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1. 緒言 

バスケットボールの試合において、シュートの
持つ役割は大きく、シュートの成否により勝敗が
決まるといっても過言ではない。ゲームを行う上
で重要なことは、いかに正確にシュートを成功さ
せるかである。 

これまでのシュートに関する先行研究では、全

身の分析やジャンプシュートにおける研究が多く、

セットシュートでの動作分析は少ない。ゲーム中

に使用されるシュートが全身運動であることはい

うまでもないが、八坂ら（1999）によるとボール

を投げだす運動は上肢の貢献度が多いと言われて

いる。また、セットシュートにおける研究におい

ても、2 ポイントシュートと 3 ポイントシュートの

比較や遠投能力との関係についての報告が多く、

リリース後の上肢の動きがボールの飛行に及ぼす

影響に関する報告はみられない。シュート動作の

一局面であるフォロースルー（ボールリリース後、

腕をバスケットのほうに向けて伸ばす動作）も、

シュートの成否を決める一つの要因である。シュ

ート指導で、フォロースルーについて言及するこ

とは多いが、それがボールの飛行に及ぼす影響は

明確ではない。 

そこで本研究は、下半身を固定したワンハンド

シュートのボール初期３要素(ボール初速度・投射

角度・投射高）に及ぼす、フォロースルーの影響

について分析・考察し、練習や指導の基礎資料を

得ることを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 研究対象 

茨城大学女子バスケットボール部に所属する学

生 3 名を対象とした。被験者は全員右利きの選手

である。カッコ内は年齢、身長、体重、競技歴を

示し、被験者 A（20 歳、160.7cm、56.3kg、10 年）、

被験者 B（20 歳、164.9cm、58.9kg、12 年、）、被験

者 C（19 歳、162.3cm、54.8kg、8 年）であった。 
2-2 撮影方法及び撮影試技 

 撮影は、茨城大学体育館で行った。 

撮影方法は、ハイスピードカメラ（CASIO 製 

EX-F1）1 台を、被験者右側方に設置し、2 次元 DLT

法適用のため、較正器（高さ 2m の測量用紅白丸棒）

を被験者の運動範囲３か所で試技に先立ち撮影し

たのち、試技を撮影（120fps）した。 

分析点は、大転子点、肩峰点、肘関節中心点（以

下、肘とする）、手関節中心点、指節点、指尖点、

ボール中心の 7 点とした。 

試技は、被験者がフリースローラインに固定し

た椅子に座り、「基本シュート」「ストップシュー

ト」「引き寄せシュート」の順に各 3本ずつ行った。

被験者へのシュート動作の指示は、「基本シュー

ト」（普段通りのシュートを打ってください）、「ス

トップシュート」（ボールリリース直後に上肢の動

きをとめて打ってください）、「引き寄せシュート」

（ボールリリース後、上肢を体に引き付けてくだ

さい）とした。 

2-4 分析方法 

 撮影した映像を、Quick Time Player（Apple 社製）

を用い連続静止画（BMP 形式）に変換後、フリー

のソフト（BMP measure）により分析点をデジタイ

ズし、2 次元 DLT 法（Direct Linear Transformation 

method）を用いて、2 次元座標を算出した。 

肩関節角度は大転子点、肩峰点、肘からなる角

度とした。肘関節角度は肩峰点、肘、手関節中心

点からなる角度とした。手関節角度は肘、手関節

中心点、指節点からなる角度とした。 

分析範囲は、ボールをセットポジションにかま

えたときの肘関節最大屈曲から、ボールリリース

後の手関節最大屈曲までとした。また、各試技の

結果を比較するために、肘関節最大屈曲からボー

ルリリース時までと、ボールリリース時から手関

節最大屈曲までの時間軸の規格化を行った。 

 

3. 結果と考察 

3-1 ワンハンドシュートの各関節の角度変位  

 基本シュートにおける各関節の角度変位は以下

のような結果となった。 

 ボールリリース前に肘関節・肩関節・手関節の

角度変化が大きく現れた。特に肘関節の角度変化

が大きく、これは、ボールをセットポジションに

セットした時の肘関節角度が他の関節に比べより

大きく屈曲していたためと考えられる。 

リリース時の肘関節は 150.55±3.35 度であり、手

関節は 145.00±12.40 度であった。リリース時の肩

関節角度と手関節角度の有意差は見られず、リリ

ース時は肩からボールにかけてほぼ一直線である

と言える。 

各関節が最大角度となったのはリリース後であ

った。手関節はリリース後も角度の変化が大きか

ったのに対し、肩関節・肘関節においてはあまり

角度の変化は見られなかった。 

 

