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1．緒言 
これまでのスプリント走に関するバイオメカニ

クス的研究 1) から，疾走速度と脚スイング動作（脚
前方振り出し時における膝関節最大伸展時から脚
接地時までの動作）角速度との間に有意な正の相関
が認められたと示している。脚スイング動作は，続
く接地局面の脚全体のキック動作速度を予め高め
ておくものであり，股関節伸展筋によって積極的に
行われるべきで，高い疾走速度を得るために重要な
動作であると述べている。 
 また，渡邊ら 2) は，筋力は疾走時のトルク発揮に
影響し，疾走動作を介して疾走速度に影響するとい
う仮説を立て検証した。その結果，股関節伸展トル
クと，逆向きの動作である股関節屈曲の等速性最大
筋力との間に有意な正の相関が認められた。また，
回復期（脚が離地している状態）の股関節屈曲トル
クと疾走速度との間に有意な正の相関関係が認め
られた。これにより，股関節伸展の主働筋であるハ
ムストリングスの強化の重要性がこれまで述べら
れているが，疾走時の股関節伸展トルクを効果的に
引き出す上で，股関節屈曲筋の強化が重要となる可
能性があると述べている。 
 これらの研究から，スプリント走の疾走速度を高
めることに重要である，脚スイング動作には，股関
節伸展の筋力発揮が主に影響を及ぼすというものと，
股関節屈曲の筋力発揮が主に影響を及ぼすという考
え方ができる。 
そこで本研究は，大学陸上競技部に所属し短距離

を専門とする学生対象とし，疾走時における最大ス

ピード局面の最大脚スイング角速度と股関節伸

展・屈曲等速性最大筋力との関係を検証する。その

結果を，短距離選手の筋力トレーニングに活用する

ことを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2．1 被験者 
 大学陸上競技部，短距離選手（100・200m は 5
名，400m は 1 名）およびハードル選手（110mH
は 1 名，400mH は 1 名），男子 8 名を被験者とし
た。 
2．2 試技方法及び撮影方法 
 撮影試技は，タータンレーンの直線走路 60m の
全力疾走とした。撮影方法は，スタートから 46.5m
～53.5m 区間の右側方に VTR ビデオカメラ
（SONY 製 DCR-TRV900 NTSC）を固定し撮影し
た。分析点（外踝点，膝関節中心，大転子，胸骨
上縁）には，分析点マーカ（発泡スチロール製，
直径 40mm，白色）を装着した。試技撮影に先立
ち，DLT 法適用のため，較正器（高さ 2m の測量
用紅白丸棒）を，スタートから 46.5m 地点と 53.5m
地点のレーン上で，較正器が垂直になるように保
持しながら撮影した。 
2．3 データ処理 
分析範囲は，疾走者の右足が接地してから再び

右足が接地するまでの 1 サイクルにわたる疾走動
作とした。4 点の較正点は，疾走者が 1 サイクル
にわたる疾走動作の範囲の前後の較正器をもと
に決定した。撮影したディジタルビデオ画像を，
画像取り込みソフト(カノープス製，超編 Ultra 

Edit2)を用い，パーソナルコンピュータに AVI 形
式で取り込んだ後，フリーの AVI フィルタリング
ツール(Aviutl)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。このとき，平滑化処理や
微分処理等を考慮して，分析範囲の前後 5 コマ余
分に出力した。静止画像のデジタイズには，BMP 
measure を用い，分析点の 2 次元座標テキストデ
ータ出力を行った。デジタイズによって得られた
4 点の較正点および分析点の 2 次元座標から，2
次元 DLT 処理プログラムを用いて実平面座標に
変換すると同時 Butterworth Low-pass Filter を用い
て平滑化した。平滑化に用いた遮断周波数は，先
行研究より 2.5~6.25Hz とした。 
2．4 分析項目 
(1) 疾走速度 
疾走者のランニング 1 サイクルにおける，胸骨

