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平行棒における「後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持（日本式宙返り）」
の技術に関するモルフォロギー的一考察
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A morphological study of technical skills of ``Back uprise and salto forward piked
to support Japanese Salto'' on parallel bars
Mutsumi HARADA
, Koichiro KINOSHITA, Hiroyuki TOMITA and Minoru KANO
Abstract
The particular maneuver that is under examination in this research is called the ``Japanese Salto.'' This
skill, which is performed on the parallel bars, requires the athlete to begin in a pike position while supporting himself on his upper-arm. The athlete will then swing backwards in order to build the momentum required to ‰ip forward in a piked position. The skill concludes in a support position with arms straight.
In the gymnastics today, many parallel bar routines are constructed in such a way that a variety of longhang and piked under-swings are used. However, in reality few athletes construct their routines using a
number of high-valued upper-arm skills. In order to raise the start score (start value), an athlete is required to do more than simply succeed in the ˆve skill categories. In order to do so, it is crucial that each
skill from each category is high in value. The purpose of this research is to present an eŠective technique
for the ``Japanese Salto,'' a maneuver that fulˆlls the upper-arm category, which is also known by many
as a di‹cult category to satisfy using a high-valued skill.
The following techniques were found to be eŠective for completing the ``Japanese Salto.'':
1. When the upper body reaches the phase where it becomes in line with the parallel bars, the hip
should be in a hollowed position. At this point, the body should be pushed out forward.
2. When the upper body reaches the phase where it becomes vertical in relation to the parallel bars,
the hip should be in a hollowed position. However, if the hip is overly bent, it will delay the movement
that follows. On the other hand, if the hip is too straight, it can aŠect the athlete's ability to be in control and will accelerate the movement that is to follow. In theory, the position should be such that the
tip of the toes are in line with the hands that are gripping the bar when the upper body is vertical with
the parallel bars.
3. At the release phase, it is important that the upper body is not over-rotating towards the direction of
the ‰ip. In fact, it is imperative that the body is pressed down and does not ‰oat oŠ the bars. At this
point, the heels should be driving aggressively upwards.
4. After the release point, the momentum of the ‰ip is created when the upper body is aggressively
bent towards the position of the feet. The position of the body at the release point has a strong eŠect on
the e‹ciency of the ‰ip, therefore it is important that the body position at the release point be emphasized.
5. When reaching to support the bars, the upper body should not be over-rotating. Instead, the hips
should be gradually opening, and the gymnast should be opening up the angle of his shoulder as he
goes to reach to support. Moreover, it is believed that reaching the hands backwards when going to
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grasp the bar is an eŠective technique to execute this skill. However, more results are needed to conˆrm this theory.
Key words: artistic gymnastics, morphology, parallel bars
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けられている3) ．「日本式宙返り」は，グループ

