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1．緒言 

文字を書くとき、箸を持つとき、私たちは左右の
どちらかの手を優先的に使っており、それを利き手
と称している。ヒトの上肢には利き手と非利き手の
存在が明らかに認められており、それは先天的なも
のであるとされる。しかし、スポーツにおいては、
左右打席打ちのできる打者をスイッチヒッターと
呼ぶように、両側で同じようにパフォーマンスがで
きる選手も存在する。川添１)らは、トレーニングに
より、非利き手が利き手の動作パターンに接近し得
る可能性があるとされており、充分にトレーニング
された専門の手を反対側の手に矯正することは可
能であると推察される。 

そこで本研究では、一方側での練習効果が反対側
に転移する「両側性転移」現象に着目する。投運動
学習プログラム２）を参考にしたトレーニングを非
利き手でのみ行い、非利き手および利き手にどのよ
うな影響を及ぼすのかを検討する。トレーニングの
結果、矯正がしやすい技能レベルや矯正ができなか
った技術ポイント、転移が起こり難い技術ポイント
および負の転移を見つけることができたとすれば、
それが習得の難しい技術と判断することができ、投
運動学習プログラムの改善や初心者指導に役立つ
資料を得ることができると考えられる。 

 
2．研究方法 

2-1 投動作の定義 

本研究では投げる側の手を投げ手、反対側の手を
自由手とする。原則として主動作をボールリリース
(以後、リリースとする)前に投げ手側の足が接地し
た時点からリリースまでの動作、主動作前に行われ
た動作を準備動作、2～3歩前進するうちに両足が
空中に浮いている期間が存在する準備動作をステ
ップと定義した。 

2-2 対象 

 平成 25 年 10 月１日～12 月 11 日に行われた I 大
学の教養のソフトボールを受講する女子学生(以下、
一般女子とする)15 名、および体育を専攻する学科
のソフトボールを受講する女子学生(以下、体育女
子とする)11 名を対象とした。被験者のうち一般女
子は全員が右利き、体育女子は９名が右利き、２名
が左利きであった。また、体育女子のうち９名が投
動作や打動作を伴う運動部に大学で所属経験があ
る、または所属している。 

2-3 トレーニング 

1)内容 

 投運動学習プログラムを参考に、教材①どすこい
バウンド投げ、教材②振り子投げ、教材③ペットボ
トル投げ、④かに振り子投げの４つの教材を実施し
た。  
2)スケジュール 

 トレーニングはソフトボールの講義の中で実施
した。撮影と毎回のトレーニングの前に、ウォーミ
ングアップとしてキャッチボールを左右５分間程
度行った。 
 トレーニングは１回の授業につき約 15～20 分実
施し、１時間目、７時間目のトレーニング実施後に
左右のソフトボール遠投距離の測定とビデオ撮影
を行った。２～４時間目の３時間は教材①・②を、
５～７時間目の３時間は教材③・④を実施した。  

2-3 分析方法 

1)試技  

ソフトボール遠投を左右２回ずつ行い、記録の良
い方を分析対象とした。投距離は指定した白線から
の距離を 10cm単位で測定した。 
2)ビデオ撮影 

ステップのあり・なし、助走範囲の指定はせず「白
線から出ないように思いきり遠くに投げる」という
指示のもと、投距離の測定とともに投動作をハイス
ピードカメラ(CASIO社製，EX-F1)により 300コマ/
秒で撮影した。白線の中心地とカメラの距離は一般
女子が５m、体育女子が５m50㎝であった。 
3) 観察的評価 

準備動作における脚動作(４得点)と腕動作(３得
点)に着目した準備動作得点 3)と、投動作を準備局
面からリリース後まで７項目５パターンに分けて
評価する投動作得点 2)の２種類の観察的評価方法
により試技を得点化した。投動作得点において、評
価基準が不明瞭であった一部分に修正を加えた。変
更した評価基準を表１に示す。 

