
スナッチの成功要因

研究論文（原著）

国内男子トップウエイトリフティング選手を

対象としたスナッチの成功要因に関する

バイオメカニクス的分析

長尾秀行＊，黄 忠＊＊，窪 康之＊，森F 義隆＊，武藤雅人＊

Biomechanical analysis on success factors of snatch in 

Japanese male top weightlifter 

Hideyuki Nagao*, Zhong Huang**, Yasuyuki Kubo* 

Yoshitaka Morishita*, Masato Muto* 

要約

本研究の目的はスナッチの成功要因をバイオメカニクス的観点から明らかにすることであった．全日本選手権の男子の

スナッチにおいて，同じ重量で成功と失敗がありかつ失敗でバーベルを前方へ落下させた 14名を分析した．分析の結果，

バーベルの最大挙上高は成否試技間で同等だった．成功は失敗よりもバーベルの後方変位量が大きかった．身体重心の後

方変位量は成功の方が小さく，前方変位量は成功の方が大きかった．股関節最大伸展角速度は成功の方が大きかった．以

上から，国内トップクラスの男子ウエイトリフタの場合，バーベルの最大挙上高はスナ ッチの成功要因ではないことが示

唆された．また，バーベルを後方へ大きく引くことと，挙上したバーベルの下への移動の際に，身体を大きく前方へ移動

させる ことがスナ ッチの成功要因の一つであることが示唆された．ただし，股関節の伸展運動に伴い身体を大き く後方へ

移動させることは失敗要因になると考えられる

キーワード ：動作解析，バーベルの軌跡，キネマティクス，キネティクス

＊ 国立スポーツ科学センター

〒 115-0056 東京都北区西が丘 3-15-1

Japan institute of sport sciences 

3-15-1 Nishigaoka, Kita-ku, Tokyo 115-0056, Japan 

＊＊ 一般社団法人スポーツおきなわ

Sports Okinawa 

〒900-0005 沖縄県那覇市天久 1131-9

1131-9 Ameku, Naha city, Okinawa 900-0005, Japan 

受付日： 2019年2月5日

受諾日： 2019年5月28日

71 



72 トレーニング科学 Vol. 31 No. 2 2019 

Abstract 

The purpose of this study was to clarify the success factors of snatch in elite Japanese male weightlifters from the viewpoint of 

biomechanics. Data were collected at the All-Japan championships. The data in this study included successful and unsuccessful snatch 

lifts achieved at the same weights in the same lifter, in the case of the unsuccessful lift due to a frontward barbell drop. This study 

analyzed 14 lifters snatch motion and barbell trajectory. The results revealed significant difference in the barbell backward displacement 

was significantly larger in a successful snatch lift than that of an unsuccessful lift (p < 0.01, d > 2.0). The COM backward displacement 

in a successful snatch lift was significantly smaller than that in an unsuccessful lift (p < 0.05, d > 2.0). The COM forward displacement 

in a successful lift was significantly larger than that in an unsuccessful lift (p < 0.001, d > 8.0). The peak angular velocity of hip in a 

successful lift was significantly larger than that in an unsuccessful lift (p < 0.05, d > 5.0). Furthermore, there was no significant 

difference in the maximum barbell height between successful and unsuccessful lifts. Based on these findings, in elite male Japanese 

weightlifters, we concluded that barbell maximum height is not a success factor of snatch. Increase barbell backward displacement in 2nd 

pull phase to catch phase and increase COM forward displacement during drop under the barbell are the success factors for snatch lift. 

However, it is considered that large backward displacement of body with extension movement of the hip joint is a failure factor of snatch. 

Keywords : motion analysis, barbell trajectory, kinematics, kinetics 

I. 緒 戸

ウエイ トリ フティング競技はスナッチとク リー ン＆

ジャ ーク の2種目を行い，各種目における成功試技の最

大挙上重量の合計で順位を争う ．競技はスナ ッチ，ク

リーン＆ジャークの順にそれぞれ 3試技ずつ行われる

各種目では一度試行した重量よりも軽い重量の試行はで

きないため， 比較的軽い重量から始め， 3試技目までに

最大挙上重最に近づけていくことが一般的である．従っ

て失敗試技が多いと良い競技成績を残せない．特にオ リ

ンピック競技大会の場合はスナッチにおいて 3試技とも

失敗すると失格となり，ク リー ン＆ジャークの試技は

実施できず， トー タルの記録も残らない． これらのこと

から，ス ナッチの成功率を向上させるこ とはウエイトリ

フティングの競技成績を向上させるために重要である

スナッチは地面に置いてあるバーベルを一連の動作で

頭上まで挙上し，両腕を伸ばして静止させる必要がある

スナッチの動作は主に 1stプル局面， トラン ジション局

Phase→ 1st pull 

面 2ndプル局面， ターンオーバ局面お よびキャ ッチ局

面の 5つの局面に分けられる 7.11.12) （図 1).2ndプル局

面ではバーベルの鉛直加速度が最大値を示し，続いて

バーベルが最大鉛直速度に至る 12.17)．また，スナッチに

おけるバーベルの軌跡は多くの場合に S字型になり 14.20)'

