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Ⅰ．緒　　言

　競技力を効果的に向上させるには，競技特性を考慮
し，科学的知見に基づいたトレーニングを計画するこ
とが重要となる．現場に即したトレーニング計画を
立案することによって，シーズンの適切な時期にパ
フォーマンスをピークに持ってくることが可能とな
る．また，チームが主要なゴールに到達するために
は，選手の体力や技術の改善を目指したトレーニング
内容を適切に準備する必要がある 6）．
　体力的観点からみた競泳のトレーニング計画におい
ては，一般的準備期では，基礎的持久力の獲得のため
に比較的低い強度で長い距離を泳ぎ続けるようなト
レーニングが行われている．この時期は，自由形や個
人メドレーでの泳トレーニングが中心となる．その

後，専門的準備期において，短距離選手では短い距離
での高強度泳トレーニングによる泳速度の向上，中・
長距離選手では持久力を中心としながら同時に泳速度
の向上も強化していく．この時期からは，個人の専
門種目での泳トレーニングが中心となる．試合期で
は，レースペースを意識した練習や持久力に合わせて
スピード系のトレーニングが行われるようになってく
る．一方，技術的観点においては，ストロークドリ
ル，キックおよびプルなどの基礎的な動作の練習を通
して，抵抗の少ない効率的な泳ぎを習得する必要があ
る 5），10），11）．競泳では，種目によって泳動作が異なる
ため，それぞれの種目における動作改善を目指した泳
トレーニングが日々の練習の中で行われているのが一
般的である．
　競泳におけるトレーニング手段は水中での泳動作を
用いて準備されることが多いが，近年では，泳トレー
ニングのみでは得られないより大きな刺激を筋に与え
るために陸上でのウエイトトレーニングなどといった
レジスタンストレーニングも用いられるようになって
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きた 1）, 3）, 4）, 7）, 8）, 13）．上肢については，スイムベンチを
用いたプル運動があり，これは泳動作に近く水中運動
に近い等速性の負荷をかけられるという特徴をもって
いる 11）．また，下肢については，自転車エルゴメー
ターを用いた高強度のペダリング運動がある．陸上
でのレジスタンストレーニングが泳パフォーマンス
に及ぼす影響を検討した研究は数多く行われている
が，それらの見解は一致しておらず，陸上と水中のパ
フォーマンスに関係があるとする報告 3）, 8）, 16）が多く
みられる一方で，関係がないとする報告 10）, 15）も散見
される．また，先行研究の多くは被検者が男子選手の
みや男女混合であり，女子選手に焦点を当てた研究は
著者の文献収集範囲ではほとんど見られなかった．こ
のように，先行研究においては，レジスタンストレー
ニングが競泳のパフォーマンス向上に及ぼす効果が未
だ明確になっていないが，競技現場においては陸上で
の様々な運動を用いたレジスタンストレーニングが取
り入れられているというのが実状である．また，この
ようなレジスタンストレーニングが生体に及ぼす影響
は大きいと考えられるが，これらをどのように効果的
に年間のトレーニング計画に組み入れていくかは現場
において模索されているというのが現状である．した
がって，レジスタンストレーニングが競泳パフォーマ
ンスに及ぼす影響については，現場のトレーニング状
況を考慮した上で再検討する必要がある．
　本研究の目的は，大学女子競泳選手を対象とした一
般的準備期における 4 週間の上肢および下肢による陸
上トレーニングが泳パフォーマンスに及ぼす影響を明
らかにし，女子競泳選手の競技力向上を目指したト
レーニング計画の立案に役立つ知見を得ることであ
る．

Ⅱ．方　　法

１．被 検 者

　被検者は，日常的にトレーニングを継続しており，
日本選手権出場者から地区大会出場者までの競技レベ
ルを有する大学女子競泳選手 15 名とした（表 1 およ
び表 2）．また，実験前に実験の目的と手続きを文章
および口頭で詳しく説明し，すべての被検者から実験
に参加することの同意を得た．また，本研究は，日本
女子体育大学倫理委員会の承認（承認番号：2008-11）
を受けて実施した．

