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第 1 章 序 論 

 

1.1 ヒップホップダンス競技について 

 

ダンスには，クラシックバレエ，モダンダンス，社交ダンス，ジャズダンス，ヒッ

プホップダンスなど，様々な種類のダンスが存在する．ダンスは趣味や楽しみとして

踊られることもあるが，コンテストが実施されるなど，競技として行われることもあ

る．ダンスにおける各種動作は，何よりもその見栄えが重要であるため，観る者の印

象によって優劣が決まるという特徴がある．そのため，コンテストなどの評価におい

ても，審査員の印象に頼った評価がなされているのが現状である．しかし，より速く

走る，より高く飛ぶなど比較的数値化が容易な指標で優劣が決まる他のスポーツのよ

うに，競技として発展していくためには，誰もが納得できる評価を行う必要がある．

そのためには，パフォーマンスの評価を審査員の主観的な印象に頼るのではなく，客

観的な評価の手順を規定する必要があると考えられる． 

近年，多くの若者が注目し，多くのコンテストが行われているダンスに，ヒップホ

ップダンスがある．ダンスの中でもヒップホップダンスは，クラシックバレエやモダ

ンダンスと比べると比較的歴史が浅く，ヒップホップの音楽に合わせて，様々な技術

要素を自由に組み合わせて踊るというスタイルのダンスである．ヒップホップダンス

は，1960 年頃からヒップホップカルチャーの一部として始まり，若者を中心に世界

的に急速な広がりをみせている（Craine & Mackrell, 2010）．ヒップホップダンスは，

これまで舞台や路上（ストリート）など様々な場所で踊られてきたが，近年，熟練し

たヒップホップダンサーは，コンテストでそのパフォーマンスを競うことが多く，世

界中で様々なコンテストが行われている．また，日本では，2011 年度から小学校で，

2012 年度からは中学校の授業でダンスの授業が必修化されており，ヒップホップダ

ンスを含む現代的なリズムのダンスが学校授業に取り入れられている． 
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文部科学省から発表されている中学校の学習指導要領によると，ダンスは，「創作

ダンス」，「フォークダンス」，「現代的なリズムのダンス」で構成され，この 3 つのダ

ンスの中から選択して授業を行うことになる．これまで必修ではなかったダンスが必

修化されることになり，中村（2009）は，ダンスの授業必修化によってダンスの授

業がどう変容するのかについて，中学校 228 校に行ったアンケート結果をもとに以下

のように報告している．まず上記の 3 つのダンスの中から，現代的なリズムのダンス

を選択する割合は全体の 65%であり，半数以上の中学校で現代的なリズムのダンスが

選択される一方で，教員の意識調査では，「現代的なリズムのダンスを指導できる教

員が少ない」ことが最も多く問題として挙がっている．さらに，現代的なリズムのダ

ンスでは，ビデオ映像等を模倣させるだけの授業が展開されていることが多いという

問題も報告されている．これらの問題が指導現場で挙がっているが，授業内容が示さ

れている学習指導要領には，「リズムの特徴をとらえ，変化のある動きを組み合わせ

て，リズムに乗って体幹部（重心部）を中心に全身で自由に弾んで踊ることをねらい

としている」との記載があるのみで，具体的な指導に関する記載はない．このように

具体的な指導方法の提示がなされないままダンスの授業が必修化されてしまい，ダン

ススタジオのインストラクターが，学校教諭に対し教え方を指導しているのが現状で

ある．また，ダンスを授業で行うということは，そのパフォーマンスを評価するとい

うことが必要になる．多くの学生のダンスパフォーマンスを評価するためには，明確

な評価の手順が必要であり，またダンスの動作を行う上で何が重要かを生徒に示すた

めにも，客観的な評価の基準は示されるべきである．しかし，小・中学校のダンスの

授業に取り入れられるよりも以前から採点競技としても行われているヒップホップ

ダンスだが，競技として捉えると，その評価法は非常に曖昧であり，明確な評価の基

準や客観的な評価手順は未だ確立されていない． 

ヒップホップダンスに関する研究は，クラシックバレエやモダンダンスなどと比べ非

常に少ない．クラシックバレエやモダンダンスにおいては，パフォーマンスを定量的に
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分析した研究がいくつか行われており，そこに含まれるターンや着地動作を分析した研

究などがある（Chockley, 2008; Hackney et al., 2011a; Hackney et al., 2011b; Imura 

et al., 2008; Imura et al., 2010; Imura & Yeadon, 2010; Orishimo et al., 2009; Walter 

et al., 2011）．一方ヒップホップダンスにおいては，Cho et al.（2009）や Ojofeitimi et 

al.（2012）が，障害の発生率や障害の好発部位などの報告をしているが，基本的な動

作のメカニズムの解明や熟練したダンサーの動作特性などは明らかになっていない．さ

らに，指導方法の検討などについてもほとんど研究されていないのが現状である． 

ヒップホップダンスの研究がほとんど行われていない理由には，以下のことが考え

られる．まず，ダンスにおける様々な動作は，速いボールを投げる，高く跳ぶ等の目

的がある動作と違い，何かを表現する動作が多いため，それを評価することができる

指標を検討することが難しい．またヒップホップダンスは比較的新しいダンスで，ク

ラシックバレエやモダンダンスと比べると歴史が浅いことも，科学的な介入がほとん

ど行われていない理由の 1 つであると考えられる．しかし，多くのコンテストが行わ

れるようになり，ヒップホップダンスが競技として確立しつつあることからも，他の

採点競技のように，客観的な評価手順を検討していく必要があると考えられる． 
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1.2 採点競技の評価手順に関する研究 

 

 代表的な採点競技には，フィギュアスケート，体操，飛び込み競技などがある．フ

ィギュアスケートでは，採点システムについてこれまで多くの研究がなされ，信頼性

の高い評価システムが検討されてきた．2004 年までの長い間，フィギュアスケート

における競技者の順位は，単純な総得点を比較するのではなく，各審査員の採点から

算出された各競技者の順位を比較して決定していた．この順位決定法は，ある審判員

が極端な採点をしても，その順位に及ぼす影響を少なくできる特徴があった．しかし，

この順位決定法は，滑走順が遅い選手ほど高得点が出やすいことや，順位点によって

競技の途中経過が分からなくなってしまうなどの欠点が指摘されてきた（Bassett & 

Persky, 1994; Bring & Carling, 1994; Looney, 1994; Looney, 2004）．その後，採点

から主観を極力除くことを目的に，2004 年の国際大会から国際スケート連盟

（International Skating Unioin；ISU）ジャッジングシステムが用いられるように

なった（Anqelus, 2011）．現行の ISU ジャッジングシステムでは，『技術点』，『構成

点』，『ディダクション』の 3 つから採点要素が構成されている．『技術点』は，基礎

点と GOE（Grade of Execution：各要素のできばえ）によって算出される．『技術点』

の中の基礎点では，まず技術要素毎に最高評価及び最低評価を与えた演技審判の評価

が除外される．そして除外されなかった演技審判の評価を規定の点数に変換し，変換

された数値の平均値が算出されるなど，その算出方法も詳細に規定されている．『構

成点』は，スケート技術，要素のつなぎ，動作／身のこなし，振り付け／構成，曲の

解釈の 5 つの項目を，それぞれ 10 点満点，0.25 点刻みで評価し，その評価数値の項

目ごとの加重を掛けて算出された得点の合計点とされている．『ディダクション』で

は，転倒などの違反行為があった場合，規定によって減点される．このように，フィ

ギュアスケートでは，採点する項目，採点手順が詳細に決められており，審査員の主

観を極力排除するような採点が行われている． 
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 さらにフィギュアスケートにおいて，Lockwood et al.（2006）は，ジャンプの着

地動作の運動学的な指標と，審査員のスコアの関係を調査した研究を行っている．

Lockwood et al.（2006）は，10 人のフィギュアスケーターが行った氷上でのジャン

プ動作をビデオカメラで撮影し，着地までの時間，重心の位置，体幹・下肢の関節可

動範囲などの指標を算出した．またそのビデオカメラの映像を 42 人の審査員に評価

させ，算出した指標と審査員の評価結果の関係から，審査員の評価結果と関連があっ

た指標について報告している．また，同じく採点競技である飛び込み競技や体操競技

においても，過去の公式な試合のデータを用いて，実際に行われた評価結果と動作特

性の関係について検討されている（Mccormick et al., 1982; Bucar et al., 2012）．こ

のように，審査員の評価結果とパフォーマンスの動作特性の関係を調査することによ

り，審査員の評価に影響を与える動作特性を見つけ出すことが可能であり，そのよう

な動作特性を見つけることができれば，より客観的な評価の手順の開発のために有用

であると考えられる． 

 これに対し，ダンスパフォーマンスの評価では，その評価の手順はフィギュアスケ

ートのように詳細には規定されておらず，現在まで審査員の主観に頼ってなされてき

ている．そのため共通した評価基準や，信頼性の高い評価システムの開発が注目され

てきた．Koutedakis et al.（2007）は，フィギュアスケートに用いられている評価シ

ステムを参考に，パフォーマンスを 5 つの要素に分けて評価し，さらに減点行為を設

定して，モダンダンスのパフォーマンスを評価する研究を行っており，この方法で行

った評価結果の信頼性は高かったと報告している．同様に，Chatfield（2009）や

Krasnow & Chatfield（2009）は，モダンダンスにおける新しい評価システムの開発

に関する研究を行っている．Chatfield（2009）は，モダンダンスのパフォーマンス

を 6 つの要素に分けて評価し，その上で 5 段階に分類したダンサーの技術レベルに基

づき各要素の評価結果に加重を掛けて，最終的なスコアを算出する方法を開発した．

この評価システムにおいても，評価結果の信頼性は高かったと報告されている．また，
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Krasnow & Chatfield（2009）は，モダンダンスのパフォーマンスに対し，身体の安

定性や個々の関節の動きなどの，ダンスの基本的な要素をいくつかの項目に分けて点

数化する，新しい評価システムの開発の研究を行い，その高い信頼性が報告されてい

る．このように，モダンダンスにおいては，パフォーマンスの評価システムに関して

いくつかの研究がなされているが，ヒップホップダンスにおいては，評価システムに

関する研究は行われていない．また，フィギュアスケートにおいて Lockwood et al.

（2006）が行ったような，審査員の評価結果と動作の運動学的指標の関係を調査し，

審査員の評価にどのような動作特性が影響するのかを明らかにした研究は，いずれの

ダンスにおいても行われていない．  

他のスポーツでは，より速く走る，より多くの得点を入れるなど，1 つの指標によ

って優劣をつけることができるが，ダンスパフォーマンスにおいては，その優劣が人

の印象に基づいており，数値化がしにくいという特徴がある．しかし，優れたダンス

パフォーマンスには多くの者が魅了される事実や，コンテストにおいて，経験のある

審査員の評価には一貫性があることから，ダンスパフォーマンスには，観る者に与え

る共通した印象が，その動作特性に含まれているのではないかと考えられる．その共

通した要素を抽出することができれば，それをもとに，客観的な評価指標を設定し，

明確な評価手順を確立することができるのではないかと考えた．評価手順を明確に設

定することができれば，コンテストなどの採点競技において客観的な評価が可能にな

り，また学校授業で成績をつける際にも役立てることができると考えられる． 
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1.3 現状の問題点と本研究の目的 

 

小・中学校のダンスの授業にヒップホップダンスが取り入れられるようになったこ

とや，多くの熟練したヒップホップダンサーがコンテストに興味を持つようになった

ことなどから，ヒップホップダンスが競技として捉えられるようになりつつある．今

後，ヒップホップダンスが競技として，より発展していくためには，客観的な評価シ

ステムが必要不可欠である．客観的な評価システムの開発は，指導方法の開発や，ま

た審判員の養成のためにも有用である． 

飛び込み競技において審査員の評価と動作特性の関係を調査したMccormick et al.

