体の向き、脚の位置、

ステップ、体重移動、体幹、上肢の項目で評価した。

上肢は 3 次元分析を用いて分析し、それ以外の項目

に関しては撮影したカメラの映像を目視して評価

した。 

（3）練習前と練習後の遠投距離の変化から評価し

た。 

 

3．結果と考察 

3-1 児童の投球フォームの変化 

児童 A の投球パターンは、練習前のパターン 3

から練習後はパターン 5 に変化した。練習前は、投

球腕と反対の脚を投球する前から前方に踏み出し

たままだったが、練習後は、ステップすることでの

体重移動ができるようになった。また、肘が伸びき

ったままの振り子のような投球から、肘の伸展があ

る投球になった。 投球距離は、練習前は 7.9m だっ

たが、練習後は 6m に下がってしまった。投球フォ

ームが向上しているのにもかかわらず、投球距離が

短くなってしまった理由として、ステップがつき、

前後の体重移動が大きくなったことで姿勢が前か



がみになり、ボールを地面方向に投げてしまったこ

とが考えられる。 

児童 B の投球パターンは、練習前と練習後でパタ

ーン 3 から変化はなかった。投球フォームの変化と

しては、踏み出している脚の幅が大きくなり、より

安定した姿勢になった。また、上肢のバックスイン

グも多尐大きくなった。投球距離の変化は、練習前

の 5.8m から練習後は 8m に伸びた。投球パターン

が変わるほどのフォームの大きな変化は見られな

かったが、ボールを良い位置でリリースすることが

できたことで投球距離が向上した理由として考え

られる。 

児童 C の投球パターンは、練習前と練習後でパタ

ーン 1 から変化はなかった。また、投球フォームに

関しても大きな変化は見られず、投球距離も練習前

の 3.3m から練習後は 2m へ下がってしまった。 

児童 D の投球パターンは、練習前と練習後でパ

ターン 3 から変化はなかった。また、投球フォーム

に関しても、練習前よりも練習後は投球動作が全体

的に小さくなってしまった。その結果、投球距離も

練習前の 7.1m から練習後は 5m に下がってしまっ

た。練習後の撮影を行った日は、あまり機嫌が良く

なかったため、測定に意欲的ではなかったことも原

因として挙げられる。 

児童 E の投球パターンは、練習前のパターン 1

から練習後はパターン 4 に変化した。練習前は投球

時に両脚をそろえたまま投げていたが、練習後は、

投球腕と同じ側の脚をステップするようになり、体

重移動が見られるようになった。また、腕の動作も

練習前は肘の伸展のみだったが、動作にバックスイ

ングが入り、フォロースルーも大きくなった。その

結果、投球距離も練習前の 4.4m から練習後は 6m

に伸びた。 

3-2 投球フォームに関しての考察 

まず、児童の投球フォームにおいて、共通して見

られた点として脚のステップが挙げられる。今回対

象になった児童は、練習前は、全員が脚の位置を動

かさずに投げていた。ステップができるようになる

のはパターン 4 以降になるので、その段階以前で停

滞していることが多いと考えられる。今回の練習で

は、ステップに関しての練習は尐なかったが、ステ

ップを身に付けることができる教材を多く取り入

れることで、パターンの変化が多くなる可能性が考

えられる。 

上肢の動作では、腕の振りの速さが一定で加速す

る局面があまりなかった。それは、バックスイング

が不十分なことや手首のスナップを上手く使えて

いないことが原因として挙げられる。上半身のフォ

ーム全体を大きくすることがこれらの解決につな

がると考えられる。 

児童の中には、投球フォームに統一性がない児童

も見られた。投動作が経験不足であり、自分の投球

フォームが確立していないためであると考えられ

る。また、その時の気分や環境に影響されることが

大きく、投球フォームに影響してしまう児童も見ら

れた。 

3-3 投球距離に関しての考察 

パターンが変わらず、投球距離が伸びた。パター

ンが向上しても投球距離が伸びない。パターンが向

上し、投球距離も伸びた。以上のように、児童によ

って様々な結果が出た。投球距離に関しては、パタ

ーンや投球フォームのみが距離の向上に直結する

わけではなく、腕の振りの速さやボールをリリース

する位置、投球の角度等の要素も加わってくるため、

フォームを矯正することが投球距離向上には直結

しないと考えられる。このことから、今回の教材で

は投球距離を伸ばすことにおいて、十分な結果を得

ることができなかった。 

3-4 練習内容に関しての考察 

練習全体の総括としては、教材は児童の興味を引

くものに設定することが重要であると言える。練習

に興味をもった児童に関しては、楽しそうに練習に

取り組み、結果的に投球フォームも改善した。逆に、

練習に対してあまり興味を持たなかった児童に関

しては、投球フォームの改善につながることが尐な

かったように思える。児童の中には、同じ練習を反

復して行うことを苦手としている児童も見られ、練

習に集中できなかったことも多々見られた。その点

から考えると、児童が自ら意欲的に練習に取り組み、

より達成感を味わうことができる教材の開発が今

後の課題として挙げられる。 
 

4．まとめ 

本研究は、特別支援学校の児童を対象にし、投動

作の発達支援を目的とするものとし、練習を行った。

その結果は以下の通りである。 

・パターンの変化は 5 名中 2 名に見られた。その 2

名共に、投動作のパターンとしての向上が見られ

た。残りの 3 名はパターンとしての変化が出るほ

どの大きな投動作の変化は見られず、ステップを

身に付ける以前の段階で停滞していた。 

・投球フォームの変化は、それぞれ変化した内容が

違うもののほぼ全員に見られた。主に見られた変

化としては、バックスイングやフォロースルー等

の投球腕の動作が大きくなったことや、脚のステ

ップでの体重移動が身に付いたことだった。 

・投球距離の変化は、5 名中 2 名は記録が伸び、3

名が短くなるという結果だった。パターンが向上

した児童でも記録が短くなることもあり、投球フ

ォームの向上が投球距離の向上に直結するもの

ではなかった。 

・練習内容に関して重要なことは、児童が意欲的に

練習を行うことができるような練習教材の開発

と、児童にとってどの程度の頻度で練習を行うこ

とが効果的であるかを考え、実践していくことが

挙げられる。 
 

5．引用参考文献 

1）宮丸凱史（1980）投げの動作の発達．体育の科

学、30、pp464～471 

2）橋本創一・渡邉貴裕・尾高邦生（2009）知的障

害児の投動作の発達過程とその援助に関する実

践的研究．特殊教育学研究、47、pp61～68 

3）渡邉貴裕・丸井曜子・原田純二・小島啓治・國

分充・奥住秀之（2007）知的障害養護学校におけ

るボール運動の授業実践．58、pp507～514 

4）桜井伸二（1992）投げる科学．大修館書店 