表１ 投動作の観察的評価基準 
パターン１（１点） パターン２（２点） パターン３（３点） パターン４（４点） パターン５（５点）

①投げ手腕

身体全面で保持
した肘を屈曲さ
せたまま肘を前
下方に伸展させ
る

肘を屈曲させた
まま上方へ引き
下げ，肘を前下
方へ伸展させる

肘を屈曲させた
まま上腕を外
転・水平内転さ
せて，後方へ引
き上げる

手首を反時計回
りに循環させなが
ら後方へ引き上
げるが，肘の伸
展が不十分

肩を中心として腕
を反時計回りに循
環させながら，肘
を伸展させ，肩の
ラインより後方に
引き，バックスウィ
ングの最終局面で
掌を下に向ける

②バックスウィン
グ時体幹後傾

投げ手反対足接
地時に上半身が
直立している

肩が後方に引け
ている

傾きがみられる 後傾している 大きく後傾している

③フォロースルー

フォロースルー
がみられない

ほとんどフォロー
スルーがみられ
ない

振り切った勢い
のまま，自然に
腕が下がる

前下方への十分
なフォロースルー
がみられる

肩を水平内転させ
ながらの投げ手逆
側の前下方への
フォロースルーが
みられる

④体重移動

体重移動しない 流れのままに体
重移動している

体重移動はして
いるが，投射
時，フォロース
ルー時ともまだ
不十分である

投射時，フォロー
スルー時のどちら
かが不十分であ
る

全体を通して後方
から前方へ完全に
体重移動している

⑤足の踏み出し

両足をそろえた
まま，または投
げ手側足を踏み
出している

投げ手反対側足
を踏み出す，ま
たは歩きながら
投げる

ステップ動作は
見られないが，
走った勢いを
使って投げてい
る

両足が空中に浮
くステップ動作が
みられる

足の運びのリズム
が滑らかである大
きなスッテプ

⑥体幹回転

投射方向へ正
対したままで体
幹は回転しない

投射方向へ体
幹は正対したま
まで，肩がわず
かに回転する

バックスウィング
時に投射方向に
対して身体が横
向きになってい
る

バックスウィング
時に後方へ回転
しており，リリース
より先に腰が回
転している

バックスウィング時
に投射方向のライ
ンより後方へ大き
く回転する

⑦自由手

下げたまま 前下方へ小さく
出す

前方へ突き出す
が，投射方向へ
の引き戻しはみ
られない

前方へ突出し，投
射時に体幹方向
へ引き戻す

前上方へ突出し，
投射時に体幹方
向へ引き戻す

 
4)統計処理 

トレーニング実施前後の遠投距離記録と観察的
評価における準備動作得点および投動作得点を
Microsoft Office Excel 2010を使用し、単純集計
を行った。また、統計処理ソフト（SPSS ver.17）
を用いて、トレーニング前後の結果に関連性や違い
が認められるか検討した。統計処理は、一般女子・
体育女子および利き手・非利き手に分けて行った。 
 

3．結果と考察 

3-1 トレーニングによる遠投距離の変化 

 トレーニング実施前後の各平均値を表２に示す。
トレーニング実施前の記録は、体育女子と一般女子
において、利き手・非利き手ともに５％水準で有意
な差がみられた。また、双方において、利き手と非
利き手の遠投距離に相関関係が認められ、利き手が



非利き手に影響を与えていることが示唆される。ト
レーニング実施後の記録は、体育女子および一般女
子の利き手・非利き手ともに有意な改善が認められ
た。実施前と比較をしても、標準偏差に大きな変化
はなく、集団として記録を向上させることができた
といえる。  

以上の結果より、今回用いたトレーニングは、非
利き手の遠投距離に有効である。また、いずれの集
団においても利き手の有意な改善がみられたため、
非利き手のトレーニングが利き手に影響を与えて
いることが示唆される。これらの結果に加え、一般
女子・体育女子のどちらにおいても、トレーニング
実施前の利き手と非利き手、実施後の利き手と非利
き手の間に相関関係が認められたことから、遠投距
離において、両側性転移現象が確認できた。 

3-2 観察的評価基準に基づいた投動作得点の変化  

トレーニング実施前後の利き手および非利き手
の平均値を表２に、各項目別平均値を表３に示す。
トレーニング実施前、一般女子の利き手で１番評価
が高かったのは③フォロースルーであり、3 点と 4

点のどちらかになる配分であった。１番評価が低か
ったのは⑦自由手であり、平均得点が 2.13 点とほ
とんどできていない結果となった。また、非利き手
の⑤足の踏み出しでは、投げ手側の足を踏み出して
しまう者が２人いた。体育女子は、利き手の得点に
項目による差はほとんどなく、各項目 4 点程度の評
価を得ることができていた。一方で非利き手では、
各項目により点数にバラつきが出ていた。 

トレーニング実施後，一般女子においては利き
手・非利き手ともに５％水準で有意な差が見られ、
改善が認められた。また、双方において、トレーニ
ング実施後の最低得点がトレーニング実施前の平
均値を上回っている。点数の内訳をみると、実施後
高得点項目は⑤足の踏み出しとなった。また、踏み
出しは最も点数が伸びた項目でもある。このことか
ら、今回行ったトレーニングの中で脚の準備動作を
含む教材④かに振り子投げは、ステップ動作を習得
させるのに有効であったと考えられた。また、非利
き手の実施後の各項目による得点の平均値が総合
的に５段階中３の評価、つまり、完璧ではないもの
の正しいフォームに倣った動作を行うことができ
るレベルに達している。体育女子の非利き手におい
ても、実施後の最高得点項目は⑤足の踏み出しとな
る特徴が表れた。しかし、利き手においてはトレー
ニング実施前・後ともに⑤足の踏み出しが最高得点
項目であった。オーバーハンド動作に慣れている体
育女子の高得点項目が⑤足の踏み出しであること
から、投動作の技術習得においてステップ動作の重
要性が示唆される。 

