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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は，スピードスケート選手のストレート滑走動作の技術的特徴を発育発達の
観点から横断的に明らかにすることであった．身体の形態的な発育発達に伴って，下肢のパワー発揮能力は，男女共に
段階的に向上していくことが明らかとなった．技術的要因をみると，氷をプッシュする際の爆発的パワー発揮に強く影
響する股および膝関節の伸展に関与する大腿角に発育発達に伴う変化がみられた．これらのことから，小学生において
は大腿を水平位に近づけた低い姿勢をとることが困難であり，発育発達に伴ってこの能力は獲得されていくことが明ら
かとなった．

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study was to identify characteristics of the skating motion 
of speed skaters during a straight phase through the use of a cross-sectional investigation of 
age-related development. It was found that the level of power exertion in the lower limbs of both men and 
women speed skaters increased gradually as a result of physical growth and development. In relation to 
the technical factors, there were age-related differences in regard to the angle of the thigh, which 
greatly affects the level of explosive power exerted by the hip and knee joints during the push-off from 
the ice. It would be difficult for skaters in elementary school to skate in the lower position while 
keeping their thigh in a horizontal position. In addition, it was found that skaters enhance their 
ability to assume this position as a result of physical growth and development.

研究分野： スポーツバイオメカニクス

キーワード： スピードスケート　3次元動作分析　発育発達　滑走技術　体力

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
冬季に厳しい寒さに晒される地域におい

てはその環境を効果的に体育指導に活かす
ことが可能であり，多くの学校では校庭にス
ケートリンクを自作し，授業のみならずクラ
ブ活動としても積極的にスケートに関わっ
ている．このため，スケートは健康の保持増
進や体力の向上などといった体育の目標を
達成するための重要な手段として位置づけ
られている．また，スケートにおいては陸上
運動では経験することのできないスピード
を体感できるため，競争の経験という教育的
な背景も重なり，前述の地域においてはスピ
ードスケート競技へと発展する場合が多い． 
 スピードスケートは，深く屈曲した下肢で
の爆発的な伸展が繰り返されるといった特
徴を有しており，下肢による高いパワー発揮
能力に加えて，低く制限された滑走姿勢でス
ケートブレードを操作するといった高い技
術性も要求される．このため，体力的および
技術的側面からの研究は数多く，多くの有益
な知見が報告されている．体力的側面からは
下肢のパワー発揮能力として，短時間での全
力自転車エルゴメーター駆動時のパワー
（Geijsel et al.,1984）や膝関節の等速性筋力
を測定したものが多く，パワー発揮能力に優
れることが高い競技成績の獲得にとって重
要であることが報告されている．また，発育
発達の観点からは，小・中・高校生における
各年代での膝関節等速性伸展筋力が測定さ
れており，スピードスケート選手における各
年代の体力水準が報告されている（根本ら，
1989）．このように，体力的側面からは多く
の報告がなされているが，それらは各年代で
の体力水準を捉えたものや，競技結果（ゴー
ルタイム）との相関をみたものに止まってお
り，氷上での指導において重要となる滑走技
術と関連づけた報告は極めて少ない．このた
め，発育発達の各年代における体力水準に応
じた滑走技術の特徴については未だ明らか
となっておらず，年代ごとの指導法は現場の
指導者が経験を基に模索しているのが現状
である． 
 一方，スピードスケート滑走動作の技術的
特徴については，バイオメカニクス的に多く
の報告がみられ，ストレートおよびカーブで
の 3次元動作分析による滑走動作のキネマテ
ィクス的特徴や逆動力学的手法を用いて求
められたキネティクス的特徴（下肢関節トル
クなど）など，多くの知見が競技力向上に役
立てられている．しかし，これらの研究のほ
とんどがすでに一定水準の滑走動作を習得
したシニア選手を対象としたものであり，小
学生から高校生までといった基本的滑走動
作の習得過程について検討した報告は見当
たらない．このため，発育発達に伴う年代ご
とのスピードスケート滑走動作の実態は未
だ明らかとなっていない． 
 スピードスケート滑走では高いパワー発
揮といった状況下での難易度の高い動作が