2ndプル局面でバーベルが前方に変位する．続くターン

オーバ局面では，バーベルは後方へ変位しつつ最大高に

至る． このときに身体はバーベルの下への移動を開始し

ている．キャ ッチ局面では，落下するバーベルの下への

移動が完了し，両腕を伸ばした状態でバーベルを静止さ

せキャ ッチポジションとなるキャッチポジションで

バーベルを頭上で静止させることはスナ ッチの成功に必

要な条件の一つであるので，バーベルを頭上で支えるた

めの筋力が十分であった場合は，バーベルと 身体の位置

関係がバーベルを静止させる要因の一つになるこの

バーベルを静止可能なバーベルと身体の位置関係になる

には，バーベルを高く挙上し，その下に移動するための

時間が長い方が有利であると指摘されている 16.20)．また，

Catch 

event→ 0: start position A: 1st knee max. ext. 8: 1st knee max. flex. C: 2nd knee max. ext. D: max. barbell height E: catch position 

図 1 スナッチのイベントと局面定義
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バーベルの軌跡は S字型となるため，キャッチポジ

ションにおけるバーベルと身体の位置関係は，バーベル

の前後方向の変位と，挙上したバーベルの下への身体の

移動方法が影響すると考えられる．これらのことから，

スナッチの成功要因は， 1)バーベルの挙上高， 2)バー

ベルの前後方向の変位， 3)挙上したバーベルの下への

身体の移動方法の 3つがスナッチの成功要因となり得

ると考えられる

Stone et al叩 は，複数の大会における男子選手 43名

のスナッチの成功試技と失敗試技を対象にバーベルの軌

跡を比較した．分析の結果バーベルの変位，速度，

バーベルに作用した力およびパワーは成否試技間で明確

な違いがないことを示し，スナッチの成功要因は，複雑

で複合的要因によるものであることを示唆した． しかし，

この研究は身体運動に関する分析はされていない． また，

分析対象とした失敗試技における失敗のパターンについ

て明記されていない．スナッチの失敗は，主にキャッチ

局面でバーベルを前方または後方へ落下させてしまう場

合が多く見受けられ，その他にプレスアウト（バーベル

を頭上で静止させる前後で肘の屈曲・伸展運動が起こっ

てしまうこと）などがあり，失敗のパターンによって

バーベルの軌跡および失敗の要因が異なることが予想さ

れる． Gourgouliset alり は，失敗試技をバーベルを前方

へ落下させた場合のみに限定し，男子ギリシャ代表選手

7名の競技時におけるスナ ッチの成功試技と失敗試技を

比較した．バーベルの軌跡および下肢関節運動の分析の

結果，バーベルの最大挙上高，バーベルの前後方向への

変位量および各局面におけるバーベルの速度に関連した

変数には，成功試技と失敗試技間で統計学的有意差は認

められなかったまた，各局面における股関節，膝関節

および足関節の角度，最大伸展角速度にも有意差がな

かったことを報告した．一方で，成功試技の方が失敗試

技よりも 1stプル局面（図 l)においてバーベルの合成

加速度ベクトルが鉛直上向きに近いことを明らかにし，

1stプル局面においてバーベルを鉛直に引き上げること

の重要性を指摘した． しかし， この研究は分析対象が少

ないことから，結果の汎用性に制限があることが指摘さ

れている 叫 このように，スナッチにおける成功要因は，

バーベルの軌跡および身体運動についていくつか検討さ

れているものの，明らかにされたことは限定的である

また， 日本人選手を対象としてスナッチの成功試技と失

敗試技を比較し，成功要因を検討した報告はない． ウエ

イトリフティングのエリート選手においては，階級間

性別間およびカテゴリー間で挙上技術に違いがないこと

が報告されている 8,10,11)． しかし，選手の出身地域間に

おいてはこの限りではない． Stoneet al叩 は， ヨーロ ッ

パ地域の選手はバーベルの前後方向の変位量が他の地域

の選手に比べて大きいことから，スナッチのバーベルの

軌跡は選手の出身地域によって，特に前後方向の変位が

異なることを指摘したこのことから，日本のウエイト

リフテ ィングの競技力向上には， 日本人選手のスナッチ

を対象として，成功試技と失敗試技を比較することが重

要であると考えられる

本研究の目的は，日本ト ップクラスのウエイトリフ

ティング選手におけるスナッチの成功要囚を明らかにす

ることとした本研究の仮説は， 1)バーベルの挙上高

2)バーベルの前後方向の変位， 3)挙上したバーベルの

下への身体の移動方法がスナッチの成功要因である， と

した

II．方 法

A. 分析対象

本研究は 2016年度全日本ウエイトリフティング選手

権大会における男子のスナッチを対象とした．対象とし

た大会における男子の参加人数は 84人（棄権した選手

を含む），スナッチの総試技数は 226であり，そのうち

成功が 127試技 (56.2[％］），失敗が 99試技 (43.8[%]) 

であった．失敗試技のうち 66試技 (66.7[％］)がバー

ベルを前方へ落下させる失敗であり，失敗のパターンの

半数以上を占めた． また，バーベルを後方へ落させる失

敗は失敗試技のうち 27試技 (27.3[％］)であり，その

他のプレスアウト （バーベルを頭上で支える際に肘関節

の伸展が不十分である反則動作）や試技を途中で中止す

るなどによる失敗が 6試技 (6.1[％］）であった．同一

重量で成功と失敗の両試技がありかつ失敗でバーベル

を後方に落下させた選手は 4名であった．一方で，同一

重量で成功と失敗の両試技があり，かつ失敗でバーベル

を前方に落下させた選手は 14名であった．スナッチに

おける失敗のパターンとして，最も割合が高いバーベル

を前方へ落下させる失敗を減らすための知見が， より有

益であると考えられる．従って，本研究では失敗の場合
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表 1 分析対象選手の階級．年齢，体重およびスナッチの挙上
重量

