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1. 緒言 

これまで短距離走に関する運動学的研究は数多

くされており、伊藤ら 1)による疾走動作と疾走速度

との相関関係を調べた研究から、高い疾走速度を

得るために必要とされる疾走動作の特徴が明らか

にされてきた。 
加藤ら 2)3)は伊藤ら 1)の用いた疾走動作に関する

分析項目を参考に小学生や高校生を被験者に実験

を行い、一部に一流のスプリンターとは異なる動

作の特徴があったと報告している。また、小学生

の時点で疾走能力が高い児童は身体的に成熟して

おり、中学生の段階でさらに疾走能力を向上させ

るためには意図的な動きのトレーニングが必要で

あることも示唆した。 
一流スプリンターの動作から明らかになった疾

走動作の特徴を一般の児童生徒においても検討し、

その違いを明らかにすることができれば、短距離

走の初心者指導において有効であると考えられる。 
そこで本研究では、一般の中学生の疾走中にお

ける動作と疾走速度との関係を明らかにするとと

もに、疾走能力に差のある生徒の疾走動作を比較

することにより、中学生の段階で疾走能力に違い

が生じる原因を疾走動作の違いから検討し、一般

の中学生や疾走能力の低い生徒に対する指導に役

立つ知見を得ることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 茨城大学附属中学校に在籍する 1～2 年生の男子

生徒 20 名を被験者とし、疾走速度によって高疾走

能力群(10 名、以後 A 群)、低疾走能力群(10 名、以

後 B 群)の 2 群に分けた。 
2-2 撮影試技および撮影方法 

 撮影試技は 50m の全力疾走とした。撮影は、走

路の右側方に高速度デジタルカメラ(CASIO 製 

EX-F1;300fps)を固定し、スタートから 40m 地点を

中心に前後 3m を撮影範囲として行った。 
試技撮影に先立ち DLT 法適用のため、較正器(高

さ 2.07m の測量用紅白丸棒)をスタートから 37m、

40m、43m 各地点のレーン中央に置いて、垂直にな

るように保持しながら撮影した。身体分析点(胸骨

上縁、大転子、膝関節中心、外踝点)には、分析点

マーカー(発泡スチロール製、直径 40～50mm、白

色)を装着した。 
2-3 データ処理 

 分析範囲は右脚が接地してから再び右脚が接地

するまでの 1 サイクルにおける疾走動作とした。

撮影したQuickTimeムービーから、QuickTimePlayer 
(Apple 社製)を用いて連続静止画(bmp 形式)を作成

した。較正器を撮影した画像も同様に処理し、3 ヵ

所の静止画を作成した。 
 静止画のディジタイズにはBMP measure(作者:福
田宏)を用い、身体分析点および較正点の 2 次元テ

キストデータ出力を行った。ディジタイズによっ

て得られた身体分析点および較正点の(3 ヵ所の較

正器データを合成)から、2 次元 DLT 処理プログラ

ムを用いて実平面画像に変換すると同時に、

Butterworth Low-pass Filter を用いて先行研究より

遮断周波数 7Hz で平滑化した。 
2-4 分析項目 

(1)疾走速度 

 被験者の 1 サイクルにおける胸骨上縁と大転子

を結ぶ線の中心の X 座標から、平滑化微分法によ

って疾走速度を求めた。 
(2)ピッチおよびストライド 

 1 サイクルにおける胸骨上縁と大転子を結ぶ線

分の中心の X 座標の水平移動距離からストライド

を求め、疾走速度をストライドで除した値をピッ

チとした。 
(3)関節角度および角速度 

 膝関節中心と大転子を結ぶ線と、膝関節と外踝

点を結ぶ線がなす角を膝関節角度と定義し、DLT
方によって得られた分析点座標データから、ベク

トルの内積を用いて膝関節角度を算出した。また、

得られた角度データから、平滑化微分法により角

速度を求めた。離地後の膝関節角度の最小値を引

き付け角度、角速度の最大値を最大引き付け角速

度とした。 
 大転子と胸骨上縁を結ぶ線と、大転子と膝関節

中心を結ぶ線がなす角を股関節角度と定義し、膝

関節角度と同様に角度と角速度を求めた。 
 脚全体を大転子と外踝点を結ぶ線と定義した。

脚全体と大転子から引いた水平線がなす角度デー

タから、平滑化微分法により角速度を求め、接地

直前における最大値を最大振り戻し角速度、接地

局面全体における最大値を脚全体の最大スウィン

グ角速度と定義した。 
2-5 統計処理 

 疾走速度と各分析項目間において、ピアソンの

積率相関係数を算出した。また、2 群間の各分析項

目について独立したサンプルの t 検定により、有意

差の検定を行った。有意水準は 5%未満とし、統計

処理には SPSS 11.0J for Windows を用いた。 
 

3. 結果と考察 

3-1 疾走速度と各分析項目との関係 

 疾走速度と各関節角度との間には有意な相関は

認められなかったが、疾走速度と最大引き付け角

速度(r=0.824, p<0.01)、接地局面における股関節の

最大伸展角速度(r=0.686, p<0.01)、および接地局面

における脚全体の最大スウィング角速度(r=0.826, 
p<0.01)との間に有意な正の相関が認められた。 
疾走速度と最大引き付け角速度との有意な正の

相関関係は伊藤ら 1)の報告には見られなかったも

ので、加藤らの報告に見られたものであった。本

研究の被験者は成人の短距離選手における疾走動

作の特徴とは異なり、引き付け動作の素早い児童

ほど高い疾走速度を示した。このことから、中学
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生への指導では引き付け動作を素早く行うように

