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抄録
本研究は，片脚支持に伴う骨盤の下制防止の必要性に

筋が多数存在する．個々の筋が発揮できる最大随意筋力
は筋の生理学的断面積に比例することを考慮すると，体
幹は大きな力発揮能力を有していることが推察される．

着目し，全力疾走の遂行に求められる体幹の力発揮とそ

そのため，体幹の力発揮は全力疾走の遂行に大きく影響

の役割を明らかにすることを目的とした．12 名の男子短

を与えることが予想され，体幹の力発揮の役割を明らか

点のキネマティクスデータと地面反力データを取得した．

知る一助になると考えられる．

距離競技者を対象に 50 m の全力疾走を行わせ，40 m 地

得られたデータから，キネティクス変数，骨盤挙上・下制

にすることはヒトによる走運動遂行の力学的メカニズムを
ヒトの走運動は片脚支持で行われる．片脚支持期中，

運動に対する各関節トルクの成分を算出した．その結果，

骨盤は左右のいずれか一方から支えられるため遊脚側が

腰仙関節遊脚側側屈と支持脚股関節外転による遊脚側の

下制しようとする（Petrofsky, 2001）
．遊脚側の骨盤の下

骨盤を挙上させる成分の積分値はほぼ同程度であった（腰

制が生じると支持脚膝関節の内反方向への負荷の増大が

仙関節遊脚側側屈：0.070 ± 0.039 Nms/kg，支持脚股関

生じ，障害の危険性が高まることが示されている（Powers,

トルクと支持脚股関節外転トルクの成分の時系列データ

遂行や障害予防の観点から，支持期中の骨盤の下制を防

節外転：0.068 ± 0.034 Nms/kg）
．腰仙関節遊脚側側屈

を個々で見ると接地直後に急激な上下動が見られたが，

2010; Takacs and Hunt, 2012）．従って，ヒトは走運動の
ぐための力発揮が必要になる．

両成分の総和では接地直後の急激な変化が消え，中盤以

片脚支持による骨盤の下制防止は股関節外転筋群に

降までおおよそ定常な変化パターンとなった．従って，腰

よって行われていることが報告されている．股関節外転筋

仙関節遊脚側側屈の力発揮は遊脚側の骨盤の下制防止に

群の機能低下があると，Trendelenburg（1895）が報告し

対して支持脚股関節外転の力発揮と同等の寄与をしてい
ること，腰仙関節遊脚側側屈と支持脚股関節外転の力発
揮の関係性は相補的とも捉えられ，互いに補填しあうこ
とで遊脚側の骨盤下制を防止していることが示された．

たように骨盤が遊脚側へ傾く（Trendelenburg gait），ある
いは Duchenne（1869）が報告したように代償的に体幹が

支持脚側へ傾く（Duchenne gait）といった現象が生じる
ことが知られている（Westhoff et al. 2006）
．また，下肢
の動力学的分析により，全力疾走の支持期において支持

1．緒言
走運動，特に全力疾走はヒトにおいて最も速い移動運

脚股関節では外転トルクが発揮されることが示されてきた
（Schache et al., 2011）
．一方，解剖学的にみると骨盤は腰
仙関節により脊柱と連結しており，骨盤の挙動には股関

動であり，多くのスポーツ種目において求められる基礎

節だけでなく体幹の力発揮が関与する．しかし，これま

的な身体運動である．これまで走運動については，特に

での全力疾走における動力学的な分析では，下肢の力発

下肢に着目され，バイオメカニクス的観点から多くの研

揮のみが議論されており，体幹の力発揮は検討されてこな

究がなされてきた（Johnson and Buckley, 2001; Bezodis et

かった．

て質量の半分以上を占める体幹には，解剖学的に大きな

必要性に着目し，全力疾走の遂行に求められる体幹の力

al.,2008; Schache et al., 2011）．他方で，ヒト身体におい

そこで本研究では，片脚支持に伴う骨盤の下制防止の

Natsuki SADO (The University of Tokyo: Graduate School of Arts and Sciences, Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science)
Shinsuke YOSHIOKA (The University of Tokyo: Graduate School of Arts and Sciences)
Senshi FUKASHIRO (The University of Tokyo: Graduate School of Arts and Sciences)
受付日：2016/6/8 受理日：2016/9/9

