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特集 【エビデンスに基づく野球のコンディショニング】

谷中 拓哉
中,森下 義隆**

I.は じ め に

野球における豪快なホームランは,観ている私たちを

魅了するものである.近年は特にホームランなどの長打

を放つ能力が重要視されてお り,指導現場ではその能力

を向上させるための取 り組みが実施されている.こ の背

景には,長打率 と得点との間に強い相関関係があ り
41),

このようなデータを活用 したチームや個人が好成績を残

すようになったことが影響 しているだろう.長打の最た

る特徴は打球の飛距離が長いことであり,打球の飛距離

は風の影響を無視すれば,そ の初速度,発射角度,回転

速度によって決定する.そ して,こ れらの打球の特性は
,

投球されたボールの運動特性,バ ットの重さや材質など

の特性,バ ットスイングの運動特性,バ ッ トに対する

ボールのインパク ト位置によって決まる (Fig■).打球

特性を変化させたフライ トシミュレーションでは,回転

数による飛距離の変化は初速度と発射角度よりも小さく,

打球の飛距離に対 して初速度や発射角度の貢献が大 き

ぃ37)こ とが分かっている.ま た,初速度が大 きく,地面

に対 して上向きに約 30° で発射された打球が最 も飛距離
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FIビ11 打球の特性とそれを決定する要因.スイ
ング中に打者が変化させることができる
のはスイングとインパクトの要因となる.
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Fi3.2 4種類の打球速度における発射角度と飛距離との関係
(Nathan34)か ら引用).横 軸は発射角度.縦軸は飛距
離 (ft!フ ィー ト),各 点線は打球速度 (mph iマ イ
ル)を表している.打球速度が速くなるほど飛距離は
長くなり,発射角度が 30° 付近で飛距離が最大となる

が長くなること34)が示されている (Fi3 2).打 球飛距離

を伸ばすためには,上記のような特性を有する打球を放

つことが求められるが,こ のような打球を放つために打

250
（〓
）
に

∩
）

′０

/スイング (スピード・軌道)

/イ ンパクト (長軸。短軸)

/バット (材料。重さ。長さ)

/投球 (速度。回転)

亜醒□囲暴回

--.--75
--.--85
--.-. 95

--r-.105

`凝

レ
′
′′f′ =.75

,′ ″′′́ ル
′~

〆′
′

警

/ ■85

灘′′
;′

′́

,俸
″
′/0

′
′●

″
 ,95

鰺`1

科学的知見を考慮 した打球飛距離を伸ばすための

トレーニング・練習



88

構 え 踏出 し脚 接地

トレーニング科学 Vol.33N022021

体幹最大捻転  レベルスイング

開始

インハクト インハクト後

スタンス期 スイング初期 スイング中期

Fi8 3 スイング局面の定義
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者はどのような トレーニングや練習が効果的なのだろう

か .

実際の現場では,様々な トレーニングや練習が行われ

ているが,それらは指導者の経験に基づ くものや選手の

反応を主観的に判断したものが多い印象をもつ.効率よ

く競技力を向上させるためには,競技特性や動作のメカ

ニズムを理解 し,それぞれの トレーニング・練習の意図

や目的を把握 したうえで行うことが重要であろう.し か

し,打撃成績には様々な指標があるため,全体を網羅 し

た競技力の評価が難 しい.そ こで本稿では打球飛距離を

伸ばすことのみに焦点を絞 り,そのための トレーニング

や練習について考えてみる.具体的には,打球飛距離が

最大化されるインパク トやスイングの特徴についてバイ

オメカニクスの知見を述べたうえで,そ れを達成し,向

上させるための トレーニングや練習の方法に関して考察

する.な お,本稿において, スイングスピー ドとはイン

パクト直前のバットヘッド速度のことを表す.ま た,打

者の四肢の名称について,打席に立った際の捕手側の脚

を軸脚,投手側の脚 を踏出 し脚,バ ットを把持するグ

リップ側の手部を引手,バ ットヘッド側の手部を押手と

して表す.体幹部は,1つの関節 (体幹関節)に よって

上下に分かれていると仮定 し,それぞれを上胴,下胴と

して表すことにする.ま た,打撃動作を説明するために

F尊 3の ように局面分けをした.

