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1. 緒言 
 競泳 4 種目の中で平泳ぎは手足が左右同時に動

く泳法で、腕・脚の推進相の連続性が少なく、ス

ピード変化が大きいことと、腕・脚のリカバリー

が水中で進行方向と逆に動作され、抵抗が増大す

る泳ぎと言われている 2）。 
 水中動作分析から手部によって発揮される流体

力を推定しようとする試みは、何名かの研究者に

よって試みられているが 2，3）、脚についての詳細な

研究報告は見当たらない。 
 そこで本研究では、平泳ぎキック動作を 3 次元

ＤＬＴ法により分析し、足の移動速度と迎角の変

化を調べ、平泳ぎキックの推力発揮メカニズムに

ついて検討することを目的とした。 
 
2. 研究方法 
2-1 対象 
 茨城大学水泳部員女子 1 名（競技歴 11 年、身長

160cm、体重 59kg、19 歳）平泳ぎ選手とした。 
 
2-2 実験試技 
板キック・水中キック（手は前に伸ばす）・スイ

ム（ゆっくり・普通・速く）の 3 泳法に分け 3 回

ずつ泳がせた。試技は、足に固定したパドルの破

損を防ぎ、尚且つ泳者の通常の泳動作を撮影する

ため、全て壁を蹴らずに浮いた状態でスタートし

た。 
 

2-3 撮影方法 
 実験座標系は左手系を用い、泳者進行方向に対

して左横方向をＸ軸＋、進行方向をＹ軸＋、鉛直

上方をＺ軸＋とした。原点は較正器右手前上部と

した。試技撮影に先立ち、較正器（縦 3ｍ・横 1ｍ・

高さ 1ｍ）を撮影範囲に設置し撮影した（図 1）。
足座標系は、左手系を設定した。足座標軸は、パ

ドル両マーク（内側Ｐ1・外側Ｐ2）と踵の最後突

出点（Ｐ3）の 3 点を通る平面の法線ベクトルを求

め（Ｚ軸）、Ｐ3 と第 2 指先点を結んだ線をＹ軸、

最後にＺ軸とＹ軸の外積より、Ｘ軸を求めた。尚、

足座標の原点はパドルの両マークを通る線とＹ軸

の交点とした。 
撮影には、ＶＴＲカメラ(SONY CCD-VX1)2 台を

用いた。2 台のＶＴＲカメラの間隔は 5ｍ、ＶＴＲ

カメラと水中窓は 1ｍ、プール端から較正器原点ま

では 6.605ｍとした。ＶＴＲカメラは、泳者斜め後

方から泳者下腿・足部を撮影するため、水中撮影

用窓に平行に設置した（図 1）。また、2 台のＶＴ

Ｒカメラの同期はレンズフードに発光ダイオード

を取り付け、撮影と同時に映し込んだ。 
 
2-4 分析方法 
 得られた 2 台のＶＴＲカメラの映像から、両足

に固定したパドル、踵・臀部のマーク、踵の最後

突出点の計 9 点を毎秒 30 コマでデジタイズし、Ｄ

ＬＴ法（Direct Linear Transformation Method）によ

って 3 次元座標を算出した。デジタイズ範囲は、

蹴り出しから蹴り終わりまでとした。得られた 3
次元座標はデジタルフィルタ(Briant の iir フィルタ 
遮断周波数 10Hz)を用いて平滑化した。足座標原点

の変位から、平滑化微分法により、速度ベクトル

を算出した。さらに、足座標Ｘ軸と速度ベクトル

とのなす角度を迎角とした。 
キック動作局面は次のように定義した１）。（a～j 

は図 3 参照） 
(1)蹴り出し：リカバリー（踵の引きつけ）終了か

ら、足を斜め外側後方へ回すまで(a)。 
(2)蹴り下ろし：蹴り出し終了から脚が伸び切るま

で(b～f)。 
(3)蹴り込み：脚が伸び切り、両足がほぼ揃った時

点まで(g～j)。

図１ 実験に用いた座標系とリファレンス及び、撮影状況



3. 結果と考察 
3-1 足部の迎角 
 板キックと水中キックは、d（図 3 参照、以下同

様）において 32 度の最大角度を示した。最大角度

の前後を見ると、板キックは 25 度～23 度を保ち、

水中キックは c で 30 度を保っているが、最大角度

を示したのち急激に小さくなった。スイム（普通）

は同様に、39 度、30 度～32 度であった。スイム（速

く）は、b～d にかけて 33 度～39 度を保ち、e で最

大角度 41 度を示した。全ての試技で最大迎角を示

したのは d～e であった。h～i にかけては、底屈を

伴いながら足を挙上する、ドルフィンキックの蹴

り上げ動作に近かった。 
 
3-2 足部の移動速度 
 足速度は、a～d にかけて大きい速度を示した。 
d において最大速度を示したのは、板キックとスイ

ム（普通）で、3.9m/s と 3.6m/s だった。c で最大速

度を発揮したのは、水中キックとスイム（速く）

であり、3.7m/s と 4.9m/s だった。スイム（速く）

は、泳速度が速いため、キックの速度変化が激し

かった（図 2－1 左足）。 
スイム（速く）の試技において左足の最高速度

は 4.9m/s を示し、右足より 1.0m/s 速かった。この

被験者は、右足と比べて左足の速度が速い事がわ

かった。スイム（速く）の f から速度が大きくなる

のは、強いドルフィンキックの蹴り上げ動作が原

因と考えられる。 
  
3-3 体幹速度と足部の移動速度 
スイム（速く）の b～c で、体幹速度は上がらず

にやや減速していた。これは蹴り出し局面で、上

体が停滞する動作が原因と考えられる。d～i にか

けては、徐々に加速し、最高速度は 1.8m/s を示し

た。j で速度が減速したのは、グライド局面に入っ

たからではないかと考えられた（図 2-1）。水中キ

ックでは、呼吸動作がなく常に水中に体があるた

め、体幹速度は g まで加速しており、最大速度は

1.47m/s だった(図 2-2)。 
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図 2-1 体幹速度・足速度の変化（スイム速く） 
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図 2-2 体幹速度・足速度の変化（水中キック） 

 
3-4 移動軌跡について 
図３は、足原点の変位と足座標単位ベクトルか

ら、足輪郭と速度ベクトルを CG で再現したもので

ある。蹴り込み局面で、足をプロペラのように回

転させ、推力を得ている様子がよくわかる。 

 
図 3 キック動作の CG 再現図（スイム速く） 

 
4. まとめ 
 本研究は、平泳ぎ熟練者 1 名を対象に、平泳ぎ

キックの足動作を 3 次元動作分析により、速度ベ

クトルと足裏の迎角を求めた。 
その結果、全ての試技 d～e で、迎角は最大角度を

示した。特にスイム（速く）では、最大角度が 41
度であった。足速度は、a～d にかけて大きい速度

を示し、スイム（速く）では、4.9m/s の最大速度が

得られた。以上より、平泳ぎキックの蹴り下ろし

局面は、揚力を主体とした推力発揮メカニズムで

あることが、確認された。 
今回の実験では、水中での分析点の視認性が悪

かったため、パドル、標点及び撮影条件の改善が

望まれる。 
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