２．トレーニングの設定およびデータの収集法

　被検者は競技レベルに偏りの出ないように陸上ト
レーニング群（7 名）および非陸上トレーニング群

（8 名）に分け（表 2），陸上トレーニング群に対して
は平成 20 年 10 月 28 日から 4 週間の陸上トレーニン
グを行った．なお，泳トレーニングについては 15 名
全員が同じ内容のトレーニングを実施するものとし
た．陸上トレーニングは週に 2 回実施し，トレーニン
グ手段は上肢ではゴムチューブ（以下チューブ）に
よるプル運動（写真 1），下肢では自転車エルゴメー
ターによるペダリング運動を用いた．陸上トレーニ
ングのプロトコールは，Tabata et al. の報告 14）を基
にいずれも間欠的な短時間最大運動（10 秒間の休息
を挟んだ 20 秒間全力運動を 3 回繰り返し，これを 2
セット実施）とし，上肢のトレーニング後に引き続き
下肢のトレーニングを行わせた．セット間および種目
間のインターバルは 8 分とした．いずれの群も設定し
た 4 週間の陸上トレーニング期間の前後で陸上におけ
る上肢および下肢の運動，そして水中における泳パ
フォーマンスを測定した．これらの能力の測定は，ト
レーニング前では平成 20 年 10 月 21 日から 10 月 23

表１　被検者の身体的特徴

年齢（yrs） 身長（m） 体重（kg） 体脂肪率（％）

陸上トレーニング群
（n＝７） 19.0±0.8 1.63±0.05 56.5±2.8 21.9±3.2

非陸上トレーニング群
（n＝８） 18.6±0.7 1.62±0.06 56.4±5.4 24.7±2.1

差 ns ns ns ns
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日の 3 日間，トレーニング後では平成 20 年 11 月 25
日から 11 月 27 日の 3 日間で実施した．
　本研究で実施したトレーニングは，年間計画の一般
的準備期に相当する時期に実施した（表 3）．一般的
準備期は，基礎的な持久力を向上させることを主たる
目的としており，泳トレーニングは比較的低い強度で
長い距離を泳ぎ続ける内容であった．そこで，陸上ト
レーニングでは基礎体力向上の意味を含めて，また，
Tabata et al. のプロトコール 14）の効果でもある有酸
素性能力および無酸素性能力の両方を高めることを目

表２　被検者の専門種目およびパフォーマンスレベル

専門種目 競技レベル

陸上トレーニング群

Ａ 自由形 インカレ出場

Ｂ 自由形 日本選手権出場

Ｃ 自由形 インカレ出場

Ｄ 背泳ぎ 日本選手権出場

Ｅ 平泳ぎ インカレ出場

Ｆ 自由形 インカレ出場

Ｇ 自由形 関東地区大会出場

非陸上トレーニング群

Ｈ 自由形 インカレ出場

Ｉ 自由形 インカレ出場

Ｊ 背泳ぎ 日本選手権出場

Ｋ 自由メドレー インカレ出場

Ｌ 背泳ぎ 日本選手権出場

Ｍ 自由形 インカレ出場

Ｎ 背泳ぎ 日本選手権出場

Ｏ 個人メドレー 関東地区大会出場

写真１　チューブによるプル運動

的とした．4 週間というトレーニング期間は，当該年
度において設定した一般的準備期の第 1 段階に相当す
るものであった． 

３．測定項目および測定法

３．１　泳パフォーマンス
　測定は 25m 室内プール（9 コース）で行った．は
じめに本測定の説明を行った後，身体機能が十分に働
くように 20 分間以上のウォーミングアップを被検者
ごとに任意に行わせた．試技は，有酸素性エネルギー
供給系と無酸素性エネルギー供給系の比率がおよそ
50% ずつとなる 100 ｍクロール９）の最大努力泳とし，
1 台のデジタルビデオカメラ（SONY 社製，HDR-
HC）を用いて水上の側方から被検者をパンニング撮
影した（撮影スピードは 60fps，露出時間は 1/350s）．
100m を 4 局 面（0-25m，25-50m，50-75m お よ び
75-100m）に分け，ストップウォッチを用いて各局面
の所要時間を計測した．その後，得られた映像から各
局面の中間地点における 6 ストローク（1 ストローク
は，手の入水から引き続く反対側の手が入水するま
で）を基に 1 ストロークの平均所要時間を算出し，そ
の逆数をストローク頻度とした． 
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３．２　上肢の運動によるパフォーマンス
　本測定の説明を行った後，被検者ごとにウォーミ
ングアップを任意に行わせた．試技は，スイムベン
チ（vasa 社 製，ergoMETER） を 使 用 し た 両 手 同
時での 60 秒間の全力プル運動とした（写真 2）．一
般的に無酸素性能力を評価する際は，30 秒全力運
動（Wingate Test）が用いられるが，本研究では
100m 泳パフォーマンスのおおよそのタイムと合わせ
ることで泳パフォーマンスとの関係を検討した．負
荷は，先行研究８）において最も大きなパワー発揮

