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1．緒言 
ハンマー投は、7.26kg の鉄球・約 1.2m のワイヤ

ー・グリップの 3 つで構成されたハンマーを遠くに
投げる能力を競う競技である。投擲種目の中では投
擲物と投擲者の間にワイヤーやハンドルを介した
特殊な種目であり、この種目のトップアスリートは
世界的に見ても 30 歳前後の選手が多い。トップア
スリートにおいてもシーズンを通してのパフォー
マンスには波があり、思うような結果を残すことが
できない競技者も多く存在している。 

先行研究では多くの被験者を大会時に撮影・分析
を行いハンマー投そのものについての研究が進め
られているが、1 人の被験者を継続して分析し、パ
フォーマンスの変化を研究したものは少ない。 

そこで本研究では、1 人の被験者のハンマー投試
技を継続して撮影・分析し、ハンマー投飛距離記録
(以下、記録)の変動に伴う体重、初速度、投射角、
身体合成重心の関係を調べ、記録の変動要因を明ら
かにし、今後の練習に活かすことを目的とした。 
 
2． 研究方法 

2-1 実験方法 
ハンマー投試技の測定日は表１に示した。各測定

日で 3 投試技を行い、最も記録の良い試技を分析試
技とした。 

 撮影場所は茨城大学第 2 グラウンドの投擲サー
クルを用いた。 
 被験者は、茨城大学のハンマー投を専門とする
男子学生 1 名とし、投法は 3 回転投法を用いた。被
験者の身長は 180cm、体重は 100kg、ベスト記録
47.61mだった。 

2 台のハイスピードカメラ（CASIO 製 EX-F1）を
投擲方向の後方と右側にそれぞれ設置し、撮影した。
撮影条件はフレームレート 300fps、シャッタース
ピード 1/1000 秒とした。 
実験座標系は、直径 2.5mのサークル中心を原点、

投擲方向を Y 軸正、Y 軸と同一平面で直交し投擲
方向に対して右方向を X 軸正、鉛直上方を Z 軸正
とする右手系を用いた(図１)。 
 

 
図１ 実験模式図 

撮影に先立ち、3 次元 DLT法適用のため較正器（高
さ 2m の測量棒）をサークルの中心及び同心で 1 辺

3m の正方形の四隅の計 5 ヶ所に垂直になるように
保持しながら撮影した。分析点は頭頂、胸骨上縁、
ハンマーヘッドの各 1 点、両側耳珠点、肩峰、肋骨
下端、大転子、肘関節中心、手関節中心，第 3 中手
節関節、膝関節、足関節、踵骨隆起、つま先の各 2

点、25 点とした。なお肩峰、肋骨下端、大転子に
は自作のマーカーを装着した。 
2-2 分析方法 
 撮影した動画を、Quick Time Player を使用し AVI

形式に変換後、MV-free により分析点を手動でデジ
タイズし、3 次元 DLT 法を用いて、3 次元座標を算
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。 
分析区間はスイング後、ターン動作開に入る時に

ハンマーヘッドが被験者の正面に来た所から、ハン
マーを手放す(以下、リリース)までとした。 
2-3  算出・分析項目 
2-3-1 算出項目 
 各試技の 3 次元座標データから以下のことを算
出した。リリース時におけるハンマーヘッドの速度
(以下、初速度)をリリース時及びその前後 2 コマで
平滑化微分法を用いて算出した。リリース時のハン
マーヘッド及びその後 1 コマを結んだ線と、水平面
のなす角（以下、投射角）を算出した。身体合成重
心のターン開始時からリリース時までの水平面直
線移動距離(以下、重心移動)を算出した。ハンマー
ヘッド重心と身体合成重心の合成重心を共通重心
とし、共通重心とハンマーヘッドの距離を共通重心
距離とした。 
2-3-2 統計分析 
 初速度、投射角、身体合成重心移動、共通重心距
離と記録との相関分析を行った。有意水準は 5％未
満とした。 

 表１ 基本データ 

 
3． 結果と考察 

3-1 初速度について 

 初速度と記録との間には正の相関傾向が見られ

た（r=0.508）。ハンマー投のような短時間で爆発的

な力の発揮が求められる運動では、運動を開始した

後に動きを修正する余裕がないことから、動作の始

まりであるスイング段階から速度を高めてターン

動作に入る必要がある。また、初速度と 1 ターン目

におけるハンマーヘッドの最も高い位置(以下、HP)