はじめに

の「腕支持振動技」に属しており，このグループの

. 体操競技の採点規則

技は他の器械種目には見られない平行棒特有の腕支

体操競技における演技の評価は F.I.G（国際体操

持での技である6)．

連盟）によって作成された Code of Points （採点規
則）に基づいてなされる4)．

加納ら9)は，アテネ・北京オリンピック両大会に
おける種目別平行棒決勝に出場した選手の演技構成

採点規則は，1949年に初めて作成されたが，その

およびその内容について比較考察を行っている．こ

内容は 12 ページに止まっていた．今日の実質的な

れによると，グループ「腕支持振動技」に関して

ルールの基盤となる採点規則は，1964年第18回オリ

は， D 難度技の実施は両大会とも皆無であったと

ンピック・東京大会時に作成された2)．その後ほぼ

述べ，今回取り上げる「日本式宙返り」を実施した

4 年周期に改訂され，次のオリンピック大会に向け

選手はいなかった．2009年版採点規則によって，演

た採点規則が発表されることになっている．現在施

技価値点を高めるために実施する選手が多くなった

行されている2009年版採点規則では，2006年版採点

技であることが推察される．

規則によって施行された10点満点廃止という大幅な

. 平行棒の運動特性

ルール改訂ではなく，2006年版採点規則を基に小改

平行棒の運動特性として金子は，「平行棒の技の

A 難度から新

体系は，支持系と腕支持系，そして懸垂系の 3 つに

たに設けられた G 難度までの 7 段階に区分され，

大きくわけることができる」と述べている6)．加え

すべての技に難度点が与えられるようになってい

て，伝統的に求められてきた採点規則上の姿勢保持

る．採点は演技内容の価値点に関わる【D スコア】

領域の運動もあるが，近年は支持系や懸垂系の技の

と，演技構成や技術，姿勢に関する演技の実施点に

ように，平行棒の上下の空間と平行棒運動独特の腕

関わる【E スコア】との合計により，選手の得点が

支持体勢による腕支持系の技の振動運動領域を平行

決定されるようになっている4)．このことにより，

棒のひとつの運動特性であると考えることができ

上位選手にとっては高難度技を数多く演技に組み入

る6)．本来，平行棒運動があん馬運動の補助器具と

れた演技内容が要求されるようになった．

して F. L. ヤーンが創作したことから考えれば，支

訂された採点規則となった3)4) ．技は

本研究で取り上げる平行棒における「後ろ振り上

持系の運動は平行棒の構成上，長い歴史の中で発展

がり前方屈身宙返り支持（以下，日本式宙返りとす

してきた特徴的な技群であると言える．特に腕支持

る）」は，2006年版および現在施行されている2009

系は平行棒だけに見られる運動経過であり，平行棒

年版採点規則においても D 難度の技であり，0.4の

運動の最も特徴的な技を作り上げている．懸垂系技

難度点が与えられている3)4)．

については，時代の流れにより平行棒運動を大きく

また現行の採点規則では，跳馬を除く 5 種目に要

変化させた技群であり，特に1978年世界選手権・ス

求グループが設けられており，平行棒における要求

トラスブール大会において日本の監物選手によって

グループは，．両棒での支持技，．腕支持振動

発表された後方車輪19)の出現により，懸垂系の変化

技，．単棒または両棒での長懸垂振動技，．逆

技や発展技が多く開発され，今日の平行棒運動を大

懸垂振動技，．終末技の 5 つの要求グループが設

きく変化させてきたといえる8)．
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一方，現行の採点規則における平行棒の演技は，

の解明が急務である．表 1 は2006年から2009年まで

「幅広い技のグループから主に振動技や空中局面を

の日本代表 2 次選考競技会より「日本式宙返り」が

伴う技を組み合わせて構成される．そして，十分な

実施された回数および割合を示したものである．

種目特性を示す一つの方法として，様々な懸垂や支

2006年から2008年までは，実施割合が10以下であ

持姿勢の技を連続して行うことが挙げられる．」と

ったが，2009年の採点規則改訂後には，16.8と急

記載されている4)．

激な増加傾向が見て取れる．

. 日本式宙返りについて

. 研究目的

本研究で取り上げる「日本式宙返り」は，腕支持

現在の平行棒の演技構成は，長懸垂振動技や逆懸

系のグループに属し，「腕支持懸垂において後ろ振

垂振動技を多く演技に組み入れて構成されており，

り上がりを行い，その後前方に屈身姿勢で宙返りを

高難度の腕支持振動技の実施が少ないのが現状であ

行い，再び支持姿勢になる技」である．この技は

る8) ．より高い演技価値点を得るためには， 5 つの

1970年に日本の栗原選手によって発表され，その後

要求グループから 1～4 の技を組み入れ，しかも高

の採点規則に Japaner Salto （日本式宙返り）とし

難度技によって構成されることが不可欠である．そ

て記載されている18)．

こで高難度技の実施が少ない「腕支持振動技」の一

当時の先行研究によると，栗原らは，日本式宙返

つである「日本式宙返り」の有効な技術をモルフォ

りの有効な技術を解明するに当たり，3 つの実験課

ロギー的観点から明らかにすることを目的とする．

題を設定し，最も有効な技術を探ろうとした．その

.

結果，「振り出し時から腰を引きこむ場合に，胸を

研究方法

含んで引き込む」という課題が有効な運動技術のひ

. 実験構成

とつであると述べている．さらに，最も優れた実施

本研究は，客観的資料を作成するために，

を行っている被験者の運動経過から，「アフリ（注

D.H.f.K 方式1)（注 2）に準じて実験場面を設定し，

1）を遅くしていること，アフリと同調した肩の沈

ソニー社製 HDD デジタルビデオカメラを使用し，

め，回転中の手さばきが優れている」と述べてい

毎秒30コマで撮影を行った．設置方法は，平行棒の

る10)．

側方13 m，高さ1.8 m にカメラを設置し撮影を行っ

「日本式宙返り」はこれまで C 難度に位置づけら

た．

れていたが， 2006 年版採点規則から D 難度に格上

. 実験課題

げされ，現行の 2009 年版採点規則においても D 難

実験は，各被験者に自分のやりやすい方法で「日

度であり， 0.4 の難度点が与えられるようになって

本式宙返り」を 3 回実施してもらい，F.I.G 公認国

いる．そのため，前述したように現採点規則により

際審判員資格取得者 3 名による評価の中で「最も良

実施する選手が徐々に増加傾向にある中，その技術

い実施」を採用した．
. 他者評価
実験課題の評価は，F.I.G 公認国際審判員 3 名に

表1

日本代表 2 次選考競技会における日本式宙返
りの実施回数および割合

年号(年)

演技者数(名)

実施回数(回)

実施率()

2006

47

3

6.4

2007

70

3

4.3

2008

36

3

8.3

2009

107

18

16.8

それぞれの実施を評価してもらった．なお，評価に
あたり，2009年版採点規則に準じて評価し，その評
価を 5 段階にランク付けしてもらった．1 を最も低
い評価とし，最も高い評価を 5 として記入してもら
った．
2009年版採点規則15)においては，実施減点の項目

を詳細に定めており，第24条に減点項目が記載され
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他者評価