（1982）は，より客観的な審査員の評価を可能にするために，客観的な評価システ

ムが必要であり，審査員を養成するためには，その評価システムを用いたトレーニン

グも必要であると述べている．またモダンダンスで新しい評価システムを開発した

Kransow et al.（2009）は，ダンスパフォーマンスのトレーニングプログラムの開発

を実現するためには，そのパフォーマンスを評価できる信頼性のある評価システムを

開発する必要があると述べている．よってダンスの熟練度や審査員の評価結果に伴っ

て変化する運動学的指標を見つけることができれば，信頼性のある評価システムの開

発が期待でき，さらには効率の良い練習方法の開発や審査員の養成にも有用であると

考えられる． 

ダンスの動作を評価するためには，まず熟練者のパフォーマンスを運動学的に詳細

に分析することが必要である．さらに客観的な評価手順を作成するためには，審査員

の評価に影響を与える動作特性を明らかにすることが重要である．この動作特性は，

フィギュアスケートにおいて Lockwood et al.（2006）が行ったように，パフォーマ

ンスの運動学的な指標と審査員のスコアの関係を調査することで見つけ出すことが

可能であると考えられる．そして，審査員に共通して高く評価される，ダンサーの動

作に共通して含まれる動作特性を抽出することができれば，より客観的な評価手順の
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開発が可能になると考えられる．本研究では，審査員が共通してどのような動作特性

に注目して評価を行っているのか，その動作特性を明らかにすることに着目した研究

であり，ダンスパフォーマンスの中の“美しさ”を感じさせる要素は何か，また抽出

された動作特性がどのような印象を与えるのか，という観点は本研究に含まれない．

本研究は，ダンスパフォーマンスを評価する際，審査員は共通して，何らかの動作の

要素に着目しているのではないか，という仮説を立て，その要素を明らかにすること

を試みるものである． 

本研究の目的は，これまで科学的に分析されてこなかったヒップホップダンスのパ

フォーマンスをバイオメカニクス的な手法を用いて分析し，熟練者と未熟練者の比較

から熟練者の動作特性を明らかにし，技術レベルに伴って変化する指標を抽出する．

また，審査員の主観的な評価結果と動作特性の関係から，審査員の主観的評価に影響

を与える動作特性を見つけ出し，パフォーマンスの優劣を客観的に評価できる運動学

的な指標を見つけ出すことを目的とする． 
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1.4 本論文の構成 

 

 本論文は，6 章から構成されている．第 1 章では序論として，ヒップホップダンス

競技の特徴，その評価の現状，また様々な採点競技で行われている評価システムを中

心に述べた．また，科学的に分析されてこなかったヒップホップダンスにおいて，熟

練者の動作特性や，審査員の主観的な評価に影響を与える動作特性を明らかにするこ

とについての重要性について論じ，本論文の目的を明らかにした． 

第 2 章では，まず熟練者の動作特性を明らかにするために，ヒップホップダンス競

技において最も基本的な動作の 1 つである上肢のウェーブ動作を分析し，熟練者と未

経験者を比較，検討する．  

第 3 章では，熟練者の動作特性を明らかにするために，上肢のウェーブ動作を用い

て，技術レベルを区別できる評価指標について検討する． 

第 4 章では，上肢のウェーブ動作において，審査員の主観的な評価結果と運動学的

指標の関係について検討する．さらに，審査員の主観的な評価に最も影響を与える動

作特性を明らかにする．  

第 5 章では，第 3 章，第 4 章の方法論を応用して，ヒップホップダンスの基本的な

動作の 1 つである全身リズム動作において，審査員から高い評価を得る，熟練者に共

通した動作特性を明らかにする． 

第 6 章では，総括として本研究の結論を述べる． 
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第 2 章 第一研究 

 

2.1 研究の背景 

  

 1.2 で述べたように，ヒップホップダンスは，近年，世界中で様々なコンテストが

行われている．その一方で，ヒップホップダンスのコンテストでの評価手順は詳細に

規定されておらず，審査員の主観に頼って評価が行われてきた． 

採点競技の中でもフィギュアスケートでは，技術点，構成点，ディダクションからの

合計得点で勝敗が決まり，技術点，構成点の算出方法はルールの中で詳細に規定されて

おり，審査員の主観に影響される採点競技の中でも，主観を採点の中からできるだけ除

くような取り組みがなされている．また Bassett & Persky（1994）や Bring & Carling

（1994），Looney（1997，2004）らは，フィギュアスケートにおいて用いられる採点

方法の信頼性やその欠点などについて研究を行っており，より信頼性の高い採点方法の

検討がなされてきた．同様にダンスにおいても，信頼性の高い評価システムについて，

いくつかの研究がなされてきた．Koutedakis et al.（2007），Chatfield（2009），Krasnow 

& Chatfield（2009）らは，モダンダンスのパフォーマンスにおける新しい評価システ

ムを開発しており，いずれの評価システムにおいても，検者間級内相関係数は 0.9 程度

と報告されており，信頼性の高い評価システムが開発されている．しかしながら，ヒッ

プホップダンスにおいては，今日まで客観的なパフォーマンスの評価システムは開発さ

れてこなかった．そのため，ヒップホップダンスのパフォーマンスの評価は，未だ審査

員の主観的な印象に依存しており，その評価手順は非常に曖昧であると考えられる． 

クラシックバレエやモダンダンスで行われているような，基本的な動作のメカニズム

や，熟練者の動作の特徴についての研究（Chockley, 2008; Hackney et al., 2011a; 

Hackney et al., 2011b; Imura et al., 2008; Imura et al., 2010; Imura & Yeadon, 2010; 

Orishimo et al., 2009; Walter et al., 2011）は，未熟練者に対する練習方法の開発，ま
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た評価手順の開発に有用であると考えられる．しかし，ヒップホップダンスの各種動作

に関してはこれまでほとんど研究がなされておらず，熟練者の動作特性についての情報

もほとんどない．そのため，ヒップホップダンスの未熟練者の練習場面においては，熟

練者の動きを見様見真似で練習することが多く，体系的な練習は開発されていない．客

観的な評価手順，また練習方法の開発のために，まず最初に熟練したダンサーの動作特

性を知る必要があると考えられた． 

第一研究では，これまで動作を詳細に分析されてこなかったヒップホップダンスの中

の一つの動作において，熟練したダンサーの動作特性の抽出を試みた．ヒップホップダ

ンスでは全身を使った動作が多いが，まず手始めにより単純で，なおかつ初心者でも実

施することが可能な動作を課題として選択する必要があると考えた．第一研究で対象と

した上肢のウェーブ動作は，上肢の動作に限局した動作であるため比較的単純な動作と

捉えることができる．上肢のウェーブ動作は，ヒップホップダンスの最も基本的な動作

の 1 つで，上肢の 6 つの関節を使い滑らかな波の伝搬を模倣する動作である．この上肢

のウェーブ動作は，『波の伝搬』という模倣するべき対象が明確に存在する数少ない動

作ある．また，ウェーブ動作は，初心者のダンサーが早い段階で習得する動作であり，

初心者から熟練したダンサーまで，幅広いスキルレベルのダンサーが実施可能な動作で

ある． 

そこで，第一研究では，ヒップホップダンスの上肢のウェーブ動作を運動学的に分析

し，熟練者と未経験者を比較すること，さらに熟練者，未熟練者の各被験者の波の伝搬

の特徴を明らかにすることを目的とした．  
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2.2 ウェーブ動作における熟練者と未経験者の比較 ～運動学的指標から～ 

 

2.2.1 目的 

 本研究では，ヒップホップダンスにおけるウェーブ動作を運動学的に分析し，熟練者

と未経験者の動作を比較することで，熟練者の動作特性を抽出することを目的とした． 

 

2.2.2 方法 

 

2.2.2.1 対象 

 被験者は，ヒップホップダンスの熟練者 5 名，未経験者 9 名であった（表 1）．熟練

者は 9.8±2.2 年のダンス経験があり，国内レベルのコンテストで受賞経験があるダン

サーであった．未経験者は，球技や陸上競技などの運動歴があり，新体操やフィギュア

スケートなど採点競技の運動歴を持つ者はいなかった．なお，被験者には研究の目的や

測定の方法を十分に説明し，書面にて同意を得て行った．また第一研究は茨城県立医療

大学倫理委員会の承認を得た． 

 

表 1．第一研究の被験者の特性 

 

 

 

 

年齢（歳） 30.4 ± 2.5 27.0 ± 5.5

性別（男性/女性）

身長（cm） 169.8 ± 9.6 170.0 ± 10.4

体重（kg） 61.2 ± 8.6 62.5 ± 10.7

ダンス経験年数（年） 9.8 ± 2.2 0

コンテスト受賞経験

熟練者（n=5） 未経験者（n=9）

あり なし

3 / 2 5 / 4
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2.2. 2.2 手順 

 課題動作は，波の動きを模倣する動作である上肢のウェーブ動作とした．ヒップホッ

プダンスにおけるウェーブ動作は，基本的な動作の 1 つであり，体幹，あるいは四肢の

一端を起点にした運動が他端に続発的に伝搬する運動で，中でも上肢のウェーブ動作に

おいては，片側の手指を起点にして始まった運動が，滑らかにもう片側の手指に移行す

るように見せる動作である．例えば，右手指から始まったウェーブ動作は，右手関節，

右肘関節，右肩関節，左肩関節，左肘関節，左手関節の順に上下運動を行い，波の伝搬

を表出する．第一研究ではこのウェーブ動作を，それぞれの関節の上下運動がピークに

達するタイミングをもとに 7 相に分類した（表 2）（図 1-a～h）． 

 第一研究では，右手から左手に伝搬するウェーブを forward wave，左手から右

手に伝搬するウェーブを reverse wave とした．まず被験者は，1Hz のメトロノーム

に合わせて，8 秒間で，forward wave と reverse wave を連続で行う練習を実施し，

8 秒間でその動作が完了できるまで練習した．その後，高さ 40cm の台の上に座り，

forward wave，reverse wave を 8 秒間で実施し，連続 2 回測定した．その際，でき

るだけ滑らかにウェーブ動作を行うように指示した． 

サンプリング周波数 60Hz の 6 台のカメラによるモーションキャプチャシステム

（VICON512，Oxford Metrics Ltd， Oxford， UK）を用いて，一連のウェーブ動

作を記録した．被験者は，スパッツ等の身体に密着した反射を押さえた衣服に着替え，

12mm の反射マーカーを上肢の 28 カ所（左右の肩峰，上腕骨外側上顆，上腕骨内側

上顆，橈骨茎状突起，尺骨茎状突起，中指 MP 関節，中指先端，第 7 頸椎，第 7 胸

椎，胸骨剣状突起を含む）に貼付した（図 2）． 
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表 2．上肢のウェーブ動作の相分け 

 

 

 

  

相 構成する動作

1相 開始姿勢→右手関節の上下運動のピーク

2相 右手関節の上下運動のピーク→右肘関節の上下運動のピーク

3相 右肘関節の上下運動のピーク→右肩関節の上下運動のピーク

4相 右肩関節の上下運動のピーク→左肩関節の上下運動のピーク

5相 左肩関節の上下運動のピーク→左肘関節の上下運動のピーク

6相 左肘関節の上下運動のピーク→左手関節の上下運動のピーク

7相 左手関節の上下運動のピーク→終了姿勢
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図 1-a．上肢のウェーブ動作開始姿勢 

 

 

図 1-b．右手関節上下運動のピーク時の姿勢 

 

 

図 1-c．右肘関節のピーク時の姿勢 
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図 1-d．右肩関節のピーク時の姿勢 

 

 

図 1-e．左肩関節のピーク時の姿勢 

 

 

図 1-f．左肘関節のピーク時の姿勢 
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図 1-g．左手関節のピーク時の姿勢 

 

 

図 1-h．終了姿勢 
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図 2 反射マーカー貼付位置 
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2.2. 2.3 データ処理・統計処理 

 

 連続で 2 回測定したウェーブ動作の内，2 回目の forward wave を分析対象とし，モ

ーションキャプチャシステムから得られた三次元座標から，各関節の垂直方向の変位，

また上肢の関節角度を算出した． 

 まず，第一研究では，橈骨茎状突起と尺骨茎状突起の中点を手関節，上腕骨外側上顆

と上腕骨内側上顆の中点を肘関節，肩峰を肩関節として定義した．それらの垂直方向の

変位をそれぞれ算出した．その後，各相において各関節の垂直方向の変化量をそれぞれ

算出した． 

次に，上肢の関節角度の算出について，以下に示す．まず手部，前腕部，上腕部，体

幹部の移動座標系を定義した． 

 

(1)手部移動座標系の定義 

 

右橈骨茎状突起と右尺骨茎状突起の中点(PR.wrist)から右中指 MP 関節(P2)に向かう単

位ベクトル k を以下のように定義した． 

k=(P2－PR.wrist)／｜P2－PR.wrist｜ 

 

 右橈骨茎状突起と右尺骨茎状突起の中点(PR.wrist)から右中指 MP 関節(P2)に向かうベ

クトルと右尺骨茎状突起(P4)から右橈骨茎状突起(P3)に向かうベクトルの外積による

ベクトルから単位ベクトル j を以下のように定義した． 

j=(P2－PR.wrist)×(P3－P4)／｜(P2－PR.wrist)×(P3－P4)｜ 

 

 j と k の 2 つのベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル i を以下のように定

義した． 
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i=j×k 

また左側についても同様に定義した． 

 

(2)前腕部移動座標系の定義 

 

 右上腕骨内側上顆と右上腕骨外側上顆の中点(PR.elbow)から右橈骨茎状突起と右尺骨

茎状突起の中点(PR.wrist)に向かう単位ベクトル k を以下のように定義した． 

k=( PR.wrist－PR.Elbow)／｜ PR.wrist－PR.elbow｜ 

 

 右上腕骨内側上顆と右上腕骨外側上顆の中点(PR.elbow)から右橈骨茎状突起と右尺骨

茎状突起の中点(PR.wrist)に向かうベクトルと右上腕骨内側上顆(P5)から右上腕骨外側上

顆(P6)に向かうベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル j を以下のように定義

した． 

j=( PR.wrist－PR.Elbow)×(P6－P5)／｜( PR.wrist－PR.Elbow)×(P6－P5)｜ 

 

 j と k の 2 つのベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル i を以下のように定

義した． 

i=j×k 

 

