
Ⅰ． 緒言

投・打に関するバイオメカニクス的な研究では，１９

８０年頃までは側方からの１台のカメラを用いて関節

中心や身体分節（セグメント）の質量中心の移動速

度，あるいは関節角速度を分析する２次元運動学的

観察（キネマティクス）が中心であった４，５，９，１７）．その

後２台以上のカメラを同期し，３次元位置座標を算

出するＤＬＴ法（Ｄｉｒｅｃｔｌｉｎｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｍｅｔｈｏｄ６））が開発されると，３次元キネマティクスが

その研究対象となった１０，１１，１２，１３，１４，１８，１９）．そして，

１９９０年代に入ると，パーソナルコンピュータや演

算・解析ソフトウェアの急速な進歩に伴い，加速度か

ら投射物に加えられた力を逆算する「逆ダイナミク

ス」を用いた３次元運動力学的観察（キネティクス）

が研究の中心となった．さらに，この頃になるとセグ

メントの慣性特性などの研究も進み１），関節トルクを

時系列的に解析する試みもみられ始めた．すなわち，

投・打に関するバイオメカニクス的研究は，主に「位

置の変化」を記述するキネマティクスから「力の発生

源」を探るキネティクスへと発展してきた．そして２００

０年代では，各セグメントが持つ力学的エネルギーが

どのように投てき物に流入（エネルギーフロー）される

かが，その研究対象になってきている１０，１１，１２，１３，１４）．

ところで，やり投げや野球の投球に代表されるオ

ーバーハンドからの投げでは，より高い初速度を得る

ためには下肢から上肢にかけての運動連鎖が重要

であることが指摘されている２，５，７，１１，１３，１９）．つまり，こ

れらの動作においては，助走やステップによって得た

身体全体の並進運動のエネルギーを，遠位端にあ

る利き手－投射物系にいかに効率よく伝えるかが技

術の本質といえる．そして，この並進エネルギーを生

み出すのも，それを減じてより上位のセグメントや遠

位端に伝えるのも，地面を蹴る力（地面反力）と時間

の積（力積）が重要となる（もちろん，そのエネルギー

源は概ね筋の発揮した力である）．一方，空中でボー

ルを加速させるハンドボールのジャンプシュートやバレ

ーボールのスパイクでは，前上方への運動エネルギ

ーは得られるものの，地面という支えがないため角運

動量保存の法則や作用反作用の法則により特定の

セグメントを加速する動きが緩衝されてしまい，力学

的エネルギーをより上位のセグメントに伝えることが難

しいと考えられる８）．しかしながら，力学的エネルギ

ーフロー的観点からのボール加速のメカニズムの研

究については，野球２，７，１１，１３）やハンドボールのステッ

プスロー５）などにとどまり，空中での投・打運動につ

いてはほとんど報告例がない．

そこで本研究では，エネルギーフローの観点から

ハンドボールのステップスローとジャンプシュートにつ

いて比較し，次にジャンプシュートとバレーボールのス

パイクについて比較することで，動きの指導への応
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用を目的として検討を行った．