練

者

群

被験者 A 1 回目 被験者 A 2 回目 被験者 A 3 回目 被験者 B 1 回目 被験者 B 2 回目 被験者 B 3 回目
評価者 A

4

4

3

5

4

4

評価者 B

4

5

4

4

5

4

評価者 C

5

4

4

5

4

5

4.3

4.3

3.7

4.7

4.3

4.3

平

均

未

熟

練

者

群

被験者 C 1 回目 被験者 C 2 回目 被験者 C 3 回目 被験者 D 1 回目 被験者 D 2 回目 被験者 D 3 回目
評価者 A

2

3

2

3

3

2

評価者 B

3

3

2

3

2

3

評価者 C

3

2

3

3

4

2

2.7

2.7

2.3

3.0

3.0

2.3

平

均

ている．本研究課題に該当する減点項目として，

表3

「腕，脚をまげる，脚を開く」が0.1から0.5の減点，

被験者のプロフィール（2009年 7 月27日現在)
被験者

年齢
(歳)

身長
(cm)

主な競技歴

A

22

172

2009年ユニバーシアード
競技大会団体総合優勝

B

20

170

2009年東日本インカレ
団体総合 2 位

C

22

160

2009年ユニバーシアード
競技大会団体総合優勝

D

22

165

2008年アジア選手権大会
団体総合優勝

「その他の美的欠点」が0.1から0.5の減点，「宙返り
行う」が 0.1 から 0.5 の減点，「その他の技術欠点」

熟練者

の高さ不足」が 0.1 から 0.3 の減点，「振動技を力で
が0.1から0.5の減点が設けられている．さらに，平
研究課題に該当する減点項目として，「宙返り技で
バーを握る前に体の伸ばしがみられない」が 0.1 か
ら0.3の減点，「宙返り技でバーを握るときにコント

未 熟練 者

行棒特有の減点として第45条に記載されている．本

ロールを失う」が0.3から0.5の減点が設けられてい
る．本研究の評価においても上記内容に準じて評価
を行ってもらった．

．
の連続局面図を作成して原資料とした（図 1 参照）

. 被験者

さらに， IC レコーダーに収録した自己観察報告を

被験者は，順天堂大学体操競技部および企業ス

表 3 にまとめた．

ポーツ体操競技部員より，全国的な大会において

. 考察方法

「日本式宙返り」を演技に組み入れている者 2 名を

この技の理想像は，「後ろ振り上がりから前方屈

熟練者として選出し，現在練習段階ある者 2 名を未

身宙返りを行う際に，宙返り局面においてスムーズ

熟練者として選出した．被験者のプロフィールにつ

な回転が行われ，再びバーを持つ局面においても次

．
いては表 3 の通りである（2009年 7 月現在）

に続く後ろ振りへの移行がスムーズで停滞感のない

. 資料

動きにある」と考えられる．図 1 は「日本式宙返り」

デジタルビデオカメラで収録した試技を，コンピ

の連続局面図である．なお映像は毎秒30コマで撮影

ューターに取り込み，F.I.G 公認国際審判員資格取

し，連続局面図は，1 局面ごとに6.6 ms の間隔で作

得者 3 名による「最もよい実施」と報告された試技

成した．
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被験者 A

1.
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自己観察報告
被験者 B

被験者 C

被験者 D

振り出し時に意識 出来るだけ身体を前の 出来るだけ身体を前の 約 45 °
上の方向を狙っ 足先をできるだけ遠く
していることは 方に出すように意識し 方に出すように意識し て大きく振りだす意識 に回すように意識した
た

2.

た

真下にぶら下がっ 肩の力を抜いて，振る 抜きの動作を少し早く 肩が下に沈まないよう 胸を含むようにして，
た時に意識してい ように意識した

行うように意識した

に我慢している

ることは
3.

を意識した

腕がバーから離れ 特に意識していない

強くあふることを意識 足先を強く上に振り上 足先を強く後ろに振り

るときに意識して

した

げることを意識した

いることは
4.

上げてから腕を離すよ
うに意識した

回転中に意識して 早くバーを持ちにいく 腕を振って早くバーを バーを早く持ちにいく 身体をできるだけ屈身
いることは

5.

身体を緊張させること

ように意識した

持ちにいくように意識 ことを意識した

姿勢にして小さな姿勢

した

を作るように意識した

再びバーを握ると 下に手を出しバーを押 バーを握りに行くので 次に続くスイングをス あまり強くバーを握ら
きに意識している さえることができるよ はなく，手をバーに当 ムーズに行えるように ないように意識した
ことは

うに意識した

てるようなイメージで 意識した
持ちにいくことを意識
した

図1

日本式宙返りの運動経過（被験者 B）
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原資料を基に熟練者 2 名の実施と，未熟練者 2 名

表5
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準備局面となる上体が水平な局面

の実施について被験者間における実施を以下の 5 つ

腰角度（°
)

腰点の移動幅（cm)