東京体育学研究

発揮とその役割を明らかにすることを目的とした．

2．方法
2. 1 実験
2. 1. 1 被検者

実験は，陸上競技短距離種目を専門とする男子 12 名

を対象に行った（年齢 22.7 ± 1.2 歳，身長 1.75 ± 0.05 m，
身体質量 64.5 ± 4.6 kg，100 m 自己ベスト 10.89 ± 0.23 s

（10.43 ‑ 11.17 s））
．実験に先立ち，被検者には本研究の

目的，方法，および実験に伴う危険性を十分に説明し，
実験に参加するための同意を得た．本実験は東京大学大
学院総合文化研究科ヒトを対象とした実験研究に関する
倫理審査委員会により実験手順の承認を得て行った（課
題番号：356）．

2. 1. 2 設定

実験は国際陸上連盟公認素材による助走路（T 77415，

Nishi, Tokyo, Japan）を用いて室内に設定した仮設走路に

図1

よって行われた．本研究において，全力疾走の進行方向

マーカー配置

を Y 軸正方向，鉛直上向きを Z 軸正方向，Z 軸と Y 軸の外
積方向（被検者から見て右方向）を X 軸正方向とする右手
系の直交座標系を絶対座標系として定義した．

2. 1. 3 機材
3 次元分析を行うために，赤外線カメラ 13 台の光学式
三次元自動動作計測装置（Motion Analysis Corp., USA）
により被検者に貼付した反射マーカーの 3 次元座標値を
200Hz で収集した．また，地面反力を取得するために，
スタート地点から約 40 m 地点に埋設したフォースプラッ
トフォーム（Force Plate 9281E, Kistler, Switzerland）を用
いた．サンプリング周波数は 1000 Hz とした．

2. 2 データ処理
得られた座標値データは残差分析（Winter, 2009）
により

遮断周波数を決定し，位相ずれのない 4 次の Butterworth

low-pass digital filter により平滑化した．なお，実際に用
いた遮断周波数は 14.0 ‑ 19.0 Hz の間であった．

本研究では分析範囲をフォースプラットフォームへの接

地瞬間から離地瞬間までの支持期とした．フォースプラッ
トフォームから得られた地面反力データの鉛直成分が 5 N
以上となった瞬間を接地，5 N 以下となった瞬間を離地
と定義した．得られた時系列データは分析局面全体に要
した時間を 100 % として時間を規格化した．

本研究では人体を 15 の剛体が 14 の関節により連結さ

2. 1. 4 手順

れた剛体リンクモデルとしてモデル化した（図 2）
．本研究

を行わせた後，図 1 に示した身体分析点 47 点に直径 20

目的に，腹部などの他の部位を骨盤セグメントに含める

グスタートからの 50 m 全力疾走とし，フォームを崩すこ

トと胸腰セグメントに分割することで，骨盤を単独のセグ

実験に先だって，被検者には各自ウォーミングアップ

では，体幹が骨盤に発揮するトルクを直接算出することを

mm の反射マーカーを貼付した．実験試技はスタンディン

仮想関節ではなく，腰仙関節により体幹を骨盤セグメン

となく約 40 m 地点に埋設したフォースプラットフォーム

メントとする剛体リンクモデルを採用した．

を自然に踏むことができた試技を成功試技とした．被検

手関節，肘関節，足関節，膝関節については関節の内

者は成功試技が 2 回得られるまで試技を繰り返した．疲

外に貼付した 2 個のマーカーの中点をそれぞれ関節中心と

分な休憩時間をとった．成功試技の中から後述する方法

示した方法により推定した．腰仙関節中心，肩関節中心，

労の影響を排除するために，試技の間には 3 分以上の十
により算出した疾走速度が高かったものを各被検者の分
析対象試技とした．なお被検者は，各自の競技用スパイ
クシューズを着用して実験試技を行った．

した．股関節中心については，Harrington et al.（2007）が
頸関節中心については Reed et al.（1999）が示した方法に
より推定した．

足セグメント・下腿セグメント・大腿セグメント・骨
盤セグメント・胸腰セグメントの各セグメントに右手系の
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移動座標系を設定した．また，各関節の近位と遠位のセ
グメントに定義された移動座標系を用い，関節軸座標系
（Grood and Suntay, 1983; Wu et al., 2002）をそれぞれの関
節に設定した（図 3）
．

