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1．緒言 

シンクロナイズドスイミングにおいて，ブース

ト動作は，巻き足動作を一度停止した後に，上体

の前傾と両脚の引きつけを行い，両足を同時に蹴

ることによって，上半身を瞬時に水上に持ち上げ

るダイナミックハイト系の技である．それゆえ，

選手にはできるだけ素早く，最高の高さまで上が

ることが求められる．本間(2002)は，2001 年福岡

世界水泳選手権に出場したソロ，デュエット，チ

ームの全てのテクニカルルーティンを対象に，演

技中の最高水上高値とその得点との関係を見た結

果，両者の間に有意な相関関係を認めた(r=0.675, 
p<0.01)1)．本間(2003)は日本が他の上位入賞国と

比較し，高さ(身体の中で最も高い部位の水面から

の距離(図 1))が低いことも指摘しており，高さの

向上は日本の課題であるといえる 2)． 

これまで，一流シンクロナイズドスイミング選

手のブースト動作に関する研究は，本間(2002)に
よって報告されている 2)．しかし，世界チャンピオ

ンと日本チャンピオンの 2 名のみを対象としたも

のであり，12 歳以下のジュニア選手についての報

告は見当たらない．よって，それらの結果がジュ

ニア選手に当てはまるかどうかは疑問である．ま

た，シニアに移行してからブースト動作のフォー

ムを修正することは難しく，ジュニア期から良い

フォームを身につけることで，将来的な高さの向

上につながると考えられる． 

そこで，本研究ではジュニアシンクロナイズド

スイミング選手を対象とし，ビデオ撮影によって，

ブースト動作の運動学的解析を行い，その特徴を

明らかにするとともに，ブースト動作が得意な選

手と不得意な選手において，動作にどのような違

いが見られるかもあわせて考察する． 

 
図 1 高さの定義 

 

2．研究方法 

2-1 被験者と試技条件 

被験者は，定期的にシンクロナイズドスイミン

グの指導を受ける女子児童 7 名を対象とした(年

齢：11.00±0.82 歳，身長：147.93±8.24cm，体重：

38.69±7.60kg)． 

試技は，技術的な指示は与えずに全身が完全に

水没した状態からのブースト動作を 1 人 3 回行っ

た． 

2-2 撮影方法と分析方法 

 水中撮影用カメラ (SONY ， DCR-TRV20 ，

DCR-TRV900)2 台と，水上撮影用カメラ(Victor，
GZ-MG330-S)1 台を使用した．また，水中撮影用カ

メラはハウジングに入れ，両方のカメラから分析

点ができるだけ隠れない位置（被験者の矢状面を

0°として，左右両側前方 45°）に設置した．また，

水上のカメラは被験者の右側前方 45°に設置した． 

 3 台のカメラから得られた画像から，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(製作者：福田宏)

を用いて，連続静止画からディジタイズを行った． 

水上画像の分析点は頭頂のみとした．水中画像

の分析点は左右の大転子，膝関節中心，足関節中

心の 6 点とした． 

水上のディジタイズした較正器および試技カメ

ラデータから，2 次元 DLT 法を用いて分析点の座

標を算出した．得られた座標は遮断周波数 10Hz で

バターワースディジタルフィルタを用いて平滑化

した．水中のディジタイズした較正器および試技

カメラデータから，3 次元 DLT 法を用いて座標を

算出した．得られた座標は残差解析法を用いて決

定した最適遮断周波数(1.5～7.5Hz)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 ブースト動作と分析項目の定義 

