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体操競技における股関節外旋が下肢の振上げ動作に及ぼす影響
先崎友紀子
・加納

実

EŠect of External Rotation of the Hip on the Leg Swing-Up Motion
in Artistic Gymnastics
Yukiko MASSAKIand Minoru KANO

.

緒

言

た．各被験者には，次の身体各部位に 1．左右肩峰
2．左右肩峰の中点 3．左右上前腸骨棘 4．左右上前

クラシックバレエ特有の技法であるターンアウト

腸骨棘の中点 5 ．左右大転子 6 ．大腿骨外側上顆

（股関節外旋）は，脚の外転可動域を増大させると

7．大腿骨内側上顆 8．膝蓋骨 9．腓骨外果10．舟状

報告されており6)10)，新体操などのダンス系を含む

骨 11 ．脛骨内果 12 ．第一中足趾節関節に 20 q の反

種目でパフォーマンス向上が期待される．日本女子

射マーカー（ディケイエイチ社製）を付けて撮影を

体操選手はダンス系の技が低いとされており，日本

行った．撮影は縦方向と横方向の 2 方向からデジタ

以
体操協会は2012年に「前後開脚ジャンプでは180°

ルビデオカメラ（EXFH25

上の開脚度が求められ D 難度以上のダンス系が必

して行った．

CASIO 社製）を使用

要である．不正確な実施が多く見られるので正確に

運動課題（下肢の前方，側方，後方への振上げ動

実施することが要求される．」との強化指針を出し

作および前後開脚ジャンプ）における「股関節外旋

未満の「開脚度不足」
た13)．不正確な実施とは180°

を伴う動作」と「股関節外旋を伴わない動作」の 2

などが挙げられる．また，「ジャンプ時に前脚は水

種類を被験者 5 名に対し各 3 回ずつ，計24回それぞ

平位置まで上がるもののすぐに下がり，後脚は水平

れ行わせた．3 回のうちで最も高く振上げられた試

位置まで上がらないため，空中で180°
の開脚姿勢が

技を採用し， Form Finder （インク社製）を使用し

みられず，前後開脚ジャンプとして承認されない

て角度の算出を行った．前後開脚ジャンプの算出方

か，減点されることが多い．
」と指摘されている2)．

法を例に挙げると，大転子と後方に振上げた脚の大

そこで本研究は，股関節外旋が女子体操競技選手に

腿骨外側上顆を結んだ線と，大転子と前方に振上げ

おける下肢の振上げ動作に及ぼす影響を明らかにす

た脚の第一中足趾節関節を結んだ線とのなす角度を

ることを目的とした．

開脚角度と定義した．試技開始時の脚のスタートポ

.

方

法

ジションを規定し，股関節外旋を伴う動作における
外旋角度は初心者が無理なく外旋を行える角度であ

被験者は J 大学体操競技部に所属する女子選手で

る 100 度とした7) ．なお，前後開脚ジャンプは利き

全日本学生体操競技選手権大会に出場した5名とし

脚によって振り上げる脚が異なるので，被験者に合
わせてジャンプする方向を調整し，後方の脚がカメ
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ラ側にくるように，それぞれジャンプを行わせた．
統計処理として，股関節外旋を伴わない動作15試
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技と股関節外旋を伴う動作15試技で対応のある t 検

理由として，股関節の可動域の違いが考えられる．

定を行った．有意水準は 5に設定した．

股関節の可動域が小さい被験者にとっては，スター

.

