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研究論文 (原著 )

野球打者の下肢および体幹部の筋横断面積と

スイングスピードとの関係

谷中 拓哉
*,**,森

下 義隆
*,***

Relationships between swing speed and cross- sectional area

of lower limbs and trunk muscles in baseball batting

Takuya Yanaka*r**, Yoshitaka Morishita*r?k?k*

要   約

本研究の目的は,野球打者の体幹部,臀部,大腿部の筋横断面積とスイングスピー ドとの関係を明らかにすることで

あった.大学およびプロ野球選手計 26名 を対象とし,体幹部,臀部,大腿部の身体横断画像をMRI装置で撮像 した 撮

像 した画像から,各部位の筋横断面積を算出した.ま た, トス打撃中のバットの運動をモーションキャプチャシステムで

計測 し,バ ットのスイングスピー ドを算出した.体格を考慮 した筋横断面積とスイングスピー ドでは,左右の内腹斜筋 ,

捕手側の脊柱起立筋,捕手側の大腿四頭筋および左右のハムス トリングス遠位部との間に有意な正の相関がみられた

(r=040-052,p<OЮ5).ま た,ス イングスピー ドを従属変数とした重回帰分析では,捕手側の内腹斜筋および捕手側のハ

ムストリングスが選択された (R2=040).こ れらの筋が大きいことが,大 きなスイングスピー ドを獲得するために重要で

あることが示された.

キーワード:打撃.MRI,大腿部,臀部,大殿筋
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野球の打撃において,ヒ ットやホームランとなるよう

な高速で飛距離の長い打球を放つために打者が心がける

ことは, ボールとのインパクトまでにできるだけバット

を加速させ,そ の速度を大きくすることである.エ ネル

ギーの観点から見ると,ス イング後半におけるバットの

力学的エネルギーの増加量が大 きい打者ほど,イ ンパク

ト時に大 きなスイングスピー ドを獲得 している10'こ と

から,ス イングを通 してバットヘカ学的エネルギーをい

かに伝達させるかが重要である.ス イング動作では,下

肢が地面に力を作用させることで,そ の反作用として身

体が回転 し2226),そ れが体幹,上肢,バ ットヘと伝達す

る16).こ の時の下肢や体幹の役割についてみると,特に

両股関節の屈伸の関節 トルクによって大 きな正の仕事が

なされてお り,両股関節の運動が打撃動作における力学

的エネルギーの主な発生源であることが報告されてい

る310,.ま た,膝関節 トルクや股関節 トルクによって大

腿部や体幹部に流入するエネルギー量が多い打者ほど
,

大 きなスイングスピー ドを獲得 していることが示されて

いる10).さ らに体幹部では,体幹関節 (上胴と下胴の間

の仮想関節)ト ルクによってスイング後半に力学的エネ

ルギーが生成されている.こ の体幹関節 トルクによって

なされた仕事が大きい打者ほど,ス イングスピー ドが大

きいことが報告されている3).っ まり,体幹部は大 きな

力学的エネルギーを発生させ,そ のエネルギーを上肢ヘ

伝達させることで大きなスイングスピー ドの獲得に貢献

しているのである.ま た,打撃動作における筋放電につ

いてみると,踏み出し脚 (右打者の左脚)が接地してか
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Abstract

This study aimed to investigate relationships swing speed and cross- sectional area ( CSA) of trunk, hip and thigh muscles in baseball

players. T1-weighted magnetic resonance images oftrunk, hip and thigh were obtained from 6 professional and 20 collegiate baseball

players. From the magnetic resonance images, the CSA of each of rectus abdominal, extemal oblique, intemal oblique, posas major,

erector spinae, quadratus lumborum, quadriceps femoris, adductors and gluteal maximus were determined. Three- dimensional kinematic

data ofthe bat was recorded by motion capture system during toss- batting. The swing speed ofthe bat belore ball impact was determined

from the recorded data. The CSA/ BW''t in both intemal obliques, hamstrings, catcher side erector spinae and quadriceps correlate with

swing speed before ball impact ( r:0.40- 0.52, p < 0.05) . In multiple regression analysis using swing speed as the dependent variable, the

catcher side intemal oblique and catcher side hamstrings were selected ( R']-0.40). These results indicate that these muscles are impor-

tant to acquire high swing speed in baseball batting.

