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ジ、グルートブリッジ、およびデッドリ
フトなど、ランナーに広く用いられて
いる筋力向上エクササイズが、主に矢
状面上で行なわれる動作を通じて股関
節伸展筋群を強化するものである点は
注目に値する（3）。
　しかし、これらの主に大殿筋を強化
するエクササイズが股関節の伸展筋力
の向上に重要であることは間違いない
が、矢状面上の動作に重点を置くこと
は、外側にある 2 つの殿筋、すなわち中
殿筋と小殿筋の筋力不足に繋がる可能
性がある。これらの筋の筋力不足は特
にランナーにおいて広く認められ、代
謝効率とランニングエコノミーの低さ
（5）、ならびに腸脛靭帯症候群（6）、腰痛
（4）、および足底筋膜炎など（21）、ラン
ナーに多いオーバーユース障害に関与
している。

外側の殿筋群の解剖学と機能
　大殿筋（図 1 ）の深層に位置するの
が、2 つの外側の殿筋群、すなわち中殿
筋と小殿筋である。2 つのうち、より
大きい中殿筋（図 2 ）は、大腿筋膜の下
に位置する。腸骨稜の大半に沿って幅
広く起始し、次第に狭まりながら大腿
骨大転子の外側部に停止する。中殿筋
の深層にある、より小さい筋の小殿筋
（図 3 ）は、腸骨の殿筋面に起始し、大転
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要約
　殿筋群の筋力向上エクササイズ
は、ランニングのパフォーマンスを
向上させる目的で広く用いられてい
る。しかし、ランニングは主に矢状
面上で行なわれる動作であるため、
そのような筋力向上エクササイズに
おいては、大殿筋、および大殿筋が股
関節伸展筋として地面反力を生み出
す作用に重点が置かれる。一方で、
外側の殿筋群である中殿筋および
小殿筋の筋力不足がランナーにお
いて広くみられる。本稿では、外側
の殿筋群がランニングの運動学、パ
フォーマンス、および傷害に果たす
役割を探求し、ストレングス＆コン
ディショニング専門職、スポーツ医
学専門職、および理学療法士のため
の示唆を提供する。またその上で、
ランナーにおける中殿筋と小殿筋の
筋力向上のための提言を行なう。

序論
　下肢と中軸骨格を結ぶ股関節は、ラ
ンニングのメカニクスに不可欠な構造
である。この球関節に関与する 20 以
上の筋のうち（3）、殿筋群はおそらくラ
ンニングのパフォーマンスに最も重要
である。大殿筋、中殿筋、および小殿筋

からなる殿筋群は、股関節における最
大の筋群である。これらの筋群は総合
的に、大腿骨が矢状面、前額面、および
水平面の 3 つの動作平面すべてで動作
することを可能にし、伸展、屈曲、外転、
内転、内旋、および外旋動作を生み出し
ている（16）。
　ランニングは主に矢状面上で行なわ
れる動作であり、股関節伸展が基本的
な動作パターンとなる。股関節伸展は、
身体を前進させるのに必要な地面反力
を生み出す上で大きな役割を果たして
いる。股関節は、滞空局面後期から支
持局面初期にかけて伸展する際に、地
面を押し下げる力を生み出し、それが
身体に跳ね返ることで非支持脚の遊脚
局面に推進力をもたらす。地面に加え
られる鉛直方向の力は、走速度の主要
な決定因子である（10）。
　大殿筋は、仙骨後面の外側部、腸骨の
後部、および胸腰筋膜に起始し、腸脛靭
帯および大腿骨の殿筋粗面に停止す
る。股関節の主要な伸展筋として作用
し、3 つの殿筋のうち最も大きく力強
く、また最も表層に位置する筋である
（22）。したがって、ランナーやスポー
ツ専門職が長らく大殿筋の筋力向上に
重点を置き、力発揮、走速度、およびパ
フォーマンスの向上手段としてきたこ
とは驚きではない。スクワット、ラン
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子の前外側部に停止する（3）。
　この 2 つの筋は主要な股関節外転筋
として作用し、大腿骨を身体の中心線
から遠ざける動きをする（3）。中殿筋
は最大の股関節外転筋であり、股関節
外転筋群の総横断面積の約 60％を占
める。小殿筋は約 20％を占める（19）。
　小殿筋は、前部線維と後部線維
の 2 つのセグメントで構成される。中
殿筋は、前部線維、中部線維、および後
部線維の 3 つのセグメントからなる。
いずれの線維も股関節外転に寄与す
るが、個々のセグメントはそれぞれ固
有の機能を有し、独立して活動するこ
ともできる。その解剖学的位置から、
中殿筋と小殿筋の前部線維は内旋を補
助し、両筋の後部線維は外旋を行なう
（16）。中殿筋の中部線維は外転に加え、
内旋と外旋に寄与する（24）。また小殿
筋の前部線維も、特に股関節の屈曲時
に内旋を補助する。中殿筋と小殿筋の
後部線維は股関節伸展にも寄与する
（16）。