の関節トルクを算出した（Winter, 2009）
．得られた関節

トルクは Desroches et al.（2010）が示した方法により関節
軸座標系に斜交投影することで解剖学的な各関節軸まわ

りの関節トルクを算出した．算出した関節トルクは各被
検者の身体質量で除すことで規格化した．

腰仙関節

左右股関節と腰仙関節まわりで骨盤に対して働く各関
節トルク
（腰仙関節側屈トルク

，股関節内外転トルク

トルク
股関節内外旋トルク
（

，腰仙関節捻転
，

）の骨盤座標系前後軸

軸）成分をそれぞれ骨盤挙上・下制軸成分

として算出した．具体例として，股関節内外転トルク
による骨盤挙上・下制軸成分

の算

出方法を次式に示す．

（1）
は骨盤座標系の前後軸（

ここで，

軸）方向の

単位ベクトルである．また，支持期における各関節トルク
図2

剛体リンクセグメントモデル

の貢献を定量することを目的に成分を時間積分した．
左右股関節と腰仙関節で骨盤に対して働く関節間力
が骨盤に生じるトルクの骨盤座標系前後軸（

軸）成分

を，股関節の関節間力による骨盤挙上・下制軸まわりの
トルク

として算出した．次式に右股関節の関節間

力による骨盤挙上・下制軸まわりのトルク

の

算出方法を示す．
（2）
ここで，
向かうベクトル，

は骨盤の COM から右股関節中心へ

は，右股関節で骨盤に対し

て働く関節間力である．
図3

関節軸座標系の定義方法

2. 4 統計処理
骨盤挙上・下制に対する成分の積分値について差を検

2. 3 算出項目
身体各セグメントの慣性係数は Dumas et al.（2007ab）

が報告した値を用いた．全身の質量中心位置を時間微分
することで質量中心速度を算出し，得られた速度の Y 軸
成分の支持期の平均値を疾走速度とした．
骨盤座標系が絶対座標系に一致する姿勢を基準姿勢と
し，カルダンの回転順序（X ‑ Y' ‑ Z''）で骨盤の部分角度を
算出した．そして 2 番目の回転である Y' 軸回りの回転を
骨盤挙上・下制角度として算出した．

各セグメントの慣性パラメータ，質量中心位置ベクト

定するために対応のある t 検定を用いた．有意水準につい

ては Bonferroni の不等式に基づいた Holm の方法（Holm,

1979）で個々の検定の有意水準の補正を行った．なお，
有意水準は 5% とした．

3．結果
疾走速度は 8.76 m/s から 9.92 m/s（9.41 ± 0.40 m/s）で

あった．

図 4 には支持局面における骨盤挙上・下制角の時系列

ル，角速度ベクトル，および地面反力データを用いて逆

変化のアンサンブル平均パターンを示した．正負について

動力学演算を行い，足関節，膝関節，股関節，腰仙関節

は，遊脚側挙上を正，遊脚側下制を負とした．骨盤挙
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上・下制角は，支持期中盤まではわずかに遊脚側が下制
した状態で変化は小さく，支持期後半は離地に向かって
遊脚側挙上の方向へ推移する変化パターンが見られた．
骨盤挙上・下制の最小値と最大値の間の角度差は 9.0 ±

2.3 °であった．
図 5 には，支持期における骨盤挙上・下制に対する各

関節トルクの成分の時系列変化のアンサンブル平均パター
ンを示した．正負については，遊脚側挙上を正，遊脚側
下制を負とした．なお，左右股関節，および腰仙関節の
屈曲伸展軸は骨盤座標系前後軸と直交することから成分
を持たないため結果は省略した．支持期のほとんどにおい
て腰仙関節側屈トルクと支持脚股関節内外転トルクの成
分が大きかった．腰仙関節側屈トルクと支持脚股関節内
外転トルクによる成分は支持局面の 0 % からおよそ 30 %
で，急激に上下動する変化パターンが見られた．

