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全体(n=188) 男子(n=87) 女子(n=101)

年齢(歳) 12.9±2.1 13.1±2.2 12.8±2.0

身長(cm) 153.2±11.5 156.3±12.3 150.9±10.1
体重(kg)  45.5±11.4   48.9±12.7 42.6±9.2
50mのベストタイム(秒) 32.0±4.6  31.2±4.8 32.7±4.3

若年競泳選手のストロークコーディネーション 
発 表 者 五家絵里子 

                        指導教員 渡邊 將司 
キーワード：クロール、IdC、局面 

 
1. 緒言 

クロールは、両腕を交互に回し、脚は交互に上

下に動かしながら泳ぐ泳ぎ方である。腕の 1 かき

のことをストロークと言い、ストロークコーディ

ネーションとは、ストロークの各局面の取り合わ

せのことを言う。 
ストロークコーディネーションの評価に IdC

（Index of coordination）という指標がある。IdC は、

両腕の推進局面(入水後の腕の引き始めから離水ま

で)の連続性を数値化したものである。IdC＝0 のと

き、ストロークコーディネーションのモードは

Opposition である。Opposition は、一方の腕の推進

局面の終わりと同時に、もう一方の腕の推進局面

が始まっている。IdC＞0 のとき、ストロークコー

ディネーションのモードは、Superposition である。

Superposition は、両腕の推進局面に重なりがあり、

最も強い推進力を生みだすモードである。IdC＜0
のとき、ストロークコーディネーションのモード

は Catch-up である。Catch-up は、一方の腕の推進

局面の終わりともう一方の腕の推進局面の始まり

にタイムラグがあるモードである。両腕が共に推

進局面にない状態が存在するので、推進力は 3 つ

のモードの中で最も低いとされている。また、一

般的に IdC はパフォーマンスレベルによって値が

異なるとされている。 
これまでに、泳速度によってストロークコーデ

ィネーションパラメーターが変化することや、泳

速度が速くなるほど 1 ストロークタイム(1 ストロ

ークにかかる時間)は短くなることが明らかになっ

ている。しかし、IdC が泳速度によってどのように

値が推移するのかや、縦断的なストロークコーデ

ィネーションの変化はどのようになっているのか

などは明らかにされていない。そこで本研究では、

IdC の泳速度による変化と縦断的な変化を明らか

にすることによって、身体の成長や技術の向上の

著しい若年競泳選手のストロークコーディネーシ

ョンの特徴を知ることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者  

2002年から2005年に茨城県内及び千葉県内のス

イミングスクールに通っていた小学 2 年生から高

校 3 年生までの、男子 87 名、女子 101 名、計 188
名である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2 測定方法 
 回流水槽において、1 回 30 秒の試技を 1 人につ

き 3 回行った。各被験者は、クロールの 50m 全力

泳のタイムを各クラブで事前に計測してもらい、

そのタイムを基に平均速度を算出した。各被験者

の測定の 1 回目の試技は、回流水槽の流れの速さ

を試技を行った年の 50m 全力泳の平均速度の 75%
の速さ(75%速度)に設定し、2 回目の試技は、その

80%の速さ(80%速度)、3 回目の試技は、その 85%
の速さ(85％速度)に設定した。 
 試技の記録については、被験者の進行方向に向

かって左側からビデオカメラ(30fps)で記録した。得

られた映像は、動画再生ソフト(Quick time player)
を用い、それぞれの局面を映像のコマ数から算出

した。分析対象とする 1 ストロークは泳ぎの安定

している試技中盤の 1 サイクルを抽出した。 
2-3 分析項目 
a． IdC 
  

 

 

 

・LT1…左腕の推進局面の終わりと右腕の推進局面

の始まりの間  

・LT2…右腕の推進局面の終わりと左腕の推進局面

の始まりの間 
2-4 分析方法 
 泳速度に伴う IdC の変化を求めるために、IdC に

影響を与える性別、年齢、ベストタイム、身長を

調整因子とした共分散分析を行った。また、85%速

度の縦断的な IdC の変化を求める際にも、性別、

年齢、ベストタイム、身長の影響を調整した共分

散分析を行った。その際、変化の大きさを示す効

果量も算出した。効果量の評価の目安は、0.2 未満

が効果「無」、0.2 以上が効果「小」、0.5 以上が効

果「中」、0.8 以上が効果「大」とした。統計処理

には JMP8.0 を用い、有意水準は 5%とした。 
 

3. 結果と考察 

3-1 泳速度に伴う IdC の変化 

 図 1 に、泳速度に伴う IdC の変化を示した。75%
速度における IdC は、－0.71±0.30 であった。80%
速度における IdC は、0.78±0.30 であった。85%速

度における IdC は、2.10±0.30 であった。3 つの速

度における IdC は、それぞれ有意差が認められた。

つまり、泳速度が速くなるほど IdC は大きくなる

ことが明らかとなった。 
 先行研究では、IdC は中距離では Catch-up モード

で、短距離では Opposition モードや Superposition
モードに変わっていると示している 1)。本研究では、

被験者は若年競泳選手であったが、同様の結果が

得られた。また、先行研究では、パフォーマンス

レベルが高いほど IdC が大きくなることが示され

ている。本研究では、75%速度と 80%速度の間で

      LT1+LT2 
IdC＝ 
    1 ストロークタイム 

表 1 被験者の属性 
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IdC のモードが変化したが、IdC のモードが変わる

泳速度はパフォーマンスレベルによって変化する

ことが考えられる。 

3-2 縦断的な IdC の変化 

 図 2 は、85%速度における初回と 1 年後の IdC の

変化を示した。初年度の IdC は 2.40±0.47、1 年後

の IdC は 1.39±0.47 で、有意差は認められなかっ

た。効果量は 2.15 であった。 
 初回と 1 年後の IdC の変化について、本研究で

は有意差が認められなかったが、効果量は効果「大」

を示した。本研究では、被験者が少なく有意差が

認められなかった可能性がある。相対的に同じ速

度で泳いでいるのにも関わらず、初回から 1 年後

にかけて IdC は減少したことが分かる。通常、同

程度の速度で泳ぐ場合には、IdC は大きな変動は認

められない。しかし、IdC が減少したことは、スト

ロークコーディネーションの変化を意味する。IdC
が減少しても同程度の速度で泳ぐことができたと

いうことは、筋力の発達により推進局面の割合が

高くなくとも泳げるようになった、あるいは、入

水後推進局面までに時間をかけることによって水

を正しくキャッチし、同程度の速度で泳ぐことが

できた可能性があげられる。 
 

 
4. まとめ 

若年競泳選手における泳速度に伴う IdC の変化

及び縦断的な IdC の変化を調べた結果、次の結果

が得られた。 
1．若年競泳選手においても、泳速度が速くなるほ

ど IdC は大きくなることが認められた。 
2．若年競泳選手におけるクロールのストロークコ

ーディネーションは、推進局面の割合の高い泳

ぎ方から、水を正しくキャッチすることで同程

度の推進力を得る泳ぎ方に変化している可能性

がある。 
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図 1 泳速度に伴う IdC の変化 

図 2 初回と 1 年後の IdC の変化 


