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I. 研究目的

　体操競技における段違い平行棒は、男子の種目である平行棒を女子用にアレ

ンジした種目である。1936年第11回オリンピック・ベルリン大会において初め

て男子の平行棒に段差がつけられて使用されたとの記録が残っている6) － p.777。

それ以前、女子は水平立ちやポーズ系の技を中心に平行棒の演技を実施してい

た。その後、男子の平行棒は女子にとって上体に与える負荷が大きすぎるとい

う理由から器具に改良が加えられ、さらには高棒と低棒の幅が徐々に広げられ

るようになった。

　段違い平行棒の高棒と低棒の間隔が広がるように改良されたことで、これま

で実施されていた水平立ちやポーズ系の技から懸垂振動系の技の発展へと繋

がった。これにより、男子の種目である鉄棒と同等の技も演技に導入されるよ

うになり、技術面でも男子鉄棒の技術が応用されるようになった。

　本研究で取り上げる「前方閉脚浮腰回転前振り出し大逆手支持（以降、アド

ラー倒立と記す）」は男子種目の鉄棒ではこれまで多くの選手が実施しており、

「前方浮腰回転振り出し（Ｂ難度）」の発展技で「前方浮腰回転振り出しひねり

倒立（Ｄ難度）」や「前方浮腰回転振り出し１回ひねり倒立（Ｄまたは両逆手

持ちでＥ難度）」などは現在、多くの選手によって演技に取り入れられている。

しかし、女子の種目である段違い平行棒においてはこの技を実施している選手

は、国際的にもほとんどみられないのが現状である。

－ 37 －



栁　　　浩二郎・竹　田　幸　夫

　その原因として考えられることは、鉄棒に比較して段違い平行棒の弾性が弱

いこと、さらにはこの技の成否を握ると思われる支持力が女子にとっては不足

しがちであることなどが考えられる。このような実施の困難さも伴うことから、

女子ではこの技の難度はＥ難度（図１）に設定されており、この技を演技に取

り入れる価値は大いにあると思われる。　　　

　現状において実施者が少ないということは、この技についての技術分析が十

分なされておらず、技術的ポイントやコツが見出されていないからだと判断さ

れる。そこで本研究では、段違い平行棒における「アドラー倒立」を練習しい

ている実施者の自己観察4)-p.104-106, 5)-p123-127 の報告を参考に技術解明することを

目的とした。なお、本研究においては鉄棒と段違い平行棒のバーの弾性の違い

や、選手の支持力や筋力は考察に含めず、この技の技術分析を行うと共にコツ

の抽出を目的として研究を進めることとする。

Ⅱ．「アドラー倒立」の運動構造と実施上の問題点

　ここでは、「アドラー倒立」の運動構造を明らかにし、類似した運動構造を
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図１　（日本体操協会女子採点規則集より転写）
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有している技の技術情報から「アドラー倒立」を実施する上で解決する課題を

明らかにする。

　「アドラー倒立」は逆手で倒立付近から両腕の間に両足を入れ腹屈頭位で回

転を行い、身体が鉄棒の下を通過後、脚を振り出して腰を素早く上方へ持ち上

げながら肩をまっすぐにして肩転移をし、大逆手で倒立位に至る技である。こ

のように前方に回転運動する技について金子は「前方支持回転技群」と名付け

た1)－ p.388。

　「前方支持回転技群（図２）」は「臥回転」や「腕立て支持回転」「足裏支持回転」

「浮腰支持回転」に分けられる。本研究で取り上げる「アドラー倒立」は「浮

腰支持回転」に属する技の発展技である。
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図２　前方浮腰支持回転の体系
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　現在、段違い平行棒の「アドラー倒立」に関する技術情報は見当たらないが、

