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1. 緒言 

バレーボールにおいて、宮口ら¹⁾は、「セッター

は、ジャンプトスによって、ブロック枚数を減ら

し、味方の攻撃力を最大限に引き出すことが戦術

課題である。」としている。このことから、セッタ

ーのジャンプトスは、チームの攻撃力を上げる重

要な技術となることが分かる。しかし、沢井ら²⁾

によると、「トスの基礎技術となるオーバーハンド

パスは、捕る、打つ、投げる、このどれでもない

動作の特殊性から習得の難しい技術であり、その

動作をジャンプして空中で行うため、高い技術力

が必要となる。よって、ジャンプトスは技術の行

使によるミスの原因にもなる。」としている。 

高橋ら³⁾は、ジャンプトスを準備局面(踏み込み

からボール接触時まで)、主要局面、終末局面と分

け、ジャンプトスの準備局面では、ポジショニン

グ能力とタイミング能力が重要であるとしている。

ジャンプトスの場合、空中で動作を行うため、動

作の微調整が難しくなり、スタンディングトス以

上にポジショニングの正確性が求められる。また、

高い位置でボールを扱うために、落下してくるボ

ールに対して、ジャンプするタイミングを的確に

判断できる能力が必要とされている。 

そこで本研究では、ジャンプトスの準備局面に

おいて、ポジショニング能力とタイミング能力に

着目し、大学競技レベルのセッター経験者、バレ

ーボール経験者、バレーボール初心者の動作を分

析し、比較検討を行った。そして、バレーボール

のジャンプトスにおける技術指導やセッター初心

者の育成のための資料とすることを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 被験者は、茨城大学男子バレーボール部員 4 名

と茨城大学教育学部のバレーボールの授業を履修

した男子学生 2名の計 6名である。 

2-2 実験方法 

被験者がトスを 30本上げる実験を行った。ゲー

ム状況に近づけるため、セットアップエリアを作

り 3 つに分けた。試技は、被験者がスタート位置

からセットアップエリアに入り、コート中央より

供給されるボールをジャンプトスした。供給され

るボールは、被験者にわからないように 3 つのエ

リアに供給するよう、協力者に指示し、全エリア

のジャンプトス動作を撮影した。 

2-3 測定方法 

試技の撮影には、高速度デジタルカメラ(CASIO

社製 EX-F1,300fps)を 2 台使用し撮影した。カメ

ラ A は、バレーボールコートのエンドライン上で

右サイドラインより 3.5mに設置した。カメラ Bは、

アタックライン左端の延長線上 1.0m に設置した。 

2-4 分析方法 

カメラから得られた映像をフリーソフト GOM 

PLAYER で毎秒 300 コマの BMP 形式の連続静止画に

変換した。分析範囲は、ジャンプ時の踏み込みか

ら着地までとし、10 コマ置きにデジタイズを行っ

た。カメラ A の分析点は、ボール、左中指先端、

左手首関節、左肘関節、左肩峰、頭頂、左腸骨、

左右膝関節、左右足関節、左右つま先の計 13点で、

カメラ B の分析点は、ボール、頭頂、左右腸骨、

左右膝関節、左右足関節の計 8点とした。 

これらのデータから、2 次元動作分析ソフト

DLT22(富樫泰一作成)を用いて 2次元座標を算出し

た。得られたデータは、Microsoft Office Excel 

2010を使用し、ジャンプトス時の肩角度(腸骨、肩

関節、肘関節 3点間の角度)、腸骨と中指の y軸軌

道、ジャンプ離地点と着地点の移動距離を求めた。 

 

3. 結果と考察 

3-1 ボールと身体との前後の位置関係について 

セッター未経験者の B,E,F は、特に B キャッチ

エリア、C キャッチエリアにおいて「前」で捉える

傾向にあった。しかし、被験者 A だけは、腰が反

り返り、体幹部を後傾させた空中姿勢でセットア

ップ動作を行うことから、「後」で捉えていた。セ

ッター経験者の C,D は「中」で捉えている本数が

多く、定位置から離れたエリアほど、適した位置

で捉えることができていた。 

また、腰骨、肩関節、肘関節の 3点の角度(以下、

肩角度)、を算出し、比較すると、「前」で捉える

傾向のある被験者 B,F は 110～120°と角度が小さ

く、「中」で捉える傾向のある被験者 C,Dでは、140

～150°と角度が大きいことが分かった。 

この結果から、定位置から離れたセットアップ

エリアほど、セッター経験者と未経験者の捉える

位置の差があり、その原因の一つが肩角度の大き

さであることが考えられる。セッター経験者は、

ボールに向かって肘を高く真っ直ぐに上げること

で、適したセット位置で捉えることができ、セッ

トアップするエリアが変わっても、正しい位置に

身体を待っていくことができているので、安定し

て、へその上でボールを捉えていた。 

よって、初心者には、適したセット位置でボー

ルを捉えるために、ボールに向かって肩角度が大

きくなるような位置(肘を真上に高く上げる位置)

