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自転車競技ポイントレースにおける集団サイズと推定発揮パワー

Relationship between the group size and estimated power output of cyclists in track cycling points race

  奥　村　文　浩＊  横　山　慶　子＊＊  山　本　裕　二＊＊

 Fumihiro OKUMURA＊ Keiko YOKOYAMA＊ Yuji YAMAMOTO＊＊

In massed start bicycle races, riding in a group to avoid air resistance is profitable for racing cyclist to save 
their energy consumption. In this study, we estimated cyclists’ power output and analyzed the relationship to the 
group size in a national championship of track cycling points race. The results show that the average velocity of the 
group increased as the number of riders in a group increased to some extent, but the average velocity of the large 
group decresed as the size of the group increased. These results suggest that the small groups are formed by cyclists 
intended to raise the pace and, on the other hand, the large groups are formed to save energy cunsumption by cyclists 
intended not to raise the pace.

1 　序

人間が自らの力で移動する手段として自転車は最も
効率がよいものであるといわれている（グラスキン，
2013）。その自転車を用いて行う競技が自転車競技であ
り、自転車競技における選手の速度は走動作で行われる
競技と比較して高速になる。例えば、自転車競技では、
１時間で走破できる距離を競う、アワーレコードと呼ば
れる種目があるが、その世界記録は54.526km である。す
なわち、この記録を持つ選手は平均時速約54km で１時
間走行し続けたことになる。陸上競技においても１時間
競争と呼ばれる同様な種目があるが、その世界記録は 
21.285km であり平均速度は自転車の記録の半分以下で
ある。

大気中を運動する物体に加わる空気抵抗は物体の速
度の二乗に比例するとされ、運動の速度が速くなれば
なるほど空気抵抗は大きくなる。そのため、自転車競技
では空気抵抗が競技に大きく影響を及ぼす。そのため、
ドラフティングと呼ばれる行為が競技に大きく関係す
る。ドラフティングは前を走行する選手の直後を走るこ
とで前の選手を風除けとして、自らに作用する空気抵抗
を低減する行為である。そのため、多人数で走行する自
転車競技では集団内に位置することで体力を温存する
ため選手が集合して走行する。他方で、集団の先頭を走

行する選手はドラフティングの利益を得ている選手と
比較して体力を消耗する。これらのような背景から選手
間に駆け引きや協調が行われ、それによって生起される
流動的な集団が自転車競技の特徴の一つである（Albert, 

1991）。選手間の協調は集団内の選手が先頭を担当する
ことで行われ、自転車競技におけるこのような先頭交代
はローテーションと呼ばれる。

自転車競技に関する研究において、筋組成やパワー
発揮能力といった運動生理学的な研究、競技中のペー
シングまたはトレーニング方法に関するものが多く、自
転車競技の特徴である集合行動に着目した研究は少な
い。例えば、Trenchard らは、鳥や魚の群れを取り扱う
手法を自転車競技における集合行動に適用し、集団内の
選手の流動が競技の速度と選手の能力差から自己組織
的に生じることを示した（Trenchard et al., 2014）。しかし
ながら、集団の分離・集合を詳細に研究した例はほとん
どない。

中長距離の自転車競技では、先頭を走り続けそのまま
先着することは困難であり集団内で体力を温存するこ
とが重要である。しかし、最終的なスパートの能力に劣
る選手は他の選手と同様な戦略では勝利できない。そ
のため、集団内で体力を温存することを意図する選手達
に対し、集団から抜け出し先行し逃げ切りを目指すこと
が考えられる。単独または少人数の集団では風を受け
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る先頭の負担が大きい。それに対し、人数の多い集団で
は先頭を走る負担が相対的に低減される。自転車競技
中に生じる集団の人数は競技の展開に大きな影響を及
ぼすと考えられる。本稿では、自転車競技中に生じる集
団の人数と各選手の発揮パワーを見積もり、両者の関係
について検討した。