Class [kg] Age [yr] Body mass [kg] Snatch[kg] 

56 22 55 48 103 

62 21 6148 114 

62 21 6196 106 

69 23 68 82 135 

77 26 7680 137 

77 22 74 26 130 

85 29 82 26 125 

85 20 8416 123 

85 21 8128 135 

85 29 84 80 120 

94 21 89 64 125 

94 27 93 74 157 

105 22 103 30 150 

105 23 10348 165 

Mean 23 4 8010 130 4 

S.D 3 1 14 83 18 0 

にバーベルを前方へ落下させる失敗を成功の比較対象と

してスナッチの成功要因を検討することとした 同一重

量で成功と失敗の両試技があり，かつ失敗でバーベルを

前方に落下させた 14名の選手の階級，年齢，体重およ

びスナッチの挙上重量を表 1に示す．

B.データ収集

スナッチの動作の映像の記録には， 2台のデジタルビ

デオカメラ (SONY,HDR-CX700V)を用いだフレー

ムレートは 60[fps]，露光時間は 1/250[sec] とした

カメラは，試技が行われるプラッ トフォームから左右約

45［゚］，距離およそ 30[m] に配置したま た，後述す

る解析において，カメラ座標系から実空間座標系に校正

するために，プラ ットフ ォームの中心か ら前後 l.O[mJ,

左右 1.5[m]，高さ 2.0[m] 内における 72点のコント

ロールポイ ントを記録した競技会中の映像の記録お よ

び研究目 的での利用については，公益社団法人日本ウエ

イトリフティング協会 （以下，協会）の許可を得た． ま

た，協会を介して競技会参加選手からの同意を得た．

データの分析お よび考察の過程において個人が特定され

ない よう倫理的配慮を行った．

C. デー タ処理

得られた映像データから， 3次元 DLT (direct linear 

transformation)法を用いて身体端点，解剖学的骨棘状

点（頭頂，左右耳珠，胸骨上縁，左右肩峰，左右肘関節，

左右手首関節，左右第 3中手骨遠位端，左右大転子，左

右膝関節，左右足関節， 左右第 3中足骨遠位端， 左右足

先）お よびバーベルの両端点の 3次元実空間位置座標を

得た．なお， 前後方向上下方向をそれぞれ x軸， Y

軸とし， X軸については選手の前方および後方をそれ

ぞれ正お よび負の方向とした． 3日間実施した計測にお

け る校正の標準誤差は，各軸で 3~4[mm] であった．

得られた座標値は先行研究4,19)を参考に，遮断周波数 6

[Hz] の位相ずれのない Butterworthtype fourth-order 

low-pass digital filterを用いて平滑化した．四肢および

バーベルの位置座標の左右の中点を算出し，スナッチの

動作を矢状面における 2次元の動作として分析した選

手の身体重心 (COM,center of mass)位置座標の算出

には，横澤ら 22)の身体部分慣性係数を用いた．

D. 分析

スナッチ時の動作を検討するために股関節，膝関節，

足関節，体幹および上肢の角度を算出した （図 2)．体

幹角度は両肩中点と大転子中点の線分と水平線が成す角

とし，前屈して地面と水平にな った場合で 0[°]，鉛直

で 90[0]とした．上肢角度は体幹部の線分と両肩中点

および両手首中点の線分が成す角とした．

膝関節角度およびバーベルの変位に基づき，スナ ッチ

における 6つのイベン トおよび 5つの局面11.12.17)を定義

した （図 l)．スタートポジションはバーベルの高さが

0.225[m]以上 （バーベルの半径）かつバーベルの鉛直

速度が 0.1[m/s]以上とな った時点と定義し，キャ ッチ

ポジションは，バーベルが最大高に至った後の鉛直速度

が最も O[m/s] に近い時点と定義した

表 2および図 3に示した定義に基づき，バーベルのキ

＼
 

Arm angle 

Lx forward→ 

図2 関節角度定義
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表 2 バーベルのキネマティクス的変数およびキネティクス的変数の表記と定義

Symbol 

Vertical direction variable 

Unit Definition 

Dyl 

Dy2 

Dy3 

pVy+ _1st 

pVy+ _2nd 

pVy-

pFy_lst 

pFy_2nd 

pPy_lst 

pPy_2nd 

pFy%height 

[m] 

[m] 

[m] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[NJ 

[NJ 

[W] 

[W] 

［％］ 

Start position to maximum height 

Start position to the catch position 

Maximum height to the catch position (drop distance) 

Maximal vertical linear velocity in the 1st pull phase 

Maximal vertical linear velocity in the 2nd pull phase 

Minimum vertical linear velocity in the catch phase 

Maximal vertical linear force in the 1st pull phase 

Maximal vertical linear force in the 2nd pull phase 

Maximal vertical linear power in the 1st pull phase 

Maximal vertical linear power in the 2nd pull phase 

Height of peak vertical force position normalized by maximum height 

Horizontal direction variable 

Dxl [m] Start position to most backward position before the turnover phase 

Dx2 [m] Start position to the catch position 

Dx3 [m] Second pull position to the most forward position 

DxL [m] Most forward position in 2nd pull phase to the catch position 

DxR [m] mJ Most forward position in 2nd pull phase to most backward position in the catch phase 

pVx+ [m/s] Maximal horizontal linear velocity in the forward direction 

pVx- [m/s] Maximal horizontal linear velocity in the backward direction 

pFx+ [NJ M ・aximal horizontal linear force in the forward direction 

pFx- [NJ Maximal horizontal linear force in the backward direction 

ヽ
9

9

9

9

9

9

9
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式中の a,m および gは， それぞれバーベルの加速度，

