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高校生男子の走動作

平井理人＊赤津隆稔＊
森

1

佐藤恭子＊

高野祐一＊田崎栄一＊

信二＊＊添田孝幸＊＊＊鶴田紀興＊＊＊沢畑好朗＊野田洋平＊

はじめに
短距離走は，古代オリンピアで行われた1スタディオン（192．27m）走が始まりだと考えられるD。こ

れは，人間が最高の速度を発揮し得る距離と考えられていたからである。そして現在，人類の発揮
する最高値を示すものとして，100mをはじめとする短距離走の記録への挑戦が大きな目標となって
いる2）。「より速く走る」という目標によって，短距離走への体力的・技術的研究が始まったと考えら
れる。

古典的な研究3）の中には，1900年代前半のフェンの研究がある。フェンの研究は，動作と力学の双
方から研究を進めており，極めて優れたものとされている。それを受け継いで，エルフトマソは，さ
らに細かく分析し，ランニングの仕事量を算出している。また，金原4）は，陸上競技を総合的にとら

え，技術的説明を付け加えている。技術については，数多くの文献で言及されている。
短距離走は，筋力・パワーや敏捷性など体力要素が直接パフォーマンスに影響し5），活動そのもの

が直接的な発達刺激となる。しかし，発展の過程や技術の構造，その法則性などを学び運動技術の
習得を図ることは，とても重要な学習内容である6）。「速く走る」ために，技術を習得し，技能を高
めることは大切である。文部省の指導書（保健体育編）7）の中に書かれている「技能に関する内容」で

も，「自己の能力に適した課題をもって次の運動を行い，その技能を高め，競技したり，記録を高め

たりすることができるようにする」としている。しかし，教材としての陸上運動において，技術を
あまりにも固定的にとらえ，形式や方法の模倣的指導に追われていたのではないかと考えられる8＞。
理想的なフォームとは，個人の鍛え上げられた結果として身に付いているものであり，簡単にまね
ることのできない固有の動きである9）。そこで，理想的なフォームを明らかにすることからさらに，
発育段階や体型差に則した望ましいフォームを引き出していくことが重要である10＞。すなわち，未習

熟者に対する指導をする上では，その走動作の特徴を明らかにし，具体的な「動きづくり」の観点
を見つけることが必要となってくる。しかしながら，未習熟者に対する発育・発達段階に即応した動
きとしてのフォームについては，まだ十分な検証が行われているとは言いがたい。そこで本研究は，

未習熟者の501n走に見られる特徴的な走動作パタンが，50m走のタイムとどのような関係になって
いるかを明らかにし，未習熟者に対する走動作の指導の具体的な観点を見つけることを目的とした。

＊茨城大学教育学部保健体育講座
＊纏

?城工業高等専門学校

＊＊茨城キリスト教学園
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II［．研究方法

1．対象
研究対象は，国立1高専2年（男子高校生）の136名であった。陸上競技を週1回50分の授業を10
回，学習した生徒であった。表1は，被験者の特性を示した：ものである。

表1被験者の特性
N

＝

136

高

長

身

平

均

体

重

50m走

座

値

170．i3

59．59

90．92

7．44

標準偏差

5．75

8．17

3．21

e．39

2．期問・場所
（1）測定期間

測定は，予備測定と本測定の2回（3日闇）行った。

予備測定1991年IO月24日

本測定1991年10月30日ell月1日
②

測定場所

2回の測定とも国立1高専グランドにて測定した。

3．研究手順
（1）50m走のvTR撮影及び記録測定は，

vTRカメラ（National・Ns一・I

oo，

M−15）を用い，次のよう

な設定で実施した。

50m走路の30m地点を中心とする前後3mの区間を設定した。被験者には，スタンディングス
タートを採用し11），50mを全速力で走り抜けるように指導した。その際肩関節・肘関節・手関
節・腸骨上部・大転子・膝関節・足関節，それぞれ両側14箇所にマーキングをして，体の動きが

わかるようにした。各被験者は，50m走を1回行い，その記録を測定し，設定した区闇の左側
方30mの距離と正面からの2箇所からVTRカメラで撮影した。さらに，身長・体重・座高を測定
した。