Ⅱ． 方法

１． 被験者

被験者はともに関東大学女子１部リーグに所属す

るＴＪ大学ハンドボール部員（以下Ｈ群）７名および

バレーボール部員（以下Ｖ群）７名であった．被験者

の身体特性等は，Ｈ群：年齢２０±０．８歳，競技歴

８±１．２年，身長１６４．７±５．０２ｃｍ，体重５９．４±４．９

６ｋｇ，Ｖ群：年齢２０±０．８歳，競技歴１１±２．１年，身

長１６９．７±６．６３ｃｍ，体重６２．３±６．４２ｋｇ，であった．

なお，被験者は全員右利きであった．

被験者には，実験に先立ち研究の目的と実験の

安全性について口頭で説明し，同意を得た．また，

本研究は東京女子体育大学女子体育研究所・共

同研究規定に基づく倫理審査を受けた．

２． 実験方法

被験者には，十分なウォーミングアップの後，Ｈ群

では，ステップスローでのシュート（以下ＳＳ）とジャン

プシュート（以下ＪＳ：利き腕と逆の片足踏み切り）を

この順で行わせた（両足立ちでのボール保持後トラ

ベリングとならないステップ以内）．ターゲットは８．０ｍ

前方にある高さ１．６ｍの的とし，できるだけ速いボー

ルを投げるよう指示した．なお，ジャンプシュートでは

ディフェンスの上からシュートを打つような，できるだ

け高い位置からの速いシュートを意識させた（実際

のディフェンスなし）．Ｖ群では，オープントスに対しス

トレートスパイク（以下ＶＳ）を行わせた．被験者の手

の最高到達点によってスパイク角度は異なるため，

ターゲットは設けずにできるだけ速いボールを打つこ

とだけを指示した（ネットなし，アウトとならない９．０ｍ

以内）．Ｈ群，Ｖ群ともそれぞれ最低３回の試技の内，

本人の内省感に基づいた最良の試技を分析対象と

した．

３．３次元座標取り込み

身体各部位の３次元座標は，６～８台の赤外線カ

メラを被験者の周りに配置し，光学式三次元動作

解析システム（ＶｉｃｏｎＭＸ：ＶｉｃｏｎＭｏｔｉｏｎＳｙｓｔ

ｅｍｓ社製）により取り込んだ．３次元座標値は実験

空間内の固定点を原点とし，ボールの進行方向（進

む向きを正）をＹ軸，鉛直方向上向きをＺ軸，ＹとＺ

の外積方向へＸ軸とする直交３軸により表現した．

また，同時にハイスピードビデオカメラ（ＩＥＥＥ１３９４

ｂ：ＶＩＳＯＬ社製）を被験者左側方に配置し，上記シ

ステムとの同期撮影を行った（動作確認用）．なお，

いずれのカメラもサンプリング周波数は２００Ｈｚであ

り，分析における平滑処理は行わなかった（次節の

力学的モデルにおいてセグメント長を一定（剛体）と

する近似を行うため，実際には移動平均的平滑処

理となる）．

身体各部位の反射マーカーは，全身２６カ所（頭

部－体幹：頭頂点・第７頸椎・左右腸骨稜上部（腹部

最小囲部），下肢：左右大転子・左右膝外側関節裂

隙・左右外踝・左右踵点・左右足尖点，上肢（かっこ

内は右のみ）：左右肩峰点・上腕骨外側（内側）上

顆・橈骨（尺骨）茎状突起・第３指ＭＰ関節・第３指

爪）に，また，ボールには４～６カ所にマーカーを貼り

付けた．

４． 力学的モデルおよび分析項目

座標取り込みにおいては，スティックピクチャーの

描写のために全身をその対象としたが，分析対象は
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図１　力学モデルにおける１８関節および７セグメ
ント