2　方法

2．1　対象
201X 年に実施された全日本自転車競技選手権大会ト

ラックレース・ポイントレース種目エリート男子決勝を
ビデオ撮影し、競技を分析した。参加選手は24名（年
齢：19.8±2.1）、競技距離は30km であり、１周250m の
自転車競技場を120周回する競技が行われた。ポイント
レースは自転車競技トラックレースの種目の１つであ
る。競技中に獲得するポイントの累積により最終順位が
決定される。ポイントは、（１）スプリントと呼ばれる
決められた周回（本レースでは10周回毎）終了時の先
着上位４名（１位から４位までそれぞれ５、３、２、１
点、５位以下は０点）、または、（２）主集団（最も人数
が多い集団）を周回遅れにした選手には20点が与えられ
る（今回対象としたレースでは周回遅れによる得点は発
生しなかった）。

本研究は名古屋大学総合保健体育科学センター体育
系研究倫理委員会による審査の承認を得て実施した。

2．2　撮影・記録方法
競技場ストレート部の観客席に配置したビデオカメ

ラ（SONY HDR-PJ540）によりレースを30fps で撮影し
た。そして、各周回における全選手のホームストレート
およびバックストレートのセンターライン通過時刻を記
録した（Fig. 1 左）。

2．3　集団の定義
Olds（1998）による前車の後輪と後車の前輪の間隔

と ドラフティング効果の関係式によると、間隔が３m

より離れるとドラフティング効果が無いとされる（Olds, 

1998）。そこで、前車後輪と後車前輪間の間隔３m をク
ライテリアとし、３m 以内であれば同一の集団、３m よ 
り離れた場合は別の集団と定義した（Fig. 1 右）。ただ
し、測定データは各選手の通過時刻であるため、前後選
手の間隔は、選手の通過時間差と後方選手の半周の所
要時間より算出した平均速度を用いて概算した。

2．4　パワーの見積もり
Hoenigman らが行ったシミュレーションで用いた方

法に従い、空気抵抗および走行抵抗に抗うためのパ
ワー、それぞれ Pair および Proll を、式（1）および（2） 
のように計算した（Hoenigman et al., 2011）。

Pair = kCFdraftv3 
 

（1）

Proll = Crg（M + Mb）v

 
（2）

ここで、v は選手の速度であり、本研究では各選手が
半周を走行する経過時刻から算出した平均速度を用い
た。k は空気抵抗に関連する係数である。式（1）で表さ 
れる空気抵抗に抗い必要とされるパワーは抗力 FD に速
度 v を掛けた、式（3）で計算される。

Pair = FDv

 
（3）

一般的に自転車選手に加わる抗力は式（4）のように
表される（グラスキン，2013）。

FD = 　 ρCdAv2

 
（4）

ρ は空気の密度および CdA は抗力係数 Cd と前面投影
面積 Aの積であり実効的な抗力係数である。ρ は乾燥空
気の980hPa、15°C における値ρ= 1.185kg/m3、CdA は、ド
ロップハンドルで上体を起した楽な乗車姿勢で0.4程度
および空気抵抗を低減しタイムトライアルなどの単独
走で使用される前方に延長されたハンドルを持つ専用
自転車では0.2程度とされる（Cycling Power Lab, 2008）。
本研究で対象としたは競技では、ドロップハンドルで状
態を倒した姿勢となる場合が多いため、その中間程度の
0.3とした。また式（1）における CFdraft はドラフティン
グ係数である。ドラフティング係数は、ドラフティング
による空気抵抗の低減率を示し、式（5）のように表さ
れる（Olds, 1998）。dw は前車後輪と後車 前輪の間の距

1
2

Fig.1　撮影の模式図（左）および集団の定義（右）。
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離である。３m でほぼ１となり、ドラフティングの効果
がほぼ無くなると見なされる。

CFdraft = 0.62−0.0104 dw + 0.0452 d2w

 
（5）

また、式（2）における Cr および g はそれぞ走行抵
抗係数、重力加速度である。それぞれ0.0047（Lim et al., 
2011）、9.8kg/m2とした。M および Mb は選手の質量およ
び自転車の質量であり全選手一律にそれぞれ65kg およ
び９kgとした。空気抵抗と走行抵抗をあわせ、選手が発
揮するパワーは式（6）で計算される（Hoenigman et al., 
2011）。

