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略語の定義

本研究で用いる略語は，以下の通りである．

変数の略語

St : ストローハル数 Strouhul number

U : 平均水平泳速度 Average horizontal swimming velocity

A : けり幅 Kick amplitude

ʄ : キック頻度 Kick frequency

η Ｆ : フルード効率 Froude efficiency

c : 全身波速度 Whole body wave velocity

%peakRMS : 分析区間におけるピーク値で標準化された RMS 値

RMS value that normalized by the peak velue
8

Active phase : キック周期中における筋活動時間が占める割合 (%)

Relative muscular active phase

Co-active phase : キック周期中における 2 筋の共活動時間が占める割合 (%)

Relative muscular co-activation phase
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連語の略語

UUS : 水中波動泳 Underwater Undulatory Swimming

FINA : 国際水泳連盟 Fédération Internationale de Natation

EMG : 筋電図 Electromyography

PIV : 粒子画像流速測定法 Particle image velocimetory

CFD : コンピュータ流体ダイナミクス Computational fluid dynamics

SWUM : 水泳用の人体シミュレーションモデル Swimming human model

ATP : アデノシン三リン酸 Adenosine triphosphate

SEMG: 表面筋電図 Surface electromyography

RMS : 二乗平均平方根 Root mean square

MF : パワースペクトル密度の中央周波数 Median power frequency

CV : 変動係数 Coefficient of variance
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Mean : 平均値 Mean value

SD : 標準偏差 Standard deviation

DK 局面 : けり下げキック局面 Downward kick phase

UK 局面 : けり上げキック局面 Upward kick phase

RA : 腹直筋 rectus abdominis

ES : 脊柱起立筋 elector spine

RF : 大腿直筋 rectus femoris

BF : 大腿二頭筋 biceps femoris

TA : 前脛骨筋 tibialis anterior

GAS : 腓腹筋 gastrocnemius
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試技の略語

NT 条件 : 空気中で電極防水処理を行わずに行う条件 (研究課題Ⅰ)

T 条件 : 電極防水処理を施して空気中で行う条件 (研究課題Ⅰ)

WT 条件 : 電極防水処理を施して水中で行う条件 (研究課題Ⅰ)

85%F : 最大努力時の 85%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)

90%F : 最大努力時の 90%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)

95%F : 最大努力時の 95%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)

100%F : 最大努力時の試技 (研究課題Ⅲ)

105%F : 最大努力時の 105%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)

110%F : 最大努力時の 110%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)

115%F : 最大努力時の 115%のキック頻度に同調させる試技 (研究課題Ⅲ)
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用語の定義

(1) 技術と技能

技術とは技そのものを説明する知識を示す．技能とは，その技術を能力として身

に付けた状態を意味する．また運動技能とは，最大限の正確性と最小限のエネルギ

ー消費、または最小限の時間と最小限のエネルギー消費をもって、相当な運動結果

を引き起こす能力と定義する．

(2) 水中ドルフィンキック

競泳競技では，スタートとターン後において用いられる両上肢を挙上した姿勢を

保ちながら両下肢のキック動作によって水面下を推進する潜水泳法を，腹臥位 (う

つ伏せ姿勢) の場合では水中ドルフィンキック，仰臥位 (仰向け姿勢) の場合では

バサロキックと一般的に呼ぶ．一方で，魚類や水生哺乳類のうねりを伴う遊泳運動
13

は水中波動泳 (Underwater Undulatory Swimming，以下 UUS) と呼ばれ，ヒトの水中

ドルフィンキック，バサロキック，モノフィン泳も UUS の一つとしてみなされて

いる．本研究では，競泳競技において用いられる水面下でのフィンなしで行う UUS

を対象とし，このような運動を水中ドルフィンキックとして扱う．

(3) 筋活動

骨格筋の収縮メカニズムは以下のように説明できる．脳の指令や種々の反射によ

って脊髄内のα運動ニューロンが興奮し，この興奮インパルスが神経軸索を経由し

て神経筋接合部に到達した際に，神経終末から筋線維膜上にアセチルコリンが放出

される．アセチルコリンが筋線維膜状に放出されることで，筋線維膜上の電気的な

興奮 (脱分極) が生じ，この興奮が筋小胞体からのカルシウム放出を引き起こす．

その際に，筋線維内に内在するミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの相
14

互作用を行うことで筋節が短縮し，筋全体が収縮する．また，このミオシンとアク

チンの相互作用において，筋内のアデノシン三リン酸 (ATP) が分解され，そのエネ

ルギーが熱エネルギーと力学的エネルギーに変換される．本研究では，このような

筋線維膜上の電気的興奮から，エネルギー代謝を経て，筋収縮による力発揮がなさ

れるまでを筋活動として定義する．

(4) 水中ドルフィンキック中のうねり動作

魚の遊泳運動では，頭部側から尾側に向かって波打つように順々に身体をくねら

せて推進する．水中ドルフィンキックも魚の遊泳運動と類似したメカニズムで推進

しているため，本研究では，水中ドルフィンキック中に観察される手部側から足先

側に向かって波打つように順々に身体をうねらせる 動作のことを水中ドルフィン

キック中のうねり動作として定義する．
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Ⅰ. 緒言

1. 背景

近年，水中ドルフィンキックは，競泳競技における近代 4 泳法 (クロール，平泳

ぎ，背泳ぎ，バタフライ) に加え，
「第 5 のストローク」として取り上げられており

(Collard, Gourmelin, & Schwob, 2013)，その重要性が指摘されている．国際水泳連盟

(Fédération Internationale de Natation，以下 FINA) の競技規則では，泳者はスタート・

ターン後の 15 m まで潜水泳を行うことが許可されており，この区間において平泳

ぎ 以 外 の 泳 法 で 水 中 ド ル フ ィ ン キ ッ ク 泳 を 行 う こ と が で き る ． Vorontsov and

Rumyantsev (2000) は，水中ドルフィンキックの特徴として，1) 水中は水面近傍よ

りも抵抗が少なく有利である，2) リカバリー局面がない，3) 下肢の太い筋により

高い推進力が発揮できる，という 3 つの利点を挙げている．これらの利点から，今

日における多くの競技者は，スタートとターン後の 15 m の区間において水中ドル
17

フィンキックを用いている．また，スタートやターンの先行研究では，スタート局

面やターン局面全体の所要時間と，スタート・ターン中の水中局面における所要時

間や泳速度との間に有意な相関関係があったことが報告されている (Guimaraes &

Hay, 1985; Veiga, Mallo, Navandar, & Navarro, 2014; Zatsiorsky, Bulgakova, & Chaplinsky,

1979)．従って，水中ドルフィンキック中の泳速度を高めることは，レース中のスタ

ート局面とターン局面における所要時間を短くし，レースの最終的な泳記録の向上

に貢献する．

水中ドルフィンキックに限らず，エリート選手における泳動作の特徴は，競技者

やコーチにとって，泳パフォーマンス改善の指針となる．これまでの水中ドルフィ

ンキックの先行研究では，エリート競泳選手におけるキネマティクス的な特徴とし

て ， 1) 下 肢 を ム チ の よ う に 動 か す こ と (Gavilán, Arellano, & Sanders, 2006;

Ungerechts, 1983; 下門, 仙石, 椿本, & 高木, 2014)，2) 上半身の振幅が小さいこと
18

(Hochstein & Blickhan, 2014)，3) キック頻度が高いこと (Arellano, Pardillo, & Gavilán,

2002)，4) 推進効率が高いこと(Arellano et al., 2002) が報告されている．このように，

エリート選手における水中ドルフィンキック中の キネマティクス的な特徴は十分

に明らかになっていると言える．一方で，水中ドルフィンキック中の筋活動を測定

した研究はこれまで報告されておらず (Martens, Figueiredo, & Daly, 2015)，上記の

ようなエリート選手における水中ドルフィンキックの 泳動作がどのような筋発揮

によって生じるかは明らかになっていない．

スポーツの技術指導やトレーニングをより効果的に行うためには，運動を観察し

て分析するだけでなく，その運動がどのような力によって引き起こされたかを検討

する必要がある．筋電図 (Electromyography，以下 EMG) 法は，身体運動のバイオ

メカニクス的な研究手法の一つであり，筋収縮を制御している電気的信号を測定す

ることで筋力を推定する方法である (阿江 & 藤井, 2002)．Ikai, Ishii, and Miyashita
19

(1964) は，水泳の EMG 研究の意義として，EMG データから，運動に動員される

筋，運動と関連する筋の入力順，運動と関連する筋収縮の度合，筋の活動時間に関

する情報を得ることができ，これらの情報は研究者の運動学的動作分析，ならびに

指導者やコーチの指導法およびトレーニング法の検討に活用できると説明してい

る．そのため，水中ドルフィンキック中の EMG を分析することにより，学術分野

と競技現場の両方に対して有益な情報を提供できると考えられる．

水中ドルフィンキックは，全身にうねりを伴った周期運動であり，ムチのしなり

のように全身の関節が連動して協応するという特徴がある (下門ほか, 2014)．その

ため，水中ドルフィンキックにおける筋活動の特徴を記述する上で，運動中の各筋

の筋活動の特徴を報告するだけでなく，各関節の動きと対応する筋間の協調性につ

いても調査する必要がある．Barthels and Adrian (1971) は，ビート板を用いたドル

フィンキック泳において，体幹と大腿における屈筋と伸筋がキック周期中に交互に
20

活動することを報告している．また，クロール泳で用いられるフラッターキックの

研究では，熟練泳者は体幹，大腿，下腿の屈筋と伸筋を交互に活動させて，滑らか

なキック動作を行うことが報告されている (Oka et al., 1979)．これらのことから，

水中ドルフィンキックにおいても，体幹，大腿，下腿の屈筋と伸筋が交互に活動す

ると考えられる．また，Winter (2009) は，ダイナミックな運動中の主働筋と拮抗筋

の共活動について，両筋の同時活動は，互いが発揮した力を相殺して関節運動を阻

害する非効率的な活動様式であると述べている．それゆえ，主働筋と拮抗筋の交互

活動が求められる指のタッピング運動やドラム動作の研究では，主働筋―拮抗筋間

に お け る 共 活 動 の 増 加 が 非 効 率 的 な 活 動 様 式 と し て 扱 わ れ て い る (Fujii, Kudo,

Ohtsuki, & Oda, 2009; Heuer, 2007)．水中ドルフィンキックにおいても，体幹，大腿，

下腿の屈筋と伸筋において交互活動が行われるのであれば，各部位の屈筋―伸筋間

の共活動が筋活動様式の効率指標になりうると考えられる．
21

また，これまでの水中ドルフィンキックの先行研究において，その泳速度に影響

を与える主要なキネマティクス的変数は キック頻度であることが指摘されており

(Connaboy, Coleman, & Sanders, 2009)，キック頻度を増加させることで泳速度を増加

できる可能性が報告されている (Cohen, Cleary, & Mason, 2012)．Jammes et al. (2010)

は，フィンスイミング運動のキック頻度の増加に伴い，外側広筋と腓腹筋の活動度

合が増加することを報告している．従って，水中ドルフィンキックのキック頻度の

増 加 に お い て も ， 特 定 の 筋 の 活 動 が 関 与 す る と 考 え ら れ る ． 一 方 で ， Shimojo,

Sengoku, Miyoshi, Tsubakimoto, and Takagi (2014) は，水中ドルフィンキックのキッ

ク頻度を即時的に泳者の最大努力時以上まで増加させた場合，推進効率が低下し，

泳速度は最大努力時から変化しないことを報告している．そのため，キック頻度を

即時的に最大努力時以上に増加させた際には，水中ドルフィンキックの運動様式が

非効率的に変化すると考えられ，それと関連して筋活動様式も変化することが予測
22

される．従って，水中ドルフィンキックにおけるキック頻度の増加に伴った筋活動

様式の変化を分析することにより，泳動作の推進効率が低下する要因について明ら

かにできると考えられる．

まとめとして，前述の内容は以下のようにまとめることができる： 1) 水中ドル

フィンキック中の筋活動様式を分析した研究は欠如しており，技術指導やトレーニ

ング指導の指針となりうるエリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける 筋

活動様式の特徴について調査する必要がある，2) 水中ドルフィンキックは全身の

うねりを伴う周期運動であるため，体幹，大腿，下腿における屈筋―伸筋間の共活

動評価が筋活動様式の効率指標となると推測される ，3) 水中ドルフィンキックに

おけるキック頻度は泳速度に影響を与えるキネマティック変数であることが知ら

れているものの，キック頻度の増加に伴う筋活動様式の変化については調査されて

いない．これらのことを検証することで，エリート選手における水中ドルフィンキ
23

ック中の筋活動様式の特徴を明らかにし，さらに筋活動の観点から効果的な泳技能

改善のための示唆が得られると考えられる．
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2. 研究の目的

本研究は，水中ドルフィンキック中の EMG を測定することで，以下の 2 点を解

決することを目的とした．(1) エリート競泳選手における水中ドルフィンキック中

の筋活動様式の特徴を明らかにすること．(2) 水中ドルフィンキックにおけるキッ

ク頻度の増加に伴う筋活動様式の変化を明らかにすること．
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Ⅱ. 文献研究

1. 水中ドルフィンキックに関する先行研究

1.1

水中ドルフィンキックの運動構造

水中ドルフィンキックは，1980 年のモスクワオリンピックにおいて，背泳ぎのレ

ースで何人かの選手がスタート後に 25 m 付近まで潜水し，その際に初めて世界に

披露されたと記されている (Counsilman & Counsilman, 1994)．現在の競技会におい

ても，多くの競技者がレースのスタートとターン後における潜水泳として水中ドル

フィンキックを用いている．Vorontsov and Rumyantsev (2000) は，水中ドルフィン

キックの特徴として，1) 水中は水面近傍よりも抵抗が少なく有利である，2) リカ

バリー局面がない，3) 下肢の太い筋により高い推進力が発揮できる，という 3 つの

利点を挙げている．実際に，スタートとターン後の局面では，水中ドルフィンキッ

クを用いたほうが，水面近傍で泳ぐよりも高い泳速度が達成できることが報告され
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ている (Takeda, Ichikawa, Takagi, & Tsubakimoto, 2009; Zamparo, Vicentini, Scattolini,

Rigamonti, & Bonifazi, 2012)．水中ドルフィンキックが普及し始めた当初は潜水泳に

関する規定がなかったものの，1999 年に FINA によってルール改正が行われ，現在

ではレース中の潜水可能距離はスタートとターン後の 15 m までと区間が制限され

ている．また, FINA の競技規則では, 平泳ぎ以外の泳法で水中ドルフィンキックを

行うことが許可されている．多くの泳者は，スタート・ターンでスタート台や壁か

ら勢いよく蹴り出すことで高い泳速度 (4.0―6.0 m∙s -1 ) を獲得し, ストリームライ

ン姿勢でけのび動作を行った後，水の抵抗による泳速度の減少を抑えるために水中

ドルフィンキックを行う．スタート局面の先行研究では，水中ドルフィンキックを

開始するタイミングとして 5.0―6.0m 通過時点が最も効率が良いことが提示され

ている (Elipot et al., 2009; Houel, Elipot, André, & Hellard, 2013)．この距離を差し引

いた場合，泳者が水中ドルフィンキックを行える距離は約 10 m である．この 10 m
27

は，長水路プール (50 m) の約 20%，短水路プール (25 m) の約 40%に相当し，100

分の 1 秒を競う競泳競技において水中ドルフィンキックは重要な泳法であると言え

る．

水中ドルフィンキックは，両上肢を挙上した姿勢を保ちながら，両下肢のキック

動作によって推進する周期運動である (Figure 1)．ドルフィンキックの動作は，け

り下げキック (Downward kick，以下 DK) とけり上げキック (Upward kick，以下 UK)

によって構成され，両動作において推進力が生じる (杉本ほか, 2008)．水中ドルフ

ィンキックの動作を矢状面から観察すると，手部の振幅は最も小さく，足先側にい

くほど動作は増幅され，足先の振幅が最も大きい (Gavilán et al., 2006; Hochstein &

Blickhan, 2011, 2014; Ungerechts, 1983)．また，水中ドルフィンキックの動作は全身

のムチ打ちのようなうねり動作を伴っており ，この運動様式から水中うねり泳

(Underwater undulatory swimming，以下 UUS) または Undulatory underwater swimming
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と も 呼 ば れ る (Arellano et al., 2002; Connaboy, Coleman, Moir, & Sanders, 2010;

Connaboy et al., 2009; Gavilán et al., 2006; Hochstein & Blickhan, 2011, 2014)．さらに，

これまでの先行研究から，エリート泳者の水中ドルフィンキックにおけるキネマテ

ィ ク ス 的 な 特 徴 と し て ， 1) 下 肢 を ム チ よ う に 動 か す こ と (Gavilán et al., 2006;

