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はじめに
　500mまたは1,000mの個人種目のカ
ナディアンカヌーレース（C-1）におい
て、国際レベルのカヌー選手の場合、
１分間に60ストロークという素早く
パワフルな筋活動により、平均速度
4.17m/秒で艇を推進させる。過去の報
告では、カヤックのストロークとは対
照的に（3）、C-1では、推進力を発揮し
操舵を担う周期的なストロークは、艇
の片側だけで行われる。他の優れたパ
フォーマンスと同様、高度なトレーニ
ングを積んだ選手は、基本的な運動パ
ターンを錐体路および錐体外路によっ
て自動的に実行する。さらに戦術、方
向、環境の影響などを調整しながら
フォームと強度とのバランスを保つた
めには、認知的な注意力も必要である。
C-1のストロークはバイオメカニクス
的に複雑な動作であり、多くの筋群、
関節、身体部位が関与することによっ
て効果的なストロークが生まれる。
　現在まで、C-1ストローク中の筋電
図（EMG）データはきわめて少ない。
したがって、筋の動員に関するこれま

での解説や仮定は、コーチの主観的な
分析や高速撮影によるバイオメカニク
ス的分析（5）に基づいていた。オフシー
ズンにおける、水上トレーニング以外
の効果的なコンディショニング計画を
作成するためには、ストローク力学と
カヌーに特異的な筋を含んだ分析が重
要な前提条件となる。パドリング中の
EMGに関する従来の研究には、カヤッ
クの典型的なストロークも含まれてい
る（3）。しかし、カヌーとカヤックの
パドリングは大きく異なるため、両者
の類似性を想定することは不適切であ
ると思われる。
　競技レベルでのC-1のストロークに
ついて理解を深めるために、国際レベ
ルの男性選手（左漕ぎ）２名が、C-1エ
ルゴメータ（図１）と水上でのテストを
行った（模擬的ストロークと水上での
自由なストロークとの間には、筋活動
レベルに潜在的な差異が認められる）。
同時にビデオテープにストローク動作
を録画し、２チャネル筋電計（Hewlett
－Packard model 1510A）を 用 い て、
EMGをオシロスコープに直接出力し

た。それぞれの筋の活動を正確に分離
して測定するために、標準的な手順を
用いて電極を配置した。アスリートが
正しいリズムとストローク速度によっ
て行ったストローク毎に、２つの筋の
EMG活動（表面電極）を記録した。シ
ミュレータでの実験を行う前に最小、
中程度、および最大の等尺性筋活動の
振幅を記録しておき、実験によって得
られたデータと比較した。この値より、
ストロークの各局面における筋の活動
レベルを評価した。被験筋は以下のと
おりである。 

右側－広背筋、上腕三頭筋長頭、大胸
筋胸肋部、三角筋前部、腹直筋、外
腹斜筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、
短内転筋 、大腿二頭筋、中殿筋、大
殿筋、腸肋筋、胸最長筋

左側－広背筋、上腕三頭筋長頭、上腕
二頭筋、僧帽筋中央、菱形筋、棘下筋、
大円筋、前鋸筋、外腹斜筋、内腹斜筋、
大腿直筋、大胸筋胸肋部、大腿二頭
筋、腸肋筋、胸最長筋、三角筋前部
および後部
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　Plagenhoefは、C-1のストロークを
入水、推進、出水、およびリカバリー
の４局面に分けた（5）。レジスタンス
トレーニングプログラムを作成すると
きには、これらの各局面と身体部位、
関与する関節、さらに力を発揮する筋
組織に注意を払うことが重要である。
しかし理解を容易にするために、本稿
では、ストローク運動を推進局面とリ
カバリー局面（表１）に分けて論じるこ
とにする。推進局面は、（C-1シミュレー
タに記録されるように）力を発揮して
いる時間とし、リカバリー局面は推進
局面から次の推進局面までの時間とす
る。

