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概

要

【背景】インステップキック（Instep kick:IK）は足関節底屈位にて行われ、
足背面部にボールが激しく衝突する結果、足関節周辺に非常に大きな衝撃が生
じる。それによって足関節を構成する筋、腱および骨に過剰なストレスが繰り
返し加わることで傷害が生じる。特にそれは発育過程にある年少者にとって深
刻な問題である。しかしながら IK に関する運動生理学的研究は膝関節に着目
したものが大半で、足関節に関する研究は皆無である。そのため、インパクト
瞬時の大きな衝撃が生じる足関節の運動制御機構について筋電図学的に明らか
にすることは、足関節の傷害予防の観点から意義がある。
【目的】本研究の目的は、座位姿勢で膝-足関節のみの関節運動による IK の動
作モデルを用いて、インパクト直前における前脛骨筋（Tibialis anterior:TA）
と下腿三頭筋（Triceps surae:TS）間の脊髄興奮レベルについて筋電図学的に
明らかにすることである。
【方法】被験者は健常成人男性 11 名（平均年齢 28.3±6.8 歳）を対象とした。
被験者には本研究の意義ならびに測定事項を十分な説明を行い、同意を得た上
で本実験を行った。（承認 No.23043）
座位 IK モデル化を用いて、40～160 試行における膝伸展角速度、足背部の衝
撃加速度、下肢筋活動、TA 脊髄α-運動ニューロン（α-MN）の H 反射を測定
した（実験 1）。また、実際に助走を用いた IK（助走 IK）は 10 試行行い、座
位 IK の H 反射を除いた測定も行い、座位 IK との類似性をみた（実験 2）。さ
らに、等速性トルク発揮能力の測定は 5 種類の膝伸展角速度（240～60 deg/s）
について各 3 試行実施し、それと IK の膝伸展における大腿筋群の筋活動量の
関係をみた（実験 3）。実験 1、2 ではインパクトの前後 100ms 区間を解析区間
とし、筋活動量は筋電振幅値の 2 乗平均平方根（Root-mean-square
electromyography:rmsEMG）を算出した。実験 3 では上記の方法で膝関節屈
曲 80°から伸展 10°の等速区間の解析を行った。
【結果】実験 1 では、座位 IK において膝関節伸展角速度および足背部衝撃加
速度はすべての被験者において、高い再現性が認められた。筋活動パターンは
大腿伸筋群[外側広筋（Vastus lateralis:VL）、大腿直筋（Rectus femoris:RF）]
において、インパクト前に高い活動を示し、インパクト直後から急に低下した。
一方、過剰な膝伸展のブレーキング作用をする大腿二頭筋（Biceps femoris:BF）
においてインパクトに向かって増加する傾向を示したが、被験者間でばらつき
が大きかった。次に、足関節について、TA 脊髄α-MN の興奮レベルを反映す
る H 反射の変化はインパクトに向かって上昇し、インパクト直前にピークを迎
え、インパクト後直ちに低下した。TA の rmsEMG と H 反射の間に相関関係
が認められた（r=0.487, p<0.01）。また、足関節底屈の共同筋であるヒラメ筋
（Soleus:Sol）と内側腓腹筋（Medial gastrocnemius:MG）の rmsEMG は高
い同時活動を示した。次に、実験 2 でも実験 1 と同様の膝関節伸展角速度およ
び足背部衝撃加速度の変化が見られた。足背部衝撃加速度および TA の筋活動
量は実験 1 より高い傾向にあり、座位 IK との高い類似性が見られた。次に、
実験 3 では、等速性膝関節伸展運動において、発生トルクはすべての角速度で
60°から 50°の間でピークが出現し、筋活動量は 80°から 70°の間で最も高
かった。しかし、ピークトルクと筋活動量の間には相関関係が認められなかっ
た。しかし、等速性膝関節伸展運動と IK の膝関節伸展角（80°~70°）の筋活
動量の間に弱い相関傾向が見られた（r=0.393, p<0.01, r=0.400, p<0.05,
r=0.396, p<0.05）。
【考察】座位 IK の膝伸展角速度および足背部衝撃加速度に再現性があり、イ
ンパクト前 100ms 間の大腿伸筋群（VL、RF）および TA の筋活動パターンは
インパクトに備える中枢ドライブの反映と考えられる。さらにインパクト前約
50ms 間の直前に見られる H 反射から推定した TA 脊髄α-MN の興奮レベルは、
インパクト前にピークを迎えるようにセットされると考えられる。この現象は
インパクトで大きな足背部衝撃加速度が生じる足関節の過剰底屈を防止するた
めの TA 筋活動であり、足関節の損傷防止の安全機構の一つとも考えられる。
しかし TA 筋活動だけでなく、底屈の共同筋 Sol と MG の同時活動が加わり足
関節の強い固定が確保されているものと考えられる。膝関節においても過剰膝
伸展を防止するために BF の活動は、膝関節伸展角速度を増加させる VL と RF
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における活動の沈静化と逆に増加している。これも膝関節の損傷防止の安全機
構と考えられる。座位 IK と助走 IK の膝伸展角速度および足背部衝撃加速度は
高い類似性示し、VL、RF と TA の筋活動パターンも類似性を示したことから、
IK のインパクト前 100ms 間はステレオタイプ的な運動制御機構が働いている
と考えられる。またインパクトにおいて大きな足背部衝撃加速度が膝関節伸展
運動で生み出される。この動的な膝関節伸展筋力は等速性膝伸展トルクとその
VL と RF の rmsEMG 間に強い関係がないことから、IK の膝伸展角速度は膝
伸展筋群（VL、RF）と膝屈筋（BF）の活動バランスに関係していることが示
唆された。
以上の結果から、主動筋および拮抗筋の同時活動がインパクト直前に足関節
のスティフネスを上昇し、足関節の固定に寄与していることが示唆された。
【結語】IK 時において足関節に生じる大きな衝撃に対して、インパクト約 50ms
前から TA、Sol および MG の筋活動が高く保たれる制御機構が存在し、それが
インパクトに対する足関節の保護に寄与する可能性が示唆された。
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Ⅰ. 序 論
インステップキック（Instep kick:IK）はサッカーの代表的なキックであり、
IK を行う際には足関節に対し強大な機械的ストレスが加わる。そして時々、足
関節の損傷をまねくことがある。日本のサッカー選手における足関節傷害の発
生頻度は高い。この傾向はサッカーのプロ化に起因している。2006 年現在の世
界のサッカー人口は 2 億 6500 万人以上であると報告されている。また、サッ
カー人気の高まりは、日本国内のサッカー人口を 92 万人にも増加させ、その
うちの 3 割が 15 歳以下の低年齢者層に広がった。サッカーのプロ化はヒーロ
ーを生み出し、児童に憧れを抱かせる。そして人気だけが先行した児童のサッ
カー熱は、身体部位の各種傷害をまねきかねない。最近、いろいろなスポーツ
がプロ化していく傾向にあるが、サッカーはとくに競技者人口が急増している
背景もあって傷害発生頻度の高いスポーツになっている。中でも、下肢・下腿
における傷害が数多く報告されている 1) 。その原因の多くは選手同士のコンタ
クトによるが 2) 、一方で、サッカーはボールキックによる下肢への負担と疲労
の蓄積を生み出し、それが傷害の要因になっているとの指摘もある。
児童の組織は成長過程にあり、骨もその代表である。したがってスポーツは
児童にとって楽しさと組織損傷のリスクの表裏に曝されていることになる。骨
自体の傷害だけでなく、関節における傷害もスポーツ傷害の代表的症例の 1 つ
である。まず、骨強度からみた傷害の発生リスクはボールインパクトの骨破壊
強度から推定することができる。例えば、IK の物理的特性からみた損傷の可能
性は、ボールと足部背面との接触時に発生する衝撃にある。IK 時の衝撃の大き
さはおよそ 600kgf であり 3) 、ヒトの脛骨の圧縮強度は 16.2kg/mm 2 であること
を考えると、この衝撃の大きさは、骨破壊を引き起こしてもおかしくない 4) 。
ボ ー ル と 足 部 前 面の 接 地 面 積 が 30mm 2 と仮 定 した 場 合 、足 部 背 面 に 対し て
486kg を超える圧力が加わると、計算上は破損することが想定される。実際に
は骨が圧縮される時間や筋や腱の働きによって、直ちに骨折が生じるわけでは
ないが、一瞬の間に生じる衝撃がいかに生体にとって大きな負荷であるかは明
らかである。また、筋および腱の破壊強度は、骨よりも低く、前脛骨筋（Tibialis
anterior:TA）の引っ張り強度は 22g/ mm 2 、腱の引っ張り強度は 5.6kg/ mm 2
4