上縁と大転子を結んだ線の中心のX座標の変位よ

り，平滑化微分法により疾走速度を求めた。 
(2) 脚スイング動作の角速度 
 脚スイング動作を脚前方振り出し時における

膝関節最大伸展時から脚接地時までの動作と定

義した。脚スイング角度とは，大転子と外踝を結

んだ直線と大転子の通る鉛直線のなす角度と定

義し，DLT 法により実長換算した分析点座標デー

タから，脚スイング動作期における脚スイング角

度を算出した。角度算出にはベクトルの内積を利

用し，エクセルを用いて計算した。算出した脚ス

イング角度より，平滑化微分法を用いて脚スイン

グ角速度を求めた。また，接地期脚スイング動作

を右脚の脚接地時から脚離地時までの動作と定

義とし，脚スイング動作と同様に角度，角速度を

求めた。 
(3) 股関節伸展動作の角速度 
 股関節伸展動作を膝関節中心のY座標が脚前方

振り出し時に最も大きな値を示した位置から脚

離地とした。股関節角度とは，膝関節中心と大転

子を結んだ直線と胸骨上縁と大転子を結んだ直

線のなす角度と定義し，脚スイング動作と同様に

角度，角速度を求めた。また，股関節伸展動作を

2 つに分け，脚スイング動作時の最大角速度を接

地直前股関節伸展最大角速度，脚接地時の最大角

速度を接地期股関節伸展最大角速度とした。 
(4) 下肢の等速性筋力の測定 
 等速性筋力測定器(Cybex770，NORM，サイベッ

クスジャパン製 ) を用いて 60, 180 および

300deg/sec の 3 つの角速度で左右の股関節伸展・

屈曲筋力を測定した。股関節の運動範囲は，股関

節伸展位を 0 度として，0 度から屈曲方向に 120
度までの 120 度とした。被験者には各角速度にお

いて 3 回連続して最大筋力を発揮させた。その際

の最大トルクを等速性最大筋力とした。 
2．5 統計処理 

最大脚スイング角速度と疾走速度，左脚股関節

屈曲等速性最大筋力，右脚股関節伸展等速性最大
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筋力，疾走速度と左脚股関節屈曲等速性最大筋力，

右脚股関節伸展等速性最大筋力，接地期最大脚ス

イング角速度と疾走速度，接地期股関節伸展最大

角速度，最大脚スイング角速度，接地期股関節伸

展最大角速度と左脚股関節屈曲等速性最大筋力，

右脚股関節伸展等速性最大筋力で相関関係を検

討した。これらの平均値と標準偏差を算出し，統

計処理の有意水準は 5%とした。統計処理には

Microsoft Office Excel 2003 を使用した。 
 
3．結果と考察 
(1) 最大脚スイング角速度と疾走速度，股関節等
速性最大筋力 
 被験者全体および 100m, 200m, 110mH を専門と
する被験者の疾走速度と最大脚スイング角速度
との間に有意な正の相関関係が認められた 
(r 2 =0.4142, p<0.05 図 1) (r 2 =0.8393，p<0.05 図
2)。100m, 200m, 110mH を専門とする被験者の最
大脚スイング角速度と右脚股関節伸展等速最大
筋力(300deg/sec) との間に有意な負の相関関係が

認められた(r 2 =0.761,  p<0.05)。 また，被験者全
体・100m, 200m, 110mH を専門とする被験者，と
も に 右 脚 股 関 節 伸 展 等 速 性 最 大 筋 力 (60, 
180deg/sec)との間に有意ではないが正の相関傾向
が見られたが，左脚股関節屈曲等速性最大筋力の
値が低く，最大脚スイング角速度も小さいという
選手も見られた。このことから，最大脚スイング
角速度向上には，股関節伸展筋力より股関節屈曲
筋力を高めることが重要であることが明らかに
なった。 
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図 1 被験者全体における最大脚スイング角速度
と疾走速度との関係 
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図 2 100m, 200m, 110mH を専門とする被験者にお
ける最大脚スイング角速度と疾走速度との関係 
 
