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第Ⅰ章 緒言

⚑．研究の背景及び意義
現在の日本におけるスポーツ人口は増加傾向にあ
り20)，スポーツ人口の増加はスポーツ外傷・障害に繋が
ることが予想されている6)。特にアスリートによくみら
れるスポーツ障害は，繰り返し過度な負担が積み重なり，
痛みを主な症状として慢性的に継続するものであること
から，スポーツを行う場面に限らず日常生活にも支障を
きたす可能性がある。また，競技スポーツによる受傷の
主要な原因としてあげられるのは，オーバーユース及び
スポーツを行う前の準備不足であるとされている1) 9)。
そのため，スポーツ障害の治療及び予防が重要であると
言えるだろう。オーバーユースによるスポーツ障害は，
人間の極限を追求するという競技スポーツの側面からみ
ると，競技力向上のためにはやむをえない。しかしなが
ら，スポーツ前の準備不足は改善することが可能である
と考えられる。
スポーツにおける怪我の予防として最も重要と考えら
れているのは，トレーニング及び競技直前に行うウォー
ミングアップ（以下W-up）であるといっても過言では
ないだろう。近年，その代わりに，運動に伴う筋疲労の
予防や軽減を意図して運動前に行われる処置，すなわち，
「プレコンディショニング」として鍼灸治療が挙げられ
る。また，新たな身体的コンディショニングの方法とし
て，事前に鍼灸治療である鍼刺激を加えることにより，
パフォーマンスに好影響を与えることが報告されてい
る。
鍼刺激の生理学的効果は，体性自立神経反射によって
活動筋中の血管が拡張し，筋内血流量を改善するなどが
示されている19) 21)。これまで鍼刺激について，宮本ら
（2008）は下肢の経穴への鍼刺激が半腱様筋及び大腿二
頭筋における筋硬度を低下させることを示している。ま
た，パフォーマンスと関連が高いといえる筋収縮特性に
及ぼす鍼刺激の効果について，古屋ら（2006）は，腰部へ
の鍼刺激が筋疲労耐性を向上させることを示している。

これらの効果は，W-up における先行研究の結果と似た
効果を示している。W-up の生理学的効果は，血液循環
が促進し，呼吸・循環系の反応が速くなることによる体
温及び筋温の上昇が神経機能を亢進させ，神経伝達を律
速する。その結果，筋，腱及び靱帯など運動器の損傷を
防ぎ，関節可動域を広げ，柔軟性を高め，力学的にも優
美さにおいても運動能力を高めることが述べられてい
る9)。このように，W-up によって筋温が上昇すること
で，筋の粘性を低下及び収縮速度を上昇させることがで
き，スムーズな動きを可能にすることや，優れたパワー
を発揮しやすくなることはこれまでに多数報告されてい
る1) 9) 16) 17)。
このように，鍼刺激は身体に対して，W-up と類似し
た効果を与えるのではないかと推察することができる。
しかしながら，実際に競技パフォーマンスの向上を目的
に鍼灸治療が行われたとする報告は少ない。そこで，近
年における高校野球投手の球速低下に関する報告14）

（Fig. 1）から，本研究は，鍼刺激を身体に施すことによ
る投球に及ぼす効果について明らかにすることにした。
これは，鍼刺激が実際の運動パフォーマンスに及ぼす効
果についての基礎的知見を得ることに繋がるであろう。

Fig. 1. Straight average and maximum ball speeds in
Koshien in the last 10 years in spring.

⚒．研究目的
本研究は，身体への鍼刺激により，投球による球速に
及ぼす効果について検討することを目的とした。

─ 67 ─

The Bulletin of Seisa Dohto University, Faculty of Management
No.1, 67－71, 2020



第Ⅱ章 研究方法

⚑．被検者
被検者は，18 歳以上の健康な男性 49 名とした。
Table 1に被検者の年齢及び身体的特性を平均値及び標
準偏差で示した。
全ての被検者には，事前に本研究の目的，方法及び実
験に伴う危険性について十分に説明を行い，任意による
実験参加の同意を得た。

Table 1. Age and physical characteristics of subjects.

⚒．形態計測
形態計測の項目は，身長，体重，体脂肪率及び筋肉量
とした。身長は，アナログ身長計を用いて 0.1 cm 単位
まで計測した。体重及び体脂肪率，筋肉量はマルチ周波
数体組成計（TANITA BC-761，TANITA社製）を用い
てインピーダンス法により測定した。

⚓．使用経穴
使用経穴は，両足の少陽経筋の足臨泣とした（Fig. 2）。
足の少陽経筋は，股関節や肩関節周囲の投球に関わる筋
に流注があり，また足臨泣は兪木穴であり，体重節痛，
関節部の疼痛を治すツボとされており，四肢の運動器系
の症状を改善するとされている4)。

Fig. 2. Acupuncture points used.

⚔．鍼刺激の実施方法
鍼刺激には，パイオネックス（セイリン株式会社製，
0.15×0.6mm）を用いた（Fig. 3）。一般的には，燔鍼を
用いて患部（筋肉）に速刺速抜をし，効果がでるまで繰
り返し行う。しかし，本研究では，技の熟練度などで条
件が異なってしまうのを防ぐため，安全性が高く簡易的
に同じ条件で行えるパイオネックスを用いた。

Fig. 3. Pyonex.

⚕．測定手順
測定手順は，事前に10球の投球を行い，安静条件（con
群），鍼刺激条件（pyonex 群）を実施した後，同様の方
法を用いて 10球の投球を実施した（Fig. 4）。球速の測
定には，スピードガン（BMS-6，ZETT社製）を用いて，
各10球の平均球速及び最高球速を採取した（Fig. 5，Fig.
6）。

Fig. 4. Experimental protocol.