表３　年間トレーニング計画

10 ／９─11 ／ 11 11 ／ 12─11 ／ 18 11 ／ 19─１／ 27 １／ 28─２／３ ２／４─４／６ ４／７─４／ 20

期分け 一般的準備期 移行期 鍛練期 移行期 専門的準備期 調整期

競技会 東京都記録会
東京都記録会
JAPAN OPEN
冬季公認記録会

日本選手権

トレーニング
課題 泳法基礎練習 基礎持久力向上 専門的持久力向上

乳酸系持久力向上

トレーニング量
（m） 3,788 4,036 5,628 5,600 4,892 4,867

写真２　スイムベンチによるプル運動

４／ 21─４／ 27 ４／ 28─５／ 18 ５／ 19─７／６ ７／７─７／ 13 ７／ 14─８／ 24 ８／ 25─９／７

移行期 一般的準備期 鍛錬期 移行期 専門的準備期 調整期

春季公認記録会
三体育大学対抗戦
JAPAN OPEN
夏季公認記録会

関東学生選手権 日本学生選手権

基礎持久力向上 専門的持久力向上
乳酸系持久力向上

4,639 4,528 5,138 5,422 5,202 4,390

注）トレーニング量（m）：各期ごとの平均を算出

のみられた 9 段階のうちの 3 段階目に設定した．パ
フォーマンス指標として 1 ストロークごとの平均パ
ワー（両手による合計パワー）を測定した．得られた
データから 4 局面（0-15 秒，15-30 秒，30-45 秒お
よび 45-60 秒）ごとの平均パワーを算出した．また，
以下の式により，第 1 局面に対する第 4 局面のパワー
の低下率を算出した．
　低下率＝ { １−（第 4 局面の平均パワー／第 1 局面
の平均パワー）} × 100

３．３　下肢の運動によるパフォーマンス
　本測定の説明を行った後，被検者ごとにウォーミン
グアップを任意で行わせた．試技は，自転車エルゴ
メーター（コンビウェルネス社製，PowerMaxV Ⅱ）
を使用し，上肢と同様の理由から 60 秒間の全力ペダ
リング運動とした．サドルの高さは被検者自身がペダ
リング運動をしやすい高さに調節し，運動開始時のペ
ダル踏み出し位置は床から 45 度の角度となるように
指示した．負荷設定において通常の Wingate Test で
は体重の 7.5% であるが予備実験より，60 秒間全力で
漕ぎ続けられる負荷として判断できた体重の 5％とし
た．自転車エルゴメーターによって計測された発揮パ
ワーを 0.1 秒ごとにコンピューターに取り込み記録し
た．パフォーマンス指標として得られたデータから，
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4 局面（5-15 秒，15-30 秒，30-45 秒および 45-60 秒）
ごとに平均パワーを算出し，前項と同様の式を用いて
第 1 局面に対する第 4 局面のパワーの低下率を算出し
た．なお，自転車エルゴメーターについてはピーク値
が出現するまでに 5 秒程度の時間を要するため，本測
定における第 1 局面は 5 秒から 15 秒に設定した．

３．４　血中乳酸濃度
　無酸素性能力の指標として，泳パフォーマンス測
定，上肢および下肢のパフォーマンス測定では血中乳
酸濃度を計測した．運動終了後 1，3，5，7，10 分後
に指先から微量の血液を採取し，簡易型血中乳酸測定
装置（アークレイ社製，ラクテートプロ）を用いて血
中乳酸値を測定した．本研究ではここで得られた最も
大きな値を最高血中乳酸値として採用した．採血は被
検者自身に行わせた．