（2）疾走動作の観察

50m疾走動作の観察局面は，宮下ら2）の走動作の局面を参考に，接地局面と滞空局面の2っに，
それぞれの局面に属する6っの時期に分けた（図1）。観察項目は，

局面それぞれの時期，あるい

は1サイクルの走動作を細分化し，合計26の動作項目（ltem）を設け，それを判断する基準
（Category）を定めた。

舐

違下期

一一

r

着地期i支持期…離地期

〔紙織門
回復期

振出期

←接地局面→←滞空局面
図1局面・時期
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「腰の沈み」（No．3）とは，着地時の腰の位置と比べ，支持期に腰の位置が下がっているかどう
かをみた。「大腿角」（N◎．8，15）とは，大転子と膝関節の通る線分と，大転子から下垂する鉛直

線とのなす角度とした。「体幹のひねり」（No．1Dとは腕振りや大腿の引き上げに際して，上体
が連動してひねられているかどうかをみた。それに関係して，「腰の先導」（No．14）「肩の先導」

（No24）とは，それぞれ大腿の引き上げや腕振りに先行して動いているか，その動きに即応して
いるかをみた。「キックした脚の引き付け」（No．12）については，キック脚の足関節が轡部に直

線に近いかたちで引き付けられているか，円を描くように引き付けられているかをみた。「下腿
の振出し」（No．18）については，膝関節が最高点に達するとともに振り出されているのか，大腿
の引き上げに即応して振り出されているのかをみた。「上体の前傾角」（No．20）とは，腰の中心

部（腸骨上部）と耳珠点を結ぶ直線が，腰の中心部を通る垂線となす角とした。「身体重心の上
下動」（No．21）とは，腰の位置が，全体のサイクルを通して，安定した位置を保っていたものを
上下動がほとんどないとし，不安定なものを上下動が激しいとした。「両膝の引き上げ」（No．26）

とは，正面からみて膝の引き上げが，身体の正中線に平行に行われているのか，正中線に向か
って交わるように行われているのかをみた。
（3）動作項目の設定について

動作項目については，「速く走る」ための動きづくりを考慮にいれた。速く走るには，2っの
大きな要素がある。ピッチ（歩数）を上げることと，ストライド（歩幅）を広くすることである12）。

ピッチを上げるには，速い脚の回転，円滑な重心移動，素早い腕の振りが，ストライドを広く
するには，大きな腕の振り，力強いキック，高い腿上げ，下腿の振出し，腰の先導が必要とさ
れる。以上8っの柱から動作項目を設定した。
（4）数量化理論1類の適用
各人の動作は，それぞれの項目（ltem）について，必ずどれかひとつの下位項目（Catego・y）に反

応ずる。これらの組み合わせを短距離疾走動作パターンとした。各アイテムカテゴリーは，一
連の疾走動作に不可欠であるたあ，出現率の偏りにかかわらず26アイテム，52カテゴリーによ
って数量化理論1論を適用し分析した。

カテゴリースコアの値は，50m走の記録にどのカテゴリーがどのように関連しているかを推
測しているもので，レンジの値は，50mの記録に対する各項目の関連の強さを示している。50m
走の記録に対する場合，カテゴリースコアがマイナスに影響している方が，記録を早めている
ことがわかる。

レンジの値は各項目との関連の強さを示すが，数量化理論1類の適用後，レンジの値が最小の

ものを削除して，再び数量化理論を適用することをリダクションと言う。リダクションを採用
することで，関連の大きい動作項目の選定が可能となる。本研究でのリダクションは，レンジ
の最も小さい項目を削除して1回ずつ行われた。

斑。結果
1．各項目の出現率
26アイテム，52カテゴリーの観察動作項目について，被験者136名の出現率と反応したカテゴリー
ごとの50m走の記録の平均値・標準偏差を求めた。出現率の偏りがあまりにも大きかった項目は，「前
振りの腕の手首の高さ」（No．9，16）であった。これらの観察動作項目において平均値の差の検定を行
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い，アイテムカテゴリー問で50m走の記録の平均値に有意な差が認められたのは，「着地の仕方（側
方）」（No．1），「着地後の腰の状態」（No．3）「キックの時の大腿角」（No．8），「引き付けた足」（No．13），

「下腿の振出し」（No。18）の5項目であった。

2．数量化理論1類について
数量化理論の適用後における重相関係数は0．69，決定係数は48パーセントであった。この結果は，
信頼性という点において少し低い値となった（表2）。

リダクションの結果は，残り17項目の決定係数が47パーセント，残り8項目での決定係数が42パー
セントであった。

重相関係数（R）の値は，数量化理論の分析による予測値と実測値との相関を示すものである。また，

決定係数（R2）は，どれだけ動作によって記録が影響されるかを表すものである。重相関係数の値が低

いということは，それだけ走動作パターンによる，記録の予測が困難であると考えられる。決定係
数については，走動作パターンの，記録に及ぼす影響を示すものと考えられる。この2っの値により，

