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1. 緒言 
平泳ぎは正面をまっすぐ向き，腕・脚共に左右

対称の動きをしていて水に浮いているという感覚

がつかみやすいので，初心者にも取り組みやすい

泳法である。他の泳法に比べると推進方向に対し

ての抵抗が大きく，推進相の連動性が少なくスピ

ードの変化が大きい泳法と言われている。 
平泳ぎ泳時の手部に関する研究は，何名かの研

究者によって報告されているが，実際の自由泳で

の研究報告は見当たらない。 
本研究は，平泳ぎの熟練者，未熟練者の上肢スト

ロークを 3次元 DLT法により分析し，手部の迎角・
流入角・速度，ストローク局面における時間を調

べ，上肢動作の推力発揮の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 6 名とした。50
ｍ平泳ぎの短水路ベストタイムによって，熟練者

群（3名）と未熟練者群（3名）にわけた。 
2-2 試技条件 
平泳ぎのスイム（腕と脚を使った普通の泳法）

を，ゆっくり，普通，速くの 3速度で，1回ずつ試
技を行った。尚，試技はスタートの水面下での 1
ストローク・1キックを行わず，壁を蹴った後はす
ぐスイムとした。 
2-3 撮影方法 
撮 影 に は ， 高 速 度 VTR カ メ ラ (Photron 

FASTCAM-PCI R2 model 500)2台を用いた。VTRカ
メラは泳者の右上肢を撮影するため，泳者の進行

方向と直交する右側面に１台，泳者の進行方向に

対し右斜め 45度方向に１台設置した。 
実験座標系は左手系を用い，泳者進行方向に対

して右横方向を Y軸＋，進行方向を X軸＋，鉛直
上方を Z 軸＋とした。原点は，較正器左奥下部と
した。手部座標系（左手系）は，手関節中央と右

手中指先端の中点を，手部基準点（原点）と定め，

手部基準点から右手中指先端に向かう直線をＹ軸

＋，右手中指先端とパドルの両マーク 3 点からな
る平面の法線ベクトル（手背面方向）をＺ軸＋，

Ｙ軸とＺ軸の外積よりＸ軸＋（親指方向）と定め

た。 
2-4 分析方法 
得られた 2台の VTRカメラ画像から，分析点の
ディジタイズを行った。 
 ディジタイズ範囲は，かき出しからかき込みま

でとし，分析点は右手中指先端，パドルの親指側

のマーク・子指側のマーク，手首関節の計 3 点と
した。ディジタイズした 2 台の較正器および試技
カ メ ラ デ ー タ か ら ， DLT 法 (Direct Liner 
Transformation Method)によって 3 次元座標を算出
した。得られた 3 次元座標は，残差分析法を用い
て決定した最適遮断周波数（3Hz～7Hz）を適用し

たバターワースディジタルフィルタを用いて平滑

化した。 
プル動作局面を次のように定義した。 
①アウトスイープ：グライド後に手部の回内運動

が開始した時点から，押し出し動作が終わり，手

部が回外運動を開始する直前までとした。 
②インスイープ：手部の回外運動の開始からかき

込み動作が終了し，手部が進行方向に移動する直

前までとした。 
 
3. 結果と考察 
3-1 未熟練者群の上肢ストロークの特徴 
未熟練者群では，各ストローク動作局面の手部

の変化にばらつきがあり，その傾向は一様ではな

かった。それは，被験者の得意種目が異なるから

と考えられる。被験者 H は，アウトスイープで外
側方向へ腕が移動したときに手掌部に向って流れ

ていた水を外に逃がしてしまい，インスイープ直

後は手背面に向って水が流れる状態であった。ア

ウトスイープの動作局面の時間が短いことから，

左右方向への手部の動きより推進方向に対して逆

方向に手部を移動するストロークであることが考

えられる（図 1，2）。未熟練者群の手部迎角・流入
角のデータから，未熟練者群は手部の回内，回外，

尺屈，橈屈動作の変動が熟練者群より激しく，水

の流れに壁を作ってしまい効率が悪いことがわか

った。 

 
図 1 後方から見た手部の軌跡 

            (未熟練者群被験者 H，泳速度普通) 
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図 2 未熟練者群被験者 Hの各動作局面の割合 

 
3-2 熟練者群の上肢ストロークの特徴 
熟練者群では，アウトスイープ前半で，手部を

回内・尺屈しながら外側方向へ緩やかに移動して

いた。 これは，できるだけ手掌部に向って流れる



水を外側に逃がさないように，かつ，水面近くで

キャッチ動作を行うためと考えられる。アウトス

イープ後半で，手部を回外・橈屈に切り換えてい

た。これは手掌部に向って流れる水の圧力を大き

くし，水の抵抗を利用ながら推進力を大きくして

いくためであると考えられる。また，インスイー

プでは，手部を回外・橈屈しながら身体の内側下

方，それから内側上方へと素早く移動していた。

このことから，プロペラのように手部を使うこと

によって，抗力と揚力の利用により推進力を得て

いることが確認された(図 3)。手部の移動速度の増
加は慣性力を大きくすることに関与していると考

えられる。 

 
図 3 後方から見た手部の軌跡 

          (熟練者群被験者 T，泳速度普通) 
 

3-3 両群の比較 
両群の比較をしてみて大きく違ったところは，

まず，キャッチ動作である。熟練者群の手部迎角

と流入角の変化は類似したものであったことから，

アウトスイープからインスイープへと移行する直

前にキャッチ期をとるべきであるということが確

認された。図 1 と図 3 を比較すると，熟練者群の
アウトスイープは手部を外側上方向に移動させて

おり，キャッチポイントをより水面近くにしてい

たことがわかる。 
もう 1つは，インスイープの手部の加速である。
両群でインスイープ時の手部の加速が見られたこ

とから，手部を動かす速さの重点は，アウトスイ

ープではなく，手首の回内動作から回外動作へと

移行するインスイープに置くべきであるというこ

とが確認された。熟練者群の手部速度の変化から，

平泳ぎのインスイープには内側上方への素早いか

き込み動作が必要とされることがわかった(図 4， 
5)。 
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図 5 熟練者群被験者 Tの手部速度 

 
3-4 上肢ストロークの特徴 
平泳ぎの上肢ストローク動作は 3次元的であり， 
水を撫でるようなスカーリング動作を行っていた。

すなわち，移動方向に対して手部は最適な迎角，

流入角を維持するために，常に変化させる必要が

あるということである。 
 

4. まとめ 
本研究は，平泳ぎの上肢ストローク動作を 3 次
元分析により，手部の移動速度，速度ベクトル迎

角・流入角，各動作局面における時間を求めた。

その結果以下のことがわかった。 
1)熟練者群は，手部の迎角と速度の関係から，アウ
トスイープ後半からインスイープ開始時にかけ

ての手部の回外動作により手掌面で水を押さえ

るキャッチ動作があった。また，インスイープ

では手部をプロペラのように身体の内側に回外

させながらすばやく移動させていた。 
2)未熟練者群は，手部の迎角と速度の関係から，ア
ウトスイープ後半からインスイープ開始時にか

けての手部の回外動作が現れず，手掌面で水を

押さえるキャッチ動作が見られなかった。また，

アウトスイープからインスイープにかけての泳

速の調節を，アウトスイープとインスイープの

時間の割合で行っている可能性がある。 
3)平泳ぎの上肢ストロークは非常に複雑な動きを 
していた。手部の回内・回外，橈屈・尺屈を行

っていることから，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。 
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図 4 未熟練者群被験者 Kの手部速度 
 
 