４．統計処理

　トレーニング前後の差は対応のある t 検定とした．
なお，泳パフォーマンス測定における各局面の所要時
間およびストローク頻度，上肢および下肢の運動によ
る無酸素性能力測定における各局面の平均パワーにつ
いては，測定時期（トレーニング前および後）と局
面（各測定項目の経時的変化に沿ったいくつかの局
面）を要因とする繰り返しのある二元配置の分散分析
を行った．交互作用が有意であった項目は 2 要因のす
べての群間における差の検定を，交互作用が有意でな
かった項目では各要因の主効果を分析した後，主効果
が有意であった場合はその要因内における群間の差
の検定を行った．多群の差の検定ではいずれも Least 
Significant Digit（LSD）法を用いた．これらの有意
水準はいずれも危険率 5% 未満とした．

Ⅲ．結　　果

１．泳パフォーマンス

　表 4 に 100m 泳におけるパフォーマンスを示した．
陸上トレーニング群では泳タイム，低下率および最大
血中乳酸値のいずれにおいてもトレーニング前後で有
意差はみられなかった．一方，非陸上トレーニング群
では，100m 泳タイムおよび低下率においてはトレー
ニング前後で有意差はみられなかったが，最大血中乳
酸値は，トレーニング前よりトレーニング後の方が有
意に小さかった．
　表 4 に 100m 泳における各局面の平均所要時間の変
化を示した．トレーニング前後での比較において，両
群ともにいずれの局面においても有意差はみられな
かった．また，各局面のストローク数においても（表
6），トレーニング前後において有意差は認められな
かった．

２．上肢のパフォーマンス

　表 5 に上肢のパフォーマンスを示した．陸上トレー
ニング群では平均パワー，低下率および最大血中乳酸
値のいずれにおいても有意差はみられなかった．一
方，非陸上トレーニング群では，低下率および最大血
中乳酸値においてはトレーニング前後で有意差はみら
れなかったが，平均パワーにおいてトレーニング前よ
りトレーニング後の方が値は有意に大きかった．
　表 5 に上肢の運動における各局面の平均パワーの変
化を示した．陸上トレーニング群では，トレーニング
前後での比較において，いずれの局面においても有意
差はみられなかった．一方，非陸上トレーニング群で
は，トレーニング前後での比較において，第 1 および
第 2 局面においてトレーニング前よりトレーニング後

表４　泳パフォーマンス結果

【泳パフォーマンス】
100m泳タイム 低下率（％）

局面ごとの平均所要時間 最大血中乳酸値
（ml/L）0─25m 25─50m 50─75m 75─100m

陸上トレーニング群
Tr前 62″36±3″47 −16.7±3.4 14″0 15″7 16″2 16″4 13.5±2.0

Tr後 62″41±3″30 −15.8±4.1 14″1 15″7 16″3 16″3 12.7±2.1

非陸上トレーニング群
Tr前 63″20±1″64 −13.4±4.6 14″5 15″9 16″4 16″4 12.5±1.7

Tr後 63″38±2″21 −12.7±5.6 14″5 15″9 16″7 16″3 10.8±2.2

＊：p≲0.05

＊
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の方が有意に大きく，第 4 局面においてトレーニング
前よりトレーニング後の方が大きい傾向がみられた． 

３．下肢のパフォーマンス

　表 5 に下肢のパフォーマンスを示した．陸上トレー
ニング群では，低下率および最大血中乳酸値において
トレーニング前後で有意差はみられなかったが，平均
パワーにおいてはトレーニング前よりトレーニング後
の方が有意に大きかった．一方，非陸上トレーニング
群では，平均パワー，低下率および最大血中乳酸値の
いずれにおいても有意差はみられなかった．
　表 5 に下肢の運動における各局面の平均パワーの変
化を示した．陸上トレーニング群では，トレーニング
前後での比較において第 2 局面においてトレーニング
前よりトレーニング後の方が値は有意に大きく，また
第 3 および第 4 局面においてトレーニング前よりト
レーニング後の方が値は大きい傾向がみられた．一
方，非陸上トレーニング群では，トレーニング前後で