の考察視点を設け，モルフォロギー的観点から比較

被験者 A

111.1

19

考察を行った．

被験者 B

159.4

31

被験者 C

132.4

32

被験者 D

157.3

21

 準備局面となる上体が水平な局面

 ｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して


垂直時の局面
 主動作となる離手局面

 主動作の離手後から上体傾斜角度が360°
まで


の運動局面

. 準備局面となる上体が水平な局面
この局面は，腕支持姿勢から後ろ振り上がりを行

 制動動作となる宙返り後の支持局面


うための初動動作である．表 5 より，全被験者にお

. 角度定義

いて最も腰角度が小さかった被験者は，熟練者であ

本研究において計測される各角度は以下のように

る被験者 A の111.1°
であり，最も腰角度が大きかっ

定義した．

であっ
た被験者は，熟練者である被験者 B の159.4°

腰角度は，肩点と腰点を結んだ線分と腰点と足首

た．次に，足が前方に動き始める動作から上体が水

点を結んだ線分のなす角度を腰角度と定義した．肩

平な局面までの腰点の移動幅において，最も移動幅

角度は，肩点と腰点を結んだ線分と肩点と手首点を

が大きかった被験者は未熟練者である被験者 C の

結んだ線分のなす角度を肩角度と定義した．上体傾

32 cm であり，最も移動幅が小さかった被験者は，

斜角度は，上体が平行棒に対して平行になった点を

熟練者である被験者 A の19 cm であったが，全体的

とし，上体が左右軸方向に回転した角度と定義し
0°

にばらつきが見られた．

た．

足が前方に動き始める動作から上体が水平な局面

.

結

果

比較考察を行うための 5 つの考察視点における局
面および運動局面について，熟練者である被験者
A・B のそれぞれの局面および運動局面を比較した

までの腰点の移動幅についても，熟練者と未熟練者
では，全体的にばらつきが見られ明確な傾向は見い
だせなかった．
. ｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して
垂直時の局面

結果，ばらつきが見られ，未熟練者である被験者

表 6 より，腰角度が180°
（腰が垂直に伸びている

C・D のそれぞれの局面および運動局面の比較にお

姿勢）を基準としたときに，熟練者である被験者 A

いてもばらつきが見られた．

の170.0°
，被験者 B の171.3°
は基準とした姿勢に近

一方，全被験者の中で最も出来栄えの評価が高い
被 験者 と 最も 出来 栄 えの 評価 が 低い 被験 者 を，

を超えていない，つま
い腰角度だが，腰角度が180°
り腰を反らせた姿勢ではなかった．

F.I.G 公認国際審判員資格取得者 3 名の評価によっ

一方，未熟練者である被験者 C の腰角度は

て選出した．その結果，最も出来栄えの評価が高い

で，強く腰を曲げている姿勢であり，被験者
150.0°

被験者は B であり，最も出来栄えの評価が低い被

で，180°
を超えている，つまり腰を反ら
D は191.8°

験者は C であった．

せた姿勢であった．

そこで本論では紙面の関係上，最も出来栄えの評

. 主動作となる離手局面

価が高い被験者 B と，最も出来栄えの評価が低い

表 7 より，全被験者において最も腰角度が大きい

被験者 C の局面図および運動局面を掲載し，結果

であり，最
被験者は熟練者である被験者 B の221.8°

ならびに考察を進めることとする．

も腰角度が小さい被験者は未熟練者である被験者 C

順天堂スポーツ健康科学研究

第 1 巻第 4 号（通巻16号) (2010)

463

の192.0°
であった．一方上体傾斜角度においては，

て6.6 ms 後に170.9°
, 13.2 ms 後に120.8°
, 19.8 ms 後

最も上体傾斜角度が大きい被験者は未熟練者である

に78.7°
，上体傾斜角度が360°
の時の局面では58.7°

被験者 C の191.1°
であり，最も小さかった被験者は

であり，平行棒から腰点までの高さは38 cm であっ

であった．
熟練者である被験者 B の163.8°

た．
一方，未熟練者である被験者 C の腰角度は離手

. 主動作の離手後から上体傾斜角度が°
ま

時 を 基 準 と し て 6.6 ms 後 に 129.7 °
, 13.2 ms 後 に

での運動局面
離手後の空中局面における運動はいずれも密接に

，上体傾斜角度が360 °
の時
72.9°
, 19.8 ms 後に 40.9 °

関連し運動が行われており，ここでは一局面のみを

であり，平行棒から腰点までの高
の局面では 39.7 °

取り上げることはせず，これらをまとめて述べるこ

さは22 cm であった．
. 制動動作となる宙返り後の支持局面

ととする．
表 8 より，最も顕著な差が見られた熟練者である

表 9 より，全被験者において最も顕著な差が見ら

被験者 B と未熟練者である被験者 C を見ると，熟

れたものに着目すると，腰角度においては，熟練者

練者である被験者 B の腰角度は離手時を基準とし

である被験者 A の75.2 °
が最も大きく，未熟練者で
が最も小さかった．上体傾斜
ある被験者 C の 51.0 °

表6

｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂
直の時の局面

角度においては，未熟練者である被験者 D の
が最も大きく，熟練者である被験者 A の
413.4 °

腰角度（°
)

が最も小さかった．肩角度においては熟練者
399.0°

被験者 A

170.0

が最も大きく，同じく熟練
である被験者 B の 27.0 °

被験者 B

171.3

が最も小さかったが，全
者である被験者 A の 16.7°

被験者 C

150.0

体的にばらつきが見られた．後ろ振り上がりを始め

被験者 D

191.8

る際に握った手の位置から支持局面時までの手の移

表7

表9

主動作となる離手局面

制動動作となる宙返り後の支持局面
腰角度 肩角度 上体傾斜角度 手の移動幅
(°
)
(°
)
(°
)
(cm)