の高さとの間には負の相関傾向が見られた
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6/22 43.10 27.3 23.8 177.3 101.2 

7/27 45.10 21.6 34.6 177.4 102.6 

8/4 48.57 22.7 37.5 177.7 104.8 

8/31 47.67 22.3 38.3 177.7 104.7 

9/28 40.56 16.8 35.8 176.5 94.8 

10/5 41.90 12.5 45.3 176.8 97.2 

10/27 45.60 21.8 35.2 177.4 102.4 
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(r=-0.598)。1 ターン目の HPが高くなることにより、

鉛直上方への力が増大し、投擲方向への力が減少す

る。その結果、初速度が低くなると考えられた。 

 さらに、初速度と 2 ターン目の右脚がついて(以

下、R-on)から右脚が離れる(以下、R-off)までの長

さ(以下、両脚支持期)との間には高い相関が見られ

た（r=0.821, p<0.05）。このことから、被験者のタ

ーン動作では、2 ターン目の両脚支持期が大きくタ

ーン動作の加速に関わっていることが分かった。し

かし、初速度と 1 ターン目、初速度と 3 ターン目の

両脚支持期の間には相関が見られなかったことか

ら、1 ターン目と 3 ターン目の両脚支持期を有効に

加速することに使えていないと言えた。 

3-2 投射角について 

 投射角と記録との間には相関が見られなかった。

各試技の投射角を平均すると 35.7 度であり、最適

角度といわれている 40 度と比較するとやや小さい

数値である。また、初速度と投射角との間に強い負

の相関が見られた（r=-0.831, p<0.05）。このことか

ら、被験者の技術が未熟で、ハンマーヘッドのスピ

ードを高めながら、ハンマーヘッドの投射角を大き

くすることが難しいために、やや小さい投射角にな

っていたと考えられた。 

 
図２ 初速度と投射角との関係 

3-3 重心移動について 

 重心移動と記録との間には相関が見られなかっ

た。ハンマー投では、投擲方向への加速も重要視さ

れており、加速させる手段の 1 つとして、ターンの

際に投擲方向への身体合成重心の移動が用いられ

る。被験者の試技では正しい足運びが出来ておらず、

ターン動作の際に投擲方向への移動を伴わずにそ

の場で回転している。また、重心移動と 1 ターン目

の HP の高さとの間には負の相関傾向が見られた

（r=-0.690）。このことから、1 ターン目の HP が高

くなることにより、鉛直上方への力が増大するとと

もに、投擲方向への力が減少し、投擲方向への移動

が少なかったと考えられた。 

3-4 共通重心距離について 

 共通重心距離と記録との間には強い正の相関が

見られた（r=0.945, p<0.01）。共通重心は、体重が

大きいほど身体に近づき、ハンマーヘッドの回転半

径も大きくなる。遠心力は速度が同じであれば、回

転半径に反比例することから、体重を増やすことで

遠心力が小さくなり、それに耐える牽引力を小さく

することができる。また、初速度と共通重心の関係

に正の相関傾向が見られた（r=0.688）。このことか

らも、共通重心を身体に近づけ、遠心力を小さくす

ることが、牽引力の小さい楽なターン動作を促し、

初速度を高めることに繋がる。 

3-5 記録の変動要因 

 記録の変動要因の検討として、測定日が近く、体

重に差はないが、記録に差のあった 45.10m と

48.57m の試技を比較した。45.10m の試技では、R-off、

R-on が安定しておらず、ターン動作中に両脚支持

期よりも片脚でいる期間(以下、片脚支持期)が長い

局面があった。これは、ハンマーヘッドが両脚支持

期で加速することを考えると致命的である。また、

記録と 3 ターンの片脚支持期合計との間には負の

相関が見られた（r=-0.830, p<0.05）。よって、片脚

支持期を短くすることが記録を伸ばすことに大き

く関わると言える。 

 
図３ 記録と 3ターンの片脚支持期合計との関係 

 
4． まとめ 
1) 1 ターン目の HP を低くすることで、投擲方向

への力が増し、初速度を高めることや身体合成
重心移動距離を増やすことに繋がる。 

2) 共通重心を身体に近づけることで、遠心力を小
さくし、牽引力の小さい楽なターン動作を可能
にする。 

3) パフォーマンス変動要因として片脚支持期の
長さが挙げられる。 
以上の結果から、投擲方向への移動を長くする
ために、1 ターン目の HP を低くすること、正
しい足運びが求められる。そして片脚支持期を
短くするために素早い足裁きが求められる。 
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