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徒手抵抗による筋力トレーニングで投能力は向上するのか 
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1. 緒言 

 野球の投球動作では、投球腕の肩関節の解剖学

的な回転運動、すなわち、水平屈曲・伸展、内転・

外転および内旋・外旋やその他の体幹や投球腕各

関節の合計 11 の関節運動によってボールは投げら

れる 1)。特に、加速期では肩関節内旋運動がボール

速度に対して最も大きな貢献をしている 2、3)。 
レジスタンストレーニングの中に、パートナー

の徒手で関節動作に抵抗をかける徒手抵抗筋力ト

レーニングという方法がある 4)。このトレーニング

は、パートナーがいれば特別な器具を必要としな

いこと、最初の 1 レップ目から最後のレップまで、

またコンセントリック・エキセントリック両筋活

動局面とも十分な負荷を与えることができるなど

の独自の特徴がある 5)。徒手抵抗によるトレーニン

グでは、関節角度やトレーニング者の疲労に応じ

て負荷を微調整することができるほか、動作スピ

ードの調整、ウエイトでは負荷をかけにくい動き

（ひねりの動きなど）や各スポーツの専門的な動

作のトレーニングなども可能となる。 
 これまでの先行研究において、投動作と肩関節

の関係について多くのことが明かされてきた。ま

た、投能力について様々な研究がなされ、現場でも

多種多様なトレーニングが行われてきた。そのよ

うな中で、徒手抵抗法を用いたトレーニングが野

球の投能力の向上のためにどのような効果がある

かというような知見は見当たらない。そこで本研

究は、野球選手を対象にして徒手抵抗による筋力

トレーニングを行い、投能力が向上するのかを明

らかにする。本研究で徒手抵抗による筋力トレー

ニングの効果がわかれば、現場への介入によって

手軽に球児の投能力を向上させることができるよ

うになると考える。 
 
2. 研究方法 

2-1 対象 

 被験者は、I 大学の硬式野球部員の男性 20 名、

軟式野球部員の男性 20 名とした。 
まず各部において、一人ずつ遠投と筋力測定を

行い、遠投の結果から集団の平均値と人数がほぼ

同じになるようにトレーニング群とコントロール

群にランダムに分けた。なお、軟式野球部員のうち

6 名がトレーニング期間中に怪我をしたため最終

的には 14 名が分析の対象となった。 
2-2 測定項目 

2-2-a 遠投能力 

遠投の測定を行うにあたり、硬式野球部と軟式

野球部には普段通りのウォーミングアップを指示

した。その後、5 分間のキャッチボールで遠投の準

備をした。遠投は助走なしで試技を 2 回行い、優れ

た方を採用した。 
2-2-b 肩関節内・外旋と伸展筋力 

筋力測定は等速性筋力測定装置(Cybex)を用いて、

利き手における肩関節の内旋、外旋、伸展の等速性

筋力を測定した。 
反復回数は、各筋力とも角速度 60°/秒で 5 回、角

速度 180°/秒で 15 回であった。本研究ではそのう

ちのピークトルク（Nm）を採用した。 
また本研究では、測定項目における角速度 60°/秒

をそれぞれ伸展筋力 60、内旋筋力 60、外旋筋力 60
とした。角速度 180°/秒も同様に、伸展筋力 180、
内旋筋力 180、外旋筋力 180 とした。 
2-2-c 徒手抵抗筋力トレーニング 