Keywords : hitting, MRI, thigh, hip, gluteus maximus

は じ め に ら両脚の大 :〕
艮二頭筋や大殿筋がスイング中盤までの局面

で,左右の脊柱起立筋や外腹斜筋がスイング局面全体を

通 して随意最大筋力発揮 (MVC)時 の筋活動量を越え

る筋活動をしていることが報告 されている23).さ らに

Nakata et al夕 の報告では,ス イング動作をする際に捕

手側の大腿直筋や両脚の大腿二頭筋において MVC時以

上の大 きな筋放電 (120%MVC以 上)を していること

が見て取れる.こ れらの研究をまとめると,打撃動作で

は股関節周 りや体幹部の筋群が力発揮をすることで,力

学的エネルギーが発生 し, これが上胴部や上肢へ伝達 し

最終的にバットが力学的エネルギーを獲得することにつ

ながっていると考えられる.すなわち,打撃において股

関節周 りや体幹といった身体の中枢部の筋群はスイング

スピー ドを高めるために重要な役割を担っていると言え

る.

筋の大きさや量は発揮できる力の大きさに関連するた

め715),筋 が大 きければ,大 きな力発揮 をすることがで

きる.つ まり,股関節周 りや体幹部の筋を肥大させ,大

きな関節 トルクを発揮することができれば,バ ットに流

入させる力学的エネルギーをさらに増大させることがで

きると考えられる.打撃において,ス イングスピー ドと

除脂肪量との関係を調べた研究では,除脂肪量が大きい

打者ほどスイングスピー ドが大きいことが報告されてい

る13).し たがって,筋のサイズや量が大 きくなれば,大

きなスイングスピー ドを獲得できると予想される.実際

に四肢および体幹部の筋厚とスイングスピー ドとの関連

を明らかにした研究では,四肢の筋厚とスイングスピー

ドに関連は見 られなかったものの,体幹部の回旋方向

(右打者の場合,左側)の側腹部や脊柱起立筋の筋厚が



大きい打者ほどスイングスピー ドが大きいことが小され

ている25).し かしながら, これまでのスイングスピー ド

と筋の大きさの関連については,上記のような除脂肪体

重による全身的な評価
13)や

筋厚 による 1次元的なも

の25,で ある.そ のため,筋の形状 (様々な位置におけ

る厚さや横幅など)や測定部位が考慮されておらず,各

筋の大きさを十分に評価することができないものと考え

られる.側腹部では外腹斜筋と内腹斜筋が重なっており,

これらをまとめたものとして評価されている.ま た,セ

グメント長が長い大腿部では,各筋の筋腹部位が異なる

にも関わらず
45),_か

所のみの大 きさが評価 されてい

る.さ らに先述したように,股関節における関節 トルク

は,打撃動作における力学的エネルギーの主な発生源で

あることから,臀部の筋が発達することで, より大きな

力学的エネルギーの発生に貢献する可能性がある.しか

しながら,臀部の筋の大きさとスイングスピー ドとの関

連について検討された研究はみられない.よ り詳細に筋

の大きさを評価する方法として,筋横断面積や筋体積が

挙げられるだろう.こ れらの手法を用いて,筋の大きさ

を筋毎および部位毎により詳細に評価 し,ス イングス

ピー ドと関連のある筋をそれぞれ明らかにすることで
,

スイングスピード増大のための筋を示すことができるだ

ろう その結果を活用し,ス イングスピード向上のため

のより具体的かつ効率的なトレーニングや練習が行える

ものと考えられる.そ こで本研究の目的は,野球選手の

臀部を含め,下肢と体幹部の筋横断面積とスイングス

ピードとの関係を明らかにすることとした.

Ⅱ.方  法

A.対象者

大学野球選手 20名 とプロ野球選手 6名 (プ ロ野球選

手歴 :2年 以下)の 計 26名 (205± 1.5歳 ,177± 005

m,78.9± 83 kg)を 対象とした.こ のうち,右投右打の

打者が 13名 ,右投左打の打者が 12名 ,左投左打の打者

が 1名 であった.な お,対象となった全選手は6年以上

の競技歴を有し,ポジションが野手であった.ま た,対

象者は通常の野球の練習に加えて,定期的なレジスタン

ス トレーニングを行っていた.本研究を実施するにあた

り,対象者には研究の目的や内容,研究参加に伴う危険

性を十分に説明したうえで,書面による同意を得た な
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お,本研究は国立スポーッ科学センターに帰属する倫理

委員会の承認を得て実施 した.