男子の鉄棒に関しては技術情報が確認された。金子は、『体操競技＜男子編＞』

において技術観察ポイントを以下のように記述している。「振りあがり倒立局

面では、反った体勢で振りあげて倒立位にゆく。」そして、「倒立位付近から肩

が前に流れるのを防ぐために、背を丸くし、胸をへこませるようにして腰をゆ

るめ、次の急激な前屈に備える。」また、両足を両腕の間に入れる局面におい

ては、「肩角度をいっぱいに開いて、肩が前に倒れるのをこらえる必要がある。」

さらに、「両足が両腕間を通ると鉄棒の下付近で身体を前屈姿勢のように回転

する局面では、肩の回転につれて腰の突出しが目立つ。」身体が上昇していく

局面では、「腰から上方に突き出すように振りあげていくことが大切である。」



とされ、倒立付近の局面では、「手首を落として支えを強くし、腰を伸ばして

大きく前上方に振り出していく。」と記されている2)-p.221。これらの技術情報か

ら、両足を両腕間に入れる際の角度やタイミング、前屈姿勢から上方に振り出

し、身体を上昇させることがこの技の重要な技術ポイントになるのではないか

と思われる。

Ⅲ．「アドラー倒立」における技術ポイントの分析

1．分析方法と局面分け

　本論では、この技を鉄棒で習得している男子選手Ｎ選手を男子鉄棒の「アド

ラー倒立」の参考資料として実施してもらい、アンケート資料を作成した。ま

た、女子でこの技の練習に取り組んでいるＯ選手においてもアンケート形式に

よって以下のような技術的ポイントと動感に関する報告をしてもらった。

＜アンケートの報告項目（アドラー倒立に関して）＞

　○練習開始時期

　○初めてこの技を使用したのは（試合）の時期

　○実施する際のポイント

　○習得するのに苦労したポイント（つまづきなど）

　○この技の動感について（各局面）

　また、研究の資料として実施をデジタルビデオカメラで撮影し、連続画を作

成した。画像に示されている番号は運動が遂行される順番を示している。本研

究では分析を行いやすくするために「アドラー倒立」を４つの局面に分けて分

析を行う。（図３）。

①逆手倒立局面

　振り上がりから倒立位にいたる局面

②折りたたみ局面

　身体を前屈姿勢にして回転しながら身体がバーの下を通過するまでの局面

③上昇局面

　身体がバーの下を通過し足を上方に振り出す局面

④大逆手倒立局面
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　振出しにより、身体が上昇しながら肩転位を行い、大逆手で倒立に至る局面

　これら４つの局面に分けて実施者の分析を行う。

2．鉄棒におけるアドラー倒立の技術考察

　段違い平行棒における「アドラー倒立」の技術情報が無いため、ここでは文

献で確認された男子の鉄棒における技術情報を明確にするために、この技の習

熟者Ｎ選手の「アドラー倒立」における技術についての考察を行う。図４のＮ

選手はこの技を４年間試合で演技に取り入れており、５回の大会においてこの

技を実施しているため、本研究において習熟者とした。

①逆手倒立局面（図４の１～４）

　この局面でのＮ選手の意識としては「胸をふくむ」「バーを押す」「肩を止める」

などの意識をしていると報告しており、腕をしっかり伸ばし背中を丸くして足

先を両腕間に入れる準備をしていることがわかる。また、「肩を止める」意識

とは、肩が前方に流れてしまうと足を両腕間に入れることが困難になるために

意識しているポイントと考えられる。
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図３　アドラー倒立の局面分け



②折りたたみ局面（図４の５～８）

　ここでの意識は、「長くつぶす」「床と平行になるようにつぶす意識をしてお

り、図４の６あたりから身体がバーに引っ張られながら身体を折りたたむよう

に前屈姿勢になっている。図４の８では床と平行に足があることがわかる。Ｎ

選手の意識にあるようにバーに長く身体を引っ張られることで次の動作である

振出しの準備や回転加速による強い振り出しを可能にすると考えられる。

③上昇局面（図４の９～12）

　上昇局面での意識は「天井を見て位置確認」、「脇を開いて出す」ことを意識

しており、意図的に脇を開いて身体を上昇させるための動作をしていると考え

られ、倒立位に身体を持ち運ぶために足先を天井に向けて腰角を広げながら足

を振り出していると考えられる。

④大逆手倒立局面（図４の13～16）

　大逆手倒立局面においては、「手首を返して押す」ことや「背中側で体重を

感じるようにする」と報告しており、手首を返すとは、手首が鉄棒に乗ってい

ないと身体を支えることが難しくなり、倒立位まで到達しても支えが効かなく

なるため、「手首を返す」ことで身体を支え、バーを押すことが可能になると
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図４　男子鉄棒Ｎ選手の「アドラー倒立」



