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Abstract
 

The purpose of this study was,through investigating the exercise characteristics of tethered swimming,a type of
 

stationary swimming,to clarify the problems in utilizing tethered swimming as an endurance training method and to
 

develop a new swimming training method.To do so,5female competitive college swimmers were selected as subjects
 

and had them do tethered swimming with fixed traction load,traction time,and repetition count.The heart rate(HR)
and blood lactate accumulation as physiological indexes and rating of perceived exertion as a perceptual index were

 
questioned.Also motions recorded by video tape recorder and electromyogram(EMG)for the stroke mechanics during

 
tethered swimming were analyzed.As a result,the characteristics of tethered swimming and the efficacy of swimming

 
as endurance training were obtained as follows:
1) The HR of Interval by tethered swimming (IST)at the traction load of 6kg in 10 sets of 50m swimming (35-sec.

swims and 20-sec.breaks)showed significantly higher as p＜0.05 compared with FS though it transited steady after
 

the third time.The traction loads at 6kg was 50.4% of MTF (maximum tractional force).
2) IST loaded with 6kg traction load showed the load at which improvement in endurance can be anticipated in both

 
physiological indexes (HR:155.2±4.5bpm,BLA:2.9±0.2mmol/L)as well as perceptual indexes (RPE:13.2±0.9).

3) SR (stroke rate),SL (stroke length),LAH (Length of wrist and hip)and BL (Body leaning)during IST showed a
 

slight difference but not significant compared with FS (Free Swimming)and almost steadily transition after the
 

third time.IST did not seem to cause a disruption of stroke mechanics in the aspect of EMG.
4) As for 4ST,the traction loads at 4kg and 5kg showed physiological(HR:153～174bpm,BLA:3.0～7.1mmol/L)and

 
perceptual(RPE:12.6～17.6)exercise strengths,which could anticipate improvement in endurance at the same time

 
4ST,the traction loads at 5kg showed the tendency of gradual increase due the fact that the exercise strengths did

 
not reach a steady position.

5) In the aspect of EMG,4ST did not seem to cause the disruption of swimming in any of the trials though it suggested
 

the presence of load that was approximate FS in between 4kg and 5kg of traction loads caused by fluctuation of
 

SR,SL,LAH and BL.
6) In 4ST,there was a general trend among all subjects:observance of OBLA-Load at the traction load of 4.22kg.

OBLA-Load accounted for 35.1% of MTF.
The above findings suggested that,in tethered swimming,depending upon the setting of traction load,it was possible

 
to establish the exercise strength that could expect endurance effects without breaking the stroke mechanics.Also

 
suggested was the possibility that the appropriate traction load could be obtained from the maximum traction force.
Thus,with tethered swimming,it is possible to set the appropriate load according to the swimming level,and therefore,
tethered swimming can be utilized as a swimming training method for a wide range of competitive swimmers.

Stationary tethered swim, Swim training method, Physiological and perce-
ptual indexes, Stroke mechanics, Utility.

Ⅰ.はじめに

今日，水泳トレーニングの際，テザード泳を利用し

たトレーニングが行われている．このテザード泳は，

1930年代 には水泳のトレーニング法の一つとしてす
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でに行われていたが，1960年代に入ると陸上の筋力ト