B.データ収集 および分析

1.身体各部位における横断画像の撮像

磁気共鳴画像 (Magnetic Resonance lmagingi MRI)

法による身体各部位の横断画像を取得 した.3.0テ スラ

の MRI装 置 (MAGNETOM Skyra,シ ーメンス社製 )

を用いて,肩 甲骨下角から両肛骨中央部までの横断画像

を撮像 した (繰 り返 し時間 :90 ms,エ コー時間 :246

ms,撮像領域 :450× 450 mm,マ トリクス :512× 512,

スライス厚 :10 mm).撮 像にあた り,対象者には仰臥

位の姿勢を維持させた.な お,腹部と大腿中央部が台と

の接触によってつぶれないように,上前腸骨棘下と膝上

部にパッドを設置した.ま た,体幹部や臀部の撮像時に

は,呼吸によるアーチファクトを除去するために 24秒

間の息止めをするように対象者に指示をした.分析対象

部位は,体幹部,臀部,左右大腿部であり,体幹部は骨

盤上端直上部 (ヤ コビー線)の画像を,臀部は最大殿囲

となる位置の画像を,大腿部は転子点を0%,大腿骨外

側課間結節を 100%と した際の 30%,50%,70%位置の画

像とした.各部位で分析対象とした筋は,体幹部では腹

直筋,外腹斜筋,内 側腹壁筋群 (内 腹斜筋および腹横

筋),大腰筋,腰方形筋,脊柱起立筋,臀部では大殿筋 ,

大腿部では大腿四頭筋 (大 1)艮直筋,外側広筋,内側広筋 ,

中間広筋),ハ ムストリングス (大腿二頭筋,半腱様筋 ,

半膜様筋),内転筋群 (大内転筋,長内転筋)であった

(Fig■ ).な お,各対象者における左右の筋は,対象者

の打席に合わせて捕手側,投手側として表記 した.例え

ば,右打者の場合は右側が捕手側となり,左側が投手側

となる.

撮像 した MR画像 を解析用パーソナルコンピュータ

に取 り込み,画像分析ソフ ト (ImageJ,NIH社 製)を用

いて,各筋の横断面積を算出した.本研究における筋量

の評価は筋横断面積を用いた.筋サイズの計測として筋

体積ではなく筋横断面積を用いた理由は,①筋横断面積

と筋体積 との間には高い決定係数 (体幹部 :R2=0.8624),

臀部 :R2=00414))が観察されていること,②特に腹部

の筋では起始部が肋骨であ り,同定が困難であったため

である.各筋の横断面積を3回ずつ分析 し,そ の平均値

を代表値 とした.なお,各筋の分析における変動係数の
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平均値は 2.0± 1.8%であ り,そ れぞれの筋について,す

べての対象者の筋横断面積における級内相関係数は体幹

部では 0958～ 0990,下肢では 0980～ 0.997で あった.

体格による筋横断面積への影響を排除するために,各筋

の横断面積を体重の 2/3乗で除したものを相対値として

算出した.さ らに左右の対称性を評価するために,そ れ

ぞれの筋について投手側の筋横断面積に対する捕手側の

筋横断面積の割合 (%)を算出した.

2.打撃パフォーマンスの評価

対象者の打撃パフォーマンスを評価するために,ス イ

ングス ピー ドの計測 を行 った.対象者 には,十分 な

ウォーミングアップを行わせた後に,前方から投 じられ

た山なりのボールをセンター方向めがけて打撃をする ト

スバッテイングを行わせた.なお,すべての試技で同一

の硬式用木製バット (0.85m,0 88 kg,Asics社製)を 使

用 した.セ ンター方向に飛翔 し,かつ対象者の自己評価

が高い試技が 5試技得られるまで行わせた.バ ッテイン

グ中のバ ットとボールの運動は赤外線カメラ (VICON

MX― T,Vicon Motion Systems社 製)を用いて 500 Hzで

撮影 した.バ ットの運動を計測するため,バ ットヘッド,

グリップエンド,バ ット中点付近の任意の位置に 2点
,

計 4か所に反射マーカを貼付 した.ま た,バ ットとボー

ルのインパクトを同定するために,ボールにも任意の 8

点に反射シールを貼付 した.バ ットとボールのインパク

トは,ボールの 3次元座標が運動の方向を変える直前と

した.イ ンパクト直前の 001秒間 (5/500フ レーム)の

バットヘッドの 3次元座標値を用いて,その平均スピー

ド (ス イングスピー ド)を算出した.な お,5試技の平

均値を各対象者の代表値とした.