 独自に考案した 3 種類の徒手抵抗筋力トレーニ

ングを行った。各部で、全体に対してトレーニング

の方法と意識するポイントを指示した。 

2-3 統計処理 

遠投では、硬式野球部と軟式野球部はそれぞれ

硬球と軟球を使用したためボールの重さが異なっ

た。そこで、遠投距離を偏差値化して、各筋力との

関係を調べた。トレーニング前後での筋力や遠投

距離の比較には、対応のある t 検定を用いた。また

両群間の比較には、対応のない t 検定を行った。ト

レーニング前後の筋力の変化と遠投距離の変化の

関係には、ピアソンの相関分析を行った。本研究に

おける統計的有意水準は 5％とした。なおすべての

統計分析には JMP8.0 を用いた。 
また、トレーニングの効果の大きさを評価する

ために効果量を算出した。さらに、トレーニング群

において、トレーニング前後で特徴的なデータが

みられた被験者の主観的な意見や考えを聞くため

に半構造化インタビューを行った。 
 

3. 結果と考察 

本研究ではトレーニングの実施回数を週 4 回の

2 週間、計 8 回に設定していたが、両部活ともに練

習が雨で中止になった日があり、硬式野球部が計 4
回、軟式野球部が計 4 回のみの実施となった。ま

た、トレーニング群全員が予定した回数の半分以

上の回数を行っていたため、全員を分析の対象と

した。 
トレーニング前後における各測定項目の筋力は、

表 1、2 の通りである。 
トレーニング群の遠投、伸展筋力 60、伸展筋力

180、外旋筋力 60、外旋筋力 180 は有意な増加を示

した。一方、コントロール群に有意な変化はなかっ

た。トレーニング群におけるトレーニング前後で

の各筋力の変化率と遠投距離の変化率は、表 3 の

通りである。各筋力の変化と遠投距離の変化との

関係には、有意な相関関係が認められなかった。 
先行研究と同様に、本研究でも肩関節の内旋筋

力と遠投距離との間には測定項目のなかで最も強

い相関関係が認められた。しかし、本研究のトレー

ニング前後で内旋筋力が向上していない、あるい

は向上が小さいが遠投距離が大きく向上していた

被験者がいた。そこで遠投距離に最も関係がある

と考えられる測定項目の内旋筋力 60 においてトレ

ーニングの効果が弱いとされる d＜0.5 であり、遠
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投距離においてトレーニングの効果が中程度以上

とされる d≧0.5 であるトレーニング群の被験者 3
名にインタビューを実施した。インタビューから、

筋力測定の結果として現れなかったが、被験者 A
は「内旋の筋群に効いている感覚があり、トレーニ
ング翌日にはトレーニング最中に使っていた筋肉
に張りを感じた。」と述べていた。また、「肩に痛み
があってその痛みは完治したがそれから腕が強く
振れなくなっていた。トレーニングを行った後で
は何も気にせずに腕が良く振れるようになった。」
と述べていた。被験者 B は「キャッチャーをして
いて、以前よりセカンド送球の球が低くなりいい
送球がいっている。」と述べていた。さらに、被験

者 C は「ボールをリリースする瞬間に力が伝わる
ようになったと感じる。」と述べていた。 
これらのインタビューから、今回の筋力測定で

は有意な増加は認められなかったものの内旋筋群

トレーニング効果があったと考えられる。それに

加えて、肩の不安を解消する可能性があることが

示唆された。 
  

4. まとめ 

徒手抵抗による筋力トレーニングで投能力は向

上するのかについて調べた結果、次の結果が得ら

れた。 
1．遠投能力に加えて肩関節伸展・内旋・外旋筋力

が向上した。 
2．特徴的な被験者への半構造化インタビューから、

内旋筋群へのトレーニング効果だけでなく投

球の不安を解消する可能性がある。 
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表 3 遠投距離の変化率と各筋力の変化率

 

表 1 トレーニング群における遠投能力と各筋力の変化 

 

表 2 コントロール群における遠投能力と各筋力の変化 

トレーニング前 トレーニング後

平均±標準偏差 平均±標準偏差

遠投(m) 72.9 ± 7.3 74.5 ± 7.1* 0.22 小

伸展筋力60　(Nm) 53.9 ± 10.6 59.6 ± 8.9** 0.54 中

伸展筋力180 (Nm) 40.9 ± 8.9 45.6 ± 8.3** 0.53 中

内旋筋力60　(Nm) 18.2 ± 6.4 20.2 ± 6.2 0.31 小

内旋筋力180 (Nm) 11.4 ± 4.7 11.5 ± 3.7 0.02 無

外旋筋力60　(Nm) 34.0 ± 5.8 40.9 ± 7.7** 1.19 大

外旋筋力180 (Nm) 27.6 ± 6.5 34.9 ± 8.2** 1.12 大

*:p<0.05，**:p<0.01

評価効果量

トレーニング前 トレーニング後

平均±標準偏差 平均±標準偏差

遠投(m) 74.7 ± 6.8 74.2 ± 6.9 −0.07 無

伸展筋力60　(Nm) 58.6 ± 8.5 59.6 ± 8.7 −0.12 無

伸展筋力180 (Nm) 45.9 ± 8.0 44.2 ± 6.3 −0.21 無

内旋筋力60　(Nm) 18.5 ± 5.7 18.0 ± 5.9 −0.09 無

内旋筋力180 (Nm) 11.3 ± 3.9 12.6 ± 4.3 −0.33 小

外旋筋力60　(Nm) 34.6 ± 7.7 35.5 ± 8.8 −0.18 無

外旋筋力180 (Nm) 27.6 ± 7.7 31.1 ± 8.7* −0.46 小

*:p<0.05，**:p<0.01

効果量 評価

相関相関（r） p値

伸展筋力60の変化率 −0.281 0.274

伸展筋力180の変化率 −0.181 0.486

内旋筋力60の変化率 −0.215 0.408

内旋筋力180の変化率 −0.218 0.404

外旋筋力60の変化率 −0.468 0.058

外旋筋力180の変化率 −0.095 0.718

*:p<0.05，.**:p<0.01 　　　