Ⅱ.飛距離を伸ばすための

インパクトとスイング

投球されたボールを高速度の打球として打ち返すため

には,ボールに大 きな力積 (力 ×時間)を加える必要が

ある.平野
17)は ボ_ル に作用する力積を大 きくするため

の方策を単純なモデルで説明してお り,打者がインパク

トまでにできることは,バ ットに作用させる力積や角力

積を大 きくし,イ ンパク ト位置の速度 (ス イングスピー

ド)を大きくすることと述べている.こ の理由は,バ ッ

トとボールのインパク ト時間 (約 00005～ OЮ01秒 33))

が極めて短いために,イ ンパク ト時にバットがボールに

与える衝撃力に加えて,打者がバットを介 してボールを

押 し込むような力を加えることができないためである.

これらより,打球速度を大きくするために打者が行うべ

きことは,ス イング開始からインパクトまでの間にバ ッ

トをできるだけ加速させ,イ ンパク ト時に大きなスイン

グスピー ドを獲得することに集約される.一方,発射角

度につ゛てみると,ボール中心の下部をインパクトする

ことによってその角度は大きくなるが37), このようなイ

ンパク トでは打球の回転数が増加 し,並進速度が減少す

る25).水
平に対 して上向きのバ ット軌道 (ア ッパース

イング)でインパクトを迎えることは,落下 しながら飛

翔するボールに対 して直衝突の様相を有しつつ,打球を

上向きに放つことができる.イ ンパク ト時のバ ットと

ボールの運動を詳細に調べた先行研究
25“7)で は,約 9° の

アッパースイングでインパクトを迎えると打球の飛距離

が最大化することを明らかにしている.そ のため,大 き

なスイングスピー ドかつアッパースイングでインパクト

することが飛距離の獲得に重要だと言える.

Ⅲ.打撃動作のバイオメカニクス研究

インパクト時におけるスイングスピー ドの約 70%は
,

打者がスイング開始からバット長軸方向 (グ リップエン

ド側に引っ張る方向)に力を加え続けることによって生

成されている30).ま た,瞬間的にみてもバ ットに作用す
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る力の最大値が大きい打者ほど,ス イングスピードが速

いということが示されている9).こ れらの結果は,バ ッ

トに大きな力を加えられる打者が大きなスイングスピー

ドを獲得していることを表している.バ ットに大きな力

を加えるために,身体各部がどのように運動し,関節で

どのような力が発揮されているのだろうか.ま ずは,打

撃おいて動作が生じるメカニズムを説明し,下肢,体幹,

上肢のそれぞれの動作や力発揮の特徴をみていくことと

する.

A.打撃動作のメカニズム

野球の打撃は3割打てば好打者と言われるほど,成功

が難しい動作である.それは,バ ットを加速させつつ
,

高速で飛来するボールに合わせてタイミング良くバット

の芯の位置を操作するという高度な技術が求められるか

らだろう.打撃動作では打者の両脚が地面を押すことに

よって得られる反作用の力 (地面反力)が両脚に作用す

ることで身体の回転が生じる1626).そ して,こ の回転の

勢い (角 運動量)が下肢,体幹 (下胴,上胴),上肢 ,

バットヘと伝達していくことでバットが加速されること

となるお).こ のとき,踏出し脚が接地してから,下胴,

上胴,肘伸展の順に最大の回転速度が出現し“
),いわゆ

るムチ運動のような身体部分の遠位遅延と遠位速度加

算36)が
観察されている.ま た,イ ンパクトに向けて筋放

電が大きくなるタイミングが下肢,体幹,上肢の順に現

れる■ 打撃動作ではこのような連動的な運動によって

スイングスピードを獲得している.

