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競泳キックスタートにおける台上動作と
膝関節の等速性伸展・屈曲筋力との関連
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The Relationship between the Motion of Kick Start and
Isokinetic Knee Strength in Swimmers
Yusaku OGURA １），Kosho KASUGA ２）
Kazuo OGURI ３）and Yuzuru NAITO ４）

【Abstract】
The purpose of this study was to examine the relationship between the motion of
kick start and isokinetic knee strength in swimmers. This study included 11 male
university student swimmers, who usually used the kick start technique. We filmed the
motion of kick start using 3 high-speed cameras (300 scenes; shutter speed, 1/500 s).
Motion analysis was performed using Frame-DIASIV System (DKH) software. The
3D coordinates of 21 points on each subject’s body were determined using direct linear
transformation. Tests of isokinetic knee strength were performed using an isokinetic
dynamometer (BIODEX, System 4). For each measurement, we set the angular velocity
as 60, and 300deg/sec, and repetitions were conducted 5 and 15 times, respectively. In the
analysis, we divided muscle strength by weight, for each participant. We used Spearman’s
rank correlation coefficient to assess the relationship between the motion of kick start and
isokinetic strength. There was a significant relationship between horizontal acceleration
before take-off and flexion muscle strength of the front knee at 60deg/sec (r = 0.718) and
extension muscle strength of the rear knee at 300deg/sec (r = 0.782). Similarly, there was
a significant relationship between the time from the start signal to take-off and flexion
muscle strength of the front knee at 60deg/sec (r = -0.651) and extension muscle strength
of the rear knee at 300deg/sec (r = -0.765). There was no significant relationship in the
otherwise. These results suggest that swimmers with high muscle strength of the rear
knee at extension can quickly move the body forward, because they can obtain a high
horizontal acceleration in the acceleration phase. In addition, it is thought that this may
shorten the take-off time.
Keywords : swimmer, kick start, isokinetic strength
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クスタートにおける台上動作のパフォーマンスと

Ⅰ．緒言
競泳におけるスタート局面は陸上から動作を開

膝関節の等速性伸展・屈曲筋力との関連について

始するため，レース中に最も高い速度を実現でき

検討することを目的とした。また，ここで扱う台

る局面である

3）4）

。したがって，100 分の 1 秒を

争う競泳選手にとって，スタート時の跳び出し速

上動作とは，スタート合図から指先の入水までと
定義をした。

度をいかに大きくし，離台時間を短くするかがパ
Ⅱ．研究方法

フォーマンス成功のカギとなってくる。
スタート局面で重要なポイントは，
「いかに早

１．対象

く跳び出すか」，
「いかに遠くへ跳ぶか」，そし

本研究の対象は，キックスタートを普段から採

て「いかに有効に浮き上がって泳ぎ出すか」であ

用している大学男子競泳選手 11 名であった（表

る 6）。このような観点からこれまでにいくつかの

1 ）。被験者の競技レベルは公式大会での記録を

スタート法が用いられてきた。まず腕の振りを利

基に，公益財団法人日本水泳連盟が発行する資格

用した「スイングスタート」が主流となり，次に

級 7 級以上の者で，さらに全国国公立大会に出場

スタート台の前縁を握り両足をかける「グラブス

した者に限定した。

タート」に移行した。近年では片足を後方に下げ
た「クラウチングスタート（トラックスタート）」
が多用されている。
さらに，2010 年の国際水泳連盟（FINA）の施