-
r
―ヽ

C
、/（

固3

E : catch position 

D : max. barbell height 

C : 2nd knee max. ext 

8 : 1st knee max. flex 

A : 1st knee max. ext 

o : start position 

バーベルの変位に関する変数の模式図

ネマティクス的変数およびキネティクス的変数を成功試

技と失敗試技について算出した．

た力 (F)

なおバーベルに作用し

の X軸および Y軸成分は Ikedaet alい の方

法に基づいて以下の式で算出した．

バーベルの質最および重力加速度を示す．バーベルに作

用したパワーは，バーベルに作用した力と速度の積とし

て各軸の成分毎に算出した

関節角度に関しては，

各イベントで算出した．

図 2に示した角度をスナ ッチの

また， 足関節，膝関節および股

関節の 2ndプル局面開始以降における最大伸展角速度

および最大屈曲角速度を求めた．

表 3および図 4に示した定義に基づき， COMのキネ

マテ ィクス的変数を成功試技および失敗試技それぞれで

算出した

［％］） 

COMについては，

を算出した

検討するために，

（図 5)

ターンオーバ局面におけ

るし ゃがみ込みの動作の開始時点を検討するために，

COMが下方変位を開始した時点における COMの高さ

のバーベルの高さに対する割合 (COM_%TDy-[%]) 

および COMが前方変位を開始した時点における COM

の高さのバーベルの裔さに対する割合 (COM_%TDx+

また， 身体の後方変位量 を

スタートポジションからキャ ッチポジ

ション間におけるつま先の X軸成分の変位量（後方変

凡＝axXm
位量）を算出した．

凡＝ayXm+mxg
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表 3 COMのキネマティクス的変数の表記と定義

Symbol 

Vertical direction variable 

Unit Definition 

COM_%TDy-

COM_Dy3 

COM_pVy+ 

COM_pVy-

［％］ 

[m] 

[m/s] 

[m/s] 

Relative height of COM to the height of the barbell at start of moving drop (See Fig. 5) 

Maximum height to the catch position 

Maximal upword velocity 

Maximal downword velocity 

Horizontal direction variable 

COM_%TDx+ [%] Relative height of COM to the height of the barbell at start of moving forward (See Fig. 5) 

COM_Dx2 [m] Start position to the catch position 

COM_DxB [m] Start position to most backward position in the turnover phase 

COM_DxF [m] Most backward position in turnover phase to the catch position 

COM_pVx+ [m/s] Maximal forward linear velocity after most backward position 

COM pVx- [m/s] Maximal backward linear velocity after most backward positioin 

E
 

統計解析

成功試技と失敗試技間における各変数の平均値の差の

検討には pairedt-testを用いた なお，各変数におけ

COM 
る正規性の検定には Kolmogorov-Smirnovtestを用い

た

C
O
Mー
D
y
1

笈
0ー

I/IJO:::>

Y 
COM_DxF 

Lx forward-→ 

E

D

C

B

A

0

 

catch position 

max. barbell height 

2nd knee max. ext 

1st knee max. flex 

1st knee max. ext 

start position 

有意水準は危険率 5%未満とした．また， 平均値

の差の大きさの程度の指標として効果量 Cohen'sdを算

出した． 効果量の評価基準は 0.0~0.2 : trivial, 0.2~ 0.5 

small, 0.5~ 0.8 medium, 0.8~ 

田．

largeとした 5)

士
口倫 果

図6に分析対象とな った選手から各階級 l名ずつを代

表例として，成功試技と失敗試技におけるスナ ッチの

図4 身体重心の変位に関する変数の模式図

,
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9, 9,  9し9ぐ....
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Time [sec] 

1.0 1.2 1.4 

COMが下方変位を開始した時点における COMの高さ
のバーベルの高さに対する割合 (COM_%TDy-[%]) 
および COMが前方変位を龍始した時点における COM
の高さのバーベルの高さに対する割合 (COM_％丁Ox+
［％］）の定義とその模式図

バーベルの軌跡を示した．

結果を以下に示す．

全分析対象選手 14名の分析

A
 

バーベルのキネマティクス的変数およびキネ

ティクス的変数

表 4にバーベルのキネマティ クス的変数およびキネ

ティクス的変数をスナッチの成功試技と失敗試技で比較

した結果を示した．キャ ッチ時のバーベルの高 さ

(Dy2)は成功試技と失敗試技間で有意差が認め られ，

成功試技が失敗試技よりも有意に大きな値を示した

功 1.11士0.07[m]，失敗

0.20) 

試技間で有意差が認められ，

0.18士0.04[m], p < 0.05, 

（成

1.09士0.08[m],p<0.01, d> 

バーベルの落下距離 (Dy3)は成功試技と失敗

成功試技が失敗試技よりも

有意に小 さな値を示した （成功 0.16土0.04[m]，失敗

d>0.20) 2ndプル局面にお

けるバーベルの最前方位置からキャ ッチポジション間の

変位量の X軸成分 (DxL)は成功試技と失敗試技間で
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Weight Category 56 kg Weight Category 62 kg Weight Category 69 kg Weight Category 77 kg 
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● catch position 