B.下肢の運動

スイングスピー ドが速い打者は,両脚 ともに地面を押

す力が大 きいことが示されている4).地
面を押す力が大

きければ,打者はより大きな反作用の力 (地面反力)を

受けることになる.こ の力は身体を回転させる動力にな

るため,地面反力が大きいほど身体の回転の勢い (角 運

動量)を増加させることができる.打者が地面を押す力

は主に下肢の三関節によって生み出される 膝関節や股

関節で発揮された トルクが大きく,よ り多 くの力学的エ

ネルギーを体幹部へ伝達できた打者ほどスイングスピー

ドが速いことが示 されている1920).実
際にスイングス

ピー ドが速い打者ほど,膝関節や股関節の トルク発揮に

関与する臀部や大腿部の筋が肥大 している46)こ とゃ,ス
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クワットや垂直跳びといった下肢の筋力やパワーの測定

値が高ぃ40)と ぃう報告がある.こ れらのことから,ス イ

ングスピー ド向上のために,下肢では臀部や大腿部の筋

を肥大させ,打撃動作中に大きな力・パワーを発揮させ

ることが重要となる.

C.体 幹の運動

体幹の運動に注目すると,左右の股関節で発揮される

屈曲・伸展方向の トルクによって下胴の回転が誘発され

る21).そ して,上胴に先行 して下胴が投手方向に回転す

ることで,体幹部では下胴と上胴との間に捻 りが生 じる

しか し,こ の時に捻 り戻 しの回転速度が速い打者ほど
,

スイングスピー ドが速いということが報告されている29).

体幹関節は力学的エネルギーの伝達経路として機能 して

おり
19),上

胴と下胴が一体となって回転するほど下肢で

生成 した力学的エネルギーを体幹関節で吸収することな

く,上肢,バ ットヘと伝達させることができる.実際に

スイング初期 (Fig 3b)に は体幹部を捻転させる筋が伸

長性収縮をしてお り
19),上

胴が下胴の回転に追いつ くよ

うに体幹部の筋が力発揮 していることが予想される.ス

イングスピー ドが速い打者ほど,左右の側腹部の筋が大

きいことも示されてお り
4246),側

腹部の筋が左右 ともに

力発揮をす ることで下胴の回転に対する上胴の遅れが小

さくなり,ス イングスピー ドを高めることに繋がる可能

性がある.

D.上肢の運動

スイングスピー ドの原動力となるバット長軸方向の力

は,主に引手側の貢献が大 きい1).引
手側の各関節で発

揮される トルクや関節間で作用する力は押手側の各関節

に比べて顕著に大きく,こ れらがスイングスピー ドの生

成に貢献 している2).さ らに,ス イングスピー ドの速い

打者ほど,肩関節の トルクや関節間に作用する力によっ

て体幹から上肢へ大きなエネルギーを伝達させているこ

とが報告されている24).こ れらのように引手側の関節で

発揮される力はスイングスピー ドと密接な関係にあるこ

とが分かる.筋力的な側面をみると,ス イングスピー ド

が速い選手は,ベ ンチプレススロー (ベ ンチプレスで

バーベルを上方へ投げ上げる運動)のパワーが大 きく,

動作が高速になっても高重量を挙げられることが報告さ

れている27).打
撃動作はスイング開始からインパク トに
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向けて運動が高速化 していくため,イ ンパクト直前まで

バットに大きな力を加え続けることができれば,ス イン

グスピー ドをさらに高めることができる.そ のため,上

肢の関節は高速域でも大きな力を発揮できることが重要

になるだろう.

Ⅲ.指導現場への示唆

A.ト レーニングの方法 。メニュー

前章に示したように,イ ンパクトまでに大きなスイン

グスピードを獲得するためには,ス イング開始直後から

バットに力を加え続けることが重要となる.打撃動作は

スイング開始から,下肢,体幹,上肢,バ ットと順次的

に運動していくが,筋が力発揮してバットを加速させる

という観点でみると,身体各部位の筋がタイミングよく

収縮し,イ ンパクトに向けて動きが高速になった状態で

も大きな力を発揮 し続ける能力が求められるだろう.こ

れらを達成するためには,Rate of Force Development

(以下,RFDと 略す)や高速域での筋力 (以下,高速筋

力と略す)発揮の向上が重要になるだろう.

