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1. 緒言 

明石ら 1）は，バレーボール競技におけるゲーム

分析を行い，1 セット当たりの得点率としてスパイ

クが最も高いことをデータとして示した。このこ

とから，スパイクの決定本数が試合の勝敗に大き

く関わっていることは明らかである。また，現代の

バレーボール競技は国際的に大型の選手が台頭し

てきており，高いブロックに対抗する高い打点の

スパイクを打つためには，助走を利用した高い跳

躍を行う必要がある。スパイク動作時の跳躍は特

に「スパイクジャンプ」（以下 SJ）と呼ばれ，数歩

の助走と踏み込みから下肢伸展時に生ずる腕の振

り込みまでの，一連の複雑な動作から構成される。 

跳躍力強化のトレーニングの１つとして，バス

ケットゴールのリングやボードに向かって SJ をす

ること（リングジャンプ）がある。高い場所に目標

を設定し，跳躍動作を繰り返すことによって跳躍

力を高めることが目的である。 

SJ の動作分析では，腕の振り込み動作が跳躍高

に影響を及ぼすことについて報告はされている。

しかし，腕の振り込み動作に着目した研究はあま

り見られない。そこで本研究では，3 次元 DLT 法

を用いて腕の振り込み動作に着目し，リングジャ

ンプの動作分析を行う。跳躍高に及ぼす腕の振り

込み動作と膝の曲げ伸ばしのタイミングの関係性

について明らかにし，それを改善するためのトレ

ーニングメニューを開発することによって，SJ の

技術的指導に役立てるための一資料にすることを

目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 分析対象 

I 大学男子バレーボール部の右利きの部員 4 名を

対象とした。 

2-2 実験条件 

1) 指高の測定 

 実験時に使用する靴を使用し、両足の裏側全体

が地面についた状態で壁に沿って立ち，体を側屈

させることなく壁側の腕を壁に沿ってできるだけ

高く伸ばし，地面から指先（中指）までの長さを測

定した。また，最高到達点から指高を引き、跳躍高

を算出した。 

2) リングジャンプの撮影 

被験者が撮影者の合図で助走を開始して，リン

グジャンプを行う様子を，被験者の正面と左側に

用意した2台のハイスピードカメラ（CASIO社製，

EX－100）で，240 コマ/秒で 3 回ずつ撮影した。助

走開始位置はゴール右側とし，助走距離について

は任意とした。撮影時，助走及び踏み込みの衝撃に

よるカメラの揺れを防ぐために，三脚の下にマッ

トを敷いて撮影を行った。撮影を行うにあたり，2
台のカメラを同時記録するために，有線の LED ラ

イトを用いた。また，最高到達点を見るために，1

台のハイスピードカメラ(SONY 社製，DSC－

RX100M6)を被験者左後方に用意して 240 コマ/秒
で撮影した。 

図 1 撮影条件 

 

2-3 振り込み動作向上を目的としたトレーニン

グの実施 

被験者にスパイクジャンプの振り込み動作を向

上させるために考案した 2 つのトレーニングを計

10 日行ってもらった。 

1)脚の屈伸動作を取り入れた振り込み動作の練習 

野球用のウェイトボール（300g）を両手に握り，

足を前後に開き，脚の屈伸と同時に腕を振り込む

動作を 10×2 セットで行った。 
2)長座ジャンプ 
振り込み動作で腕に力を入れるタイミングと上

半身の体の使い方をつかむことを目的として、長

座の状態から腕の振り込みを利用して体を浮かせ

る練習を 10×2 セットで行った。 
2-4 分析方法 

被験者には，左側頭中点，左肩峰点，左肘関節中

心，左手小指近位指節間関節中心，左大転子，左膝

関節中心，左足関節中心の合計 7 点にポイントマ

ーカーをつけた。撮影した映像は，3 次元ビデオ動

作解析システム（Frame-DIASV）を用いて，分析点

のデジタイズを行い，3 次元座標を算出した。デー

タ処理には Microsoft Office Excel 2007 を使用し、

単純集計を行った。分析範囲は右足着地を基準と

して 1/240 コマを 1 コマとして，15 コマ前から両

足離地（両足が離れる時）までとした。分析の対象

として、最も跳躍高の高かった試技のデータを使

用した。 

 

3. 結果と考察 

3-1 振り込み動作完了と膝の伸展のタイミング 

 表 1 は被験者のリングジャンプの記録である。

膝の角度変化と腕の角度変化についてみたところ，

跳躍高の低かった被験者 1 と 2 は，膝伸展より前
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に振り込み動作が完了しており，腕の動きが先行