図4

骨盤挙上・下制角変位の変化パターンのアンサンブル平均

図 5 骨盤挙上・下制軸
まわりの各関節トルクの
成分の変化パターンのア
ンサンブル平均
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図 6 には，支持局面における骨盤挙上・下制に対する

仙関節側屈トルクと支持脚股関節外転トルクの成分の和

各関節トルクの成分の積分値を示した．貢献の平均値が

の時系列変化のアンサンブル平均パターンを示した．腰仙

最も大きかったのは腰仙関節側屈トルクの成分で 0.070 ±

関節側屈トルクと支持脚股関節外転トルク個々で見られ

0.039 Nms/kg，次に支持脚股関節内外転トルクの成分で
0.068 ± 0.034 Nms/kg であった．なお，腰仙関節側屈ト

た支持局面の 0 % からおよそ 30 % の急激な変化がなくな

有意差は認められなかった．その他のトルクと側屈トルク

図 8 には，左右股関節と腰仙関節で働く関節間力に

ルクと支持脚股関節内外転トルクの成分の積分値の間に，

り，支持局面の中盤過ぎまでおおよそ定常状態で推移し
た．この積分値は，0.138 ± 0.022 Nms/kg であった．

および内外転トルクの間にはそれぞれ有意差が認められた

よって生じる骨盤挙上・下制軸まわりのトルクの和の時

（p<0.05）．側屈トルクおよび支持脚股関節内外転トルク

系列変化のアンサンブル平均パターンを示した．支持期を

を除いたトルクの各成分の積分値は以下の通りである．

腰仙関節捻転トルクの成分：0.003 ± 0.008 Nms/kg，

通して，腰仙関節側屈トルクと支持脚股関節外転トルク
の骨盤挙上・下制への成分の和と両股関節と腰仙関節で

支持脚股関節内外旋トルクの成分：0.012 ± 0.011 Nms/

働く関節間力によって生じるトルクの成分は，逆相の関

Nms/kg， 遊 脚 股 関 節 内 外 旋 トルクの 成 分： ‑ 0.005 ±

によって生じる骨盤挙上・下制軸まわりのトルクの積分値

kg， 遊 脚 股 関 節 内 外 転 トルクの 成 分：0.015 ± 0.010

係にあった．なお，股関節と腰仙、関節で働く関節間力

0.005 Nms/kg．
図 7 には支持局面における骨盤挙上・下制に対する腰

は ‑ 0.162 ± 0.025 Nms/kg であった．

（p <0.05）
図 6 骨盤挙上・下制軸まわりの各関節トルクの成分の積分値（平均± S. D.） ＊ : 有意差あり

図 7 骨盤挙上・下制軸まわりに働く右股関節外転トルクと腰仙
関節側屈トルクの成分の総和の変化パターンのアンサンブル平均

図 8 骨盤挙上・下制軸まわりに働く左右股関節と腰仙関節
の関節間力によるトルクの変化パターンのアンサンブル平均
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4．考察
本研究では，片脚支持に伴う骨盤の下制防止の必要性
に着目し，全力疾走の遂行に求められる体幹の力発揮と