レーニングが水泳の運動特性とは異なるものとし

て ，水泳の水中における筋力トレーニングとして

用いられるようになった．また最近では，テザード泳

については，通常の泳ぎ方とは異なる筋活動ではない

かと指摘 する論文も見られるようになった．その一

方で，水泳が一般的に楽しまれるようになる中，水泳

の身体的効果の指標を見出すためにテザード泳が水中

のエルゴメーターとして活用されるようにな

り ，その結果水泳・水中運動の生理学的特

性，すなわち有酸素的運動の解明に大きな貢献を果た

してきた．このようにして，テザード泳時の筋活動が

神経支配の面で指摘され，むしろ持久的トレーニング

に視点が向けられるようになっていることが伺うこと

ができる．しかしながら，現在のところ，テザード泳

を持久的トレーニングとして活用するための研究報告

は，著者らが文献を渉猟した範囲では見あたることが

できなかった．したがって，持久的トレーニングを目

指して用いられるテザード泳が，通常の泳ぎ方とどの

ように類似し，あるいは異なっているのか検討してみ

る必要がある．そのため，テザード泳には，レジステッ

ド泳（進行の反対方向に牽引されながら泳ぐこと），ア

システッド泳（進行方向に牽引されながら泳ぐこと），

およびその場泳ぎ（牽引されながらその場で泳ぐこと）

の三種類に分けられるが，これらのテザード泳の中で

定量的に負荷を加えて泳がせながら水泳の持久的ト

レーニングの可能性を有することが推測されるその場

泳ぎのテザード泳の検証を試みることとした．

そこで，本研究は，その場泳ぎのテザード泳を水泳

の持久的トレーニング法として活用するため，その場

泳ぎの運動特性を調査することによって通常の泳ぎ方

と比較し，通常の泳ぎ方と同様なその場泳ぎのテザー

ド泳を見出し，新たな水泳の持久的トレーニング法の

開発を目的とした．そのため，大学女子水泳選手を対

象に，牽引負荷，牽引時間，反復回数を定めたその場

泳ぎのテザード泳を行わせ，生理的指標として心拍数

および血中乳酸濃度を，知覚的指標として主観的運動

強度について調査し，またテザード泳時のストロー

ク・メカニクスについて分析を試みた．

Ⅱ.方 法

テザード泳の調査は，T大学プール（気温：28～33

°C，水温：28～30.5°C）において心拍数，血中乳酸濃度，

主観的運動強度，ストローク・メカニクスについて行っ

た．被検者は，T大学女子水泳部員で日本学生水泳選

手権大会出場者５名を対象とした．被検者の身体的特

性についてはTable 1に示した通りであった．Fig.1

は，測定のプロトコールを示したものである．インター

バル・テザード泳および４分間テザード泳の各試技は，

Fig.2の要領で泳者のベルトに取り付けた牽引器具か

らプール壁まで伸ばしたゴム管（外径９mm，内径３

mm，長さ３m）を牽引しながら泳ぎ，少なくとも１時

間以上の休憩を挟んでそれぞれを実施した．

また，テザード時の筋活動の調査については，イン

ターバル・テザード泳および４分間テザード泳時の筋

電図測定を行った．

１.試技条件

１)フリー泳

フリー泳（以下，FSという）は，テザード泳が牽引

した泳ぎであるのに対して通常の泳ぎ方を意味するも

ので，クロール泳法で50mを35秒で泳ぎ，20秒間の休

息を挟んだ55秒サイクルのインターバルを10回繰り返

させた．フリー泳の試技は，先行研究 に基づき，イン

ターバル中の心拍数が135～160bpmの間を変動し，か

Table 1  Physical Characteristics of the Subject

 

Subject  Height

(cm)

Weight

(kg)

Age

(years)

Rest HR

(bpm)

50mCr

(sec)

100mCr

(min,sec)

400mCr

(min,sec)

MTF

(kg)

A 163.0 57.8 18 64 29″5 1′03″5 4′22″3 11.4

B 165.0 56.0 19 68 27″9 1′02″3 4′45″0 13.1

C 159.5 48.0 19 62 29″0 1′03″2 4′45″0 11.6

D 166.0 58.0 20 64 29″5 1′03″4 4′50″0 11.5

E 157.0 47.0 19 62 28″6 1′02″6 4′52″0 12.2

X±S.D.
162.1

±3.8

53.4

±5.3

19.2

±1.3

64.0

±2.4

28″9

±0″7

1′03″0

±0″3

4′42″8

±11″5

11.9

±2.8
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つ血中乳酸濃度の変動により有酸素的運動として判断