RFDと は力を立ち上げる能力のことをいう■' スイ

ング開始からインパクトまでのわずかな時間でバットに

大きな力を加えるには,各関節が短時間で大きな力を発

揮する必要がある.運動量―力積の関係から打者がバッ

トに加える力について考えると,力 の最大値が同じ選手

でもRFDが高い選手の方がインパクトまでに大きな力

積をバットに加えることができるため, スイングスピー

ドが速 くなる (F暮 4).RFDは ,発火頻度が高まるな

´
´

′
′

′

ローロ 選手 A

― ― 選手B

スイング開始                 ボール   時間

インパクト

Fし 4打 撃動作における Rate of Force Development
(RFD)の概念図.横軸が時間,縦軸がバットに力0
わる力であり,スイング開始からボール・インパ

クトまでに打者がバットに力0え た力の変化を示し
ている.RFD(力 の立ち上がり)が大きい方が,

線で囲まれた面積 (力 積)が大きく,同 じ時間で

もより大きなスイングスピードを獲得することが
できる.選手 Aと選手 Bは力の最大値は同じだが,
スイングスピードは選手 Aの方が速くなる.
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どの神経系の要因3543)や筋線維タイプなどの生理学的な

要因
1432)が

関与する.そ して,高強度の トレーニング18)

やバ リステイック (爆発的)な エクササイズを行 うこ

と8)に よつて向上する.

高速筋力についてみると,単関節運動や多関節運動の

カー速度関係から,筋収縮や動作の速度が小 さいと発揮

される力が大きくなり,反対に筋収縮や動作の速度が大

きいと発揮される力が小さくなるという反比例の関係に

なる13).イ ンパク トに向けてバ ットを加速させるために

は,各部位の速度が高まる中でバットに大きな力を加え

られる能力が必要となる 高速域でも大きな力を発揮で

きる要因としては,神経系の興奮性や筋線維タイプ,筋

の形状などが挙げられる13).高速筋力の発揮能力を高め

るためには,文字通 り高速域での トレーニングが必要と

なる6)ま た,バ リステイックなエクササイズを取 り入

れると,同 じ大きさの力をより大きな速度域でも発揮で

きるようになる7).RFDや 高速筋力を向上させるトレー

ニングの共通点は,爆発的な力発揮が必要なエクササイ

ズが挙げられる.こ れらの知見をもとにスイングスピー

ドを向上させるためには次のようなエクササイズが考え

られる (Fig 5).

1.ハ ング・クリーン (Fig.5a)

打撃動作では,股関節が力学的エネルギーの発生源 19'

であり,股関節を伸展させる筋 (大殿筋やハムス トリン

グス)が大 きいほどスイングスピー ドが速ぃ46).ハ ン

グ・クリーンは,高強度かつ股関節の伸展に寄与する筋

を鍛えることができるパワーエクササイズである5).こ

のエクササイズは,高重量のバーベルを一気に持ち上げ

ることになるため,打撃動作における股関節での爆発的

な力発揮を高めることに繋がると考えられる.た だし,

正 しいフォームで実施 しないと,力 発揮の様相が 目的

(股関節伸展)と 異なってしまう危険がある31).正 しい

フォームを習得するまでには,局面分けをした分習法が

用いられてお り12),基本的なレジスタンスエクササイズ

に比べて, フォーム習得までには時間がかかるかもしれ

ない.し か しながら,正 しいフォームを習得できれば
,

より高重量のパワーエクササイズができるようになるた

め,筋の力発揮能力を高め,ス イングスピー ドを向上さ

れられる可能性がある.こ のエクササイズにはキャッチ

と呼ばれるバーベルを受け止める動作 も含まれているが
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→

1勧 メディシンポール・チェストスロー

股関節周 りの筋の力発揮能力を高めることが主目的であ

るため,必ずしもキャッチをする必要はない.そのため

クリーン・ハイプル (ハ ング・クリーンと同様の動作を

行うが,バーをキャッチせず,肩 の高さまで挙上するエ

クササイズ)を用いることも可能である.