していた。膝の伸展の力と振り込み動作の力を連

動できないため跳躍高が低くなったと考えられる。

跳躍高の高かった被験者 3 と 4 は膝伸展と振り込

み動作の完了が同程度のタイミングであった。こ

のことから，跳躍高の高いプレイヤーは膝の伸展

と振り込み動作完了のタイミングが合っているこ

とが考えられる。 

 

表 1 被験者のリングジャンプの記録（単位：cm） 
被験者 指高 最高到達点 跳躍高 

1 236 310 74 

2 235 305 70 
3 219 304 85 
4 218 300 82 

 

3-2 トレーニング前後の比較 

 表 2 はトレーニング後の被験者の記録である。

トレーニング前は腕が先行していた被験者 1 と 2
はであるが，トレーニング後には膝の伸展後に振

り込み動作が完了していた。跳躍高の高かった被

験者 3 と 4 は振り込み動作と膝の動きにあまり変

化が見られなかった。 
 また，膝の進展と振り込み動作完了の時間の差

を求め，跳躍高との関わりについて考察した。表 3
は被験者ごとに振り込み動作完了と膝の伸展

の時間の差を表したものである。トレーニング

前の記録について，跳躍高の高い被験者 3 は差

が小さく，腕の動きが先行していた被験者 1 と

2 は被験者 3 に比べて差が大きかった。被験者

2 と 4 にあまり差はないが，振り込み動作の完

了と膝伸展のタイミングが異なっていること

から，両者の順序が跳躍高にかかわっていると

考えられる。トレーニング後の記録について，被験

者 1 は時間の差が短くなり，振り込み動作完了と

膝伸展のタイミングに改善が見られた。被験者 2，
3，4 はトレーニング前後であまり変化が見られな

かった。 
 

表 2 トレーニング後の被験者の記録（単位：cm） 

 

表 3 振り込み動作完了と膝伸展の時間の差 

（単位：sec） 

 

3-3 腕の角速度 

金子ら２）は垂直跳びの跳躍高は跳び出しの初速

度のみで決定され，初速度を決めるのは地面反力

の力積であり，積分値を大きくするために腕の振

り込み動作が行われるとしている。つまり，地面反

力が最大となるときに腕の角速度が大きくなるよ

うにすると高く跳躍できる。そして，地面反力が最

大になるのは，両足着地して体を沈み込ませてい

る時であるとしている。このことから，両足で踏み

込み，体を沈み込ませてから膝を伸展させ，両足離

地までの腕の角速度が跳躍高の決定に関わってい

ると考えられる。ここでは，「両足着地から振り込

み動作完了までの腕の角度変化」を「両足着地から

振り込み動作完了までの時間」で割り，腕の角速度

を算出した。表 4 にはトレーニング前後の両足着

地から振り込み動作完了までの腕の角速度を表し

た。被験者全員の腕の角速度がトレーニング前後

で増加していた。これは腕に負荷をかけた振り込

み動作を行ったことで腕の角速度が上昇したと考

えられる。また，長座ジャンプで体を浮かせるため

には，力を入れるタイミングが重要となる。特に腕

を振り上げる瞬間に力を集中させることによって

上方向への力を得て体を浮かすことができる。こ

のことから，両足着地から振り込み動作完了まで

の腕の角速度が上昇したのは，被験者 1 が振り上

げの瞬間に力を集中させることができるようにな

ったからだと考えられる。 
 

表 4 トレーニング前後の両足着地から振り込み

動作完了までの腕の角速度（単位：°/sec） 

 

4. まとめ 

本研究では SJ の腕の振り込み動作に着目し，

振り込み動作と膝の曲げ伸ばしのタイミングが跳

躍高に及ぼす影響を調べること，また，振り込み

動作の改善のためのトレーニングの開発をするこ

とによって，SJ の技術指導に役立てるための一

資料を得ることを目的とした。  

本研究で得られた結果は以下の通りであった。 

1)振り込み動作を生かした跳躍の形として，膝の

伸び始めた後に、振り込み動作を終えるような

タイミングが大切であることが分かった。 
2)腕に負荷をかけた振り込み動作の練習をするこ

とによって，振り込み動作の速度を高めること

ができる。特に振り上げ部分を意識させると効

果が見られた。 
3)長座ジャンプで体を浮かせる練習を行うことは

振り込み動作で力を入れるタイミングをつかむ

ことに役立つと考えられる。 
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被験者 指高 最高到達点 跳躍高 

1 236 315 79 
2 235 309 74 
3 219 305 86 
4 218 302 84 

被験者 トレーニング前 トレーニング後 

1 0.024 0.012 

2 0.013 0.013 

3 0.004 0.008 

4 0.012 0.009 

被験者  トレーニング前 トレーニング後 速度差 

1 912.34 1029.25 +116.91 

2 872.48 1012.25 +139.77 

3 1035.06 1291.35 +255.75 

4 1173.42 1317.61 +144.19 


