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1.緒言 

平泳ぎ泳には、フラットスタイルとウェーブスタ

イルの 2 種類がある。フラットスタイルの特徴とし
て、腰が常に水面近くに保たれ、呼吸時も頭を低く

持ち上げることで体幹のフラットな姿勢が保持され

ている。また、ウェーブスタイルの特徴として、フ

ラットスタイルと違い、呼吸時に頭と両肩を水面上

に持ち上げ、腰はキック・リカバリー中低い位置に

保たれている 1)。 
このように、フラットスタイルとウェーブスタイ

ルの特徴については説明されているが、リカバリー

時の抵抗減少についてのキネマティクス的研究は見

当たらない。 
そこで本研究は、平泳ぎリカバリー時の胴及び上

肢の運動に着目し、この運動が抵抗減少に関してど

のように貢献しているのかを明らかにするため、平

泳ぎの熟練者及び未熟練者について、胴・上肢・下

肢の重心変位・速度及び角度変位・角速度を 2 次元
DLT法により分析し、抵抗減少にどのように関与し
ているかを検討し、平泳ぎ泳の練習や指導に役立て

ることを目的とした。 
 
2.研究方法 

2.1 被験者と実験試技 

被験者は茨城大学水泳部員女子 4 名とした。全国大
会出場レベルの者を熟練者群（2名）、大学から競技
を始めた者を未熟練者群（2名）に分けた。試技は、
平泳ぎのスイム（腕と脚を使った普通の泳法）で「ゆ

っくり」、「普通」、「速く」の 3速度に設定した。尚、
泳者の通常の泳動作を撮影するため、スタート後の

水面下での 1 ストローク・1 キックを行わず、全て
壁を蹴らずに浮いた状態からスタートした。 
2.2 撮影方法と分析方法 

 撮影には水中用(SONY、DCR-RTV20)と陸上用
(SONY、DCR-RTV900)の 2台のデジタル VTRカメ
ラを用いた。カメラは泳者の右側方を撮影するため、

2 台とも泳者の進行方向右側方 9.55m に設置し、試
技撮影に先立ち較正器を撮影した。得られた VRT画
像から、フリーの AVI フィルタリングソフト
(AviUtil)と、そのプラグイン (bmp_output 連番
BMP 出力 version0.04)を用いて、毎秒 60 コマの
連続静止画を作成した。次に、フリーソフト

BMP_measure(制作者：福田宏)を用いて、連続静止
画から分析点のディジタイズを行った。分析点は、
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点の分析をおこなった。ディジタイズ範囲は 1 スト
ローク分とした。ディジタイズしたカメラデータか

ら、 DLT 法（ Direct LineRA RTansformation 
Method）を用いて 2次元座標に変換した。リカバリ
ー時に水中カメラから見えなくなった部分は陸上カ

メラデータを補間し、2次元座標を合成した。得られ
た合成 2 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(2.5～9Hz)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。 
2.3 ストローク局面及び関節角度の定義 

ストローク局面を次のように定義した。 
・上肢リカバリー局面 RA（recovery of arm）：肘関
節最小角度 AEmin（minimum elbow angle）から肘
関節角速度が負に遷移する時点 VEneg（negative 
velocity start point of elbow’s velocity）まで 
・上肢グライド局面 GA（glide of arm）：VEnegか
ら次のストロークが開始される前まで 
・キック・リカバリー局面 RK（kick recovery）：分
析開始時点である AEmin から膝関節最小角度
AKmin（minimum knee angle）まで 
・インスイープキック局面 KI（kick of  insweep）：
AKmin から膝関節最大角度 AKmax（maximum 
knee angle）まで 
・蹴り込み動作 KL（lift of kick）：AKmaxから下肢
が水平になるところまで 
・胴体突っ込み局面 RT（release of trunk）：分析開
始時点である AEmin から胴体最小角度 ATmin
（minimum trunk angle）まで 
・胴体グライド局面 TG（glide of trunk）：ATmin
から分析終了時点である次のストロークが開始され

る前まで 
これに加えて、RA終了時点で水平方向に弧を描くよ
うに腕を伸ばしている動作を上体の沈み込みとした。 
また、関節角度を以下の3点がなす角度と定義した。 
・胴体角度：胸骨上縁－肋骨下端－水平面 
・肘関節角度：手関節中心－肘関節中心－肩峰 
・肩関節角度：肘関節中心－肩峰－肋骨下端 
・股関節角度：肋骨下端－大転子点－膝関節中心 
・膝関節角度：大転子点－膝関節中心－足関節中心 
 