された範囲であったことにより設定した．

２)インターバル泳

テザードによるインターバル泳（以下，ISTという）

では，牽引負荷を伴いながらクロール泳法で50mを35

秒で泳ぎ，20秒間の休息を挟んだ55秒サイクルのイン

ターバルを10回繰り返させた．牽引負荷は，事前調査

により心拍数，血中乳酸濃度，RPEの指標から有酸素

的運動が可能な６kgの負荷に設定することとし，その

負荷が得られる水底の位置にマーカーを置きそれを定

位置確保の目安として泳がせた．テザードによるイン

ターバル泳の試技時間は，FSの運動時間および休息

時間と同様に設定した．

３)４分間泳

テザードによる４分間泳（以下，４STという）では，

牽引負荷が３kg，４kg，５kgとなる位置にマーカーを

設定し，それを目安に４分間継続的に泳がせた．泳時

間を４分間とした設定理由は，漸増負荷試験における

血中乳酸濃度が定常状態に至るまでの時間については

種々論議されているが，４分間の運動負荷によっても

血中乳酸濃度の定常値の推定が可能であるとした意

見 に基づいて設定したものである．また，牽引負荷３

kg，４kg，５kgを設定したのは，ISTの場合と同様に

先行研究 に基づいて算出したもので，これによって

ISTを実施する場合に有酸素的運動の適正範囲にあ

ることが推定されたことが根拠となる．

４)調査・測定項目

調査および測定は，最大牽引力，心拍数，血中乳酸

濃度，主観的運動強度，ストローク・メカニクスにつ

いて行った．

① 最大牽引力

最大牽引力（以下，MTFという）は，最大努力で

泳いだ際，端壁につないだゴム管と泳者の腰に取付

けた張力を測定し，開始後２ストローク目から一定

した泳ぎができなくなるまでのストロークの間の牽

引変動の高位値と低位値を読みとり，その平 値に

よって表示した．各試技は，15分間の休息を挟んで

２回ずつ行わせ，数値の高い方を測定値として採用

した．牽引力は，バネばかりの指針の動きをビデオ

カメラで撮影し，映像録画のコマ送りによって読み

とった．

② 心拍数

心拍数（以下，HRという）は，胸部双極誘導法の

心電計（フクダ電子製：DS＝504）および送信機（フ

クダ電子製：LX＝3220）を用いて，ウォームアップ

終了時から各試技終了後６分間をモニターし，計測

した．

③ 血中乳酸濃度

血中乳酸濃度（以下，BLAという）は，安静時お

よび４STの終了後１分，３分，５分目に被検者の指

尖部から湧出した血液をベーリンガー・マンハイム

社製の簡易乳酸測定器アクスポーツを用いて調べ

た．

④ 主観的運動強度

主観的運動強度（以下，RPEという）は，試技終

了直後に日本語表示のBorg の RPE Scale表を用

いて表示させた．

⑤ ストローク・メカニクス

ストローク・メカニクスについては，ストローク

頻度，ストローク長，手股関節長および体傾斜角に

ついて調査を行った．

ストローク頻度（以下，SRという）は，VTR映

Fig.1  Protocol of experiment

 

Fig.2 Graphical representation of tethered device allow
 

ing for tethered swimming.
-
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像をクロノストローク（Nielsen-Kellerman社製）

を用いて計測した．ストローク長（以下，SLという）

は手関節点の入水時から離水時までの長さを計測

し，手股関節長（以下，LAHという）は離水時の手

関節点と股関節点との長さを計測した．体傾斜角（以

下，BLという）は，最も体の傾斜角が大きくなる呼

吸時の頚部と腰部を結ぶ線が水面となす角度を計測

して求めた．なお，これらの調査項目のサンプルは，

FSおよび ISTでは各回終了前の５秒間，４STで

は１分経過毎にその直前の５秒間から導き出した．

⑥ 筋電図

筋電図（以下，EMGという）は，DKH社製の有

線式EMG測定器を用い，ISTおよび４ST時にお

ける上腕二頭筋（左・右）と上腕三頭筋（右）の筋

活動について測定を行い，較正電圧を0.5mV，ペー

パー速度を1.88cm/secで表示した．また，ISTでは

偶数回目の試技を対象にサンプリングし，４STで

は35％MTFの牽引負荷により最終の30秒間を対象

にサンプリングした．なお，筋電図と映像の同期に

は，DKH社製のタイムチェッカーを用いてスト

ローク中の右手入水時毎にスイッチボタンを押し，

そのパルスを筋電図上に導出させて同期した．

⑦ 統計処理

FS，IST および４STのBLA，RPE，HR，SR，

SL，LAH，BLについては平 値および標準偏差を

求めた．水泳条件等による差の検定は，SL，LAHで

はStudent’s T-testを用い，HR，SRでは一元配置

分散分析および多重比較法を用いて検定を行った．

なお，有意差の判定は危険率５％未満を有意水準と

した．

Ⅲ.結 果

１.ＭＴＦ

MTFは，被検者の最大努力泳時における高位牽引

値と低位牽引値の平 値により表示したが，その結果

はTable 1に示した通りであった．なお，被検者全体

の高位牽引値の平 は15.7±0.7kg，低位牽引値の平

は8.1±0.8kgで，MTFは11.9±2.8kgであった．

Table 2 Data of BLA,RPE,SR,SL,LAH and BL during swimming using tethered device.

