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1. 緒言 

 陸上競技 4×100ｍリレー(以下、400ｍリレー)は

4人の走者がそれぞれ 100ｍずつバトンをつないで

走り、そのタイムを競う競技であり、4人の疾走能

力と並んでバトンパスの巧拙が勝敗を分ける。バト

ンの受け渡しにはバトンの渡し手と受け手の速度

の同調が重要であり、そのために受け手のスムーズ

な加速が必要不可欠である 1)。バトンを受ける走者

は、バトンを受け取る準備姿勢をとらなくてはなら

ず、数歩にわたって片方の腕を後方に出して固定す

る必要があるため、通常の疾走と比べ疾走速度上昇

の停滞が見られる。しかしながらバトンを受け取る

準備姿勢、すなわち片腕を後方で固定する走動作に

おいて、どのような動作の変容から走速度の低下が

導かれるのかについてはいまだ明らかにされてい

ない。これまで、通常の走動作において高い疾走速

度を獲得するための動作の特徴について数多くの

議論がなされてきており、伊藤らは下肢の動きが走

速度と深い関係があることを明らかにしている 3)。     

そこで本研究では、走動作 1サイクルにおける下肢

の動作に着目し、通常の全力疾走と片腕を固定した  

バトンを受け取る準備姿勢の全力疾走を比較検討

し、疾走速度の低下の要因を明らかにすることを目

的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 I 大学陸上競技部に所属し、短距離走を専門とす

る男子 5 名(100ｍ自己ベスト記録:10.83±0.15 秒)で

あった。 

2-2 試技内容 

 バトンを受ける方法はアンダーハンドパスを採

用した。試技は、スタンディングスタートからの

50ｍ全力疾走とし、1)通常の疾走(以下、Free)と、

2)バトンパス区間でバトンを受け取る位置に左手

を挙上・固定しての全力疾走(以下、Pass)の 2 条件

を行った。Pass の試技に関して、手を挙上・固定

して走る区間は、荒木らの方法を参考に、スタート

より前方 10ｍ地点から 30ｍ地点にあたるバトンゾ

ーン(全 20ｍ)の中間地点を挟む前後 5ｍの区間(4

歩分)とした。 

23 撮影方法 

 2 台のハイスピードカメラ(CASIO 製 EXF1)を用

いて、分析区間(全 10ｍ)を分割して疾走動作 1サ

イクルを撮影した。撮影条件は 300fps、シャッタ

ースピード 1/2000 秒とした。 

2-3 算出項目 

 身体重心の水平移動距離を 2等分したものをス

トライド長、1サイクルに要した時間を 2等分した

ものの逆数をピッチとし、両者の積を疾走速度とし

た。なお、身体重心の算出には阿江の身体部分慣性

係数 6)を用いた。接地および離地時における身体重

心とつま先との水平距離を接地距離および離地距

離とした。下肢関節角度、身体セグメント角度を算

出した。また角度変位を時間微分することで角速度

を算出した。それぞれの角度定義を図 1に示す。 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

図 1 関節角度定義 

24 動作の局面分けおよび時間軸の正規化 

 1 サイクルの走動作を支持期(左脚接地から離地

まで)、回復期前半(右脚接地から左脚接地まで)、回

復期後半(右足接地から左脚接地まで)の 3つの局面

に分けた。各被験者が支持期に要した時間を 100％、

回復期前半を 50％、回復期後半を 50％として時間軸

を正規化した。 

2-5 統計処理 

測定値はすべて平均値±標準偏差で示した。Free

とPassの平均値の比較には対応のあるt検定を用い

た。正規化したデータは正規化時間 10％ごとに平均

値の比較を行った。なお、有意性は危険率 5％未満

(p<0.05)で判定し、10％未満(p<0.1)は有意傾向とし

て扱った。 
  

3．結果と考察 

3-1 疾走速度、ストライド長、ピッチ、接地距離、

離地距離 

 疾走速度はFreeからPassへ有意な低下を示した

(p<0.05)。ストライド長は、統計的に有意な差は認

められなかったが、Pass において被験者 5人全員

が、ピッチは被験者 5人中 4人が減少を示した(表

1)。しかし、ストライド長とピッチの低下の程度は

被験者によって差があり、疾走速度の低下にどちら

が影響しているかは一概には言えなかった。 

 接地距離はFreeとPass間に有意差は認められな

かったが、離地距離は Free と Pass で有意な低下を

示した(p<0.05)。離地距離が減少した原因として、

支持期90％100％時点においてPassの大腿角度が