腰角度（°
)

上体傾斜角度（°
)

被験者 A

212.2

185.5

被験者 A

75.2

16.7

399.0

41

被験者 B

221.8

163.8

被験者 B

72.1

27.0

405.0

74

被験者 C

192.0

191.1

被験者 C

51.0

21.5

412.2

48

被験者 D

210.1

190.0

被験者 D

51.3

20.9

413.4

78

表8

主動作の離手局面から上体傾斜角度が360°
までの腰角度変化及び上体傾斜角度が360°
時の平行棒から腰点まで
の高さ
離手から6.6 ms 後

離手から13.2 ms 後

離手から19.8 ms 後

上体傾斜角度が360°
時

腰角度（°
)

腰角度（°
)

腰角度（°
)

腰角度（°
) バーから腰点までの高さ（cm)

被験者 A

160.1

106.8

73.1

62.0

36

被験者 B

170.9

120.8

78.7

58.7

38

被験者 C

129.7

72.9

40.9

39.7

22

被験者 D

154.4

104.3

65.8

47.5

31
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動幅において，最も移動幅が大きかったのは未熟練

識した」等の報告（表 3）からも，後ろ振り上がり

者である被験者 D の 78 cm であり，最も移動幅が

を行う初動動作では，身体全体を前方に押し出し，

小さかったのは熟練者である被験者 A の41 cm であ

より大きなスイングを行うことで，次に続く主運動

ったが，肩角度同様全体的にばらつきが見られた．

で下体から胴体への「運動伝導」（注 3 ）を意識し

.

考

ていると推察される．このことは，「運動伝導」・

察

「運動流動」（注 4）の観点からも有効であると考え

. 準備局面となる上体が水平な局面

られ，準備局面となる上体が水平な局面では，少し

熟練者と未熟練者との腰角度を比較すると，熟練

腰を屈げた姿勢で，身体を前方に押し出すことが有

者である被験者 A と未熟練者である被験者 C は腰
角度が小さい，すなわち腰を屈げている状態であっ
た．しかし，熟練者である被験者 B と未熟練者で

効であることが推察された．
. ｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して
垂直時の局面

ある被験者 D は腰角度が大きい，すなわち腰を伸

「あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂直

ばしている状態であった．このことから，熟練者と

時の局面における熟練者と未熟練者を比較すると，

未熟練者間において明確な傾向は見られなかった．

未熟練者である被験者 D を除く 3 名が，腰を屈げ

次に足が前方に動き始める動作から上体が水平な

ている姿勢で実施していることが見られた．図 3

局面までの腰点の移動幅についても，熟練者と未熟

は，最も顕著な差がみられる熟練者である被験者 B

練者では，全体的にばらつきが見られ明確な傾向は

と未熟練者である被験者 C の本局面の図である．

見いだせなかった．図 2 を見ると，熟練者である被

加えて図 4 は，両被験者の本局面をトレースして合

験者 B は少し腰を屈げた姿勢で行っているが，未

成したものである．これらの図からも，準備局面と

熟練者である被験者 C は腰を屈げた姿勢で行って

なる上体が水平な局面において，腰を屈げた姿勢

いることが見られる．腰点の移動幅については両被

で，身体を前方に押し出した状態から継続して大き

験者ともほぼ同様の傾向であった．しかし，全被験

なスイングを行おうとしていると考えられ，次に続

者とも足が前方に動き始める動作から上体が水平な

く離手・前方宙返りにおいて腰を屈げた姿勢から一

局面までの運動経過において腰点が前方に移動して

気に足を振り上げることにより，前方宙返りの高さ

いる．自己観察報告においても，「身体を前の方に

と回転力を得ようとしているものと推察される．

出すように意識した」
，「足先を遠くに回すように意

図2

「あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂直

準備局面となる上体が水平な局面
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｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂直時の局面

察される．このことは，準備局面となる上体が水平
な局面において，腰を屈げた姿勢で身体を前方に押
し出した状態を継続することができず，足を上方向
に振り上げる動作が早くなり，このような姿勢にな
ったものと考えられる．未熟練者である被験者 C
とは正反対に，「あふり」が行われる上体が平行棒
に対して垂直時の局面において腰を反らせた姿勢か
らの足の振り上げは，そのあとに続く運動すべてが
図4

｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂
直時の局面における被験者 B と被験者 C の比較