体幹（左右・大転子）より上部とした．力学モデルは，

１８自由度の関節（ｊ）および７セグメント（ｉ）とした（図

１）．すなわち，関節角の定義についてはＮａｉｔｏとＭ

ａｒｕｙａｍａ１４）の方法に従い，各関節点（右前腕部

については内外側マーカーの中点）の３次元座標値

をもとに，解剖学的関節角に一致するオイラー角を

計算した．関節運動軸（符号）は，ｊ１：体幹の後傾

（＋）/前傾（－），ｊ２：右側屈（＋）/左側屈（－），ｊ３：

左回旋（＋）/右回旋（－），ｊ４：肩甲帯中心の右傾

（＋）/左傾（－），ｊ５：右肩の外旋（＋）/内旋（－），ｊ

６：内転（＋）/外転（－），ｊ７：水平屈曲（＋）/ 伸展

（－），ｊ８：右肘の伸展（＋）/屈曲（－），ｊ９：右前腕の

回外（＋）/回内（－），ｊ１０：右手首の背屈（＋）/掌屈

（－），ｊ１１：尺屈（＋）/橈屈（－），および左上肢にお

ける肩，肘，手首（右と同順にｊ１２～ｊ１８）であった．

セグメントの特性には，阿江ら１）の身体部分質量比・

中心比および慣性特性を用い，体幹（ｉ１），右上腕

（ｉ２），右前腕（ｉ３），右手（ｉ４），左上腕（ｉ５），左前

腕（ｉ６），左手（ｉ７）とした．また，体幹近位端点（左

右大転子中点）を本モデルの最近位端点と定義し

た．なお，以降断りのない限り，上肢・上腕等の表記

は投球腕（右）を指すものとする．

力学モデルからの諸変量の計算式と解説１４）を文

末補足資料に示した．概略は次のとおりである．まず，

各セグメントの質量中心に作用する力および質量中

心回りに作用するモーメントと，関節トルクとの関係か

ら，運動依存項（ジャイロモーメント，コリオリ力，求

心力，体幹近位端点の並進加速度に起因する項），

重力項，ボールから受ける外力依存項（反作用）を

導出した．さらに，関節が発揮するパワー（筋モーメ

ントパワー）は，それぞれの軸回りの関節トルクと関

節角速度との積により算出した．なお，体幹近位端

点に働く関節力と関節力パワーは，力学モデルの外

部から各セグメントのリンク系に作用する成分とし，

これらは下肢の関節モーメントにより与えられたもの

と仮定した．

関節トルクパワーとセグメントに生じるパワーはそれ

ぞれ，パワーの発生源（関節トルクおよび関節力に

起因するパワー）とセグメントまたはボールに出力され

るパワー（並進および回転パワーの和）を示している．

これらパワーの各成分を積分することで，各関節モ

ーメントによる仕事および各セグメントに供給される力

学的エネルギー，そしてエネルギーの伝達を決定づ

ける，筋，外力，運動に起因する各依存項の貢献度

を算出した．

積分計算に際し，フォワードスイング開始時刻は右

肩に対する手先の加速度の水平成分（Ｙ方向）が

負から正に転じる時刻と定義し，ボールリリース直前

（１/２００秒前）までを積分した．

本研究における検討項目は，結果の記述順に以

下のとおりである．

１） ボール初速度

２） ボール投射高（ボール質量中心）

３） 関節トルク

４） セグメントの運動エネルギー

５） セグメントへの運動エネルギーフロー

６） 運動指導での応用

５． 統計処理

結果は平均値と標準偏差で示し，Ｈ群内におけ

るＳＳとＪＳの比較においては，対応のあるｔ検定を，

Ｈ群のＪＳとＶ群のＶＳとの比較においては，対応の

ないｔ検定を行った．また，各セグメントが持つエネ

ルギー等の諸変量とボール初速度との相関分析を

行った．危険率の有意水準は５％とした．

Ⅲ． 結果および考察

１． ボール初速度と投射高

Ｈ群のボール初速度と投射高は，ＳＳ：１８．５±１．０

１ｍ/ｓと１．７６±０．０４ｍ，ＪＳ：１７．８±１．７２ｍ/ｓと２．２

４±０．０９ｍであった．２種類のシュートの初速度の

間には５％水準の危険率で，投射高の間には０．１％

水準の危険率で有意な差が認められた．ＳＳに対す

るＪＳのボール初速度の割合は，９５．７±４．８９％であ

った．また，図２に示したように，この両者には１％水

準の危険率で有意な相関関係が認められた（ｒ＝０．

９３３）．ハンドボールのジャンプシュート同様，地面か

ら反力が得られない水球において，水中での投球は

陸上の９７％であったと報告されている（舟崎：２００６，
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文献１６より引用）Ｔｏｙｏｓｈｉｍａら１７）は，動作制限に