考えられる。また、「背中側で体重を感じる」とは上昇局面からこの大逆手倒

立に至るためには、肩転位をしなければならないため、その動作を行いやすく

するためにバーを押す感覚として「背中側」と報告しているのではないかと考

えられる。

Ⅳ．実験及び考察

1．段違い平行棒において「アドラー倒立」の実施

　女子のＯ選手は2015年12月から段違い平行棒での練習を開始した。その際に

文献にあった体操競技＜男子編＞の鉄棒における「アドラー倒立」の技術情報

を参考にしながら練習を行っていたが、その中で多くの失敗が見られた。特徴

的な失敗例をここでは紹介をする。

①身体がバーを越えない失敗

　図５の失敗は、逆手倒立局面（図５の１～６）においては、バーを押して、

足先をバーから遠い位置から身体を折りたたむように、スムーズに両足が両腕

の間に入っているように伺える。しかし、折りたたみ局面（図５の７～12）に

おいて、身体の回転が遅く、振り出しが弱いため、上昇局面（図５の13～17）
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図５　身体がバーを越えない失敗



においても上昇力が無く、身体が上昇せず腰を肩の上に乗せることが出来ずに

崩れてしまいバーも越えることができなかった失敗である。

②バーを越し倒立に持ち込めない失敗

　図６における失敗においては、逆手倒立局面（図６の１～５）から、上昇局

面（図６の12～18）においてもスムーズに実施されており、回転の加速も十分
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図６　バーを越し倒立に持ち込めない失敗



であり、成功するかと思われるような感じの実施であったが、大逆手倒立局面

（図６の19～21）において、バーを押し返すことができないために腰が肩の上

に乗せきれてなく回転してしまい、大逆手倒立には達しなかった実施である。

③大逆手倒立で崩れる失敗

　図７の失敗は、上昇局面（図７の13～17）において勢いよく足を上方に振り

出して大逆手倒立局面（図７の21～24）に持ち込もうと試みたが、左手首の返

しが不十分になってしまい、大逆手倒立で身体を支えることが出来ずに崩れて

しまった実施である。

段違い平行棒における「前方閉脚浮腰回転前振り出し大逆手支持」の技術に関する一考察

－ 45 －

図７　大逆手倒立で崩れる失敗



Ⅴ．実施上の問題点

　男子の鉄棒での技術情報を参考に段違い平行棒で「アドラー倒立」の練習を

試みたＯ選手は、幾度の失敗を経験したが、この技を習得するには至らなかっ

た。その習得に至らなかった問題点については以下の通りである。

1．逆手倒立局面

　両足を両腕間に入れなければならないという意識が強過ぎて腰を曲げるのが

早くなってしまい、身体の上下の動きは少なく、回転運動に頼らざるを得ない

状況になってしまう。

2．折りたたみ局面

　バーに足がぶつからないようにする意識から早くに腰を曲げるため、両足が

バーの近くを通ってしまい、小さい回転運動になってしまい、回転に勢いがつ

かない。

3．上昇局面

　腰角度を広げる際に、タイミングが合わないと上昇力を得られない。また、

身体を回転させて足先を上方に振り出す勢いを必要とする。

4．大逆手倒立局面

　手首の返しができていないと支えが効かず、大逆手倒立に持ち込むことが困

難になる。 

Ⅵ．結果及び考察

　文献で確認された鉄棒における「アドラー倒立」の技術情報を参考に女子段

違い平行棒で「アドラー倒立」を実施した結果、男子鉄棒の技術のみでは、こ

の技を成功にするまでには至らなかった。このことから段違い平行棒において

この技を実施するためには、この種目独自の「アドラー倒立」の技術が存在す

ると思われる。この技の習得を目指し練習を続けたが、やはり大逆手倒立に至

らない失敗が多く見られた。そこで、大逆手倒立で身体を支えるための練習に

焦点をあて、倒立に至るための練習方法を考えた（図８）。

　この練習方法は、平行棒と同じバーを地上で使用できるように作成されたも
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のである（以降、倒立バーと記述する）。この倒立バーを使用して、大逆手倒

立に至る局面において手首を返して身体を支える練習を指導者が補助を用いて

行った。

　この練習を幾度と重ねるうちにＯ選手は身体の乗せ方を感覚的に掴めたよう

であったため、トランポリンを用いてジャンプをして大逆手倒立に至る練習を

補助者をつけないで実施できるようになった（図９）。このような練習をして
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図８　手首を返して身体を乗せる練習