要求される．また，発育発達に伴って筋力・
筋パワーは急激に増大することを考慮する
と，滑走動作の発達を捉える際には体力と技
術とを関連づけて検討する必要があるとい
える．これまでの研究では，滑走動作（スト
ローク頻度）および陸上で測定された体力的
要因（膝関節の等速性筋力など）をジュニア
選手（高校生）とシニア選手とで比較してお
り，滑走技術と体力との関係が明らかとなっ
ている（湯田ら，2008）．これは，スピード
スケート滑走において体力と技術とを関連
づけて検討することの意義を示唆するもの
といえるが，ここでの研究における被験者は
高校生以上である．このため，発育発達期に
ある子供たちへの指導に役立つ知見を得る
ためには，小学生以降の各年代に目を向け，
このような検討をさらに発展させて推進し
ていく必要があると考えられる．本研究は，
国内外において未だ報告されていない，小学
生からの各年代におけるスピードスケート
滑走動作の技術的特徴を体力的要因と関連
づけて横断的に明らかにするものである． 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，小学生から社会人に至る
までの男女スピードスケート選手における
ストレート滑走動作を 3次元動作分析法によ
ってキネマティクス的に分析し，陸上でのス
ピードスケート模倣動作（スケートジャン
プ）で測定された下肢パワー発揮能力の発達
の様相と関連づけて検討することによって，
発育発達の観点からスピードスケートにお
ける滑走動作の技術的特徴を横断的に明ら
かにすることである． 
 
３．研究の方法 
（1）被験者 
被験者には，スピードスケートを専門とす

る小学 3 年生から社会人までの男子選手 67
名および女子選手 51名の計 118名を用いた．
計測に先立ってこれらの被験者には，研究の
ねらいや意義，計測状況，安全性などを説明
し，被験者と指導者（コーチ）から協力の同
意を得た． 
 
（2）氷上での滑走動作の計測 
①分析対象およびビデオ撮影 
 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウ
ェーブ）で開催された 2012/2013 ジャパンカ
ップスピードスケート競技会第5戦および第
11 回エムウェーブスピードスケート競技会
における男女 500m 競技（同日での開催のた
めいずれも 2013 年 2月 16 日）を分析対象と
した．なお，小学生および一部の中学生につ
いては，前述のレース前日に同様の条件下に
おいて実施された 200m 最大努力滑走を分析
対象とした．ほとんどの被験者がスラップス
ケートを使用していたが，小学生 8名はノー
マルスケートであった．ホームストレート中
央付近のインレーンに幅 8m，長さ 24m，高さ
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1.6m の計測範囲を設置し，同期した 3台の高
速度デジタルビデオカメラ（Vision Research
社製，Phantom v310 および v311）により右
斜め前方（パンニング，）左側方（パンニン
グ）および後方（固定）から選手を撮影した
（撮影スピードは 300 fps，露出時間は 1/500 
s）． 
②測定項目およびその算出法 
得られた VTR 画像から VTR digitizer（DKH

社製，Frame-DiasⅣ）により身体各部位 21
点，ブレード端点 4点およびリファレンスポ
イント 1 点（計 26 点）をデジタイズし，分
析点 25 点の 3 次元座標をパンニング DLT 法
（高松ら，1997）により算出した．得られた
3 次元座標は，残差分析法（Winter，1990）
により最適遮断周波数を決定し，4 次の
Butterworth low-pass digital filter によ
り平滑化した．用いた遮断周波数は 7.5～
21.0 Hz であった．本研究では，左ブレード
離氷から右ブレード離氷までを1ストローク
と定義し，この局面において支持脚となる右
脚について分析を行った．その後，横井ら
（1986）および阿江（1996）の身体部分慣性
係数を用いて身体重心の座標を求め，その変
位を算出した． 
身体重心変位から重心速度ベクトルを算

出し，静止座標系の原点を重心速度ベクトル
の始点に移動した後，Y 軸と重心速度ベクト
ルが一致するように座標変換することによ
って，身体重心を原点とする移動座標系（X’，
Y’，Z’）を決定した．図 1に本研究における
右支持脚の角度定義を示した．部分角度は， 

 
図 1 本研究における角度定義 
 
左右の大転子中点と胸骨上縁を結んだベク
トル，右大転子と右膝関節を結んだベクトル
および右足関節と右膝関節を結んだベクト
ルが Y’軸となす角をそれぞれ体幹角，大腿
角および下腿角とし，いずれも各ベクトルを
Y’-Z’平面に投影することによって算出し
た．傾斜角度は，右足関節と身体重心を結ん
だベクトルおよび右足関節と右膝関節を結
んだベクトルが Z’軸となす角をそれぞれ身
体傾斜角および下腿傾斜角とし，いずれも各
ベクトルを X’-Z’平面に投影することによ
って算出した．なお，傾斜角では，身体の内
側への傾斜を正（内傾），外側への傾斜を負