推進局面
　カヌー選手の基底面は、ブロックに
接触している膝とカヌーの船体または
床板と接触している前方に出した足で
形成されている。膝をつけた側の足も
バランスに関与しており、通常は水平
なフットサポートが使われる。パドル
と水の接触面により三脚の効果が生
じ、カヌー選手を安定させる。ブレー
ド部分を水中に入れてパドルを後方へ
動かすこと（抗力）によって艇を前進さ
せる。この力学システムには、推進局
面を通じて、カヌー選手の左手（推進
力）、右手（安定性）、水（抵抗力）およ
びパドル（推進面）が関与する。これら
の要素は、左膝を支点とする第３の「て

こ」として機能する。力点は中央にあ
り、主に右の股関節、体幹筋組織、さ
らに水／パドルの接触面の抵抗力に
よって生まれる（図１）。
　左側で漕ぐカヌー選手の推進局面
は、発泡スチロールのブロック内で安
定させた膝を100 ～ 110°屈曲した姿勢
から始まる。 図１（姿勢１）において、
骨盤については右の股関節で内旋して
いる。体幹を屈曲しながら前方（内側）
に回転し、肩甲帯は引き上げられ上方
に回転する。この姿勢で、両腕でパド
ルを身体の前方で垂直より前に出した
正しい位置で準備しなければならな
い。
　左側で漕ぐカヌー選手の場合、右手
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図１　カヌーストロークの力学

表１　両被験者における推進局面とリカバリー局面の時間および
　　　ストローク全体の時間（44 ストローク／分）

局面 被験者１ 被験者 2

推進 0.52 0.71

リカバリー 0.86 0.67

ストローク全体 1.38 1.38

※単位は秒。
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でパドルのハンドルを握り、そして左
手はブレードのネック部分から約６イ
ンチ（15cm）上のシャフトを握る。典
型的な漕ぎ方では、推進局面でブレー
ドが完全に入水し、続いて各部位の動
きにより推進局面を通じてブレードが
垂直に保持される。シミュレータ上で
は、推進運動は左の上腕三頭筋長頭が
最大収縮を示すパドルの入水から始ま
り、このとき骨盤は後方へ退いて右の
大腿骨上で外旋し、右の中殿筋および
左の腸肋筋、最長筋、内腹斜筋が最大
収縮を示す（表２）。 
　肩甲上腕関節の安定は、左の棘下筋
と三角筋後部によってもたらされる。
肩甲骨の内転と安定は、左の大円筋お
よび広背筋と併せて、左の僧帽筋中央
部、菱形筋、前鋸筋がすべて最大収縮
することによって起こる。
　前述したように、被験者は部位毎に
適切に動かし、ブレードの入水を模擬
した。しかしブレードの向きには、理
想的な動作との違いが認められた。ブ
レードを入水後、弧を描くようにパド
ルを漕ぐが、その際、ブレードが垂直
に維持されたのはごくわずかな時間
で、推進局面の大部分で垂直より大き
な角度でブレードが保持されていた。
この結果は、スキル／テクニックの介
入の際に大きな意味を持ち、運動学的
分析の問題を提起している。

リカバリー局面
　推進局面の後、出水、リカバリー、
再入水の動作が続くが、本稿ではこれ
らをまとめてリカバリー局面として捉
えている。この局面は、エルゴメータ
の抵抗装置に対する力が発揮されなく
なる時点から始まる。リカバリー局面
は、操舵の方向要素と次のストローク
の準備に関わっている。操舵は、肩関
節の水平外転と併せて上