▼ max. barbell height 

◆ 2nd knee max. ext 

▲ 1st knee max. flex 

■1st knee max. ext 

O start position 

-0.2 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.2 

horizontal displacement [ m ] 

図6 スナッチの成功試技と失敗試技におけるバーベルの軌跡の代表例

有意差が認められ，成功試技が失敗試技よりも有意に大

きな値を示した（成功： 0.12土0.04[m]，失敗 ：0.11士

0.03[m], p<0.01, d>0.20). 2ndプル局面にけるバーベ

ルの最前方位置からキャッチ局面の最後方位置間におけ

る変位量の X軸成分 (DxR)は成功試技と失敗試技間

で有意差が認められ，成功試技が失敗試技よりも有意に

大きな値を示した（成功： 0.12土0.04[m]，失敗 ：0.11

土0.03[m], p < 0.05, d > 0.20)．バーベルの後方最大速

度 (pVx-)は成功試技と 失敗試技間で有意差が認めら

れ，成功試技が失敗試技よりも有意に小さな値を示した

（成功 ：ー0.45士0.09[m/s]，失敗： 一0.42士0.08[m/s], 

p<0.05, d>0.20)．バーベルに作用した後方への力の

最大値 (pFx-）は成功試技と 失敗試技間で有意差が認

められ，成功試技が失敗試技よりも有意に小さな値を示

した （成功： ー790土211[N]，失敗： ー750土191[NJ, 

p<0.05, d>0.20)．その他のバーベルに関する変数に

は成功試技と 失敗試技間で有意差は認められなかった．

B. COMおよびつま先のキネマティクス的変数

表5にCOMのキネマティ クス的変数をスナッチの成

功試技と失敗試技で比較した結果を示した． COMのス

タートポジションからキャッチポジション間の変位量の

x軸成分 (COM_Dx2)は成功試技と 失敗試技間で有意

差が認めら れ，成功試技が失敗試技よりも有意に小さな

値を示した （成功： 0.01士0.08[m]，失敗： 0.05士0.08

[m], p<0.01. d>0.20). COMのスタートポジション

からキャ ッチ局面における最後方位置間の変位量の X

軸成分 (COM_DxB)は成功試技と 失敗試技間で有意差

が認められ，成功試技が失敗試技よりも有意に小さな値

を示した （成功： 0.16士0.05[m]，失敗 ：0.21士O.ll[m],

p<0.05, d>0.20). COMのターンオーバ局面における

最後方位置か らキャ ッチポジション間の変位量の X軸
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表 4 バーベルのキネマティクス的変数およびキネティクス的変数

n=l4 

Dyl 

Dy2 ••t 

Dy3 *t 

pVy+ _1st 

pVy+ _2nd t 

pVy-

pFy_lst 

pFy_2nd 

pPy_lst 

pPy_2nd 

pFy%height 

Dxl 

Dx2 

Dx3 

DxL ••t 

DxR *t 

pVx+ 

pVx — *t 

pFx+ 

pFx-•t 

•: p<0.05 t: d>0.20 
●● .p<0.01 

unit 

[m] 

[m] 

[m] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[NJ 

[NJ 

[W] 

[W] 

［％］ 

[m] 

[m] 

[m] 

[m] 

[m] 

[m/s] 

[m/s] 