前腕部においても，左側を同様に定義した． 

 

 (3)上腕部移動座標系の定義 

 

 右肩峰(P7)から右上腕骨内側上顆と右上腕骨外側上顆の中点(PR.elbow)に向かう単位ベ

クトル i を以下のように定義した． 
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i=( PR.Elbow－P7)／｜ PR.Elbow－P7｜ 

 右上腕骨内側上顆(P5)から右上腕骨外側上顆(P6)に向かうベクトルと右肩峰(P7)か

ら右上腕骨内側上顆と右上腕骨外側上顆の中点(PR.elbow)に向かうベクトルの外積によ

るベクトルから単位ベクトル j を以下のように定義した． 

j=(P6－P5)×( PR.Elbow－P7)／｜(P6－P5)×( PR.Elbow－P7)｜ 

 

 i と j の 2 つのベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル k を以下のように定

義した． 

k=i×j 

 

 左側も同様に定義した． 

 

 (4)体幹部移動座標系の定義 

 

 Th7 棘突起(P18)から C7 棘突起(P15)に向かう単位ベクトル i を以下のように定義し

た． 

i=( P15－P18)／｜P15－P18｜ 

 

Th7 棘突起(P18)から胸骨剣状突起(P17)に向かうベクトルと，Th7 棘突起(P18)から

C7 棘突起(P15)に向かうベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル j を以下のよ

うに定義した． 

j=( P17－P18)×(P15－P18)／｜( P17－P18)×(P15－P18)｜ 

 

 i と j の 2 つのベクトルの外積によるベクトルから単位ベクトル k を以下のように定

義した． 
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k=i×j 

 定義した座標系から，それぞれ 2 つの座標系の相対的な角度を決定するために，Eular

角を使用した．定義した 2 つの移動座標系のうち基準座標系を O-IJK とし，これともう

一方の移動座標系 o-ijk の三次元的な角度関係を Eular 角で表す．まず I 軸周りに o-ijk

をα回転させ，この状態を o-i1j1k1とする．次に j1軸周りにβ回転させ，この状態を o-i2j2k2

とする．最後に k2軸周りに γ回転させる．この状態を o-i3j3k3とし，これが O-IJK と一

致する． 

 この時，角度α，β，γ（この角度を総称して Eular 角と呼ぶ）は以下の回転行列で

示される． 

[R] = [Rz][Ry][Rx] 

 

 

[Rx]=  

 

 

 

[RY]= 

  

 

 

[RZ]= 

 

 

 これらの行列を展開すると以下のように示される． 

 

1 

0 

0 

0 

cosα 

-sinα 

0 

sinα 

cosα 

cosβ 

0 

sinβ 

0 

1 

0 

 

-sinβ 

0 

cosβ 

cosγ 

-sinγ 

0 

sinγ 

cosγ 

0 

0 

0 

1 
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       cosβcosγ  cosγsinβsinα+sinγcosα  sinγsinα-cosγsinβcosα 

[R]=   -sinγcosβ  cosαcosγ-sinαsinβsinγ  sinγsinβcosα+cosγsinα 

          sinβ        -cosβsinα                   cosαcosβ 

  

 また，基準座標系 I，J，K と，前腕部移動座標系の単位ベクト i，j，k の回転変換行

列は以下のように示される． 

 

 

[TR]=  

  

 

 [R]= [TR]となるため，[TR]の数値を[R]に代入し，角度α，γ，βが算出できる． 

 

この Eular 角を用いて，手関節，肘関節，肩関節の関節角度を算出し，算出した各関

節角度は，相ごとに変化量を算出した． 

算出した各相の関節角度変化および上肢の垂直方向の変位における，熟練者，未経験

者の比較には，対応のない t 検定を用いた．統計学的有意水準は 5%未満とした． 

 

 

  

i・I 

j・I 

k・I 

i・J 

j・J 

k・J 

i・K 

j・K 

k・K 
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2.2.3 結果 

 

 各相における上肢の垂直方向の変位量を図 3-a～g に示す．全ての関節において，熟

練者と未経験者で差は認められなかった．次に，各相における上肢の関節角度の変化量

を図 4-a～g に示す．全ての関節角度において，熟練者と未経験者で差は認められなか

った．  
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図 3-a．1 相における各関節の垂直方向の変位 

 

 

 

 

図 3-b．2 相における各関節の垂直方向の変位 
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図 3-c．3 相における各関節の垂直方向の変位 

 

 

 

 

図 3-d．4 相における各関節の垂直方向の変位 
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図 3-e．5 相における各関節の垂直方向の変位 

 

 

 

 

図 3-f．6 相における各関節の垂直方向の変位 
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図 3-g．7 相における各関節の垂直方向の変位 
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図 4-a．1 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-b．2 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-c．3 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-d．4 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-e．5 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-f．6 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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図 4-g．7 相における手関節，肘関節，肩関節の角度変化 
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2.2.4 考察 

 

 1.2 で述べたように，ヒップホップダンスは，モダンダンスなどの他のダンスと比べ

て，比較的新しい種類のダンスであり，その動作の分析や，客観的な評価手順，また指

導法の検討などがなされてこなかった．しかし，近年多くのコンテストが開催され，競

技としてのヒップホップダンスが広まっていることからも，客観的な評価手順は必要で

あると考える．客観的な評価手順の開発のためには，まずは熟練者の動作特性を知るこ

とが重要である．そこで本研究では，ヒップホップダンスにおける上肢のウェーブ動作

を分析し，熟練したダンサーとダンス未経験者の動作を比較し，熟練者の動作特性を見

つけ出すことをねらいとした． 

本研究において熟練者としたダンサーは，コンテストの受賞経験があるダンサーであ

り，コンテストにおいて審査員から高い評価を獲得した熟練者のパフォーマンスには，

観る者を共通して魅了させる特定の動作特性が存在すると考えられた．しかし，結果よ

り，各関節角度変化や各関節の変位には，熟練者と未経験者の間に有意に差が認められ

なかったことから，今回算出した，各関節角度変化や各関節の変位は，熟練者と未経験

者の動作を明確に区別することができる評価指標としては適当ではないと考えられた． 

より速く走る，より高く跳ぶ等の明確な目的のある動作とは違い，ウェーブ動作は波

の伝搬を表現する動作であるため，その表現する動作のパターンは一様ではなく個々の

ダンサーの個性が含まれる可能性がある．しかし，審査員が共通して高い評価を示す熟

練者のウェーブ動作には，何らかの共通する動作特性が存在すると考えられるため，関

節角度変化や各関節の変位以外の評価指標も検討する必要があると考える． 

ウェーブ動作は波の伝搬を模倣する動作であるため，2.3 の研究では，熟練者，未経

験者それぞれの被験者の波が伝搬する様子に着目し，その伝搬の様子の違いについて検

討する．  
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2.3 ウェーブ動作における熟練者と未経験者の比較 ～波の伝搬を表す 3 軸グラフか

ら～ 

 

2.3.1 目的 

 本研究では，ヒップホップダンスにおけるウェーブ動作を，波の伝搬の様子から熟練

者と未経験者，それぞれの特性を抽出することを目的とした． 

 

2.3.2 方法 

 

2.3.2.1 

 被験者は，2.2 の研究と同様にヒップホップダンスの熟練者 5 名，未経験者 9 名であ

った（表 1 を参照）． 

 

2.3.2.2 手順 

課題動作は，2.2 の研究と同様に波の動きを模倣する動作である上肢のウェーブ動

作とし，被験者は高さ 40cm の台の上に座り，forward wave，reverse wave を 8 秒

間で実施し，連続 2 回測定した．その際，できるだけ滑らかにウェーブ動作を行うよ

うに指示した． 

サンプリング周波数 60Hz の 6 台のカメラによるモーションキャプチャシステム

（VICON512，Oxford Metrics Ltd， Oxford， UK）を用いて，一連のウェーブ動作

を記録した．被験者は，スパッツ等の身体に密着した反射を押さえた衣服に着替え，

12mm の反射マーカーを上肢の 28 カ所（左右の肩峰，上腕骨外側上顆，上腕骨内側上

顆，橈骨茎状突起，尺骨茎状突起，中指 MP 関節，中指先端，第 7 頸椎，第 7 胸椎，

胸骨剣状突起を含む）に貼付した． 
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2.3.2.3 データ処理 

 波の伝搬は，位置，時間，振幅の関係で表されるため，ウェーブ動作を前額面上での

波の伝搬として捉え，左右の手関節，肘関節，肩関節の位置，またそれらの関節の時間

と振幅のデータを，得られた三次元座標から抽出した．熟練者，未経験者それぞれ，各

関節の位置，時間，振幅を模式的に 3 軸のグラフに表し，波の伝搬を比較した． 

 

2.3.3 結果 

 熟練者の代表例 2 例（熟練者 A，熟練者 B）の波の伝搬を表したものを図 5-a，b，

未経験者の 1 例を図 6 に示す．図 5，6 は，x 軸は時間（s），y 軸はウェーブ動作開始

姿勢における右指先から各関節までの距離（mm），z 軸は振幅（mm）で，実線が各関

節の動きを示す．熟練者においては，右手指から始まった波が手関節，肘関節，肩関節

へと順番に，一定の速度で移行していっているのが分かった．未経験者においては，右

手指から始まった波が左手指まで移行はしていたが，右肘関節から左肘関節までの波の

伝搬において，各関節の上下運動のピークに達する時間に大きな差はなく，その間だけ

素早く伝搬していることが分かった．このように，ウェーブ動作を時間，距離，振幅で

表すと，熟練者と未経験者では，その伝搬の様子に差があることが分かった．また，熟

練者の代表 2 例を比較してみると，波の振幅の大きさに 2 例の間で差があり，大きな振

幅で波を伝搬させる熟練者と，小さな振幅で波を伝搬させる熟練者がいることが分かっ

た．他の被験者についても同様の傾向が認められた． 



39 

 

 

 

図 5-a．熟練者の代表例（熟練者 A）の波形 
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図 5-b．熟練者の代表例（熟練者 B）の波形 
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図 6．未経験者の代表例の波形
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2.3.4 考察 

 上肢のウェーブ動作は，上肢を左右に広げ，右手指を起点にして始まった運動を左手

指まで続発的に伝搬させる動作であるため，身体の前額面上での運動として捉えること

ができる．そこで 2.3 の研究では，上肢のウェーブ動作を，時間，距離，振幅によって，

その伝搬の様子を図に示し，熟練者と未経験者の動作を比較した．その結果，熟練者と

未経験者では，その波の伝搬の様子に差があることが分かった．さらに熟練者の中でも

大きな振幅の波を表現する者，小さな振幅の波を表現する者など，熟練者の間でもウェ

ーブ動作における各関節の振幅の大きさにはばらつきがあると考えられた．振幅の大き

さのばらつきが大きくなれば，当然関節角度の変化量もばらつきが大きくなるため，熟

練者と未経験者の間に，関節角度変化や関節の変位に明確な違いが見られなかったので

はないかと考えられた．今後は，それぞれの波の伝搬の特徴が数値化できるような指標

を検討し，熟練した動作と未熟練の動作を定量的に分析する必要があると考えた． 

 さらに第一研究においては，コンテストの受賞経験があるヒップホップダンスの熟練

者と，ヒップホップダンスの経験が全くない未経験者で比較したが，ヒップホップダン

スの経験者の中でも，熟練度を区別できるような動作特性を明らかにすることができれ

ば，より客観的な評価が可能になると考えられ，今後は単に被験者数を増やすだけでな

く，ダンス経験者の中でも異なる技術レベルを比較することが必要であると考えた．  
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第 3 章 第二研究 

 

3.1 研究の背景と目的 

 

 1.3 で述べたように，ヒップホップダンスにおいて客観的な評価手順を開発するた

めに，まずは熟練者のパフォーマンスを運動学的に詳細に分析することが必要である．

その一方で，ダンスパフォーマンスにおける各種動作は，より美しく，より巧みな動

作が求められるため，1つの指標で優劣をつけること困難であると考えられてきた（水

村ら，2005）．しかし，コンテストなどで経験のある審査員がする評価には共通性が

あることから，審査員から高い評価を獲得するような熟練したパフォーマンスには，

審査員が無意識に注目する，共通の動作特性があるのではないかと考えられる．今回，

第一研究において，ヒップホップダンスにおける上肢のウェーブ動作を分析し，上肢

の関節角度，関節の変位を算出した結果，熟練者において共通する動作特性を抽出す

ることはできなかった．しかし，上肢のウェーブ動作の特性に注目し，関節角度など

ではない別の指標を用いて分析すれば，熟練者に共通する動作特性を抽出することが

できるのではないかと考えられた． 

 第一研究で課題として用いた上肢のウェーブ動作は，ヒップホップダンスにおける

基本的な動作の 1 つで，上肢を使って波の伝搬を表出する動作である．このウェーブ

動作は，スタジアムの観客が行うウェーブと同様である．スタジアムのウェーブは，

個々の観客が順番に手などを上下に動かす，または立ち上がることで，遠方から見る

とスタンド全体に波が伝搬するように見えることから，ウェーブと呼ばれている．可

動性がある媒質における波の伝搬では，物理的に最も単純な波の伝搬が，最も滑らか

に波が伝搬しているように見えると考えた．よってダンスパフォーマンスにおける上

肢のウェーブ動作においても，振幅が一定，伝搬速度が一定の正弦波を表出すること

が，最も滑らかに波が伝搬しているように見えると仮説を立てた．このような理想的
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な波と，実際のウェーブ動作がどの程度一致しているか，という点に着目してウェー