C.統 計処理

筋の横断面積およびスイングスピー ドの平均値および

標準偏差を算出した.左右の筋の大きさを比較するため

に,対応のない 2要因の分散分析 (左右 ×筋)を行い
,

交互作用および主効果の有無を検定した.2要因の分散

分析では一般偏イータ 2乗 を (η
2)を

効果量としてそれ

ぞれ算出した.ま た,筋横断面積と体格 との関係を示す

ために,筋横断面積の総和 と体重の関係を,お よび体幹

部と下肢の各筋の横断面積の絶対値,相対値,対称性と

スイングスピー ドとの関係 をそれぞれ調べるために,

Pearsonの 積率相関係数 (r)を 用いた.筋の対称性 と

の関連については,筋の発達度合いに偏 りが存在 した方

が良いのか,存在する場合にはどちらが発達 していた方

がスイングスピー ドを大きくする上で重要かを示すため

に分析を行った.ま た,ス イングスピー ドを従属変数 ,

玲瘍



相対値および対称性においてスイングスピー ドとの間に

関連がみられた項 目を独立変数とし,ス テップワイズの

重回帰分析を行った.こ の分析の際には,選択された独

立変数に多重共線性が生 じていないかを判断するために
,

変動インフレーション (VIF)が 10以下であることを確

認 した.そ の結果,本研究で得 られた VIFは 1■9で

あ った.こ れ らの統 計分析 には,統 計解析 ソフ ト

(SPSS Statistics 24,IBM社 製)を使用 し,各分析の有意

水準は 5%と した.

丁able l

Rectus

Abdominal

External

Oblique

Internal

Posas

MttOr

Erector

Quadras

Lumborum

Gluteal

Maximus

Quadriceps 50

Hamstrings 50

Adductors 50
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Ⅲ.結  果

A.各筋の大 きさ

全対象者における各筋の大きさの絶対値および相対値

と対称性の平均値 と標準偏差を,体幹部および臀部は

Table lに ,大腿部は Table 2に それぞれ示 した.左右

の筋の大 きさに交互作用はみられなかった (F(15,800)

=0.01,p=1.00,η 2=000).ま た,左右差に関する主効果

にも有意な差がみ られなかった (F(1,800)=001,p=

Descriptive data on CSA, CSA/BW2'3 and symmetry in trunk and hip muscles
with the measured variables. The correlation coefficients of swing speed with
CSA, CSA/BW2'3 and symmetry in trunk and hip muscles.

Symmetry (7o)

Mean + SD r

105  ± 23 -001

106  ±  12 -004

96  ±  16   014

100  ±  6   0.34

101  ±  7   024

105  ± 20   017

99  ±  7   0.10

☆p<005

Table 2 Descriptive data on CSA, CSA/BW2'3 and symmetry in thigh muscles with the measured
variables. The correlation coefficients of swing speed with CSA, CSA/8W2,3 and
symmetry in thigh muscles.

%
Symmetry (7o)

Mean t SD

100  ±  6   0.29

100  ±  6  019

99  ±  8   016

97  ±  14   022

102  ±  6 -002

99  ±  5   039★

99  ±  4   0.06

100  ±  8   0.26

113  ± 43 -012

'p<005

70

70

3()

Side
CSA(cm2)

Mean ± SD
CSA/BW2/3(cm2/kg2'3)

ⅣIean ± SD  r
C 78  ±  17 0.49★ 0.43   +  008 032

P 76  ±  15 0.55☆ 0.41   +  007 036

C 14.8   +  23  037 080   ±  011 0.08

P 140 ±  19 045☆ 076   +  008 013

C 158 ± 43 061★ 0.85   」二  〇19 052☆

P 163   ±  36  063★ 089   士:  015  051・

C 200   」=  29  056☆ 1.09   ±二  0.13 0.30

P 200   +  27  0.44★ 109  ± 013 010
C 281   +  45  062' 153   ±:  019 040'

P 280   」二  40  057☆ 152   ±  018 027

C 85 ± 19 038 046   +  010 018

P 82 ± 14 028 045   ±  008 002

C 741   」二  97  046☆ 403   ±1  043 012

P 746   」二  85  046' 406   ±1  040 006

Side
CSA(cm2)

NIean ± SD
CSA/BW2/3(cm2/kg2/3)

MIean ± SD   r
C 872  +  108   067・ 474   ±:  038    0.44☆

P 869   +   94    060☆ 473   ±:  034    024

C 943  +  10.4   071' 513  士:  0.32   047★

P 945   +   99    063☆ 514   ±二  0.37    026

C 722  +   87   060☆ 393   ±:  036    026

P 732   二L   82    052★ 399   ±:  036    012

C 12.4  ±   27   034 067  +  0.13   0.15

P 128  ±   22   026 070 ± 012 -001
C 411 ±  63 046☆ 223   」=  027    020
P 402   二L   63    046★ 218  ±  025   022

