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1. 緒言 
 陸上競技ハンマー投げの主目的は，ハンマーを

出来るだけ遠くに投げることである。他の投運動

と同様に，投げ出されたハンマーが到達する距離

は，最終的にはリリース時にハンマーがもってい

る投射速度・投射角度・投射高で決まる。その中

でも，投射速度は最も重要な要因である。 
 ハンマー投げでの回転中の速度は“接線速度(υ)
＝回転半径(ｒ)×回転角速度(ω)”という公式によ

って算出できる。従って，回転半径を大きくする

か回転角速度を大きくすることが，飛距離を伸ば

すために必要な技術となる１)。しかし，この各々を

大きくすることは容易でない。そのひとつは，回

転の際に生ずる遠心力(Ｆ)との関係である。遠心

力は，Ｆ＝ｍ･ｒ･ω２＝ｍ･υ２/ｒ(ｍ＝ハンマーの

重さ)である。すなわち，接線速度の大きさが同じ

時には，回転半径が小さいほど遠心力は大きくな

り，この遠心力に負け回転のバランスをくずし，

逆にハンマーに振られる結果となる。つまり,競技

者自身の特徴を活かした身体の使い方を無視し，

単にスピードを上げたり,回転数を増やしたりし

ても記録を伸ばすことは困難といえる３)。 

運動のコーチングのための運動情報は，運動試

技中に与えることが望ましいとされている２)。しか

し、ハンマー投げの力学的研究は，従来から２次

元ないし３次元の分析が行われ，多くの時間がか

かるという欠点があった。そこで本研究では，ハ

ンマーの運動速度を高めるために必要な，回転半

径と回転角速度から回転の際に生じる遠心力につ

いて着目し，回転中の遠心力の変化を音響情報と

して，バイオフィードバック２)できる装置を作製し，

ターン技術の確認をリアルタイム３)で行うシステ

ムを開発することにより，投擲中の身体の感覚や

動かし方を確認し，トレーニングに役立てること

を目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 音響装置 

2-1-1 装置の作製 

 回転中の遠心力の変化を，音の高低で表す装置

を作製した。バネに 10ｇの錘をつけたものを，遠

心力の変化に変え，それをスライド抵抗 (818X    

-50KB)によって周波数で表し，タイマー用 IC555
に接続し，周波数の変化によって音が変化する圧

電ブザー(EFB-AD 937)を用いて音程を変化させ

た。これを，縦 11.5cm 横 9.5cm 深さ 3cm のプラ

スチック容器に収めた。 

 

 撮影されたＶＴＲ画像からハンマー頭部中心の

1 点の座標をＶＴＲデジタイザー(EPSON PC－

286VＥ)によって毎秒 30 コマで読み取り，3 次元Ｄ

ＬＴ法を用いて 3 次元座標を算出した。分析は同

期スイッチが発光し終えた時点から，ハンマーを

リリースするまで行った。 

 

2-1-2 装置の検定 

自転車の後輪に装置をはめ込み，回転数を変え

５段階のスピードで後輪を回し，周波数の変化を

みた。周波数の変化は，音声信号を FFT(高速フー

リエ変換)して，リアルタイムにその周波数成分（ス

ペクトラム）を表示する高速リアルタイム スペク

ト ラ ム ア ナ ラ イ ザ ー (Wave Spectra  for 
Windows95/98/NT4)で読み取った。角速度，遠心

力を算出し，周波数－遠心力の関係を調べた。 

 

2-2 回転分析 

2-2-1 ＶＴＲ撮影 

 被験者は，茨城大学陸上競技部女子 1 名(競技歴

６年)とした。実験試技は，茨城大学グランドにて，

試技前に十分にアップさせ，１投の試技を行わせ

た。その試技を２台のＶＴＲカメラ(SONY CCD-VX1)