2.メ ディシンボール投げ

打撃動作のように身体を回旋させながら行う横方向へ

のメデイシンボール投げをトレーニングに加えることに

よって,ス イングスピー ドが向上 したという事例があ

る39).こ の研究では,体幹部の回旋筋力を向上させるこ

と,お よびその増加率がスイングスピードの増加率と関

連があることを示している.つ まり,横方向へのメデイ

シンボール投げを行うことで,体幹の回旋に関わる筋群

が鍛えられ,ス イングスピードを高めることに繋がるも

のと考えられる.ま た,先述したように,下胴の回転に

対して上胴が遅れ過ぎないように回転することがスイン

グスピー ドを高めるために重要となる291.通常,横方向

のメデイシンボール投げでは, ボールの重さによって上

胴部が回転しづらくなるため,下胴と上胴の回転にタイ

ムラグが生じやすくなる.ス イングスピードを高めるに

は,そのタイムラグができるだけ小さくなるように体幹

部 (上胴と下胴)を一つの剛体として回転させる意識で

エクササイズを行うことがポイントになる.実際に横方

向のメデイシンボール投げを取 り入れた事例23)で は,腕

と体幹部 (上胴と下胴)が一体となるようにして投球す

るように指示することで,ス イングスピードが向上した

→

F13.5 スイングスピード向上のための爆発的なエクササイズの例.これらのエクササイズは
重量や強度をコントロールすることが可能であるため,ト レーニングの進捗状況に合
わせて過負荷を維持しつつ漸増することができる.

ことが報告されている.一方,バ ットの運動と関節運動

との関係を調べた研究
22)で は,肘関節の伸展速度がス

イングスピー ドと関連があることを示 している.メ デイ

シンボールを用いたチェス トスロー (F尊 5b)は肘関節

を爆発的に伸展させるため,特に上肢の高速筋力を鍛え

るために有効なエクササイズであると考えられる.こ れ

らのメデイシンボール投げは動作の終盤 (ボ ールのリ

リース)に 向けて減速を伴わないバリステイックなエク

ササイズ1二 なるため,体幹や上肢の RFDや高速筋力を

向上させるうえで有効なメニューと言える

3.打撃動作を取り入れたエクササイズ

打撃動作を模 した姿勢でロープを牽引する等尺性収縮

のエクササイズ (Fig 6)を 8週間 (週 3回 )行 った研

究
15)で は,ス イングスピー ドが約 3%向上 したことが報

告されている.さ らに,こ の方法を応用 し,3つの姿勢

(踏出し脚接地時,レ ベルスイング開始時,イ ンパク ト

時,Fig 3)で等尺性収縮 を 9週間 (週 3回 )行 わせた

研究
23)で は,ス イングスピー ドが約 8%向上 した.こ れ

Fi3.6 等尺性収縮による□―プ牽引エクササイズ
(Higuchl et al.15)を もとに作図)
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らは,静上した状態から急激に最大の力発揮を行ってい

る.素早 く大 きな力を発揮する トレーニングは RFDを

高められる18)こ とが知られてお り, この練習によって打

撃動作に関与する筋の RFDが向上 したものと推察され

る.

また,通常よりも高速度でスイングすることや, フォ

ロースルーで動作が減速 しないような爆発的なスイング

をすることは高速筋力を向上させるために有効であると

考えられる.通常 よりも軽いバ ット (ま たは棒状の も

の)を用いて素振 りをすることによって,通常のバット

でスイングするよりも高速でスイングすることができる.