う わ て

手（右）の手関

表２　推進局面において最大筋活動　

　　　を行う筋群

解剖学的部位 筋

骨盤 右 大殿筋

右 中殿筋

体幹 左 内腹斜筋

左 胸最長筋

左 腸肋筋

肩甲帯 左 僧帽筋中部と

　菱形筋

左 前鋸筋

肩関節 左 広背筋

左 棘下筋

左 大円筋

左 三角筋後部

左 上腕三頭筋長頭

表３　リカバリー局面において最大　

　　　筋活動を行う筋群

解剖学的部位 筋

骨盤 右 中殿筋

体幹 左 背最長筋

左 内腹斜筋

左 胸最長筋

右 胸最長筋

左 腸肋筋

右 腸肋筋

肩甲帯 左 僧帽筋中部と

　菱形筋

左 前鋸筋

右 大胸筋胸肋部

肩関節 左 三角筋後部

右 三角筋後部

左 上腕三頭筋長頭

節の尺屈によって行われる。下
し た て

手（左）
の手関節の屈曲を左の肩関節の外転と
連動して行う。この動きの後にパドル
の出水が続き、左大腿部が垂直になり、
右大腿部が90°に屈曲し、右膝がおよ
そ100°に屈曲する位置まで身体を動か
す。骨盤は解剖学的肢位に近づき、体
幹はやや屈曲する。出水中は、右の腸
肋筋と左右の最長筋の最大収縮によ
り、身体とパドルが引き上げられる。
その後ブレードは前方へ移動し、カ
ヌー選手は次のストロークに備える。
右の腸肋筋と最長筋の収縮により得た
モーメントは、身体アライメントを整
え、次の推進局面の前の回転姿勢をも
たらす。推進直前のストロークにモー
メント要素を加えるのは、左の腸肋筋、
左の広背筋および右中殿筋の最大収縮

である。リカバリー局面で最大収縮を
行う筋は、表３にまとめて示す。

関与しない筋
　左右の大腿直筋と右の広背筋のデー
タも記録したが、EMG分析によると、
これらの筋はストローク中ほとんど活
動していないことが明らかとなった。

被験者間の差異
　カヌーのテクニックには多くのバリ
エーションがある（5）。 本研究の２名
の被験者にも、大きな違いが見られた。
まだ言及していない筋は、被験者間で
顕著な活動レベルの差があることが示
された（表４）。これらの差には、体格、
漕動作の軌跡、トレーニング歴が関与
していると思われる。
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体格：被験者の体格が大きく分かれる
ことは初めて観察した時点で明らかで
あり、被験者１は中胚葉型の特徴が顕
著であるのに対し、被験者２は外胚葉
型であった。体重分布と筋力の特徴も
被験者間で異なっていた。被験者１の
上半身は被験者２に比べ除脂肪量が多
く、筋力も勝っていた。（被験者１の
BMIは25.9、被験者２は20.9であった。
また32.5kgのベンチプルの最大レップ
数は、被験者１が116で、被験者２は
95であった）。しかし両被験者とも、
右側の殿筋の発達が顕著であった。し
かしそのような右殿筋の発達は、被験
者１の場合、左の骨盤周辺も対応した
発達が見られ、外観はほぼ左右対称で
あったのに対して、被験者２の殿筋は、
一般集団では見られないほど不均衡に
右側だけが過剰に発達していた。

漕動作の軌跡：体格を測定した後、カ
ヌーを漕ぐ動作の軌跡の違いをEMG
データと合わせて検討した。被験者１
は、ブレードが小さな円運動パターン
を示し、最も深いブレードの位置か
ら出水（図２A）まで、身体は小さい弧
を描いて動いた。対照的に、被験者２
は大きな涙滴様のパターンを示し、ブ
レードの後方への大きな直線的変位が
認められた。このような特徴の違いは、
主に被験者２がブレードの最も深い位
置から出水（図２Ｂ）まで大きな弧を描
いて動いたためである。

発育発達過程：年齢階級別の集団競技
選手の一人として、被験者１のプログ
ラムは、筋力トレーニングとＣ-15レー
スで構成され、C-1カヌーのスキルの
強化にはほとんど注意が向けられず、
国内レベルの試合に勝つことに重点が
置かれていた。一方、被験者２のコン
ディショニングプログラムでは、試合