Items
 

Condition
 

BLA

(mmol/l)
RPE  HR,1min

(bpm)

HR,2min

(bpm)

HR,3min

(bpm)

HR,4min

(bpm)

SR

(tpm)

SL

(cm)

LAH

(cm)

BL

(°)

FS

(35″1±0″

5)

2.5

±0.6

12.6

±0.8

142.8

±3.6
－ － －

35.8

±4.2

108.4±8.6

～

106.2±6.3

4.9±1.7

～

5.6±1.5

14.0

±2.4

IST

(35″0)
2.9

±0.2

13.2

±0.9

※

155.2

±4.5

－ － － 34.1

±3.3

97.8±4.7

～

96.1±5.1

7.8±2.8

～

8.2±3.2

18.8

±1.5

３kg４ST 1.8

±0.3

9.0

±0.7

117.3

±4.5

○

132.1

±4.4

○

136.2

±6.5

○

136.4

±6.5

27.5

±3.4

105.0±5.0

～

102.0±4.3

4.1±1.5

～

5.7±2.8

15.2

±2.6

４kg４ST

▲

3.0

±0.6

▲

12.6

±0.6

138.2

±6.8

○

147.4

±5.2

○

153.1

±7.5

○▲

153.3

±7.5

31.2

±0.6

108.1±4.4

～

106.8±3.0

5.2±3.0

～

6.8±2.8

18.3

±1.2

５kg４ST

◆

7.1

±2.5

◆

17.6

±0.9

149.1

±3.3

○

162.2

±6.6

○

167.2

±6.1

○◎◆

174.3

±8.3

▲

33.9

±1.4

100.8±5.3

～

99.5±5.5

5.5±2.4

～

7.8±3.5

19.1

±1.1

※：Significantly different from FS

○：Significantly different from 1 min.

◎：Significantly different from 2 min.

▲：Significantly different from 3kg 4ST

◆：Significantly different from 4kg 4ST

 

Significantly different:p＜0.05

BLA:Blood lactate accumulation
 

SL:Stroke length
 

RPE:rating of percieve exertion
 

LAH :Length between arm-wrist and hip
 

SR :Stroke rate
 

BL:Body leaning
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２.各試技におけるBLA，RPE，HR
 