C 44.0  二L   79   065☆ 238   士:  030    052★

P 442  +   68   062★ 240   ±:  025    042☆

C 756  ±   85   051☆ 4.11  ± 032  012
P 764   +   84    049★ 416   ±:  032    009

C 424  」=   70    0.35 231  ±  032   004

P 424  :士:   70   022 231 ± 034 -004
C 29 ±  28 -010 016 ± 016 -015
P 26 ±  22 -002 014 ± 012 -007
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092,η 2=000).筋
横断面積の総和 と体重の間には,有

意な正の相関関係がみられた (r=079,pく 005).

B.各筋 とスイングスピー ドとの関連

インパク ト直前におけるスイングスピー ドの平均値は
,

367± ■5m/sで あった.各筋の横断面積および相対値

とスイングスピー ドとの関係を Table l,2に示 した.ス

イングスピー ドと筋横断面積の絶対値において,有意な

正の相関関係が見られたのは,左右の腹直筋,内腹斜筋 ,

大腰筋,脊柱起立筋,大腿四頭筋 30%部位,50%部位 ,

70%部位,ハムス トリングス 50%部位,70%部位,内

転筋 30%部位,大殿筋であった.ま た,外腹斜筋は投

手側のみ有意な正の相関関係がみられた (p<0.05).ス

イングスピー ドと筋横断面積の相対値において,有意な

正の相関関係が見られたのは,左右の内腹斜筋,捕手側

の脊柱起立筋,左右のハムス トリングス 70%部位,捕

手側の大腿四頭筋 30%部位,50%部位であった (p<

OЮ5).各 筋における左右の対称性 とスイングスピー ド

との間には,ハ ムス トリングス 70%部位で有意な正の

相関関係が見られた (p<OЮ 5).

C.重 回帰分析

筋横断面積を体重で除した相対値および左右の筋の対

称性において有意な相関関係がみられた項目を独立変数

とした重回帰分析の結果,捕手側のハムス トリングス

70%部位および捕手側の内腹斜筋を独立変数 とした有

意な回帰式が得 られた(Y=2921+2 01Xl(:捕 手側の

ハムス トリングス 70%部位)+314X2(:捕 手側の内腹

斜筋),F=774,p<OЮ 5).こ の際の決定係数 (R2)は ,

040であり,推定値の標準誤差は,13m/sであった.

Ⅳ.考  察

本研究の目的は,野球の打者における体幹部や下肢の

筋横断面積 とスイングスピー ドとの関連を検討すること

であった.そ の結果,野球の打者の体幹部や下肢には筋

の大きさに左右差はなく,体幹部や下肢のほとんどの筋

で筋横断面積そのものが大 きい打者ほどスイングスピー

ドが大 きいことが明らかとなった.筋別にみると,左右

の腹直筋,内腹斜筋,大腰筋,脊柱起立筋,大腿四頭筋

ハムス トリングス中間位と遠位部,内転筋近位部,大殿

筋,投手側の外復斜筋それぞれとスイングスピー ドとの

関連がみられた.ま た,体格を考慮 した相対値にすると
,

左右の内腹斜筋,捕手側の脊柱起立筋,捕手側の大腿四

頭筋近位部と中間部,左右のハムス トリングス遠位部と

スイングスピー ドとの関連が見られた.さ らに捕手側の

ハムス トリングス遠位部が投手側より大きい打者ほど大

きなスイングスピー ドを獲得 していた また, スイング

スピー ドを従属変数とした重回帰分析では,捕手側のハ

ムス トリングス遠位部および捕手側の内腹斜筋が独立変

数として選択された.