表４　推進局面とリカバリー局面における

両被検者間の筋収縮動態の違い

筋 被験者１ 被験者２

推進局面

左 大胸筋胸肋部 無活動 最大

右 大腿筋膜張筋 無活動 中程度

右 大腿二頭筋 中程度 最大

左 上腕二頭筋 最小 中程度

右 上腕三頭筋長頭 中程度 最小

右 腹直筋 中程度 最小

左 大腿二頭筋 最大 中程度

右 短内転筋 中程度 無活動

左 外腹斜筋 中程度 無活動

右 外腹斜筋 最大 無活動

リカバリー局面

右 大腿二頭筋 無活動 最大

右 大腿筋膜張筋 無活動 中程度

左 上腕二頭筋 無活動 最小

右 上腕三頭筋長頭 中程度 中程度

左 大腿二頭筋 最大 中程度

右 短内転筋 中程度 無活動

左 外腹斜筋 中程度 無活動

右 外腹斜筋 最大 無活動

期に、一般的な有酸素性運動に集中的
な有酸素性／スキル強化プログラムを
加えることにより、C-1のための質の
高いトレーニングを行っていた。
　発達に関して考えられるもう一つの
理論は、被験者１が早熟で、生まれつ
き体格が大きく逞しかったのに対し、

被験者２は大器晩成型で、被験者１よ
りもはるかに小さく筋力も劣っていた
ことである。表面的にみれば若い年代
の試合では、早い段階で才能を開花さ
せた選手が上位に入賞する。おそらく
体格が小さく筋力の弱いカヌー選手
は、より効果的な競技テクニックを習
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得するため、必ずしも筋力の向上を必
要としない可能性がある。

筋持久力向上のガイドライン
　筋力トレーニングによる長期的な筋
肥大が筋の呼吸能力を低下させること
は、スポーツ科学者の間で一般に認め
られている。実際、酸素を活用する筋
の代謝能力を高めることなく筋線維の
大きさだけを増大させることは、筋線
維の面積当たりのミトコンドリア数を
減少させ（4）、同時にコハク酸デヒドロ
ゲナーゼ（脱水素酵素）などの酵素の酸
化能力の低下をもたらす（1）。
　カヌーのパフォーマンスにおける制
限因子は、局所的な筋組織の疲労また
は全身疲労である。従来のレジスタン
ストレーニングプログラムは、肩関節
と肩甲帯を重視した筋力の増強と筋肥
大を主な目的としていたが、このよう
なトレーニングには矛盾があると思わ
れる。前述したEMG分析によると、エ
リートカヌー選手の場合、骨盤と体幹
の大筋群も広範囲に力発揮にかかわっ
ていることが示されていたが、伝統的
なトレーニングプログラムはこれらの
筋群を重視していない。
　これらの知見に基づき、我々は、次
のようなレジスタンストレーニングプ
ログラムを提案する。

目標：選手のテクニックを損なうこと
なく、また主働筋の筋量を不必要に増
加させることなく、カヌーストローク
の推進局面にかかわる主働筋の筋持久
力を向上させる。 

用具：ラバーチューブは用途が広く安
価なレジスタンス用具である。チュー
ブエクササイズは、適切に選択すれば、
カヌーストロークにおける各部位の運
動を忠実に再現できる。

エクササイズ：本研究に参加した２名
の被験者のデータに基づき、また上記
の原理を取り入れたカヌー選手のため
のレジスタンスプログラム例を表５に
示す。

漸増的過負荷：選択した筋群に対し長
期間にわたりセット数とレップ数を増
加させることにより、局所的筋持久力
の向上に必要な漸進的過負荷が達成さ
れる。20 ～ 40レップを３～４セット行

うことを推奨する。回復時間は運動時
間と等しくするが、年間サイクルの時
期により変化させてもよい。

固有感覚フィードバックによるスキル
の向上：関節の運動感覚器は、関節角
度と角速度の変化に敏感である。カヌー
ストロークの各部分の運動においても、
筋紡錘やゴルジ腱器官などの固有感覚
受容体からのフィードバックが筋の状
態に関する情報を提供し、身体認識や

