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1．緒言 
やり投げに限らず，投擲物の投擲距離を決定する

主な要因は，初速度，投射角，投射高である。空気
の影響がなければ，投擲物はこの３つの初期条件と，
重力加速度で決定される放物線の軌跡を描いて地
面に落下する。しかし，やり投げに用いるやりの形
状から，空気力の作用を受け投擲距離に影響する。
若山ら(1992)の研究により，やりの飛行姿勢によっ
て揚力が働き，やりの落下を抑えプラスに作用する
という結果が得られている。しかし，これまでの多
くの研究によってやり投げでは初速度が最も投擲
距離獲得に関わっていることが明らかにされてき
た 2,3,5)。 

これまでの研究では，投動作を 3 次元で分析し初
速度などの初期条件との関係を明らかにしたもの
は多いが，それらは上肢の動作を中心に分析したも
のばかりで，下肢に注目して検討しているものは少
ない。そこで，本研究ではやり投げの投動作を下肢
及び体幹に焦点をあて分析し，投擲距離獲得の大き
な要因となる初速度を中心とした初期条件との関
係を調べ，より効率的な投動作を明らかにすること
を目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 被験者 
T 大学やり投げ選手 3 名とし，身体的特徴と競技記
録は表 1 に示した。 
 表１ 被験者の身体的特徴と自己記録 
被験者 身長 体重 自己記録 

a 177cm 63kg 40.50m 
b 178cm 68kg 56.65m 
c 176cm 71kg 69.31m 

2-2 測定期間 
予備実験 平成 19 年 9 月 13 日，10 月 21 日， 

11 月 19 日 
本実験  平成 19 年 11 月 24 日 
2-3 測定方法 
 T県T市にある青葉の森公園陸上競技場にて正規
のやりを一人 6 回ずつ投げてもらい，6 投全てを分
析対象とした。試技間の休息は被験者が十分に疲労
回復したと自己申告するまでとらせた。 
2-4 撮影方法 
 2 台の VTR カメラを用いて，被験者の右斜め前
方と側方より投擲動作を撮影した。試技開始前と後
に 3 次元座標を算出するため，2 点のコントロール
ポイントを取り付けた高さ 2m のポールを撮影範囲
内の 9 箇所に垂直に立て，較正点の実空間座標（X
軸正：投擲水平方向，Y 軸正：X 軸に直交し，かつ
同一平面上で左方向，Z 軸正：X 軸及び Y 軸に直交
し鉛直上方）を撮影した。 
 被験者の分析点（胸骨上縁，大転子中間点，両膝
関節，両足関節）にはマーカ（直径 4cm の発砲ス
チロール球）をつけ撮影を行なった。 
2-5 分析方法 
 2 台の VTR カメラから得られた，VTR カメラ画
像から，やり 3 点，身体 6 点の分析点のディジタイ
ズを行い，3 次元 DLT 法を用いて 3 次元座標に変
換した。較正器の実測値と DLT 法により算出され
た推定値の標準誤差は，X 成分が 0.24cm，Y 成分が
0.50cm，Z 成分が 0.48cm，であった。得られた座標

データを先行研究により，遮断周波数 13.3Hz でバ
ターワースディジタルフィルタを用いて平滑化し
た。 
2-6 算出項目 
①やりに関して(図 1 参照) 
(1)やりの投射初速度 
リリース時のやりの投射初速度水平成分，投射初速

度鉛直成分を合成したものを投射初速度とした。 
(2)姿勢角 
リリース時のやりの穂先とグリップ前縁を結んだ

線と水平線とのなす角。 
(3)投射角 
リリース時のやりのグリップ前縁の軌跡と水平線

とのなす角。 
(4)迎え角 
姿勢角と投射角との差。 
(5)投射高 
リリース時のグリップ前縁から地面までの鉛直距

離。 

図 1 やりの飛行姿勢に関する角定義 
②投擲動作に関して 
(1)体幹 
1)体幹前屈角及び角速度 
リリース時の XZ 平面(矢状面)に，大転子中間点と

胸骨上縁を結ぶ直線を投影し，その直線と Z 軸がな

す角を体幹の前屈角とした。 
2)体幹側屈角及び角速度 

  リリース時の YZ 平面(前額面)に，大転子中間点と

胸骨上縁を結ぶ直線を投影し，その直線と Z 軸がな

す角を体幹の側屈角とした。 
(2)股関節角 
左脚接地時の右膝関節と大転子中間点を結んだ線

分と，左膝関節と大転子中間点を結んだ線分とのな

す角。 
(3)左膝関節角 
左脚接地時とリリース時の大転子中間点と左膝関

節を結んだ線分と，左足関節と左膝関節を結んだ線

分とのなす角。 
 
3． 結果と考察 

3-1 投擲距離と初期条件 
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 投擲距離に大きく関わるとされる初速度，投射角，