ランニングにおける外側の殿筋群の
貢献
　ランニングにおいて外側殿筋群が担
う主な機能は、走行サイクル全体を通
して股関節を安定させることである。
　筋電図の測定結果は、中殿筋の活動
が走行サイクルの初期に最大になるこ
とを示唆している（23,25）。足の接地
時に、中殿筋は伸張性筋活動によって
股関節内転を制御し、次いで支持局面
から推進局面にかけては短縮性筋活動
によって股関節外転を行なう（2）。中
殿筋の活動レベルは、走速度の増加に
伴って高くなることが観察されている
（23）。
　走行サイクルの中期から後期にかけ
ては、小殿筋が股関節の安定化を補助
する（9）。筋電図は、後部線維が主に
走行サイクルの最初の 20％において
動員される一方、前部線維は立脚局面
後期に動員されることを示している
（24）。また中殿筋と小殿筋ともに、よ
り後部の線維はランニングの立脚局

図 1　大殿筋の解剖学。殿筋群のうち最
も大きく、最も表層に位置する大殿筋は、
後殿筋線より後方の腸骨面、および仙骨と
尾骨の後下面など、複数の骨盤面を起始と
し、大腿骨の殿筋粗面および腸脛靭帯に停
止する。

図 2　中殿筋の解剖学。大殿筋の深層に
位置する中殿筋は、腸骨稜の大半に沿って
起始し、次第に狭まりながら大腿骨大転子
の外側部に停止する。

図 3　小殿筋の解剖学。中殿筋の深層に
位置する小殿筋は、3つの殿筋のうち最も
小さく、腸骨の殿筋面に起始し、大腿骨大
転子の前外側部に停止する。

面における股関節伸展にも寄与する
（14）。
　中殿筋と小殿筋が発揮するピーク
フォースを合計すると、大殿筋の 3.5 倍
に達する。これは外側の殿筋群が、ラ
ンニングにおいて股関節が 3 つの動作
平面すべてで行なう動作に寄与してい
るためと考えられる（14）。
　外側の殿筋群の筋力不足は、大腿の
内転増大と前額面における骨盤の下降
に寄与する可能性があり、後者は代謝
効率の低下をもたらすため、結果とし
てランニングの速度とパフォーマンス
に悪影響を及ぼしうることが明らかに
なっている（5）。

傷害予防とリハビリテーションに
及ぼす影響
　外側の殿筋群の筋力不足がもたらす
不安定性は、同時にランニングにおけ
る衝撃力を示す鉛直地面反力のピーク
値を増大させ、身体がこれらの力を適
切に吸収する能力を低下させることが
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明らかになっている。その結果、下肢
の傷害リスクが高まるおそれがある
（2）。
　股関節の外転筋力不足が腸脛靭帯症
候群に与える役割については議論が継
続中であるが（1,6）、中殿筋の筋力不足
は、特に膝外反、すなわち動的なQアン
グルを増大させ、理論上は腸脛靭帯に
過度の張力をもたらして、腸脛靭帯と
大腿骨の摩擦を引き起こすリスクを高
めることが明らかになっている。動的
なQアングルとは、変化する大腿四頭
筋の力線を指し、上前腸骨棘と膝蓋骨
の中点を結ぶ線によって表される。摩
擦を起こす可能性が最も高くなるの
は、地面反力を吸収するために最大の
減速が生じる走行サイクルの立脚局面
初期である（6）。
　また動的なQアングルの増大は、着
地時における前十字靭帯損傷のリスク
を高めるほか（11）、膝蓋大腿関節のト