Ungerechts, 1983; 下 門 ほ か , 2014) ， 2) 上 半 身 の 振 幅 が 小 さ い こ と (Hochstein &

Blickhan, 2014)，3) キック頻度が高いこと (Arellano et al., 2002)，4) 推進効率が高

いこと (Arellano et al., 2002) が挙げられている．

水中ドルフィンキック動作の性差については 2 編の先行研究で調査されている．

Arellano et al. (2002) と von Loebbecke, Mittal, Fish, and Mark (2009) は，男性と女性

の対象者における水中ドルフィンキックの泳動作を分析し，泳速度，けり幅，キッ

ク頻度といった主要なキネマティクス変数に男女間で差がないことを 報告してい

る．そのため，水中ドルフィンキックの泳動作には顕著な性差がないことが明らか
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にされている．

また，水中ドルフィンキックは，歩行動作やランニング動作のような周期運動で

あることから，最適な分析方法を検討するためにキネマティクス変数の周期間変動

性が調査されている．Connaboy et al. (2010) は，連続した水中ドルフィンキックに

おけるキネマティクス変数を分析し，各キネマティクス変数の級内相関係数が 95%

となる周期数が平均 3.57 周期であったことを報告している．さらに, この研究では，

泳速度，キック頻度，キック振幅，関節角度などのキネマティクス変数の変動性が

小さく，2 から 3 周期以上の周期を平均化しても値が変化しないことを報告してお

り，このことからキック 3 周期分のキネマティクス変数を代表値とすれば十分に信

頼できる値が得られる．
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Figure 1. The movement of underwater dolphin kick (Maglischo, 2003).
Upward kick movement, (d)―(f): Downward kick movement.
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(a)―(c):

1.2

水中ドルフィンキックの泳速度に関わるキネマティクス変数

Connaboy et al. (2009) の水中ドルフィンキックに関するレビュー論文では，水中

ドルフィンキック中の泳速度に関わる主要なキネマティクス変数は，キック頻度で

あると述べられている．Arellano et al. (2002) は，国際レベルの競技者における水中

ドルフィンキックについて，ジュニアレベルの競技者と比較してキック頻度が高い

ことを報告している．Houel et al. (2013) は，スタート後の水中局面の泳速度と水中

ドルフィンキックのキネマティクス変数との関係性を調査し，キック頻度の高さが

泳速度の高さと関係することを報告している．また，Cohen et al. (2012) は，シミュ

レーション分析において，水中ドルフィンキックのキック頻度を増加させることに

より，推定された推進力 (正味の流れ方向への力) が直線的に増加することを報告

し，泳者内のキック頻度を増加することで泳速度を増加できる可能性が指摘されて

いる．泳者内のキック頻度の変化 が泳速度に与える影響を調査した研究として，
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Shimojo et al. (2014) は，泳者のキック頻度を即時的に最大努力時の±15%のキック

頻度に変化させた際の泳速度の変化を調査した．その結果，最大努力時以下のキッ

ク頻度ではキック頻度の増加に伴って泳速度が増加するものの，最大努力時以上の

キック頻度ではキック頻度が増加しても 推進効率が低下して泳速度が変化しなか

ったことを報告している．そのため，水中ドルフィンキックのキック頻度を即時的

に泳者の最大努力時以上に増加させても，推進効率が低下するため，泳速度は変化

しないことが明らかになっている．

Atkison, Dickey, Dragunas, and Nolte (2014) は，ヒトの水中ドルフィンキックがイ

ルカと比較して DK と UK が非対称的に行われているという先行研究 (Ungerechts,

1983) に基づき，水中ドルフィンキック中の足先移動速度と泳速度との関連性につ

いて分析した．その結果，UK における足先の最大鉛直移動速度，ならびに DK と

UK における足先の鉛直移動速度の対称性が水中ドルフィンキック中の平均泳速度
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と関連したと報告している．また，Atkison et al. (2014) が報告した UK における足

先鉛直速度と泳速度の関連については，Hochstein and Blickhan (2011) が指摘した渦

の再捕獲が生じる可能性を支持しており，UK における推進力発揮の重要性を示唆

している．そのため，水中ドルフィンキックの泳速度向上のためには，素早い UK

を行うことも重要であると言える．

Hochstein and Blickhan (2014) は，熟練泳者における水中ドルフィンキック中の全

身のうねり運動の振幅が熟練度の低い泳者に比べて小さく，特に手部と腕の振幅が

小さいことを報告している．水中ドルフィンキック中の上半身の小さな振幅は，全

身をより流線型に保つことに貢献し，それにより泳者が前方から受ける水の抵抗力

の削減に貢献する (Vorontsov & Rumyantsev, 2000)．また，Nakashima (2009) は，シ

ミュレーション分析の結果として，水中ドルフィンキック中に体幹のうねり動作を

行うことにより，泳者の上半身が安定化して，泳速度と推進効率の両方を改善でき
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ることを報告している．これらのことから，水中ドルフィンキック中により高い泳

速度を達成するには，体幹のうねり運動を行いつつも，全身のうねり運動に伴った

振幅を最小限に留めることが望ましいと言える．

35

1.3 水中ドルフィンキックの推進効率

競泳競技は定められた距離を最短の時間で泳ぐ競技であるため，泳速度が同等で

あるならば，推進効率が高いほうがレースを有利に進めることができる．これまで，

水中ドルフィンキックにおける推進効率は，ストローハル数とフルード効率を用い

て評価されてきた．

魚類の遊泳運動における先行研究では，泳動作とその後方に形成される渦 (逆カ

ル マ ン 渦 ) の 関 係 か ら 推 進 効 率 を 定 量 化 す る 試 み が な さ れ て き た (Rohr, 2004;

Triantafyllou, Triantafyllou, & Grosenbaugh, 1993; Triantafyllou, Triantafyllou, &

Gopalkrishnan, 1991)．これらの先行研究では，魚類が有している渦を生成する能力

を以下の式 (1) を用いて評価した．

𝑆𝑡 = ʄ ∙ 𝐴 ∙ 𝑈 −1 , (1)

St はストローハル数と呼ばれる無次元数，A は尾の振幅，ʄ は周期頻度，U は泳速度
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を示す．ストローハル数は，泳者の末端 (尾または足先) の振幅速度と泳速度の比

で示される推進効率であり，ストローハル数の値が低いほど効率的な推進運動を行

っていると評価できる．イルカや鯨における先行研究では，ストローハル数の値が

0.2―0.4 であったと報告されている (Rohr, 2004)．ヒトの水中ドルフィンキックを

対象とした先行研究では，国際大会レベルの競泳選手群の平均値は 0.79， ジュニ

アのエリート競泳選手群の平均値は 0.95 であり，競技レベルで有意な違いがあるこ

とが報告されている (Arellano et al., 2002)．そのため，水中ドルフィンキックのス

トローハル数は，泳者の競技レベルを反映すると考えられている．

水中ドルフィンキックのフルード効率は，うねり運動が泳者の推進力と抵抗力を

増減させるという観点から評価された推進効率の指標である．水中ドルフィンキッ

ク，フラッターキック，モノフィンスイミングの先行研究では，Lighthill (1975) の

方 法 を 応 用 し ， 以 下 の 式 (2) を 用 い て フ ル ー ド 効 率 を 算 出 し て い る (Connaboy,
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Coleman, & Sanders, 2007; Hochstein & Blickhan, 2011; Nicolas, Bideau, Colobert, &

Berton, 2007; Zamparo, Pendergast, Termin, & Minetti, 2002; Zamparo et al., 2012) ．

𝜂Ｆ = (𝑐 + 𝑈)/2 ∙ 𝑐, (2)

η Ｆ はフルード効率，c は全身波速度，U は泳速度を示す．全身波速度とは，身体を

伝わるうねりの速度を意味し，隣接した関節の振幅が最高点に達する時間差の積算

値とうねり運動を行ったセグメントの合計長によって算出される．式 (2) のように，

フルード効率は，全身波速度と泳速度の関係性によって評価される推進効率である．

Zamparo et al. (2002) は，フルード効率の値は運動を生成するために要したキネテ

ィックエネルギーが推進するためのキネティックエネルギ ーに変換された比を反

映すると述べている．Nicolas et al. (2007) は，フルード効率の値の解釈について，

泳速度が波速度よりも高ければ (U > c)，その波は泳速度を減少させ，η F = 1 (U = c)

の場合はすべてのパワーが推進するためのパワーと等しく，η F < 1 (c > U) の場合は
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部分的なパワーが消失していることを示すと述べている．水中ドルフィンキックの

先行研究では，フルード効率の値は 0.66―0.68 の範囲で報告されている (Connaboy

et al., 2007; Hochstein & Blickhan, 2011; Zamparo et al., 2012)．Zamparo et al. (2012) は，

水中ドルフィンキックのフルード効率と 100 m 全力泳中のターン後の泳速度と泳加

速度との間に有意な正の相関関係があったことを報告している．従って，水中ドル

フィンキックのフルード効率は，ターン後の泳パフォーマンスと関連することが明

らかにされている．
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1.4

水中ドルフィンキックの推進メカニズム

水中ドルフィンキックの推進メカニズムに関する先行研究では，泳者が流体であ

る水からどのように力学的エネルギーを受けて推進しているかについて 研究がさ

れてきた．目に見えない水の流れを可視化する方法の一つとして，Particle image

velocimetory (以下 PIV) 法があげられる．この方法は，流体に散りばめられた粒子

が水の流れを追従していると仮定し，レーザーを照射することで粒子を撮影し，水

の流れ場を可視化する．PIV 法を用いた水中ドルフィンキックの先行研究では，DK

後に泳者の後方で渦が発生することが確認されている (Hochstein & Blickhan, 2011;

Miwa, Matsuuchi, Shintani, Kamata, & Nomura, 2006)．また，流体のコンピュータシミ

ュレーション (Computational fluid dynamics，以下 CFD) を用いた先行研究では，DK

後の泳者後方にドーナツ型の渦が発生していることが報告されている (Figure 2-A)．

Miwa et al. (2006) は，このドーナツの中央においてジェット流と呼ばれる水の質量
40

の移動が起き，この運動量の反作用を利用して推進力を得ていることを推測してい

る．さらに，DK 中に膝関節の裏側で発生した渦が後方へと流れ，UK 時に流れてき

たその渦の中を下肢が通過することにより，その流体力を再利用して推進力を得て

いる可能性 (渦の再捕獲) も指摘されている (Hochstein & Blickhan, 2011) (Figure 2-

B)．水泳用の人体シミュレーションモデル (SWimming hUman Model，以下 SWUM)

を用いた先行研究では，水中ドルフィンキックの推進力発揮が主に足部で発揮され

ることが報告されている (杉本ほか, 2008)．このように，水中ドルフィンキックの

推進メカニズムに関する研究は，流れ場の観察とコンピュータシミュレーションが

中心的に行われており，それらの結果から，泳者は下肢の運動によって流体から力

学的エネルギーを得て推進していると推測されている．しかしながら，これらの先

行研究をもってしても，実際の泳者が流体からどのような流体力を受けて，それが

どのように泳速度と関連しているかという，その推進メカニズムの全容は未だ明ら
41

かになっていない．
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(A)

(B)

Figure 2. The flows around the swimmer during underwater dolphin kick (Hochstein
& Blickhan, 2011). (A) Two counter-rotating vortices and a jet stream after the
down kick. (B) The mechanism of the vortex re-capturing.
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1.5

水中ドルフィンキックに関する先行研究のまとめ

前述した先行研究のまとめは，以下の通りである．

1) 水中ドルフィンキックは，全身のうねり動作を伴う周期運動である．

2) 水中ドルフィンキックの泳速度に影響する主なキネマティクス変数はキック頻

度であることが指摘されているものの，即時的にキック頻度を泳者の最大努力

時以上に増加させても泳速度は増加しない．

3) 水中ドルフィンキック中により高い泳速度を達成するためには ，高いキック頻

度， UK 局面での高い足先鉛直速度，高い推進 (フルード) 効率が重要である．

4) 水中ドルフィンキックのキネマティクス的な特徴は十分に明らかにされている

ものの，水中ドルフィンキックの推進メカニズムの全容は未だ明らかになって

いない．

44

2. 表面筋電図測定に関する先行研究

2.1

筋収縮のメカニズム

木塚ほか (2006) によると，骨格筋の収縮は以下のメカニズムで生じる．脳の指

令や種々の反射によって脊髄内のα運動ニューロンが興奮すると，この興奮インパ

ルスは神経軸索を経由して神経筋接合部へと伝達される．神経終末に興奮インパル

スが到達すると，神経終末から筋線維膜上にアセチルコリンが放出される．このア

セチルコリンが筋線維膜状に放出されることにより ，筋線維膜上で電気的な興奮

(脱分極) が生じる．この電気的興奮は，筋小胞体からのカルシウム放出を引き起こ

し，筋線維内に内在するミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの間で相互

作用が生じる．この相互作用において，細いアクチンフィラメントが太いミオシン

フィラメントの中央へと滑り込むため，各筋節が短縮し，筋全体が収縮する．なお，

ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの相互作用において，アデノシン三
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リン酸 (Adenosine triphosphate，以下 ATP) が分解される (勝田 & 大石, 1999)．そ

のため，筋収縮の際には，筋内で化学エネルギーである ATP が力学的エネルギーに

変換される．
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2.2

バイオメカニクス研究における表面筋電図測定

EMG は，筋収縮に先行した筋の電気的興奮 (筋入力) を定量化する研究手法であ

る．EMG の測定法にはいくつかの手法があるが，バイオメカニクス的研究では表面

筋電図 (Surface electromyography，以下 SEMG) が主に用いられている．SEMG は，

運動に動員された筋線維が発した筋電位を皮膚表面に貼付した電極で検出して

EMG 信号を導出する手法であり (Clarys & Rouard, 2011)，ニードルを直接筋内部に

挿入する針筋電図などと異なり，皮膚表面から筋電位を間接的に導出する方法であ

る．そのため，SEMG 測定では，隣接した筋の活動電位が混入するクロストークの

問題があることや，筋収縮によって皮膚表面の電極位置と評価していた筋線維との

相対位置がずれる可能性があることなどが指摘されている (木塚ほか, 2006)．しか

しながら，SEMG は，非侵襲的で，測定が容易であり，運動者の動作を阻害しにく

いという利点がある．これらの利点から，ダイナミックな運動の分析において扱い
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やすいため，これまでの水泳 EMG 研究では SEMG が主に用いられてきた (Clarys

& Rouard, 2011; Martens et al., 2015)．
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2.3

水泳 EMG 研究の意義と水中ドルフィンキックと関連した先行研究

水泳中の EMG データは，Ikai et al. (1964) が最初に報告している．この著者らは，

スポーツにおける EMG 測定は，運動に動員される筋，運動と関連する筋の入力順

番，運動と関連した筋収縮の度合や活動時間に関する情報を提供し，これらの情報

は動作の運動学的分析，指導者のための指導法，コーチのためのトレーニング法に

利用できると述べている．従って，水泳における EMG 研究は，水泳運動における

運動学的知見の提供，ならびに効果的な指導法およびトレーニング法の検討に役立

つ．

Martens et al. (2015) の水泳 EMG 研究のレビューによると，これまで行われてき

た水泳 EMG 研究の 48%はクロールを対象としており，20%が平泳ぎ，14%が背泳

ぎ，12%がバタフライを対象としていたと報告されている．従って，これまでの研

究はクロール中の筋活動様式に着目した研究が主要に行われてきたと言える．一方
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で，これまでドルフィンキックと関連した先行研究は，ビート板を用いたドルフィ

ンキック泳中の EMG を報告した Barthels and Adrian (1971) の研究の 1 編のみであ

り，水中ドルフィンキックを対象とした研究は未だ報告されていない．

水泳のキック動作を対象とした先行研究では，EMG とキック頻度の関連性につ

いて報告されている．Jammes et al. (2010) は，フィンスイミング運動のキック頻度

の増加に伴って，特定の筋の EMG 振幅値が顕著に増加したことを報告している．

Barthels and Adrian (1971)

は，ビート板を用いたドルフィンキック泳中の泳者の泳

速度を任意に増加させた場合，キック頻度と EMG 振幅が増加したことを報告して

いる．従って，水中ドルフィンキックにおいても，キック頻度の増加に伴って EMG

振幅が増加すると予測される．

また，水泳は全身の様々な関節運動から成る複雑な運動であり，正確かつ効率的

な運動を行うためには筋間の協調性も重要である．これまでの水泳 EMG 研究では，
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筋間の協調性について，特定の部位における主働筋と拮抗筋の間の活動様式に着目

してきた．Barthels and Adrian (1971) は，ビート板を用いたドルフィンキック中に

おいて，体幹と大腿の主働筋と拮抗筋が交互活動したことを報告している．Oka et

al. (1979) は，熟練者と初心者の EMG を事例的に比較し，熟練者は腹直筋と脊柱起

立筋，大腿直筋と大腿二頭筋, 前脛骨筋と腓腹筋といった体幹，大腿，下腿の屈筋

と伸筋が交互に活動して滑らかなキック動作を行っていたことを報告している．そ

のため，水中ドルフィンキックにおいても，体幹，大腿，下腿の屈筋と伸筋が交互

に活動すると考えられる．

いくつかのクロールを対象とした先行研究では，泳速度に対して筋活動が少ない

ほうが効率的であるという観点から，運動の効率の評価が行われてきた．D'Acuisto,

Rouard, Schleihauf, and Trouo (1989) は，一定泳速度において泳技術の高い泳者ほど

筋活動が最小限であったことを報告している．さらに，Rouard and Billat (1990) は，
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女性泳者はストローク中の泳速度が男性泳者よりも低いにも関わらず，筋の活動度