よる投げの比較から，通常の投げのボール速度に対

して，脚の踏み出しを行わないと，８４．０％であったと

報告している（１００ｇのボール）．つまり，ハンドボール

や水球の熟練者においては，下肢が生み出す並進

の運動エネルギー以外からボール速度の獲得がな

されているといえる．

Ｖ群のボール初速度と投射高は，ＶＳ：１８．９±１．７

８ｍ /ｓと２．４７±０．０８ｍであった．ＪＳとＶＳの間に，

ボール初速度には有意な差は認められなかったが，

投射高には０．１％水準の危険率で有意な差が認め

られた．

２． 関節トルクの時系列変化

図３に被験者２名（ＳＳとＪＳは同被験者）の関節ト

ルクの時系列変化を示した（マイナスのトルクはグラ

フ内に示した関節の回転と逆向き：方法に記した＋

/－参照）．

まず，リリースあるいはインパクト前後に注目してＳ

Ｓについてみると，体幹では常に発揮されていた前

傾トルク（約２００Ｎｍ）がインパクト直前で急激に後

傾トルク（約８００Ｎｍ）に転じ，これが体幹の左回旋

（約１００Ｎｍ）や左側屈（約２００Ｎｍ）に比べて極め

て大きかった．体幹が前に倒れる動きを止めることで

その運動エネルギーを遠位に伝達しているといえる．

これに対しＪＳでは，体幹の後傾・前傾においては同

様の傾向がみられるものの，左回旋のトルクがリリー

ス直前まで発揮され，これによって生じる動き止める

ための右回旋トルク（約３００Ｎｍ）がリリース時に強

く発揮されていた．肩関節についてみると，ＳＳとＪＳ

に大きな差は観察されなかった．ＳＳおよびＪＳともに

リリース直前まで，同程度の内旋トルク（約２５Ｎｍ）

と水平屈曲トルク（約２５Ｎｍ）がみられ，それぞれイ

ンパクト直前に外旋トルク（約５０Ｎｍ）と強い水平伸

展トルク（約２００Ｎｍ）に転じた．上腕の動きを止める

ことで前腕・手部にエネルギーを伝達しているといえ

る．そして，若干の内転トルク（約３０Ｎｍ）がみられ

た．肘関節についてみると，動きとしては肘伸展局

面であるリリース前後に，常に大きな屈曲トルク（約３

０～６０Ｎｍ）が発揮され，ＳＳのほうが２倍程度大き

かった．これは，遠心力や運動エネルギーの伝達に

よって肘が伸展しすぎるのを防ぎ，適度な肘屈曲角

度を保つためと考えられる（理由は節末）．前腕・手

関節についてみると，前腕回内・回外トルクはほとん

ど発揮されず，掌屈トルク（約１０～２０Ｎｍ）が主に

発揮されていた．そして，若干の橈屈トルク（約１０Ｎ

ｍ）がみられた．

次に，ＪＳとＶＳを比較すると（被験者が異なるた

め定性のみ），体幹の後傾トルクや左回旋トルクに関

しては，ほぼ同様の傾向がみられた．しかし，ＪＳで

は左側屈トルクがみられたのに対し，ＶＳではインパ

クト前後に左側屈トルクが減じ右側屈トルクへと転じ

た．バレーボールでは，より高い位置でのスパイクが

求められるため，上肢を加速しながらも体幹は直立

位に保つ動きが生じたためと考えられる．また，次項

で述べるが，ＶＳでは肩の内転トルクが強く発揮され

ているため，これを助けるための働きとも考えられる．

肩関節についてみると，内旋・外旋トルクについては

同様の傾向がみられ，水平屈曲・伸展トルクについ

てはＶＳのほうが小さい傾向であった．ＶＳでのリリー

ス前後に最も強いトルクを発揮していたのは，肩関

節の内転であった．本研究の角度定義はオイラー角

（直交３軸）を用いたため，肩伸展・屈曲は定義でき

なかった．しかし，内転と水平伸展トルクの合力によ

って伸展トルクが発揮されることを考慮すれば，ＶＳ

のほうが肩伸展運動は強いのかも知れない．

肘関節については，やはり強い屈曲トルクが観察
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図２　SSとJSのボール初速度の関係
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された．より高い位置でボールを打つことが求められ