ブ動作を評価すれば，熟練者の動作特性を抽出することができるのではないかと考え

られた． 

 また，第一研究においては，コンテストの受賞経験があるヒップホップダンスの熟

練者と，ヒップホップダンスの経験が全くない未経験者で比較したが，熟練者の動作

特性を抽出するためには，技術レベルを区別できる評価指標が必要である．そのため，

その評価指標は，熟練者と未経験者の極端に違うレベルの比較だけでなく，ダンス経

験者の中でもそのレベルを区別することができる指標でなければならない．そのため，

熟練者と未経験者を比較するのではなく，ダンス経験者の中でも異なる技術レベルの

対象を用いる必要があると考えられた． 

そこで，第二研究の目的は，ヒップホップダンスの上肢のウェーブ動作を理想的

な波との比較という点から分析し，異なる技術レベルのパフォーマンスを区別するこ

とができる評価指標を抽出することとした． 
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3.2 方法 

 

3.2.1 対象  

被験者は，ヒップホップダンスの熟練者 11 名，未熟練者 6 名，未経験者 9 名であ

った（表 3）．熟練者は 9.3±2.3 年のダンス経験があり，国内レベルのコンテストで

受賞経験があるダンサーであった．未熟練者は，4.7±1.9 年のダンス経験があり，コ

ンテストの受賞経験はないダンサーであった．未経験者は，第一研究と同様，球技や

陸上競技などの運動歴があり，新体操やフィギュアスケートなど採点競技の運動歴を

持つ者はいなかった．なお，被験者には研究の目的や測定の方法を十分に説明し，書

面にて同意を得て行った．また第二研究は名古屋大学総合保健体育科学センター倫理

委員会の承認を得た． 

 

表 3 第二研究の被験者の特性 

 

 

 

3.2.2 手順 

課題動作は，第一研究と同様，上肢のウェーブ動作とした．また，第一研究同様，

右手から左手に伝搬するウェーブを forward wave，左手から右手に伝搬するウェー

ブを reverse wave とした．まず被験者は，1Hz のメトロノームに合わせて，8 秒間

で，forward wave と reverse wave を連続で行う練習を実施し，8 秒間でその動作が

熟練者（n=11） 未熟練者（n=6） 未経験者（n=9）

年齢（歳）   24.3 ± 5.4   24.8 ± 6.1   27.0 ± 5.5

性別（男性/女性） 6 / 5 3 / 3 5 / 4

身長（cm） 166.5 ± 9.3 163.1 ± 9.1 170.0 ± 10.4

体重（kg）   60.9 ± 7.1   57.2 ± 9.8   62.5 ± 10.7

ダンス経験年数（年）   9.3 ± 2.3     4.7 ± 1.9 0

コンテスト受賞経験 あり なし なし
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完了できるまで練習した．その後，高さ 40cm の台の上に座り，forward wave，reverse 

wave を 8 秒間で実施し，連続 2 回測定した．その際，できるだけ滑らかにウェーブ

動作を行うように指示された． 

本研究は第一研究とは異なり，サンプリング周波数 120Hz の 10 台のカメラ（MX 

T20, VICON）によるモーションキャプチャシステムを用いて，一連のウェーブ動作

を記録した．被験者は，スパッツ等の身体に密着した，反射を押さえた衣服に着替え，

12mm の反射マーカーを上肢の 12 カ所（左右の肩峰，上腕骨外側上顆，上腕骨内側

上顆，橈骨茎状突起，尺骨茎状突起，中指先端）に貼付した（図 7）． 

 

 

図 7．反射マーカー貼付位置 

 

3.2.3 データ処理・統計処理 

まず，モーションキャプチャシステムから得られた三次元座標から，上肢の 6 つの

関節を測定点として定義した．橈骨茎状突起と尺骨茎状突起の中点を手関節，上腕骨

外側上顆と内側上顆の中点を肘関節，肩峰を肩関節とした．forward wave において

は，右手関節を MP1，右肘関節を MP2，右肩関節を MP3，左肩関節を MP4，左肘関

節を MP5，左手関節を MP6と定義し，reverse wave においては，左手関節を MP1

とし，反対の順に MP6まで定義した． 

波の伝搬を模倣した動作であるウェーブ動作を分析するために，ウェーブ動作の理

想的な動きを，物理的に定常な波の伝搬であると仮定した．つまり理想的波形は，一
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定の振幅で，一定の伝搬速度を持つ，1 周期分の正弦波であると定義した．この理想

的波形と，被験者のウェーブ動作がどの程度一致しているのかを評価するために，ウ

ェーブ動作における波の振幅（Am），伝搬速度（PV），理想的波形からの誤差（DI）

を含む運動学的変数を算出した．振幅Am𝑖 （𝑖=1, 6）は，上肢の各測定点MP𝑖 （𝑖=1, 

6）の垂直方向の最大移動距離とした．伝搬速度PV𝑖 （𝑖=1, 5）は，ある測定点MP𝑖と

隣接する測定点MP𝑖+1の間の距離を，MP𝑖の垂直方向の移動がピークに達してから

MP𝑖+1の垂直移動がピークに達するまでの時間で除した値とした．Am また PV は，

それぞれ forward wave，また reverse wave ごとに変動係数を算出し，さらに被験者

ごとに平均値を算出した． 

理想的波形からの誤差DI𝑖（𝑖=1, 6）は，以下のように算出した．まず，理想的波形

は，一定の振幅と一定の伝搬速度を持つ，1 周期分の正弦波と定義した．実際の測定

点MP𝑖の垂直方向の変位を𝑓𝑖(𝑡)，理想的な波形を𝑔(𝑡)とし，𝑔(𝑡)を以下の式で表した． 

 

𝑔(𝑡) = { 

        0                        𝑡 ≤ −𝜋
1

2
𝐴(𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 1)   − 𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋

           0                       𝜋 ≤ 𝑡       

} 

 

 1 周期分の正弦波を微分した時，最大速度と最小速度が出現する時間差は，周期（T）

の 1/2 となる．また，𝜔𝑇 = 2𝜋から，𝜔を決定することができる．各測定点MP𝑖の 𝑓𝑖(𝑡)を

それぞれ微分し，速度の最大値・最小値をとる時間から周期T𝑖（𝑖=1,6）を求め（図 8），

全測定点MP𝑖（𝑖=1, 6）のT𝑖の平均値から𝑔(𝑡)の𝜔を決定した．𝑔(𝑡)の振幅 A は，各被験

者の全測定点MP𝑖（𝑖=1, 6）の振幅Am𝑖（𝑖=1, 6）の平均値（Am̅̅̅̅̅）とし，振幅 A およびAm̅̅̅̅̅が

100%となるように𝑓𝑖(𝑡)と𝑔(𝑡)を正規化した．また，𝑓𝑖(𝑡)と𝑔(𝑡)共に，forward wave と

reverse wave それぞれのウェーブ動作開始時刻から終了時刻までを 100%として正規

化した．正規化後の𝑓𝑖(𝑡)および 𝑔(𝑡)を，𝑓′𝑖(𝑡)，𝑔′(𝑡)とすれば， 
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𝑓′𝑖(𝑡) =
  100  

Am̅̅̅̅̅
∙ 𝑓𝑖(𝑡) 

𝑔′(𝑡) = 100(𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 1) 

 

となる． 

さらに，𝑓′𝑖(𝑡)と𝑔′(𝑡)のピークを迎える時間を一致させた上でDI𝑖を算出した．測定点

MP𝑖における𝑓′𝑖(𝑡)のピークの出現時点を𝑡𝑝𝑖とすると，𝑓′𝑖(𝑡)のピークに一致させた𝑔′(𝑡)

は𝑔′
𝑖(𝑡 − 𝑡𝑝𝑖)と表すことができる．よって以下の式でDI𝑖を算出した． 

 

DI𝑖 = √
1

100
∫ {𝑓′𝑖(𝑡) − 𝑔′

𝑖(𝑡 − 𝑡𝑝𝑖)}
2

𝑑𝑡
100

0

 

 

forward wave の MP1と MP5を例に挙げ，DI𝑖の算出方法を図 9 に示した．forward 

wave と reverse wave について，全ての測定点のDI𝑖の合計を DI とした． 

なお各測定点のピークを一致させた上で誤差を算出するため，伝搬速度のずれによる

誤差は，DI には含まれていない． 

熟練者・未熟練者・未経験者の 3 群の差の比較には，一元配置分散分析および Tukey

検定を用いた．統計的有意水準は 5%未満とした． 
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図 8 実際の波形から波の周期を算出する方法 

（a）ある測定点の垂直変位 f(t)．（b）f(t)を微分した波形 f’(t)．f’(t)の最大値と最小値が出現する時間差が 1/2 周期となる． 
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図 9 右手関節（MP1）と左肘関節（MP5）における理想的波形（点線）と実際の波形（実線）の典型的な結果 

それぞれの波形のピーク時間（tp）を一致させた上で，誤差を算出した（斜線部分）． 
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3.3 結果 

 

 第二研究で定義した理想的波形，熟練者，未熟練者，未経験者の forward wave の

典型例を図 10-a～d に示す．図 10 の x 軸は正規化した時間（%），y 軸はウェーブ動

作開始姿勢における右指先から各関節までの距離を正規化した値（%），z 軸は正規化

した振幅（%），実線が各測定点の動きを示し，ウェーブ動作の波の伝搬を模式的に

示した．理想的波形（図 10-a）では，各測定点の上下運動のピークが，右手関節か

ら右肘，右肩，左肩，左肘，左手関節まで順番に，一定の振幅，一定の速度で移行し

ていく．熟練者が最も理想的波形に類似した波形を示し（図 10-b），未熟練者，未経

験者は，振幅や波が伝搬するタイミングなどにばらつきがあることが見て取れた（図

10-c, d）． 

振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差を表 4 および図 11

に示す．これら 3 つの指標において，熟練者が最も小さい値を示し，次いで未熟練者，

未経験者の順に大きくなり，熟練度に伴って系統的な変化を示した．振幅の変動係数

と理想的波形からの誤差は，熟練者と未経験者で有意な差が認められ（p < 0.01, p < 

0.05），伝搬速度の変動係数は，熟練者と未経験者，未熟練者と未経験者において有

意な差が認められた（p < 0.01，p < 0.01）． 
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図 10-a ウェーブ動作の理想的波形 
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図 10-b ウェーブ動作の熟練者の波形 
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図 10-c ウェーブ動作の未熟練者の波形 
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図 10-d ウェーブ動作の未経験者の波形 
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表 4 各被験者の振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差の結果 

 

振幅の変動係数 伝搬速度の変動係数
理想的波形からの誤差

(×10
3）

熟練者1 0.42 0.33 14.6

熟練者2 0.32 0.34 16.8

熟練者3 0.33 0.31 11.7

熟練者4 0.33 0.48 17.1

熟練者5 0.40 0.37 12.5

熟練者6 0.39 0.48 12.0

熟練者7 0.27 0.70 12.8

熟練者8 0.35 0.90 15.9

熟練者9 0.35 0.75 15.5

熟練者10 0.30 0.24 19.4

熟練者11 0.52 0.38 12.3

未熟練者1 0.40 0.69 17.9

未熟練者2 0.64 0.47 6.4

未熟練者3 0.42 0.62 39.7

未熟練者4 0.49 0.50 15.6

未熟練者5 0.75 0.84 16.9

未熟練者6 0.46 0.84 14.5

未経験者1 0.61 1.39 25.8

未経験者2 0.66 1.45 23.3

未経験者3 0.47 1.15 22.2

未経験者4 0.63 1.21 24.2

未経験者5 0.81 1.12 31.4

未経験者6 0.47 0.94 9.7

未経験者7 1.13 1.33 49.0

未経験者8 0.71 1.29 20.8

未経験者9 0.77 1.09 30.4

熟練者（平均±標準偏差） 0.36　±　0.07 0.48　±　0.21 14.6　±　 2.5

未熟練者（平均±標準偏差） 0.53　±　0.14 0.66　±　0.16 18.5　±　11.2

未経験者（平均±標準偏差） 0.70　±　0.20 1.22　±　0.16 26.3　±　10.6
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図 11 振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差の 3 群の比較 
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3.4 考察 

 