（外傾）とした． 
 
（3）陸上でのジャンプ動作の計測 
①実験運動 
被験者には，下肢を深く屈曲し，上体を前

傾させたスピードスケート滑走と同様の両
脚および片脚支持姿勢からの上方への1回全
力跳躍（両脚および片脚スケートジャンプ，
図 2）をそれぞれ行わせた．片脚スケートジ
ャンプでの支持脚は右脚とし，いずれも被験
者には下肢の反動動作を伴わないようにス
タート姿勢（低い姿勢）で数秒間静止した後，
できるだけ高く跳躍するように指示した．跳
躍における遊脚および上肢の動作は任意と
した． 

 
図 2 両脚および片脚スケートジャンプ 
 
②データ収集法 
 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウ
ェーブ）内のフロアに設置されたフォースプ
ラットフォーム（DKH 社製，PH-6110A）上で
それぞれの試技を行わせ，両脚および片脚に
作用する鉛直地面反力を測定した（500 Hz）． 
③測定項目およびその算出法 
 フォースプラットフォームによって計測
された鉛直地面反力より以下の式を用いて
跳躍高を算出した．なお，フォースプラット
フォーム上での離地は鉛直地面反力が30Nを
下回った時点，接地は 30N を超えた時点とし
た． 

跳躍高（m）＝9.81×跳躍時間 2／8 
 
（4）グループ分け 
本研究では被験者を男女それぞれ年代ご

と（小学校中学年，小学校高学年，中学校，
高校，大学・社会人）にグループ分けした．
なお，大学・社会人については，500m タイム
の平均（男子 37.05±1.21 秒，女子 40.61±
1.32 秒）を基に，被験者を上位群と下位群に
分けた． 
 
（5）データの規格化 
 鉛直地面反力は被験者の体重（身体質量と
重力加速度の積で，本研究では bw と表記）
で除して示した．また，時系列データは，ス
トロークに要した時間で規格化し，各年代に
おいてそれぞれ平均したものを平均パター
ンとした． 
 
（6）統計処理 

【片脚スケートジャンプ】

【両脚スケートジャンプ】



平均値±標準偏差 差 平均値±標準偏差 差 平均値±標準偏差 差

MG1 58.48±12.36 8.23±1.09 1.98±0.42

MG2 49.34±6.54 MG1< 9.53±0.96 MG1< 2.26±0.51

MG3 43.26±4.11 MG1< 10.84±0.77 ～MG2< 2.48±0.24 MG1<

MG4 39.04±1.24 ～MG2< 11.70±0.47 ～MG3< 2.75±0.21 ～MG2<

MG5 38.03±0.96 ～MG3< 12.00±0.33 ～MG3< 2.82±0.34 ～MG3<

MG6 36.18±0.56 ～MG3< 12.62±0.27 ～MG4< 2.82±0.18 ～MG3<

WG1 66.68±20.96 7.86±1.37 2.11±0.29

WG2 49.87±4.47 WG1< 9.19±0.44 WG1< 2.24±0.40

WG3 45.89±3.10 WG1< 10.07±0.62 ～WG2< 2.45±0.22

WG4 42.90±1.30 WG1< 10.67±0.24 ～WG2< 2.58±0.26 WG1<

WG5 41.60±1.26 WG1< 10.99±0.30 ～WG3< 2.54±0.18

WG6 39.72±0.50 WG1< 11.36±0.18 ～WG3< 2.55±0.25

< : p<0.05
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 測定結果における年代間の差を検定する
ために，それぞれの測定項目において対応の
ない一元配置の分散分析を行い，F 値が有意
であった場合は Bonferroni 法による多重比
較を行った．また，これらの有意水準はいず
れも 5％未満とした． 
 