ラッキング不良を引き起こし、それが
慢性障害に繋がる可能性がある（12）。
筋電図の測定結果から、膝蓋大腿関節
痛を有する女性は膝痛のない女性と比
べて、ランニングにおける中殿筋の活
動タイミングが遅く、活動時間も短い
ことが明らかになっている（27）。また
別のメタ分析では、股関節外転筋群の
筋力向上が膝蓋大腿関節痛を有する患
者の痛みを緩和し、機能を改善しうる
というエビデンスが明らかになってい
る。ただし著者らは、高度なトレーニ
ングを積んだアスリートで膝蓋大腿関
節痛を有する人を対象とした研究が不
足していると指摘している（20）。
　その他、股関節外転筋群の筋力不足
は腰痛（4）および大転子痛症候群の発
生リスク増大にも関連づけられており
（8）、中殿筋と小殿筋を含む股関節外転
筋群および伸展筋群の筋力向上は、足
底筋膜炎の疼痛緩和に効果的であるこ

とが明らかになっている（13）。

ランナーにおける外側の殿筋群の
筋力向上：提言
　外側の殿筋群の機能と、それらがラ
ンニングメカニクスおよび傷害リスク
に果たす役割から、股関節の外転、外
旋、およびある程度の内旋を伴うエク
ササイズが中殿筋と小殿筋の活動を引
き起こし、両筋の筋力不足を改善しう
ることは明らかである。
　ヒップヒッチ（図 4 ）、ヒップヒッチ
withトゥタップ（図 5 ）、およびヒップ
ヒッチwithレッグスイング（図 6 ）は、
中殿筋と小殿筋のすべてのセクション
に高い筋活動を引き起こすことが明ら
かになっている（7）。ウォールプレス
（図 7 ）も同じく中殿筋の後部線維に高
い筋活動を引き起こすことが明らかに
なっている（17）。これは、外側の殿筋
群が片脚支持における支持脚の安定化

図 4　ヒップヒッチ。丈夫なベンチかス
テップの端に真っ直ぐに立ち、体重を片脚
に乗せる。両足を一直線上に置いたまま、
反対側の脚をベンチの横へ浮かせる。（A）
そこから支持脚を完全に伸ばした状態で
反対側の股関節を傾け、浮かせた脚を床に
向かって数インチ下ろす。（B）一瞬静止し
たのち、股関節を引き上げて今度は浮かせ
た脚を支持脚よりやや高くする。この間、
支持脚の股関節は完全伸展を維持する。
全レップを完了したら反対側で繰り返す。

図 5　ヒップヒッチwithトゥタップ。（A）
両足の前に背の低い物体（約 6 ～ 8 インチ

［約 15 ～ 20 cm］）を置いて真っ直ぐに立
ち、体重を片脚に乗せ、反対側のつま先を
立ててバランスをとる。（B）そこから非支
持脚の股関節を引き上げ、足を上前方に動
かして物体につま先で触れる。一瞬静止
したのち、股関節を下ろす。この間、支持
脚の股関節は完全伸展を維持し、中殿筋の
活動を高める。全レップを完了したら反
対側で繰り返す。