るバレーボールでは，ハンドボールに比べてより肘伸

展位でインパクトを行っているものと思われるが，両

者において肘屈曲トルクが観察された理由として次

のことが考えられる．すなわち，肩関節の内旋運動

によって生じる手やボールといった末端の接線速度

は，上腕の長軸方向に等しい関節軸の方位ベクトル

に対して，より遠位にあったほうが高くなる．このた

め，肩の内旋運動を有効利用するためには肘屈曲

位が求められる．しかし，体幹の垂直軸および水平

矢状軸の方位ベクトルからは肘伸展位のほうが末端

は遠位となり，接線速度が高くなる．ただし，慣性モ

ーメントも大きくなり角速度は低下するため，肘関節

は３つの方位ベクトルからの直交距離と慣性モーメ

ントなどとの相互作用から，投球に最適な軽度屈曲

位に調節されているものと考えられる．なお，野球の

投球おける同様の研究において，「投球動作の加速

期において，肘関節はボールリリースまで伸展してい

くものの，リリース前に肘屈曲トルクが働く」ことが報

告されている２，１１，１２，１３，１４）．そして，肘伸展角速度の

増大は，肩関節の加速度や上腕の角速度（運動依

存角速度）による影響が大きく２），上腕二頭筋や上

腕筋といった肘屈曲筋群は，伸張性収縮を強いられ

る．また，宮西ら１１）は，「肘関節を介して上腕から前

腕に流れ込むエネルギーの約７５％は上腕から流れ

てきた．肘伸展角速度の増大は，体幹や肩関節筋

群によって生み出されたエネルギーが，関節や筋・腱

を介して前腕へ転移した」としている．そして，この

現象について「フォロースルーで余剰なエネルギーを

吸収して伸展損傷を防ぐ」可能性を示唆している．

しかし，肘関節を損傷しやすい野球の投球だけでな

く，肘関節が傷害好発部位とならないバレーボール

のスパイクにおいても肘屈曲トルクが観察されたこと

は，野球とバレーボールの違いはあるものの，宮西ら

の仮説を否定するものであろう．

３． 運動エネルギーの時系列変化

図４に被験者２名（前節と同被験者）の，体幹，上

腕，前腕，手部，ボールにおける運動エネルギーの

時系列変化を示した．なお，上肢の各運動エネルギ
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ーについては，体幹に対する相対速度で算出してお