することが有効であることが示唆された。しかし、

引き付け動作は膝関節屈曲筋による積極的な動作

ではないという報告 4)もあることから、他の動作と

連動して高めることが必要であると考えられる。 
本研究では最大振り戻し角速度との相関は見ら

れなかったが、伊藤ら 1)と加藤らは最大振り戻し角

速度は続く接地局面における脚全体の伸展速度を

予め高めておくものとし、疾走速度を高める上で

重要であることを報告していることから、中学生

においても最大振り戻し角速度を高めることで疾

走速度を向上できる可能性がある。 
 また、接地局面における股関節の最大伸展角速

度および脚全体の最大スウィング角速度と疾走速

度の有意な正の相関関係は伊藤ら 1)と加藤らの報

告と同様のものであり、中学生においても疾走速

度の向上のために重要な動作であると考えられる。 
 
3-2 2 群間における各分析項目の平均値の比較 

 2 群間における形態的な特徴を比較したところ、

身長において A 群が有意に高い値だった。また、

被験者の BMI と疾走速度との関係を調べたところ、

有意な負の相関が認められた(r=-0.556, p<0.05 )。本
研究では疾走能力に体格が影響していた可能性は

高いと考えられる。 
 歩幅と歩数を比較したところ、どちらも A 群が

有意に高い値だった。疾走速度は歩幅と歩数の積

で求められることから、どちらも高められる疾走

動作の重要性がより明らかになった(表 1)。 
 最大引き付け角速度を比較したところ、A 群が

有意に高い値だった(p<0.01)。本研究では加藤らの

報告と同様に、疾走速度の高い生徒ほど引き付け

動作が素早いという結果が出ており、2 群間の比較

においても A 群の方が高い値を示した。しかし、

最大引き付け角速度のみを高めることが直接疾走

速度の向上につながるとは考えにくい 4)ことから、

最大引き付け角速度を連動して高める動作の検討

が必要である。 
 伊藤ら 1)の報告では、最大振り戻し角速度は続く

接地局面における脚全体のスウィング速度を予め

高めておくものとして疾走速度を高める上で重要

であるとした。本研究では疾走速度と接地局面に

おける脚全体のスウィング速度との間に有意な正

の相関が見られ、2 群間にも有意な差が見られてい

るが、最大振り戻し角速度には相関も有意差も認

められていない。さらに接地局面における股関節

の最大伸展角速度に疾走速度との有意な正の相関

と、2 群間の有意差が見られることから、接地の瞬

間から股関節の最大伸展角速度が出現するまでに

伸展角速度の差が生じる原因があると推察された。 
 また伊藤ら 1)はキック動作のポイントとして、膝

関節の伸展角速度を抑え、股関節の伸展速度を効

果的に脚全体のスウィング速度に転換することを

述べ、接地局面における膝関節の最大伸展角速度

と疾走速度の間に有意な負の相関を報告したが、

本研究では異なる結果となった(図 1)。このことか

ら中学生の段階ではキック動作の違いは疾走速度

にあまり影響しないことが示唆された。 

 
図 1 疾走速度と接地局面における膝関節の最大伸展角

速度との関係 

 
4. まとめ 

1)中学生では最大引き付け角速度とキック動作に

おいて成人の短距離選手の疾走動作の特徴と異

なっていた。最大引き付け角速度を連動して高

める動作の検討が必要であると考えられた。 
2)2 群間では最大引き付け角速度、接地局面におけ

る股関節の最大伸展角速度および脚全体の最大

スウィング角速度が疾走速度の差につながって

いると考えられた。 
3)指導の対象による、疾走動作の違いが明らかにな

ったので指導方針や練習法を適切に処方できる

ように検討することを今後の課題としたい。 
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表１ 2 群間における各分析項目の平均値の比較 

    A 群(n=10)   B 群(n=10)  

  Mean SD Mean SD t 検定 

身長(cm) 165.17 5.90 158.44 4.65 p<0.05 

疾走速度(m/s) 7.53 0.28 6.22 0.06 p<0.01 

歩幅(m) 1.94 0.12 1.78 0.17 p<0.05 

歩数(m/step) 3.89 0.22 3.50 0.30  p<0.01 

最大引き付け角速度(deg/s) 943.08 55.84 790.01 67.04 p<0.01 

接地局面における股関節の最大伸展角速度(deg/s) 733.17 64.42 635.19 111.89 p<0.05 

接地局面における脚全体の最大スウィング角速度(deg/s) 544.61 34.06 465.40  69.37 p<0.01 
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