図 6　ヒップヒッチwithレッグスイング。
（A）真っ直ぐに立ち、体重を片脚に乗せ
る。反対側の股関節を伸展させ、支持脚の
かかとと一直線上に並ぶ位置でつま先を
立てる。（B）股関節を屈曲させて足を前方
へ動かし、今度は支持脚のつま先と並ぶ位
置でかかとを立てる。この間、支持脚の股
関節は完全伸展を維持し、中殿筋の活動を
高める。全レップを完了したら反対側で
繰り返す。
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に大きな役割を果たしているためと考
えられる。
　中殿筋の高い筋活動を引き起こすの
は、シングルレッグ・ブリッジ（図 8 ）、
クラムシェル（図 9 ）、サイドプランク
withヒップアブダクション（図 10 ）、お
よびサイドライイング・ヒップアブダ
クション（図 11 ）である（26）。サイド
ライイング・ヒップアブダクションは、
小殿筋の後部線維にも高い筋活動を引
き起こす（15）。
　しかし、ランニングは多関節動作を
伴うダイナミックな動作であるため、
多関節エクササイズを用いてランナー
の外側の殿筋群を強化することも重要
である。片側性のクローズドチェーン
エクササイズは、特にランナーにとっ
て競技特異的であると考えられる。こ
れらのエクササイズは、外側の殿筋群
が股関節を安定化させる能力を機能的
に、ランニングの片脚支持局面で求め
られるのと同じように強化する。中殿
筋の高い筋活動を引き起こすことが明
らかになっている片側性のコンパウン

図 7　ウォールプレス。壁の横に足を揃
えて真っ直ぐに立つ。壁に近いほうの足
を壁から約 6 インチ（約 15 cm）離す。壁
に近いほうの股関節と膝を屈曲させる。
続いて股関節を外旋させ、外転と外旋を組
み合わせて膝と大腿下部を壁に押しつけ
る。ただし足部と下腿は壁につけない。
この間、支持脚の股関節は完全伸展を維持
し、中殿筋の活動を高める。また、動作中
は腰仙部の姿勢を水平に維持する（骨盤を
下降させない）。この姿勢を保持する。左
右どちらかで全レップを完了してから反
対側で繰り返すか、左右交互に 1 レップず
つ実施する。

図 8　シングルレッグ・ブリッジ。（A）仰
臥位をとり、膝を屈曲させ、足を腰幅に開
いて床面につける。片脚を床から挙上す
る。写真のように脚を伸展させても、股関
節か膝、またはその両方を屈曲させてもよ
い。（B）床につけたほうのかかとを踏み込
み、殿筋群を活動させて股関節を完全伸展
させる（ほとんどの人は、股関節を完全伸
展させた際にすねが床面と直角になる位
置に足を置くと、殿筋群が最大限に活動し
ていると感じる。しかし、なかには完全伸
展時にすねが床面に対して鋭角または鈍
角になる位置に足を置くと、筋活動が高ま
る人もいる）。挙上した脚の股関節が下が
らないように維持する。全レップを完了
したら反対側で繰り返す。

図 9　クラムシェル。側臥位をとり、左右
の脚と足部を上下に重ねて膝を90°に曲
げる。上側の股関節を外旋させ、両足は重
ねたままで膝を限界まで高く上げる。脊
椎もニュートラルな姿勢のままで動かさ
ない。動作中は腰仙部の脊椎を回旋させ
ず、静止状態を維持する。このエクササイ
ズで達成される可動域は、下肢長や股関節
の柔軟性によっても異なる。一瞬静止し
たのち、ゆっくりと膝を下ろす。輪になっ
た小さいレジスタンスバンドを両膝に巻
くと、抵抗を増やすことができる。全レッ
プを完了したら反対側で繰り返す。

図 10　サイドプランクwithヒップアブダ
クション。（A）サイドプランクの姿勢をと
り、下側の足部と前腕を床につけ、肘を肩
の真下に置く。（B）殿筋群を活動させ、上
側の脚を天井に向けて外転させる。一瞬
静止したのち、ゆっくりと脚を下ろす。輪
になった小さいレジスタンスバンドを両
脚に巻くと、殿筋群への抵抗を増やすこと
ができる。コアにおける安定化の要求を
高めるために、この図のように上側の手を
床につけることで安定化をもたらすエク
ササイズの実施方法もある。ただしこの
方法は、殿筋群が発揮する最大筋力を減少
させる可能性がある。全レップを完了し
たら反対側で繰り返す。