 

 
図 2 基本シュートの各関節の角度変位 
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3-2 ボール初期 3要素 

3-2-1 初速度 

 被験者 A の初速度は、基本シュートが 7.30±0.29

（m/s）、ストップシュートが 7.52±0.22（m/s）、引

き寄せシュートが 7.18±0.32（m/s）であった。 

被験者 B の初速度は、基本シュートが 7.49±1.23

（m/s）、ストップシュートが 12.45±6.66（m/s）、

引き寄せシュートが 6.13±1.04（m/s）であった。 

被験者 C の初速度は、基本シュートが 7.84±0.42

（m/s）、ストップシュートが 8.48±3.36（m/s）、引

き寄せシュートが 6.79±0.61（m/s）であった。 

全ての被験者において、一元配置分散分析の結

果、基本シュート、引き寄せシュート、ストップ

シュート間に有意差は見られなかった。 

3-2-2 投射高 

 被験者 A の投射高は、基本シュートが 131.9±

1.06（cm）、ストップシュートが 133.38±0.95（cm）、

引き寄せシュートが 133.59±4.99（cm）であった。 

被験者 B の投射高は、基本シュートが 137.24±

5.66（cm）、ストップシュートが 141.94±8.82（cm）、

引き寄せシュートが 128.49±1.82（cm）であった。 

  被験者 C の投射高は、基本シュートが 140.87±

4.28（cm）、ストップシュートが 137.26±3.26（cm）、

引き寄せシュートが 146.02±15.82（cm）であった。 

 全ての被験者において、一元配置分散分析の結

果、基本シュート、引き寄せシュート、ストップ

シュート間に有意差は見られなかった。 

3-2-3 投射角度  

 被験者 A の投射角度は、基本シュートが 72.76

±10.05 度、ストップシュートが 53.41±6.77 度、

引き寄せシュートが 52.25±3.70 度であった。 

被験者 B の投射角度は、基本シュートが 60.41±

3.37 度、ストップシュートが 64.28±3.91 度、引き

寄せシュートが 54.04±7.33 度であった。 

  被験者 C の投射角度は、基本シュートが 49.59±

6.54 度、ストップシュートが 45.93±8.03 度、引き

寄せシュートが 40.80±10.35 度であった。 

 全ての被験者において、一元配置分散分析の結

果、基本シュート、引き寄せシュート、ストップ

シュート間に有意差は見られなかった。 

 ボール初速度においては、引き寄せシュートと

ストップシュートの上肢の制限がうまく行われな

かったために、有意差が認められなかったと思わ

れる。フォロースルーは、シュートモーションを

安定させ、シュートの確率を向上させる。ボール

リリース後に上肢の動きを止めないことにより、

ボールをリリースするときの手のスピードが落ち

ることがない。つまり、上肢のエネルギーを効率

よくボールに伝える効果があると思われる。もし、

ボールリリース時に上肢の動きを止めようとした

場合、止める前から手のスピードを減少させるこ

とになる。また、止めようとする無駄な動きが現

われる。これにより、フォロースルーをしたとき

に比べ、ボールに与えるエネルギーが小さくなる

と推測できる。 

 投射高・投射角度については、ボールリリース

後に上肢の制限があったためボールに影響が出ず、

有意差が認められなかったと推測できる。だが、

シュートを行うとき、セットポジションからボー

ルリリースまでのボールの軌道は、リリース後の

ボールの軌道の同一線上にするのが自然である。

しかし、ストップシュートでは、上肢の動きがリ

リース直後に止まるため、連続的な動きでボール

がリリースされないと思われる。フォロースルー

の制限によりフォームが不安定となり、投射高・

投射角度に影響があると推測できる。 

本研究では、フォロースルーの制限が、ボール

初期 3 要素に影響を及ぼすという仮説は検証され

なかったが、フォロースルーの制限方法の改善や

被験者数を増やして再検討したい。 

 

5. まとめ 

1)ワンハンドシュートの各関節の角度変化は、ボ

ールリリース前に変化が大きかった。一方、リ

リース後角度変化は、主に手関節において認め

られたが、肘関節・肩関節ではあまり見られな

かった。 

2）フォロースルーの違いによるボール初期 3 要素

への影響は認められなかった。 

3）フォロースルーがボール初期 3 要素へ全く影響

がないとは言い切れない。 
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