3.結果と考察 

3.1 熟練者群の特徴 

 熟練者群では、RA終了と RK終了のタイミングを
合わせて、リカバリー局面のストロークサイクルの

割合を小さくしていた（図 1）。さらに、VEneg時に
肘関節と肩関節が伸展するタイミング及び、AKmax
時に股関節が伸展するタイミングが同じ時点にある

ことから（図 1）、抵抗を減らすために水平前方に腕
を伸ばし、また水平後方にキックをしていることが

わかった。また、AEmin直後に上肢重心速度が最大
に達しているのは、上肢インスイープ局面での推進

力を効率良く利用できているためではないかと考え

られる。また RA 終了により、反動による胴体を前
方へ引っ張る力がなくなり、膝関節最大角速度まで

RT速度が減少していた。その後、胴体角速度が再び
増加を始めていた。この膝関節最大角速度は、揚力

を発生させるための KL中であるので２）、この時の
力を利用し、RTは速度の減少を抑えていた。 
  
3.2 未熟練者の特徴 

未熟練者群は、肘関節と肩関節を伸展するタイミ 
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図 1 関節角度変位（熟練者 T：速度「ゆっくり」） 
 
ングが異なり、RA中に肘関節角度と肩関節角度の大
きさが逆転していた（図 2）。これは RAで水平斜め
下前方に腕を伸ばしているため、上体の沈み込みに

よって肘関節より遅れて肩関節が伸展したものと考

えられる。また、キック動作においても膝関節と股

関節の屈曲するタイミングが異なり、さらに AKmax
後には KL による大きな角度の変化が見られた（図
2）。これは、水平斜め下後方に KIしているため KL
が大きくなったと考えられる。さらに斜め下に KI
することにより、力の方向も斜め下へと向かい、推

進力が小さくなってしまっていた。また、ストロー

クサイクルにおいてRAよりRTの割合が小さい傾向
があった。これは、AEmin での胴体角度が小さく、
上体が水面上に高く上がっていないため、腕の伸ば

しが遅い上肢より胴体の方が早くグライド局面に入

れたと考えられる。 
 
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が 3 つ
あった。まず 1つ目として、RA終了時点と RK終 

図 2 関節角度変位（未熟練者H：速度「ゆっくり」） 

と RK 終了時

変位である。未熟練者群

で

遅いため、胴体の方が早くグライド局面

に

で終了していなかったため、熟練者群

ぎの矢状面2次元動作分析を行い、
上肢・下肢の重心変位と速度、胴体・肘

関

の時間を減少させていた。 

 

より、下方向への動作が大きく

た。そのため、
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了時点のタイミングである。熟練

者群は RA 終了時点
点の時間を短くし、全ストローク

時間における上肢リカバリー局面

の時間を短くしていることがわか

った。 
2 つ目として、リカバリー中の
関節角度

は、肘関節と肩関節の伸展、股

関節と膝関節の屈曲のタイミング

が合っておらず、上体の沈み込み

と KI が大きくなってしまってい
た。しかし、熟練者群では、肘関

節と肩関節の伸展、股関節と膝関

節の屈曲のタイミングが合ってい

たことにより、前方に腕を伸ばし、

及び後方にキックをし、下方向へ

の動作を抑え、抵抗を減らしてい

るということがわかった。 
3つ目として、RTと RAである。未熟練者群は腕

の伸ばしが
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入れた。 
しかし、熟練者群は RA 終了時点までに RT はがほ
とんどの試技

は上肢の反動の力とキックで発生させた揚力を利用

し、RTをおこない、減速を抑えていた。 
        
4.まとめ 

本研究は、平泳

全身・胴・

節・肩関節・股関節・膝関節の角度変位と角速度

について習熟度による差異について検討した結果、

以下のことがわかった。 
1）熟練者群は、VEneg前後に KIの蹴り出しを合わ
せて、上肢リカバリー局面

また、抵抗を減らすために前方に腕を伸ばし、水平

後方にキックをし、下方向への動作を抑え、抵抗を 

減少させていた。 
2）未熟練者群は、RA で斜め下前方に腕を伸ばすこ
とによる沈み込みに

なる傾向がみられた。さらに、キックにおいても、

KI 時に斜め下後方にキックして
いるため、キック・グライド局面

までの KL が熟練者群に比べてか
なり大きかった。 
3）熟練者群は、ストロークサイク
ルにおいて AR より TR の方が大
きな割合になってい

AR では上肢の反動の力で胴体前
方に移動させた後、キックで発生

させた揚力を利用し、RTをおこな
って、減速を抑えていた。 
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