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1. 緒言 

女子 400m ハードル走(以下 400mH)は、400m の走

路に 35m 間隔で設置された高さ 76.2cm の 10 台の

ハードルを走り越え、タイムを競う種目である。

400m を走る走力、ハードリング技術、ハードル間

(以下インターバル)の歩数を調整する技術、ペー

ス配分など、様々な生理的・技術的・戦略的要素が

パフォーマンスに影響を及ぼす。また、400mH は同

じハードル種目である女子 100m ハードル走、男子

110m ハードル走とは、曲走路でのハードリング動

作が要求される点で異なる特徴を持っている。 

先行研究には400ｍHのレースパターンを取り上

げているものが多く、ハードル 1 台目と 2 台目の

インターバルで最高疾走速度に達することが報告

されている 1)。このことから、第 2 ハードルでのス

ムーズなハードリング動作が、以降の疾走速度の

減速の抑制につながると考えられる。また、左足踏

切に比べ右足踏切の方が身体重心高の上下動が小

さいことや、踏切足の引きつけ動作中の内傾角度

が大きいことから、曲走路におけるハードリング

動作は、右足踏切の方が有利であると報告されて

いる 2)。 

被験者のパーソナルベストタイムである 65.51

秒を出したレースでは、インターバル 19 歩の左足

踏切でのハードリングで10台全てのハードルを越

えていた。一方、セカンドベストタイム 65.73 秒を

出したレースでは、1 台目から 6 台目までの各イン

ターバルを 18 歩で通過し、1 台目から順に右足、

左足、右足、左足、右足、左足で踏み切っていた。

このことから、被験者は好タイムのレースにおい

て、スムーズなハードリング動作が要求される第 2

ハードルを不利とされる左足で踏み切っているこ

とが分かった。 

そこで本研究では、左足踏切を得意とする女子

400mH 一選手の第 2 ハードルでの右足踏切・左足踏

切およびインターバル歩数 18 歩・19 歩でのハード

リング動作の違いを考察することによって、400mH

のパフォーマンスを向上させるより有利なレース

戦略について検討することを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 女子 400mH を専門種目とする大学生陸上選手 1

名を対象とした。被験者は左足踏切を得意として

いた。 

2-2 試技内容 

全天候型トラック第 2レーンにて 200ｍHのタイ

ムトライアルを 4 種類行った。各試技の内容は, 

ハードル 1台目と 2台目のインターバルを 18歩で

通過し右足で踏み切る試技、18 歩で通過し左足で

踏み切る試技、19 歩で通過し右足で踏み切る試技、

19 歩で通過し左足で踏み切る試技であった。試技

間は 25 分の完全休息を設け、試技順の影響を考慮

し 4 種類の試技は各日ランダムに行った。 

2-3 撮影方法 

 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場で撮影を

行った。2 台のハイスピードカメラ(CASIO 社製

EXILIM EX-100)をハードルの斜め前方に設置し、第

2 ハードルにおけるハードリング動作を撮影した。

分析範囲は踏切 1 歩前の接地から、振り上げ足の

接地までとした。また、実験に先立ち、3 次元 DLT

法適用のため較正器を運動範囲内で撮影した。 

 実験座標系は疾走方向を x軸正、x 軸と同一平面

上で進行方向に対して左方向を y 軸正、鉛直上方

を z 軸正とした。 

2-4 算出項目 

3 つの座標軸における身体合成重心の移動速度

を求めた。以下、合成速度ベクトルを身体重心移動

速度とした。 

a)踏切時疾走速度 

 踏切 1 歩前の足の接地から踏切足の接地までの

身体重心移動速度を踏切時疾走速度とした。 
b)ハードリング速度 

踏切足の接地から振り上げ足の接地までの身体

重心移動速度をハードリング速度とした。 
c)減速率 

 踏切時疾走速度とハードリング速度の差を踏切

時疾走速度で除した割合を減速率とした。 

d)接地時間 

 足の接地から離地までの時間を接地時間とし、

踏切 1 歩前の足の接地時間(以下 T1)および、踏切

足の接地時間(以下 T2)を算出した。 

e)滞空時間 

接地足の離地から反対足の接地までの時間を滞

空時間とし、踏切 1 歩前の足の離地から踏切足の

接地までの滞空時間(以下 T3)および、踏切足の離

地から振り上げ足の接地までの滞空時間(以下 T4)

