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１．緒言 
水中動作分析によってストローク中に手部から

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、下肢動

作についての詳細な研究報告はほぼ見当たらない。 
そこで本研究では、平泳ぎの下肢動作を３次

元ＤＬＴ法により分析し、平泳ぎの下肢動作の

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 被験者 

被験者は茨城大学水泳部員女子 1 名（競技歴 7
年、身長 169cm、体重 64Kg、19 歳、インカレ出

場レベル）とした。 
2-2 実験試技 

「板キック」、「水中キック」、「スイム」の

3 試技について、「ゆっくり」、「普通」、「速

く」の 3 速度で、3 回ずつ試技を行った。 
2-3 実験座標系の定義 
 実験座標系は右手系を用い、泳者進行方向に対

して左横方向を Y 軸＋、進行方向を X 軸＋、鉛直

上方を Z 軸＋とした。原点は較正器左手前上部と

し、水面と一致させた(図１)。 
 大腿と下腿の節座標系は、長軸をＺ軸とし近位

方向を正とした。Ｘ軸は、静止直立時に矢状面に

平行でＺ軸に直交するように定め、身体正面を正

とした。Ｙ軸は、Ｚ軸とＸ軸の外積により定めた。

大腿の節座標系原点は膝関節中心点、下腿の節座

標系原点は足関節中心点とした。 
足の節座標系は、つま先と足関節を結ぶ線をＺ

軸とし、足関節方向を正とした。Ｙ軸は、つま

先・足関節・足マーカの 3 点を含む平面の法線ベ

クトルから求めた。さらにＸ軸は、Ｚ軸とＹ軸の

外積よりもとめた。足座標系の原点はつま先とし

た。 
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2-4 撮影方法 

撮影には、VTR カメラ（SONY 社製、CCD-
VX1、毎秒 30 フレーム、シャッター速度 1/100
秒）2 台を用いた。2 台のビデオカメラの間隔は 5
ｍ、ビデオカメラと水中窓は 1ｍ、プール端から

較正器原点までは 6ｍとした。VTR カメラは、泳

者斜め前方と後方から、泳者下肢全体を撮影する

ため、水中撮影用窓に平行に設置した。また、2
台の VTR カメラ同期のため、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 カメラ画像を、ビデオデッ

キ（SONY 社製、EV-7000NTSC）を用い毎秒 30
コマで再生し、ビデオ画像取り込みボード（カノ

ープス社製、Super CVI、分解能 640×400 ドット）

を装着したパソナルコンピュータ（EPSON 社製、

PC-286VE）を用いてディジタイズした。 
分析点は、右脚に固定した大腿、下腿、足部マ

ーカの 3 点及び、爪先、外踝、膝関節中心、大転

子の 5 点、計 7 点とした。ディジタイズ範囲は、

脚の蹴り出しからリカバリーまでとした。ディジ

タイズした 2 台のカメラデータから、DLT 法

（Direct Linear Transformation Method）を用いて 3
次元座標に変換した。得られた 7 分析点の 3 次元

座標（X,Y,Z 各値）について、Winter の残差分析

法を用いて、各最適遮断周波数（2.6～4.0Hz）を

算出した結果、適応遮断周波数を 4Hz とし、

Bryant らの IIR フィルタを用いて平滑化した。 
 各関節角度は、実験座標系であらわした上位

節Ｚ軸単位方向ベクトルより、上位節を実験座

標系 Z 軸及び X 軸と一致させる回転変換行列を

求め、その回転変換行列を適応した自節各軸単

位方向ベクトルより、内外反（転）・屈伸角・

内外旋角をそれぞれ計算により求めた。 
 
３.結果と考察 

3.1 各関節の角度変化 

3.1.1 股関節角度変化(図 2) 