表1
対象

対象のデータ
身長 体重 年齢
専門種目
（cm）（kg）（歳）

ベストタイム

設規則において，スタート台後方に傾斜 30 度の

A

167.4 52.0

21

背泳ぎ

100m

59"24

5 段階の幅に調節ができる可変式のバックプレー

B

166.0 62.5

22

自由形

100m

55"03

トの設置が認められ，公式大会においても使用さ

C

179.0 62.2

22

平泳ぎ

100m 1'05"91

れるようになってきた。このことから，バック

D

168.5 68.8

20

プレートを使用したキックスタートと呼ばれる

E

173.0 74.2

18

背泳ぎ

100m 1'01"64

クラウチングスタートがますます主流となって

F

183.0 68.6

20

自由形

100m

56"70

きている。これまでの研究で，キックスタート

G

177.5 68.1

22

自由形

100m

55"46

は従来のスタートと比べ高い水平速度を得るこ

H

168.0 69.7

21

I

175.0 66.1

20

が明らかにされるなど，バックプレートの有効性

K

168.0 69.4

19

について検討がされている。また， 5 m の通過

L

174.5 62.0

19

と

2）

や，跳び出し角度を水平に近く保つこと

8）

タイムと脚筋力に有意な相関がみられたという研
究

10）

や，フォースプレートを用いた研究におい

バタフライ 100m

58"88

個人メドレー 200m 2'13"77
平泳ぎ

100m 1'04"37

個人メドレー 200m 2'22"47
自由形

100m

51"70

平均 172.7 65.8 20.4
標準偏差 5.6

5.9

1.4

て後方の脚は水平方向に推力を発揮しやすいとい
う報告 7） からも，脚筋力の重要性についても検
討されている。しかし，スタート局面は陸上から

２．測定方法

動作を開始すること，そして水中動作を含むこと

２．１．動作撮影及び分析

で様々な要因が考えられてしまうことをふまえる

ス タ ー ト 動 作 は 屋 内 プ ー ル（25 × 8 レ ー

と，陸上動作に絞り脚筋力との関係性を測定する

ン， 水 深 1.4m） に お い て デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ

必要がある。さらに，武田ら 12） は膝関節の伸展

ラ（CASIO EX-F1）3 台 用 い て， 毎 秒 300 コ マ，

トルク発揮を行うことで，高い跳び出し水平速度の

シャッタースピード 1/500 秒のハイスピードモー

実現が可能になると示唆していることから，膝関節

ドにて撮影した。カメラは進行方向に対して左

筋力についての検討も必要である。

側方，右後方および右前方に設置し，撮影範囲

そこで本研究では，動作分析を用いた競泳キッ

は進行方向に 6.05m，左右方向に 1.90m，鉛直方
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向に 2.00m と設定した。動作撮影後，0.50m 間隔
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2．2．動作における測定項目

でコントロールポイントをつけたキャリブレー

本研究では，スタート動作をスタート合図から

ションポール（DKH 社製）を撮影範囲の 7 か所

指先の入水までを加速局面，離台局面および空中

に地面及び水面と垂直に立て，キャリブレーショ

局面の 3 局面に分類し（図 2 ）
，それぞれに分析

ンを行った（図 1 ）
。スタートシグナルは事前に

項目を設けた（表 2 ，図 3 ）
。なお，これらの分

スタート合図を録音したものを用いた。全周囲

析項目は先行研究 8）を基に選択した。

光呈示器を用い，スタート合図音と同時に検者

加速局面における分析項目は，離台前 0.3 秒

が発光させたスタートフラッシュをカメラに撮

間の平均重心加速度（ベクトル）の上下の向き

影することによって分析時におけるカメラの同

（θ_before），離台前 0.3 秒間の平均重心水平加

期を行った。対象には身体各セグメント端点 21

速度（Ah_before），離台前 0.3 秒間の平均重心垂

点（頭頂，耳珠点，胸骨，右肩，左肩，右肘，左

直加速度（Av_before）を算出した。離台局面に

肘，右手首，左手首，右中手骨，左中手骨，右肋

おける分析項目は，スタート信号から離台まで

骨下端，左肋骨下端，右大転子，左大転子，右

の所要時間（T_take-off），離台時の重心速度（ベ

膝，左膝，右足首，左足首，右踵，左踵）に目印

クトル）の上下の向き（θ_take-off），離台時に

とするためにビニールテープと球体発泡スチロー

重心とスタート台前縁と水平線のなす角度（θ_

ルマーカーを貼付し，得られた映像をもとに，

body），離台時の重心速度（V_take-off），離台時
の重心水平速度（Vh_take-off），離台時の重心垂
直速度（Vv_take-off）を算出した。空中局面にお

Frame-DIASIV（DKH 社製）を用いて毎秒 150 コ
マでデジタイズし，進行方向を Y 座標，左右方
向を X 座標，鉛直方向を Z 座標とした 3 次元座
標を DLT 法により算出した。なお，コントロー
ルポイントの実測値と推定値の標準誤差は，X ＝
0.011m，Y ＝ 0.015m，Z ＝ 0.014m であった。得

ける分析項目は，壁から入水指先までの水平距離
（D_flight），平均飛翔水平速度（Vh_flight）を算
出した。
本研究における 0.3 秒間の平均重心加速度と