また,メ デイシンボール投げと同様にセンター方向へ

バ ットを投げる練習 も動作終盤で減速を伴わないため
,

爆発的なスイングを行うことができると考えられる (な

お,バ ット投げを行なう際は周 りの状況等をよく確認 し,

リスク管理をすることが必要である).ス イングスピー

ドの向上という観点からトレーニングやエクササイズに

ついてまとめると,上述 したメニューを組み合わせたり,

類似 したメニューでバリエーションを増やしたりするこ

とで,ス イング中の様々な速度域での力発揮に対応でき

ると考えられる (Fな 7).

B.打撃の技術練習

打撃動作は,爆発的なパワー発揮が必要とされる運動

であるため,その能力を向上させるための技術練習では

最大の努力度でスイングする必要があると考えられる.

また,ト レーニングにおける過負荷の原理から,質量や

慣性モーメントが大きいバット,すなわち打者にとって

振 りづらいバットを用いてスイングすることも有効であ

り,それによってスイングスピードの向上が観察されて

いる10).し かしながら,指導現場では回数をこなすだけ

の素振 りや,動作をコンパクトにした連続のトス打撃な

どの練習がある.こ れらの練習は別の意図があるかもし

れないが,打撃動作に求められる体力要素にアプローチ

できていないため,ス イングスピード向上の観点におい

ては効果的な練習とは言い難い.他にもインパクトにお

いてバットでボールを強く押し込むことに焦点を当てた

練習 (サ ンドバックやタイヤをバットで叩 く,ソ フト

ボールなど通常の野球ボールよりも重いボールを打撃す

るなど)がある_冒頭に述べたように,イ ンパクトの瞬

間は極めて短ぃ33)た め,イ ンパクト中にボールに速度変

化を生じさせるような力を加えることができない.し た

がって, これらの練習では,イ ンパクトの瞬間のみに力

発揮を強調するのではなく,ス イング開始からバットに

力

速 度

Fi3.7 筋のカー速度関係からみたトレーニング種目の分別.最大筋力に近い領域は
□―プ牽引によるエクササイズ,最大速度に近い領域は軽いバットを用いた素
振りやバット投げ,中間領域はハング・クリーンやメディシンポール投げなど
のパワーエクササイズやバリスティックエクササイズを用いることでスイング
スピードを向上させることができると考えられる.

`琴

::。
(‐

離
｀~

鰤 通ヽ
,ギ

~二・.‐・‐tt

てヽ`
■



力を加え,イ ンパク トまでにバットを最大限に加速させ

ることに重点を置 くべ きである.

打球飛距離を伸ばすためには,ス イングスピー ドに加

えて打球の発射角度も重要になる.メ ジャーリーグでは
,

近年バ レルと呼ばれる打球 (158 km/h以上かつ発射角

度 26～ 30° の打球のことで,こ のような打球は打率 5割
,

長打率 1500を 超える)が注目を浴びており,多 くの選

手が打球に角度をつける練習を行つている.打球の発射

角度を上向きにするための練習としては,ト ス打撃や

テイー打撃を行う際に,打球方向の照準を集球ネットの

中心よりも高く設定するなどの工夫が大切だろう.打球

飛距離は発射角度が約 30° の際に最大化される秘)こ とか

ら,場合によっては集球ネットに入らない高さに照準を

設定して打撃練習を行うことで,自 然と飛距離を伸ばす

ためのスイング軌道や打撃動作を習得できる可能性があ

る。ただし,理想的な角度で打球を飛ばしたとしてもそ

の速度が遅ければフライアウトになってしまう.そのた

め,で きるだけ速い打球で角度をつけることがポイント

となる.