A.野球打者 にお ける筋の大 きさの特徴

本研究における対象者において,体幹部や臀部,大腿

部には筋横断面積の左右差はみられなかった (Table l,

2).こ れは,野球の打者のようにスイング動作を繰 り返

し行っていても,筋の発達の仕方に偏 りが生 じないこと

を示すものである.こ れまでの打者における筋の大きさ

に着目した研究では,体幹部に左右差があることが報告

されている8カ.両研究では,投手側 (右 打者の場合 ,

左側)の側腹筋群の筋厚が厚 く,特に内腹斜筋や腹横筋

の厚さによって,側腹筋群の厚さに差があることが報告

されている.ま た,大腿部に関しては,左右 ともに筋厚

に差がないことが報告されている.しかしながら, これ

らの研究は超音波法を用いて筋厚を計測することで筋の

大きさが評価されている.こ の測定方法は立体的な筋を

1次元で評価 していることから,計測する部位や超音波

プローブの当て方によって筋厚が変わるため,筋の大き

さを正確に表 しているとは言い難い.体幹部では,呼吸

のタイミングによる影響や側腹部の筋の走行がそれぞれ

の筋によつて異なるため,筋腹を同定することが困難で

ある.先に示 した研究では腹斜筋群の筋厚を,上前腸骨

棘 と肋骨を結ぶラインの中点8)や腹横筋の筋腱接合部か

ら 1.5cm外側部分
25)と ぃった身体の前面部で計測 して

いる.こ れらの測定部位は腹斜筋群の筋腹部ではないこ

とが考えられる.両先行研究ともに,腹斜筋群の筋厚の

差は約 3mm程 度であることを考えると,局所的に筋厚

の左右差は存在するものの,筋横断面積で評価するとそ

の差が埋 もれてしまうものと考えられる.そのため,先

行研究の結果と本研究の結果に相違が生 じたものと考え

られる.本研究では,1次元的な評価 (筋厚)ではなく,

2次元的な評価 (筋横断面積)を してお り, さらに呼吸



のタイミングを揃えて (吸気終末時)撮像 している.そ

れらの方法論の違いにより,体幹部では先行研究と異な

る左右差がないという結果になったものと考えられる.

それぞれの筋における左右筋横断面積の対称性の平均は
,

内転筋の遠位部を除いて 96～105%で あった.内転筋遠

位部では,筋横断面積が非常に小 さいため,113± 43%

とばらつきも大きい結果となった 上記で述べたように
,

筋横断面積に左右差が見られなかったことから,対象者

全体 として筋の大 きさは左右対称であるという結果 と

なった 野球選手はスイング動作を繰 り返し行っている

ものの,守備や走塁といった他の動作も行っている.こ

れらの動作は様々な方向への移動や回転を伴うため,左

右の筋が偏ることなく発達 したものと考えられる.ま た
,

本研究の対象者はレジスタンス トレーニングを定期的に

行っていた.レ ジスタンス トレーニングで用いられる多

くのエクササイズは両側性のものであるため,左右の筋

がともに発達 し,筋横断面積の左右差が生 じなかったも

のと推察される.

B.筋の大 きさとスイングス ピー ドとの関係

本研究の対象となった選手のスイングスピー ドの平均

値は,36.7± 1.5m/sであ り,先行研究
25,の

対象となっ

ていた大学野球選手よりも24m/sほ ど大きなスイング

スピー ドを獲得していた.ス イングスピー ドという観点

でみると,本研究の対象となった選手は,先行研究の対

象者よりも競技 レベルが高いということが言える.ま た
,

分析対象となった多 くの筋の横断面積の絶対値とスイン

グスピー ドとの間には有意な正の相関関係がみられた.

この結果は,体幹部や臀部,大腿部において筋そのもの

が大きい打者ほど,大 きなスイングスピー ドを獲得でき

ることを示 している.体幹部や臀部では,左右の腹直筋 ,

内腹斜筋,大腰筋,脊柱起立筋,大殿筋,投手側の外腹

斜筋が大きい打者ほど,大 きなスイングスピー ドを獲得

してお り,大腿部については,左右 ともに筋毎に断面積

が大 きい部位 (大腿四頭筋 50%部位,ハ ムス トリング

ス 70%部位,内転筋 30%部位)でスイングスピー ドと

の関連がみられた.こ れらの結果は,筋の総量を示す除

脂肪体重が多いほど,ス イングスピー ドが大きいという

笠原らの報告
13)を

支持するものであった.し か しなが

ら,体格が大 きければ,筋 は大 きくなる (r=079,p<

005)の で,体格の影響を排除し,ス イングスピー ドと
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の関連を調べる必要がある.体格の影響を排除した場合