早くなり，尚且つ含んだ姿勢から一気に腰を伸ばし
て次に続く離手・前方宙返りを有効に行うことが困
難であると考えられ，運動伝導・運動流動の観点か

時の局面において，すでに足を上方向に振り上げる

らも有効ではないと推察される．

動作が始まっており，未熟練者である被験者 C の

上記のことから「あふり」が行われる上体が平行

ように腰を大きく屈げた姿勢からの足の振り上げ

棒に対して垂直時の局面では，次に続く離手・前方

は，そのあとに続く運動すべてが遅れてしまい，流

宙返りへ有効に運動を移行するために腰を屈げた姿

動的な運動が行えないと推察され，あまりに強く腰

勢で行うことが有効であると考えられる．このこと

を屈げて実施することは，運動伝導・運動流動の観

は，先行研究の結果とも合致している．しかし，腰

点からも有効ではないと推察される．

を屈げ過ぎた姿勢では次に続く運動すべてが遅れて

さらに未熟練者である被験者 D の実施において

しまい，反対に腰を反らせた姿勢では，次に続く運

は，他の被験者と相反する動きであり，「あふり」

動すべてが早くなることから有効ではない．全体的

が行われる上体が平行棒に対して垂直時の局面で

には平行棒を握っている点の鉛直線上に，足先があ

は，腰角度が大きい，すなわち腰を反らせた姿勢で

る動きが有効であると考えられる．

行っている．自己観察報告では，「胸を含むように

. 主動作となる離手局面

意識して身体を緊張させることを意識した」とある

主動作となる離手局面における熟練者と未熟練者

が，身体を緊張させることに意識を集中してしま

を比較すると，腰角度においては，未熟練者である

い，腰を屈げた姿勢になることができなかったと推

被験者 C を除くすべての被験者において腰角度が
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主動作となる離手局面

以上になっており，強く上方向に足を振り上げ
210°
ていることが見られた．このことは，先の考察視点
である「あふり」が行われる上体が平行棒に対して
垂直時の局面において，腰を屈げた姿勢から，離手
時に一気に上方向に振り上げられていることの現れ
であると推察される．
一方，未熟練者である被験者 C においては，腰

図6

主動作となる離手局面における被験者 B と被験
者 C の比較

であり他の被験者と比較すると足先が
角度が192.0°
強く振り上がっていない姿勢で離手が行われてい

このことは，先の考察視点である「あふり」が行

た．これは，先の考察視点において腰を強く屈げた

われる上体が平行棒に対して垂直時の局面におい

姿勢で行われたため，後に続く運動すべてが遅れて

て，熟練者である被験者 B は腰を屈げた姿勢から

しまい，足を上方向に振り上げきる前に離手が行わ

足先を強く上方向に振り上げるとともに，上体の回

れたと推察される．

転を抑えながら，身体の浮き上がりを押さえようと

また上体傾斜角度においては，最も上体傾斜角度

していると推察される．主動作となる離手局面にお

が大きい被験者は未熟練者である被験者 C の

いて，足先を上方向に振り上げると同時に身体が上

であり，最も小さかった被験者は熟練者であ
191.1°

に浮きがってしまうと，足先を上方向に振り上げた

る被験者 B の163.8°
であった．

力が上体に伝わらず，スムーズな回転に移行するこ

図 5 は，最も顕著な差がみられる熟練者である被

とができない．さらに反り上げられた足先に上体が

験者 B と未熟練者である被験者 C の本局面の図で

追いつくような運動が行えず，足先が回転方向とは

ある．加えて図 6 は，両被験者の本局面をトレース

逆に戻ってくるような動きになり回転をスムーズに

して合成したものである．これらの図からも，熟練

行うことができず運動伝導の観点からも有効ではな

者である被験者 B は上体の回転を抑制しながら腰

い．

を強く反って足先を振り上げようとしていることが

上記のことから，主動作となる離手局面では上体

見られるが，未熟練者である被験者 C は上体の回

を回転方向に多く回転させず，身体が浮き上がらな

転を抑制できずに離手が行われ，加えて腰を強く反

いようにしながら足先を強く上方向に振り上げるこ

って足先を振り上げることもできていないことが見

とが有効な技術の一要因であると推察される．

られる．

また，被験者 D においては，先の考察視点であ
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る「あふり」が行われる上体が平行棒に対して垂直

動局面において，熟練者は未熟練者と比較して腰角

時の局面に腰を伸ばした姿勢で行っており，腰を伸

度が大きい，すなわち腰を強く屈せずに回転してい

ばした姿勢を維持したまま離手を行っていると推察

ることが見られた．一方，未熟練者は熟練者と比較

される．故に腰角度は大きく，一見足先を強く振り

して腰角度が小さい，すなわち腰を強く屈げて回転

上げることができているように見えるが，同時に上

している傾向にあった．

体傾斜角度も大きくなり，次に続く回転運動にス
ムーズに移行できていないと推察される．
. 主動作の離手後から上体傾斜角度が°
ま
での運動局面

図 71・図 72 は，最も顕著な差がみられる熟練
者である被験者 B と未熟練者である被験者 C の本
運動局面図である．この運動局面図からも熟練者で
ある被験者 B の回転中の姿勢は大きいが，未熟練

主動作の離手後から上体傾斜角度が360°
までの運

者である被験者 C の回転中の姿勢は小さくなって

図 71

主動作の離手後から上体傾斜角度が360°
までの運動局面図（被験者 B）

図 72

主動作の離手後から上体傾斜角度が360°
までの運動局面図（被験者 C）
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. 制動動作となる宙返り後の支持局面