結果及び考察

トポジションにおける100°
の股関節外旋の時点で可
動域が大きい被験者に比べて負担が大きく，そのこ

 前方への下肢振上げ


とが外旋による影響がみられなかった一つの要因で

画像より，前方への下肢振上げ動作において股関

ある可能性が考えられる．

節外旋を伴わない動作よりも股関節外旋を伴う動作




の方が，被験者 A・E を除き下肢振上げ角度がやや

画像より，側方への下肢振上げ動作において股関

大きいことが示された．また，t 検定の結果，股関

節外旋を伴わない動作よりも股関節外旋を伴う動作

節外旋を伴う動作と伴わない動作に有意な差は認め

の方が，下肢振上げ角度が全被験者ともに明らかに

られなかった．

大きいことが示された．さらに，t 検定の結果，股

前方への下肢振上げ動作において，被験者 A お
よび E を除いた被験者が股関節外旋を伴う動作で

側方への下肢振上げ

関節外旋を伴う動作と伴わない動作に有意な差が認
められた（ p＜0.05）．

高く脚を振り上げることができていたが，t 検定の

前方とは異なり，側方への下肢振上げ動作では，

結果，股関節外旋を伴わない動作と股関節外旋を伴

すべての被験者が股関節外旋を伴う動作でより高く

う動作の振上げ角度には有意な差が認められなかっ

脚を振り上げることができていた．最も大きな差が

た．したがって，股関節外旋が前方への下肢振上げ

みられたのは被験者 B で 111 °
，最も差が小さい被

動作に及ぼす影響は極めて小さいと示唆された．ま

の差がみられた．また， t 検定の結
験者 D でも 70 °

た，被験者間で股関節外旋による影響に差が生じた

果，股関節外旋を伴う動作の方が有意に高く振り上
げることができていた（ p＜0.05）．このことにより
股関節外旋が側方への下肢振上げ動作に及ぼす影響
は極めて大きいと示唆される．さらに， Kushner
ら6)（1990）によると，側方への下肢振上げ動作で
は股関節外旋が下肢を高く上げやすくすることが示
されている．本研究はこれを支持する結果となった．
鈴木14)（2004）は下肢振上げ動作における股関節
外旋の影響を調査した研究で，股関節外旋が側方へ
下肢を高く上げやすくすることを支持する結果は得

図1

前方への最大振上げ時の比較

られなかったとしている．しかし，鈴木は振上げの
速度が制限され，ゆっくりと振り上げる試行を調査
した．その結果，股関節外旋の方がより高く脚を振
上げることができていたと報告している．これらの
ことから，股関節外旋を伴う下肢振上げ動作におい
て，「股関節外旋に対する慣れ」の影響が考えられ
る．本研究では股関節外旋を伴う下肢振上げ動作を
行わせる際に，脚のスタートポジションを100度に
規定し，はじめから股関節が外旋されている状態を
作り出した．そうすることで日常的に股関節外旋を

図2

前方への最大下肢振上げ角度の比較

意識していない被験者でも股関節外旋を意識しやす
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く下肢の振上げを行いやすい状態であったと考えら