には,左右の内腹斜筋,捕手側の脊柱起立筋,捕手側の

大腿四頭筋,左右のハムス トリングス遠位部とスイング

スピー ドとの間に正の相関関係がみられた.す なわち,

これらの筋が体格に対 して大きい打者ほど,大 きなスイ

ングスピー ドを獲得できることが明らかとなった.ま た,

重回帰分析の結果では,捕手側のハムス トリングス遠位

部および捕手側の内腹斜筋の大きさが独立変数として選

択された.こ の結果は,捕手側のハムス トリングス遠位

部 と捕手側の内腹斜筋の大 きさによって,ス イングス

ピー ドのばらつきの 40%を説明することができること

を示すものである.それぞれ捕手側が選択された理由と

しては,ハ ムス トリングスおよび内腹斜筋ともに左右の

横断面積同士の相関係数が高 く(r>070),相 関係数が

低い側が除外されたものと考えられる.こ れまでの研究

では,体幹部の筋の大きさとスイングスピー ドとの関連

については報告されていた25,が,本研究では絶対値お

よび相対値 ともに下肢の筋とスイングスピー ドの間に関

連がみられた.つ まり,打撃動作において下肢の筋 も重

要であることが示された.こ の下肢における先行研究と

の結果の違いは,測定対象となった筋に対 して複数部位

にて筋の大きさを評価 していることや筋の形状を考慮 し,

2次元的に評価できたことが要因として挙げられる.こ

れ以降は,ス イングスピー ドと関連がみられた筋や重回

帰分析において選択された筋について,打撃動作との関

連を考察することとする.

打撃動作において,体幹部は主に回旋と側屈が行われ

ている2).体
幹部の回旋運動を詳細にみると,踏み出し

足接地からスイングが開始されるまでの局面で,骨盤が

胸郭よりも先行 して投手方向へ回転する6, _方 で森下

ら17)は ,ス イングスピー ドを高めるためには体幹の角

運動量を増大させることが重要であり,そ のために打者

は先行 して回転 してしまう骨盤に遅れないように胸郭を

回転させる (す なわち,遅れて回転を始める胸郭を素早

く回転させ,体幹部が一体 となるように)こ とが重要で

あると考察 している.ス イング中の体側部の筋は,左右

共にMVC時 よりも大 きな筋放電を示 してお り
23),左

右

の筋が共に活動することによって骨盤と胸郭を一体とし

ているものと考えられる 左右の内腹斜筋がスイングス

ピー ドと関連がみられたという本研究結果を鑑みると
,

大きなスイングスピー ドを生み出すことができる打者は
,
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体幹部の左右の筋をより活動させることで,体幹部を強

く固定 し,大 きな角運動量を生 じさせていたと推察され

る.こ のことによってスイングスピー ドが大きい打者ほ

ど左右の内腹斜筋が大きくなったものと思われる.

脊柱起立筋の主な役割は体幹の伸展動作であり,体幹

の回旋動作については補助的に作用する21).ス イング動

作では,体幹の大 きな伸展動作を伴わないが2),脊
柱起

立筋の筋放電はMVC時 と比較 して,大 きいことがわか

る23).こ れは,ス イング中の脊柱起立筋の役割 として
,

体幹の伸展ではなく,バ ットを回転させるという力学的

な要因が関係するものと考えられる.回転 しながら加速

するバ ットには,そ の回転 を維持 させるための向心力

(バ ット重心から回転中心へ と向かう力)を作用させな

ければならなぃ181.こ の力は,打者の両手を介して上肢

や体幹の関節 トルクによって生 じており,ス イング中の

各関節 トルクの大きさから,肩 関節や体幹部の背部の筋

群が主な発生源であると推察される12, っまり,ス イ

ングスピー ドが大きい打者は,大 きな向心力が必要とな

るために,体幹の伸展作用を生み出す脊柱起立筋が発達

したものと考えられる.

下肢の筋が関与する股関節や膝関節のスイング中の運

動に着 目すると,骨盤の回旋には,両股関節の伸展 トル

クが貢献 していることが報告 されている312, さらに
,

両股関節の伸展 トルクが力学的エネルギーの発生源とさ

れてお り
10,ス イング動作において,股関節の伸展 トル

クは重要な役割を担うものであると考えられる 実際に,

股関節伸展 トルクの大きさがスイングスピー ドと関連が

あることが報告されているH).解
剖学的に股関節の伸展

トルクを発生させる筋として挙げられるのが,大殿筋や

ハムス トリングスである.こ れらの筋が大 きく,よ り大

きな股関節の伸展 トルクを発揮できる打者が高速な骨盤

の回転運動や大きな力学的エネルギーを生み出し,最終

的なバットの加速につなげているものと推察される.し

かしながら,本研究の相対値における結果では,大殿筋

とスイングスピー ドの間には関連がみられなかった.こ

の結果より,野球の打撃における股関節伸展には,大殿

筋よりもハムス トリングスの方が重要であることが示唆

される 平野ら9'は ,野球選手は一般人よりも大腿部に

おける膝屈筋群の組織面積の割合 (大腿横断面積に対す

る膝屈曲筋群の面積)が大 きいことを示 している.ま た
,

スイング中における両大 1)民 の大腿二頭筋の活動 もMVC

の 80%を越えるような大 きさであることが報告されて

いる1920).大腿部の組織分布や筋放電に関する報告 も
,

バッティングにおける股関節伸展のために,大殿筋より

もハムス トリングスが重要性であることを裏付けるもの

であろう.