記録を走動作の関連の度合を知ることができる。

3．50m走の記録の推測値と実測値
数量化理論によって求められたカテゴリースコアにより予測される各人の50m走の記録の推測値
を求めた。26項目において測定される動作パターンによって，50m走の記録は推測可能であるが，推
測した記録と，実測した記録との相関係数が0．69であったことから，この動作パターンでは，推測
精度が必ずしも充分でないと考えられた。

工V．考察
1．各項目の出現率から
表3より，有意な差が認められた項目は「着地の仕方（側方）」（No。1），「着地後の腰の状態」（No．3），
「キックの時の大腿角」（N◎．8），「引き付けた足」（No．13），「下腿の振出しj（No．18），であった。着地

期において，足先もしくは心裏全体で着地している方が，また，着地後に腰が沈まずに移行してい
る方が記録を早める傾向にあった。これらの条件は，着地におけるブレーキを少なくするためと考
えられた。離叡慮において，キック時の大腿角が30度未満の方が記録が良い傾向であった。これは，
地面を後へけるのではなくスムーズな移動をし，リズミカルに走ろうとするためだと考えられた。ま

た，引き付けた足が，田部に付いている方が記録を早める傾向を示した。面部に引き付けてくるこ
とで，しっかりとした引き付けをし，次の動作への準備をしょうとするものと考えられた。振り降
ろし期における下腿の振出しについては，膝が最高点に達してからの方が記録を早める傾向にあっ
た。下腿の振出しを高い位置からすることで，大きくスライドを伸ばそうとするものと考えられた。

2．数量化理論1類による分析
数量化理論1類による分析の結果，レンジの大きかった項目は，着地期における「着地の仕方（側
方）」（No。1）で，0．3856と高い値を示した。さらにレンジがO．1以上の項目は，着地期における，「着
地後の腰の状態」（No．3）O．1218，離地期の「キック脚のつま先の状態」（No．7）0，1150，「前振り腕の

手首の高さ」（No．9）0．1341回復期の「引き付けた足」（No．13）0．1852振出し期の「引き上げ時の大腿
角」（No．15）0．1304，「前振り腕の手首の高さ」（No．16）0．2008であった。これらの動作は26項目の中

でも特に50m走の記録に影響しているものと考えられた。ただし，離地期と振出し期における，「前
振り腕の手首の高さ」については，カテゴリーの出現率に偏りがあったが，これは，未習熟者の動
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表2

カテゴリースコア・レンジ表
カテゴリースコア

王宅em。Category

1）9◎度未満である

13引き付けた足が
14腰の先導が

16前振り腕の手首の高さが

23全体の腕振り（前面）

24腕振りに対応して

0 0

匪正

◎ノ8

1

2）クmスされている

︸

26両膝の引き上げが

︻

25腕振り時に

一︻ 一

22全体の腕振り（前面）

⁝

21身体重心の上下動が

2）曲がっている
1）5度から20度の範囲である
2）上記以外である
1）激しい
2）ほとんどない
1）脇をしめて行っている
2）脇をあけて行っている
i）平行に振っている
2）平行に振っていない
1）肩の先導がみられる
2）肩の先導が見られない
1）手を握っている
2）手を開いている
1）平行に行われている

⁝一

20上体の前傾角が

一一

17後振り腕の肘の状態が

︻一

15引き上げ時の大腿角が

︻

2）膝が最：高点に達する前
1）伸びている

12キックした足の引き付け

︻

19着地に入る時の膝の状態

11体幹のひねりが

一一

18下腿の振り出しが

2）90度以上である
1）見られる
2）あまり見られない
1）直線的である
2）大回りである
1）讐部についている
2）そのまま振り出されている
1）見られる
2）あまり見られない
1）70度以上である
2）7◎度未満である
1）顎の高さ以上である
2）顎の高さより下である
1）90度未満である
2）90度以上である
1）膝が最高点に達してから

ーバ
2
86
︵∠75
！0／OQO6
／0 QO5
4
◎㌣
ノ8
572
9 446
︵
∠
Q
ノ
ー
∠
0
戸
︶
5
0
◎
R
︶
5
つ
﹂
︵
乙
﹂
46
5
Q
／
つ
﹂
8
∩
︶
3
◎
6
﹂
O
1
0
0
∩
6
︽
︶
1
0
3
◎
1
0
◎V
OO
0
0
0
08
◎
0◎ ︵︾000
0◎
◎0
00
0
0
◎
0
0
A