を用いて，Ｙ軸方向 15ｍの所(カメラ間 12ｍ)に設

置した。直径 2.5ｍのサークルの中心を原点とし，

投擲方向をＹ軸(投擲方向を正)，Ｙ軸に水平面内

で直交する方向をＸ軸(投擲方向に対して左方向

を正)，鉛直方向をＺ軸(鉛直方向を正)として左手

系で静止座標系を定義した。試技開始前に３次元

ＤＬＴ法(Direct Linear Transformation Method)によ

り計測点の３次元座標を算出するため，撮影範囲

内に較正器(縦３ｍ，横３ｍ，高さ 2.075ｍ)として

鉛直上向きに 0．275ｍ，1．075ｍ，2.075ｍの位置

にマークをつけたコントロールポイントを９ヶ所

に立てて撮影した。  

2-2-2 ストレンゲージでの張力の検出 

ハンマーのピアノ線部分にストレンゲージ

(KFG-1Ｎ-120-Ｃ1-11 共和電業製)を平行に取り

付け，回転の邪魔にならないように，コードを棒

で釣って，ゲージの上から回転にあわせて棒を回

し，回転中にピアノ線にかかる張力を検出した。

データの出力には，パソコンと組み合わせて測定

を行うことができるセンサインタフェース

(SENSOR INTERFACE PCD-300A 共 和 電 業

製)USB インタフェースを介して PC(GATEWAY 
Solo2500XL)に直接データを集録した。試技開始前

に，サークル内でストレンゲージ張力計の較正を

行った。撮影する際，外部同期信号発生装置によ

り，２台のカメラと張力のデータを出力する PC の

同期を行った。 
 

2-3 分析方法 

2-3-1 データ処理 

2-3-2 算出項目 

①曲率半径(ｒ) 

中心となる点Ｐ2 (ｘ2,ｙ2,ｚ2)から，前後の点Ｐ1 

 (ｘ1,ｙ1,ｚ1)・Ｐ3 (ｘ3,ｙ3,ｚ3)の３点を通る外

接円の半径として求めた。Ｐ1 とＰ２の距離をａ，

Ｐ２とＰ3の距離をｂ，Ｐ3とＰ1の距離をｃとした。 
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②角速度(ω) 

求められた曲率半径(ｒ)と P1と P2の距離(ａ)か

ら中心角 Oを算出し，P1から P2の移動時間 1/30 秒

で除して求めた。 

③接線速度(υ) 

 曲率半径(m)と角速度(rag/sec)の積で求めた。 

④遠心力(F) 

ハンマーの質量(kg)と曲率半径(m)，角速度

(rag/sec)の二乗の積で求めた。 
 
3. 結果と考察 

3-1 装置の有用性 

 遠心力と周波数の関係を調べた結果，有意な相

関(Ｒ２＝0.9949)が得られた(図１)。この装置をハ

ンマーのピアノ線に取り付けるときには，取り付

ける位置によって，半径が変わり，遠心力の大き

さも変わってくるので，適正な設置位置を調節す

れば，競技レベルに関係なく使うことができるこ

とが確認された。 
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 図１ 遠心力と周波数 
 

3-2 算出された遠心力と検出した張力 

 VTR 分析から算出した遠心力と，ストレンゲージ

から検出した遠心力は多少の誤差はみられるがほ

ぼ同じような変動を示していた(図 2)。VTR 分析で

は，ハンマーヘッドが隠れて見えなくなる部分や，

VTR カメラを同期させても毎秒 30 コマのため同期

のずれが生じてしまうことから，データに多少誤

差がでてしまったものと考えられる。しかし，VTR

分析から算出された遠心力とストレンゲージから

検出された遠心力の変動が類似していることから，

VTR 分析から得た曲率半径や角速度，接線速度のデ

ータは有用性のあるデータであるといえる。 

0

400

800

1200

1600

0 2 4 6
時間(秒)

遠
心

力
(N

)

ストレンゲージ

VTR分析

   図２ 遠心力(画像解析と実測値)の比較 

 

3-3 曲率半径と角速度 

 曲率半径が大きくなっている局面では角速度は

小さくなり，逆に曲率半径が小さくなっている局

面では，角速度は大きくなっていて，曲率半径と

角速度は逆相の関係にあった。飛距離に最も関係

がある，接線速度を大きくするには，半径を大き

くするか，角速度を大きくするという二つのこと

が多くの文献１)4)で示されているが，この各々を同

時に高めることは，この結果から難しいといえる。 
 
3-4 接線速度と遠心力 
 接線速度と遠心力は，共に１回のターンにつき

１度の周期的変動を示しており，極大値のポイン

トでは接線速度の方が，少し遅れてあらわれたが，

ほとんど同相変化を示していた(図 3)。両足接地期

で大きくなり，片足接地期で小さくなっていた。 
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   図３ 接線速度と遠心力 
 
4. まとめ 
 本研究では，ハンマーの運動速度を高めるため

に必要な回転半径と回転角速度から，回転の際に

生じる遠心力について着目し，回転中の遠心力の

変化を音響情報として，バイオフィードバックで

きる装置を作製した。それと同時に，回転中のハ

ンマー曲率半径と角速度の変化を VTR 分析により

算出した。分析により以下のことが明らかになっ

た。 

(1) 曲率半径と角速度は，逆相を繰り返しながら

接線速度を増していった。 

(2) 接線速度と遠心力は，同相変化を示していた。 

(3) 接線速度と遠心力は，両足接地期に増加し，

片足接地期に減少していた。 

 これらより，作製した装置は，ハンマーの運動

速度を大きくするに従い，増大する遠心力に負け

ない技術を習得するために有用であることが示唆

された。 
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