Fig. 5. Speed gun.

Fig. 6. Measurement scenery.

第Ⅲ章 研究結果

⚑．各条件実施前後における平均球速の比較
Table 2 は，各条件実施前後における平均球速の比較
及び変化率を示したものである。各条件実施前後におけ
る平均球速の比較では，Pyonex 条件実施前（116.4±
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7.6）と実施後（117.6±7.2）間，Con 条件実施前（121.3±
5.9）と実施後（119.6±6.0）間に有意な差が認められた。
各条件での平均球速の変化率における比較では，
Pyonex 条件（0.02±0.03）とCon 条件（－0.01±0.01）
間に有意な差が認められた。
Table 2. Average ball speed on Pre and Post value with

each condition.

⚒．各条件実施前後における最高球速の比較
Table 3 は，各条件実施前後における最高球速の比較
及び変化率を示したものである。各条件実施前後におけ
る最高球速の比較では，Pyonex 条件実施前（120.2±
7.7）と実施後（122.1±7.3）間，Con 条件実施前（124.4±
5.9）と実施後（123.3±6.2）間に有意な差が認められた。
各条件での最高球速の変化率における比較では，
Pyonex 条件（0.02±0.03）とCon 条件（－0.01±0.02）
間に有意な差が認められた。

Table 3. Maximum ball speed on Pre and Post value with
each condition.

第Ⅳ章 論議

本研究は，両足の少陽経筋の足臨泣への鍼刺激により，
投球による平均球速及び最高球速に及ぼす効果について
検討することを目的とした。

⚑．鍼刺激が運動パフォーマンスに及ぼす効果について
鍼刺激が運動パフォーマンスに及ぼす報告として，宮
本ら（2008）は，陸上競技長距離選手のトレーニング合
宿中の筋疲労に対する円皮鍼は，筋疲労の軽減に有効で
あると報告している。また，円皮鍼における効果に関し
て，古屋ら（2006）は，等尺性運動における筋出力の減少

の回復，等張性運動における筋持久力の減少の抑制，等
速性運動における総仕事量の減少率の増加を抑制したと
報告している。つまり，本研究の結果から運動パフォー
マンスは，鍼刺激によって向上するということが明らか
になり，先行研究を支持する結果となった。

⚒．鍼刺激が投球動作に及ぼす効果について
投球に関する先行研究では，肩関節外旋筋群は投球の
減速期からフォロースルー期にかけて遠心性収縮をする
ことで肩甲上腕関節への牽引力に対し制動作用として働
く，そのため肩関節外旋筋群は連続投球によって疲労が
生じやすいという報告されている7)。また，下肢の働き，
特に股関節は投球速度を高めるうえで重要な役割をもつ
ため，下肢の動きは指導上の着眼点として重要性が指摘
されてきた11) 12) 15) 18) 22)。このように，投球において肩
関節及び股関節は重要であることがわかる。そこで，本
研究では，肩関節及び股関節に効果があるとされている
少陽経筋の足臨泣に鍼刺激を行った。その結果，
Pyonex 条件後に平均球速及び最高球速はCon 条件に
比べ有意に上昇した結果となった。このことは，鍼刺激
による体性自律神経反射によって活動筋中の血管が拡張
し，筋内血流量を改善するという報告19) 21)から，小円筋，
三角筋，棘下筋などの肩関節周囲筋群及び中殿筋などの
股関節筋群における支配神経を介し，血流が改善された
ことにより，下肢から上肢への伝達能力及び筋出力が向
上したために，球速が上昇したと考えられる。このよう
に，これまで鍼刺激に関する知見は，そのメカニズムや
使用方法を示されたものは見当たるが，足臨泣への鍼刺
激が投球に与える効果に関する文献は見当たらない。し
たがって，本研究において足臨泣への鍼刺激が投球に与
える効果を検討したことは，鍼刺激が投球における平均
球速及び最高球速を向上させることを明らかにしたのみ
ならず，鍼刺激の効果を得るための一つの手法として足
臨泣を刺激する根拠となる基礎的知見となったであろ
う。

第Ⅴ章 総括

本研究では，両足における少陽経筋の足臨泣への刺激
により，投球による平均球速及び最高球速に及ぼす効果
について検討することを目的とした。その結果，以下の
知見が得られた。

⚑．平均球速：Pyonex 条件実施後における平均球速は，
実施前と比較して有意に上昇することが示された。

⚒．最高球速：Pyonex 条件実施後における最高球速は，
実施前と比較して有意に上昇することが示された。
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⚓．Pyonex 条件とCon 条件の比較：Pyonex 条件実施
後における平均球速及び最高球速の変化率は，Con
条件実施後の変化率と比較して有意に大きな変化率
を示した。

以上のことから，鍼刺激は，投球による平均球速及び
最高球速を有意に上昇させることが明らかとなった。ま
た，鍼刺激を身体に施すことによって，W-up と類似し
た効果が得られる可能性が示唆された。
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Effect of acupuncture stimulation on ball speed

SHINOHARA Ryousuke

Abstract
[Purpose] The purpose of this study was to examine the effect of acupuncture on the body on the ball speed by
throwing a ball.
[Method] Subjects were 49 males (Means±S.D. Age 19.9±1.8 years, Height 174.8±6.2 cm, Weight 74.2±7.9 kg and
Fat free mass 64.4±5.8 kg).
Acupuncture stimulation (Pyonex) was applied to the body, and the pitch was measured and the ball speed was
measured.
[Result] Acupuncture increased average and maximum ball speeds.
[Conclusion] This study revealed that acupuncture increased average and maximum ball velocities by pitching.
Moreover, it was suggested that the effect similar to W-up could be obtained by applying acupuncture stimulation
to the body.
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