を算出した。 

f)身体重心高変位 

身体合成重心座標の z 値の最大値と踏切足の離

地時の身体合成重心座標の z 値との差を身体重心

高変位とした。 

g)踏切距離および着地距離 

xy 面(水平面)において、ハードルのバーの両端

を結ぶ線分と、踏切足の離地位置と振り上げ足の

接地位置とを結ぶ線分の交点を求め、踏切足の離

地位置と交点との線分の長さを踏切距離、交点と

振り上げ足の接地位置との線分の長さを着地距離

とした。 

h)内傾角度 

 z 軸に平行な直線と、両大転子の中点と左大転子

を結ぶ線分とがなす角をθ1、 両大転子の中点と左

大転子を結ぶ線分と両大転子の中点と肋骨下端中

心を結ぶ線分がなす角をθ2とし、θ1からθ2を引

いた値を内傾角度とした。 

2-5 統計処理 

 回帰分析と対応のある t 検定を行った。有意水

準は 5％未満とした。 
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3. 結果と考察 

3-1 インターバル歩数での比較 

 全ての項目でインターバル歩数 18 歩と 19 歩の

試技間に有意差は認められなかった。しかし、踏切

時疾走速度(r=-0.82、p=0.22)、ハードリング速度

(r=-0.69、p=0.25)、減速率(r=-0.98、p=0.12)で負

の相関傾向がみられた。18 歩の試技は疾走速度が

大きい一方、減速率が大きいことから、ハードリン

グ動作の効率が悪いことが分かった。これはスト

ライドが大きくなったことにより、踏切前のスト

ライド調整技術が19歩の試技より必要とされたた

めだと考えられた。森丘ら 1)によると、ハードル 1

台目と 2 台目のインターバルでの疾走速度が最も

大きくなることから、第 2 ハードルでの減速率の

抑制が重要だと考えられた。さらにハードルが 10

台設置されていることを踏まえると、より正しい

フォームで疾走することができる19歩での疾走が、

試技者のパフォーマンス向上に適していると考え

られた。 

着地距離では負の相関傾向がみられた(r=-0.91、

p=0.18)。ハードリング距離は有意ではないこと

(r=0.15、p=0.90)、踏切距離に有意ではないが正の

相関傾向があること(r=0.73、p=0.48)から、19 歩

の試技でより手前から踏み切り、手前で着地して

いると考えられた。 

また、身体重心高変位は有意ではないが負の相

関傾向がみられた(r=-0.73、p=0.44)。さらに、ハ

ードリング速度に負の相関傾向があり(r=-0.69、

p=0.25)、T4 に有意でないものの負の相関傾向があ

る(r=-0.58、p=0.50)にも関わらず、ハードリング

距離が有意ではない(r=0.15、p=0.90)ことから、18

歩の試技ではハードルを高く跳び越えていると考

えられた。 

これらの結果から、より理想的なハードリング

動作に近いのは 19 歩の試技であると考えられた。 

 
図 1 歩数間のハードリング動作の比較 

 

3-2 踏切足での比較 

全ての項目で右足踏切と左足踏切の試技間に有

意差は認められなかった。しかし、踏切時疾走速度

で弱い負の相関傾向(r=-0.49、p=0.34)、ハードリ

ング速度で負の相関傾向 (r=-0.67、p=0.26) がみ

られた。このことから、得意とする左足踏切と比べ

右足踏切の方が、より大きい速度を得ていること

が分かった。 

内傾角度において、右足踏切ではハードリング

動作後半、左足踏切では前半に大きくなっており、

高橋 2)の研究と同じ結果を示した。しかし、本研究

では左足踏切のハードリング動作後半でも内傾角

度が増加していた。先行研究では、ハードリング動

作後半で内傾した姿勢のまま次の疾走動作に移る

ことができる右足踏切が有利であると報告されて

いるが、本研究の結果からは右足踏切が有利とは

言い切れなかった。内傾角度の増減と試技時間の

関係を動作に置き換えると、右足接地後に増加、左

足接地後に減少していたことが分かった。レーン

によって、第 2 ハードル後の走路が曲走路か直走

路か異なることから、与えられたレーンによって

踏切足を選択することが望ましいと考えられた。 

 
図 2 内傾角度の左右差 

 

4. まとめ 

 女子 400mH の第 2 ハードルにおけるハードリン

グ動作について、一選手の歩数と踏切足に着目し

て比較検討を行った結果、以下のことが明らかと

なった。 

1)インターバル疾走時、ストライドを大きくして

18 歩で疾走した試技より、19歩の正しいフォー

ムで疾走した試技の方が、ハードリング動作で

の減速率が小さかった。 

2)より手前から踏み切り、低い軌道でハードルを

越え、手前で着地していることから、理想的なハ

ードリング動作に近いのは19歩の試技であった。 

3)右足踏切で疾走速度が大きい傾向にあったが、

内傾角度においては明らかな踏切足の左右差は

みられなかった。 
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