(2) 接地直前股関節伸展最大角速度と股関節等速
性最大筋力 
 接地直前股関節伸展最大角速度と左脚股関節
屈曲等速性最大筋力，右脚股関節伸展等速性最大
筋力について検討した結果，被験者全体において
接地直前股関節伸展最大角速度と左脚股関節屈
曲等速性最大筋力(180deg/sec)との間に有意な相

関関係が認められた(r 2 =0.5247,  p<0.05)。100m, 
200m, 110mH を専門とする被験者の左脚股関節屈
曲等速性最大筋力(300deg/sec)以外に有意ではな
いが正の相関傾向が見られ，右脚股関節伸展等速
性最大筋力においては被験者全体の 300deg/sec を
除いて負の相関傾向が認められた。このことから，
低・中速度条件下で，接地直前股関節伸展最大角
速度を引き出すには股関節屈曲筋力が影響して
いると考えられた。股関節を積極的に屈曲させる
ことで股関節伸展速度を引き出し，脚スイング動
作を行っていたと思われた。被験者全体において
接地直前股関節伸展最大角速度と最大脚スイン
グ角速度，疾走速度の間に有意ではないが正の相
関傾向が見られた。本研究の結果から接地直前股
関節伸展最大角速度を得るために疾走速度が低
い状況，つまり加速局面では股関節屈曲筋力の強
さに影響することが明らかになった。 
(3) 接地期最大脚スイング角速度と疾走速度，接
地期股関節伸展最大角速度，最大脚スイング角速
度 
 接地期最大脚スイング角速度と疾走速度，接地
期股関節伸展最大角速度，最大脚スイング角速度
の関係について検討した結果，有意な相関関係は
認められなかった。被験者全体では有意では無い
が接地期最大脚スイング角速度は疾走速度と正
の相関傾向が見られた。また，接地期最大脚スイ
ング角速度と接地期股関節伸展最大角速度には，
有意ではないが正の相関傾向が見られた。接地期
最大脚スイング角速度と最大脚スイング角速度
について検討したところ，有意ではないが正の相
関傾向が見られた。しかし，最大脚スイング角速
度と接地期股関節伸展最大角速度の間には正の
相関傾向が見られなかった。最大脚スイング角速
度と接地期股関節伸展最大角速度の関係につい
て，最大脚スイング角速度は接地局面の脚のスイ
ング速度を予め高めておくものだと考えられる
ことのみ先行研究 1)に示しており，詳細は検討さ
れていない。本研究において，最大脚スイング角
速度の値が低い選手でも接地期股関節伸展最大
角速度が大きな値を示していた。これは最大脚ス
イング角速度を効率よく接地局面に利用してい
たと思われた。これより最大脚スイング角速度を
効率よく接地局面に利用していくことが疾走速
度を高めるために重要であると考えられた。 
 
4．まとめ 
1) スプリント走における脚スイング動作と股関
節筋力との間に有意な相関関係は認められなか
ったが，反対脚の股関節屈曲筋力が股関節伸展筋
力より脚スイング動作に影響している可能性が
考えられた。 
2) 低・中速度条件下で，接地直前股関節伸展最大
角速度を引き出すには股関節屈曲筋力が影響し
ていると考えられた。股関節を積極的に屈曲させ
ることで股関節伸展速度を引き出し，脚スイング
動作を行っていたと思われた。 
3) 最大脚スイング角速度を効率よく接地局面に
利用していくことが疾走速度を高めることに重
要であると考えられた。 

 
5．引用・参考文献 

1) 伊藤 章ら(1998)：100m 中間疾走における疾

走動作と速度の関係，体育学研究，43，pp.260 – 
273. 