 第一研究では，ヒップホップダンスのウェーブ動作に対し，上肢の関節角度，関節

の垂直変位を算出し，熟練者と未経験者の比較を行った．その結果，熟練者と未経験

者の間で明確な違いを見つけ出すことができなかった．そこで第二研究では，ウェー

ブ動作を前額面上の波の伝搬として捉え，物理的に最も単純な波の伝搬が理想的であ

ると仮説を立てた．そして振幅一定，伝搬速度一定の正弦波と，実際のウェーブ動作

がどの程度一致しているのか，という点に着目した． 

ヒップホップダンスにおける上肢のウェーブ動作は最も基本的な動作の 1 つであ

り，模倣するべき対象が明確に存在する数少ない動作である．このウェーブ動作は，

スタジアムのウェーブのように， xsin ( 


2

3

2
 x ) の正弦波が，進行方向に移動

していくように見える動作である．しかし，上肢のウェーブ動作は，実際の波の動き

のように，可動性がある媒質での波の伝搬ではなく，等間隔ではない上肢の 6 つの関

節を上下に動かして，滑らかな波の動きを表出しなければならない．第二研究では，

振幅のばらつき，伝搬速度のばらつき，また正弦波からの誤差を運動学的変数として

算出し，熟練者，未熟練者，未経験者で比較した．さらに，算出した運動学的変数と

各被験者の技術レベルとの関係から，各指標がパフォーマンスの客観的評価に使用可

能か否かを検討した．つまり，技術レベルに伴って変化する指標が，客観的な評価が

可能な指標になり得るのではないかと考えられた． 

まず第二研究で定義した理想的波形は振幅一定，伝搬速度一定として定義したため，

理想的波形における振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数はゼロになるはずであり，

理想的波形からの誤差の値も，当然ゼロになる．結果より，すべての変数において熟

練者が最も小さい値を示した．つまり熟練者が最も理想的波形に近い値を示したと言

える．また，第二研究における熟練者と未熟練者は，コンテストの受賞経験の有無に
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よって分類したため，熟練者の技術レベルは高いと言える．算出した 3 つに指標は，

熟練者が最も小さい値を示し，未熟練者，未経験者の順に大きくなり，つまり技術レ

ベルに伴って系統的な変化を示した．以上のことから，これら 3 つの指標は，ダンス

の技術レベルに密接に関係していると考えられ，客観的評価に使用可能であると考え

られた．中でも，伝搬速度の変動係数は，熟練者と未経験者，未熟練者と未経験者に

おいて有意な差が認められた（p < 0.01）ため，伝搬速度のばらつきが最も密接にダ

ンスの技術レベルに関係していると考えられた． 

モダンダンスでは，いくつかの信頼性・客観性のある評価システムの開発が試みら

れているものの（Koutedakis, 2007; Chatfield, 2009; Krasnow & Chatfield, 2009），

ヒップホップダンスにおいては，採点項目の設定もない状態で評価が行われており，

審査員の主観的な印象に頼った採点が行われている．そこで，第二研究の結果から得

られた，振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差のようなダン

スの技術レベルに密接に関係していると考えられる指標を採点項目として用いるこ

とができれば，より客観的な評価が可能になるのではないかと考えられた．さらに第

二研究の方法論を利用して，様々なダンスの動作を分析し，技術レベルに伴って変化

する指標を抽出することは，客観的な評価手順開発の基礎的なデータとなり得ると考

えられた． 
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第 4 章 第三研究 

 

4.1 研究の背景と目的 

 

 1.3 で述べたように，ダンスにおいて客観的な評価手順を開発するためには，熟練

者の動作特性を詳細に分析することや，審査員の評価結果と関係の深い指標を見つけ

ることが重要である．審査員の評価結果とパフォーマンスの動作特性の関係について

の研究は，フィギュアスケートや飛び込み競技において行われている（Lockwood et 

al., 2006; Mccormick et al., 1982）が，ダンスにおいてはこれまでに行われていない． 

 第一研究において，ヒップホップダンスの上肢のウェーブ動作において，上肢の関

節角度や関節の垂直変位を算出し，熟練者と未経験者で比較したが，それらの運動学

的変数では，熟練者の動作特性は抽出できなかった．第二研究においては，上肢のウ

ェーブ動作における理想的な波の伝搬を，物理的に最も単純な波の伝搬であると仮説

を立て，振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，正弦波からの誤差を運動学的変数と

して算出した．さらに熟練者と未経験者だけでなく，熟練者をコンテストの受賞経験

の有無で 2 群に分類し，3 つの技術レベルで比較をした．その結果，算出した 3 つの

変数は，技術レベルに伴って変化し，熟練者が最も理想的な波に近い値を示したこと

から，理想的な波の伝搬とどの程度一致しているのか，という点に着目した 3 つの運

動学的変数は，ウェーブ動作の技術レベルを区別する変数として有用であると考えら

れた．しかし，仮に技術レベルを区別できる運動学的変数であっても，その変数の変

化に伴って審査員の評価も変化しなければ，客観的な評価を可能にする変数として利

用できないのではないかと考えられる．そこで，フィギュアスケートや飛び込み競技

において研究が行われているような（Lockwood et al., 2006; Mccormick et al., 1982），

審査員の評価結果とパフォーマンスの動作特性の関係を調査すれば，審査員の評価に

影響を与える運動学的変数であるか否かを判断できるのではないかと考えられた． 
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 第三研究の目的は，ヒップホップダンスのウェーブ動作において，運動学的変数と

審査員の主観的な評価との関係から，審査員の主観的な評価に影響を与える動作特性

を見つけ出すこととした．  
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4.2 方法 

 

4.2.1 対象 

被験者は，第二研究と同様に，ヒップホップダンスの熟練者 11 名，未熟練者 6 名，

未経験者 9 名であった（第 3 章，表 3 を参照）．熟練者は 9.3±2.3 年のダンス経験が

あり，国内レベルのコンテストで受賞経験があるダンサーであった．未熟練者は，4.7

±1.9 年のダンス経験があり，コンテストの受賞経験はないダンサーであった．未経

験者は，第一研究と同様，球技や陸上競技などの運動歴があり，新体操やフィギュア

スケートなど採点競技の運動歴を持つ者はいなかった．さらに主観的評価を実施する

ために，ダンスコンテストでの審査員経験のある 12 名（審査員経験 14.5±5.7 年）

が審査員として参加した．なお，被験者には研究の目的や測定の方法を十分に説明し，

書面にて同意を得て行った．本研究は名古屋大学総合保健体育科学センター倫理委員

会の承認を得た．  

 

4.2.2 手順 

課題動作は，第二研究と同様に上肢のウェーブ動作とした．被験者はスパッツ等の

身体に密着した反射を押さえた衣服に着替え，12mm の反射マーカーを上肢の 12 カ

所（左右の肩峰，上腕骨外側上顆，上腕骨内側上顆，橈骨茎状突起，尺骨茎状突起，

中指先端）に貼付した．サンプリング周波数 120Hz の 10 台のカメラ（MX T20, 

VICON）によるモーションキャプチャシステムを用いてウェーブ動作を記録した．  

モーションキャプチャシステムから得られたデータから，図 12（b）に示したよう

な上肢のみのスティックフィギュアのアニメーションを作成した． 

ウェーブ動作測定後，審査員がダンサーの顔等で技術レベルを予想できてしまう等

の主観的なバイアスを除くために，審査員はダンスの映像ではなく，被験者が行った

ウェーブ動作のアニメーションを PC モニター上で再生し，それを観察した．審査員
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は 10 点満点の採点方法で評価を行い，その際，審査員の間で情報を共有することは

できないようにし，またランダムな順番で各ダンサーのアニメーションを評価した．  

  

 

 

図 12．審査員が評価したスティックフィギュアの一例 

（a）全身のスティックフィギュアの一例．（b）実際に審査員が評価したスティック

フィギュアの一例．（a）の図から上肢の測定点のみの情報を抽出して作成した． 

 

4.2.3 データ処理・統計処理 

 

10 点満点で採点した結果から審査員ごとに偏差値を算出し，この偏差値を審査員

の評価とした．モーションキャプチャから得られたデータから算出した，振幅の変動

係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差は，3.2.3 で説明した方法で算出

した． 

審査員の評価における検者間信頼性の評価は，inter-class correlation coefficients

を用いて検定した．熟練者・未熟練者・未経験者の 3 群の差の比較には，一元配置分

散分析および Tukey の検定を用いた．運動学的変数と審査員の評価との関係は，

Pearson の相関係数を用いて検討した．統計的有意水準は 5%未満とした．  
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4.3 結果 

 

 審査員の評価結果を表 5 および図 13 に示す．審査員間の評価の信頼性を示す

inter-class correlation coefficients は 0.705（95%CI = 0.581–0.825, p < 0.01）であっ

た．審査員の評価において，熟練者が最も高い評価を示し，次いで未熟練者，未経験者

の順に低くなり，熟練者と未熟練者（p < 0.05），未熟練者と未経験者（p < 0.05），熟

練者と未経験者（p < 0.01）のすべての群間において有意差が認められた． 

第一研究で抽出した，振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差

と審査員の評価の関係を図 14 に示す．伝搬速度の変動係数のみが高い相関を示し（r = 

-0.800，p < 0.01），振幅の変動係数と理想的波形からの誤差は，中程度の相関を示した

（r = -0.614，p < 0.01；r = -0.504，p < 0.01）． 
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表 5 審査員の評価結果 

 

  

偏差値

熟練者1 60.2

熟練者2 57.4

熟練者3 61.3

熟練者4 60.3

熟練者5 54.1

熟練者6 58.9

熟練者7 53.3

熟練者8 57.0

熟練者9 44.4

熟練者10 58.7

熟練者11 61.4

未熟練者1 49.3

未熟練者2 59.1

未熟練者3 49.3

未熟練者4 55.2

未熟練者5 38.2

未熟練者6 44.0

未経験者1 42.0

未経験者2 49.9

未経験者3 41.8

未経験者4 39.5

未経験者5 36.0

未経験者6 40.8

未経験者7 39.5

未経験者8 40.1

未経験者9 48.2

熟練者（平均±標準偏差） 57.0　±　 5.0

未熟練者（平均±標準偏差） 49.2　±　7.5

未経験者（平均±標準偏差） 42.0　±　4.4
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図 13 審査員の評価結果の比較 
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図 14 審査員の評価と振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，理想的波形からの誤差

の関係 
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4.4 考察 

 

 ヒップホップダンスにおいて客観的な評価の手順を開発するためには，審査員の評価

結果に影響を与える動作特性を明らかにすることが重要である．そこでまず，第一研究

と第二研究では，上肢のウェーブ動作を課題として，熟練者の動作特性の抽出を試みた．

その結果，振幅の変動係数，伝搬速度の変動係数，正弦波からの誤差，の 3 つの運動学

的変数が，ウェーブ動作の技術レベルを区別できる変数として有効であることが分かっ

た．第三研究では，これらの運動学的変数が審査員の評価に影響を与えるか否かを検討

するために，上肢のウェーブ動作の運動学的変数と審査員の評価結果の関係を調査した． 

まず，第三研究では，ダンスの経験者を，国内レベルのコンテストの受賞経験の有無

によって 2 群に分類し，受賞経験があるダンサーを熟練者，受賞経験がないダンサーを

未熟練者とした．さらに未経験者を加えて，3 群で比較を行った．審査員の評価結果に

おいて，熟練者が最も高い評価を示し，次いで未熟練者，未経験者の順に低くなり，さ

らに 3 群間で有意な差を示したことから，審査員はダンサーのグループを明確に区別す

ることができていたと考えられた．また本研究で分類した 3 つのグループは，技術レベ

ルによって適切に分類されていたとも考えることができる． 

 次に，審査員の評価（偏差値）と運動学的変数の関係について，振幅の変動係数と理

想的波形からの誤差では中程度の相関を示し（r = -0.504，p < 0.01；r = -0.614，p < 0.01），

伝搬速度の変動係数では強い相関を示した（r = -0.800，p < 0.01）．3 つの指標の中で，

伝搬速度の変動係数が最も高い相関を示したことから，審査員の評価にはウェーブ動作

の伝搬速度のばらつきが最も関係が深いことが示唆された．  

 第二研究では，伝搬速度の変動係数が，ダンスの熟練度に最も関係していることが分

かった．また第三研究より，伝搬速度の変動係数が，注目した変数の中で審査員の評価

に最も密接に関係していることが分かった．以上のことから，ウェーブ動作において審

査員の高い評価を獲得するためには，伝搬速度のばらつきが重要な要素であると考えら
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れ，伝搬速度の変動が小さいと，観る者はより滑らかな波の印象を受けるのではないか

と考えられた． 

 第三研究では，第二研究までに明らかになったウェーブ動作の技術レベルを区別する

ことができる運動学的変数と，審査員の評価の関係を調査し，審査員の評価に影響を与

える運動学的変数を抽出することに成功した．審査員の主観的な印象に頼って評価がな

されていたヒップホップダンスにおいても，審査員の評価に影響を与える運動学的変数

を評価項目に挙げ，数値的に評価することで，より客観的な評価が可能になる可能性が

あると考えられた．また審査員の評価に影響を与える運動学的変数は，客観的な評価手

順を開発するための基礎的なデータとなり得る可能性があると考えられた．さらには練

習方法へ応用することで，審査員の高い評価を獲得することができる効率の良い練習方

法の開発にも役立てることができると考えられる． 
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4.5 小括 