合が男性と比較して差がないため，女性泳者のストローク動作の効率が悪いと報告

している．このように，水泳中の EMG と泳速度の関係性を評価することは運動の

効率の評価に応用でき，水中ドルフィンキック中の泳速度と EMG の関係性をみる

ことで水中ドルフィンキックの効率の評価に応用できる可能性がある．
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2.4

水中環境が SEMG に与える影響とその解決策

水泳の EMG 研究数は，陸上運動を対象とした研究と比較すると非常に少ない．

その背景には，水中 EMG 測定の困難さが影響している．水泳中の EMG 測定の難

点 と し て ， 水 泳 が 水 中 環 境 で の 運 動 で あ る と い う こ と が 挙 げ ら れ る (Clarys &

Rouard, 2011)．水中環境で SEMG を測定する際には，EMG 信号に影響を与える水

中特有の要因を考慮しなければならない．Veneziano et al. (2006) は，水中環境で測

定された EMG 信号に影響を及ぼす要素として，1) 電極への漏水，2) 浮力，3) 水

温，4) 水の抵抗によるアーチファクト，5) 防水テープによる圧力の影響を挙げて

いる．その中でも特に，電極への漏水は EMG の振幅値を 90―95%低下させること

が報告されている (Rainoldi, Cescon, Bottin, Casale, & Caruso, 2004)．電極への漏水

に対する解決策として，電極への完全な防水処理を施すことがあげられる．これま

での先行研究では，完全な電極防水処理を施すことができれば，水中環境において
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も陸上環境で測定された EMG データと比較可能な EMG データを収集できること

が明らかになっている (Rainoldi et al., 2004; Veneziano et al., 2006)．それゆえ，水中

環境において正確な EMG データを収集するには，完全な電極防水処理を施すこと

が必要不可欠と言える．
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2.5 表面筋電図測定に関する先行研究のまとめ

前述した先行研究のまとめは，以下の通りである．

1) SEMG は，水泳のようなダイナミックな運動中の EMG 測定に適した手法であ

る．

2) 多くの水泳 EMG 研究はクロール泳を対象としており，水中ドルフィンキックを

対象とした研究は未だ報告されていない．

3) 水中ドルフィンキック中のキック頻度の増加には，特定の筋の活動量の増加が

関与していると考えられる．

4) 水中ドルフィンキックにおいて，体幹，大腿，下腿における屈筋と伸筋が交互に

活動すると予測される．

5) 水中環境において，正確な SEMG データを収集するには，完全な電極防水処理

を施すことが必要不可欠である．
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Ⅲ 研究課題，仮説，限界

1. 研究課題

本博士論文の目的を達成するために文献研究を行った結果，以下のような問題点

が浮かび上がった．

1) 水中環境において SEMG を測定する際，電極内への漏水は，EMG 信号に大きく

影響するため，電極部分に完全な防水処理を施す必要がある．

2) これまで水中ドルフィンキックを対象とした EMG 研究はなく，泳技能改善の指

針となるエリート選手の水中ドルフィンキックにおける筋活動様式の特徴は明

らかになっていない．

3) 水中ドルフィンキックにおいて，キック頻度が泳速度に影響を与える主要なキ

ネマティクス変数であることが指摘されているものの，キック頻度の増加と筋

活動の関連性については明らかになっていない．
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これらの問題点を解決するために，本博士論文では以下の 3 つの研究課題を設定

する．

【研究課題Ⅰ】

水中環境において SEMG を測定するための電極防水処理法の妥当性を検証する．

【研究課題Ⅱ】

エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける 筋活動様式の特徴を明らか

にする．

【研究課題Ⅲ】

水中ドルフィンキックのキック頻度を即時的に増加させた際における筋活動様

式の変化を明らかにするすること．
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2. 研究仮説

1) 防水テープを用いた電極防水処理法により，陸上環境において測定された EMG

データと比較可能な EMG データを収集することができる．

2) エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおいて，体幹，大腿，下腿における

屈筋と伸筋はキック周期中に交互に活動する．

3) 水中ドルフィンキックのキック頻度を即時的に最大努力時以上に増加させた際

に，筋活動様式が不適当な変化をし，泳動作の推進効率が低下する．
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3. 研究の限界

1) 周期音を用いたキック頻度の調整

本研究では，先行研究の方法に従い，泳者のキック頻度を正確に変化させるため

に，周期音にキック頻度を同調させる課題を用いる．そのため，泳者の身体感覚へ

の注意がキック頻度を同調させることに注がれるため，通常の動作と厳密には異な

る可能性は否定できない．これは，キック頻度を変化させる課題の限界である言え

る．

2) 他の泳法への発展性

本研究は，水中ドルフィンキック中の筋活動様式を調査する．競泳競技において，

バタフライにおいてもドルフィンキックと類似したキック動作が用いられるもの

の，バタフライのキック動作と水中ドルフィンキックの動作の違いは明らかになっ
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ていない．また，ビート板を用いたドルフィンキック泳の動作と水中ドルフィンキ

ックの動作の違いも明らかになっていない．そのため，本研究における知見は，水

中ドルフィンキックに限り，応用可能であると考えられる.

3) 初心者への適応

本研究における水中ドルフィンキックの実験は，熟練したエリート競泳選手を対

象とするため，本研究の知見が初心者の泳技能向上に有益かどうかは検討しない．

そのため，これも本研究の限界である.
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Ⅳ.研究課題Ⅰ

水中 SEMG 測定における電極防水処理法の妥当性の検証

1. 研究目的

研究課題Ⅰの目的は，本研究で用いる水中 SEMG 測定のための電極防水処理の妥

当性について検証することとした.

2. 実験方法

2.1 対象者

実 験 に は ， 9 名 の 健 常 成 人 男 性 ( 年 齢 : 21.7±1.5 歳 ， 身 長 : 1.75±0.07 m ， 体

重:70.4±7.6 kg) が参加した．すべての対象者は，水への恐怖心がなく，定期的に水

泳運動を行う習慣があった．また，神経-筋系の障害を有した者や実験前の 3 ヶ月以
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内に利き腕のケガをした者も含まれていなかった．対象者には実験の方法 ，目的，

リスク，安全対策について事前に説明し，書面にて参加同意を得た．本研究は，大

学の研究倫理委員会の承認 (課題番号: 体 26-27) を得て実施した．

2.2 実験試技

実験デザインは，Veneziano et al. (2006) を参考にして設定した．試技は，利き腕

における 2 秒間の等尺性掌屈運動を 1 分間の休憩を挟みながら 10 回行う運動とし

た．対象者の腕は，肘関節における代償動作を除外するために L 字型の固定具を用

いて固定した．固定した腕は，Figure 3 のように実験用水槽の中に置かれた．試技

の等尺性掌屈運動は，水槽上部に設置されたロードセルのレバーアームを押すよう

にして行った．

対象者は，上述した実験試技を 3 つの条件下で行った．各条件は，空気中で電極
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防水処理を行わずに行う条件 (NT 条件)，電極防水処理を施して空気中で行う条件

(T 条件)，電極防水処理を施して水中で行う条件 (WT 条件) とした．実験前に，対

象者は各条件下で試技に慣れるための練習を行った．試技の順番は，防水テープを

剥がすことによって電極貼付位置がずれる可能性があるため，NT 条件を最初に行

い，その後に残りの 2 条件 (T 条件と WT 条件) をランダムオーダーで行った．な

お，疲労の影響を考慮して，条件間は 20 分以上の休憩を挟んで行った．

WT 条件において，浸水させる水深は，可能な限り浮力の影響を小さくするため

に，前腕と手が完全に浸水する水深とした．EMG のスペクトルパワーは，浸水時に

水 温 に 応 じ て 変 化 す る こ と が 報 告 さ れ て い る (Pánek, Pavlů, & Čemusova, 2012;

Petrofsky & Laymon, 2005)．そのため，Pánek et al. (2012) を参考にして，EMG 信号

のスペク トルパ ワー に影響し ない 29 ―32 ℃ の範囲に 水温 が なるよ う ，温 度計

(TR-71U, T&D Inc.) とヒーターを用いて水温を調整した．
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2.3 発揮筋力の測定

掌屈運動中の発揮筋力は，ロードセル (LUX-B-2KN-ID, KYOWA Inc.) を用いて測

定した (サンプリングレート 200 Hz)．ロードセルは，センサーインターフェース

(PCD-330B-F, KYOWA Inc.) に接続し，データはコンピュータ内に記録した．また，

試技の際に，コンピュータのモニターを通じて，経時的な発揮筋力のデータを対象

者に視覚的にフィードバックした． 実験前に，対象者は 5 秒間の最大随意収縮運

動を行い，その際の最大発揮筋力を測定した．掌屈運動中の発揮筋力は，同一の運

動を疲労の影響なく 10 回反復させるために，Veneziano et al. (2006) に従って，最

大発揮筋力の 40%で行うよう対象者に指示した.
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Figure 3. The setting of the experiment. The location of the water tank was
determined as the height of elbow when the sitting participant flexes their elbow
joint. Therefore, the height of the chair was controlled to fit a sitting position for
each participant. Also, the length of the lever arm was adjusted so that particip ant’s
wrist joint was fixed at zero degrees of palmer flexion.
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2.4 SEMG 測定

SEMG は，無線テレメータ型の表面筋電計 (DL-5000, S&ME Inc.) を用いて測定

した．SEMG 信号は，ディスポーザブル電極 (Blue Sensor P-00-S, Ambu Inc.) を用い

た双極導出法で，サンプリング周波数 2000 Hz で収集した．なお，SEMG 信号の増

幅率は 400 倍，入力インピーダンスは 200 MΩ，同相除去比は 100 db 以上であった．

被験筋は，利き腕の尺側手根屈筋とし，電極の貼付位置は Cram, Kasman, and Holtz

(1998) に従って決定した．電極貼付前に，電極貼付位置の皮膚表面を除毛し，皮膚

処理剤で磨き，アルコールで消毒した後に，電極間距離を 2 cm に設定して電極を

貼付した． T 条件と WT 条件において，電極部分の防水処理は 3 種類の防水粘着

性のテープを用いて実施した．Figure 4 のように，まず透明のドレッシングテープ

（Tegaderm roll, 3M Inc）を用いて電極と機器全体を完全に覆い，次にドレッシング

テープの端をビニールテープ（Plastic tape, NITTO Inc.）で囲むように貼り付けた後，
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最後に防水粘着性包帯（Cover roll tape, BSN medical Inc.）でビニールテープの角が

剥がれないように体表に固定した．なお，この防水処理の手法は，事前に行われた

予備実験において，水中ドルフィンキックにおいても十分に防水できることを確認

して採用した．

SEMG データは，解析用ソフトウェア (Biolog-2, S&ME Inc.) を用いて処理した．

収集された SEMG データは，バンドパスフィルター (通過周波数帯: 10―500 Hz) で

フィルタリングし，フィルタリングした EMG データは 100 ms (前後 50 ms) の時間

窓を有する二乗平均平方根 (Root Mean Square; RMS) で平滑化した．RMS 波形にお

ける試技の 2 秒間の積分値を EMG 信号の振幅指標とした．パワースペクトル解析

において，ゼロ詰め処理を行った後に，2 秒間の信号のパワースペクトル密度がハ

ニングの窓関数を用いた高速フーリエ変換を用いて算出した．各運動のパワースペ

クトル密度の中央周波数 (Median power frequency; MF) は，SEMG 信号のスペクト
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ルパワーの特徴量の指標として，式 (3) を用いて算出した．

𝑀𝐷𝐹

∫0

∞

𝑃(𝑓)𝑑𝑓 = ∫𝑀𝐷𝐹 𝑃(𝑓)𝑑𝑓 , (3)
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Figure 4. The waterprooﬁng procedures for the electrodes.
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2.5 統計処理

発揮筋力，RMS，MF は，各条件における 10 回分のデータの平均値±標準偏差

(mean±SD)で示し，それぞれの 10 回のデータから変動係数 (coefficient of variance;

CV) も算出した．統計処理は，統計解析処理ソフトウェア (SPSS ver.22.0, IBM Inc.)

を用いて行った．各条件間の比較にはフリードマン検定を用いた．統計処理におけ

る有意確率の危険率は，5%未満とした．
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3. 結果

発揮筋力，RMS，MF の平均値と標準偏差を Table 1 に示した．各条件間における

発揮筋力，RMS，MF には有意な差はみられなかった．発揮筋力，RMS，MF の CV

値の結果を Table 2 に示した．各条件間における発揮筋力，RMS，MF の CV におい

ても有意な差はみられなかった．Figure 5 と Figure 6 には，RMS と MF における 10

回の平均値で標準化した値の経時変化を示した．
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Table 1. The means and standard deviations of the exerted force, root mean square
(RMS), and median frequency (MF) of the power spectrum density in each
condition. NT: in air without waterproofing treatment. T: in air with waterproofing
treatment. WT: in water with waterproofing treatment.
Experimental condition

Variables

Significance (p )

NT

T

WT

(N)

50.4±4.9

50.0±5.0

50.3±5.2

. 23

RMS

(ｍV)

644.7±206.0

624.6±161.6

560.7±125.1

. 71

MF

(Hz)

107.9±20.8

111.4±14.6

110.0±16.2

. 45

Exerted force

Data are expressed as Mean±SD
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Table 2. The coefficient of variation of exerted force, root mean square (RMS), and
median frequency (MF) in each condition. NT: in air without waterproofing
treatment. T: in air with waterproofing treatment. WT: in water with waterproofing
treatment.
Experimental condition

Variables

NT

T

WT

Significance (p )

CV of Exerted force

(%)

1.4±0.6

1.3±0.5

1.4±0.6

. 89

CV of mean RMS

(%)

13.0±7.5

11.6±6.8

12.5±4.2

. 72

CV of MF

(%)

6.0±1.6

6.7±2.0

6.0±1.7

. 49

Data are expressed as Mean±SD
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Figure 5. The mean and standard deviation of the normalized root mean square
(RMS) value in each time of the three experimental conditions (NT, T, and WT).
The normalized value was calculated as the RMS value normalized by the mean value
through the 10 times. NT: in air without waterproofing treatment. T: in air with
waterproofing treatment. WT: in water with waterproofing treatment.
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Figure 6. The mean and standard deviation of the normalized median frequency
(MF) value in each time of the three experimental conditions (NT, T, and WT). The
normalized value was calculated as the MF value normalized by the mean value
through the 10 times. NT: in air without waterproofing treatment. T: in air with
waterproofing treatment. WT: in water with waterproofing treatment.
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4. 考察

研究課題Ⅰでは，電極防水処理法の妥当性を検証することを目的とし，同一負荷

の等尺性掌屈運動を，空気中で電極防水処理を施さない条件 (NT)，空気中で電極防

水処理を施した条件 (T)，水中で電極防水処理を施した条件 (WT) の 3 条件で行い，

運動中の EMG の RMS および MF の値を各条件間で比較した．その結果，各条件に

おいて，RMS と MF の値は同程度の値を示した．

発揮筋力の結果から，各条件において実験課題が正確に行われたことが確認され

た (Table 1)．さらに，Figure 5 で示したように，各条件における 10 回の試技を通し

た MF の値は，一定の値を示した．一般的に，MF の値は筋疲労と関連することが

知 ら れ て お り ， 水 泳 EMG 研 究 に お い て も 筋 疲 労 の 指 標 と し て 扱 わ れ て い る

(Figueiredo, Rouard, Vilas-Boas, & Fernandes, 2013)．そのため，本研究の運動課題に

おいても，筋疲労の影響はなかったと考えられた．
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Table 1 に示したように，RMS の値は，条件間で有意な差を示さなかった．WT 条

件の RMS の平均値は他の条件と比較してわずかに低値を示したものの，Rainoldi et

al. (2004) が示した防水処理なしで水中で測定された EMG データのような極端な

低値ではなかった．また，WT 条件においては，対象者の浸水体積を可能な限り少

なくできるように実験設定を検討したものの，完全に浮力の影響を排除することは

できなかったことが考えられる．これらのことから，WT 条件でみられた RMS の平

均値のわずかな低下は，電極への漏水による影響ではなく，浸水部分に働いた浮力

の影響であった可能性が考えられた．

Rainoldi et al. (2004) は，対象者が空気中と水中で同一の等尺性運動を行った際に，

水中で電極防水処理を施して測定された SEMG の振幅値と空気中で防水処理なし

で測定した SEMG の振幅値は，同程度の値を示したことを報告している．そのため，

本研究の RMS の結果は先行研究の結果を支持するものであった．さらに，MF の値
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も 3 条件間において有意な差が示されなかった (Table 1)．EMG のパワースペクト

ル解析は，様々な周波数帯の信号で構成される EMG 信号波形の評価に用いられて

いる．これらのことから，本研究で用いた電極防水処理法は振幅値と信号波形に影

響を与えず，水中環境で SEMG を測定するのに十分妥当であると考えられた．また，

RMS と CV の値にも条件間で有意な差が示されなかった (Table 2)．そのため，この

防水処理法は SEMG データの変動性にも影響を与えないことが明らかとなった．

電極防水処理が EMG 信号に与える影響に関して，本研究において RMS と MF の

値は NT 条件と T 条件の間で有意な差を示さなかった (Table 1)．Veneziano et al.