10後振り腕の肘の状態が

一︸

9前振り腕の手首の高さ

一

8キック時の大腿角が

一

フキックする脚の爪先まで

︻

6キックする脚の膝が

D保たれている
2）保たれていない
1）伸びている
2）曲がっている
1）伸びている
2）曲がっている
1）30度以上である
2）3◎度未満である
1）顎の高さ以上である
2）顎の高さより下である

0
5◎
00
06
06
22
02
81
02
21
68
21
5◎
◎2
24
02
90
54
00
91
53
13
46
39
98
630
53
24
13
17
99

5肘の状態がほぼ直角に

﹁︻

4支持脚より逆脚の膝が

﹁

3着地後の腰の状態が

︻

2着地の仕方（側方）が

1）足先もしくは足裏全体
2）踵から
1）親指の方から
2）小指の方から
1）沈んでしまう
2）沈まない
1）前方に出ている
2）後方に残っている

㎝020ゆooσのα心σooooDσDσoonσDωoβo◎σユαoσ◎oりαnooooo◎αのσ◎oDoDσユo◎σiαooDσoσoαのαoαoσnooαDα◎αoooαooっo

三着地の仕方（側方）が

レンジ
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作の未完成な部分と考えられた。レンジの大きさについては，このカテゴリーに該当した少数の被
験者のタイムが早かったたあと考えられる。
着地期における「着地の仕方（側方）」「着地後の腰の状態」については，着地時のブレーキを減少
させるためだと考えられる2）6）。この動きは，重心を高く保ったまま円滑な移動をし，力強くキック
するために行われているものと推測できる。「着地の仕方（側方）」は，レンジの値が最も大きく，未

習熟者にとって，いかにブレーキを少なくし，円滑な重心移動を行うかが重要であるかがわかる。回

復期における「引き付けた足」は，しっかりとした引き付けを示唆するものと思われる。轡部によ
り引き付けることで，腰を中心とする大腿の引き上げ動作の慣性モーメントを減少させるものと考
えられる。この動作によって，次の動作（大腿の引き上げ）への移行が簡単に行えることが考えられ

た。振出し期における「引き上げ時の大腿角」は70度未満が，早い傾向にあるというよりは，70度
以上引き上げている方が，記録の遅い傾向にあるとカテゴリースコアから判断できる。「膝を高くも
ち上げる13）」ことが有効な疾走とされているが，未習話者においては，必要以上な大腿の引き上げは，

不利になると考えられる。ここで大切なことは，膝を高く引き上げることが悪い動作ということで
はなくて，引き付け動作からの関連から，ここに適した引き上げのトレーニングが必要ではないか
ということである4）。それに関係して，足の引き付け方においても，ただ単に轡部に付くように引き

付けるのではなく，「キックした足の引き付け」から判断できるようにキックしてから素早く，直線
的に引き付けることが大切だと考えられる。
「体幹のひねり」，「腰の先導」，「肩の先導」は，ひとつの関連した動作であるが，足と腕の動作は

連係しているものである12）。このことからもわかるように，足を前に出せば，腕は後ろに振れる。そ

の動作によって生じるのが，体幹のひねりである。先導というのは，その動作をしょうとする時，体

幹のひねりを使って，意識的に腕をふりf一大腿の引き上げ動作を行おうとするものである。カテゴ
｝］

一スコアから読み取れることは，肩の先導があり，体幹のひねり，腰の先導が見られない方が，記

録を早める傾向にあるということであった。これは，脚を前に出そうという意識で，腕を振ってい
るためだと考えられた。しかし，未習熟者の動作が未完成なため，腕振りを強調することで，腰の
先導を引き出して，脚を前へと導こうとしていると考えられた。腕振りに関連して，「全体の腕振り
（前面）」は，平行に振っている方が記録の早い傾向にあった。これは，平行に近い振り方が望まし
い4）という技術の裏付けとなるものであった。

同時に，腕振り時の手は，開いている方が早い傾向が

見られた。手を開くことで，全体をリラックスさせるためと考えられた。また，疾走中の脚動作に
ついては，「両膝の引き上げ」が，クロス（交わる）するように引き上げている方が，記録を早める傾

向にあった。膝を体の中心にもってくることで，重心の真下に脚を運び，着地時のブレーキを少な
くするものと考えられた。特徴的だったのが，「キックする脚の膝の状態」である。キック脚の膝が
伸びていない方が記録を早めている傾向にあった。これは，キック脚を十分に伸ばす4）という原則の
逆を示すものであるが，脚の回転を速めることでスピードを得ようとするものと考えられる。「キッ