 

 第一研究，第二研究，第三研究において，ヒップホップダンスにおける上肢のウェー

ブ動作を用いて，熟練者の動作特性の検討とその動作特性を抽出できるような評価指標

の検討，また審査員の評価に影響を与える動作特性の抽出について検討した． 

 ヒップホップダンスにおいては，近年多くのコンテストが世界中で行われるようにな

り，競技としてのヒップホップダンスが広まりつつある．多くのダンサーが参加するよ

うなコンテストを競技として成立させるためには，客観的な評価は必要不可欠である．

しかし，これまでヒップホップダンスのコンテストにおいては，審査員の主観的な印象

に頼って評価されており，競技として捉えると，その評価手順は曖昧な部分が多く含ま

れていた．明確な評価手順があれば客観的な評価が可能になり，競技としてより発展し

ていくと考えられる一方で，評価の手順について科学的に研究はなされてこなかった．

そこで本研究では，様々な動作の中から，まず手始めにヒップホップダンスの基本的な

動作の 1 つで，単純な，上肢に限局した動作である上肢のウェーブ動作をバイオメカニ

クス的に分析し，客観的な評価手順に必要な，熟練者の動作特性，審査員の評価に影響

を与える動作特性の抽出を試みた． 

 第一研究では，上肢のウェーブ動作について，熟練者と未経験者を比較し，熟練者の

動作特性を抽出することを試みた．その結果，上肢の関節角度や身体部位の変位に関し

て，熟練者と未経験者で有意な差は見られなかった．これらの指標は，熟練者の間でも

ばらついた値が算出され，熟練者の動作特性を示す指標としては適切ではないと考えら

れた．それに加え，多くの審査員がダンサーのパフォーマンスを評価する際，個々の関

節の動きに着目しているとは考えにくく，個々の関節運動によって表出された動きを評

価するような指標に目を向ける必要があるのではないかと考えられた． 

 そこで第二研究では，ウェーブ動作について，『物理的に最も単純な波の伝搬』を理

想的な波の伝搬であると仮定し，波を表す運動学的変数を用いてウェーブ動作を評価し
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た．理想的な波形は，振幅一定，伝搬速度一定の正弦波であると仮定し，振幅の変動，

伝搬速度の変動，また波形のゆがみを評価するために，変動係数と正弦波と実際の波形

との誤差面積を算出した．そしてそれらの運動学的変数について，熟練者，未熟練者，

未経験者の 3 つの異なる技術レベルで比較した．その結果，振幅の変動係数，伝搬速度

の変動係数，理想的波形からの誤差面積すべての運動学的変数で，熟練者，未熟練者，

未経験者の順で系統的な変化を示し，熟練者が最も理想的な波形に近い値を示した．よ

って，これら 3 つの運動学的変数は，技術レベルを区別するための指標として有用であ

ると考えられた． 

 第三研究では，算出した 3 つの運動学的変数と，ウェーブ動作における審査員からの

評価結果の関係を調査した．その結果，3 つの運動学的変数の中でも，伝搬速度の変動

係数が最も高い相関を示し，伝搬速度が一定であることが，ウェーブ動作において審査

員の評価に最も影響を与えるのではないかと考えられた．このことを評価基準や指導方

法の開発に応用することができれば，客観的な評価手順の開発や，効率の良い指導方法

の開発につながる可能性があると考えられた． 

 このように，第一研究から第三研究において，客観的な評価手順が確立していないヒ

ップホップダンスの一つの動作において，客観的な評価手順作成のための基礎的な情報

を提供することに成功した．この研究手法を発展させていき，ヒップホップダンスの他

の様々な動作においても，審査員の評価に影響を与える，熟練したパフォーマンスに共

通して含まれる動作特性を見つけ出すことができれば，より客観的な評価手順の確立の

科学的な根拠となり得るのではないかと考える．  
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第 5 章 第四研究 

 

5.1 研究の背景と目的 

 

近年，世界中で行われるようになったヒップホップダンスのコンテストでは，経験

のある審査員がダンサーのパフォーマンスを採点し，優劣をつける．多数のコンテス

トにおいて審査経験のある審査員の採点結果には共通性があり，単純な動作でも熟練

者と初心者の動きを区別することができることが知られている．また第一研究から第

三研究の結果からも明らかなように，審査員の高い得点を獲得するような熟練したパ

フォーマンスには，共通した動作特性が含まれており，その動作特性は，パフォーマ

ンスの評価と密接に関係しているのではないかと考えられた．また，第一研究から第

三研究において，これまで科学的に分析されてこなかったヒップホップダンスの中の

一つの動作において，審査員の評価に影響を与える動作特性を抽出することに成功し

たことから，第四研究では，これらの方法論を別の動作に応用することを試みた． 

ヒップホップダンスには，ヒップホップ音楽のリズムに合わせて身体全体を上下に

動かしてリズムをとる特徴的な動作がある．この全身リズム動作は，ヒップホップダ

ンスにおいて最も基本的な技術であり，初心者のダンサーはまずこの技術の練習から

始める．そしてこの全身リズム動作を獲得した後，様々なステップやより複雑な動き

を練習していくのが一般的である．この全身リズム動作には，2 種類のリズムのとり

方が存在し，それぞれダウン動作，アップ動作と呼ばれている．音楽の強拍に合わせ

て，身体全体を下方に下げてリズムをとる動作をダウン動作，音楽の強拍に合わせて，

身体全体を上方に上げてリズムをとる動作をアップ動作という．Miura et al.（2011）

は，この全身リズム動作を課題として，異なる速さで実施した場合の熟練者と未熟練

者の動作を比較した研究を行っている．未熟練者では，速い速度でのアップ動作がダ

ウン動作に移行してしまう現象が観察され，その現象が運動スキルの熟練度と深く関
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係していると報告している．また，このような音と動作の関係を調査した感覚‐運動

協調ダイナミクスの視点から考えると，アップ動作はダウン動作よりも難易度が高い

動作であると報告している． 

ヒップホップダンスにおける全身リズム動作は，最も基本的な動作であり，この全

身リズム動作に下肢のステップを組み合わせることで，様々な技が作られる．言い換

えると，全身リズム動作の熟練者の動作特性などが抽出できれば，ステップ等を組み

合わせた様々な技の理解につながる可能性があると考えられる． 

第一研究，第二研究および第三研究では，上肢の動作に限局したウェーブ動作を課

題としたが，第四研究では，より複雑な全身動作である全身リズム動作に着目した．

第四研究では，第三研究までに得られた方法論を応用して，ヒップホップダンスの全

身リズム動作において，審査員の高い評価を獲得する熟練者の動作特性を抽出するこ

とを目的とした．  
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5.2 方法 

 

5.2.1 対象 

被験者は，ヒップホップダンスの熟練者 10 名，未熟練者 12 名であった（表 6）．

熟練者は 7.4±1.8 年のダンス経験があり，国内レベルのコンテストで受賞経験があ

るダンサーであった．未熟練者は，1.8±0.8 年のダンス経験があり，コンテストの受

賞経験はないダンサーであった．さらに主観的評価を実施するために，ダンスコンテ

ストでの審査員経験のある 10 名（審査員経験 10.2±3.7 年）が審査員として参加し

た．なお，被験者には研究の目的や測定の方法を十分に説明し，書面にて同意を得て

行った．本研究は名古屋大学総合保健体育科学センター倫理委員会の承認を得た． 

 

表 6 第四研究の被験者の特性 

 

 

 

5.2.2 手順 

ヒップホップダンスにおける全身リズム動作は，頸部，体幹，下肢の関節を屈曲・

伸展させて，身体全体の上下運動をリズムに合わせて繰り返す動作である．この全身

リズム動作は，リズムの取り方の違いによって 2 種類の動きに分類することができる．

一般的にダウン動作と呼ばれる動作は，音楽の強拍に合わせて，頸部，体幹，下肢を

屈曲させ，身体全体を下げる動作である（図 15-a）．反対にアップ動作と呼ばれる動

熟練者（n=10） 未熟練者（n=12）

年齢（歳）   21.0±3.2   21.3±0.9

性別（男性/女性） 5 / 5 7 / 5

身長（cm） 165.9±6.8 166.6±9.7

体重（kg）   58.4±4.7     60.4±10.2

経験年数（年）     7.4±1.8     1.8±0.8

コンテスト受賞経験 ある なし
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作は，強拍に合わせて，頸部，体幹，下肢を伸展させ，身体全体を上げる動作である

（図 15-b）． 

Miura et al.（2011）において報告されているように，ダウン動作はアップ動作よ

りも簡単な動作と考えれており，実際の指導現場においても，まずダウン動作の練習

を最初に行うことが多いため，第四研究ではダウン動作を課題として用いた．100 

beat per minutes （bpm）のメトロノームの音に合わせて，ダウン動作を 10 回繰り

返す動作を課題動作とした． 
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図 15．2 種類の全身リズム動作のリズムと動作の関係．(a) ダウン動作：強拍に合わ

せて，頸部・体幹・股関節・膝関節を屈曲させ，身体全体を下方に下げる．(b) アッ

プ動作：強拍に合わせて，頸部・体幹・股関節・膝関節を伸展させ，身体全体を上方

に上げる． 
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サンプリング周波数 120Hz の 10 台のカメラ（MX T20, VICON）によるモーショ

ンキャプチャシステムを用いて，一連のダウン動作を記録した．被験者は，スパッツ

等の身体に密着した衣服に着替え，12mm の反射マーカーを，頭頂（HEAD），左右

耳垂（EAR），第 7 頸椎棘突起（C7），第 7 胸椎棘突起（Th7），胸骨（STER），左右

上前腸骨棘（ASIS），左右上後腸骨棘（PSIS），左右大転子（HIP），左右膝関節裂隙

（KNEE），左右外果（ANKLE）を含めた全身 49 カ所に貼付した（図 16）． 

測定後，モーションキャプチャシステムによって得られたデータからスティックフ

ィギュアのアニメーションを作成し，10 人の審査員に採点をしてもらった．審査員

がダンサーの顔等で技術レベルを予想できてしまう等の主観的なバイアスを除くた

めに，審査員は被験者が行ったウェーブ動作のアニメーションを PC モニター上で観

察し，10 点満点の採点方法で評価を行った．その際，審査員間で情報を共有するこ

とはできないようにし，ランダムな順番で評価を行った． 
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図 16 反射マーカーの貼付位置 
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5.2.3 データ処理・統計処理 

 まず，モーションキャプチャシステムより得られた三次元座標から，身体重心

（COM）の垂直変位，頭頂部の垂直変位および前後方向の変位，頸部屈曲・伸展角

度（neck），体幹屈曲・伸展角度（trunk），股関節屈曲・伸展角度（hip），膝関節屈

曲・伸展角度（knee）を含む運動学的変数を算出した．図 17 に定義したベクトルと

各関節角度算出のための座標系を示す．まず，Zhead は，HEAD から左右 EAR の中点

に向かうベクトルとした．Zneck は左右 EAR の中点から C7 に向かうベクトル，Xneck

は左 EAR から右 EAR に向かうベクトルとした．Ztrunkは C7 から Th7 に向かうベクト

ル，Ytrunkは C7 から STER に向かうベクトル，Xtrunk は Zturnkと Ytrunkの外積で作られる

ベクトルとした．Xpelvis は左 ASIS から右 ASIS に向かうベクトル，Ypelvis は左右 PSIS

の中点から左右 ASIS の中点に向かうベクトル，Zpelvis は Ypelvis と Xpelvis の外積で作ら

れるベクトルとした．Zthighは右 HIP から右 KNEE に向かうベクトル，Zshank は右 KNEE

から右 ANKLE に向かうベクトルとした（図 17-a）． 

 head 角度の屈曲／伸展は，Xneck に垂直な平面内における Zhead と Zneckとのなす角度

とした．neck 角度の屈曲／伸展は，Xtrunkに垂直な平面内における Zneck と Ztrunk とのな

す角度とした．trunk 角度の屈曲／伸展は，Xpelvis に垂直な平面内における Ztrunk と Zpelvis

とのなす角度とした．hip 角度の屈曲／伸展は，Xpelvis に垂直な平面内における Zpelvis

と Zthighとのなす角度とした．knee 角度の屈曲／伸展は，Zthighと Zshankのなす角度とし

た（図 17-b）． 

 ダウン動作において，左右の下肢はほぼ同じ動きをするため，右下肢の関節角度の

み算出した． 

 また顔の傾き（face inclination）として，Xneck に垂直な平面内における Zhead と空間

座標系の Z 軸のなす角度を算出した． 
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図 17．(a) マーカー貼付位置と定義したベクトル，(b) head，neck，trunk，hip，knee の

関節角度の定義 
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算出した関節角度は，ダウン動作を 10 回繰り返したデータであるため，周期的な