[NJ 

[NJ 

successful unsuccessful p-value 

1.27士0.05 1.26士0.05 0.144 

l.ll士0.07 1.09土0.08 0.008 

0.16土0.04 0.18土0.04 0.015 

1.40土0.16 1.41土0.16 0.773 

1.89士0.10 1.87土0.10 0.163 

0.90士0.13 0.92土0.14 0.427 

1795土288 1793土293 0.898 

1934士403 1890土350 0.287 

2290士592 2254土582 0.240 

3284土704 3189土630 0.227 

65.9士4.0 66.2土2.9 0.721 

0.06士0.03 0.07士0.02 0.254 

0.13士0.07 0.12土0.07 0.404 

0.06士0.02 0.06土0.03 0.372 

0.12士0.04 0.11土0.03 0.008 

0.12士0.04 0.11士0.03 0.019 

0.52士0.13 0.50土0.14 0.412 

-0.45士0.09 -0.42土0.08 0.048 

lOll士301 1003土292 0.790 

-790士2ll -750土191 0.042 

Effect size 

0.118 

0.290 

0.369 

0.023 

0.238 

0.103 

0.006 

0.119 

0.061 

0.141 

0.084 

0.180 

0.113 

0.081 

0.345 

0.280 

0.089 

0.392 

0.028 

0.208 

mean土S.D

表 5 COMのキネマティクス的変数

n=l4 

COM_%TDy-

COM_Dy3 

unit successful unsuccessful p-value 

[%] 79.9士1.97 79.9土1.88 0.991 

[m] 0.40土0.04 0.40土0.05 0.710 

COM_pVy+ t [m/s] 1.19士0.10 1.24士0.17

COM_pVy- [m/s] -2.35士0.21 -2.37土0.14

COM_%TDx+ t [%] 93.0士1.80 92.4士3.22

COM_Dx2 ••t [m] 0.01士0.08 0.05士0.08

COM_DxB •t [m] 0.16土0.05 0.21士0.11

COM_DxF ••• ttt [m] 0.15土0.04 0.11土0.05

COM_pVx+ [m/s] 0.69士0.17 0.68士0.19

COM_pVx-•t [m/s] -1.03土0.18 -1.12土0.16

Effect size 

0.257 

0.605 

0.368 

0.009 

0.036 

0.000 

0.364 

0.031 

0.002 

0.074 

0.363 

0.103 

0.216 

0.498 

0.626 

0.906 

0.099 

0.497 

*: p<0.05 
••: p<OOl 

●●● .p<0.001 

t : d>0.20 
廿 ：d>0.50

廿t: d>0.80 

mean士S.D

成分 (COM_DxF)は成功試技と失敗試技間で有意差が

認められ，成功試技が失敗試技よりも有意に大きな値を

示した（成功： 0.15土0.04[m]，失敗： 0.11土0.05[m], 

p<0.001, d>0.80). COMの 最 大 後 方 速 度 (COM_

pVx-）は成功試技と失敗試技間で有意差が認められ，

成功試技が失敗試技よりも有意に大きな値を示した（成

功：一1.03士0.18[m/s]，失敗 ：ー1.12士0.16[m/s], p 

<0.05, d>0.20)．その他の COMに関する変数には成

功試技と失敗試技間で有意差は認められなかった

つま先の後方変位量は成功試技で 0.09士0.06[m/s], 

失敗試技で 0.11士0.08[m/s] であり，成否試技間で有

意差は認められなかった（図 7)
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図7 成功拭技と失敗試技におけるつま先の後方変位璽の比較
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表 6 各イベントにおける角度変数

Phases 1st pull Transition 2nd pull Turnover 

1st knee max. 1st knee max. 2nd knee max 
start position 

ext. flex. ext 

catch 

Time instants 

Arm angle 

Trunk angle 

Hip angle 

Knee angle 

Ankle angel 

successful 
unsuccessful 

successful 
unsuccessful 

successful 
unsuccessful 

successful 
unsuccessful 

successful 
unsuccessful 

41.3士6.9t

43.8士8.0

42.0土11.9
39.7士12.5

40.8士6.0t
42.3士6.1

60.7土13.0t

66.1士14.1

106.1士5.5t
107.2土5.0

35.7土6.6
34.3士8.5

42.7士7_3t

44.8土9.3

91.3士11.ot

94.2士13.6

131.5土9.1
132.0士8.2

126.2士4.8t

125.2士4.7

10.9土4.7
10.4土3.9

76.7士8.3
77.5土7.8

134.3土15.7
135.7士14.4

124.0土12.8
124.9士14.1

114.6士7.7
113.8士7.8

17.9士7.9
17.5士8.6

109.5土4.0
109.0士3.9

190.5士7.6
191.1土7.3

162.6士ll.6t
165.2土10.0

142.3土7.1
142.3士8.1

max. 
barbell height 

151.7士16.2
150.1士20.0

88.6土6.6
89.4士8.9

94.3士18.5t
98.4土20.2

56.3士13.0
57.9士13.1

98.4土7.l t 

96.4士9.5

catch position 

202.3土6.6***ttt

186.9土12.9

75.6士4.5*＊廿

80.5土7.8

44.0士7.7
44.5士8.6

13.7士8.3
14.9士7.3

93.2土8.1•tt 
98.7士8.3

p<0.05 
p<0.01 
p<0.001 

t

t

t

 

t

t

 

t
 

d>0.20 
d>0.50 
d>0.80 

Unit : [ 0 J 

600 

c
 

関節のキネマティクス的変数

表6に各イベン トにおける各角度変数をスナッチの成

功試技と失敗試技で比較した結果を示した．

キャッチポジション時で成功試技と失敗試技間で有意差

が認められ，

を示した

p<0.001, 

（成功

d>0.80) 

75.6土4.5[0 J, 

成功試技が失敗試技よりも有意に大きな値

202.3士6.6[0 J, 

失敗

技間で有意差が認められ，

意に小さな値を示した （成功

98.7土8.3[0 J, P < 0.05, d>0.50) 

技と失敗試技で比較した結果を示した．

上肢角度は

意に大きな値を示した （成功

458.4士30.1[0 /s], 

失敗

p<0.05, d>0.50) 

関節では有意差は認められなかった

ついては，

186.9土 12.9[0], 

体幹角度はキャ ッチポジション時

で成功試技と失敗試技間で有意差が認められ， 成功試技

が失敗試技よりも有意に小さな値を示した （成功

80.5土7.8[0], p<0.01, d>0.50) 

足関節角度はキ ャッ チポジション時で成功試技と失敗試

成功試技が失敗試技よりも有

93.2土8.1[o], 失敗

その他のイベントに

おいては成功試技と失敗試技間で角度変数に有意差は認

められなかった

図 8に 2ndプル局面開始以降における下肢関節の最

大伸展角速度および最大屈曲角速度をスナッチの成功試

最大伸展角速度

について，股関節の最大伸展角速度は成功試技と失敗試

技間で有意差が認められ，成功試技が失敗試技よりも有

478.3士41.4[0/s]，失敗

膝関節および足

最大屈曲角速度に

どの関節においても成功試技と失敗試技間で

有意差は認められず，効果量は 0.2未満であった．
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*: p < 0.05 
廿：d= 0.53. 

Hip 

Flexion 

成功試技と失敗試技における下肢関節の最大伸展角速度
および最大屈曲角速度の比較

本研究の目的は，

IV. 