(2006) は，電極防水処理における電極を覆うテープの圧力は電極下の筋線維数を変

化させ，SEMG の信号に影響を与えることを指摘している．しかしながら，防水処

理の有無による SEMG の振幅値とスペクトル特徴量における統計的な差を観察で

きなかった．そのため，防水粘着性テープによる防水処理法は SEMG データに影響
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を与えなかったと考えられた．

まとめとして，これらの結果から本実験で用いた電極防水処理法は，水中環境で

の測定に十分に妥当であり，EMG 信号の振幅値とスペクトル特徴量にも影響を与

えないことを示した．また，本実験で用いられた防水処理法は過去の先行研究

(Kaneda, Sato, Wakabayashi, & Nomura, 2009; Silvers & Dolny, 2011) を参考に作られ

た．そのため，本研究の結果はこれらの先行研究における EMG データの妥当性を

支持する結果を示したと考えられた．

79

5. 本章のまとめ

研究課題Ⅰでは，水中環境で SEMG を測定するための電極防水処理法の妥当性を

検証することを目的に実験を行い，以下のような知見が得られた．

1) 水中で防水処理を施して測定された SEMG 信号の振幅値とスペクトル特徴量

は，陸上で防水処理を施さない条件で測定された値と比較して有意な差がみら

れなかった．

2) 水中で防水処理を施して測定された SEMG データの変動性は，陸上で防水処理

を施さない条件で測定された値の変動性と同程度であった．
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3) 電極防水処理における防水粘着性テープに使用は，SEMG 信号の振幅値とスペ

クトル特徴量に影響を与えなかった．
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Ⅴ. 研究課題Ⅱ

エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける筋活動様式の特徴

1. 研究目的

研究課題Ⅱの目的は，エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける筋活動

様式の特徴を明らかにすることとした．

2. 実験方法

2.1 対象者

実験の対象者は，全国大会出場レベルの女性競泳選手 9 名 (年齢: 20.7±1.8 歳,

身長: 1.63±0.06 m, 体重: 55.4±5.2 kg, 競技歴: 12.8±3.0 年) とした．すべての対

象者は，日々のトレーニングにおいて水中ドルフィンキックを行っており，水中ド
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ルフィンキック動作に習熟していた．対象者には実験の方法，目的，リスク，安全

対策について事前に説明し，書面にて参加同意を得た．本研究は，大学の研究倫理

委員会の承認 (課題番号: 体 26-108) を得て実施した．

2.2 実験試技

実験は，屋内 50 m プール (水温: 27.2±0.8 ℃) にて実施した．対象者は，十分な

ウォーミングアップを行った後，実験試技として 15 m の水中ドルフィンキック泳

を行った．対象者には，実験試技について，
「水中で壁を押し蹴った後, 水中ドルフ

ィンキックを用いて，スタート位置から 15 m の区間を，泳速度を最大にして水平

に通過する」よう指示した．また，水面付近の水深は造波抵抗による影響が大きい

ため (Lyttle, Blanksby, Elliott, & Lloyd, 2000)，水深 1.0 m 付近で水中ドルフィンキッ

クを行うよう指示した．実験試技は 3 回実施し，試技間は 3 分程度の休息を挟んだ．
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2.3 映像データ収集とキネマティクス変数

Figure 7 のように，泳者側方にビデオカメラ (High speed 1394 Camera, DKH Inc.)

を 2 台設置し，水中窓越しに側方から泳者の矢状面動作を撮影した．カメラのサン

プリング周波数は 100 Hz，シャッタースピードは 1/250 sec に設定した．映像の画

角は，Arellano et al. (2002) に従い，スタート位置から 8.0―14.0 m の範囲に調整し

た．なお，カメラから泳者までの距離は 11 m であった．

泳者の身体合成重心位置を算出するために，身体右側の 12 点 (第 5 中手骨端，尺

骨茎状突起，肘頭，肩峰，第 5 中足骨端，踵骨隆起，足関節外顆，大腿骨外側上顆，

大転子，耳珠点，胸骨上縁, 肋骨下端) にワイヤレス自発光マーカー (煌，Nobby Tech

Inc.) を取り付けた．本研究において，身体合成重心位置は，日本人アスリートを対

象とした身体部分慣性係数 (阿江ほか, 1992) を使用して計算した．身体合成重心位

置の算出に必要な頭頂点の分析点は，水中ドルフィンキック中に腕で隠れるため，
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下門ほか (2014) の方法に従って推定した．

撮影した映像から，各分析点の座標を画像解析ソフトウェア (Tracker, open source

physic) を用いてデジタイズし，数値解析ソフトウェア (MATLAB 2013a, Mathworks

Inc.) を用いて 2D-DLT 法により 2 次元実座標値を得た．算出した実座標データは，

遮断周波数 6 Hz のバターワースフィルターによって平滑化した．なお，各実験日

におけるキャリブレーションオブジェクトの分析点における実測値と算出値との

標準誤差は 0.008±0.002 m であった．この値は, 下門ほか (2014) が報告した標準

誤差の 0.009 m と同程度の値であった．また，自動デジタイズの再現性を確認する

ために，ランダムに選択した 1 試技を 2 回デジタイズし，平滑化した各データを用

いて平均誤差を算出した．その結果，全座標データにおける平均誤差は 0.004 m で

あった．本研究の平均誤差は，Atkison et al. (2014) が報告した手動デジタイズによ

る平均誤差 0.020 m よりも小さな値であった．
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水中ドルフィンキックのキック 1 周期は，足先 (第 5 中足骨端) が鉛直方向の最

高点に達してから次の最高点に達するまでと定義した．Connaboy et al. (2010) の水

中ドルフィンキックの周期間変動性に関する報告に従い，連続したキック 3 周期分

のデータを分析に用いた．水中ドルフィンキックの局面分けは，足先が鉛直方向の

最高点に達してから最低点に達するまでを DK 局面，足先が鉛直方向の最低点に達

してから次の最高点に達するまでを UK 局面と定義した．足先の座標データから，

けり幅とキック頻度を算出した．けり幅は，キック 1 周期における足先の鉛直方向

の最高点から最低点までの鉛直距離と定義し，キック頻度は，キック 1 周期に要し

た時間の逆数と定義した．平均泳速度は，キック 1 周期における身体合成重心の水

平移動速度の平均値と定義した．鉛直方向の座標データから，手部 (第 5 中手骨端)，

手関節点 (尺骨茎状突起)，肩関節点 (肩峰)，肋骨下端，股関節点 (大転子)，膝関節

点 (大腿骨外側上顆)，足関節点 (足関節外顆) の各点における鉛直振幅を算出した．
86

全身の身体鉛直振幅は，水中ドルフィンキックにおける身体全体のムチ打ち動作の

特徴を評価するために用いた (Gavilán et al., 2006; Hochstein & Blickhan, 2014)．

Figure 8 のように，肩関節，体幹，股関節，膝関節，足関節の角度を分析した．

肩関節角度は屈曲方向が正，体幹角度は屈曲方向が正，股関節角度は伸展方向が正，

膝関節角度は伸展方向が正，足関節角度は背屈方向が正と定義した．

また推進効率の指標として，ストローハル数を算出した．ストローハル数は，以

下の式 (1) で算出した．

𝑆𝑡 = 𝐴 ∙ ƒ ∙ 𝑈 −1 (1)

St はストローハル数，A はけり幅, U は平均泳速度，ƒ はキック頻度を示す．ストロ

ーハル数は，けり幅を，平均泳速度とキック頻度の比で標準化して記述される無次

元数である．ストローハル数の値は低いほど効率が良いとされ，クジラとイルカで

は 0.2–0.4 (Rohr, 2004)，国際大会レベルの競泳選手では 0.79，ジュニアのエリート
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競泳選手では 0.95 であった (Arellano et al., 2002) と報告されている．
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Figure 7.

The setting of the experiment.
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Figure 8. The definition of the joint angles.
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2.4 SEMG 測定と EMG 変数

SEMG は，無線テレメータ型の表面筋電計 (DL-5000, S&ME Inc.) を用い，サン

プリング周波数 1000 Hz で測定した．被験筋は，右側の腹直筋 (rectus abdominis;

RA)，脊柱起立筋 (elector spine; ES)，大腿直筋 (rectus femoris; RF)， 大腿二頭筋

(biceps femoris; BF)，前脛骨筋(tibialis anterior; TA)，腓腹筋内側頭 (gastrocnemius;

GAS) の 6 筋とした．EMG 信号は，ディスポーザブル電極 (Blue Sensor P-00-S, Ambu

Inc.) を用いて双棘導出法で収集した．電極の貼付位置は，Cram et al. (1998) の記述

に従って決定した．皮膚表面のアーチファクト成分を除去するために，電極貼付前

に，体毛の処理と皮膚前処理剤を使用した皮膚処理を行い，電極間距離 2 cm に設

定して電極を貼付した．また，電極内への漏水は EMG 波形に大きな影響を与える

ため，研究課題Ⅰの方法を用いて電極部分の防水処理を行った．また，映像と EMG

のデータを同期するために，同期装置 (PTS-110，DKH Inc.) を用いて，映像の録画
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開始信号が EMG データに同時に記録された．

EMG データはコンピューター内に記録し ， 波形処理は数値解析ソフトウェア

(MATLAB 2013a, Mathworks Inc.) を使用して行った．EMG データは，測定時のアー

チファクト成分を除去するために，バンドパスフィルター (通過周波数帯: 10–500

Hz) でフィルタリングした．フィルタリング後の EMG データは，50 ms 間 (前後 25

ms) の RMS 波形に変換した．RMS 波形の分析区間におけるピーク値を調査し，

RMS 波形はピーク値で標準化した (%peak RMS)．筋活動量の変化タイミングと筋

間の活動様式を評価するために，キック 1 周期における%peak RMS の加算平均波

形を算出した．

各筋の活動時間は，Stirn, Jarm, Kapus, and Strojnik (2011) の方法に従って算出し

た．整流化したデータ (x) を用いて，式 (4) により EMG energy の包絡線を導出し

た．
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𝑡 +125

𝐸(𝑡0 ) = ∫𝑡 0−125 𝑥 2 (𝑡)𝑑𝑡 (4)
0

E (t) は時系列の EMG energy のデータ，t 0 は時刻，x (t) は時系列の整流化データを

示す．EMG energy の包絡線から各周期におけるピーク値を調査し，各周期内にお

け る ロ ー カ ル ピ ー ク 値 の 30% 以 上 の 値 を 示 し た 局 面 を 筋 活 動 時 間 と 定 義 し た

(Conceição, Silva, Barbosa, Karsai, & Louro, 2014; Stirn et al., 2011)．キック 1 周期の

時間は，対象者ごとで異なるため，各周期において筋活動時間が占める割合 (%) を

算出し，それを Active phase と定義した．

各部位における屈筋と伸筋の筋活動様式は，両筋の共活動時間を算出して評価し

た．キック 1 周期において屈筋と伸筋の活動時間が重なる局面を共活動時間と定義

した．各部位における屈筋と伸筋のペアとして，体幹筋は RA–ES，大腿筋は RF–BF，

下腿筋は TA–GAS を定義した．Active phase と同様に，各周期において共活動時間

が占める割合 (%) を算出し，それを Co-active phase と定義した．本研究で算出し
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た Co-active phase は屈筋－伸筋間の筋活動様式を示す指標とし，Co-active phase が

0 である場合は 2 筋の活動様式は完全な交互活動型であり，Co-active phase の時間

がより長ければ 2 筋の活動様式はより共活動型であると評価した．

2.5 統計処理

各分析変数はキック 3 周期の平均値を代表値とし，各対象者において平均泳速度

が最も高かった試技のデータを統計処理に用いた．キネマティクス変数と EMG 変

数の結果は，平均値±標準偏差 (Mean±SD) で示した．統計処理は，統計解析ソフ

トウェア (SPSS for windows 22.0, IBM Inc.) を使用して行った．データの正規性は，

Shapiro-Wilk 検定で確認した．鉛直振幅の身体点間，Active phase，Co-active phase

の部位間の比較では，一元配置分散分析を行った後，事後検定として Tukey 法によ

る多重比較を行った．統計処理における有意水準は，危険率 5%未満とした．
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3. 結果

各キネマティクス変数の結果として，平均泳速度は 1.36±0.08 m∙s -1 ，キック頻度

は 2.05±0.17 Hz，けり幅は 0.47±0.05 m，ストローハル数は 0.71±0.06，DK 局面は

46.1±3.2%，UK 局面は 53.9±3.2%であった．Figure 9 には，キック 1 周期における各

関節角度の平均波形を示した．各関節角度の平均波形が最高値に達したタイミング

は，肩関節角度が 0%および 100%，体幹角度が 19%，股関節角度が 41%，膝関節角

度が 57%，足関節角度が 63%の時点であった．各関節角度の平均波形が最低値に達

したタイミングは，肩関節角度が 58%，体幹角度が 60%，股関節角度が 93%，膝関

節角度が 10%，足関節角度が 24%の時点であった．Figure 10 には，各身体分析点に

おける鉛直振幅の結果を示した．鉛直振幅の結果では，身体分析点間の比較におい

て有意な主効果 (F=108.44, p <. 05) が確認され，多重比較の結果から，足先とその

他の身体点との間において有意差が確認され (p < .05)，肋骨下端と股関節，膝関節，
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足関節，足先の間において有意差が確認された (p < .05)．手部から肋骨下端の鉛直

振幅は同程度の値を示したが，肋骨下端から足先の鉛直振幅は末端に向けて大きく

なっていた．

Figure 11 には，%peak RMS の平均波形を示した．%peak RMS の波形において，

RA，ES，RF，BF，GAS は一峰性のピークを示す波形を示し，TA は二峰性のピー

クを示す波形を示した．また，体幹の RA と ES の平均波形と大腿の RF と BF の平

均波形は，2 筋が交互に活動する様式を示した．

各筋における Active phase の結果は，RA が 62.7±6.3%，ES が 60.9±5.8%，RF が

57.1±5.1%，BF が 65.9±4.1%，TA が 72.6±17.2%，GAS が 67.0±15.5%であった．

Active phase における筋間の比較では，有意な差は示されなかった．

Table 3 には，各部位における Co-active phase の結果を示した．Table 3 のように，

すべての部位で共活動が生じていたことが示された．Co-active phase における部位
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間の比較では，有意な主効果 (F=4.86, p < .05) が確認され，多重比較の結果から，

RA–ES と TA–GAS の間および RF–BF と TA–GAS の間において有意差が確認された

(p < .05)．Figure 12 には，代表的な対象者における足先の鉛直変位 (Figure 12-a)，

各筋の 活動 時間と 各 部位の 共活 動時間 の 時系列 デー タ (Figure 12-b) を示し た ．

Figure 12-b において，下腿の共活動は DK 局面終盤から UK 局面中盤において生じ，

体幹と大腿と比べて長い Co-active phase が観察された．
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Figure 9.

The normalized time-course data of the joint angles during one-kick

cycle. The black lines are the average values of all swimmers (n=9). The gray areas
are the standard deviations.
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Figure 10. The result of the vertical amplitudes in each body point.

99

Figure 11. The normalized time-course data of the %peak RMS in each muscle. The
black lines are the average values of all swimmers (n=9). The gray areas are the
standard deviations.
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Table 3. The result of co-active phase in each part of body segment.
V ariable
Co-active phase

Unit
%

RA–ES
24.1

± 10.1

RF–BF
✝

23.2

*Significant main effect, p < .05
✝

Significant difference vs. TA-GAS, p < .05
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± 5.5

TA–GAS
✝

45.5

± 20.2

F-value
4.86＊

Figure 12. The example of the time-course data of the vertical toe position in
Swimmer 1(a), and the example of the time-course data of the active time and the
co-active time in Swimmer 1 (b). (a) The gray areas are downward kick phase and
the white areas are upward kick phase. (b) The gray areas are the active times which
are not co-active times. The deep gray areas are co-active times.
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4. 考察

研究課題Ⅱでは，エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける EMG を測

定し，体幹，大腿，下腿における筋活動様式の特徴を明らかにすることを目的とし

た．その結果，体幹と大腿における屈筋と伸筋は，キック周期中に交互に活動する

筋活動様式を示した．また，下腿の Co-active phase は，他の部位よりも有意に大き

な値を示し，UK 局面において共活動を行っていることが明らかとなった．

von Loebbecke et al. (2009) は，オリンピックに出場した女性泳者の水中ドルフィ

ンキックを分析した結果，平均泳速度が 1.38±0.12 m∙s -1 ，キック頻度が 2.08±0.36

Hz，けり幅が 0.49±0.07 m であったことを報告している．そのため，本研究の平均

泳速度，キック頻度，けり幅の結果は，先行研究の結果と類似した値を示していた．

また，本研究の対象者におけるストローハル数は，Arellano et al. (2002) が報告した

国際大会レベルの競泳選手の平均値 0.79 よりも低い値を示しており，先行研究の対
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象者よりも推進効率が高いことが示唆された．これらの結果から，本研究の対象者

は，オリンピック出場選手と同程度の高い水中ドルフィンキックパフォーマンスを

有していたと考えられた．

関節角度の結果から，キック中に肩関節角度はほとんど変化しなかったものの，

体幹，股関節，膝関節，足関節の角度は屈曲と伸展を交互に行っていたことが観察

された (Figure 9)．また，体幹，股関節，膝関節, 足関節における関節角度のピーク

は，手部側の関節から足先側の関節に向け，順々に位相ずれが生じており，肋骨下

端から足先の鉛直振幅は, 末端に向けて増幅されていた (Figure 10)．Gavilán et al.