る．本研究においても同様の結果となったことか

れる．同様に，鈴木の研究ではゆっくりと脚を上げ

ら，柔軟性が要求される体操競技選手においても側

させたため，脚を目で見て股関節外旋を意識しなが

方へ脚を振り上げる際の股関節外旋は当然必要な技

ら下肢を上げることができたと推察される．一方

術であると推察される．

で，ただ股関節外旋を意識しながら脚を振り上げる




ように指示しただけでは，日常的に股関節外旋を意

画像より，後方への下肢振上げ動作において股関

識していない被験者にとっては難しい課題になって

節外旋を伴わない動作よりも股関節外旋を伴う動作

いた可能性があり，振上げ角度が大きくならなかっ

の方が，下肢振上げ角度が全被験者ともに明らかに

たと考えられる．

大きいことが示された．また，t 検定の結果，股関

Kushner ら6) （ 1990 ）や Watkins ら15) （ 1989 ）に

よると，「股関節外旋は解剖学的に脚を外側に上げ

後方への下肢振上げ

節外旋を伴う動作と伴わない動作に有意な差が認め
られた（ p＜0.05）．

やすくする．正常なポジションにおいて脚の動き

側方と同様に後方への下肢振上げ動作において

は，骨盤と股関節の間における関節構造に制限され

も，股関節外旋を伴う動作でより高く脚を振り上げ

る．脚が外側に引かれると，大腿骨頭が寛骨臼縁に

ることができていた．最も大きな差がみられたのは

当たるので，脚が動かなくなる．しかし，股関節を

被験者 E で37°
，差が最も小さい被験者 B でさえ19°

外旋していたならば大転子が後方に動き，寛骨臼縁

の差がみられた．また，t 検定の結果，股関節外旋

には大腿骨頭の平らな側面が当たる」と報告されて

を伴う動作の方が有意に高く振り上げることができ

おり，股関節外旋は脚を高く振り上げるのに解剖学

ていた（ p＜0.05）．このことからも股関節外旋が後

的，また技術的に必要なものであると考えられてい

方への下肢振上げ動作に及ぼす影響は極めて大きい
と示唆される．

図3

図4

側方への最大振上げ時の比較

側方への最大下肢振上げ角度の比較

図5

図6

後方への最大振上げ時の比較

後方への最大下肢振上げ角度の比較
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側方への下肢振上げ動作で述べたように，鈴木14)
の研究では被験者に股関節外旋を意識させただけで
あったため，有意な差が認められなかった可能性が
考えられ，「股関節外旋に対する慣れ」の影響が伺
える．一方，本研究では被験者に股関節外旋を意識
させるとともに，動作開始前の脚のスタートポジシ
ョンを100度に規定し，はじめから股関節が外旋さ

図7

前後開脚の最大振上げ時の比較

れている状態を作り出した．そうすることで日常的
に股関節外旋を意識していない被験者でも股関節外
旋を意識しやすく下肢の振上げを行いやすい状態で
あったと考えられる．



前後開脚ジャンプ

画像より，前後開脚ジャンプにおいて股関節外旋
を伴わないジャンプよりも股関節外旋を伴うジャン
プの方が，開脚角度が全被験者ともに明らかに大き
いことが示された．また，t 検定の結果，股関節外
旋を伴う動作と伴わない動作に有意な差が認められ
図8

た（ p＜0.05）．

前後開脚の最大下肢振上げ角度の比較

後方と同様に前後開脚ジャンプにおいても，股関
節外旋を伴う動作でより開脚角度が大きかった．ま

して「ジャンプの高さと180度以上の開脚度が求め

た，t 検定の結果，股関節外旋を伴う動作において

られる」と報告しており，女子体操競技選手の開脚

．
有意に開脚角度が大きかった（ p＜0.05）

度不足を問題視している．羽田2)も「ジャンプ時に

前後開脚ジャンプにおける特徴的な結果は，後ろ

前脚は水平位置まで上がるもののすぐに下がり，後

側の脚の高さが異なっている点である．前側の脚の

の開
脚は水平位置まで上がらないため，空中で180°

高さは股関節外旋を伴わない動作と股関節外旋を伴

脚姿勢がみられず，前後開脚ジャンプとして承認さ

う動作でほとんど違いがないが，後ろ側の脚の高さ

れないか，減点されることが多い．」と述べていた

は大きく違いが見てとれる．このことから，前後開

ことから本研究で得られた結果は，体操競技におい

脚ジャンプの開脚度には後ろ側の脚が大きく影響を

て前後開脚ジャンプの開脚度不足を改善することに

与えている可能性がある．さらに，本研究では前方

貢献する結果となり，開脚度を大きくするためには

への下肢振上げ動作において，股関節外旋を伴わな

股関節外旋の技術を習得することが重要であると考

い動作と股関節外旋を伴う動作の下肢振上げ角度に

えられる．しかし，前述したように「股関節外旋に

は有意な差が認められなかったが，後方への下肢振

対する慣れ」の影響が考えられるため，今後は長期

上げ動作では両者に有意な差が認められた．つま

的な股関節外旋のトレーニングを行い，トレーニン

り，股関節外旋は後方への振上げ動作に対して効果

グ前後で振上げ角度や開脚角度を比較することが必

があり，前後開脚ジャンプにおいて必要な技術であ

要であると考えられる．

ると考えられる．このことからも股関節外旋が前後

.

開脚ジャンプに及ぼす影響は極めて大きいと示唆さ
れる．
日本体操協会は女子体操競技における強化指針と
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