Z  股関節内外転について見ると、スイム速くで

は、蹴り出し局面、蹴り下ろし局面で最大 3°外転

していた。その後蹴り込み局面終盤で 6°内転して

いた。 X
板キック普通及び水中キック普通において、股

関節内外旋角の周期的変動が観察された原因は、

大腿四頭筋が大きく柔らかいため、大腿の運動と

水の抵抗により筋肉が振動し、その結果マーカも

振動したと考えられた。 

Y 進行方向

スイム速くでは、蹴り出し局面で最大 148°外旋

していた。その後蹴り下ろし局面からは内旋の方

向へ角度が変化しており、蹴り込み局面で最大 9°
内旋していた。 

 
図１ 実験座標系の定義



股関節屈伸は、蹴り出し時に最大屈曲しており、

蹴り下ろし局面から臀部方向へのリカバリーが始

まる前まで、伸展動作が継続していた。 
これら股関節の動作は、投影面積を最小に保ち、

大腿に受ける抵抗をより少なくし、またより多く

の水をキャッチし、大きな推進力を生み出す動作

と考えられる。 
3.1.2 膝関節の角度変化(図 3) 

膝関節内外反を見ると蹴り出し局面では 0°～
13°の間で内反しており、蹴り下ろし局面からは最

大 10°～16°外反していた。 
膝関節内外旋では、蹴り出し局面で板キックで

は最大 126°、水中キックでは最大 142°、スイムで

は最大 162°外旋していて、蹴り下ろし局面からは

内旋方向への動作が行われていた。 
膝関節屈伸では、股関節屈伸と同様蹴り出し時

に水中キックで 145°、スイムで 148°と同じような

角度で最大屈曲しており、蹴り下ろし局面から臀

部方向へのリカバリーが始まる前まで伸展し続け

ていた。 
これらの膝関節の動作の中で蹴り出し局面の内

反動作は、下腿を腰幅より狭く引きつけ、水の抵

抗を減らすための動作と考えられた。 
3.1.3 足関節の角度変化(図 4) 
足関節内外旋では、板キック普通、水中キック

普通、スイム速くの蹴り出し局面で最大 13°～14°
外旋していた。その後蹴り下ろし局面で 7°～9°内
旋しており、蹴り込み局面の最大内旋時で 34°～
44°であった。 
足関節回内外では、各試技間で角度にばらつき

はあるものの、蹴り下ろしから蹴り込み局面初期

で、水中キックは 164°、スイムで 199°と最大に回

内していた。板キックにおいても、他の試技同様、

ほぼ蹴り下ろしの動作が始まった時に、160°と最

大に回内していた。 
足関節低背屈は、蹴り出し局面時に板キックで

115°、水中キックで 118°、スイムで 114°と最大に

背屈していた。その後、蹴り込み動作が始まると

板キックは 53°、水中キックは 55°、スイムは 56°
と底屈方向へ動作していた。 
これらの蹴り出し局面で見られる足関節動作は、

大きな推進力を生み出すために行われている動作

と考えられる。 
3.2 足部の移動速度 

足の移動速度（つま先の移動速度で代表）は、

いずれの試技においても、蹴り下ろし局面で最大

速度を示しそれぞれ、2.6m/s（板キック）、2.5m/s
（水中キック）、2.3m/s（スイム）であった。 
次に速い速度を示したのは、いずれの試技にお

いても、外側上方から内側下方へ蹴り降ろした両

足が揃うまでの内側への移動局面でそれぞれ、

1.8m/s（板キック）、20.m/s（水中キック・スイ

ム）であった。このとき足は、効率よく揚力を発

生させるために適当な迎え角（回外角）を保って

いた。 
 
４.まとめ 

足が最も大きな速度を示した蹴り下ろし局面で

は、蹴り出し局面終盤に股関節、膝関節、足関節

が最大外旋位を示し、その後蹴り下ろし局面で内

旋していた。これは、下腿を進行方向反対に押し

出す抗力主体の動作に対し、外側上方から内側下

方に膝関節を中心とした下腿の回旋運動により、

揚力を主体とした動作様式が確認された。 
次に大きな移動速度を示した蹴り下ろしから両

足がそろう局面では、足関節が背屈から底屈方向

位に変化し、最大回外位に達したことから、蹴り

下ろし局面同様、揚力を主体とした推進力を発揮

していることが確認された。 
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図2 股関節の角度変化 水中キック普通
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図3 膝関節の角度変化 水中キック普通
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図4 足関節の角度変化 水中キック普通
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