４．研究成果 
 表 1および 2に被験者の身体特性および氷
上でのパフォーマンスを平均値および標準
偏差で示した．なお，500m タイムは，200m
最大努力滑走を実験試技とした被験者 24 名
においては他のレースにおけるベストタイ
ムを採用した．身長，体重といった形態的特
徴をみると，男子では，身長・体重共に高校
生まで大きく増大し，それ以降は顕著な変化
はみられなかった．また，女子では，身長は
小学校高学年で著しく増大し，それ以降は僅
かな増大に止まっているものの，体重は高校
まで一定の割合で増大し続けるといった変
化を示した． 
 500m タイムおよび平均重心水平速度のい
ずれも男女共に年代ごとに値は向上してお
り，パフォーマンスは発育発達に伴って順次
向上していた．一方，ストローク頻度をみる
と，男子では，大学・社会人まで一定の割合
で増大し続けていたが，女子では，高校まで
値が増大したものの，その後の増大はみられ
なかった． 
 
表 1 被験者の身体特性 

 
表 2 氷上でのパフォーマンス 

 
両脚および片脚スケートジャンプについ

て，図 3に跳躍高の，図 4に最大鉛直地面反
力（相対値）の年代別の変化をそれぞれ平均
値および標準偏差で示した．男子では，跳躍

高は，両脚および片脚の値はいずれも発育発
達に伴ってほぼ一定の割合で増大し，大学・
社会人上位群では最も高い値を示した．最大
鉛直地面反力は，両脚の値は高校までは徐々
に増大し，その後，大学・社会人下位群では
ほぼ同様の値を示した．これに対し，片脚の
値は小学校中学年から高学年にかけて増大
した後は緩やかに増大していた．両脚および
片脚共に大学・社会人上位群で最も値が大き
かった．これに対し，女子では，両脚および
片脚の値はいずれも小学校中学年から中学
校まではほとんど変化がみられず，中学校か
ら高校にかけて増大していた．その後，大
学・社会人にかけて，大学・社会人下位群で
はほぼ同様の値を示したものの，大学・社会
人上位群では大きく増大していた．最大鉛直
地面反力は，両脚では，大学・社会人下位群
まで緩やかに増大したものの，大学・社会人
上位群では値が低下していた．一方，片脚で
は，発育発達に伴う値の増大はほとんどみら
れなかった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 両脚および片脚スケートジャンプにお
ける跳躍高の年代別の変化 
 

図 4 両脚および片脚スケートジャンプにお
ける最大鉛直地面反力（相対値）の年代別の
変化 
 
図 5および 6に，各年代におけるストレー

ト加速動作中の右支持脚の部分角度の変化
を男子および女子についてそれぞれ平均値
で示した．大腿角をみると，男子では，発育
発達に伴って，ストローク前半においては値
が大きく，大腿はより水平に近づいており，
小学校高学年から中学校にかけての変化は
著しく大きかった．滑走中のプッシュオフ動
作（支持脚の伸展動作）は膝関節の急激な伸
展の開始を基準として滑走局面（およそスト
ローク前半）とプッシュオフ局面（およそス
トローク後半）に分けられる（van Ingen 
Schenau and Bakker, 1980）．滑走局面におい
て大腿をより水平位に近づけ，深く下肢を屈
曲した姿勢をとるためには下肢の大きな力 

平均値±標準偏差 差 平均値±標準偏差 差 平均値±標準偏差 差

男子 小学校中学年 (n=6) MG1 1.39±0.06 34.5±4.9 9.8±0.4

小学校高学年 (n=5) MG2 1.51±0.07 44.4±2.4 11.6±0.5

中学校 (n=12) MG3 1.60±0.13 MG1< 54.1±15.5 MG1< 14.1±0.7 MG1<

高校 (n=12) MG4 1.69±0.07 ～MG2< 66.3±7.7 ～MG3< 16.8±0.9 ～MG3<

大学・社会人下位群 (n=15) MG5 1.69±0.05 ～MG2< 68.5±7.6 ～MG3< 20.1±1.4 ～MG4<

大学・社会人上位群  (n=17) MG6 1.72±0.03 ～MG3< 72.4±3.9 ～MG3< 23.4±3.8 ～MG5<

女子 小学校中学年 (n=5) WG1 1.35±0.08 33.7±7.3 9.4±0.5

小学校高学年 (n=6) WG2 1.54±0.03 WG1< 45.3±4.1 WG1< 11.8±0.4

中学校 (n=12) WG3 1.54±0.07 WG1< 50.0±5.1 WG1< 13.9±0.8 WG1<

高校 (n=11) WG4 1.57±0.04 WG1< 57.1±5.1 ～WG3< 16.8±0.9 ～WG2<

大学・社会人下位群 (n=8) WG5 1.58±0.05 WG1< 56.7±5.1 ～WG2< 21.3±4.4 ～WG4<

大学・社会人上位群  (n=9) WG6 1.61±0.03 WG1, WG3< 58.6±6.5 ～WG3< 24.0±3.9 ～WG4<

< : p<0.05
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図 5 各年代におけるストレート加速動作中
の右支持脚の部分角度の変化（男子） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 各年代におけるストレート加速動作中
の右支持脚の部分角度の変化（女子） 
 