3-3 準備動作得点の変化 

 トレーニング実施前後の利き手および非利き手
の平均値を表２に、各項目の平均値を表３に示す。
一般女子においては、トレーニング実施前平均が利
き手 3.8 点、非利き手 3.3 点であり、トレーニング
実施後は、利き手 5.13 点、非利き手 5.67 点となり、
非利き手が利き手の得点を上回った。非利き手の得
点が大きく伸びた要因は脚動作得点の向上にみら
れる。体育女子は、トレーニング実施前得点が利き
手 6 点、非利き手 5.27 点であった。トレーニング
実施後は、利き手 6.27 点、非利き手 6 点であり、
どちらにおいても有意な改善が認められなかった。
しかし、この結果は、トレーニング実施前から得点
が高く、改善の余地があまりなかったことが影響し
ていると考えられる。 

3-4 利き手・非利き手の関連性 

 特別な運動経験のない一般女子では、トレーニン
グにより非利き手の投動作得点が大きく向上し、利
き手の得点を上回る例がいくつかみられた。その中
でも、⑤足の踏み出しにおいては、利き手・非利き
手ともに高い評価に集中しており、トレーニング対
象ではない利き手の得点も向上する両側性転移現
象が確認できた。しかし、高い類似性がみられた他
の項目は、利き手と非利き手の両得点が向上したの
ではなく、非利き手がトレーニングにより利き手の
得点に並んだことが読み取れる。 
 
4．まとめ 

 オーバーハンドスローにおける非利き手でのト
レーニングにより、以下のことが分かった。 
1)ソフトボールの遠投距離には、運動経験に関係な
く、両側性転移現象が確認できた。 

2)特別な運動経験のない集団において、トレーニン
グにより非利き手の投動作が改善されたことか
ら、今回行われたトレーニングは初心者指導に有
効的であると考えられる。 

3)投運動学習プログラムを参考にしたトレーニン
グは、ステップ動作の習得に効果的である。 
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表２ トレーニング実施前後における遠投距離、 

  投動作得点および準備動作得点の比較 

利き手 非利き手 利き手 非利き手

遠投距離(ｍ) 実施前 19.52 10.24 33.68 16.53

6.3 2.29 11.11 3.34

実施後 20.17 12.28 34.46 16.92

6.21 2.75 11.21 3.78

投動作得点 実施前 20.53 16.46 28.27 24.27

3.34 2.59 4.6 3.1

実施後 22.67 22.67 29.45 26.55

2.41 3.79 4.48 4.8

準備動作得点 実施前 3.33 3.8 6.09 5.18

0.82 0.24 1.04 1.4

実施後 5.67 5.13 6.27 6

1.11 0.27 0.9 1.1

*p < 0.05

一般女子 体育女子

上段：平均値　下段：標準偏差

＊

＊

＊ ＊

＊

＊ ＊＊

 
表３ 観察的評価による投動作および 

 準備動作の各項目別平均値 

利き手 非利き手 利き手 非利き手 利き手 非利き手 利き手 非利き手
脚動作 1.93 1.80 2.93 3.33 3.33 2.83 3.33 3.33
腕動作 1.87 1.53 2.20 2.33 2.17 2 2.42 2.17
合計 3.80 3.33 5.13 5.67 5.50 4.83 5.75 5.50

①投げ手腕 2.93 2.20 3.07 3.07 3.25 3.08 3.50 3.50
②体幹後傾 2.67 1.87 3.60 3.00 3.33 3.08 3.75 3.58
③フォロースルー 3.67 3.67 3.13 3.40 3.58 4.06 3.75 3.92
④体重移動 2.80 2.60 3.27 2.93 3.83 3.67 3.75 3.67
⑤足の踏み出し 3.27 2.33 4.13 4.33 4.00 3.75 4.25 4.17
⑥体幹回転 3.07 2.40 3.13 3.07 3.83 3.00 3.67 3.58
⑦自由手 2.13 1.40 2.33 2.80 3.33 2.33 3.33 2.92

合計 20.53 16.47 22.67 22.60 25.17 23.00 26.00 25.33

トレーニング前
一般女子

トレーニング後
体育女子

トレーニング前 トレーニング後

 