り，絶対速度でみたものより１０Ｊ程度低い値となって

いる．また，手部についてもＭＰ関節の速度を用い

ているため，特にＨ群ではボール速度とほぼ同速度

となる指先で算出したものよりもさらに１０Ｊ程度低い

値となっている．

まずＳＳについてみると，体幹の運動エネルギーが

踏み込み足（左足）着地後からリリースにかけて低

下し，上肢へと伝えられている様子がみてとれる．フ

ォワードスウィング局面では体幹は前傾トルクを発揮

しているため，体幹を前に倒しながらも並進の運動

エネルギー（体幹重心の移動速度）を低下させて上

肢に伝達している．上肢については上腕，前腕，手

部の順に運動エネルギーのピークがみられ（運動連

鎖），そのエネルギー量はほぼ同程度であった．

次にＪＳとＶＳについてみると，体幹の運動エネル

ギーは左足離地後やや波を打ちながら低下してい

る．離地後の重心上昇速度は重力加速度によって

直線的に低下し体幹軸回りの運動が生じなければ，

速度の２乗に比例する運動エネルギーは下に凸の２

次曲線で低下するはずである．しかし，リリース直前

に一旦上昇するのは，体幹の前傾や左回旋トルクに

よって運動エネルギーを増しているためといえる．た

だし，この時刻には上腕・前腕の運動エネルギーは

減少し，手部の運動エネルギーへと伝えられている．

ＳＳと比べ，体幹の運動エネルギーが増しながらリリ

ース・インパクトを迎える点は，空中でボールを加速さ

せる動作の特徴といえよう．上肢についてはＳＳと同

傾向であったが，ＶＳにおける手部の運動エネルギ

ーについては，ＳＳやＪＳと比べ急激な上昇をみせ，

そのエネルギー量も高かった．これは，ハンドボール

とは違いインパクトまでボールを保持していないことが

理由である（質量は，ハンドボール：０．３６ｋｇ，バレーボ

ール：０．２８ｋｇに対し，手部０．３ｋｇ前後であり，ボール

を保持すると手－ボール系の質量は約２倍となる）．

４．リリース・インパクト時の運動エネルギーとボール

初速度との関係

図５に，リリース・インパクト直前（１/２００ｓｅｃ前）の

各セグメントの運動エネルギーを示した．ＳＳとＪＳの

比較ではすべてにおいて有意な差が認められ，地面

を蹴ることのできるＳＳでは上肢３セグメントにおいて

高い値を示し，空中動作であるＪＳでは体幹におい

て高い値を示した．ＪＳとＶＳの比較では，ＶＳにおい

て上腕・前腕の運動エネルギーが高く，体幹におい

てはＪＳのほうが高かった．

表１に，ボール初速度とリリース・インパクト時の各

セグメントの運動エネルギーを，被験者ごとに示した．

表下段はボール初速度との相関係数と有意水準で

ある．ＳＳでは遠位セグメントの運動エネルギーほど

ボール初速度との相関係数は高くなり，手部との間

に５％水準の危険率で有意な相関関係が認められ

た．ＪＳにおいても上肢においてはＳＳと同様の傾向

がみられたが，体幹の運動エネルギーとの相関は有

意ではないものの上腕よりも高かった．ＶＳにおいて

は，有意な相関は認められなかったが，ＳＳとは全く

逆の傾向がみられ，近位セグメントの運動エネルギ

ーほどボール初速度との相関が高かった．前節で述

べたとおり，ＪＳやＶＳといった空中動作では体幹か

ら上肢にかけての運動連鎖はみられず，体幹の動

きはそのまま，手－ボール系を加速させている（運動

エネルギーの直接伝達）といえる．Ｊｏｒｉｓら７）は，女

子ハンドバール選手のＳＳについて，ボールに対して

発揮されたパワーやボールになされた全仕事５５Ｊの

約７３％はリリース前０．０５ｓｅｃに集中し，この内約３

０％は手首と指の屈筋群に由来するとしている．本

研究のＳＳも同様の傾向を示したが，ＪＳにおいては

異なる傾向を示したといえる．
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図５　各セグメントの持つ運動エネルギー
（リリース・インパクト直前）



５． エネルギーフロー

図６に，リリース・インパクト時の上肢各運動エネル

ギーに対する，各関節からの運動エネルギーフロー

を示した．符号がプラスの場合は，その関節トルクパ

ワーによって運動エネルギーが流入（供給）され，マ

イナス場合は，その関節トルクパワーに吸収（転移）

されたことを示している．なお，左上肢の各運動エネ

ルギーは，体幹に対してのエネルギー供給はみられ

たが，右上肢に対しては全く供給していなかったた

め割愛した．

３つの試技全体を通していえることは，上腕部の

運動エネルギーは，主に体幹の左側屈（ｊ２）によって

供給され，後傾（ｊ１）に吸収されていた（上腕の運動

エネルギーが体幹の後傾に働いた）．そして，肩関

節の３方向のトルクパワーによる運動エネルギー供給

（ｊ５～ｊ７）は非常に小さかった．前腕部に関しても，

やはり運動エネルギーは，主に体幹の左側屈（ｊ２）

によって供給され，ＳＳでは体幹の左回旋（ｊ３）によ
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表１　リリース・インパクト時のボール初速度と運動エネルギー



っても運動エネルギーが多く供給されていた．また，

肩関節の内旋（ｊ５）や肘関節の伸展（ｊ８）に吸収さ

れていた．手部に関しては，主に体幹の前傾（ｊ１）に

よって運動エネルギーを供給され，ＳＳにおいては体

幹の左回旋（ｊ３）からも運動エネルギーが供給され

ていた．手関節からのエネルギー供給はほぼゼロで

あり，前節で述べたように，手部の運動エネルギーの

増加には体幹の貢献が大きく，特に空中動作である

ＪＳとＶＳでは体幹前傾の運動エネルギーの供給が

重要であった．

高木１６）は，水球の投球においては地面を押し蹴

って重心を並進的に加速することが困難なため，体

幹の捻り，すなわち骨盤に対して上体の逆捻りとそ

の捻り戻し動作による運動を末端部に転移すること

が重要と記している．また，増村ら８）は，バレーボール

における全日本男子は体幹の後傾・前傾，世界の男

子は体幹の長軸回り（左回旋）を利用しており，長軸

回りの回旋のほうが慣性モーメントは小さいために，

素早い動作ができ，肩の速度を高められるとしてい

る．本研究の被験者は女子のみであったため，男女

の動作の違い１５）が表れたものかもしれない．

Ⅵ．まとめと運動指導への応用

本研究では，空中動作におけるボール加速のメカ

ニズムを解明するため，ハンドボールおよびバレーボ

ール選手それぞれ７名について，ステップシュート，

ジャンプシュートおよびストレートスパイクの３次元分

析を行った．空中でボールを加速させる動作の特徴

として，次のことが明らかとなった．

①　体幹の貢献が極めて大きく，体幹の前傾は運

動連鎖（エネルギーフロー）よりも手部・ボールの直

接加速を行っていた．

②　体幹の左側屈が上腕・前腕の運動エネルギー

増加に貢献し，そこから遠位への運動連鎖はみら

れた．

③　肘や手首の関節トルクパワーはその遠位にある

セグメントの運動エネルギーの増加にほとんど貢

献していなかった．

④ リリースやインパクト前後の肘伸展局面におい
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ても肘屈曲トルクが発揮されていた．