Ptotal = Pair + Proll

 
（6）

3 　結果と考察

3．1　ポイントレース競技中におけるパワー
Fig. 2 に、レース開始から終了までの、（上） 半周の

ラップタイム、（中）半周のラップタイムから計算された
平均速度、および（下）速度より計算された推定パワー
を示す。それぞれの図には、各周回における、先頭を走
る選手、主集団（最も人数が多い集団）の先頭を走る選
手および主集団の２番手を走る選手の値が示されてい
る。半周125m の所要時間から平均速度が計算され、そ
の速度からパワーが見積もられる。さらに、前選手との
間隔に従いCFdraftが計算される。そのため全体の先頭の
選手と集団の先頭の選手はドラフティングの効果は得
られないが、主集団の２番目の選手はドラフティングに

よって主集団先頭の選手と比較してパワーは低減して
いる。競技はおよそ37分で終了し平均速度は13.7m/s で
あった。競技中、ペースは一定ではなく、10周ごとのポ
イント獲得に対しラップタイムが短く速度が上がって
いる。他方で、スプリント間の10周の中途でも、早めに
先行するためのペースアップも行われている。

Fig. 3 は全選手の全周回のドラフティングの効果を考
慮した推定パワーのヒストグラムである。350-400W の
区間をピークに頻度が減少し、高いパワーほど頻度は
少なくなる。長く持続可能なパワーの領域で多く選手は
走行し、持続時間が短い高いパワーは必要とされる局
面で発揮していると推察される。しかしながら、パワー 
375W は今回仮定した選手の質量65kg に関して、体重あ
たりのパワーでは5.8W/kg となり、比較的強度の高い水
準である。これは、競技が厳しいペースで行われたこと
を示すと考えられるが、実際の選手の体格や能力には分
布があるため、このパワーを持続可能であった選手が多
くいた可能性も考えられる。

3．2　集団サイズとパワー
Fig. 4 に集団に属する選手の数、すなわち集団サイズ

とそれぞれの集団内において平均した半周のラップタ
イムと推定パワー示す。

集団サイズが６名まで大きくなるに従いラップタイ
ムは低減する傾向があるが、さらに集団のサイズが大き
くなるとラップタイムは増加する。これは、小集団では、
ローテーションによる協調が維持できれば、ドラフティ
ングにより単独走に対して体力の消耗を抑えられるた
め、ペースを上げることができる。他方で、大集団では

Fig. 2 　先頭選手、主集団の先頭選手および２番手の（上）半周ラップタイム、（中）速度（下）推定パワー。
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ドラフティングにより空気抵抗を低減し体力を温存す
る意図を持つ選手が集団に多く存在し、ペースは遅くな
ると推察される。

4 　まとめと今後の展望

集団で行う自転車競技では、選手はドラフティングを
活用し体力を温存しながら、ポイント獲得や先行のため

にパワーを発揮する。本研究では、自転車競技ポイント
レースにおける各選手の半周平均速度から発揮パワー
を推算し、また、前後選手間の間隔３m をクライテリア
として集団を定義し、競技中に現れた集団サイズとラッ
プタイムや推定パワーの関係について検討した。

その結果、集団は、集団サイズが小さい集団であれば
ペースを上げることができるが、集団サイズの大きい集
団ではペースは上がらない。これは、小集団に属する選
手はローテーションによって負担となる先頭を分担し
ペースを上げることを意図しているが、大きなサイズの
集団は体力を温存する選手が多く集まり形成されてい
ると考えられるため、ペースを上げる意図を持たないと
考えられる。

自転車競技では選手が頻繁に入れ替わり複雑な様相
を呈するが、その背景には選手間の協調や利己的な行動
の切替があると考えられる。本研究では、簡易的な計測
と発揮パワーの推定により自転車競技の定量化を行っ
たが、集団サイズとペースの関係にはそのような行動の
切替が潜んでいるだろう。本研究では１つのレースの分
析を行ったが、今後は、多くのケースを分析しさらに普
遍的な規則性を明らかにする必要がある。
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Fig. 3 　推定パワーのヒストグラム。

Fig. 4 　  集団サイズと平均ラップタイム（上）と平均推定パ
ワー。