図９　大逆手倒立の練習



いる中で身体を乗せる感覚を体験したことにより、段違い平行棒において、思

い切って実施することで何度か成功する実施が見られるようになった（図10）。

成功した実施についてＯ選手に自己観察の報告（アンケート）をしてもらった。

箇条書きの部分に関してはＯ選手の感覚であり、その後にＯ選手の感覚につい

ての考察を加える。

1．逆手倒立局面（図10の１～４）

●　逆車（逆手車輪）から手首を返したらすぐに足を入れにいく（手首を返し

た時にバーの上を足が通った時の方が上から下にスピードがつく。）

●　足を入れる時は、バーを押し返して胸のつりを意識して胸から下全部を腕

の間に通すイメージでやると足が入りやすかった。

　腰角度を広げた倒立付近の状態（図10の３）から一気に腰角度を狭める動

作（図10の４～５）が確認される。この動作は次の動作である折りたたみ局

面における身体の回転を加速させるために非常に重要な動作であり、回転加

速と同時に上下の運動も有効に行える動作になっていると考えられる。

2．折りたたみ局面（図10の５～８）

●　バーと体が一番遠くを通るように胸をふくみながらバーを押してバーと足

が平行になることを意識
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図10　成功の実施（Ｏ選手）



●　バーのしなりと体のつぶしのタイミングが合った時は下に引っ張られる感

覚があり、ここで倒立を狙いにいくのか前に出しに行かなければいけないか

のかが判断できた。

　腰角度を急激に狭めて身体を折りたたむようにしている動作は、回転加速

を助長している動作と考えられ、上方に身体を持ち込むための方向性の確認

などの準備をこの局面でしていることがアンケート内容から確認できる。

3．上昇局面（図10の９～13）

●　前に出しに行こうという意識が強いと体が早く開いて胸が当たることで上

昇が止まってしまうから下を感じたら体をたたんだままバーの上にお尻をは

めにいく意識。

　回転運動を行いながら身体を上方に持ち上げるために、まず腰角度を広げ

て足先を上方に振出していることが伺える（図10の９～10）。その後、身体

が上昇しながら手首を返し、上体を手首で支えるように、腰角度を再び狭め

てバーに腰を乗せにいくような動作が見られる。（図10の11～13）

4．大逆手倒立局面（図10の14～17）

●　下を過ぎるとバーが見えなくなるので UP（ウォームアップ）でつぶしの

タイミングをする時に天井を見て狙う位置を決めていた。

●　肩がバーの上に乗ったら体をひらく。

　バーを意識的に押すことで、肩角度を広げ身体をバーの上に乗せることで、

しっかり支えることができている（図10の14～15）。その後、腰角度を広げ

て大逆手倒立まで実施している（図10の16～17）。

Ⅶ．まとめ

　本研究においては、男子鉄棒における「アドラー倒立」の技術情報を参考に

し、女子段違い平行棒に転用しようと試みた結果、女子Ｏ選手はこの技の習得

には至らなかった。その後、試行錯誤の練習を重ねたＯ選手は、男子の鉄棒の

技術ポイントだけではなく、段違い平行棒の特性を活かした独自の技術ポイン

トを見つけ、この技の成功に至った。その重要なポイントは、逆手倒立局面か

ら両腕間に両足を入れる際に倒立付近から一気に足を入れにいくことで回転の

段違い平行棒における「前方閉脚浮腰回転前振り出し大逆手支持」の技術に関する一考察
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加速を得られる。また、上昇局面から大逆手倒立局面において手首の返し、腕

に肩と腰を乗せる感覚を獲得することであった。上昇局面において上体をしっ

かり腕で支えるための感覚を獲得するために行った練習方法は、倒立バーを使

用して大逆手倒立に至る練習方法であった。この練習は、上昇局面において意

図的に「身体を乗せる」感覚を身につけることができ、大逆手倒立局面におい

ての支え方の感覚を体験するためには有効な練習方法であった。この練習方法

が、すべてのアドラー倒立を練習する選手に有効な練習方法であるかは、今後、

さらなる研究を重ねる必要がある。

　本研究が、女子段違い平行棒のアドラー倒立の練習を行う選手に役立つこと

を期待し、論を閉じることとする。
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