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1．緒言 
今日、男子ハンマー投の室伏広治選手の輝かしい

活躍により、ハンマー投の知名度が上がり、今やハ
ンマー投を知らない人はほとんどいない。競技人口
も増え、近年で競技レベルも随分と上がった。しか
し、安全確保のため場所や特別な用具を必要とする
ため、野球やサッカーのようにポピュラーではない。
先行研究も少なく、特に、女子ハンマー投選手を対
象とした研究はほとんどない。 
坂東らは、「ハンマーヘッドの初速度が飛距離を

決定づける一番の要因だ」という先行研究を再確認
したことを報告している 1)

。また、初速度を上げる
ために、ハンマーの加速度を高めていくことも重要
であり、梅垣らは、「ハンマーヘッドの加速度は、
身体重心の加速度と身体重心に対するハンマーヘ
ッドの加速度の和として表すことができる」と述べ
ている 2)。実際の投げの中で、重心が高くてターン
に入れないような感覚があったり、ハンマーにうま
く力を伝えられないような感覚があったりするこ
とからも、「身体重心」は投動作中において、極め
て重要なポイントになってくると考えられる。そこ
で本研究では、被験者の投動作中における身体重心
に着目し、ハンマー投飛距離との関係を明らかにし、
今後の練習・指導に役立てることを目的とする。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 

茨城大学陸上競技部に所属する女子学生 2 名（被

験者Ａ、被験者Ｂ）で、いずれも日本インカレ出場

レベルの選手である。ともに 3 回転投法を用いた。 
2-2 撮影方法 

撮影場所は、茨城大学グラウンドの投擲サークル

を用いた。 

2 台のハイスピードカメラ（CASIO 製 EX-F１，

300fps）を投擲方向の右側と左側にそれぞれ設置し、

投擲方向に対し後方に、ミラー（180cm×120cm）1
枚を、投動作全体が映るように設置し、すべての分

析点が見えるように撮影した。なお、ミラーはデジ

タイズの補助として用いた。 

3 次元 DLT 法適用のため、試技前に垂直に保持し

た較正器（高さ 2m の測量棒）を，投擲サークルの

中心及び同心の正方形（一辺 2m）の四頂点の 5 か

所で撮影した。 

実験座標系は、サークルの中心を原点、投擲方向

を Y 軸正、Y 軸と同一平面で直交し投擲方向に対

して左方向に X 軸正、鉛直上向を Z 軸正とする左

手系で定義した。 
分析点は、頭頂、耳珠点、肩マーカ（肩峰）、胸

骨上縁、肘関節中心、肋骨下端、手関節中心、腰マ
ーカ（大転子）、第三中手指節関節、膝関節、足関
節、踵骨隆起、つま先及びハンマーヘッドの 14 部
位とし、肩峰及び大転子には自作マーカを装着した。 
すべての試技を分析対象とし、ハンマー飛距離を

計測した。 
2-3 分析方法 
撮影した MOV 画像を、Quick Time Player を使用

し AVI 形式に変換後、PS デジタイザー＋PS モーシ
ョンキャプチャ（Physical Soft）により分析点をデ

ジタイズし、3 次元 DLT 法（Direct Linear 
Transformation method）を用いて、3 次元座標を算
出した。また、マーカの 3 次元座標から内挿法によ
り両肩峰及び両大転子座標を算出した。さらに、得
られた 3 次元座標データから、阿江ら（1992）の係
数を用いて、身体合成重心を求めた。解析区間は、
スィング後の 1 回転目の入り（ハンマーが投擲者か
ら見て右方向にある時。以下：「入り」）から、リ
リースの瞬間までとした。 
 
2-4 算出項目 
2-4-1 投動作中の身体重心の高さの変化と飛距離 

ターンの入りから、3 回転目右足を離地し再び地

面をとらえた時（以下：キャッチ）までと 3 回転目

のキャッチからフィニッシュまで投動作を二局面

に分け、それぞれの区間の重心の高さの差（以下：

重心高差）と飛距離の関係及び 3 回転目キャッチ時

の重心の高さと飛距離の関係を調べた。今回は、右

足が踵まで完全に着地したポイントを 3 回転目の

右足のキャッチとした。 
2-4-2 投動作中のハンマーヘッド重心と飛距離 
１回転ごとのハイポイント（以下：HP）の高さ

（ハンマーヘッドから地面までの距離）を求め、１

回転目の HP から 3 回転目の HP 高低差（以下：HP
差）と飛距離の関係を調べた。 
2-4-3 身体重心移動と飛距離 
ターン開始時からフィニッシュまでのＹ軸方向

への重心移動距離及びⅩ軸方向への重心移動距離

と飛距離の関係を調べた。 
 
3．結果と考察 

3-1 投動作中の身体重心の変化と飛距離 

(1) ターンの入り～3 回転目のキャッチ間の重心

高差と飛距離 

被験者 A では、飛距離が大きいほどターンの入

りから 3 回転目のキャッチまでの重心高差が小さ

く、飛距離が小さくなるほど重心高差が増大すると

いう負の相関が見られたが、有意ではなかった。被

験者 B は、飛距離が大きい方の重心高差は大きく、

飛距離が小さい方の重心高差は小さい正の相関が

見られたが、有意ではなかった。被験者 A と B で

は全く異なる結果となった。 
高い相関が見られながらも、有意ではなかったの

は、試技数の少なさが原因と考えられる。また、被

験者 A と B で飛距離と重心高差の関係が正比例と

逆比例だったのは、被験者 A がターンの入りから

しだいに重心を上げていくという動きをしている

のに対し、被験者 B はターンの入りから次第に重心

を落としていくという異なる動きが原因と考えら

れる。 
(2) 3 回転目キャッチ時の重心高と飛距離 
 全体の結果から飛距離が大きい方はキャッチ時

の重心が低く、飛距離が小さい方は重心が高い極め

て強い有意な負の相関が見られた（ｒ=－0.901、
P<0.05）（図 1）。被験者 A、B とも同様に負の相
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関が見られたが有意ではなかった。これは、試技数