 ブースト動作は，全身が完全に水没してから頭

頂高が最大に達するまでの上昇局面と，頭頂高が

最大に達してから全身が完全に水没するまでの下

降局面の 2 つの局面に分けることができる．本研

究では上昇局面に着目し，さらに 2 つの局面に分

けた．1 つは，左右どちらかの膝が屈曲し始めたと

きから，屈曲し終わるまでの屈曲局面，もう 1 つ

は，左右どちらかの膝が伸展し始めたときから，

最高到達点に達するまでの伸展局面とした．また，

各分析項目を時間によって正規化するため，屈曲

期と伸展期にかかった時間の合計を百分率で表し，

それを%time と定義した． 

 分析項目は，最大到達高(水面からの頭頂の高さ

の最大値)，最大到達高指数(最大頭頂高を身長で

正規化したもの)，動作時間(左右どちらかの膝関

節が最大伸展を迎えてから屈曲を経た後，再び最

大伸展を迎えるまでにかかった時間)，頭頂の高さ

(頭頂が水面上 20cm に達した位置から最大到達高

に達するまでの水面から頭頂までの距離)，頭頂の

鉛直速度(頭頂変位を平滑化微分法を用いて微分

したもの)，両大転子高，両膝関節中心高，両足関

高さ 
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節中心高(水面から各分析点までの深さ)，両膝関

節角(下腿と大腿のなす角)，両膝関節角速度(両膝

関節角を平滑化微分法を用いて微分したもの)，両

下腿角(下腿と水面のなす角)，両足関節合成速度

(足関節変位を平滑化微分法を用いて微分し，各成

分を合成したもの)とした． 

 

3．結果と考察 

3-1 下肢分析点の変位 

被験者は全員，左右膝関節中心が左右大転子よ

り一度浅くなったあと，再び左右大転子が左右膝

関節中心より浅くなるという変化をしており，左

右膝関節中心，左右足関節中心が最大値を迎えた

後に左右大転子が最大値を迎えるということが分

かった．また，左右大転子の最大値と最高到達高

指数の間には正の有意な相関関係(右:r=0.46, 
p<0.05)(左:r=0.41, p<0.05)があった(図 1)．これは，

最大到達高の時に大点子，つまり腰が水面の近く

に位置することによって，上半身をより高く水中

上に持ち上げることができることを意味するので

容易に推測できる．しかし，注目すべきは，左右

大転子の最小値と最大到達高指数の間に負の有意

な 相 関 関 係 ( 右 :r=-0.60, p<0.05)( 左 :r=-0.57, 
p<0.05)が認められたことである．つまり，ブース

ト動作を行う際は水深が浅いところから動作を始

めるのではなく，ある程度の深さから行うほうが

高さの向上につながることが示唆された．最高到

達高指数の大きい被験者は他の被験者よりも深い

位置から浮力の力を借りてより高く上がっている

事が考えられた．しかし，これについては，動作

開始の最適水深について今後検討する必要がある

ことが示唆された． 

また，最大到達高指数の高かった被験者 B と低

かった被験者 D を比較すると，被験者 B は左右大

転子，膝関節中心，足関節中心の高さがほぼ一致

しているのに対し，被験者 D には若干のばらつき

が見られた．左右のアンバランスが最大到達高指

数の低さの原因である可能性も今後検討していく

必要があることが示唆された． 

図 2 下腿角変位 

3-2 下腿角 

被験者 A，C，E，F は左右の下腿角変位の最小

値が約 40°であるのに対し，被験者 B，G は約 15°
と異なっていた(図 2)．また，被験者 Dはその中間

の約 30°を示した．今回は足部の分析はしていな

いが，撮影した画像から最小値の大きかった被験

者は，足の裏で水を蹴るように脚を動かしていた

のに対し，最小値の小さかった被験者は，脚の内

側で水を挟むような動きが確認された．今後，足

部の分析や，膝関節の内反・外反を含め，さらに

詳しく研究をしていく必要がある． 

 

4．まとめ 

1)ブースト動作では股関節の屈曲とともに膝を胸

に引き付けるように約 30°まで屈曲させ，その後

約 170°まで下方に向かってすばやく伸展してい

ることが膝関節角速度の増大から明らかになった．

しかし，その動作は必ずしも左右同時に行われて

いなかった． 

2)指導現場では，巻き足動作を一度停止した後に，

上体の前傾と両脚の引きつけを行い，両足を同時

に蹴るよう指導されているが，最高到達高指数の

最も大きかった被験者Bが屈曲完了時間に 0.066秒
ずれがあり，膝関節角に左右差があることから，

現在指導されている方法より高く上がることので

きる脚の動作(左右の脚を同時に動かさないよう

な)を今後検討する必要があることが示唆された． 

3)左右大転子の最小値と最大到達高指数の間に負

の有意な相関関係が認められたことから，ブース

ト動作を行う際は水深が浅いところから動作を始

めるのではなく，ある程度の深さから行うほうが

高さの向上につながることが分かった．これにつ

いては，動作開始の最適水深について今後検討す

る必要がある． 

4)下腿角の最小値が約 40°であった被験者は，足

の裏で水を蹴るように脚を動かしていたのに対し，

最小値が約 15°であった被験者は，脚の内側で水

を挟むような動きが確認された．今後，足部の分

析や，膝関節の内反・外反を含め，さらに詳しく

検討する必要があることが示唆された． 
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