姿勢角，迎え角，投射高と投擲距離との相関関係を

調べた。先行研究では，初速度のみ投擲距離と有意

な相関関係を示していた 2,5)。しかし，本研究の結

果では，投擲距離と初速度(r=0.953, p<0.001)，投射

角(r=0.821, p<0.001)，姿勢角(r=0.933, p<0.001)，迎

え角(r=0.939, p<0.001)の間には有意な相関関係が認

められた。姿勢角(投射角，姿勢角，迎え角)に関し

ては，被験者間でのばらつきは大きかったものの，

各被験者に投げてもらった 6 投間でのばらつきは

小さかった。投射高については，投擲距離との間に

有意な相関関係は認められなかった。この結果の違

いは，先行研究では 3～6 投のうち最も記録の良か

った投擲のみを分析対象にしているのに対し，本研

究では，試技 6 投全てを分析対象にしたからではな

いかと考えられる。 
 本研究ではやりの姿勢角でも投擲距離との間に

有意な相関関係が認められたが，いったん投げ出さ

れたやりは飛行姿勢に伴い空気抵抗や揚力の影響

を受けると考えられる。リリース後の雨や風などの

環境条件によって決定される投擲距離よりも，環境

条件の影響が少ない初速度をパフォーマンスの指

標とする方が良いと考え、初速度と体幹及び下肢動

作との関係を調べた。 
3-2 初速度とリリース時の体幹角及び角速度 

 初速度と体幹前屈角の間には有意な相関関係が

認められなかった。体幹前屈角速度と初速度との間

には有意な相関関(r=0.626, p<0.01)が認められた(図
2)。初速度の大きい投擲は，前屈角には関係なくそ

の角速度が大きい。 

r=0.626，p<0.01，y = 11.995x + 4.9972
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図 2 初速度と体幹前屈角速度の関係 
 初速度と体幹側屈角の間には負の有意な相関関

係(r=－0.793, p<0.001)が認められた。しかし，体幹

側屈角速度については初速度との間に有意な相関

関係が認められなかった。全ての投擲で左屈してい

たが，その左屈角は初速度の大きい投擲ほど小さい

傾向を示した。つまり，リリース時に体幹は左屈方

向への角度をなるべく小さくし，前屈の角速度を高

めることが重要であることが分かった。 
3-3 初速度と膝関節角 

 左足接地時及びリリース時の左膝関節角度と初

速度との間には有意な相関関係が認められなかっ

た。初速度と有意な相関関係が認められた体幹前屈

角速度と左足接地時の膝関節角との間には有意な

相関関係(r=0.469, p<0.05)が認められた。これにより，

接地時に膝関節を伸展位に保つことによって，体幹

前屈角速度を高めることができることが分かった。 
3-4 初速度と股関節角 

 左足接地時の股関節角と初速度の間には有意な

相関関係が認められなかった。股関節角を小さく接

地すれば膝関節は伸展位に保つことができるので

はないかと考え，この 2 つの相関関係を調べたとこ

ろ，負の有意な相関関係(r=－0.609, p<0.01)が認めら

れた。この結果、股関節をあまり開かずに接地する

ことにより膝関節を伸展位に保ち、体幹の前屈角速

度を高めることができることが明らかになった。  

r=-0.609，p<0.01，y = -0.4143x + 166.17
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図 3 股関節角と膝関節角の関係 
 
4． まとめ 

 効率的なやり投げの下肢及び体幹の動作を明ら

かにするため，3 名のやり投げ選手の 6 試技を 3 次

元動作分析した。 
投擲距離と初速度，投射角，姿勢角，迎え角の間

には有意な相関関係が認められたが，投射高と投擲

距離との間には有意な相関関係が認められなかっ

た。本研究ではやりの姿勢角でも投擲距離との間に

有意な相関関係が認められたが，環境条件の影響を

ほとんど受けない初速度がパフォーマンスを高め

る最も重要な要因と考え，初速度と体幹及び下肢動

作との関係を検討した結果以下のことが明らかに

なった。 
 初速度の大きい投擲では，助走の最終局面におい

て股関節をあまり開かずに左足を接地し，膝関節を

比較的伸展位に保ち，体幹の前屈角速度を高めてい

た。また，体幹を左屈しないようにできるだけ垂直

位に保ちリリースすることが重要であることが明

らかになった。その結果，体幹，下肢動作も初速度

を大きくするための要因となることが明らかにな

った。しかし，やり投げは下肢，体幹，上肢の連動

で投げ出されるため，今後下肢及び体幹と上肢との

関連について研究を進めることが今後の課題とし

て残された。 
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