図２A　被験者１の漕艇運動の軌跡

図２B　被験者２の漕艇運動の軌跡
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大腿二頭筋

胸筋

腹斜筋

大腿二頭筋

上腕三頭筋
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役立つと思われる。スキルを習得した
後は、コンディショニングのために低
負荷で毎分ほぼ40レップを行う。

追加的トレーニング：上記のコンディ
ショニングプログラムは局所的筋持久
力を高め、適切な運動パターンを習得
し、筋細胞の有酸素性と無酸素性の両
能力を向上させることを目的に作成さ
れている。しかし、中枢、抹消の両方
の循環系因子（酸素運搬能）により持久
力が制限される可能性がある。したがっ
て、カヌー選手のトレーニングプログ
ラムには、スイミング、クロスカント
リースキー、カヌーシミュレータ上で
の有酸素性ワークアウトなどの有酸素
性活動を取り入れなければならない。

注意点：チューブは用途の広い用具で
あるが、１つの重大な欠点がある。そ
れは、推進局面では抵抗が徐々に低下
するのに対し、チューブの抵抗力は、
チューブ本来の伸縮特性により徐々に
増加することである。しかし先の国
際的レベルのパドラーによる評価は、
チューブが決して競技とかけ離れたト
レーニングの手段ではないことを示し
ている。

柔軟性：柔軟性は短期間に低下する。
カヌー競技では、高いレベルの柔軟性
を維持しなければならない。ところが
カヌー選手のトレーニングプログラム
では、ストレッチングエクササイズが
しばしば無視されている。カヌー選手
のウォームアップとクールダウンには、
ホルト（2）が考案した優れたストレッチ
セットを取り入れることが望ましい。
◆

表５　カヌーの筋持久力向上を目的としたエクササイズ

股関節 / 直線および回転エクササイズ（推進局面：図３）

姿勢： 
　カヌーを漕ぐ姿勢で、身体の正中部、腸骨線上でウェイトベルトにチューブを結び、

片端をウォールフックにかける。体幹は屈曲し回転姿勢をとる。

動作： 
　体幹を伸展、股関節を外転させ、背中を床面に垂直にする。過伸展せずに元の姿勢に

戻る。

筋群：
　非ストロ－ク側の大殿筋と中殿筋およびストローク側の胸最長筋と腸肋筋

体幹 / 直線および回転エクササイズ（推進局面：図４）

姿勢： 
　カヌーを漕ぐ姿勢をとり、ストローク側の前鋸筋の位置でショルダーベルトにチュー

ブを取付け、片端はウォ－ルフックにかける。体幹を屈曲し長軸を中心に回転させる。

動作： 
　体幹を伸展して回転し、背中を床面に垂直にする。過伸展を避け、開始姿勢に戻る。

筋群： 
　ストローク側の胸最長筋、腸肋筋、僧帽筋、菱形筋、内腹斜筋

肩関節 / 肩甲帯（推進局面：図５）

姿勢： 
　カヌーを漕ぐ姿勢をとり、ストローク側の肩を屈曲し、チューブのグリップを握る。

チューブをウォールフックにかけ、運動中は体幹の屈曲を保持する。

動作： 
　肩関節を伸展し肩甲骨を内転させ、開始姿勢に戻る。この動作を反復する。

筋群： 
　ストローク側の僧帽筋、菱形筋、前鋸筋、広背筋、大円筋、上腕三頭筋長頭

スキル向上ツールとしてのチューブの
補助的な役割に代わる可能性がある。

毎分のレップ数：固有感覚に関する指
導の方法として、若年選手または非鍛

錬者は、比較的高負荷を用いて毎分約
20レップ程度のトレーニングを行うべ
きである。さらに鏡の利用は、コーチ
や選手がストロークの適切な動作にか
かわる筋や欠点を明確に把握するのに
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図３　股関節／直線および回転エクササイズ

図４　体幹／直線および回転エクササイズ
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図５　肩関節と肩甲帯のエクササイズ