以上のことをもとに，ジャンプシュートやスパイク動作

の指導法について検討する．

１） ハンドボールのジャンプシュートについて

ハンドボールのジャンプシュートについて，筆者らは

次のような指導をしてきた．「まず，利き腕と逆の片足

で踏み切り，最高点でいわゆる「ショルダースロー」を

行う．右投げの場合，踏み切り（左足）前の右足体

重支持時に両膝をゆるめ，左肩・左腰を前方に出す

ように体幹を右に捻り，左足体重支持時に反動を利

用して踏み切る．踏み切る瞬間にはボールを保持し

ている右腕・右肩を後方に引き，踏み切り後のバック

スイングは肘を曲げ，上体から離れないように小さく

し（右肩甲骨が左肩甲骨に寄るよう胸に張りをつく

る），フォワードスウィング局面では，右肘は右耳よりも

上にキープし，体幹の捻り戻し，手首のスナップを使

いシュートを放つ．」．

この内容を本研究結果から検証すると，体幹回

旋の重要性を強調している点は共通する．しかし，

左側屈についてはあまり指導に組み込んでいなかっ

た．「左肘とともに左脇腹を締める」というよう表現で

の指導も一考に値する．また，一見重要に思われる

肘伸展を強調するような指導はしていなかった．今

回の研究から，肘伸展局面においても肘屈曲トルク

が発揮されることが明らかとなり，指導上の誤りはな

かったといえる．スナップについては，手関節の掌屈

トルクが手部の運動エネルギーに貢献していないこ

とから，体幹からのエネルギーを受け取るために固

定的に使われている可能性がある．瞬時にいくつも

のポイントを意識することは難しいため，スナップはあ

まり強調すべき点でないかのかも知れない．

２） バレーボールのスパイクについて

バレーボールのスパイクについて，筆者らは次のよ

うな指導をしてきた．「スパイクを決めるための最初

の障害はネットと相手ブロックのため，「高さ」が必要

となる．ネットを越え，ブロックをかわしたら，次は相手

レシーバーが障害となるため，レシーブされないよう

な速い打球，もしくは相手レシーバーを弾き飛ばすよ

うな強い打球，すなわち「パワー」が必要となる．し

たがって，スパイクを決めるための最も基本的な要素

として「高さ」と「パワー」が挙げられる．そのために

重要なことは，ジャンプ後に背筋がピンとまっすぐに

伸びて空中バランスが良いことである．左腕を高い

位置に保つことはその手助けのひとつとなる．ボール

を強く打つためには，「反るフォーム」と「捻るフォー

ム」の２つがある．より良いスパイクを打つためには

「捻るフォーム」のほうが効果的と考えられる．なぜな

ら，「捻るフォーム」はボールを打つために背骨の縦

軸を中心とした身体の回転を利用するのに対して，

反るフォームは腹筋を使って上半身を元に戻すため

大きな筋力を必要とし，身体の操作が難しい．さら

に「反るフォーム」は顎が上がりやすく，相手ブロッカ

ーが見えにくくなり，相手ブロッカーやレシーバーにと

っても，ボールの出所が分かり易いというデメリットが

挙げられる．スウィングは腰の回転から，肩，肘，手首，

指先へと順番に力が伝導される，いわゆる「ムチ動

作」のように打球すべきである．ただしスパイクの場

合，高さの要素も加わるため，肘が高い位置を通る

ことが注意点となる．」．

この内容を本研究結果から検証すると，手部の

運動エネルギーの獲得には体幹の前傾が大きく貢

献し，次いで左回旋であった．すなわち，相手との駆

け引きは別として，「捻るフォーム」よりも「反るフォー

ム」によってボール加速が行われていた．「捻るフォ

ーム」の獲得には技術・体力の両面からのアプロー

チが必要であろうが，「踏み切るときにもっと体幹を

右へ捻る」ことを強調した指導を行ってみたい．ネッ

ト・ブロックという障害があるため，「肘は高い位置を

通す」のは一般的な指導である．しかし，テークバッ

クで肘をかなり屈曲して頭部後方に位置させ，そこ

から肘伸展を強調した指導をみることがある．また，

この動きでは，肘をより頭部後方に位置させるため

体幹の反りが強調される．そして，このような指導を

受けた選手の打球はそれほど速くなく，また動きの修

正も難しいと感じることがある．男子選手の多くは，

フォワードスウィング直前の構えで，上腕（肩）を水平

伸展し，肘をあまり曲げずに手部を頭部の右後方に

位置させている．肘伸展トルクが発揮されていない
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点からも，肘を曲げすぎた構えは修正されるべきであ