図 11　サイドライイング・ヒップアブダ
クション。側臥位をとり、左右の脚と足部
を上下に重ねる。殿筋群を活動させ、上側
の脚を天井に向けて外転させる。一瞬静
止したのち、ゆっくりと脚を下ろす。輪に
なった小さいレジスタンスバンドを両脚
に巻くと、抵抗を増やすことができる。全
レップを完了したら反対側で繰り返す。
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ドエクササイズは、ラテラルステップ
アップ（図 12 ）、シングルレッグ・スク
ワット（図 13 ）、およびスケータースク
ワット（図 14 ）である（26）。
　シングルレッグ・スクワットとス
ケータースクワットはいずれも高度な
エクササイズであり、大腿四頭筋にも
大きな負荷がかかる。したがって、両
脚スクワットに習熟してからこれらの
動作に漸進し、また最初は小さい可動
域から片脚スクワットの深さを大きく
していくことが推奨される。
　小殿筋の高い筋活動を生み出すの
は、前部線維ではレジスティッド・ヒッ
プアブダクション－エクステンション、

後部線維ではシングルレッグ・ブリッ
ジ、サイドライイング・ヒップアブダ
クション、およびシングルレッグ・ス
クワットである（15）。
　外側の殿筋群に特異的なトレーニン
グは、伝統的なレジスタンストレーニ
ングモデルに則り、パフォーマンスの
レベルに合わせて各エクササイズを 3
～ 5 セット処方することが推奨され
る。トレーニングセッションでは、最
初により複雑で高負荷のエクササイズ
を組み込み、その後に低負荷および自
重エクササイズを実施する（26）。
　殿筋群に特異的なトレーニングの開
始当初は、中殿筋と小殿筋のエクササ

イズは主観的運動強度（RPE）の目標を
達成するように実施し、セット間に 1
～ 2 分の休息を挟む。目標とするRPE
は、アスリートの現在の筋力レベルと
受傷状況に基づいて決定する。それを
しばらく続けたのちに、1 回最大挙上重
量（ 1 RM）の推定値に対する比率に基
づき、最大反復回数（RM）で表されるよ
り高い負荷を取り入れ、適切な休息時
間を挟む（26）。
　トレーニング時間の節約方法とし
て、主働筋－拮抗筋トレーニングのスー
パーセットを用いれば、外側の殿筋群
を活動させたのち、股関節屈曲エクサ
サイズを実施する間にそれらを休ませ

図 12　ラテラルステップアップ。（A）丈夫
なベンチかステップの横に立ち、その上に
片足を踏み出してしっかりとつける。踏
み出し脚に体重を乗せ、反対側の脚に体重
が全くかからない状態にする。（B）踏み出
し脚のかかとを踏み込んで全身を引き上
げ、立ち上がる。反対側の脚はベンチの横
に浮かせ、踏み出し脚と一直線上に置く。
一瞬静止したのち、踏み出し脚の股関節と
膝をゆっくりと屈曲させ、反対側の脚に体
重をかけずに床に下ろす。全レップを完
了したら反対側で繰り返す。ベンチの高
さを上げ、外的負荷を加えることで抵抗を
増やすことができる。

図 13　シングルレッグ・スクワット。（A）
足を揃えて真っ直ぐに立ち、体重を片脚
に乗せ、反対側の脚と両腕を身体の前方
へ伸ばす。（B）支持脚の膝と股関節を屈曲
させ、フォームが崩れたり、支持脚のかか
とが床から浮かない範囲で限界まで低く
しゃがむ。動作中は腰仙部の姿勢を水平
に維持する（骨盤を下降させない）。「股関
節を水平に」と指示を出してもよい。一瞬
静止したのち、支持脚のかかとを踏み込ん
で股関節と膝を伸展させる。全レップを
完了したら反対側で繰り返す。しゃがむ
深さは筋力だけでなく、関節構造が決定す
る可動性によっても異なる。まずは背の
高いベンチやステップに向かってしゃが
む方法でエクササイズを実施してから、パ
ラレル以上の深さに漸進する。前方に伸
ばした両手にウェイトを保持し、カウン
ターウェイトとして利用する方法もある。