有意に後傾位を示したこと(p<0.1)があげられる。

前田らは、腕振りの役割として骨盤の回旋運動を促

進し、特に前方への腕振り動作が骨盤の回旋運動と

密接に関連していることを示唆している 4)。通常の

走動作において左脚(対象脚)の支持局面で本来行

われるはずの左腕の前方への素早い振り込みの効

果(骨盤の回旋運動)がバトンパス準備姿勢によっ

て、下肢を勢いよく後方へ押し出すことが制限され

たことが推察された。Pass において後方への下肢

の動作範囲が小さくなり、身体重心を前方へ推し進

める力が減少したことで、高い疾走速度を獲得でき

なかった可能性がある。 

32 疾走速度低下と下肢関節角度の変化 

 足関節角速度は、支持期 80％時点で Pass の底屈

速度が高値を示す傾向にあった(p<0.1)(図 2)。伊

股関節角度 

膝関節角度 足関節角度 

体幹角度 大腿角度 

下腿角度 



藤らによると、疾走速度が高い選手ほどキック期の

足関節の背・底屈動作が少ないことを明らかにして

おり、足関節を固定することにより股関節伸筋群に

よって発揮されたキック力をそのまま地面に伝達

することができると述べている 2)。本研究における

Pass の支持期後半の足関節の大きな底屈動作は足

関節の「あそび」を生み、高い疾走速度の獲得の制

限因子になっていた可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 足関節角速度 変位パターン 

 

 膝関節角度変位は、回復期後半 100％、すなわち

対象脚の接地時の Pass の屈曲角度が有意に大きい

傾向を示した(p<0.1)(図 3)。通常の疾走において

接地の瞬間は、左右の腕がタイミング良くそろって

下方に振り込まれる局面であり、腕全体の下向きの

運動量が地面からの大きな衝撃を緩和しているこ

とが報告されている 4)。本研究において、Pass の回

復期後半 100％(接地時)で膝が屈曲していたこと

は、本来腕振りが担っている衝撃緩和の役割を補て

んする動きと考えられる。大きな膝関節の吸収動作

は、疾走速度の高い選手のキック脚は膝(と足)の屈

曲伸展動作が少なく、キック脚全体を硬くしている

という報告 7)に反すものであり、疾走速度の減少に

影響を与えた可能性がある。しかしながら、本研究

において支持期 0％100％のすべての局面の Free

と Pass の両試技において膝関節角度変位に有意差

が見られなかったため、一概に述べることはできず、

今後さらに詳細な分析・見当が必要であると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 膝関節角度 変位パターン 

 

支持期の下腿角度に着目すると、支持期 80％

100％で Pass の下腿角度が後傾位に推移していた

(p<0.1)。阿江は、離地時の下腿の前傾角度が大き

いことは推進力を前方へ向けるために有効である

と述べている 5)。よって本研究において Pass の下

腿の後傾は、高い疾走速度の獲得を妨げることにつ

ながったものと推察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 下腿角度 変位パターン 

 

4． まとめ 

 通常疾走とバトンを受け取る準備姿勢の走動作

とを比較するため、1)通常の全力疾走と 2) バトン

を受け取る位置に左手を挙上、固定しての全力疾走

の 2条件を行わせ、 1 サイクルにおける走動作の 2

次元動作分析を行った結果、以下のことが明らかに

なった。 

1) パスの準備姿勢で、疾走速度が減少したが、ス

トライド長、ピッチの減少の程度には個人差があっ

た。 

2) パスの準備姿勢で、離地距離が減少した。 

3) パス準備姿勢で、支持期後半において足関節の

過度な底屈動作が行われ、足部に「あそび」が生じ

ていた。 

4) パス準備姿勢で、回復期後 100％時点(接地瞬

間)において膝関節の大きな屈曲が認められた。 

5) パスの準備姿勢をとったことにより、支持期後

半の下腿の前傾が制限された。 
Free Pass 差

疾走速度（m/s） 9.26±1.56 8.90±2.38 0.36＊

ストライド（m） 1.98±0.04 1.96±0.04 0.02
ピッチ（Hz） 4.69±0.11 4.54±0.16 0.15
接地距離（ｍ） 0.21±0.03 0.21±0.03 0

離地距離（ｍ） 0.69±0.04 0.64±0.03 0.05♯

(p<0.1:♯ p<0.05:＊) 

表 1 Free と Pass の各種パラメータの平均値 
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