られた各データは，競泳スタートの先行研究を参

は，Frame-DIASIV から得られた離台前 0.3 秒間

考にし 14），バターワース型デジタルフィルター

の加速度データを平均した値を用いた。また，離

を用い，遮断周波数 6Hz にてフィルター処理を

台時においては，Frame-DIASIV から出力された

1）

行った。身体重心は阿江ほか （1992）の身体部分

速度の時系列データから離台時における値を採

慣性係数を用いて算出した。また，今回対象とし

用した。さらに，平均飛翔水平速度においても

たスタート動作は前後方向と上下方向の動きで近

Frame-DIASIV から得られた離台時から入水まで

似できたため，Y − Z 平面の 2 次元で分析した。

の水平速度データを平均した値を用いた。なお，
θ_before およびθ_take-off はそれぞれ，tan-1（Av_

before/Ah_before）， tan- 1（ Vv_take-off/Vh_takeoff）の式にて求めた。

局面 説明
加速：スタート合図時から離台時までを加速局面とした。
離台：離台時を離台局面とした。
空中：離台直後から指先が入水するまでを空中局面とした。

図１

撮影範囲

図２

スタート動作の局面分け
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表２
局面

動作における測定項目
略号

説明

θ_before
加速

：離台前 0.3 秒間の平均重心加
速度（ベクトル）の上下の向き

Ah_before ： 離台前 0.3 秒間の平均重心水
平加速度

Av_before

： 離台前 0.3 秒間の平均重心垂
直加速度

T_take-off ：スタート信号から離台までの
所要時間
θ _take-off ：離台時の重心速度（ベクトル）
の上下の向き
離台

θ _body

図４
等速性筋力測定場面

：離台時に重心とスタート台前
縁と水平線のなす角度

V_take-off ：離台時の重心速度

2．4．膝関節筋力における分析項目

Vh_take-off ：離台時の重心水平速度

本研究の解析に用いた値は，対象の体格差によ

Vv_take-off ：離台時の重心垂直速度

るばらつきを少なくするため，各角速度における

D_flight

： 飛距離（壁から入水指先まで
の水平距離）

最大トルク（Km）を体重（Kg）で除し 100 を乗

Vh_flight

：平均飛翔水平速度

空中

じた，体重当たりの最大トルク（％）とした。ま
た，キックスタートは脚を前後に開くため，前脚
側における膝の屈曲筋力・伸展筋力，後脚側にお
ける膝の屈曲筋力・伸展筋力と分け，合計 8 項目
を算出した。なお，今回の各測定値の評価を行う
際，体重当たりの最大トルクは最大筋力を示すた
め 60deg/sec は力強い筋出力，そして 300deg/sec
は素早い筋出力として評価を行った。
2．5．データの規格化と統計処理
本研究において，さらに詳細な分析を行ってい

図３

測定項目

くために，各対象におけるスタート合図から離台
までの動作時間を 100% に規格化した。そして，
規格化時間 5 % 毎に重心水平加速度の平均値を

2．3．脚筋力測定

算出し，動作と脚筋力との関連を検討した。

膝関節筋力の測定には，等速性筋力測定機器

キックスタート動作と膝関節筋力との関連の程

BIODEX system4 を 用 い た。 測 定 に お け る 角 速
度は低，高速域の代表値として 60deg/sec および
300deg/sec で 行 っ た 5）。 膝 関 節 屈 曲 筋 力 お よ び

度を検討するために，各動作項目と各膝関節筋力

伸展筋力が測れるようにするため，対象の大腿，

とした。

項目においてスピアマンの順位相関係数を用い
た。その際，統計的有意水準はすべて 5 % 未満

肩，腰をベルトで固定し，測定を行った（図 4 ）。
反復回数はそれぞれ 60deg/sec を 5 回，300deg/sec
を 15 回実施した。各測定における休憩時間は

Ⅲ．結果
表 3 は 2 つの角速度（60deg/sec および 300deg/

120 秒間とし，それぞれの角速度で 1，2 回軽く

sec）における体重当たりの最大トルクと運動学

練習を行った後，本試技を行った。

的変数との相関関係の結果を示している。加速
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局面における分析項目においては，離台前 0.3 秒