の比較において第 4 局面でトレーニング前よりトレー
ニング後の方が大きい傾向がみられた． 

Ⅳ．考　　察

１．上肢および下肢の陸上トレーニングによる
パフォーマンスの変化

　下肢のパフォーマンスの変化について，陸上トレー
ニング群では 60 秒間の平均パワーが増大し（表 5），
前半からトレーニング前よりも高い値を示しているこ
とから，エネルギー供給能力が向上したことが示唆さ
れる．しかし，最大血中乳酸値にトレーニング前後で
有意差はみられなかった（表 5）．短時間最大運動後
の血中乳酸濃度は運動中に使用した解糖系からの無酸
素性エネルギーを反映すること２）を考慮すると，陸
上トレーニング群では有酸素系からのエネルギー供給
の割合が増大したことによって，同じ強度で運動をし
た時の血中乳酸濃度が低下し，後半においても大き

表６　100m泳の各局面におけるストローク数

局面

１ ２ ３ ４

陸上トレーニング群
Tr前 16.3±1.7 19.4±2.1 19.8±2.0 20.8±1.4

Tr後 16.1±1.3 19.0±1.8 19.4±1.6 20.4±1.8

非陸上トレーニング群
Tr前 15.5±3.0 19.5±2.7 19.6±2.4 20.8±2.6

Tr後 15.5±2.7 19.4±2.5 20.0±2.3 20.9±2.5

表５　上肢および下肢のパフォーマンス結果

【上肢のパフォーマンス】
平均パワー（w） 低下率（％）

局面ごとの平均パワー（w） 最大血中乳酸値
（ml/L）0─25m 25─50m 50─75m 75─100m

陸上トレーニング群
Tr前 48.0±3.4 17.2±7.2 51.4 49.5 45.9 42.4 5.8±0.8

Tr後 47.3±4.3 19.9±5.6 51.9 48.4 45.1 41.5 5.4±1.2

非陸上トレーニング群
Tr前 47.3±5.3 20.1±4.2 51.8 48.4 45.4 41.3 5.2±1.0

Tr後 49.3±4.6 19.8±3.1 54.0 50.0 46.9 43.2 5.0±0.9

【下肢のパフォーマンス】
平均パワー（w） 低下率（％）

局面ごとの平均パワー（w） 最大血中乳酸値
（ml/L）0─25m 25─50m 50─75m 75─100m

陸上トレーニング群
Tr前 304.7±16.0 41.6±7.9 401 333 278 233 13.7±1.9

Tr後 320.9±23.1 38.8±5.7 409 358 292 249 13.0±1.9

非陸上トレーニング群
Tr前 294.8±31.4 39.4±4.8 381 328 271 230 13.1±1.4

Tr後 300.5±31.5 36.3±3.7 385 327 273 245 12.7±0.9

＊：p≲0.05，＊＊：p≲0.01

＊ ＊ ＊

＊＊ ＊
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なパワーを発揮できるようになったことが推察され
る．このような有酸素性能力向上の要因としては以下
の 2 点が挙げられる．1 点目は水中での泳トレーニン
グの影響である．本研究ではいずれの群も，測定の前
後では泳トレーニングの量や強度が徐々に増加してい
る（表 3）．本研究におけるトレーニング時期は 11 月
下旬であり，基礎持久力の向上を主たる目的としてい
た．トレーニング内容は，マグリスコの方法 6）を参
考にし，事前の測定より推定した個々人の AT レベ
ルを越えない範囲の強度を中心としていた．すなわ
ち，AT レベルを越えない低強度のトレーニングを実
施することで，有酸素性能力の向上につながった可能
性が考えられる．2 点目は本研究で用いた陸上トレー
ニングのプロトコールの影響である．本研究で用い
た 10 秒間の休息を挟んだ 20 秒間全力運動を 3 回繰り
返すといった間欠的な短時間最大運動は，有酸素およ
び無酸素エネルギー供給の両方に刺激を加えられる
トレーニング手段として位置づけられているため 14），
このことも陸上トレーニング群の有酸素性能力の向上
を引き起こしたと推察される．また，水泳選手が通常
のトレーニングにおいて自転車エルゴメーターを用い
ることが少ないことを考慮すると，陸上トレーニング
群では，ペダリング運動でのパワー発揮に慣れ，効
率よく大きなパワー発揮ができるようになった可能
性（動作の変化）も挙げられる．一方，非陸上トレー
ニング群では，トレーニング前後で 60 秒間の平均パ
ワーに有意差はみられず，最大血中乳酸値にも有意差
はみられなかった（表 5）．しかし，トレーニング後
で第 4 局面における平均パワーが僅かに増大しており