にポジショニングしてから、ジャンプするように

指導する必要があると考えられる。 

 
図 1 各被験者の前後の位置関係 



 
図 2 捉える位置と肩角度の例 

 

3-2 ボールと身体との左右の位置関係について 

 各被験者のボールを捉える左右の位置の特徴や

傾向の違いを分析した結果、セッター経験者の被

験者 C,Dは、「中」または「左」でボールを捉える

傾向が見られた。未経験者や初心者は、「中」また

は「右」でボールを捉える傾向がみられた。セッ

ター経験者は、B、C キャッチエリアほど「中」で

捉える試技が多い点は、前後の位置関係同様の結

果となった。この結果から、セッター経験者は、

未経験者に比べて、セットアップ位置が変わって

も、ボールの落下位置の予測ができている、また

は、空中でうまくボールの位置に身体の位置を合

わられるために、へその上で捉えることができる

と考えられる。 
 

3-3 ボールと身体との上下の位置関係について 

セッター未経験者の A,B と初心者の E,F は、腰

の軌道の頂点の前後どちら側でもボールに接触し

ていた。よって、レシーブされたボールに対して、

接触するタイミングが安定していないことがわか

った。一方で、セッター経験者である被験者 C,D

は、ほぼすべての試技を腰の軌道の頂点より前で

ボールに接触し、同じタイミングで安定してセッ

トアップしていた。 

 セッター経験者は、ジャンプの頂点前で接触す

ることで、接触後も身体が上昇し、リリース時に

ボールを最も高い位置で扱うことができていると

考えられる。逆に、ジャンプの頂点より後ろでボ

ールに接触することが多かった被験者 E は、ボー

ルのリリース時には腰が下方に落ちているため、

接触時からリリース時まで高さの変化がほぼない

ままトスを上げていることになる。 

最高点でボールを捉えるタイミングでジャンプ

を行うには、腰の軌道の頂点が最も高い位置でボ

ールに接触するのではなく、ボールのリリース時

とジャンプの最高点を一致させることが必要であ

ると考えられる。 

   
図 3 腸骨、中指先端の y軸軌道(左:セッター経験

者、右:バレーボール初心者) 

 

3-4 踏み切りから着地までの距離について 

ジャンプの踏み切り後、身体が離地してから着

地するまでの動きにおいて、被験者によって違い

がみられた。全試技の移動距離の平均は、セッタ

ー経験者の C,D が一番短い結果になった。バレー

ボール初心者の E,Fが最も長い移動距離となった。

セッター経験者ほど移動距離にばらつきが少なく

安定して真上方向にジャンプしていた。未経験者

と初心者は移動距離が長く、特に初心者は、Cキャ

ッチエリアで大きく前方に移動することがわかっ

た。移動した方向についても、違いがあることが

分かった。 

 

4.まとめ 

 本研究では、ジャンプトス動作の準備局面のポ

ジショニングとタイミングについて分析し、以下

のよう結果を得た。 

1) セッター経験者は定位置から離れた地点でも

最適なセット位置で捉えていた。未経験者やバレ

ーボール初心者は、へその上より前で捉える傾向

にあった。これは、肩角度の違いによるもので、

セッター経験者と未経験者、初心者の違いは、こ

の角度を大きくし、肘を高く上げてセットアップ

する位置にポジショニングするかどうかであると

考えられる。 

2) ボールと身体との左右の位置関係について、セ

ッター経験者は、へその上と、それより左側で捉

える傾向があった。セッター未経験者とバレーボ

ール初心者は、へその上と、それより右側で捉え

る傾向があった。また、セッター経験者は、前後

の位置と同様に定位置から離れた地点ほど、へそ

の上でボールを捉えられていた。 

3) セッター経験者と未経験者、バレーボール初心

者では、ボールに接触するタイミングが異なって

いた。ボールを高い位置で扱うためには、ジャン

プの頂点でボールに触れるのではなく、頂点の前

でボールに接触し、リリース時に頂点となるタイ

ミングでジャンプすることが必要である。 

4) ジャンプの離地点と着地点の距離を短くする

ことで、セットアップ時に最適な位置でボールを

捉えることができると考えられる。セッター経験

者は落下地点に入ることで、動作を鉛直方向の調

整のみに単純化し安定させていることが考えられ

るが、未経験者は、落下地点の予測が不十分のた

め、ボールに対して、鉛直方向と水平方向の 2 つ

の調整をする必要があるので、ジャンプトスが難

しい技術とされる一つの要因であると推測できる。 
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