いることが見られる．
このことは，主動作となる離手局面において上体

制動動作となる宙返り後の支持局面における腰角

を回転方向に多く回転させず，足先を上方向に強く

度を熟練者と未熟練者で比較すると，熟練者の方が

振り上げたことによって，離手後の回転中にも足先

腰角度は大きい，すなわち腰を伸ばして支持してい

が回転方向に回転し，その足先を上体が追いかける

ることが顕著に見られた．一方，未熟練者は腰角度

ように回転しているものと考えられる．これは，離

が小さく，窮屈な印象は否めない．さらに本局面に

手時に足先を上方向に振り上げた際に上体が回転方

おける上体傾斜角度を熟練者と未熟練者で比較する

向に回転しようとする動きを抑えたことにより，離

と，熟練者は上体傾斜角度が小さい，すなわち早い

手後その回転しようとする動きを利用して足先と上

時期に支持局面に移行しているのに対して，未熟練

体の運動伝導がスムーズに行われたと推察される．

者は上体傾斜角度が大きい，すなわち遅い時期に支

しかし，未熟練者は，主動作となる離手局面にお

持局面に移行していることが見られた．図 8 は，最

いて足先は上方向に振り上げられているものの，上

も顕著な差がみられる熟練者である被験者 B と未

体が回転方向に回転しており，また身体が浮き上が

熟練者である被験者 C の本局面図である．この図

っているため，離手後に足先が回転方向に回転せ

からもわかるように熟練者である被験者 B は，腰

ず，上体を起こすことのみによって回転を行ってい

を強く屈げず，早い時期に支持を行っており，姿勢

るため腰角度が小さくなっているものと推察され

に余裕が見られるのに対して，未熟練者である被験

る．これは，熟練者とは逆に離手時に足先を上方向

者 C は，強く腰を屈げて，尚且つ肘も強く曲げて

に振り上げた際に上体の回転を抑えることができ

支持を行っており，姿勢に余裕が見られない．熟練

ず，離手後に上体が回転方向にスムーズに回転する

者である被験者 B は，先の考察視点である離手後

ことができず，足先と上体が回転へ移行出来ていな

の回転動作時に足先が回転方向に先行して回転し，

いことの表れであると推察される．

その足先に上体が同調してスムーズに回転方向に回

以上のことから，離手後の回転運動においては足

転出来ているため，その動きを継続したまま制動動

先を回転方向に回転させ，その足先の回転運動に上

作となる宙返り後の支持局面に移行しているものと

体を同調させて回転させることが有効な技術である

考えられる．このことは，次に続く後ろ振りをス

ことが示唆された．

ムーズに，また流動的に行うために早い時期に支持
し，次の運動の準備局面との融合を行っているもの

図8

制動動作となる宙返り後の支持局面
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る．被験者 B は自己観察報告において，回転中に
は「腕を振って早くバーを持ちにいくように意識し
た」と述べており，支持時には「バーを握りに行く
のではなく，手をバーに当てるようなイメージで持
ちにいくことを意識した」と述べている．以上のこ
とからも，本実験において熟練者と未熟練者を比較
した結果，明確な差は見られなかったが，最も出来
栄えの評価が高い被験者 B の実施から，制動動作
となる宙返り後の支持局面においては，脇を開いて
図9

