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1. 目的 
これまでのスプリント走に関するバイオメカニ

クス的研究 1）から，股関節の伸展速度は脚全体の

後方スイング速度のもとになるため，股関節伸展速

度を効率よく脚全体の後方スイング速度へと変換

するには，接地中の膝関節の屈曲・伸展変化を小さ

くすることが有効であることが示されている。また，

疾走動作の筋活動の先行研究 2）は，大腿二頭筋は

キック中に伸展トルクがみられキックの直接の原

動力であると報告している。 

台から跳び降りて即座に飛び上がるドロップジ

ャンプの研究 3）において，大腿二頭筋の筋活動が

高かった群は骨盤前傾角度と骨盤－大腿部角度が

大きく，膝関節の屈曲変化が小さい傾向を示した。

これは，大腿二頭筋の筋活動が大きいものほど膝関

節の角度変化が小さいことを示している。また，姿

勢と筋張力との関係 4）について，大腿二頭筋の起

始が骨盤にあり停止が腓骨にあることから，骨盤が

前傾することで起始と停止との距離が増加し筋張

力が高まると報告されている。以上のことから，ド

ロップジャンプにおいて，接地時に骨盤を前傾させ

て，骨盤－大腿部角度を伸展させた状態で接地する

ことで，高い大腿二頭筋の筋活動が得られ，これに

より膝関節の変化を小さくした，脚全体を硬くした

キック動作が可能になると示唆した。 

一方，疾走時の骨盤の動きについて検討した研究

はあるが，骨盤の前傾角度と疾走速度との関係や疾

走時の骨盤の前傾と膝関節角度の関係を検討した

研究はない。しかし，膝関節角度の変化が小さいキ

ック動作が合理的であり，キック動作には大腿二頭

筋が重要であると示唆されている。また，大腿二頭

筋は起始が骨盤にあり停止が腓骨にあることから，

疾走時においても骨盤の前傾に着目する必要があ

る。 

そこで，本研究では骨盤－大腿部角度，それを構

成する骨盤前傾角度および大腿部角度と定義し，疾

走速度，骨盤－大腿部角度，骨盤前傾角度，大腿部

角度，膝関節角度の関係を明らかにし，今後の短距

離指導に役立つ知見を得ることを目的とした。 

 

2. 研究方法 
2.1 被験者 
 大学陸上競技部，短距離選手（100mは 2名，200m
は１名）及びハードル選手（110mハードルは１名，
400mハードルは 2名），男子６名を被験者とした。 
2.2試技方法及び撮影方法 
撮影試技は，全天候型陸上競技場の直線走路 60
ｍの全力疾走とした。撮影方法は，スタートから

50～60m区間の側方 30ｍに VTRカメラ（SONY製，
DCR－TRV17；毎秒 30 フレーム）を固定し撮影し
た。分析点（胸骨上縁，上前腸骨棘，上後腸骨棘，

大転子，膝関節中心，外果点）には，分析点マーカ

（発泡スチロール製，直径 30mm，白色）を装着し

た。試技撮影に先立ち，DLT法適用のため，較正器
を，スタートから 50～60m 区間のレーンライン上
に 2m 間隔で，順次撮影した。疾走中の被験者に最

も近い較正器データを採用するため，50～60m区間
のレーンライン上に 2m間隔でマーク（高さ 10cm，
幅 10cm）を置いた。 
2.3 データ処理 
分析範囲は，疾走者の左足が接地してから再び左

足が接地するまでの 1 サイクルにわたる疾走動作
とした。4点の較正点は，疾走者が 1サイクルにわ
たる疾走動作の範囲の前後の較正器をもとに決定

した。撮影したディジタルビデオ画像を，画像取り

込みソフト（カノープス製，超編 Ultra Edit）を用
い，パーソナルコンピュータに AVI 形式で取り込
んだ後，フリーの AVI フィルタリングツール
（Aviutl）と，そのプラグイン（bmp_output 連番
BMP出力 version0.04）を用いて，毎秒 60コマの連
続静止画を作成した。このとき，平滑化処理や微分

処理等を考慮して，分析範囲の前後 7コマ余分に出
力した。静止画像のデジタイズには，BMP measure
を用い，分析点の 2次元座標テキストデータ出力を
行った。デジタイズによって得られた，4点の較正
点および分析点の 2 次元座標から，2 次元 DLT 処
理プログラムを用いて実平面座標に変換すると同

時に，Butterworth Low-pass Filter を用いて平滑化し
た。平滑化に用いた遮断周波数は，先行研究より

7.0～8.0Hzとした。  
2.4 分析項目 
(1) 疾走速度 
疾走者のランニング 1サイクルにおける，胸骨上
縁と大転子を結んだ線の中心の X 座標を，平滑化
微分法により疾走速度を求めた。 