の結果，2 項目ともに有意な相関が認められたの

間の平均重心水平加速度（Ah_before）の項目と，

は，「スタート合図時から 15% 時」および「40%

60deg/sec における前脚膝屈曲筋力（図 5 ）
，およ

時から 55% 時」だった（表 4 ）
。他の項目におい

び 300deg/sec における後脚膝伸展筋力（図 6 ）と

ては有意な相関が認められる項目はなかった。
離台局面における分析項目においては，スター

の間に有意な正の相関が認められた。加速局面
における Ah_before に有意な相関が認められたた

ト信号から離台前までの所要時間（T_take-off）

め，各対象におけるスタート合図から離台まで

と，60deg/sec における前脚膝屈曲筋力（図 8 ）
，

の動作時間を 100% に規格化し（図 7 ），より詳

および 300deg/sec における後脚膝伸展筋力（図

細な分析を行った。そして規格化したデータに

9 ）との間に有意な負の相関が認められた。他の

関して，規格化時間 5 % 毎に重心水平加速度の

項目においては有意な相関が認められる項目はな

平均値を算出し，Ah_before と相関が認められた

かった。

60deg/sec の 前 脚 膝 屈 曲 筋 力， そ し て 300deg/sec
の後脚膝伸展筋力との相関係数を算出した。分析
表３
局面

２つの角速度における体重当たりの最大トルクと運動学的変数との相関係数
動作分析項目

略号

離台前 0.3 秒間の平均重心加速度ベクトル角度 θ_before
加速

空中局面において，いずれの項目にも有意な相
関は認められなかった。

60前伸 60後伸 60前屈 60後屈 300前伸 300後伸 300前屈 300後屈
： -0.045

0.227

0.291

0.345

0.573

0.491

0.327

0.173

離台前 0.3 秒間の平均重心水平加速度 Ah_before ： 0.373

0.127

0.718* 0.264

0.564

0.782** 0.391

0.500

離台前 0.3 秒間の平均重心垂直加速度 Av_before ： -0.091

0.255

0.273

0.518

0.464

0.145

0.382

0.300

スタート信号から離台までの所要時間 T_take-off ： -0.251 -0.041 -0.651* -0.237 -0.579 -0.765** -0.415 -0.433
離台時の重心速度ベクトル角度
離台

空中

θ_take-off ： -0.045

離台時に重心とスタート台前縁と水平線のなす角度 θ_body

0.327

0.373

0.564

0.545

0.345

0.236

0.382

0.245

0.255

0.336

0.427

0.209

0.173

離台時の重心速度

V_take-off ： 0.027 -0.273 -0.073 -0.182 -0.364 -0.345 -0.182 -0.164

離台時の重心水平速度

Vh_take-off ： 0.191 -0.027

0.364

0.209

0.355

0.427

0.091

0.064

離台時の重心垂直速度

Vv_take-off ： -0.045

0.345

0.236

飛距離（壁から入水指先までの水平距離） D_flight
平均飛翔水平速度

Vh_flight

注）*：p < 0.05，**：p < 0.01

図５

： -0.045

0.300

Ah̲before と 60deg/sec における前脚膝屈曲
筋力との相関図

0.327

0.373

0.564

0.545

： -0.009

0.300

0.236 -0.064

0.455

0.600

0.355 -0.109 -0.218

： 0.355

0.182

0.209

0.364

0.318

0.245

0.091

0.000

（60 前伸等は 60deg/sec における前脚側の伸展トルク等を表す）

図６

Ah̲before と 300deg/sec における後脚膝伸
展筋力との相関図
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表４

２つの角速度における体重当たりの最大トルクと規格化した重心水平加速度との相関係数
スタート時

5%時

10% 時

15% 時

…

40% 時

45% 時

50% 時

55% 時

…

60 前屈

0.755**

0.718*

0.700*

0.645*

…

0.618*

0.709*

0.764**

0.773**

…

300 後伸

0.736**

0.709*

0.718*

0.618*

…

0.700*

0.727*

0.827**

0.845**

…

（60 前屈等は 60deg/sec における前脚側の屈曲トルク等を表す）

注）*: p < 0.05 , **: p < 0.01

Ⅳ．考察
本研究の目的は，動作分析を用いた競泳キック
スタートにおける台上動作と膝関節の等速性伸
展・屈曲筋力との関連について検討することで
あった。
分析の結果，加速局面における離台前 0.3 秒間
の 平 均 重 心 水 平 加 速 度（Ah_before） と，60deg/

sec における前脚膝屈曲筋力，および 300deg/sec
における後脚膝伸展筋力との間に有意な正の相
関が認められた。また離台局面におけるスター
図７

スタート合図〜離台の重心水平加速度

ト信号から離台前までの所要時間（T_take-off）
と，60deg/sec における前脚膝屈曲筋力，および
300deg/sec における後脚膝伸展筋力との間に，有
意な負の相関が認められた。
武田ら 11） は，泳者の入水までのブロック期か
らフライト期では高い水平速度が求められるた
め，入水までのパフォーマンスにおいては，跳び
出し水平速度が高くなるように，競泳グラブス
タートの跳び出し角度は 0 deg 付近が望ましいと
報告している。また，Honda et al 2）は，キックス
タートはトラックスタートと比べると離台時に有