図 14　スケータースクワット。足を揃え
て真っ直ぐに立ち、体重を片脚に乗せ、反
対側の股関節と膝を屈曲させて軽く床か
ら浮かせる。支持脚の股関節と膝を屈曲
させ、フォームが崩れたり、支持脚のかか
とが床から浮かない範囲で限界まで低く
しゃがむ。浮かせたほうの脚は体幹の後
方へ下ろしていく。動作中は腰仙部の姿
勢を水平に維持する（骨盤を下降させな
い）。しゃがむ深さは筋力だけでなく、関
節構造が決定する可動性によっても異な
る。まずは浮かせたほうの膝をBOSUや
フォームパッドに向かって下ろす方法で
エクササイズを実施してから、受け止める
ものを置かないエクササイズに漸進する。
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ることができる。ただし、疲労の蓄積
に伴ってエクササイズテクニックが
低下する可能性があるため、この種の
スーパーセットでは各エクササイズ
を 2 セットのみに留めることが推奨さ
れる。また主働筋－拮抗筋スーパーセッ
トトレーニングは、一般的にセッショ
ンを週 2 回までとする（26）。
　ランナーが受傷していたり、股関節
の外転筋力に大きな左右差がみられ
る場合は、高負荷のエクササイズを避
け、代わりに筋持久力により重点を置
いたプロトコル、具体的には低負荷
で 1 セット 15 ～ 30 レップ行なうこと
が考えられる（18）。リハビリテーショ
ンの知識に乏しい専門職は、専門資格
を有する理学療法士に相談または問い
合わせ、アスリート各自に合った推奨
事項について意見を求めるべきであ
る。股関節の外転筋力に左右差がみら
れる場合は、トレーニングの量、負荷、
およびレップ数を含め、プログラム全
体を左右どちらかの筋力が弱いほうに
合わせる。トレーニングの順序は弱い
側が先、強い側がその後とする。また、
片側性エクササイズのほうが両側性の
エクササイズよりも好ましいと思われ
る（26）。
　最後に、外側の殿筋群は骨盤と膝を
安定させる機能を担うが、不安定な
サーフェスでスクワットを実施して
も、中殿筋の追加的な活動は生じない
ことを筋電図の測定結果は示してい
る。したがって、外側の殿筋群のトレー
ニングに不安定なサーフェスを使用す
る必要はないと考えられる（26）。

現場への応用と結論
　ランニングのパフォーマンスと傷害
リスクに影響をもたらしうる外側の殿
筋群の筋力不足は、レクリエーション
およびエリートレベルのランナーに
広くみられる。したがって、ストレン
グス＆コンディショニング専門職、ス
ポーツ医学専門職、および理学療法士

は、アスリートの中殿筋と小殿筋の筋
力と機能を最適化する手助けをしなく
てはならない。本レビューでは、ラン
ニングのメカニクス、効率、および腸脛
靭帯症候群や腰痛などのオーバーユー
ス障害に両筋が果たす役割を明らかに
した。今後さらなる研究は必要である
が、今回レビューした情報を踏まえて、
いくつかの一般的な推奨事項を導き出
すことができる。すなわち、片脚スタ
ンス、股関節外転、および股関節外旋を
強調した競技特異的エクササイズを、
アスリートの現在の筋力レベルとリハ
ビリテーション状況に即したトレーニ
ング負荷および量を用いて実施すべき
である。◆
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新しい資格更新手続き期間が始まりました
今期から、カテゴリーの上限値や一部のCEU取得活動のカテゴリーが変更となるなど、資格更新手続きのルールが大きく
変わります。

【主な変更点】
・カテゴリー BとDのカテゴリー上限値が拡大
・「CEUクイズ」のカテゴリーがBからDに変更
・「パーソナルディベロップメント」のカテゴリーがDからCに変更

資格更新手続きルール専用ページ（https://www.nsca-japan.or.jp/ceu/index.html）にて内容を確認し、
計画的にCEU取得活動を行っていきましょう。
「NSCA資格認定者のための資格更新の手引き」も同ページ内にございますので、必ずご確認ください。

今期資格更新手続き期間今期資格更新手続き期間
2021年1月1日～ 2023年12月31日2021年1月1日～ 2023年12月31日