の少なさが原因と考えられる。また、高村はターン

ごとの平均遠心力を算出し、ターンを重ねるごとに

遠心力が大きくなることを明らかにしたが 3）その

遠心力に耐えられるパワーポジション（3 回転目キ

ャッチ時の姿勢（重心の高さ））が重要であること

が示された。 
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図 1 3 回転目キャッチ時の重心高と飛距離の関係 

(3) 3 回転目のキャッチ～フィニッシュ間の重心

高差と飛距離 

被験者 A は、飛距離が大きい方は 3 回転目のキ

ャッチからフィニッシュ間の重心高差が小さく、飛

距離が小さい方がその差は大きい、極めて強い有意

な負の相関が見られた（ｒ=-0.999、P<0.05）。同様

に、被験者 B でも負の相関が見られたが、有意では

なかった。高村が、3 回転目のローポイントからリ

リースの中間で遠心力の最大値を得たことから 3）、

それに耐えられるポジションが重要であることが

考えられる。また、被験者 B で有意な相関が見られ

なかったのは、この局面の動作不安定が原因と考え

られる。 
3-1-2 投動作中のハンマーヘッド重心と飛距離 
(1) 1 回転目～3 回転目の HP 差と飛距離 

 被験者 A、B ともに、飛距離が大きい方の HP 差

は小さく、飛距離が小さい方の差は大きい負の相関

が見られたが、有意ではなかった。 
3-1-3 身体重心移動と飛距離 
(1) 投擲（Y軸）方向への重心移動距離と飛距離 

 全体の結果から、飛距離が大きい方は投擲方向へ

の重心移動距離が大きく、飛距離が小さい方は移動

も小さい、極めて強い有意な相関が見られた（ｒ

=0.944、P<0.05）（図 2）。被験者 A、B も同様の

結果であったが、有意ではなかった。このことは、

少ない試技数が原因と考えられる。また、サークル

を十分に使い投擲方向へ長く重心移動させること

が重要であると確認できた。さらに、HP 差が大き

いと投擲方向への重心移動が小さく、HP 差が小さ

いと投擲方向への重心移動が大きい、有意な負の相

関が見られた（r=-0.839、P=<0.05）。HP 差が大き

いということは鉛直上向への力が働き、投擲方向へ

のエネルギーが減少したものと考えられる。したが

って、飛距離を増すために投擲方向へ進むには、極

端な HP 差をつけないことが望ましいといえる。 
(2) 投擲横（X軸）方向への重心移動距離と飛距

離 

 被験者 A は、飛距離が大きい方は X 軸方向への

重心移動距離が大きく、飛距離が小さい方は小さい

正の相関が見られたが、有意ではなかった。被験者 
B は、飛距離が大きい方は重心移動距離が小さく、 
飛距離が小さい方は大きい負の相関が見られたが、 
有意ではなかった。さらに、被験者 B では、HP 差 
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図 2 投擲方向への重心移動距離と飛距離の関係 

が大きいと X 軸方向への重心移動距離が大きく 
HP 差が小さいと移動も小さい、極めて強い有意な

正の相関が見られた（ｒ=0.999、P<0.05）。HP 差

が大きいと投擲方向への推進力が得られず、さらに、

ハンマーヘッドが投擲左（X 軸正）方向に流れてい

るため、ハンマーの回転につられ投擲横方向への移

動が増大したものと考えられる。飛距離を出すため

投擲方向へ進もうとするならば、被験者 B の場合は

HP の極端な高低差をつけず、さらに HP の位置を

ずらさないターンをし、投擲横方向への移動を最小

限にすることが重要であると考えられる。 
 
4． まとめ 

1)  3 回転目キャッチ時の重心の高さと飛距離との

間には有意な相関関係が認められ、遠心力に耐

えられるパワーポジションが重要であると考え

られた。 
2)  被験者 A は、3 回転目のキャッチ～フィニッシ

ュ間で重心高差と飛距離との間に有意な相関関

係が認められ、重心位置を上げすぎずに、リリ

ースさせることが重要であると考えられた。 
3)  投擲方向への重心移動距離と飛距離との間に有

意な相関関係が認められ、十分に投擲方向へ重

心移動をさせることと、そのために HP の極端

な高低差をつけずにターンをすることが重要で

あると考えられた。 
4)  被験者 B は、投擲方向への重心移動をさせるた

めに、極端な HP の高低差をつけず、さらに HP
の位置をずらさないで投擲横方向への移動を最

小限にすることが重要であると考えられた。 
 
以上のことより、低い姿勢でのドリルの反復、また、

極端な HP 差をつけないようにするため、今回は解

析範囲ではなかったが、スィング～ターンの入りの

局面でのハンマーヘッドの軌道面を修正・安定させ

ていく必要がある。さらに HP 位置をずらさないよ

うにするため、X 軸負方向への回転半径を大きくし

ていき、そのために、体幹・背筋を鍛え軸の強化・

安定をさせる必要がある。 
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