(2) 骨盤前傾角度，大腿部角度，骨盤－大腿部角度，
膝関節角度 

DLT 法により実長換算した分析点座標データか
ら，左脚が接地してから離地するまでのキック期

における骨盤前傾角度(上前腸骨棘－上後腸骨棘

を結ぶ線分と鉛直線とがなす角度)，骨盤－大腿部

角度(上前腸骨棘－上後腸骨棘を結ぶ線分と大転

子－膝関節中心を結ぶ線分がなす角度），膝関節角

度（大転子－膝関節中心－外果点を結ぶ点がなす

角度)を算出した。角度算出にはベクトルの内積を

利用し，エクセルを用いて計算した。また，骨盤

－大腿部角度は骨盤前傾角度と大腿部角度の和で

求めた。 

2.5 統計処理 
疾走速度と骨盤前傾角度，大腿部角度，骨盤－大

腿部角度，膝関節角度の平均値と標準偏差を算出し，

疾走速度と骨盤前傾角度，大腿部角度，骨盤－大腿

部角度，膝関節角度および骨盤前傾角度と大腿部角

度，骨盤－大腿部角度，膝関節角度との相関係数を 

ピアソンの積率相関分析を用いて算出した。また， 



統計処理の有意水準は 5％未満とした。統計処理に
は SPSS.ver.10.05 for windowsを使用した。 
 

3. 結果と考察 
(1) 疾走速度，骨盤－大腿部角度，骨盤前傾角度，
大腿部角度，膝関節の関係 

疾走速度と接地時の膝関節角度との間に有意な負

の相関があった（r=-0.821,p<0.05）が，膝関節角度
の変化量との間には有意な相関関係がなかった。以

上の結果から，疾走速度と膝関節角度および角度変

化量の関係が先行研究 1)と違った結果になった。こ

れは先行研究の被験者が 49 名であったのに対して
本研究での被験者は 6 名だったので測定数不足と
考えられる。また，疾走速度と骨盤前傾角度および

骨盤－大腿部角度との間に相関関係がみられなか

った。しかしながら，ドロップジャンプの先行研究
3）で骨盤の前傾によって骨盤－大腿部角度を伸展

させ大腿二頭筋の筋活動を高めること，疾走時にお

いて大腿二頭筋の伸展トルクはキック力の原動力

となることが報告された。また，疾走速度が最も大

きかった選手は最も小さかった選手よりも，骨盤－

大腿部角度（図 1），骨盤前傾角度（図 2）はどの局
面においても最も小さかった選手よりも大きかっ

た。 
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図 1 骨盤－大腿部角度変位 
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図 2 骨盤前傾角度変位 

 

 以上のことから，骨盤を前傾させることや骨盤－

大腿部角度を伸展させることが疾走速度の向上に

影響を与えないと考えられる。しかしながら本研究

で，疾走速度が最も大きかった選手の骨盤－大腿部

角度および骨盤前傾角度は，どの局面においても最

も小さかった選手よりも大きかった。また，ドロッ

プジャンプの研究３)から，骨盤の前傾によって骨盤

－大腿部角度を伸展させ大腿二頭筋の筋活動を高

めること，疾走時においてキック中の大腿二頭筋の

伸展トルクがキックの直接の原動力である 2)こと

が報告された。これらのことから，疾走時において

も骨盤の前傾が大腿二頭筋の筋活動を高め，より大

きな伸展トルクを獲得することで疾走速度の向上

につながる可能性があると考えられる。今後，疾走

時における骨盤の前傾が大腿二頭筋の筋活動に与

える影響，疾走速度と骨盤の姿勢との関係を検討し

ていく必要がある。  

(2) 骨盤－大腿部角度，骨盤前傾角度，大腿部角度，
膝関節の関係 

骨盤前傾角度と有意な相関関係があったのは，接

地時の骨盤前傾角度と最大屈曲時・離地時の骨盤前

傾角度（r=0.960,p<0.01）(r=0.869,p<0.05)，最大屈
曲時と離地時の骨盤－大腿部角度（r=0.925,p<0.01）
(r=0.852,p<0.05)とであった。最大屈曲時の骨盤前傾
角度と有意な相関関係があったのは，離地時の骨盤

前傾角度（r=0.819,p<0.01），最大屈曲時の骨盤－大
腿部角度（r=0.938,p<0.01）とであった。離地時の
骨盤前傾角度と有意な相関関係であったのは，最大

屈 曲 時 と 離 地 時 の 骨 盤 － 大 腿 部 角 度

（r=0.827,p<0.05）(r=0.902,p<0.05)であった。以上
のことから本研究では，疾走時において骨盤を前傾

させることで骨盤－大腿部角度を伸展させること

は可能であるが，これによって大腿二頭筋の筋活動

を高め膝関節角度の変化が小さいキック動作につ

ながらないと考えられる。しかしながら，ドロップ

ジャンプの研究 3)において，筋の長さおよび筋張力

に変化によって力発揮に差が生じること，脚の接地

中，大腿二頭筋の筋活動が大きいものほど下肢関節

の角度変化が小さいこと，その要因として骨盤を前

傾させ骨盤－大腿部角度を伸展させること重要で

あることが報告されているが，疾走時における先行

研究がないことから結論づけることはできないだ

ろう。また，姿勢と筋張力との関係の先行研究 4)

では，大腿二頭筋の起始が骨盤にあり停止が腓骨に

あることから，骨盤が前傾することで起始と停止と

の距離が増加したために筋張力が高まったと，骨盤

の前傾が大腿二頭筋に与える影響が報告されてい

る。このことから，今後疾走時における骨盤前傾角

度，骨盤－大腿部角度，膝関節角度変化，大腿二頭

筋の筋活動の関係を検討していくことで，合理的な

キック動作獲得につながる知見が得られる可能性

がある。 
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