図８

T̲take-oﬀ と 60deg/sec における前脚膝屈曲
筋力との相関図

意に高い水平速度を示したと報告している。本研
究において，重心水平加速度と膝関節筋力との間
に相関があったことから，脚の筋力はスタートパ
フォーマンスで重要とされる水平方向への動きに
影響を与えている可能性があると示唆された。以
下からそれについて考察していく。
滋賀ら 9） は，突っ張り型の踏切動作には，膝
関節伸展筋力の強さが要求されると報告してい
る。さらに，田中は 15） 陸上のクラウチングス
タートにおいて，素早い・巧緻性の高い方の脚を
後ブロックに置いていると報告している。本研究
においても，重心水平加速度と 300deg/sec におけ

図９ T̲take-oﬀ と 300deg/sec における後脚膝伸展
筋力との相関図

る後脚膝伸展筋力との間に有意な相関関係があっ
たことから，選手は素早く膝が伸展できる脚を

小椋ほか：競泳キックスタートにおける台上動作と膝関節の等速性伸展・屈曲筋力との関連

後方に設置していたと考えられる。武田ら 13）は，
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し，膝関節トルクデータを収集する必要がある。

トラックスタートの地面反力を計測し，トラック
スタートの後足の離台の直前に水平反力のピーク
が見られることを報告している。また，野村ら 7）
によると，バックプレート付きスタート台は従来
型条件に比べ，前方脚において有意な水平方向抗
力が認められ，後方脚において水平方向推力は有
意に大きく，鉛直方向推力は小さい傾向にあった
ことから，バックプレートは離台方向を水平方向
に近づける作用を持つと報告している。本研究に

図 10

合図から離台までの膝角度の変位

おいて，スタート合図後，後脚でバックプレート
を水平方向へ蹴り出すことができたため，重心水
平加速度に影響が現れたのだと推察された。ま
た，離台局面におけるスタート信号から離台前ま
での所要時間（T_take-off）と，300deg/sec におけ
る後脚膝伸展筋力との間に有意な負の相関関係が
認められた。これは，台上における水平加速度が
大きいほど離台する時間も短くなるため，後脚の
膝伸展筋力が素早い選手は，離台における所要時
間も短くなることが推察された。

図 11

合図から離台までの膝角速度の変位

武田ら 13） は，トラックスタートの跳び出し動
作では後方に配置した脚の膝関節が前方の脚に先

Ⅴ．結論

行して伸展しており，後ろ脚の蹴り出し動作のタ

本研究は，動作分析を用いた競泳キックスター

イミングがブロックタイム短縮に大きく関わると

トにおける台上動作と膝関節の等速性伸展・屈曲

報告している。本研究のキックスタートにおいて

筋力との関連について検討することを目的とし

も，後脚の膝関節は前脚より早く伸展していた

た。分析の結果，以下の結論を得た。

（図 10，11）。また，規格化された重心水平加速

１）「離台前 0.3 秒間の平均重心水平加速度」と

度と 300deg/sec における後脚膝伸展筋力との関係

前脚膝屈曲筋力における力強い筋出力および後

を調べたところ，合図時から 15% 時および 40%

脚膝伸展筋力における素早い筋出力との間に有

時から 55% 時に有意な関連があったことから，

意な相関が認められた。

競泳におけるキックスタートはスタート合図後，

２）「スタート信号から離台までの所要時間」と

後脚の膝を素早く伸展させ，バックプレートを蹴り

前脚膝屈曲筋力における力強い筋出力および後

出すことで，台上での水平加速度を増加させ，離

脚膝伸展筋力における素早い筋出力との間に有

台所要時間も短くすることができると推察された。

意な相関が認められた。

本研究の結果において，前脚の屈曲筋力と重心

これらのことから，後ろ脚における膝の素早い

水平加速度および離台所要時間との間に有意な関

伸展筋力が高い選手ほど，台上での水平加速度も

連が認められた。しかしながら，本研究ではス

大きくなるため，身体を前方方向へ素早く移動さ

タート動作中の運動学的変数と等速性筋力発揮テ

せることができると推察された。さらにそれは，

スト中の最大等速性屈曲トルクとの間に相関が認

離台時間の短縮にもつながることが考えられ，脚

められただけであるため，この結果について明

筋力の向上はスタートパフォーマンスの向上に貢

らかにすることができなかった。さらに詳細に検討

献することができると示唆された。しかしなが

していくには，スタート動作中の脚の筋活動を測定

ら，前脚における膝の力強い屈曲筋力との関連に
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ついては，本研究では明らかにすることができな
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