(2006) は，水中ドルフィンキックにおける関節運動の位相ずれや，股関節から足先

へと振幅が大きくなるという特徴から，キック中に下肢はムチ打ちのような動作を

行っていると報告している．本研究における関節角度と身体鉛直振幅の結果は，

Gavilán et al. (2006) の結果と一致していたため，本研究の対象者の水中ドルフィン
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キックにおいても，肋骨下端からムチ打ちのような動作が行われていたと考えられ

た．

EMG の結果として，RA と ES の Active phase は両筋とも約 60%であり，RA と

ES の%peak RMS の平均波形はドルフィンキック中に交互に活動する様式を示した

(Figure 11)．RA–ES の Co-active phase の平均値は約 25%であったものの (Table 3)，

Figure 12-b に示した典型例のように，体幹筋の共活動は両筋の活動が切り替わる局

面で生じていた．これらの結果から，体幹の屈筋と伸筋は，キック中に交互型の活

動を行っていたと言える．RA と ES は，体幹の屈曲運動と伸展運動に作用する筋で

あるため，キック中の体幹筋の交互活動は体幹の屈曲―伸展運動に関与していたと

考えられた．さらに，RA と ES の交互活動は，体幹からムチ打ちのような動作を行

っていたことと一致することから，本研究の対象者は，体幹筋の交互活動を行い，

体幹からムチ打ちのようなドルフィンキック動作を行っていたと考えられた．また，
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Nakashima (2009) は，コンピューターシミュレーションの結果として，水中ドルフ

ィンキックにおける体幹のうねり動作は，上半身の姿勢を安定させ，泳速度と推進

効率の両方を改善させると報告している．本研究における対象者の水中ドルフィン

キックは，上半身の振幅が小さく，体幹からムチ打ちのような動作を行っており，

Nakashima (2009) が報告した効率的なドルフィンキック動作と類似していた．その

ため，エリート競泳選手は体幹筋の交互活動を行うことにより，効率的な水中ドル

フィンキック動作を行っていたことが示唆された．

体幹筋と同様に，RF と BF の Active phase は両筋とも約 60%であり，RF と BF

の%peak RMS の平均波形も交互に活動する様式を示した (Figure 11)．また，RF–BF

の Co-active phase の平均値は約 25%であり (Table 3)，Figure 12-b の典型例のよう

に，Co-active phase は UK 局面から DK 局面に切り替わる時に生じていた．これら

の結果から，本研究における対象者の大腿筋はキック中に交互型の活動を行ってい
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ることが明らかになった．Oka et al. (1979) は，熟練者と初心者におけるバタ足動作

中の筋活動を事例的に比較し，熟練者は大腿直筋と大腿二頭筋，前脛骨筋と腓腹筋

を交互に活動させて，滑らかなキック動作を行っていたと報告している．さらに，

Jammes et al. (2010) は，フィンスイミング中の下肢の筋活動を測定し，前脛骨筋と

腓腹筋において交互的な活動様式がみられたことを報告している．これらの研究で

は，足部の蹴り下げ動作と蹴り上げ動作を交互に行うバタ足動作やフィンスイミン

グ動作の特徴から，下肢の屈筋と伸筋が交互に活動すると述べられている．そのた

め，水中ドルフィンキックにおける大腿筋の交互活動は，DK と UK の反復に貢献

したと考えられた．

TA は，キック周期中に二峰性の活動ピークを示し，TA と GAS は UK 局面にお

いて同時に活動が増加していた (Figure 11)．TA–GAS の Co-active phase は，ほぼ 1

周期の半分に相当する割合を示し，下腿の Co-active phase は体幹や大腿と比べて有
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意に大きかった (Table 3)．これらの結果から，下腿筋における筋活動様式は，体幹

や大腿と異なることが明らかとなった．また，バタ足泳やフィンスイミングの先行

研究では，下腿筋における交互活動を報告している (Jammes et al., 2010; Oka et al.,

1979)．そのため，水中ドルフィンキックにおける下腿の筋活動様式は，バタ足やフ

ィンスイミングと異なる可能性が考えられた．下腿の共活動が生じるタイミングは，

Figure 12 で示した典型例のように，9 名中 7 名の対象者において UK 局面の序盤で

あった．一般的に，筋間の共活動は，関節周囲筋の同時活動によって特徴付けられ，

外 乱 や 不 安 定 な 負 荷 保 持 に 対 す る 関 節 の 固 定 化 に 貢 献 す る こ と (Franklin, So,

Kawato, & Milner, 2004; Milner, 2002)，ならびに関節運動の制止に貢献することが報

告されている (Hagood, Solomonow, Baratta, Zhou, & D'ambrosia, 1990)．水中ドルフ

ィンキックの DK 局面終盤では，足関節に膝関節の伸展に伴う背屈方向への内的ト

ルクが生じる．さらに，UK 局面では，足部の足底側に水の抵抗力が作用すると考
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えられる．しかしながら，Figure 9 の足関節角度の結果では，対象者は常に底屈位

を保持していたことが観察された．そのため，UK 局面で下腿筋の共活動がみられ

た 7 名の対象者は，足関節への内的トルクや水の抵抗力の影響に抗して，足関節が

過度に背屈しないように共活動を行ったと推察された．Lauer, Figueiredo, Vilas-Boas,

Fernandes, and Rouard (2013) は，クロール泳におけるストローク動作の水中局面前

半で肘関節周囲筋の共活動が生じることを報告している．彼らは，ストローク動作

の水中局面前半において肘関節を固定することにより，水により多くの力を伝える

ことができると述べている．ドルフィンキックの推進力は主に足部によって生成さ

れ，UK 局面においても推進力が生成されることが明らかになっている (杉本ほか,

2008)．ゆえに，本研究で観察された UK 局面序盤の TA と GAS の共活動は，足関

節の底屈角度を保持し，足底面で水を捉えて推進力を増大させる筋活動戦略であっ

たと考えられた．そのため，効果的に推進力を発揮する技術として，UK 局面にお
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いて下腿の筋で共活動を行って足関節底屈位を保持することが重要である と推察

された．

研究の限界として，本研究で示した EMG データの解釈として，水の抵抗力が筋

活動に与えた影響についても考慮する必要がある．例えば，水中ドルフィンキック

中の足関節は，水の抵抗力により，DK 局面では底屈方向へ，UK 局面では背屈方向

へのトルクを受けるように，すべての関節に水の抵抗力が影響している．一般的に，

筋が引き伸ばされるような外力が加わった場合，筋の伸張反射が生じるため，各筋

の活動には伸張反射による不随意の筋活動が含まれている可能性がある．本研究で

は随意的な筋活動の結果として説明がつかない泳動作の変化は観察されなかった

ものの，今後は泳者の内省についても調査することで，水中ドルフィンキック中の

筋活動に関する情報をより正確に記述することが重要であると考えられた．
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5. 本章のまとめ

研究課題Ⅱは，エリート競泳選手の水中ドルフィンキックを対象に，2 次元動作

分析と EMG 測定による筋活動解析を行い，体幹，大腿，下腿における筋活動様式

の特徴について分析した．その結果，以下のような知見が得られた．

(1) 体幹と大腿における屈筋と伸筋は，水中ドルフィンキック中に交互に活動して

いた．

(2) 水中ドルフィンキックのけり上げキック局面の序盤において，前脛骨筋と腓腹

筋が共活動し，足関節の底屈位が保たれていた．
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Ⅵ. 研究課題Ⅲ

水中ドルフィンキックにおけるキック頻度の増加が筋活動様式に与える影響

1. 研究目的

研究課題Ⅲの目的は，水中ドルフィンキックのキック頻度の増加に伴う筋活動様

式の変化を明らかにすることとした．

2. 実験方法

2.1 対象者

実験には，8 名の女性大学競泳選手 (年齢: 20.9 ± 1.9 歳，身長: 1.63 ± 0.06 m，体

重 54.9 ± 5.3 kg) が参加した．対象者の専門種目における自己ベストタイムは，FINA
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points 換算で 817.6 ± 18.2 points であった．対象者には事前に実験の危険性，利益，

ストレスについて十分に説明し，書面にて彼らのインフォームドコンセントを得た．

本研究は，大学の倫理委員会の承認 (課題番号: 体 26-108) を得て実施した．

2.2 実験設定

実験は，屋内 50 m プールにて実施した．実験が行われた 2014 年 12 月 22 日から

2015 年 1 月 14 日の期間における平均水温は，27.2 ± 0.8 ºC であった．研究課題Ⅱ

と同様に，2 台のビデオカメラ (High-speed camera 1394，DKH Inc.) をプール側方

の水中窓越しに設置し，泳者の矢状面動作を撮影した．カメラのサンプリング周波

数は 100 Hz，シャッタースピードは 1/250 sec に設定した．2 次元動作分析を行うた

めに，ワイヤレス自発光マーカー (煌，Nobby Tech Inc.) を研究課題Ⅱと同様の位置

に取り付けた．
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SEMG の測定では，無線テレメータ型の表面筋電計 (DL-5000，S&ME Inc.) を用

いた．EMG データは，サンプリング周波数 1000 Hz で記録した．被験筋は，研究課

題Ⅱと同様の 6 筋とした．各筋の EMG 信号は，ディスポーザブル電極 (Blue Sensor

P-00-S, Ambu Inc.) を用いて，研究課題Ⅱと同様の位置に電極を貼付して収集され

た．なお，電極電極間距離は 2 cm に設定した．皮膚表面のアーチファクト成分を

除去するために，電極貼付前に，体毛の処理と皮膚前処理剤を使用した皮膚処理を

行った．電極部分の防水処理は，研究課題Ⅰの方法を用いて防水処理を行った．映

像と EMG のデータを同期するために，同期装置 (PTS-110，DKH Inc.) を用いて，

映像の録画開始信号が EMG データに同時に記録された．

2.3

実験プロトコル

実験プロトコルは，Shimojo et al. (2014) と同様のプロトコルを用いた．対象者は，
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実験前に中強度での 1000 m のウォームアップスイムを行った．ウォーミングアッ

プの後，最初の実験課題として，水中プッシュオフスタートを行った後に水中ドル

フィンキックを用いてスタート地点から 15 m を最大努力で通過する試技を行った．

なお，造波抵抗の影響 (Lyttle et al. 2000) を除くため，泳者には水深 1.0 m 以下を

泳ぐよう指示した．この最初の試技は，泳者の最大努力のキック頻度を測定するた

めに設けられた．最初の試技の映像から，足先が各周期の最高点に達する時刻の間

隔を分析し，連続した 3 周期の時間間隔の平均値 (sec) から 3 周期の平均キック頻

度 (Hz) を算出し，その値を泳者の 100% キック頻度 (100% F) と定義した．泳者

の 100%F の値に基づき，85%，90%，95%，105%，110%，115%キック頻度 (各々，

85%F，90%F，95%F，105%F，110%F，115%F) を算出した．次に，ポータブルの防

水メトロノーム (Tempo Trainer Pro，Finis Inc.) を泳者のスイムキャップ内に挿入し，

85%F－115%F のキック頻度に対応した 6 段階の周期音を再生して，各キック頻度
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に同調させながら水中ドルフィンキックを行う試技を実施した．各試技において，

泳者は可能な限り泳速度を最大化するように指示した．キック頻度を同調させた試

技は，ランダムオーダーで実施し，疲労の影響を考慮して最低でも 5 分以上の休息

を各試技間に挟んだ．

2.4 キネマティクス変数の算出

水中ドルフィンキック中の全マーカーの座標は，動作分析ソフトウェア (Tracker，

open source physics) を用いてデジタイズした．デジタイズされた座標は，2 次元 DLT

法を用いて実座標に変換された．キャリブレーションは，1.4 m のキャリブレーシ

ョンオブジェクトを 6 m の範囲に 1 m 間隔で設置して行った．キャリブレーション

は各実験日ごとに毎回行った．各実験日におけるキャリブレーションオブジェクト

の分析点の実測値と算出値との標準誤差は，0.008±0.002 m であった．
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水中ドルフィンキックの周期は，足先座標の鉛直方向の最高点から始まり，次の

最高点で終わるまでと定義した．すべての変数は，壁から 8 m―14 m の区間におけ

る連続したドルフィンキック 3 周期とそれに先行する 15 フレームから得られた．

Connaboy et al. (2010) を参考に，すべての変数において 3 周期の平均値が分析に用

いられた．キック頻度とけり幅は，足先の座標から求めた．キック頻度は，ドルフ

ィンキックの 1 周期に要した時間の逆数と定義した．けり幅は，キック 1 周期にお

ける足先座標の鉛直成分の最高点から最低点までと定義した．キック動作は 2 局面

に分けた: (1) キック 1 周期における足先座標の鉛直成分の最高点から最低点に至

るまでの DK 局面; (2) キック 1 周期における足先座標の鉛直成分の最低点から次

の最高点に至るまでの UK 局面．各局面における足先の鉛直方向の平均速度と最大

速度は，足先座標から求めた．平均泳速度は，ドルフィンキックの 1 周期における

身体合成重心の水平移動速度の平均値と定義した．水中ドルフィンキックのフルー
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ド効率は，平均泳速度と身体後方への全身波速度を用いて算出できる (Zamparo et

al., 2002)．フルード効率 η F は，式 (2) を用いて以下のように算出された:

𝜂𝐹 = (𝑐 + 𝑈)/(2 ∙ 𝑐)，(2)

ηF はフルード効率，c は全身波速度，U は平均泳速度を示す．身体波速度は，手部

から足先に向かって位相ずれを伴って最大変位に到達する各身体 分析点の座標デ

ータから算出できる．各分析点間の距離の積算値を，分析点間の位相ずれ時間の積

算値で除することで，身体に沿った波の速度 (全身波速度) が得られる．波長は，

全身波速度と波の位相ずれ時間の積算値の積で算出し，身体長あたりの波長は，波

長を泳者の身体長で除することで算出した．身体長あたりの波長は，これまでの先

行 研 究 に お い て 水 棲 生 物 の UUS に お け る う ね り 様 式 の 評 価 に 用 い ら れ て お り

(Connaboy et al., 2009)，この値が小さいほど振動に近いうねり様式であることを表

し ， 振 動 に 近 い ほ ど 効 率 的 な う ね り 様 式 で あ る と 考 え ら れ て い る (Connaboy,
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Coleman, & Sanders, 2007)．Nicolas, Bideau, Colobert, and Berton (2007) は，フルード

効率の値について以下のように述べている: フルード効率 η F は，0.5―1.0 の間で

示され，泳速度が波速度よりも高ければ (U > c) その波は泳速度を減少させ，η F =

1 (U = c) の場合はすべてのパワーが推進するためのパワーと等しく，η F < 1 (c > U)

の場合は部分的なパワーが消失していることを示す．各関節角度は，研究課題Ⅱの

方法に従って，肩関節，体幹，股関節，膝関節，足関節の角度を分析し，各関節の

最大・最小角度，関節可動域（Range of motion，以下 ROM），最大屈曲・伸展角速

度，最大屈曲・伸展角加速度をそれぞれ算出した．

2.5

EMG 変数の算出

測定された EMG 信号は，数値解析ソフトウェア MATLAB (Mathworks Inc.，USA)

を用いて，バンドパスフィルター (10―500 Hz) でフィルタリングされた．フィル
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タリングされた EMG 信号は，RMS を用いて平滑化された．Moore, Jones, and Dixon

(2014) に従い，RMS 曲線は 50 ms の時間窓で算出した．各ドルフィンキック周期

の平均 RMS 値は，各筋の筋放電量の指標として算出された．

各筋の活動時間は，Stirn et al. (2011) の方法に従って算出した．整流化した EMG

データを用いて，EMG energy の包絡線 E (t) を導出した．式 (4) のように，x (t) 250

ms の長さのスライディングウィンドウを用いてを用いて算出した:

𝑡 +125

𝐸(𝑡0 ) = ∫𝑡 0−125 𝑥 2 (𝑡)𝑑𝑡, (4)
0

EMG energy の包絡線から各周期におけるピーク値を調査し，各周期内におけるロ

ーカルピーク値の 30%以上の値を示した局面を筋活動時間と定義した (Conceição

et al., 2014; Stirn et al., 2011)．キック頻度を変化させたため，各周期の時間で標準化

した筋活動時間の割合を Active phase (%) とした．

さらに，各部位における屈筋―伸筋間の筋活動様式を分析するために，各部位に
120

おける屈筋―伸筋間の共活動時間を評価した．本研究では，水中ドルフィンキック

の 1 周期において屈筋と伸筋の活動時間が重なる局面を共活動時間と定義した．筋

活動時間と同様に，各周期の時間で標準化した共活動時間の割合を Co-active phase

(%) とした．なお，各部位における屈筋と伸筋のペアとして，体幹筋は RA–ES，大

腿筋は RF–BF，下腿筋は TA–GAS を定義した．本研究で算出した Co-active phase

は，屈筋－伸筋間における筋活動様式を示す指標にもなる．Co-active phase が 0 で

ある場合，2 筋の活動様式は完全な交互活動型で，Co-active phase の時間がより長

ければ，2 筋の活動様式はより共活動型であると評価した．

2.6

統計処理

すべてのデータは，平均値±標準偏差 (Mean ± SD) で示した．統計処理には，統

計処理ソフトウェア BellCurve for Excel (SSRI Inc.) を使用した．すべてのデータの
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正規性は，Shapiro-Wilk test で調査した．繰り返しのある一元配置分散分析を行うた

めに，データの球面性を Mauchly's sphericity test で調査した．球面性の仮説が棄却

された時，イプシロン係数の値が 0.75 未満の時には F 値を Greenhouse-Geisser 手

法に従って適応させ，0.75 以上の場合は F 値を Huyn-Feld の手法に従って適応させ

た (Vincent & Weir, 2012)．データの正規性が確認された場合，その変数は試技間を

繰り返しのある一元配置分散分析で比較し，事後検定として Sidak 法による多重比

較が行われた．データの正規性が確認されなかった場合，その変数は試技間を

Friedman test で比較し，事後検定は Scheffe 検定を行った．また，各部位の Co-active

phase と平均泳速度または推進効率指標との関係性は，Pearson の方法で相関係数を

算出し，無相関検定を行うことで分析した．Hopkins, Marshall, Batterham, and Hanin

(2009) に従い，“small，moderate，large，very large，nearly perfect” を示す相関係数

の各閾値は，0.1，0.3，0.5，0.7，0.9 と定義した．統計処理における有意確率の危険
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率は 5%とした．
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3. 結果

Table 4 にキネマティクス変数の結果を示した．各試技間 (85%F―115%F) の比較

において，キック頻度，けり幅，平均泳速度，波速度，波長，身体長あたりの波長，

フルード効率，蹴り上げ局面の足先速度の平均値および最大値において，キック頻

度の有意な主効果が確認された (F=4.23―81.47, p < .05)．Table 5，Table 6，Table 7

には，関節角度，関節角速度，関節角加速度の結果を それぞれ示した．各試技間

(85%F―115%F) の比較において，体幹角度 ROM，股関節最小角度，股関節角度 ROM，

膝関節最小角度，膝関節角度 ROM，足関節最大角度，足関節角度 ROM，体幹最大

伸展角速度，膝関節最大屈曲角加速度，膝関節最大伸展角加速度において，キック

頻度の有意な主効果が確認された (F=3.08―15.30, p < .05)．

EMG 測定では，電極への漏水のために，1 人の対象者における 2 筋 (RF = 1，TA

= 1) のデータ収集に失敗した．そのため，RF と TA は，7 人分のデータがその後の
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分析に用いられた．Table 8 に，平均 RMS の結果を示した．各試技間 (85%F―115%F)

の比較において，RA，RF，BF，TA，GAS の平均 RMS の値において，キック頻度

の有意な主効果が確認された (F=3.01―7.02 (χ2 =14.86―24.32), p < .05)．Active phase

と Co-active phase の結果を，Table 8 と Figure 13 に示した．各試技間 (85%F―115%F)

の比較において，全ての筋の Active phase，ならびに全ての部位の Co-active phase に

おいて，キック頻度の有意な主効果が確認された (F=5.63―19.12 (χ2 =25.98―34.16),

p < .05)．Figure 14 に，代表的な対象者における各試技のキック 1 周期における Active

phase と Co-active phase の時系列データを示した．

Table 9 には，相関分析の結果を示した．RA-ES の Co-active phase と平均泳速度

(r = .267，p < .05)，RF-BF の Co-active phase と平均泳速度 (r = .418，p < .05)，RA-

ES の Co-active phase とフルード効率 (r = -.527，p < .05) において有意な相関関係

が確認された．さらに，有意な関係性がみられた変数における散布図を Figure 15 に
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示した．
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Table 4. The kinematic variables during the underwater dolphin kick in the seven kick frequency trials.
Variables
Kick frequency
Kick amplitude
Average swimming velocity
Downward kick phase

Unit
(Hz)
(m)

85%F

90%F

95%F

100%F

105%F

110%F

115%F

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

1.71±0.16

1.79±0.20a

1.87±0.22a,b

1.99±0.15a,b,c

2.03±0.19a,b,c

2.12±0.22a,b,e

2.29±0.24a,b,c,d,e,f

*

a,b,c,d,e,f

*

a

*

a,b,c

*

a,b,c

0.52±0.07
-1

(m∙s ) 1.25±0.07
(%)

Upward kick phase

(%)

Wave velocity
Wave length

44.9±3.3
54.1±1.9

0.52±0.06
1.29±0.08
45.8±2.3

0.49±0.06
1.30±0.08
45.9±2.7

a,b

0.48±0.05

a

a,b

0.47±0.06

a

1.35±0.08

1.31±0.07

a

a

46.7±1.4

a,b,c,d

0.45±0.05

a

1.34±0.07

47.0±1.8

ANOVA

0.42±0.06
1.35±0.09

46.4±1.6

47.4±1.5

54.2±2.3

54.1±2.7

53.3±1.4

53.0±1.8

53.6±1.7

52.6±1.5

*

(m∙s -1 ) 2.79±0.24

2.88±0.26a

2.94±0.24a

3.02±0.19a

3.13±0.20a,b,c

3.18±0.20a,b,c,d

3.38±0.26a,b,c,d,e,f

*

(m)

1.62±0.13

1.58±0.11

1.53±0.12a,b

1.55±0.10a

1.51±0.13a,b,c

1.49±0.12a,b,c

*

1.64±0.11

Wave length per body

0.79±0.03

Froude efficiency

0.73±0.03

0.78±0.04

0.77±0.03

a,b,c

0.74±0.04

a,b

0.75±0.03
a

a,b,c

0.73±0.05

a,b,c,e

0.72±0.05

a,b,c,d

*

0.72±0.03

0.72±0.02

0.72±0.03

0.71±0.02

0.71±0.02

0.70±0.03

*

-1.88±0.14

-1.89±0.19

-1.91±0.14

-1.86±0.16

-1.89±0.13

-1.86±0.16

n.s.

(m∙s ) -3.21±0.35

-3.28±0.27

-3.24±0.30

-3.26±0.27

-3.21±0.31

-3.20±0.25

-3.18±0.28

n.s.

(m∙s -1 ) 1.52±0.19

1.60±0.20

1.60±0.21

1.68±0.20a

1.66±0.16a

1.67±0.16a

1.66±0.17a

*

2.60±0.41

a

a

a

a

*

Toe verical velocity
Downward phase
Average velocity
Maximum velocity

(m∙s -1 ) -1.83±0.17
-1

Upward phase
Average velocity
Maximum velocity

-1

(m∙s ) 2.46±0.40

2.59±0.38

2.74±0.35

2.68±0.31

2.72±0.30

2.71±0.32

* significant main effect in ANOVA, p < .05. n.s. no significant main effect in ANOVA, p ≧.05. a significant difference from 85%F, p < .05. b significant difference from 90%F, p < .05.
c

significant difference from 95%F, p < .05. d significant difference from 100%F, p < .05. e significant difference from 105%F, p < .05. f significant difference from 110%F, p < .05.
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Table 5. The maximum, minimum joint angle, and the range of motion during the underwater dolphin kick in the
seven kick frequency trials.

Variables

100%F

105%F

110%F

115%F

ANOVA

Unit

85%F

90%F

95%F

-maximum angle

degree

195.3±5.4

195.2±3.9

195.6±5.8

195.6±4.2

195.3±5.5

194.4±3.4

193.8±4.0

n.s.

-minimum angle

degree

183.2±3.9

184.1±3.6

184.5±3.4

184.4±3.9

184.1±3.5

184.6±4.0

184.7±3.7

n.s.

-range of motion

degree

12.1±6.9

11.1±4.0

11.0±5.4

11.2±4.2

11.2±4.9

9.8±3.4

9.1±4.3

n.s.

-maximum angle

degree

177.4±9.1

176.8±7.6

174.4±6.4

176.5±8.3

173.7±5.0

173.3±8.0

173.2±6.5

n.s.

-minimum angle

degree

153.7±7.5

151.9±10.8

153.9±8.5

154.2±8.1

153.8±8.9

154.7±11.5

156.1±8.7

n.s.

-range of motion

degree

23.7±4.9

24.9±5.5

20.5±4.0

22.3±5.6

19.9±4.5

18.5±5.2

-maximum angle

degree

205.2±12.2

206.8±11.7

205.8±12.1

205.2±11.0

205.4±12.5

204.4±10.9

203.7±11.6

-minimum angle

degree

165.9±10.7

168.2±9.5

169.1±9.2

169.3±11.3

171.2±7.9a
34.2±7.8

173.1±9.1a,b

173.4±9.4a,b

*

a,b,c

*

188.9±4.5

188.2±4.5

(p )

Shoulder

Trunk

b

17.0±3.8

a,b,d

*

Hip

-range of motion

degree

39.3±7.3

38.6±6.7

36.7±8.2

35.9±9.4

degree

189.3±5.1

189.5±5.1

188.8±5.4

189.3±4.1

31.3±5.6

a,b

30.2±6.1

n.s.

Knee
-maximum angle

b

-minimum angle

degree

117.0±7.9

116.4±8.4

118.2±8.9

-range of motion

degree

72.3±6.9

73.1±5.2

70.5±6.1

69.2±6.0

-maximum angle

degree

210.5±5.3

210.0±5.2

208.6±5.5

-minimum angle

degree

161.4±4.5

160.7±6.5

160.3±6.5

207.8±5.4a,b
161.1±7.8

120.1±7.0
b

119.5±8.2

121.4±8.0

187.8±4.5
a,b

a,b

69.4±6.5

66.8±5.9

210.2±6.1a,b
162.2±7.7

208.3±6.3a,b
162.7±6.4

124.1±9.3
63.7±5.9

n.s.
a,b,c,d,e

a,b,c,d,e

*
*

Ankle

-range of motion

degree

49.0±4.2

49.3±5.6

48.3±6.2

46.7±7.4
a

48.0±6.4

45.6±8.1

206.6±6.6a,b,c
163.3±6.3
43.3±5.9
b

a,b

*
n.s.
*

* significant main effect in ANOVA, p < .05. n.s. no significant main effect in ANOVA, p ≧.05. significant difference from 85%F, p < .05. significant difference from 90%F,
p < .05. c significant difference from 95%F, p < .05. d significant difference from 100%F, p < .05. e significant difference from 105%F, p < .05.
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Table 6. The maximum angular velocity during the underwater dolphin kick in the seven kick frequency trials.

Variables

Unit

85%F

90%F

95%F

100%F

105%F

110%F

ANOVA

115%F

(p )

Shoulder
-maximum flex anguler velocity

degree∙s-1

72.8±40.2

67.6±23.0

68.9±32.4

74.6±27.6

77.7±33.5

70.6±33.5

67.8±31.0

n.s.

-maximum extend anguler velocity

degree∙s-1

-55.4±29.9

-56.7±22.6

-59.6±28.0

-58.5±24.1

-59.0±24.4

-56.1±19.8

-59.5±30.5

n.s.

degree∙s-1

157.2±30.2

195.0±76.6

146.3±28.7

181.6±88.7

138±32.9

154.2±53.8

Trunk
-maximum flex anguler velocity
-maximum extend anguler velocity

-1

-157.4±42.7

-180.0±34.3

-153.4±37.5

-155.4±37.5

-149.5±45.8

-123.7±29.1

-1

degree∙s

150.4±33.1
b

-127.2±29.5

n.s.
b

*

Hip
-maximum flex anguler velocity

degree∙s

-211.4±48.8

-230.6±68.1

-215.5±81.4

-221.2±43.4

-219.1±58.3

-209.8±54.7

-198.3±52.8

n.s.

-maximum extend anguler velocity

degree∙s-1

240.7±33.3

272.2±50.2

253.2±32.7

270.9±56.5

250.5±39.0

251.4±29.9

250.6±34.5

n.s.

-1

-429.6±50.7

-460.0±49.9

-440.1±64.7

-451.1±54.3

-467.9±71.8

-449.5±39.7

-457.1±41.2

n.s.

-1

461.8±62.6

475.9±58.7

472.3±58.9

480.5±43.4

487.8±45.5

478.8±45.5

480.9±51.8

n.s.

-1

426.7±83.8

417.0±72.4

419.3±60.0

427.2±80.8

431.3±86.7

436.1±89.9

427.5±71.6

n.s.

-1

-363.7±61.0

-357.0±54.4

-371±78.3

-395.1±98.4

-373.5±86.6

-400.5±75.6

382.6±74.3

n.s.

Knee
-maximum flex anguler velocity
-maximum extend anguler velocity

degree∙s
degree∙s

Ankle
-maximum planter flex anguler velocity
-maximum dorsiflex anguler velocity

degree∙s
degree∙s

b

* significant main effect in ANOVA, p < .05. n.s. no significant main effect in ANOVA, p ≧.05. significant difference from 90%F, p < .05.
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Table 7. The maximum angular acceleration during the underwater dolphin kick in the seven kick frequency trials.

Variables

Unit

85%F

90%F

95%F

100%F

105%F

110%F

ANOVA

115%F

(p )

Shoulder
-2

794.7±418.6

842.0±332.3

819.5±366.5

1094.6±478.3

923.4±333.3

972.7±360.1

1034.0±430.2

n.s.

-2

-1158.9±715.6

-1088.4±458.0

-1132.8±574.2

-1305.4±749.9

-1286.0±369.0

-1114.4±365.4

-1113.0±411.5

n.s.

-2

2414.3±1042.7

2910.0±1408.9

2329.9±971.4

2869.5±1492.8

2619.2±1176.4

2263.3±1381.1

2160.7±1128.5

n.s.

-2

degree∙s

-2755.9±918.6

-3352.8±1618.4

-2650.3±966.4

-2571.7±966.6

-2627.9±1400.9

-2427.9±831.6

-2569.4±819.4

n.s.

-maximum flex anguler acceleration

degree∙s-2

-3153.3±991.8

-3612.1±1027.2

-3180.6±1127.3

-3712.0±1302.3

-3379.0±874.4

-3218.9±849.1

-3330.0±1202.5

n.s.

-maximum extend anguler acceleration

degree∙s

3935.4±769.5

4610.2±1495.8

4307.1±1163.2

4282.1±718.1

4467.9±1602.9

4498.6±1082.2

4284.7±721.0

n.s.

degree∙s-2

-4321.5±715.5

-4474.5±790.3

-5256.8±1130.1a -5823.9±1267.2a,b,c

8417.8±1342.2

-4995.8±819.4a
9014.7±707.8

-5340.6±1173.7a

7992.9±1250.1

-4682.3±936.9a
8670.5±815.1

-maximum flex anguler acceleration
-maximum extend anguler acceleration

degree∙s
degree∙s

Trunk
-maximum flex anguler acceleration
-maximum extend anguler acceleration

degree∙s

Hip
-2

Knee
-maximum flex anguler acceleration
-maximum extend anguler acceleration

-2

degree∙s

9106.6±1020.5

a

9047.0±980.6

a

9543.0±749.2

a,b,c

*
*

Ankle
-2

-maximum planter flex anguler acceleration

degree∙s

7984.1±2713.3

7447.7±1405.3

7693.2±1282.9

8079.6±1859.0

8053.1±1822.4

8571.8±2234.5

8867.4±1688.6

n.s.

-maximum dorsiflex anguler acceleration

degree∙s-2

-7029.4±3225.3

-6003.4±993.8

-5764.1±957.6

-6298.2±1404.8

-6364.3±490.3

-6423.8±908.4

-6104.1±650.9

n.s.

a

b

* significant main effect in ANOVA, p < .05. n.s. no significant main effect in ANOVA, p ≧.05. significant difference from 85%F, p < .05. significant difference from 90%F, p < .05.
c

significant difference from 95%F, p < .05.
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Table 8. The average root mean square (RMS) and the active phase of the electromyography in each muscle during
the underwater dolphin kick in the seven kick frequency trials.