ク脚のつま先の状態」も同様に，蹴りを十分に行うためよりは，素早く脚を前に送り出そうとする
ものと考えられた。

全体的に，言振りに関連する項目が目立ったが，これは，腕振りの強調によって，脚の動きを助け

ようとするものと考えられる。未習熟者にとって，腕振りが短距離走を走るうえで，重要な位置を
占めていると考えられよう。また，腕振りに関連して，離地期における「キック脚の膝とつま先の
伸び切らない走法」という特徴的な脚の動きが見られた。これは，未習熟者の未完成な部分と考え
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られ，今後の指導のポイントになると考えられる。

しかし，重相関係数がO．69という低い値からもわかるように，こうした一連の動作では，説明し
きれない部分があることが推測できると考えられる。
短距離走を，タイムを構成する技術で分類すると，5っの構成技術となる4）。スタート・加速疾走・

中閤（全速）疾走・スピード持久疾走。フィニッシュの5っである。短距離疾走，ここでいう中間疾走

は，各局面のほんの1部にすぎない。この場合，26項目の動作パターンにより，50m走のタイムすべ
てが決定されるとは考えにくい。むしろ，それ以外の部分での考慮が必要ではないかと考えられる。

しかし，各要因の1部として，50mのタイムに寄与していることは，本研究により理解できると考
える。したがって，技術的要因のひとつとして，タイム短縮の手立てとして，技術指導の中核をな
すものと考えられる。

最後に，リダクションについて言えば，残り17項目においても相関係数0．69決定係数47パーセン
トという数字からみても，リダクションされた9項目の相関が低いと考えられる。また，残り8項目
の相関係数が0．65，決定係数42パーセントの段階においてもリダクションされた項目の相関の低さ
がうかがえる。

しかし，ここでひとつ考えられることは項目のもつ意味である。短距離疾走動作において，フォー

ム全体の流れは必要不可欠な動きであり，リダクションによる項目の削除は，フォーム全体の流れ
を無視するものと考える。そこで本研究は，相関の低い項目のリダクションにとらわれず，短距離
疾走の全体像をとらえるため，リダクション前の結果に基づいて考えた。

3．50m走の記録の推測値と実測値及びその誤差
50mそのタイムの推測値と実測値の重相関係数が0．69であったことから，本研究で取り上げられ
た動作項目以外の要素ならびに技術的要因以外の要因を考慮：する必要があると考えられる。今回，側

方・前方からの比較的単純な動作項目に基づく分析であったが，さらに細分化した動作項目による分
析が必要となると考えられる。

V．まとめ
未習惑者（男子高校生）を対象に，50mにおけるタイムに対する短距離疾走パターンの関連の程度
を数量化理論1類を用いて分析した結果，以下のことが明らかになった。
（1）タイムと適用された26項目の重相関係数は0。69であり，これらの動作パターンから未習熟者の

50m走のタイムが十分な精度では，予測しきれない部分があると考えられる。
（2）50m走におけるタイムは，26項目により測定される動作パターンによって，約50パーセントが
説明される。

（3）各項目のカテゴリースコアのレンジから，50m走におけるタイムへの関連の程度が明らかになっ
た。関連の大きい項目は，「着地の仕方（側方）」（接地局面：着地期），「着地後の腰の状態」（接地局
面：着地期），「キックつま先の状態」（接地局面：離三期），「前振りの腕の手首の高さ」（接地局面：
離画期），「引き付けた足」（滞空局面：回復期），「引き上げ時の大腿角」（滞空局面：振出し期），「前

振り腕の手首の高さ」（滞空局面：振出し期）などであった。ただし，「前振り腕の手首の高さ」（接地

・滞空両局面）は，出現率の偏りが大きいため，参考程度のあげておきたい。
（4）短距離疾走動作パターンの分析結果をふまえて，未習熟者（男子高校生）に対する短距離疾走動
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作の指導としては，下の諸項が考えられる。
・着地の仕方に主眼をおき，特に足先もしくは足裏全体で着地をさせるようにする。この時，腰の
沈みを少なくさせるために，体（重心）の真下により近く着地をさせ，ブレーキの増加を防ぐように
する。

・引き上げ動作への準備段階として，轡部につくようにしっかりとした引き付けをする。
・引き上げ時の大腿角に代表されるように，バランスのとれたフォームを全体として身に付け，動
作の強調のし過ぎをしないようにする。
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