データである．算出した head，neck，trunk，hip，knee の関節角度のすべての組

み合わせにおいて，関節角度変化のピークの位相のずれ（time lag）を算出した．あ

る典型的な neck の角度変化と trunk の角度変化の結果を図 18 に示す．ダウン動作

はそれぞれの関節において屈曲と伸展を繰り返す動作であり，課題は 10 回連続のダ

ウン動作であったため，neck と trunk の関節角度の屈曲・伸展ピークはそれぞれ 10

回ずつ存在する．図中に示した Text_trunkと Text_neckは，trunk また neck の関節角度

変化が伸展ピークに達した時間を示しており，このときの neck-trunk の time lag は，

Text_neckから Text_trunkを引いた値とした．この neck-trunk の time lag の値が負の値

の場合，neck の角度変化に比べ，trunk の角度変化が遅れているということになる．

伸展ピーク，屈曲ピークそれぞれで time lag を算出し，被験者ごとに平均した． 

 審査員の評価において，審査員間の信頼性を検定するために， inter-class 

correlation coefficients を使用した．また熟練者と未熟練者の比較には，対応のない

t 検定を用いて比較した．算出した time lag がゼロでないことを検定するために，母

平均の検定を行った．統計学的有意水準は 5%未満とした． 



82 

 

 

 

図 18 ダウン動作時の頸部角度変化と体幹角度変化の典型的結果 
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5.3 結果 

 

 審査員の評価結果を表 7 および図 19 に示す．熟練者は，未熟練者と比べ有意に高い

審査員の得点を獲得した（p < 0.01）．また，審査員の評価における inter-class 

correlation coefficient は 0.700（95%CI = 0.517-0.846, p < 0.05）であった． 

 次に COM の垂直方向の最大変位，頭頂部（HEAD）の垂直方向および前後方向の最

大変位を表 7 および図 20 に示す．COM と HEAD の垂直方向の最大変位に有意な差は

なかった．HEAD の前後方向の最大変位においては，熟練者は未熟練者よりも有意に

大きい値を示した（p < 0.05）． 

 head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の変化量と face inclination の変化量を

表 7 および図 21 に示す．head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の変化量に有意

な差はなかったが，face inclination のみ，未熟練者よりも熟練者で有意に大きな値を

示した（p < 0.05）． 

 10 回繰り返したダウン動作の head，neck，trunk，hip，knee の関節角度データか

ら算出した time lag の結果を表 8 および図 22 に示す．5 つの関節角度のすべての組み

合わせの time lag を算出したところ，head-trunk，head-hip，head-knee，neck-trunk，

neck-hip，neck-knee の time lag において，熟練者は未熟練者よりも有意に小さい値

を示した（p<0.01）．またこれら 6 つの組み合わせ（head-trunk，head-hip，head-knee，

neck-trunk，neck-hip，neck-knee）の time lag において，熟練者も未熟練者もゼロで

はないことが確認された（p < 0.01）． 

 本研究で用いたメトロノームの速さは 100bpm であった．よってダウン動作の 1 周

期は 0.6sec であり，さらに 0.3sec で半周期となる．図 22 より，6 つの組み合わせ

（head-trunk，head-hip，head-knee，neck-trunk，neck-hip，neck-knee）の time lag

において，未熟練者の位相のずれはほぼ半周期程度であり，熟練者においては 1/4 周期

程度の time lag があることが分かる． 
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 ダウン動作中の，HEAD，Th7，HIP，KNEE のマーカーの軌跡を図 23 に示す．Th7，

HIP，KNEE の軌跡は熟練者と未熟練者で大きな違いはなかった．HEAD の軌跡は，

未熟練者では垂直方向のみに直線的に軌跡を描いたことに対し，熟練者では垂直方向お

よび前後方向に曲線的に軌跡を描いた．
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表 7 各被験者の審査員の評価結果，身体重心（COM）および頭頂部（HEAD）の垂直・前後変位，各関節角度変化の結果 

 

COM

垂直変位

HEAD

垂直変位

HEAD

前後変位
head neck trunk hip knee

face

inclination

熟練者1 6.0 10.1 21.8 15.8 28.7 10.9 65.3 18.1 66.4 20.9

熟練者2 5.5 7.8 18.8 11.9 14.0 22.1 64.7 8.4 56.3 26.4

熟練者3 5.4 6.0 10.4 11.5 6.1 9.5 43.8 5.6 47.7 35.0

熟練者4 6.0 6.4 14.1 10.1 11.4 10.6 46.4 6.3 52.0 14.7

熟練者5 5.9 7.7 17.4 13.1 10.1 8.9 52.4 10.2 58.9 22.1

熟練者6 5.5 7.0 18.1 12.5 12.1 32.5 27.6 11.5 60.8 39.2

熟練者7 5.7 7.8 12.7 11.1 6.1 10.4 24.5 31.4 64.7 31.3

熟練者8 6.3 6.0 14.8 10.5 19.9 6.9 62.8 28.3 78.6 14.8

熟練者9 6.9 8.2 16.6 13.6 19.7 20.7 60.7 24.7 69.4 33.3

熟練者10 6.3 9.6 15.8 11.7 7.6 7.3 36.1 4.4 52.3 18.3

未熟練者1 3.7 6.9 18.2 10.6 15.3 26.2 66.6 11.7 51.5 14.1

未熟練者2 3.6 7.6 14.6 4.7 9.9 21.5 24.7 32.0 68.8 13.3

未熟練者3 5.0 6.8 18.7 5.0 15.2 14.2 48.1 7.9 59.4 9.1

未熟練者4 4.5 10.2 14.5 7.3 19.3 11.2 60.1 7.0 49.8 7.3

未熟練者5 2.7 4.9 16.8 6.3 24.6 12.8 44.0 17.5 62.5 18.0

未熟練者6 2.9 5.6 10.9 6.4 19.0 18.0 63.6 10.6 55.8 13.0

未熟練者7 4.5 4.5 20.1 10.0 7.6 12.6 24.3 20.1 60.3 22.7

未熟練者8 3.6 9.1 20.4 13.5 29.7 19.5 45.8 8.5 48.2 22.3

未熟練者9 3.0 5.7 15.9 7.6 22.4 20.3 58.0 24.3 61.3 19.3

未熟練者10 2.3 2.9 19.5 11.3 26.7 24.5 68.3 21.3 65.3 22.3

未熟練者11 4.1 8.1 11.0 8.7 12.7 13.5 36.3 7.7 54.3 10.3

未熟練者12 5.0 6.5 16.1 4.7 8.7 9.3 28.7 6.3 47.3 8.4

熟練者 平均（標準偏差） 6.0 (0.5) 7.6 (1.4) 16.0 (3.3) 12.2 (1.7) 13.6 (7.2) 14.0 (8.3) 48.4 (15.3) 14.9 (10.0) 60.7 (9.3) 25.6 (8.7)

未熟練者 平均（標準偏差） 3.7 (0.9) 6.6 (2.1) 16.4 (3.2) 8.0 (2.9) 17.6 (7.3) 17.0 (5.5) 47.4 (16.2) 14.6 (8.3) 57.1 (7.0) 15.0 (5.7)

関節角度変化（°）変位（°）
審査員の

評価
（点）
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表 8 各被験者の head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の全ての組み合わせの time lag の結果 

 

head-neck head-trunk head-hip head-knee neck-trunk neck-hip neck-knee trunk-hip trunk-knee hip-knee

熟練者1 0.04 0.03 0.06 0.08 0.21 0.20 0.25 0.06 0.00 0.00

熟練者2 0.00 0.10 0.17 0.12 0.22 0.19 0.23 0.14 -0.01 -0.01

熟練者3 0.00 -0.04 0.02 0.03 0.06 0.09 0.09 0.29 0.00 -0.01

熟練者4 0.01 0.13 0.19 0.13 0.12 0.10 0.10 0.13 -0.01 0.00

熟練者5 0.03 0.18 0.27 0.13 0.24 0.21 0.24 0.06 -0.01 0.00

熟練者6 0.16 0.08 0.11 0.15 0.07 0.09 0.02 0.02 -0.01 -0.03

熟練者7 0.06 0.01 0.05 0.04 0.08 0.10 0.08 0.02 0.02 -0.02

熟練者8 0.09 0.11 0.27 0.13 0.21 0.20 0.23 0.08 -0.02 -0.01

熟練者9 0.14 0.10 0.14 0.12 0.05 0.08 0.03 0.10 0.00 0.00

熟練者10 0.07 -0.03 0.01 0.19 0.12 0.11 0.16 0.02 -0.02 -0.02

未熟練者1 0.06 0.30 0.30 0.29 0.24 0.28 0.23 0.25 -0.01 0.04

未熟練者2 0.06 0.28 0.30 0.31 0.35 0.28 0.27 0.12 0.00 -0.01

未熟練者3 0.03 0.30 0.28 0.26 0.31 0.31 0.30 0.16 -0.01 -0.01

未熟練者4 0.03 0.25 0.25 0.28 0.22 0.26 0.33 0.02 -0.01 -0.02

未熟練者5 0.03 0.28 0.28 0.27 0.28 0.25 0.24 0.10 -0.01 -0.01

未熟練者6 0.00 0.29 0.29 0.29 0.25 0.22 0.29 0.06 0.00 0.00

未熟練者7 0.02 0.29 0.29 0.25 0.27 0.27 0.22 0.24 -0.01 -0.06

未熟練者8 0.05 0.22 0.22 0.20 0.23 0.27 0.22 0.15 -0.02 0.00

未熟練者9 0.00 0.27 0.27 0.29 0.28 0.29 0.27 0.05 -0.01 -0.01

未熟練者10 0.02 0.30 0.30 0.26 0.27 0.26 0.25 0.23 -0.02 -0.01

未熟練者11 0.02 0.27 0.27 0.28 0.25 0.28 0.25 0.27 -0.02 -0.03

未熟練者12 0.09 0.32 0.32 0.31 0.20 0.26 0.24 0.03 0.01 -0.01

熟練者 平均（標準偏差） 0.06 (0.06) 0.07 (0.07) 0.13 (0.10) 0.11 (0.05) 0.14 (0.07) 0.14 (0.05) 0.14 (0.09) 0.09 (0.08) -0.01 (0.01)-0.01 (0.01)

未熟練者 平均（標準偏差） 0.03 (0.03) 0.28 (0.03) 0.28 (0.03) 0.27 (0.03) 0.26 (0.04) 0.27 (0.02) 0.26 (0.03) 0.14 (0.09) -0.01 (0.01) -0.01 (0.02

time lag（s）
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図 19 審査員の評価結果の比較 

 

 

 

図 20 身体重心および頭頂（HEAD）の変位
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図 21．head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の変化量と，face inclination の変化量．face inclination は頭部の垂直方向のベク

トル（Zhead）と固定座標系の垂直軸（Z 軸）のなす角度を指す． 
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図 22．head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の全ての組み合わせの time lag 
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図 23．HEAD，EAR，C7，Th7，HIP，KNEE，ANKLE，TOE マーカーと HEAD，

Th7，HIP，KNEE の軌跡．実線はダウン動作時の HEAD が下方に最大に変位した時，

点線は HEAD が上方に最大に変位した時のスティックフィギュアを表す． 
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5.4 考察 

 

 本研究では，審査員の高い評価を獲得するような熟練したパフォーマンスには，ある

共通した動作特性が含まれており，その動作特性はパフォーマンスの評価と密接に関係

しているのではないかと仮定した．第一研究，第二研究および第三研究で分析した上肢

のウェーブ動作において，審査員の評価に影響する動作特性の抽出に成功したことから

も，ヒップホップダンスにおける全身リズム動作にも，審査員の高い評価を獲得する熟

練者のパフォーマンスに共通する動作特性が存在すると考えられた．全身リズム動作は，

周期的な動作であるため，身体の関節角度や運動の大きさだけでなく，時間的な指標も

算出し，熟練者と未熟練者で比較した． 

 まず，高い信頼性が認められた審査員の評価において，熟練者は未熟練者と比べ有意

に高い得点を獲得した．つまり，全身リズム動作におけるダンサーの技術レベルは，審

査員によって明確に区別することができたと考えられた． 

身体運動の大きさを示す，身体重心の垂直方向の最大変位，頭部の垂直方向の最大変

位，また head，neck，trunk，hip，knee の関節角度の変化量では，熟練者も未熟練

者も有意な差はなかった．これらのことから，身体運動の大きさが，高い評価を獲得す

る熟練者と未熟練者の違いを示す，重要な要素ではないと考えられた． 

次に各関節角度の位相のずれを示す time lag では，全ての被験者において，体幹・

下肢（trunk，hip，knee）の角度変化に対し，頭部（head，neck）の角度変化には

位相のずれがあることが分かり，また未熟練者では熟練者よりも有意に位相のずれが

大きかった（p<0.01）．結果より，未熟練者の time lag はおよそ半周期であり，体幹・

下肢の角度変化と頭部の角度変化が逆位相になっていることが分かった．これに対し

熟練者の位相のずれは，およそ 1/4 周期のずれであり，体幹・下肢の角度変化に対し，

頭部の角度変化がわずかに，また有意に（p < 0.01）遅れることを示した． 

体幹・下肢に対し，頭部の角度変化が逆位相になるということは，体幹・下肢に対
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して頭部が相対する方向に運動するということである．つまり，頭部の関節運動は，