Variables

n

Unit

85%F

90%F

95%F

100%F

105%F

110%F

115%F

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

ANOVA or
Friedman test

Average RMS
RA

n=8 (mV)

0.129±0.097

0.145±0.115

0.138±0.105

0.154±0.094

0.141±0.102

0.161±0.134

0.186±0.153a

*

ES

n=8 (mV)

0.129±0.074

0.127±0.060

0.123±0.071

0.124±0.054

0.121±0.072

0.126±0.072

0.135±0.089

n.s.

RF

n=7 (mV)

0.144±0.080

0.162±0.090

0.163±0.100

0.167±0.100

0.169±0.092

0.187±0.107a

0.192±0.108a

*

BF

n=8 (mV)

0.151±0.064

0.162±0.075

0.156±0.070

0.173±0.082

0.169±0.071

0.171±0.077

0.174±0.088

*

TA

n=7 (mV)

0.103±0.074

0.116±0.087

0.112±0.095

0.121±0.102

0.135±0.126

0.143±0.125

0.157±0.137a,c

*

GAS

n=8 (mV)

0.280±0.355

0.310±0.399

0.360±0.541

0.421±0.665

0.400±0.592

0.360±0.468

0.396±0.591

*

n=8 (%)

47.1±7.1

53.4±6.9

54.2±6.5

58.7±7.3

58.7±6.5a

59.9±5.3a

64.0±6.0a,b

*

a

a

Active phase
RA

a

a

a

a,b,c,d,e,f

ES

n=8 (%)

50.8±6.9

50.4±6.1

51.4±14.0

55.3±5.9

55.4±7.5

59.6±7.1

64.1±8.2

*

RF

n=7 (%)

47.7±6.0

49.8±6.3

49.3±11.6

57.9±5.6

57.2±3.6

60.5±5.7

64.7±2.9a,b

*

BF

n=8 (%)

54.1±7.3

55.3±6.0

57.0±4.7

61.4±4.5

60.1±7.6

62.9±6.4

71.6±5.1a,b,c,d,e

*

a

a

a

TA

n=7 (%)

54.5±9.5

56.5±12.6

61.0±12.7

63.1±12.0

64.6±9.1

67.5±15.7

70.9±11.1

*

GAS

n=8 (%)

47.9±5.9

52.7±8.9

53.4±11.3

59.4±11.3

61.1±14.0

64.5±17.1

63.3±5.7a

*

a

* significant main effect in ANOVA or Friedman test, p < .05. n.s. no siginificant main effect in ANOVA or Friedman test, p ≧ .05. significant difference from
85%F, p < .05. b significant difference from 90%F, p < .05. c significant difference from 95%F, p < .05. d significant difference from 100%F, p < .05. e significant
difference from 105%F, p < .05. f significant difference from 110%F, p < .05.
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Figure 13. The co-active phases in all muscle pairs during the underwater dolphin
kick swimming trials with the different kick frequencies.
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Figure 14. The example of the muscular activation patterns during the underwater dolphin kick swimming trials
with the different kick frequencies in one subject.
133

Figure 15. The scatter diagrams of the significant relationships between the coactive phase and the average swimming velocity or the Froude efficiency in the
correlation analysis. A: the relationship between the co-active phase in RA-ES and
the average swimming velocity. B: the relationship between the co-active phase in
RF-BF and the average swimming velocity. C: the relationship between the co-active
phase in RA-ES and the Froude efficiency.
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Table 9. The correlation coefficients (r) between the co-active phase of each muscle
pair

and the average swimming velocity or the Froude efficiency.
Co-active phase

Average swimming velocity
Froude efficiency

-1

(m•s )

RA―ES

RF―BF

TA―GAS

. 267 *

. 418 *

-. 089

-. 527 *

-. 213

-. 279

*Significant correlation, p < .05.
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4. 考察

研究課題Ⅲは，水中ドルフィンキックにおけるキック頻度の増加が体幹，大腿，下

腿の筋活動様式に与える影響について明らかにすることを目的とした．結果として，

即時的なキック頻度の増加に伴い，各部位の屈筋―伸筋間の筋活動様式が交互活動型

から共活動型に変化することが明らかとなった．さらに，RA-ES の Co-active phase と

フルード効率との間に有意な負の相関関係が確認され，体幹筋の活動様式は水中ドル

フィンキックの推進効率と関連することが明らかとなった．

Table 4 のように，泳者のキック頻度は提示された頻度に対応して変化していたこ

とから，本研究の対象者は周期音を用いてキック頻度を正確に制御できたことが確認

された．最大努力時以上のキック頻度の試技 (105% F―115% F) では，けり幅とフル

ード効率が減少し，平均泳速度が変化しなかった (Table 4)．これらの結果は Shimojo
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et al. (2014) の先行研究の結果と一致しており，即時的に泳者のキック頻度を最大努

力以上に増加させた際に，泳者の水中ドルフィンキック動作が推進効率が低下するこ

とが再確認された．また，波長と身体長あたりの波長は，キック頻度の増加に伴って

有意な短縮することが確認された (Table 4)．身体長あたりの波長が短縮した結果か

ら，水中ドルフィンキックにおけるうねり運動がより振動に近いうねり運動に変化し

たと解釈できる．本研究の結果とは対照的に，男性泳者を対象とした Shimojo et al.

(2014) の研究では，水中ドルフィンキックのキック頻度の増加に伴って身体長あた

りの波長が有意に伸張したことを報告している．そのため，キック頻度の増加に伴っ

たうねり様式の変化には性差がある可能性が考えられた．また，先行研究において，

身 体 長 あ た り の 波 長の 短 縮 は う ね り の 効率 化 を 示 す と 考 え られ て い る も の の

(Connaboy et al., 2009)，本研究では，キック頻度の増加に伴ってフルード効率が低下

することや筋放電量が増加することも確認された．このことから，水中ドルフィンキ
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ックのパフォーマンス評価をする上で，身体長あたりの波長だけでは泳パフォーマン

スの評価に不十分であると考えられた．

DK 局面における足先鉛直速度の平均値と最大値は，キック頻度の増加に対して変

化しなかった (Table 4)．一方で，UK 局面における足先鉛直速度の平均値と最大値は，

最大努力時以下のキック頻度の試技 (85% F―95% F) において増加したものの，最大

努力時以上のキック頻度の試技 (105% F―115% F) では変化しなかった．従って，水

中ドルフィンキックにおける足先鉛直速度は，キック頻度を最大努力時以上に増加さ

せた際には，両局面において変化しないことが確認された．先行研究において，水中

ドルフィンキックにおける平均泳速度と UK 局面中の足先鉛直速度の最大値に正の

相関関係があったことが報告されている (Atkison et al., 2014)．本研究において，キッ

ク頻度の増加に伴った UK 局面における足先鉛直速度の変化と平均泳速度の変化は，

類似した変化を示していた．そのため，最大努力時以上のキック頻度において，UK
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局面における足先鉛直速度を増加できなかったことが平均泳速度の変化に影響して

いた可能性が考えられた．

水中ドルフィンキック中の体幹，股関節，膝関節，足関節の ROM は，キック頻度

の増加に伴って減少しており (Table 5)，この結果はけり幅の減少の結果と一致して

いた．また，Table 6 のように，水中ドルフィンキック中の関節角速度の最大値は，キ

ック頻度の増加に伴って変化していなかった．泳者が水中ドルフィンキックの運動様

式を変えずにキック頻度だけを高めるには，関節角速度を高めて，素早く動作を遂行

することが必要不可欠である．ゆえに，泳者は関節角速度を増加できなかったために，

関節 ROM とけり幅を減少させ，キック頻度を調整したと考えられた．

Table 7 における関節角加速度の結果では，キック頻度の増加に伴い，膝関節での

み最大屈曲角加速度と最大伸展角加速度が増加することが確認された．膝関節におけ

る角速度の最大値や最小値には変化がみられなかったため，キック頻度の増加に伴っ
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て膝関節運動における加減速が大きくなったと言える．研究課題Ⅱの Figure 12 の結

果では，膝関節の運動に関与する RF―BF 間の共活動が DK 局面終盤に生じているこ

とが示されており，この共活動が生じる局面は，膝関節における屈曲角加速度のピー

クが生じた局面とほぼ一致していた．そのため，関節の屈曲と伸展を交互に繰り返す

水中ドルフィンキック動作において，筋の共活動による膝関節運動の静止作用が強調

されて，角加速度のみがキック頻度の増加に伴って変化したと推察された．

Table 8 のように，最大努力時以下のキック頻度の試技 (85% F―95% F) では，キッ

ク頻度の増加に伴って，RA，RF，BF，TA，GAS における平均 RMS の増加がみられ，

最大努力時以上のキック頻度の試技 (105% F―115% F) では，キック頻度の増加に伴

って，RA，RF，TA における平均 RMS の増加がみられた．Jammes et al. (2010) は，

フィンスイミングにおいてキック頻度の増加に伴って外側広筋，TA，GAS における

EMG の RMS 値が増加したことを報告している．この先行研究の結果は，本研究にお
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ける最大努力時以下のキック頻度の結果と類似していた．また，ES はキック頻度の

増加に対して平均 RMS 値がほぼ一定の値を示しており，BF と GAS における平均

RMS 値も最大努力時以上のキック頻度の試技おいて変化がみられなかった．ES, BF，

GAS は身体背部の筋であり，これらの筋は主に UK に関与していると考えられる．

そのため，最大努力時以上のキック頻度の試技では，身体背面にある UK に関与する

筋の活動度合が変化しなかったと考えられた．この結果は，UK 局面の足先鉛直速度

が最大努力時以上のキック頻度の試技で変化しなかったことと対応していた．さらに，

筋活動度合と対応する各関節の最大角加速度は，キック頻度の増加に対して膝関節以

外の関節では変化がみられず，各関節の最大角速度は，すべての関節においてキック

頻度の増加に対して変化がみられなかった．そのため，ES 以外の筋における放電量

の増加は，キック周期中における関節運動速度の増加に貢献していなかったことが明

らかとなった．
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Figure 13 において，すべての部位の Co-active phase は，キック頻度の増加に伴っ

て増加していた．主働筋と拮抗筋の間の共活動は，互いが発揮し合った力を相殺して

正味の運動を生成しない非効率的な筋活動であると考えられており (Winter, 2009)，

本研究でも，筋放電量がキック頻度の増加に伴って増加したにも関わらず，各関節に

おける最大角速度の変化がみられなかった．また，研究課題Ⅱでは水中ドルフィンキ

ック周期中の体幹筋および大腿筋における屈筋と伸筋の交互活動は，エリート選手に

おける典型的な筋活動様式であった．これらのことから，キック頻度を増加させる課

題に対して，各部位における屈筋―伸筋間の筋活動様式が非効率的に変化したと考え

られた．

Figure 14 に示したキック頻度の増加に伴う筋活動様式の変化の例から，各筋の活

動順番は各試技間でほとんど変化していないことが観察された．そのため，体幹，大

腿，下腿の筋におけるキック中の活動順番は，キック頻度の増加に対して変化しない
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可能性が推察された．また，Figure 14 において，キック頻度の増加によりキック周期

時間が短縮しているにも関わらず，各筋の活動時間がほぼ変化していなかったことが

観察された．このことから，Figure 13 のようにキック頻度の増加に伴って各部位の

Co-active phase が延長した要因として，筋を過剰に活動させ，筋活動時間を短縮でき

なかったことが影響した可能性が考えられた．

最大努力時以上のキック頻度の試技 (105% F―115% F) における結果をまとめる

と，キック頻度の増加に伴って，RA，RF，TA における平均 RMS 値の増加がみられ

たのに対し，ES，BF，GAS における平均 RMS 値には変化がみらず，屈筋―伸筋間の

Co-active phase も増加がみられ，各関節における運動速度は変化せず，足先鉛直速度

も変化がみられなかった．Shimojo et al. (2014) は，最大努力以上のキック頻度を泳者

に課した際に，下肢のトルクパワーの減少により，けり幅が小さくなることを推察し

ている．本研究では，関節トルクを測定していないため，キック頻度の増加に伴う関
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節トルクパワーの変化は明らかにできない．しかしながら，本研究の結果から，キッ

ク頻度の増加に対して，UK に関与する筋の活動度合が変化しなかったこと，ならび

に拮抗筋の共活動が増加したことにより，泳者は関節角速度を増加できず，キック頻

度を調整するためにけり幅を減少せざるを得なかったことが推察された．

Table 9 と Figure 15 のように，本研究で得られた RA-ES の Co-active phase とフルー

ド効率の間には高い相関関係が示された．この結果は，体幹筋における非効率的な筋

活動様式が，推進効率の低下と関連することを示している．機能解剖学的に，RA と

ES の交互活動は，体幹の屈曲伸展運動を引き起こす．Nakashima (2009) は，水中ド

ルフィンキックにおけるうねり運動は上半身の安定性に貢献し，泳速度と推進効率の

両方を改善させることを報告している．そのため，水中ドルフィンキックにおける体

幹筋の交互活動は，体幹のうねり運動を強調し，ドルフィンキックの推進効率を改善

させる可能性があると考えられた．
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5. 本章のまとめ

研究課題Ⅲの目的は，水中ドルフィンキックにおけるキック頻度の増加が筋活動様

式に与える影響を明らかにすることであった．その結果として，主に以下のような知

見が得られた．

1) キック頻度の増加に伴って，腹直筋，大腿直筋，前脛骨筋における筋放電量の増

加が観察された．

2) キック頻度の増加に伴って，各部位における屈筋と伸筋の共活動時間が延長し，

筋活動様式が非効率的に変化した．
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3) 本実験で得られた全てのデータから，水中ドルフィンキック周期中の体幹筋にお

ける共活動時間とフルード (推進) 効率の間に負の相関関係が確認された．
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Ⅶ.総合討論

1. 水中 EMG 測定における電極防水処理法

本研究では，Kaneda et al. (2009) と Silvers and Dolny (2011) の方法を参考に，予備

実験を通して，水中ドルフィンキック中の SEMG を測定できる電極防水処理法を検

討し，十分な防水性が確認できた手法をすべての実験で採用した．最初の予備実験で

は，上記の先行研究を参考に，透明のドレッシングテープのみを電極防水処理に用い

たが，水中ドルフィンキック時の素早い関節運動と水の抵抗力によってドレッシング

テープが剥がれてしまった．そのため，その後の予備実験での試行錯誤の結果として，

ドレッシングテープの端を粘着力の強いテープで補強することにより，水中ドルフィ

ンキック中にドレッシングテープを剥がれなくさせることが可能となった．それゆえ，
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本研究で採用した手法は，水中ドルフィンキックのような素早い動作にも対応した手

法であり，仮に対象となる運動が静的な運動や動作がゆっくりとした運動の場合では，

ドレッシングテープのみを使用した防水処理でも十分であるかもしれない．

また，これまでの実験を通じて，電極防水処理実施時に留意すべき点が 3 点挙げら

れる．1 点目として，テープによる圧迫である．テープによる強い圧迫は，電極下の

筋線維数に影響を与える可能性があるため (Veneziano et al., 2006)，それぞれのテープ

の貼付時は可能な限り電極部分に圧をかけないように留意すべきである．2 点目とし

て，気温や水温の調整である．高温環境は，体温の上昇と発汗を生じさせ，汗のよる

電極内への浸水につながる． 3 点目として，関節運動による皮膚の伸縮である．例え

ば，水中ドルフィンキックにおいて，大腿の前面と後面の皮膚は，膝関節の屈曲―伸

展運動によって大きく伸縮する．そのため，対象者の皮膚が最も短縮している姿勢で

その部位に防水処理を施すと，その後の関節運動によって貼付したテープが裂けるこ
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とがある．ゆえに，特に皮膚の伸縮が大きい部位に対して電極防水処理を施す際には，

皮膚が伸長するような姿勢でその部位に防水処理を施すほうが良い．このような理由

から，本研究の電極防水処理を行う際には，これらの点について留意しながら実施す

ることが重要である．

先行研究において，水中環境において測定された SEMG データと，陸上環境にお

いて測定された SEMG データが比較されることは少なくない．例えば，いくつかの

研究では，水泳中に測定された EMG 振幅の標準化を行うために，陸上環境での等尺

性随意収縮運動 (MVC) 中に測定された EMG データのピーク値で補正する方法

(%MVC 法 ) を 採 用 し て い る (Bressel, Dolny, & Gibbons, 2011; Kaneda, Sato,

Wakabayashi, & Nomura, 2009; Kobayashi, Kaneoka, Takagi, Sengoku, & Takemura, 2015;

Silvers & Dolny, 2011)．Veneziano et al. (2006) は，陸上環境と水中環境で測定された

EMG データを比較する際に，電極防水処理によって電極下の筋線維数が変化する畏
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れがあるため，両条件において電極防水処理を施して EMG を測定するべきだと指摘