Knee Ankle 

n.s 

考 察

日本トップクラスのウエイトリフ

ティング選手におけるスナッチの成功要因を明らかにす

ることであ った 2016年度全日本選手権大会における
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男子スナッチを対象に，同一重量で成功試技と失敗試技

があり，かつ失敗試技ではバーベルを前方へ落下させた

試技がある選手 14名を分析した分析対象選手のバー

ベルの軌道と身体運動を分析した結果，本研究における

仮説の内の， 1) バーベルの挙上高については，関連す

る変数に成否試技間で違いはなかったが， 2) バーベル

の前後方向の変位， 3)挙上したバーベルの下へ身体を

移動させる方法については関連する変数に成否試技間で

違いが見られた．

A. バーベルの挙上高

先行研究では，スナッチにおけるバーベルの軌跡は技

術の効率性と有効性の指標となることが示唆され，また，

バーベルの最大挙上高と水平変位量はパフォーマンスに

影響を与える重要なキネマティクス的要因であると指摘

されている 2.3.6)． しかし，本研究ではバーベルの最大挙

上高 (Dyl) は成否試技間で同等であった（表 4)．先

行研究では， ターンオーバ局面からキャッチ局面におい

て，十分な時間的余裕を持ってバーベルの下にしゃがみ

込む必要があると指摘されている 1620). バーベルの最大

挙上高が高ければバーベルの下に身体を移動させるため

の時間が増えるため，スナッチを成功させることに有利

と考えられるためである． しかし， 日本人男子トップク

ラスの選手の場合は，失敗試技においても成功試技と同

等の高さ までバーベルを挙上できていた． このことから，

バーベルの最大挙上高はスナッチの成功要因ではないこ

とが示唆された．

一方で，スナッチでは最大挙上高が低くてもバーベル

を頭上で静止させることができる技術が重要であるとい

う指摘もある 20)．アジア選手権大会における各階級の日

本人選手と階級優勝選手の成功したスナッチのバーベル

の軌跡を比較した研究では，階級優勝選手の方がバーベ

ルの最大挙上高が有意に小さな値を示した 17)．この結果

は，スナ ッチの最大挙上重量が大きい競技レベルが高い

選手は，バーベルの最大挙上高が低くてもバーベルの下

に体を移動させ，バーベルを静止させることができる技

術を有していることを示唆している． 日本人トップリフ

ターを対象とした本研究の分析結果では，スナッチの成

否試技間でバーベルの最大挙上高は同等であったが， よ

り低い最大挙上高でバーベルを頭上で静止させる技術が

向上すればスナ ッチの最大挙上重量の向上が可能かも

しれない．

バーベルの最大挙上高に影響する要因に関して，先行

研究では 2ndプル局面における股関節の伸展角速度は

バーベルの最大挙上高および速度に影響すると指摘され

ている 13l.Hoover15)は，スナッチの成功には 2ndプル

局面におけるバーベルの鉛直速度とパワー発揮が重要で

あると指摘した．一方で，バーベルの鉛直最大速度が大

きくてもバーベルの最大挙上高が大きくならないことを

示唆，報告した研究もある 1.7.12)．本研究では，成功試技

の方が失敗試技よりも股関節の最大伸展角速度が大き

かったが（図 7), pVy+ _2ndおよび pPy_2ndは成否試

技間で同等の値を示した（表 4)．このことは， 日本人

男子トップクラスの選手の場合，股関節の最大伸展角速

度がスナッチの成否に影響していた可能性があるが，

pVy+ _2ndおよび pPy_2ndはスナッチの成功要因では

ないことを示唆しているまた，バーベルの最大挙上高

は成否試技間で同等であったことから，股関節の運動は

バーベルの最大挙上高に直接影響していないと推察され

る．股関節の伸展運動は，質量分布が比較的大きい体幹

部を含む上半身の後傾を伴うため， COMの後方変位に

影響する前後方向の変位については，次項目で考察す

る

B. バーベルの前後方向の変位

Hydock16)はスナッチにおいてバーベルをキャッチ

ポジジョンで静止させるためには， ターンオーバ局面に

おけるバーベルの後方変位量の調節が重要であると指摘

している．本研究では，バーベルの後方変位量の指標で

ある DxLおよび DxRに成否試技間で有意差が認められ

（表 4)，成功試技の方が失敗試技よりもターンオーバ局

面からキャッチ局面の間におけるバーベルの後方変位量

が大きかったことが示された． また，バーベルの後方変

位量に影響を与えると考えられる pVx-, pFx―も成功試

技の方が失敗試技よりも有意に大きな値を示した． この

ことは， ターンオーバ局面からキャッチ局面の間におい

てバーベルを後方へ大きく変位させることが，スナッチ

の成功要因の一つであることを示唆するものである

バーベルを後方へ大きく変位させるには，バーベルに大

きな後方への力を作用させる必要がある．スナッチにお

いて，バーベルに後方への力を作用させるには，上肢の

運動でバーベルを後方に引くか，身体を後方に傾けるか，
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身体ごと後方へ移動させるか，

究の分析方法では，

の場合に限られる

上肢の運動がバーベルの運動にどの

ように影響したかは分からないが， つま先の後方変位量

は成否試技間で統計学的有意差がなかったことから（図

7)' 身体ごと後方へ移動した量は成否試技間で同等で

あったと言える 一方で， 股関節最大伸展角速度は成功

試技の方が失敗試技よりも大きかったことから，

の運動に伴い体幹部を後傾させる運動がバーベルに作用

した後方への力の大きさに影響を与え，バーベルの後方

変位量に差が生じたと考えられる また， COM_DxB 

および COM_pVxーは成功試技の方が失敗試技よりも小

さな値を示した （表 5) COM_pVxーは，

展角速度の出現後に見られることから

の速い伸展運動に伴い，

ことが成功試技の特徴と言える

つつ， 

c
 

点），

図9

（図 9)'