発揮が要求されることを考慮すると，男子の
小学校においてはこの能力が十分ではなく，

深い姿勢をとれなかったと推察される．一方，
女子においてのストローク前半での大腿角
の変化は男子とほぼ同様であったが，著しい
変化は，小学校中学年から高学年に，そして
高校から大学・社会人にかけて段階的にみら
れた． 
 下腿角をみると，男女共に小学校から中学
校までは値が大きく，下腿はより起き上がっ
ていたが，高校生以降は値が小さく，下腿は
より前傾していた．スピードスケートではス
トローク後半での支持脚による爆発的なパ
ワー発揮によって推進力を獲得しており，こ
の際に十分に下腿を前傾させておくことが
重要であることが報告されている（結城ら，
1991）．このような技術的発達は高校生の年
代において獲得されると考えられる． 
図 7および 8に，各年代におけるストレー

ト加速動作中の右支持脚の傾斜角度の変化
を男子および女子についてそれぞれ平均値
で示した．身体および下腿傾斜角のいずれも，
ストローク中盤以降，男女共に発育発達に伴
って値は大きくなっており，より内傾してい
た．ストレート滑走において一流選手では，
プッシュオフ開始時のプッシュオフ角（身体
の側方への傾斜角）が大きいこと（de Boer et 
al., 1986）が報告されており，結城ら（1996）
は，ストローク開始後素早くブレードを内傾
させることが大きな滑走速度を得るための
重要な技術的要因の一つであると示唆して
いる．本研究により，ストローク中盤以降の
身体および下腿の十分な傾斜は発育発達に
伴って段階的に獲得されていくことがわか
った． 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

図 7 各年代におけるストレート加速動作中
の右支持脚の傾斜角度の変化（男子） 
 
一方，傾斜角が負の値（外傾）を示すスト

ローク初期における下腿傾斜角をみると，男
女共に小学校高学年から中学校にかけて外
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傾の程度が大きくなっていた．初心者におけ
る指導現場ではスケートブレードのアウト
エッジに乗る（スケートブレードの外傾）こ
とが指導されており，これは難易度の高い技
術として位置づけられている．本研究ではス
ケートブレードの傾斜角度は計測していな
いものの，それを強く反映すると考えられる
下腿傾斜角の変化を考慮すると，このような
外傾動作は中学校までに獲得されるもので
あることが明らかとなった． 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
図 8 各年代におけるストレート加速動作中
の右支持脚の傾斜角度の変化（女子） 
 
 身体の形態的な発育発達に伴って，下肢の
パワー発揮能力は，男女共に段階的に向上し
ていくが，その程度は男子と比較して女子の
方が緩やかであることがわかった．また，ス
ケートジャンプ中の下肢の伸展による最大
力発揮は，発育発達に伴って，両脚では男女
共に増大していくものの，片脚ではその増大
の程度は緩やかであり，女子ではほとんど増
大していないことがわかった．これらは体重
あたりの相対値でみたものである．一方，技
術的要因をみると，氷をプッシュするといっ
た爆発的パワー発揮に強く影響する股およ
び膝関節に関与する大腿角の発育発達に伴
う変化が確認された． 
本研究により，これまで検討されてこなか

った児童期からの滑走動作の発達の様相を
明らかにすることができたといえよう．また，
滑走速度に強く影響を及ぼす身体および下
腿の内傾が，発育発達に伴って大きくなって
いることが確認された．特に，小学生ではス
トローク中盤におけるこの内傾の程度が弱
いことが明らかとなった．今後，このような，
小学生の年代で未修得である動作がどのよ
うな体力要因の影響を受けているのかを詳
細に検討することによって，タレント発掘に
おける評価基準の明確化など，競技者育成と
いう観点からの研究の推進に発展させるこ

とができると考えられる． 
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