している．研究課題Ⅰでは，電極防水処理が電極下の筋形態に変化を及ぼしたかにつ

いては分析できていないものの，電極防水処理は EMG の振幅や周波数特性に影響を

与えないことが確認された．そのため，振幅標準化のための陸上 MVC 中の SEMG 測

定において，技術と時間を要する電極防水処理は必ずしも必要ではないと考えられた．

研究課題Ⅱおよび研究課題Ⅲでは，研究課題Ⅰの電極防水処理法を用いて，水中ド

ルフィンキック中の SEMG 測定を行った．研究課題Ⅱでは対象者 9 名における 54 筋

中の 54 筋 (100.0%)，研究課題Ⅲでは対象者 8 名の 48 筋中の 46 筋 (95.8%) の EMG

データを収集することができ，両実験において 95%以上の筋で SEMG データの収集

に成功した．研究課題Ⅲで測定できなかった 2 筋については，実験中に防水テープ内

への漏水が確認され，試技の途中から EMG に大きなノイズが生じていた．電極内へ

の漏水が生じた理由として，研究課題Ⅲでは，対象者 1 人の実験に 30 分以上の時間
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を有したために，繰り返しの動作や発汗によってテープの粘着性の低下に影響したと

考えられる．そのため，本研究で用いた電極防水処理手法は未だ完全ではないものの，

30 分間以下の浸水運動を行う場合には概ね測定可能であると言える．

2. 水泳 EMG 研究へのワイヤレスロガー型筋電計の応用

水泳の EMG 研究が 1964 年に発表されてから現在に至るまで，その EMG 測定手法

は測定機器の発展とともに変化してきた．Martens, Figueiredo, and Daly (2015) は，過

去 50 年間における水泳 EMG 研究をレビューし，これまで行われてきた EMG の測定

手法をまとめた結果として，多くの先行研究はテレメータ型の表面筋電計を用いてい

るものの，ワイヤレスの測定技術を水泳の分析に応用した研究は未だ報告されていな

いことが述べられている．従来の有線テレメータ型の表面筋電計を用いた水泳の先行
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研究では，防水仕様ではないテレメータを水面上に置く必要があり，テレメータと電

極の間を長いリード線で接続して，検者がリード線とテレメータを持って泳者に並走

して測定を行っていた (Ikuta et al., 2012)．このような長いリード線の使用は，泳者の

動作を妨げると同時に，水の抵抗によって大きなアーチファクトが生じさせる

(Veneziano et al., 2006)．例えば，背泳ぎのスタートから 7.5 m 通過までの泳動作を分

析した Hohmann, Fehr, Kirsten, and Krüger (2008) の研究では，20 m の長いリード線を

使用して SEMG 測定を実施したために，大きなモーションアーチファクトが生じた

ことが考察されている．仮に，水中ドルフィンキック中の SEMG を従来の有線テレ

メータ型の表面筋電計を用いて測定する場合，泳者が水深 1.0 m 付近を水平に推進す

るため，最低でも 2 m 程度のリード線が必要であると考えられる．さらに，このよう

な測定の場合，リード線の揺れによって泳動作が大きく制限されるだけでなく，大き

なモーションアーチファクトが生じることも懸念される．
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そこで本研究では，水中ドルフィンキック中の SEMG を測定するために，無線テ

レメータ型の筋電計を採用した．本研究で採用した筋電計は，無線通信ができない水

中環境で EMG データを内部ロギングする機能を有しており，水中環境での SEMG デ

ータをワイヤレスで測定することが可能であった．そのため，従来の有線テレメータ

型の筋電計を用いて測定された過去のデータ (未発表データ) と比較して，ノイズの

少ない EMG データを収集することができた．しかしながら，本研究で用いた EMG

システムでは，電極部分に防水処理を施す必要があり，研究課題Ⅲにおいては防水処

理が不十分であったために測定できなかったケースもみられた．そのため，より完全

な防水処理法を検討することが今後の課題として考えられる．さらに，本研究で用い

た筋電計は内蔵バッテリーで駆動しているため，連続して EMG データを収集できる

時間は，3～4 時間程度が限界であった．そのため，電極部分の防水性や連続駆動時間

の問題が解決できれば，今後は様々な実験内容で水泳中の SEMG を測定することが
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可能になると考えられる．

3. 水泳 EMG 研究における筋間の活動様式の評価

研究課題Ⅱでは，水中ドルフィンキックのキック周期中における体幹，大腿，下腿

の屈筋と伸筋は交互に活動すると仮定し，各部位における屈筋と伸筋の筋活動様式に

ついて分析を行った．その結果，体幹，大腿の屈筋と伸筋はキック周期中に交互活動

するものの，下腿の屈筋と伸筋は UK 局面において共活動をすることが明らかとなっ

た．UK 局面において下腿筋で共活動が生じた理由として，本研究では，クロール泳

中の上腕や前腕の筋で生じる共活動との類似性について着目した．クロール泳の上肢

ストローク動作を対象とした研究では，前腕や上腕の屈筋と伸筋が局所的に共活動を

行っていることが報告されており，この共活動は上肢における関節の剛性を高めて，
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水に効果的に運動量を与えるための筋活動戦略であることが指摘されている (Caty

et al., 2007; Lauer, Figueiredo, Vilas-Boas, Fernandes, & Rouard, 2013; Rouard & Clarys,

1995)．そのため，研究課題Ⅱにおいて観察された UK 局面における下腿の屈筋―伸

筋間の共活動は，足部で効果的に推進力を得るための筋活動戦略であると推察された．

Figure 12 と Figure 14 において，下腿の筋は，UK 局面終盤から DK 序盤において

両筋の非活動局面が存在していることが観察された．Arellano et al. (2002) や杉本ほ

か (2008) は，水中ドルフィンキック中の UK 局面後半は非推進局面であることを報

告しており，UK 局面の後半はその後に DK を行うための準備局面であると考えられ

ている．UK 局面から DK 局面に切り替わる局面では，膝関節の伸展運動に伴って足

関節に底屈方向への内的トルクが生じると考えられる．この底屈方向への内的トルク

を利用することで，腓腹筋が活動せずに，足関節を底屈させて足背部を適正な方向へ

向けることができる．そのため，下腿の筋における UK 局面終盤から DK 局面序盤の
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非活動局面は，本研究に参加したエリート大学競泳選手の効率的な泳動作の特徴であ

った可能性が考えられた．このように，効率的な泳動作の特徴を明らかにする上で，

今後は筋の非活動局面についても着目していくことが求められる．

フラッターキックとビート板を用いたドルフィンキックにおける先行研究では

(Barthels & Adrian, 1971; Oka et al., 1979)，キック中に体幹，大腿，下腿の屈筋と伸筋

が交互に活動することが報告されている．これらの先行研究に従って，本研究におい

ても各部位ごとで屈筋と伸筋間の活動様式について分析を行った．しかしながら，水

中ドルフィンキックは，ムチのしなりのように全身の関節が連動し，協応する動作で

あるため (下門ほか，2014)，部位間の筋活動様式にも着目することが必要である．例

えば，Moore, Jones, and Dixon (2014) のランニングを対象とした先行研究では，大腿

および下腿における屈筋―伸筋間の共活動だけでなく，大腿の屈筋―下腿の屈筋間の

共活動，大腿の屈筋―下腿の伸筋間の共活動，大腿の伸筋―下腿の屈筋間の共活動，
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大腿の伸筋―下腿の伸筋間の共活動を評価することにより，走速度の変化に応じて部

位間の筋活動様式がどのように変化したかについて分析している．このように，今後

は部位間の共活動に関わる評価指標を用いて，筋間の協調的な活動様式についても分

析するべきであると言える．

また，異なる競技レベルの泳者におけるクロール泳中の上腕二頭筋と上腕三頭筋の

共活動を調査した先行研究では，国際レベルの泳者は水中ストローク序盤では共活動

しないものの，中盤から終盤にかけて共活動度合を増加させ，局面に応じて筋活動様

式を的確に変化させることを報告している (Rouard, 2011)．さらに，Matsuda et al.

(2016) は，熟練泳者と初心者のフラッターキックにおける大腿直筋と大腿二頭筋の

活動様式を分析した結果，熟練泳者のほうが UK から DK に切り替わる局面における

筋間の共活動が少なく，熟練者のほうが交互活動を行っていると報告している．この

ように，泳技能の高い泳者ほど，その目的に応じて筋間の活動様式を効果的に変化さ
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せることが明らかになっている．そのため，キック中の屈筋―伸筋間の共活動の評価

は，水中ドルフィンキックの泳技能評価に応用できると考えられる．実際に，研究課

題Ⅲにおいて体幹の屈筋と伸筋の共活動時間とフルード効率の間に負の相関関係が

確認されたため，体幹の屈筋―伸筋間の活動様式と推進効率には関連性があることが

明らかになった．本研究では同一競技レベルの泳者のみで分析を行っているため，今

後は様々な競技レベルの泳者における水中ドルフィンキック中の EMG データを収集

することで，泳技能の高い泳者の筋活動様式の特徴をさらに明らかにできると考えら

れる．

4. 水泳中の EMG 測定から明らかにできる情報と他の研究手法との組み合わせ

本研究では，水中ドルフィンキック中の SEMG 測定を通じて，被験筋の活動の有

158

無，筋活動タイミング，筋活動量，EMG の周波数特性について分析を行うことがで

きた．これまでの水泳 EMG 研究では，上記以外にも，水泳中または水泳後における

筋疲労の評価に SEMG データが用いられている．Ikuta et al. (2012) は，200 m 自由形

レースを想定した 50 m×4 回の水泳プロトコルを行い，疲労に伴う筋出力の低下が

EMG 振幅を増大させるという特性から，各筋における EMG 信号の平均振幅を筋疲

労の指標として分析に用いている．また，Conceição et al. (2014) と Figueiredo, Rouard,

Vilas-Boas, and Fernandes (2013) は，筋疲労に伴って EMG 信号の周波数が徐派化する

という特性から，200m クロール泳や 200 m 平泳ぎ泳における筋疲労の経時的評価を

EMG 信号の周波数解析を用いて分析している．このように，先行研究の手法を応用

することで，今後は筋疲労が水中ドルフィンキックに与える影響についても分析でき

ると考えられる．

研究課題Ⅱおよび研究課題Ⅲでは，水中ドルフィンキック中の SEMG 測定と同時
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に，画像分析による泳動作のキネマティクス分析を行った．EMG から得られる情報

は，筋収縮に先行した筋の電気的興奮であるため，EMG とキネマティクス変数の情

報を組み合わせることにより，筋収縮が関節運動に与えた影響について分析できた．

しかしながら，本研究では 2 次元の画像分析を行ったため，矢状面上の泳動作とそれ

に関わる筋活動のみを分析しており，水中ドルフィンキック中の 3 次元的な関節運動

および 3 次元的な関節運動に関わる筋活動については分析できていない．近年では，

水中ドルフィンキック動作を水中用のモーションキャプチャーシステムを用いて 3

次元的に分析した研究が報告されており，従来よりも水中環境での 3 次元分析が実施

できるシステムが整ってきた．そのため，今後はモーションキャプチャーシステムと

EMG 測定を組み合わせることによって，キック中の 3 次元的な関節運動とそれに関

わる筋活動を明らかにすることが必要であると考えられる．

また本研究では，水中ドルフィンキック中の流体力データは測定できておらず，泳
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者が筋活動によってどのような推進力を発揮したかについては考察できなかった．そ

のため，今後は水中ドルフィンキック中の流体力パラメーターと SEMG を同時に分

析する研究が必要であると考えられる．角川ほか (2012) は，防水性の小型圧力セン

サーを用いて，平泳ぎキック中に泳者の足部周辺に生じる圧力分布を測定し，キック

中に足部に働く流体力を推定している．水中ドルフィンキックにおける推進力は主に

足部で発揮されるため (杉本ほか，2008)，足部の圧力分布測定法は水中ドルフィンキ

ック中の推進力発揮の評価としても応用できると考えられる．この圧力分布測定法で

は，泳者が発揮した時系列の流体力データを収集することができるため，圧力分布測

定法と SEMG 測定を組み合わせることによって，筋活動で生じる泳動作によって発

揮された流体力を明らかにでき，水中ドルフィンキックの効果的な推進力発揮に関わ

る筋活動の特徴を明らかにできる．さらに，水中ドルフィンキックの推進メカニズム

を明らかにするには，SEMG 測定，キネマティクス分析，圧力分布測定に加え，PIV
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法などによる流れ場の変化を観察することで，実際に泳者の泳動作が流体に与えた影

響について考察できる．これらを同時に測定することができれば，筋活動，泳動作，

流体力，流れ場の変化という泳者の内的および外的な観点から，総合的に水中ドルフ

ィンキックの推進メカニズムを解明することに貢献する研究ができると考えられる．

5. 本研究から得られた知見のトレーニングへの応用

研究課題Ⅱでは，水中ドルフィンキックの UK 局面序盤における下腿の共活動は，

効果的に推進力を生成するための筋活動戦略である可能性が示された．そのため，水

中ドルフィンキックの指導を行う際には，「DK 局面から UK 局面の切り返しのタイ

ミングでは，足関節底屈位を保持して水を捉える」という指導を行うべきであると言

える．また，本研究の結果から，水中ドルフィンキック中の下腿の筋活動様式は，フ
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ラッターキックにおける筋活動様式 (Oka et al., 1979) や，ビーフィンを用いたフィン

スイミング中の筋活動様式とは異なることが明らかとなった．従って，UK 局面の下

腿の共活動を習得する上で，フラッターキックやフィンを使用したキック泳とは筋活

動様式が異なることに留意し，水中ドルフィンキックのトレーニングを実施すべきで

あると言える．

また，研究課題Ⅲの結果から，水中ドルフィンキック中の RA―ES 間の交互活動と

フルード(推進) 効率の高さが関連することが明らかとなった．そのため，水中ドルフ

ィンキックの推進効率を高めるためには，キック中に RA と ES を交互に活動させ，

体幹のうねり運動を強調させるべきであると言える．しかしながら，これまでの指導

書において，「水中ドルフィンキック中の上半身は動かないようにすべき」と記述し

ているものが多い．例えば，Maglischo (2003) の指導書では，水中ドルフィンキック

中の上半身の姿勢に関して「腕，頭，胴体を一直線にし，抵抗の少ないストリームラ
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イン姿勢で固定する」と記述している．対照的に，Hochstein and Blickhan

(2014) の

研究では，水中ドルフィンキック中の上半身のわずかな振幅が推進効率の改善に重要

であることを指摘しており，指導書に記載されているような「上半身を固定する」と

いう表現は学術的に正しくない．そのため，推進効率の高い水中ドルフィンキックの

正しい指導法として，「キック中に体幹からうねり動作を行いつつも，振幅を最小限

にする」という表現を普及させていく必要があると考えられた．

さらに，これまでの先行研究では，水中ドルフィンキックのキック頻度を増加させ

ることにより，理論的に泳速度を高めることができることが報告されてきたが

(Cohen et al., 2012; Connaboy et al., 2009)，研究課題Ⅲでは，Shimojo et al. (2014) と同

様に，即時的にキック頻度を増加させても泳速度が増加しないことを示した．また，

研究課題Ⅲでは，最大努力時以上のキック頻度で泳速度が増加しなかった要因として，

屈筋―伸筋間における共活動時間の増加が，関節運動を阻害し，足先鉛直速度を増加
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できなかったことに関与している可能性について述べた．このことは，泳速度の増加

を目的にキック頻度を増加させるためには，下肢の運動速度を高めることが重要であ

るとも捉えることができる．また，Matsuda et al. (2016) は，熟練泳者のほうがフラッ

ターキック中の RF―BF 間の共活動が初心者と比べて少ないことを報告しており，こ

の結果はトレーニングによってキック中の共活動を改善できる可能性があることを

示唆している．そのため，今後はキック頻度の増加を目的としたトレーニングに関す

る研究を行うことにより，キック頻度を増加させるトレーニングがキック中の関節運

動速度，ならびに筋活動様式に与える影響について明らかにできると考えられる．
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Ⅷ

結論

本博士論文は，エリート競泳選手における水中ドルフィンキック中の筋活動様式の

特徴を明らかにすることと，水中ドルフィンキックにおけるキック頻度の増加に伴う

筋活動様式の変化を明らかにすることを目的とし，設定した 3 つの研究課題から，主

に以下のような知見が得られた．

1) 本研究で用いた電極防水処理法は十分な防水性能を有し，それ自体が EMG 信号

の振幅，スペクトル特徴量，EMG 信号の変動性には影響しないことが確認され

た．
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2) エリート競泳選手の水中ドルフィンキックにおける筋活動様式の特徴として，キ

ック周期中に体幹と大腿の屈筋と伸筋が交互活動し，下腿の屈筋と伸筋がけり上

げキック局面で共活動することが明らかとなった．

3) 水中ドルフィンキックのキック頻度を即時的に増加させた場合，キック頻度の増

加に伴って腹直筋，大腿直筋，前脛骨筋の筋放電量は増加するものの，体幹，大

腿，下腿における屈筋と伸筋の間の共活動が増加し，筋活動様式の非効率的な変

化がみられた．

4)

水中ドルフィンキック中における腹直筋と脊柱起立筋の間の共活動時間の増加

と，水中ドルフィンキックの推進効率の低下が関連することが明らかとなった．
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