また捕手側の脚では,大 1)艮 四頭筋が大きい打者ほどス

イングスピー ドが大きいことや,ハ ムス トリングスが投

手側に比べて大きい打者ほどスイングスピー ドが大きい

ことが明らかとなった.捕手側では,ス イング前半には

膝関節 トルクによる大 :キ
艮部への力学的エネルギーの流入

量の大きさがスイングスピー ドの大 きさに関連があるこ

とが報告されている10).さ らに,ス イング後半では,膝

関節 トルクによる大 ]キ
艮部への力学的エネルギーの流入量

や股関節 トルクによる下胴部への力学的エネルギーの流

入量が大きい打者ほどスイングスピー ドが大きいことが

報告されている10'.こ れらの関連は捕手側のみでみられ

てお り,大腿四頭筋やハムス トリングスが膝関節 トルク

や股関節 トルクに貢献するものと考えられる 打撃中の

これらの関節 トルクが大きくなれば,近位のセグメント

ヘ流入できる力学的エネルギーが大きくなり,結果的に

スイングスピー ドが大きくなることが推察される.以上

のことから,捕手側の大腿四頭筋やハムス トリングスが

大きいことがスイングスピー ドとの関連がみられたもの

と考えられる.

相関関係や重回帰の結果から,ス イングスピー ドを増

大させるためには,内腹斜筋およびハムス トリングスを

肥大させることが重要であることが示唆される.内腹斜

筋は,体幹の回旋の他にも体幹部の屈曲や側屈の作用を

有 しているため,体幹部の回旋に加えて屈曲や側屈エク

ササイズを取 り入れることも重要であると示唆される.

特に体幹部の屈曲エクササイズは左右の内腹斜筋がとも

に収縮するので,効率的に鍛えられる可能性がある.ハ

ムス トリングスでは股関節の伸展を含む身体の背面部を

鍛えるようなエクササイズを導入することによって,ハ

ムス トリングスを効率的にトレーニングすることができ

るものと考えらえる.なお,ハムス トリングスを構成す

る筋は二関節筋であるので,こ れらを肥大させるために

膝関節屈曲エクササイズを取 り入れることも必要である

と考えられる.本研究では, スイングスピー ドと筋横断

面積 との関連を調べたが,筋が発揮する力は,筋量 (筋

体積)に依存するものである.ま た本研究は,大腿部や



臀部,体幹部といった身体の中枢部を分析対象としたが
,

体幹部から流入した力学的エネルギーをバットヘ伝達す

るための上肢の役割 も重要であると考えられる.阿江

ら1)は ,イ ンパク ト前のレベルスイング期には,投手側

の肩関節内外転 トルク,捕手側の肩関節内外転 トルクお

よび内外旋 トルク,両肘関節の屈伸 トルク,両手関節の

掌背屈 トルクおよび撓尺屈 トルクが,バ ット長軸に作用

する力を生成しているとし, このバット長軸に作用する

力が,バ ットの水平変位の獲得およびスイングスピー ド

生成に貢献 していることを報告 している.そのため,今

後は上腕や前腕などの上肢を含めて,筋体積 とスイング

スピー ドとの関係についても検討する必要があろう.

V.ま と め

本研究では,下肢や体幹における筋横断面積 とスイン

グスピー ドとの関連を明らかにすることであった.その

結果,体格を考慮 した相対値では,左右の内腹斜筋,捕

手側の脊柱起立筋,捕手側の大腿四頭筋近位部中間部お

よび左右のハムス トリングス遠位部が大きい打者ほど
,

大きなスイングスピー ドを獲得 していた.さ らに,ハ ム

ス トリングスの遠位部において,投手側よりも捕手側が

大きい打者ほど,大 きなスイングスピー ドを獲得 してい

た.ま た,ス イングスピー ドを従属変数とした重回帰分

析では,捕手側の内腹斜筋および捕手側のハムス トリン

グスが選択された.こ れらの筋が大きいことが,大 きな

スイングスピー ドを獲得するために重要であることが示

された.
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