また,ア ッパースイングの軌道を保ちつつ,ス イング

スピー ドを高めるためには,身体に対するバットの姿勢

に気を付けなければならない.身体の回転の勢いを効率

よくバットヘ伝えるためには,身体の回転軸とバットの

回転軸が一致する姿勢 (バ ットの長軸と体幹部の長軸の

角運動量ベク■ル
(回転軸」

打球飛距離を伸ばすための トレーニング・練習 93

なす角度が 90° 付近)でスイングする必要がある.バ ッ

トの回転軸の向きは,バ ット長軸に対 してほぼ垂直であ

ることが示されている45).こ のことを考慮すると,ア ッ

パースイングの軌道でインパクトを迎えようとする際,

身体を直立させたままバットのみを傾けると,バ ットの

回転軸と身体の回転軸の向きが異なるため,身体の回転

の勢いがバ ットに伝達されにくくなると考えられる

(Fig 8).ス イングの際は体幹部がホームベース方向に

傾く (側屈する)こ とが報告されている3)た め,イ ンパ

クト直前のアッパースイングを意識して練習をする場合

は,体幹部の姿勢と同期してバットが傾斜するようにス

イングすることが求められるだろう.

Ⅳ.お わ り に

本稿では,野球において打球飛距離を伸ばすために
,

バットのスイングスピー ドと打球の発射角度を改善する

ための トレーニングや練習について,バイオメカニクス

とトレーニング科学の研究知見をもとに考察 した.打球

飛距離を伸ばすためには,イ ンパクトまでにスイングス

ピー ドを大 きくし, アッパースイングの軌道でボールと

バットをインパクトさせることが必要である.こ れらを

達成するために,本稿ではいくつかの トレーニングと練

習を提案 したが,その内容は一部に過ぎない.ま た,打

{aバットだけ傾いていると

体幹部の回転の勢いがスイング方向と
パット長軸方向へ分解されてしまう

スイ

憮
′ヽッ

アヽ ットこX回転 震軸方向   伝達できる角運動量が減少

90・

体幹の回転 {b)体幹部が傾しヽていれば

体幹33の回転軸とパットの回転軸が一致
ヽヽ:ミ t

'.・ 導゙・

効率よく角運動量が伝達
パットの回転

Fi3.8 スイング軌道と体幹部の傾きとの関係.バ ットの回転の勢いを表すベクトル (角 運動量ベク ト
ル :黒矢印)は ,バ ットの長軸に対してほぼ垂直である.(a)バ ットだけを傾けてしまうと,身
体の角運動量 (白矢印)がバットの角運動量と平行な成分とバットの長軸と平行な成分に分解さ
れる (灰矢印)ため,バ ットヘ伝達する角運動量が小さくなつてしまう可能性がある.(b)身体
の角運動量と同じ向きにバットが傾斜していれば身体の角運動量がバットに伝達しやすくなると
考えられる.
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球の飛距離を伸ばすにはバットの芯付近でインパクトさ

せるという目的も存在する.目 的が異なれば, トレーニ

ング方法や練習内容も変わるはずである.イ ンパクトの

正確性を向上させるには,ま た別のアプローチが必要に

なるだろう.一方で,本稿で提案したエクササイズ (ハ

ング・クリーンやチェストスロー)や練習が打撃動作に

及ぼす影響を検討した研究はほとんど行われていない

これらがスイングスピードの向上に貢献するか否かを検

討する必要があるだろう.ま た,こ れまで行われてきた

様々なトレーニングや練習が理に叶ったものなのかも検

証し,よ り効率的に打撃動作を改善する方法を明らかに

していく必要がある.過去の研究はトレーニングの恩恵

を受けやすい高校生や大学生を対象としたものが多いと

いう問題もある.今後は,社会人選手やプロ選手のよう

な熟練した選手のスイングスピードを向上させる方法や

幅広い競技・体カレベルの選手に適応できる練習や各レ

ベルに合わせた練習を明らかにしていくことも重要であ

ろう.こ れらも含めて,研究を通して指導現場へ寄与す

る手がかりを提供し,野球の競技力向上に貢献できるよ

う努めていきたい.指導の現場では,課題や目的を把握

し,ト レーニングや練習の意味を理解したうえで,そ れ

らを実行していくことが大切であろう.本稿の内容が
,

そのためのヒントになれば幸いである.
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