（表 5），このこともまた前述のような泳トレーニング
による有酸素性能力の向上の影響と推察される．　　
　上肢のパフォーマンスの変化については，陸上ト
レーニング群では，60 秒間の平均パワー，各局面に
おけるパワーおよび最大血中乳酸値のいずれにおいて
もトレーニング前後で有意差はみられなかった（表
5）．しかし，非陸上トレーニング群では，トレーニン
グ前後において第 1 局面からパワーは有意に大きく，
60 秒間の平均パワーも増大していた（表 5）．上肢の
パフォーマンス測定における最大血中乳酸値は，下肢
の測定でみられた値と比較して低いことから，上肢の
プル動作による短時間最大運動が解糖系への十分な
負荷をかける運動としては十分ではないことを示し
ているといえる（表 5）．水藤ら 13）は，大学生（男子
10 名，女子 12 名）を対象に腕・脚作業による無酸素

性・有酸素性作業能力（最大発揮パワー・最高酸素摂
取量）の測定を行い，スイム・プル・キックの 100m
全力泳中の平均泳速度との関連について検討した結
果，100m 泳パフォーマンス（スイム・プル）と腕作
業による最大発揮パワーとの間に男女とも有意な相
関関係（p<0.05 ～ 0.01）が認められたことを報告し
ている．本研究では，上肢のトレーニング手段として
チューブによるプル動作を用いたが，上述した通りこ
の動作では解糖系に強い刺激が加わりにくく，いずれ
の群においてもパフォーマンスは十分に向上しなかっ
たと考えられる．これらを踏まえて両群の陸上トレー
ニング前後の変化を考察すると，非陸上トレーニング
群について運動中のパワーの増大がみられた要因とし
ては，下肢における考察同様に，泳トレーニングによ
る有酸素性能力の向上が挙げられる．また，泳ぎこみ
による上肢のプル運動の強化が上肢の運動による平均
パワー向上に繋がったことも考えられる．一方，陸上
トレーニング群については，本来は非陸上トレーニ
ング群と同様に平均パワーは増大すると考えられる
が，プル運動によるパワー発揮において，チューブに
よる負荷様式の相違が上肢のパワー測定値に負の影響
をもたらした可能性も考えられる．本研究では，高価
な機器を必要とせずに簡便にトレーニングに組み込む
ことのでき，かつ競泳のトレーニング現場では腕の筋
持久力向上を目的として広く行われているチューブト
レーニング 12）, 17）を採用したが，チューブトレーニン
グではスイムベンチで測定する等速性筋力を高めるこ
とができなかったのかもしれない．すなわち，スイム
ベンチでは泳動作同様にストローク開始（プル動作開
始）から上肢に負荷がかかる（初動負荷）のに対し
て，チューブでは動作初期の負荷は極めて小さく，む
しろストローク中盤以降に大きな負荷がかかる（終動
負荷）という特徴が挙げられる．このようなチューブ
動作による慣れがスイムベンチでの測定値増大を妨げ
た可能性も考えられる． 
　以上のことから，本研究で設定した 4 週間という短
期間での陸上トレーニングにおいては，下肢では運動
中のパワーの増大という効果がみられ，陸上トレーニ
ングとしての有効性が示唆された．しかし，上肢で
は，十分なトレーニング効果が得られたとは言い難
く，チューブでのトレーニング内容やトレーニング負
荷などを再検討する必要があることが示唆された．
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　非陸上トレーニング群については，トレーニング前
後において泳タイムに変化はみられなかったが，最大
血中乳酸値はトレーニング後において有意に低下して
いた（表 4）．前項で述べた通り，本研究でのトレー
ニング期間は 11 月という泳ぎこみによる持久的ト
レーニング期であることを考慮すると，非陸上トレー
ニング群でみられたこのような変化は，持久的な泳ト
レーニングによる有酸素性能力の向上によって最大血
中乳酸値の低下として現れたと考えられる．一方，陸
上トレーニング群については，泳タイム，各局面の所
要時間，ストローク指標および最大血中乳酸値のいず
れにおいてもトレーニング前後で有意差はみられな
かった（表 4）．下肢の陸上トレーニングにみられた
エネルギー供給能力の向上があるとすれば，出力パ
ワーの増大によって前半の泳タイムが向上し，後半も
高いスピードを持続できることが予想されるが，この
ような変化はみられなかった．また，泳パフォーマン
スのストローク指標についてみると，全ての局面にお
いてストローク数はトレーニング前後で有意な変化が
なかった（表 6）．以上の結果をまとめると，陸上ト
レーニング群では，トレーニングによって下肢の平均
パワーは向上したものの，それを効果的に泳パフォー
マンスに反映できていない可能性が考えられる．この
ため，最大スピードでの泳技術の改善によって泳タイ
ムが大きく向上する可能性が十分にあるものと考えら
れる． 
　本研究で実施した陸上トレーニングは，オフシーズ
ン（9 月上旬から 10 月上旬の約 1 ヶ月間）が終わり，
冬場の泳ぎこみ（特に持久的なトレーニングを中心と
する）のための一般的準備期間に相当する時期であっ
た．この時期は，競技会も少ないため継続的な陸上ト
レーニングを行うことが可能である．しかし，試合期
へ近づくにつれて水中での泳トレーニングに時間を割
くことが多くなるため，数ヶ月という長期間に渡って
陸上トレーニングを組み入れるのは難しい．このこと
を考慮すると，4 週間という短期間であっても下肢の
陸上トレーニングはエネルギー供給能力の向上を引き
起こすという本研究の結果は，水泳競技における一般
的準備期のトレーニング計画を検討するうえで役立つ
知見といえる．ただし，本研究においては，短期間の
陸上トレーニングによるエネルギー供給能力の向上が