Table 2は，FS，IST および４STの測定結果を示

したものである．FSおよび ISTともに10回のイン

ターバル泳を通してほぼ安定したSRを示している

が，運動強度を示すBLA，RPE，HR（135～160bpm）

ではFSに比べて ISTの方がやや高くなる傾向が見

られた．また，Fig.3は，IST中のHRと SRの変動を

示したものであるが，インターバルを通してほぼ一定

した変動を示しており，HRが３回目からほぼ定常状

態（試技直後：155～165bpm，試技直前：135～145

bpm）が見られた．

４STは，牽引負荷が増す毎にBLA，RPE，HRが

上昇し，特に牽引負荷５kgの４ST（以下，５kg４ST

という）では上昇傾向が顕著であった．SRでは，段階

的に４PTの牽引負荷３kg，４kg（以下，それぞれ３

kg４ST，４kg４STという）および５kgSTの試技条

件を見ると有意な上昇は認められなかったが，３kg４

STと５kg４STの間に有意な差が見られた．また，

Fig.4を見ると３kg４STと４kg４STのHRが２

分目から定常状態に至っていることが認められたが，

５kg４PTでは上昇傾向が続く傾向が見られた．

３.各試技のストローク・メカニクス

ストローク・メカニクスの調査結果は，SR，SL，

LAH，BLについては同じくTable 2に示した通りで

あった．

SRについて見ると，FSと IST ではほぼ同様の値が

得られた．４STの SRでは，牽引負荷の増加とともに

やや上昇傾向が見られるものの段階的に見ると有意な

差は認められなかったが，３kg４STと５kg４STの

間に有意（P＜0.05）な差が認められた．FS，４STお

よび ISTの SRは，３kg４STを除き，FS，４kg４

ST，５kg４ST，IST においてほぼ同様傾向を示した．

SL，LAHは，いずれの試技間あるいは試技中の変化

においても有意な差は認められず，最もFSに近似し

た試技は４kg４STであったが，牽引負荷の増大とと

もにSLがやや短くなり，LAHがやや長くなる傾向が

見られた．BLは，いずれの試技間においても有意な差

は認められなかったが，FSに比較して体の傾斜（後

傾）がやや大きくなる傾向が見られた．なお，SL，LAH

において最もFSに近似した試技は３kg４STであっ

た．

４.ＥＭＧ

EMGについては，Fig.5-1～5-3に示した通りで

Fig.3 Changes in HR and SR during interval tethered
 

swimming

 

Fig.4 The changing in HR during 4min.tethered swim
 

ming
- Fig.5-1 EMG measurements during FS

(FS:Free Swimming)
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あった．これらを見ると，FSと比較して ISTおよび４

STともに筋の活動機序や放電様相には顕著な変化は

見られなかったが，４STでは１ストローク・サイクル

中の筋活動時間がやや長くなり，上腕三頭筋の活動電

位がやや強く働く傾向が見られた．なお，マーカーと

したパルスは，被検者の右手入水時を示している．

Ⅳ. 察

テザード泳を水泳の持久的トレーニング法の一つと

して活用するためには，テザードという水泳条件がス

トローク・メカニクス（以下，SM という）に及ぼす影

響とその消長について検証し，またテザード泳の設定

が持久力の向上に効果的であるか否かの検証が必要で

ある．そこでまず，テザード泳時のSM の変化につい

て検討を試みるため，SM を構成するSR（ストローク

頻度），SL（ストローク長），LAH（手股関節長），BL

（体傾斜角）の変化，そしてEMG（筋電図）により筋

の活動機序および放電様相について検討を試みた．

IST（インターバル・テザード泳）は，牽引負荷６kg

により休息20秒間を挟んだ30秒間泳を10回反復するイ

ンターバル泳であったが，SR，SL，LAH，BLおよび

筋の活動機序や放電様相のいずれの項目においてもほ

ぼ安定的に推移し，いずれの項目においても反復回数

による変化に有意な差は見られなかったが，筋放電圧

ではFS（フリー泳）と比較してやや高くなる傾向が見

られた．また，ISTでは，４STの各試技に比べてSL

が短く，LAHが長く，かつBLが大きくなる傾向が見

られたが，これは ISTの牽引負荷50.4％MTF（最大牽

引力）が４STの各試技の牽引負荷３kg，４kg，５kg

（それぞれMTFの約25％，33％，41％）に比べて大き

かったことによるものと えられる．いずれにしても，

ISTでは，設定した反復回数によって持久的向上が期

待できる運動強度で定常的に行えることやその際SM

がFSに近似した状態で行うことが可能であり，かつ

ISTの負荷設定の際にはMTFの50％程度の牽引負

荷を目安に導き出すことが有効であることが示唆され

た．このことは，男女差の違いが多少あるものの，ほ

ぼ同様の結果が導かれた先行研究 と一致するところ

でもある．

４ST（４分間テザード泳）では，牽引負荷の小さい

試技ほどSL，LAH，BLがFSに近似しているが，牽

引負荷が小さくなる程SRが小さくなる傾向を示し，

特に３kg４STと５kg４STの間において有意な差

（p＜0.05）が認められた．また，各試技別に見ると牽

引負荷の増加とともにSRが大きくなりFSに近似し

ていくことが認められた．３kg４STのような軽負荷

の場合には，水底のマーカーから体が前方へ逸脱する

のを避けるため入水直後の腕を前方へ伸ばした形で時

間調整しており，それによってSRが減少したものと

えられる．この点については，アシステッド泳に比

Fig.5-2 EMG measurements during IST
(IST:Interval tethered Swimming)

Fig.5-3 EMG measurements during 4ST
(4ST:4minute tethered Swimming)
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較してレジステッド泳のSRが小さくなるとした報