ろう．
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【補足資料】

動力学的方程式

各セグメントの質量中心に作用する力および質量

中心回りに作用するモーメントと，関節トルク（Ｔ）との

関係式を以下に示す．

ただしｆＧｉ，ｎＧｉ，ｆｄはそれぞれセグメントｉの質量

中心に作用する力，質量中心回りに作用するモーメ

ント，手からボールに作用する力を示し，ＪＧｉ，Ｋｉ，Ｊｄ
はそれぞれ各関節とセグメントｉとの運動学的関係を

示すヤコビ行列である．関節トルク（Ｔ）は関節運動

軸と同様の１８関節からなり，ｊ軸回りの関節トルクを

Ｔｊと表わすことにする．１式における関節トルクとセ

グメントに働く力（またはモーメント）との関係を詳細

に表すため，１式の右辺を関節の運動学的変数を

用いて表すと以下の式となる．

ここでＨは慣性行列，Ｒ，Ｖ，Ｃ，Ｐは運動依存項

（それぞれジャイロモーメント，コリオリ力，求心力，体

幹近位端点の並進加速度に起因する項），Ｇは重

力項，Ｆはボールから受ける外力依存項である．

関節が発揮するパワー（関節トルクパワー）はｊ

軸回りの関節トルク（Ｔｊ）と関節角速度（ｊ）との積に

より表すことができる．これらは１式および２式を用い

て

と表すことができる．ここでｖｐ・Ｇｉは体幹近位端点に
対するセグメントｉの質量中心の相対速度，ωｐ・Ｇｉ
は固定座標系からみたセグメントｉの角速度（セグメ

ント角速度）を表している．また，体幹近位端点に働

く関節力（ｆｐ）と関節力パワー（ｖｐ・ｆｐ）は以下の式

で表すことができる．

本モデルでは体幹近位端点に作用する関節力

（ｆｐ）およびそれに起因するパワー（ｖｐ・ｆｐ）は，力学

モデルの外部からリンク系に作用する成分とし，これ

らは下肢の関節モーメントにより与えられるものと仮

定する．

３～６式を用いて関節トルクパワーとセグメントに生

じるパワーの関係を示すと

と表すことができる．つまり，左辺はパワーの発生源

（関節トルクおよび関節力に起因するパワー）を表し，

右辺はセグメント（またはボール）に出力されるパワー

（ｖＧｉ・ｆＧｉ・ωＧｉ・ｎＧｉはセグメントｉの並進および回転
パワーの和）を表している．また，関節トルクで発揮さ

れるパワーがどのセグメントに生じるかを決定づける
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項として運動依存項が介在している．一般に，各種

スポーツのスイング動作では，全身の多関節を高速

に回転させる動作が伴う．また，筋の生体力学的特

性として，Ｈｉｌｌの筋収縮力－短縮速度曲線に代表

されるように，パワー発揮能において制約的条件が

付与されることが考えられる．したがって，大きなセグ

メントパワー（力学的エネルギー）をスイングシステム

の遠位部（例えば手やボール）で発生させるために

は，遠位関節回りの筋のパワー発揮能に依存する

のではなく，近位関節を含む全身の関節回りの筋で

発生させたパワーを，運動依存モーメントなどを介し

て遠位部に伝達させる方略が伴うことが予測され

る．７，８式を用いることにより，パワーの発生源と出

力先およびその伝達機序を詳細に分解して示すこ

とが可能である．

本研究では８式を用いることで，関節モーメントに

起因するセグメントパワーを算出した．また７式を用

いて各依存項に起因するパワーも同時に算出した．

これらパワーの各成分をコッキング期と加速期別に

積分することで，各関節モーメントによる仕事と，セグ

メントに供給される力学的エネルギーおよびエネルギ

ーの伝達を決定づけている筋，外力，運動に起因す

る各依存項の貢献度を算出した．
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