制動動作となる宙返り後の支持局面における被
験者 B と被験者 C の比較

支持しており，次に続く後ろ振りをより有効に行う
ことができるものと考えられる．
次に手の移動幅においては，全被験者において移

と考えられ，「運動の先取り（注 5）」の観点からも

動幅の多少はあるものの後方に移動しており，最も

有効であると考えられる．

出来栄えの評価が高い被験者 B の実施では後方に

しかし未熟練者においては，離手後の回転動作時

74 cm 移動していた．このことは，より早い時期に

に足先が回転方向に回転することが出来ず，上体を

支持することを意識しているため後方で支持してい

回転方向に回転させることのみによって回転を行っ

るものと推察される．したがって，現段階では制動

ているため，制動動作となる宙返り後の支持局面に

動作となる宙返り後の支持局面において後ろ振り上

おいても腰角度を小さく，すなわち腰を強く屈げな

がりを始める際に握った手の位置から後方で支持す

ければならない動きになっていると考えられる．こ

ることが有効な技術の一要因であると考えられる

れは，回転動作時にスムーズに回転することができ

が，栗原ら11) によると，「腕支持点よりも前方に着

ず，上体を回転方向に回転させることで技を成立さ

手する方がより有効な技術である」と述べており，

せようとしていると考えられる．図 9 は，両被験者

このことを本研究に該当させた場合，少なくとも後

の本局面をトレースして合成したものである．この

ろ振り上がりを始める際に握った手の位置から後方

図からも熟練者である被験者 B はバーに対して高

への移動が有効な技術であると考えられ，本実験結

い位置で支持を行い，余裕が見られるのに対して，

果のような大きな後方への移動は有利ではないと考

未熟練者である被験者 C は，非常に低い位置で支

えられる．したがって，この手の移動幅については

持を行い，腰を強く屈げていることが見られる．

今後さらなる検討が必要になると推察される．

さらに未熟練者である被験者 C は，強く肘を曲

以上のことから，制動動作となる宙返り後の支持

げて支持していることが見られ，肘を曲げることで

局面では上体を回転方向に多く回転させずに腰を伸

支持を成立させようしていることが伺える．熟練者

ばし，脇を開いた姿勢で支持することが有効な技術

のように早い時期に支持を行うと，回転不足のため

の一要因であることが示唆された．手の移動幅につ

支持姿勢になることが出来ず，技を成立させるため

いては，現段階では，後方に移動させて支持するこ

に肘を曲げて支持姿勢になったと考えられ，「運動

とが有効な技術の一要因であると推察されるが，先

の先取り」
の観点からも有効ではないと推察される．

行研究の結果からも今後さらなる検討が必要である

次に肩角度においては，続くスイング動作をより
有効に，スムーズに行うためには，脇を開いた姿勢
で早い時期に支持する必要があり，これは回転動作
中に支持の準備を行うことが重要であると考えられ

ことが示唆された．

.

結

論

本研究により，次のような「日本式宙返り」の有

順天堂スポーツ健康科学研究

470

効な技術が示唆された．
 準備局面となる上体が水平な局面では，腰を


わずかに屈げた姿勢で，身体を前方に押し出す．

第 1 巻第 4 号（通巻16号) (2010)

っては，各要求グループからより高難度の技を実施
することが求められ，この「日本式宙返り」が再び
脚光を浴びつつある． Japaner Salto という“日本”

 ｢あふり」が行われる上体が平行棒に対して


という名称を与えられた技を我々が継承し，より良

垂直の時の局面では，主要局面の中核となる

い実施を行っていく必要性があると考えられるが，

「あふり」
を有効にする姿勢が求められるため，

解決しなければならない研究課題は多い．本研究を

足先が手の握りの真下にある姿勢で行う．

進める中で，回転動作中の高さの問題や宙返り後の

腰を屈げ過ぎた姿勢や伸ばした姿勢では，次

支持局面時の手の移動幅の問題，さらに，後ろ振り

に続く「あふり」の時期に影響し，この技の最

上がりから前方宙返り開脚抜き腕支持，もしくは支

も重要な局面である宙返りの出来栄えを左右す

持，後ろ振り上がり前方かかえ込み 2 回宙返り等の

る．

新技の開発は，この研究をベースとした発展的研究

 主動作となる離手局面では身体全体が浮き上


課題となろう．

がらないように肩を沈め，足先を上方向に強く

注

振り上げる．このことは，栗原らの研究結果と
（注1）「あふり」

も一致する．
 主動作の離手後の回転運動においては足先を


振りの勢いを利用して行う技や運動を，より有効

回転方向に回転させ，その足先の回転運動に上

に導くための動作で，振動技の中核的な技術のひと

体を同調させて回転させる．

つである．前または後ろへの振りの勢いを増大させ

宙返りは「あふり」で得られた身体の上昇と

るために，振動に合わせて腰（および胸）を屈げ，

前方への回転が有機的に同調して現れる運動で

反らせる動作で，その技によって「あふり」のタイ

あるため，離手局面での動きが重要となる．

ミングや強さが異なる15)．

 制動動作となる宙返り後の支持局面では，手


（注 2）「D.K.f.K 方式」

の握りが腰の位置よりも後ろになるようにし

Deutsche Hochshule f äur K äorperkultur の略．1957

て，脇を開いた姿勢で支持することが，次に続

年に旧東ドイツの Borrmann. G 博士の博士論文で

く後ろ振りに有効となる．

紹介された 16 mm カメラによるフィルム分析法の

そのために，宙返り後再びバーを握る位置

一つで特に体操競技の研究について詳細に述べられ

は，宙返りを行う前の握りの位置よりも後ろで

ている．本研究の実験場面はこの方式に準じて，対

握るようにすることが有効であろうことが推測

象となる演技を遠方から望遠ズームを使用して撮影

されるが，栗原の研究結果と相反するため，更

した．

なる検討が必要である．

.

今後の課題

（注 3）「運動伝導」
人間の身体は可動性に富む多くの関節からなり，
個々の関節部分はきわめて多様な仕方で動く．運動

「日本式宙返り」は，今から約40年前に多く実施

は，すべての関節が同時に開始されるものではなく

されていた技であるが，その後の採点規則の変遷，

その経過にはある「順次性」すなわち動きの伝わり

技の高難度化の影響を受け，現場の選手・コーチか

方がある．

らしばらく忘れられていた技である．しかし，2006

運動伝導は，ボールを投げる・蹴るような運動に

年の採点規則改訂の際に10点満点を廃止するという

見られるような，胴体から四肢（腕・脚）や頭部へ

大改革がなされ，跳馬を除く 5 種目において要求グ

の伝導と，四肢（腕・脚）や頭部から胴体への伝導

ループが設定された．より高得点を目指す選手にと

の 2 つの形態がある．
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運動がうまくできない人の動きを運動伝導のカテ
ゴリーから観察すると，初心者は多くの関節を有機
的に結び付けることが出来ず，動きの順次性が不完
全な形態でしか見られないことが多い11)．
（注 4）「運動流動」
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