告 のように，FSに比べて５kg４STでは手に加わ

る水抵抗の増加に抗するだけの時間を必要としたもの

と えられる．また，OBLA-Load（約4.5kg）の４ST

とFSのEMGを比較して見ると，活動機序にはほと

んど変化が見られなかったが，１ストローク・サイク

ル中の各筋の活動電圧がやや高く，活動時間がやや長

くなっていたことからSRの減少が確認できる．この

点については，アシステッド泳に比較してレジステッ

ド泳のSRが小さくなるとした報告 のように，FSに

比べて５kg４STでは手に加わる水抵抗の増加に抗

するだけの時間を必要としたものと えられる．いず

れにしても，SM への影響は，機能性を表すSRでは

FSに比較してやや小さいが３kg４ST，４kg４ST，

５kg４STへと大きく，フォームを表すSL，LAH，

BLでは牽引負荷の増加とともに大きくなる傾向が見

られる．したがって，機能性とフォームを崩壊するこ

となく実施可能な４STは，牽引負荷が４kgから５kg

の間に至適値があるように思われる．なお，ISTおよ

び４STのEMGから見た筋活動機序および筋活動様

相がFSと顕著な差異は見られなかった点について

は，平泳ぎのプルによるテザード泳とFSのEMGの

比較ではあるが，両者間に大きな変化は見られなかっ

たとするKlaus Danielら の報告と一致するところ

でもある．

つぎに，テザード泳の持久的トレーニングとしての

可能性については，持久的トレーニングに関する先行

研究においてBLA，RPE，HRに関する種々の意

見 が見られ，本研究結果についてはそれら意見

と論議させながら生理学的および知覚的な面から検討

を加える．

まず，BLAは，C.Colwin ，D.Pyne ら，あるい

はE.Maglischo が持久的トレーニングに対応する

BLAはほぼ４±２mmol/Lの範囲にあるとしている

が，本研究においてその範囲を示した試技は IST

（3.0±0.6mmol/L）お よび４kg４ST（2.9±0.2

mmol/L）の二試技であり，３kg４STでは低く，５kg

４STでは高くなって持久的トレーニングの条件を満

たすものとはならなかった．

RPEは，FS（12.6±0.8），IST（13.2±0.9）およ

び４kg４ST（12.6±0.6）の各試技では，BLAに対応

させることによってRPEの持久的トレーニングとし

ての可能性を示唆した野村らの報告 ，あるいは持久

的トレーニングに対応したRPEは13～15で「ややき

つい」～「きつい」レベルであるとしたColwin や

Maglischo の意見とほぼ同様な値を示した．しかし

ながら，３kg４STおよび５kg４STの場合は，こう

した持久的トレーニングの条件から大きく外れてお

り，その意味においては持久的トレーニングとして十

分な条件を整えていないものと えられる．

HRは，C.Colwin ，J.E.Counsilman ，あるいはD.

Pyne らが持久的トレーニングとしての可能性を有

するHRの変動幅はおよそ130～170bpmであると指

摘しているが，分散分析および有意差検定の結果３kg

４STの１分目，５kg４STの４分目を除くほとんど

の試技においてほぼ同様の変動幅（130～170bpm）に

あり，その意味で持久的トレーニングとしての一条件

を満たしているものと えられる．

つぎに，これらの生理学的，知覚的指標を試技別に

検討を加えた．まず ISTでは，Fig.3に示したように

一定水準のHR，SRが安定的に推移している点や，

BLA，RPEが持久的トレーニングとして可能な範囲

にある点を えれば，６kg（MTFの50.4％）負荷に

よって泳時間，休息時間あるいは反復回数の増減に

よってさらに持久的トレーニングとして適切な強度を

見出すことが可能であると える．したがって，持久

的トレーニングとして有用と えられる４STは，Fig.

4に示したように２分目以降にHRが定常状態を示し

た３kg４STおよび４kg４STと，BLA，RPEおよび

HRにおいて持久的トレーニングの可能性を有する運

動強度を示した４kg４STであった．したがって，４

kg４STは，運動負荷の面で見るなら他の２試技より

効果的と えられる．

最後に，テザード泳中のSM および生理学的，知覚

的変化を総合的に見ると，ISTでは牽引負荷を変える

ことによって運動強度が著しく変化してSM の崩壊

を招くことも えられるが，個人に応じた適正負荷の

存在を指摘する報告 が見られるように，本研究にお

いても同様に適正負荷の存在が確認できた．さらに，

個々のMTFに対する IPT時の負荷比率が，いずれの

被検者においてもほぼ同率（約50％）の値を示したこ

とから，持久的トレーニングとして有効な ISTの負荷

設定には個々のMTFの測定により求められる可能性

が示唆された．また，４STでは，牽引負荷を変えるこ

とによってより適正な持久的トレーニングの設定が可

能であるが，Fig.6のように４kg４STと５kg４ ST

の牽引負荷を結ぶ線と４mmol/Lの線が交わる点，す

なわちOBLAレベルのトレーニングの実施が可能な
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負荷量（OBLA-Load：4.26kg）を導くことができた．