トレーニング期間終了後即座に泳パフォーマンス向上
として現れる（泳タイムに直結する）ものではなく，
その後の泳パフォーマンス向上の可能性を高めるとい
うものであることが示唆された．このため，高めたエ
ネルギー供給能力による出力を有効に推進力に変える
ための高強度での泳技術の獲得などが要求されるとい
える．今後さらに詳細な検討を進めるためには，動作
の指標としてストローク頻度およびストローク数のみ
では不十分であるため，今後は力学的仕事量などの泳
動作における出力の変化を詳細に検討していく必要が
あるだろう．
　

Ⅴ．ま と め

　本研究の目的は，大学女子競泳選手を対象とした一
般的準備期における４週間の上肢および下肢によるエ
ネルギー供給能力向上のための陸上トレーニングが泳
パフォーマンスに及ぼす影響を明らかにし，女子競泳
選手の競技力向上を目指したトレーニング計画の立案
に役立つ知見を得ることであった．主な結果は，以下
の通りである．
１）上肢のパフォーマンスにおいて，陸上トレーニン

グ群では，60 秒間の平均パワー，各局面における
平均パワーおよび最大血中乳酸値のいずれにおいて
もトレーニング前後で有意差はみられなかった．一
方，非陸上トレーニング群では，最大血中乳酸値
には変化はみられなかったにも関わらず，トレーニ
ング後においては第 1 局面からパワーは有意に大き
く，60 秒間の平均パワーは増大していた．

２）下肢のパフォーマンスにおいて，陸上トレーニン
グ群では，最大血中乳酸値にトレーニング前後で有
意差はみられなかったが，60 秒間の平均パワーお
よび第 2 局面での平均パワーがトレーニング前より
トレーニング後の方で有意に大きかった．一方，非
陸上トレーニング群では，トレーニング前後で 60
秒間の平均パワーに有意差はみられず，最大血中乳
酸値にも有意差はみられなかった．

３）泳パフォーマンスにおいて，陸上トレーニング群
では，泳タイム，各局面の所要時間，ストローク指
標および最大血中乳酸値のいずれにおいてもトレー
ニング前後で有意差はみられなかった．一方，非陸
上トレーニング群では，トレーニング前後で泳タイ
ムに有意差はみられなかったが，最大血中乳酸値は
トレーニング後において有意に低下していた．
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　以上の結果は，競泳選手の一般的準備期における下
肢の陸上トレーニングがエネルギー供給能力を向上さ
せる可能性を示すものである．しかし，このようなエ
ネルギー供給能力の向上を泳パフォーマンスに反映さ
せるためには，高強度での泳技術の獲得などが必要で
あると考えられた．
　今後さらに，上肢のトレーニング内容を再検討する
ことも含めて，泳パフォーマンス向上につながる一般
的準備期の陸上トレーニングのあり方について検討す
る必要があると考えられる．
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