本研

股関節

股関節最大伸

股関節

身体を過度に後傾させていない

これらのことから，

バーベルの後方変位量はスナッチの成功要因の一つであ

るが， 2ndプル局面において股関節の伸展運動を速くし

身体を過度に後傾させずにバーベルを後方へ大き

く引くことが重要であると考えられる

挙上したバーベルの下への身体の移動方法

Hydock16)は，バーベルをキャッチするためのターン

オーバ局面における急速なしゃがみ込み動作の重要性

を指摘している しかし，本研究では，挙上したバーベ

ルの下への移動のうち，
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例）

COM_Dy3 (COM の下方変位量）は成功試技と失敗試

技間で同等であった

影響を与えると考えられる下肢関節の最大屈曲角速度に

ついても成否試技間で同等であった

ことから，挙上したバーベルの下への体の移動方法のう

ち，特に上下方向の身体の動きに関しては，

トップクラス選手におけるスナッチの成否に直接影響す

る要因ではないと考えられる

ルの下への体の移動方法のうち，

関しては COM_%TDx+

は成否試技間で同等であったが，

COM_Dx2は成功試技の方が失敗試技よりも大きな値を

示した

らキャッチ局面間において身体を前方に大きく移動させ

ることがスナッチの成功要因の一つであることを示唆す

るものである

キャッチポジションにおけるバーベルと身体の位置関係

に影響を与える

方変位量が小さかったことに加えて後方変位量が大き

かった

（表 5)

（表 5) また，

これらのことは，

COM の下方変位に

（図 8) これらの

日本人男子

一方で，挙上したバーベ

身体の前方への動きに

(COMの前方変位開始時点）

COM_DxFおよび

ターンオーバ局面か

身体の前方への変位量が大きいことは，

失敗試技は成功試技よりも COMの前

さらに，バーベルの後方変位量も小さかったた

め，失敗試技は成功試技よりもバーベルが前方に位置し

た状態でキャッチポジションに至り，腕でバーベルを支

えることができずにバーベルを前方へ落下させる結果に

なったと考えられる

キャ ッチポジションにおける姿勢は， 成功試技の方が

失敗試技よりも上肢角度が大きく，体幹角度および足関

節角度が小さな値を示した

は体幹部および上肢が共に鉛直に近い姿勢であったのに

対し，

せ，

成功試技は下腿部の前傾に加え，特に質量分布が

大きい体幹部を前傾させることで COMを前方に位置さ

肩関節の屈曲角度を大きくすることでバーベルを支

えていたと言える

ベルを頭上で静止させることができるバーベルと身体の

前後方向の位置関係および姿勢になれる動作ができた結

果，成功試技は失敗試技よりも Dy3（バーベルの落下

距離）が小さくなり，

なったと考えられる

D
 

本研究の限界と今後への示唆

本研究は，

（表 6) つまり， 失敗試技

キャッチポジションにおいて，バー

Dy2（キャ ッチ時高さ）が大きく

同ー選手における同一重量の成功試技と失

敗試技を比較することによ ってスナ ッチの成功要因を検
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討したものである．そのため，選手の最大挙上重量を超

えるスナッチの成功要因が本研究結果と一致するとは限

らない．

また，本研究は失敗試技についてはバーベルを前方へ

落下させる場合のみの分析であった．スナッチの失敗は，

バーベルを前方へ落下させる失敗に次いでバーベルを後

方へ落下させる失敗が多く，この 2つが失敗のパターン

の大部分を占めるが，本研究ではバーベルを後方へ落下

させる失敗に関しては分析していない しかし，バーベ

ルを前方へ落下させる失敗と成功を比較した本研究結果

と同様に，バーベルを後方へ落下させる失敗も，キャッ

チポジションにおけるリフタの身体とバーベルの前後方

向の位置関係がバーベルの静止の可不可に影響し，試技

の成否を左右するものと推察される．バーベルを後方へ

落下させるには，少なくとも矢状面上においてバーベル

が頭上を通過する必要がある．従って，スナ ッチにおけ

るバーベルを後方へ落下させる失敗は，成功試技に比べ

て DxLや DxRが大きく，また身体運動に関しては

COM_DxFが大きいかもしれない．今後の研究でバー

ベルを後方に落下させる失敗についても分析することで，

スナッチにおけるバーベルおよび身体の前後方向の変位

に関する至適範囲を提示でぎることが期待される

V. まとめ

日本トップクラスの男子ウエイトリフティング選手の

スナッチで，バーベルを前方へ落下させずに成功させる

ための要因は， ターンオーバ局面からキャッチ局面間で

バーベルを後方へ大きく引くことと，挙上したバーベル

の下に移動する際に，身体を前方へ大きく移動させるこ

とと示唆された．一方で，バーベルの最大挙上高は成功

要因ではないことが示唆された． また， 2ndプル局面で

股関節を速く伸展させることはバーベルを後方へ引くた

めに重要な運動であると推察されるが，それに伴い身体

を大きく後傾させることは失敗の要因になると考えられ

る． これらのバーベルおよび身体の前後への移動が適切

に行われた結果，成功試技は失敗試技よりもバーベルの

落下距離が短く，キャッチ位置が高くなり，より前傾し

た姿勢でキャッチポジションになれたと考えられる
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