4.26kgはMTFの約35％であることを えれば，

MTFの測定値に35％を乗じることによってOBLA

-Loadレベルの運動負荷が求められることが可能で

あることを示唆している．OBLA-Loadレベルのト

レーニングは，身体に過度の負担をかけない こと

やトレーニング効果を把握するための指標 にも

なり得ることから，その場泳ぎのテザード泳は適切な

牽引負荷を設定することによって，種々のインターバ

ルトレーニング（例：35秒テザード泳＋15秒休息×10

セット）やロング（時間）泳（例：４分間テザード泳）

等，水泳における有用な持久的トレーニング方法にな

り得るものと えられる．

Ⅴ.要 約

本研究は，ST（その場泳ぎのテザード）泳の運動特

性について調査を行うことによって水泳の持久的ト

レーニング法として活用するための問題点を明らかに

し，水泳トレーニング法の開発を図ることを目的とし

た．そのため，大学女子水泳選手を対象に牽引負荷，

牽引時間，反復回数を定めたその場泳ぎのテザード泳

を行わせ，生理的指標として心拍数および血中乳酸濃

度，知覚的指標として主観的運動強度について調査し，

またテザード泳時のストローク・メカニクスについて

映像および筋電図様相（活動電位，活動時間）の分析

を試みた．その結果，以下に示したようなその場泳ぎ

のテザード泳の特性や水泳の持久的トレーニングへの

有効性が えられた．

１)牽引負荷６kgの IST（インターバル・テザード泳）

のHRは，50m×10回（35秒間泳＋20秒間休息）の

セット中，FS（フリー泳）に比較して有意（p＜0.05）

に高かったが，３回目以降ほぼ定常的に推移した．

なお，牽引負荷６kgはMTF（最大牽引力）の50.4％

であった．

２)牽引負荷６kgの IST は，生理学的指標（HR：

155.2±4.5bpm，BLA：2.9±0.2mmol/L）および

知覚的指標（RPE：13.2±0.9）としたいずれの調査

項目においても，持久力の向上が期待できる負荷を

示した．

３)IST の SR（ストローク頻度），SL（ストローク長），

LAH（手股関節長），BL（体傾斜角）は，FS（フリー

泳）に比較して多少の差異が見られるものの有意な

差は認められず，３回目以降ほぼ定常的に推移した．

また，EMG様相の観点から ISTが泳ぎの崩壊を招

来するものではなかった．

４)４ST（４分間テザード泳）は，牽引負荷４kgと５

kgにおいて生理学的（HR：153～174bpm，BLA：

3.0～7.1mmol/L），知覚的（RPE：12.6～17.6）運

動強度が持久力の向上が期待できる値を示したが，

５kg４STでは運動強度が定常に至らず漸増傾向

を示した．

５)４STは，EMGの様相からいずれの試技においも

泳ぎの崩壊を招来するものではなかったが，SR，

SL，LAHおよびBLの変動から牽引負荷４kgと５

kgの間に最もFSに近似した負荷の存在が示唆さ

れた．

６)４STでは，被検者全員の傾向として牽引負荷4.2

kgにおいてOBLA-Loadが見られた．OBLA

-LoadはMTFの35.1％であった．

以上のことから，テザード泳は，牽引負荷の設定の

仕方によってストローク・メカニクスを崩壊すること

なく持久的な効果を期待できる運動強度の設定が可能

であり，また適正な牽引負荷は最大牽引力によって求

められる可能性が示唆された．したがって，テザード

泳は，泳力レベルに応じて適正な負荷設定が可能であ

り，幅広い水泳選手に対して水泳のトレーニング法と

しての活用が期待できる．
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