Moment）で見ると各試行間で一定であり，これらの力発

揮の間には相補的な関係性があることを報告している．

Yoshioka et al.（2007）もまた，椅子立ち上がりの膝関節と
股関節の伸展トルクの間に同様の関係性が見られたこと

その役割を明らかにすることを目的とした．12 名の男子

を報告している．本研究における股関節外転トルクと腰

短距離競技者に 50 m の全力疾走を行わせ，40 m 地点の

仙関節遊脚側側屈トルクの骨盤挙上・下制運動に対する

地面反力データとキネマティクスデータを取得した．得ら

成分も同様に，一方の発揮が弱まると他方の発揮が強く

れたデータからキネティクス変数を算出した．

なるといった関係性にあり，これらの力発揮の関係性は

全力疾走中の支持期において遊脚側の骨盤は下制せ
ず，むしろ支持期後半，遊脚側が挙上していた（図 4）
．

相補的であるともいえる．
本研究から得られた股関節外転トルクと腰仙関節遊脚

そこで，遊脚側の骨盤が下制せずむしろ挙上していた力

側側屈トルクの相補関係性という知見は，片脚支持で遂

学的メカニズムを検討するために，左右股関節と腰仙関

行される他の身体運動においても適応できる可能性があ

節の各軸回りの関節トルクによる骨盤挙上・下制運動に

る．ただし，それぞれの力発揮の程度とその配分は個々

対する成分を算出した．その結果，腰仙関節遊脚側側屈

の運動で評価する必要がある．

（0.070 ± 0.039 Nms/kg）と支持脚股関節外転（0.068 ±

0.034 Nms/kg）は遊脚側の骨盤挙上方向へほぼ同等の貢
献をしていることが認められた（図 5, 6）
．Trendelenburg
（1895）により示された片脚支持期中に骨盤が遊脚側へ傾
く現象（Trendelenburg gait）は，現在，臨床において支持
脚股関節外転筋群の弱化を評価する指標の 1 つとして用
いられている（Kendall et al., 2013）
．一方全力疾走では，
本研究の結果より，骨盤の下制防止に対して支持脚股関

5．総括
本研究では，片脚支持に伴う骨盤の下制防止の必要性
に着目し，全力疾走の遂行に求められる体幹の力発揮と
その役割を明らかにすることを目的とした．12 名の男子

短距離競技者に 50 m の全力疾走を行わせ，40 m 地点の

地面反力データとキネマティクスデータを取得した．得ら

節外転だけでなく腰仙関節遊脚側側屈の力発揮が協働し

れたデータからキネティクス変数，および左右股関節と腰

ていること，遊脚側側屈の貢献は股関節外転に匹敵する

仙関節の各関節軸まわりのトルクによる骨盤挙上・下制

ことが明らかになった．従って，全力疾走中，骨盤が遊

運動に対する成分を算出した．得られた主な結果は以下

脚側へ傾く現象が見られる場合は，股関節外転だけでな

の通りである．

く体幹の遊脚側側屈の力発揮の不足についても検討する
必要があることを示唆している．
遊 脚 側 の 骨 盤 の 下 制 が 生 じると， 身 体 質 量 中 心 が

1.

遊脚側へ移動する（Chang et al. 2005; Takacs and Hunt,

2012）．そのため，走運動中の骨盤の下制抑制は身体質
量中心の左右方向への移動を抑制する．従って，骨盤の
遊脚側下制を抑制することを通して，体幹の遊脚側側屈

腰仙関節遊脚側側屈（0.070 ± 0.039 Nms/kg）と支持
脚股関節外転（0.068 ± 0.034 Nms/kg）による骨盤挙

上・下制運動に対する成分の積分値は，共に遊脚側
の骨盤挙上方向へほぼ同等の大きさであった．

2.

腰仙関節遊脚側側屈トルクと支持脚股関節外転トル
クによる骨盤挙上・下制運動に対する成分は，個々

の力発揮は横方向の速度発生を抑え，間接的に走運動

でみると接地直後に急激に上下動する変化パターン

の遂行に貢献していることが示唆される．加えて，骨盤

が見られたが，合計すると接地直後の急激な変化は

の遊脚側の下制により身体質量中心が遊脚側へ移動する

消失し，骨盤を下制させる作用と逆相の変化パター

と，膝関節内反負荷を増大させる（Powers, 2010; Takacs

ンになった．

and Hunt, 2012）．すなわち本研究の結果から，骨盤の下
制抑制を通して，体幹の遊脚側側屈の力発揮は膝関節内

以上の結果から，全力疾走において体幹の遊脚側側屈

反負荷が発生因子となる障害に関与していることが示唆

の力発揮は遊脚側の骨盤の下制防止に対して支持脚股関

される．

節外転の力発揮と同等の寄与をしていること，遊脚側側

腰仙関節遊脚側側屈トルクと支持脚股関節外転トルク

屈と外転の力発揮の関係性は相補的とも捉えることがで

の骨盤挙上・下制運動に対する成分の変化パターンを

き，互いに補填しあうことで遊脚側の骨盤が下制しよう

個々では接地直後に急激な上下動が見られたが（図 5）
，

とする作用を相殺していることが示された．

これらの和では急激な変化が消失した（図 7）
．Winter

（1980）は， 歩 行 における 下 肢 3 関 節 の 伸 展 トルクは，
個々で見ると試行間で変動が大きいが，総和（Support

全力疾走における骨盤挙上・下制に関する動力学的研究
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