体幹・下肢の関節運動によって相殺されるため，空間座標系における Z 軸に対する顔

の傾きを示す face inclination の角度は，熟練者と比べ未熟練者では有意に小さい値

を示したと考えられる（図 21）．つまり体幹・下肢の関節運動に対して頭部の関節運

動が逆位相となっていた未熟練者は，観る者にとっては顔の傾きはほとんどが変わら

ない状態でダウン動作を遂行していたと考えられた．そのため，頭頂部（HEAD）の

軌跡も直線的な軌跡を描いたと考えられた（図 23）． 

一方，熟練者においては体幹・下肢に対し頭部の角度変化の位相がわずかに遅れる

という動作特性を示した．身体各部（HEAD，Th7，HIP，KNEE）の軌跡を見ると，

体幹・下肢（Th7，HIP，KNEE）では熟練者と未熟練者で大きな違いは見られず，

頭頂部（HEAD）のみ異なる軌跡を示した．熟練者における曲線的な頭頂部の軌跡は，

体幹・下肢に対する頭部の位相のずれが原因であると考えられた． 

速いボールを投げる等を目的とする動作では，末端の速度を効率的に得るために，

一般的に近位部から始まった運動が段階を踏んで遠位部に伝わる特徴的なパターン

を示す．このような近位部と遠位部の運動に時間の差が生じる動作パターンは，ダン

スなどにおける表現を目的とした動作においては，滑らかさを表現する場合に用いら

れることもある．水村ら（2005）は，クラシックバレエの『白鳥の湖』における鳥

の羽ばたきを表現した手の動きを分析しており，熟練したダンサーは近位部の関節角

度変化のピークと遠位部の関節角度変化のピークの出現時間に差が見られたことを

報告した．この結果から，水村ら（2005）は，この鳥の羽ばたきを表現した手の動

きは，近位の関節が遠位の関節に先行して動く『ムチ動作』に類似しており，表現上

の合目的性をもって動作が遂行されていると述べている．ヒップホップダンスの全身

リズム動作における熟練者の動作特性はこの結果と類似しており，第四研究の結果か

ら得られた体幹・下肢と頭部の関節運動の位相のずれは，滑らかな頭部の運動を表出

するために行われていたのではないかと考えられ，この位相のずれが頭部の曲線的な
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動きを生み出していたと考えられる．審査員からの高い評価を獲得した熟練者に共通

していた動作特性はこの位相のずれと頭部の曲線的な動きであり，これらの動作特性

が，審査員からの高い評価を獲得する鍵となる特性であることが示唆された． 

ヒップホップダンスの練習において，多くの指導者はリズムに合わせて膝を曲げて

全身を上下させるように指導するのが一般的である．多くの指導書にも同様のことが

記載されている．しかし，第四研究の結果から，高いレベルのパフォーマンスには頭

部の位相のずれが含まれていることが分かったため，実際の指導現場において，指導

者はもっと頭部の動きに着目するべきであると考えられた． 

またヒップホップダンスにおける多くの技は，この全身リズム動作と下肢のステッ

プを組み合わせた動作である．そのため，この全身リズム動作における熟練者の動作

特性は，ヒップホップダンスの多くの技においても基礎的な情報を提供できると考え

られた． 
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第 6 章 総括的討論 

 

 本研究で取り上げたヒップホップダンスは，1.1 で述べたように，比較的新しい種

類のダンスであり，若者を中心に人気が広がっている一方で，指導現場では様々な問

題が生じている．日本では小・中学校の授業でダンスの授業が必修化されており，本

研究で取り上げたヒップホップダンスもダンスの授業の採択科目として取り入れら

れている．中村（2009）の報告によると，ヒップホップダンスは，ダンスの授業に

採択される割合が高い一方で，指導できる教員が少ない，ビデオ映像等の踊りを模倣

させるだけの授業が展開されている，といった問題が挙げられている．さらに学校の

授業だけでなく，一般的なヒップホップダンス未熟練者の練習場面においても，熟練

者の動きを見様見真似で練習することが多く，体系的な練習のプログラムや，効率の

良い練習方法はまったく検討されていない．Kransow et al.（2009）は，ダンスパフ

ォーマンスのトレーニングプログラムの開発を実現するためには，そのパフォーマン

スを評価できる信頼性のある評価システムを開発する必要があると述べている．よっ

て練習方法を開発するためには，そのパフォーマンスを客観的に評価できる評価シス

テムについて検討する必要があると考えられた． 

 国際的な大きなコンテストを成功させるためには，観客も選手も納得できる評価を

行う必要があるが，これまでのコンテストにおいては，客観的な評価手順なしに，審

査員の主観に頼った評価がなされてきた．しかし，経験のある審査員の評価にはある

程度の一貫性があることから，審査員はダンスパフォーマンスの中に含まれる共通し

た，何らかの要素に着目して，評価を行っているのではないかと仮定した． 

そこで，本研究では，ヒップホップダンスの動作を分析し，審査員の評価と動作特

性の関係を調査し，客観的な評価手順を開発するための，基礎的な情報を得ることを

目的とした． 

 まずヒップホップダンスにおけるウェーブ動作について検討した．本研究の結果か
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ら，ウェーブ動作においては，ウェーブを伝搬させる速度が一定かどうか，振幅が一

定かどうか，表出される波形は正弦波かどうか，という指標が，技術レベルを区別で

きる指標であり，さらには審査の評価との関連も深いということを明らかにできた．

中でも伝搬する速度が一定かどうかという指標は，最も審査員の評価に影響を与える

と考えられた．その一方で，各関節角度の変化量や各関節の垂直変位については，技

術レベルを区別できるような指標ではないという結果が得られた．これらのことから，

審査員は，個々の関節角度や変位に注目して評価を行っているわけではなく，それら

から表出される波の形に注目していると考えられた．Krasnow & Chatfield（2009）

は，モダンダンスのパフォーマンスに対し，個々の関節の動かし方を含むいくつかの

項目を作成し，項目ごとに点数化する，新しい評価システムの開発の研究を行った．

この評価システムを用いた評価結果の検者間信頼性の級内相関係数は 0.94 であった

ことからも，モダンダンスにおいては客観的な評価システムとして利用できると考え

られている．しかし本研究の結果から，ヒップホップダンスのウェーブ動作において

は，個々の関節の動かし方ではなく，どれだけ物理的に定常な波に近い動きをしたの

かという指標が，審査員が共通して注目していた重要な指標であったことから，

Krasnow & Chatfield（2009）が提案した，モダンダンスの評価システムとは異なる

項目を評価項目に提案する必要があると考えられた．  

 Koutedakis et al.（2007），Chatfield（2009），Krasnow & Chatfield（2009）に

よって開発されたモダンダンスの評価システムは，ダンスパフォーマンスの基本的な

要素をいくつかの項目に分けて点数化し，評価結果の信頼性を検討しているが，点数

化した評価と実際の運動学的指標の関係については検討されていない．本研究におい

ては，まず技術レベルを区別することができる指標について検討した．次に，それら

の指標が審査員の評価とどのような関連があるのかを調査した．仮に技術レベルを区

別できる指標であっても，審査員の評価に全く関係がなければ，客観的な評価を可能

にする指標として利用できないのではないかと考えた．本研究で抽出した 3 つの指標
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のような，技術レベルを系統的に区別することができ，なおかつ審査員の評価に伴っ

て変化する指標を用いた評価手順を開発すれば，より客観的な評価を可能にすると考

えられた． 

 次に，本研究におけるウェーブ動作の分析結果について，練習方法の開発という視

点から検討する．ヒップホップダンスの多くの練習場面では，熟練者のパフォーマン

スを模倣して反復練習を行う，という練習方法が一般的である．ウェーブ動作の練習

場面においても，同様である．しかし，本研究から得られたウェーブ動作の結果から，

審査員の高い評価を獲得するための効率の良い練習方法について，いくつかの示唆を

与えることができる．まず，熟練者のウェーブ動作を模倣する際に，波を伝える速さ

を一定にするということに意識を集中する必要があるだろう．ウェーブ動作は，上肢

の異なる距離に位置する 6 つの関節を上下に動かすことで，滑らかな波を表出する動

作である．それぞれの関節間距離が異なるため，一定のタイミングで関節を上下運動

させていては伝搬する速度は一定にはならない．次に，各関節を上下に動かす幅，つ

まり振幅についても，一定にする必要がある．振幅の大きさの大小ではなく，一定で

あることが重要である．そして，各関節の上下運動によって描かれる波形も正弦波の

ようにゆがみが少なく滑らかであることが理想であり，これらの点に注意して練習を

行えば，効率良く審査員の高い評価を獲得できる可能性があると考える．このように，

審査員の評価によってパフォーマンスの優劣がつけられるダンスにおいて有効な練

習方法を開発するためには，審査員の評価に関連が深い動作特性の抽出が不可欠であ

ると考える．本研究では，客観的な評価手順が確立されていないヒップホップダンス

の中の 1 つの動作において，客観的な評価基準の確立のための基礎的な情報を提供す

ることに成功した．さらに，本研究の方法論を発展させていくことで，ヒップホップ

ダンスの他の様々な動作においても，審査員の評価に関連が深い動作特性を見つけ出

すことができると考える．様々な動作において，審査員の評価に関連が深い動作特性

を抽出することができれば，客観的な評価手順の開発のための科学的根拠となり得る
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可能性があると考える． 

 次に，ヒップホップダンスにおけるダウン動作について，審査員の評価と熟練者の

動作特性について検討した第 5 研究においては，ウェーブ動作における方法論のダウ

ン動作への応用を試みた．その結果，ダウン動作における熟練者の特性は，頭部の動

きが，体幹・下肢の動きの位相に対し，わずかに遅れることが明らかとなり，またこ

の位相のわずかなずれが，頭部の曲線的な軌跡を生み出していることが明らかとなっ

た．これらの動作特性が，熟練者に共通する動作特性であり，審査員から獲得する高

い得点に関係があると考えられた．また，ウェーブ動作と同様，ダウン動作において

も，個々の関節角度の変化量や身体重心の変位などは熟練者と未熟練者の間に差はな

かったことから，審査員は，個々の関節の動きに注目して評価しているのではなく，

位相のずれによって表出される頭部の曲線的な軌跡や，頭部とそれ以外の相対的な動

きに注目しているのではないかと考えられる．さらにヒップホップダンスの様々な技

は，このダウン動作に下肢のステップなどを組み合わせたものが多い．よって本研究

によって得られたダウン動作の熟練者の特性は，ダウン動作と組み合わされて演技さ

れる多くの技において，有効な，基礎的なデータとなり得ると考えられる．  

 ダウン動作の練習場面において，指導者は，『音に合わせて膝を曲げて，リズムに

乗るように』と指導する．また一般的なヒップホップダンスの指導書にも同様の記載

がある．本研究の結果から，熟練したダンサーのダウン動作において，頭部の動きが

他の部分に対しわずかに遅れ，さらにそれが頭部の曲線的な動きを表出しているとい

う動作特性が得られたことから，より高いレベルで指導する場合には，指導者は頭部

の動きにもっと注目して指導する必要があると考えられた．またその頭部の曲線的な

動きを表出するためには，位相のずれに着目する必要があると示唆された．このよう

に，熟練者の動きを見様見真似で練習していたヒップホップダンスにおいて，審査員

の高い評価と関連がある動作の特徴を抽出することができれば，動作の中の重要な要

素を指摘することができ，そこに意識を集中して練習することで，効率良く審査員の
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評価を上げることが可能になるだろう． 

 本研究では，ヒップホップダンスの中でも，基本的な動作であるウェーブ動作とダ

ウン動作を分析し，審査員の評価と関連のある動作特性を抽出することに成功した．

特にウェーブ動作においては，それまでヒップホップダンスの動作を分析した研究が

行われていない中での最初の試みであり，審査員の評価と関連のある動作特性を抽出

するための方法論を開発したと言える．またその方法論が応用可能かどうか検証する

ために，ダウン動作においても，ウェーブ動作の方法論を用いて分析を行った．その

結果，審査員の高い評価と関係のある動作特性を抽出することに成功したことからも，

この方法論が他の動作に応用可能であることが示された． 

体操やフィギュアスケートのように，より多くの参加者が集まる，世界レベルの大

会が行われるためには，客観的な評価手順が不可欠であるが，今後，ヒップホップダ

ンスにおける様々な動作において，審査員の評価と動作特性の関係を調査することが

できれば，客観的な評価手順の開発が可能になると考えられる．また客観的な評価手

順が規定されれば，学校の授業で成績をつける際に，ヒップホップダンスに熟練して

いない教員でも共通して評価を行うことが可能になると考えられ，さらには指導現場

においても，効率の良い練習方法の提示など，有益な情報を提供することができると

考える．本研究では，ヒップホップダンスにおいて審査員の評価に影響を与える動作

特性を抽出することができたが，今後は，その動作特性をどのように練習法に応用す

るのかを検討する必要があり，具体的な練習法の開発が必要になると考えられる． 
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