Graduate Thesis (MS) 2013.3
であることが報告されている 4) 。ボールと足関節の衝突によって、足関節に作
用する力が屈曲方向に働いた場合、これらの筋や腱にも大きな負荷が生じるこ
とが想定されている。
成長過程にある児童の関節組織も脆弱であるために、組織損傷の危険性に曝
されている。そのために足関節運動に関与する関節周辺の筋肉がボールインパ
クト時において関節に過剰負荷を生じさせないための共同筋活動が必要である。
しかし、児童の運動機能は発達途上にあり関節の傷害を受けやすいので、スポ
ーツ全般に共通した技術の指導には傷害予防の観点から注意が必要である。と
はいえスポーツによって運動はからだの発達に大きくポジティブな影響を及ぼ
すことが知られている。したがって児童にスポーツを奨励する場合、関節傷害
の防止策を考慮した指導が重要である。
IK を行う実験では、男子では 7 歳、9 歳、女子では 7 歳、9 歳、11 歳の 40％
以上が正確に足の甲でのインパクトができていない 5) 。そのことによって、 誤
った足背先端でのキックや地面をキックしてしまうことによって、足関節に想
定外の大きな力学的負荷がかかり、傷害を負う可能性が生じる。さらに、実際
のプロサッカーチームを対象とした研究では、ユースの選手（子ども）は疲労
を蓄積しやすいことや、また、疲労に対する抵抗性の低さが故障を引き起こす
一因に数えられている。またトップチームの選手（大人）とユースの選手の怪
我はシーズン内でも時期による発生の違いがある。そして選手の故障率はトッ
プチームの選手においてシーズンの後半に低下するのに対し、ユースチームで
はシーズン後半に上昇する傾向にあるという 2) 。これらは、子どもの体の成熟
度やマネージメント能力等が大人より低く、多臓器の抗疲労性の大きさに影響
することによる。児童のスポーツ動作技術の生得的習熟レベルは、神経生理学
的特性から観察して高くないことが知られている。そして、スポーツ動作技術
の運動制御（motor control）機構は、反射的動作や反射の抑制的動作など複雑
な要素を含んでいる。このことが児童のスポーツ傷害を生み出すことの一因で
もある。一般的に、各種スポーツの実施において、神経-筋の調節機構の発達が
いろいろな部位の傷害を生みだすことにつながるとの指摘もある。
単純な運動課題から複合的な運動課題において、神経-筋活動調節は複雑な運
動制御機構の働きによって達成されている。例えば、歩行時について見ても、
下腿の伸筋および屈筋の同時活動比が成人に比べて児童のような低年齢者にお
いて高い。これは下腿伸筋と屈筋の同時活動比が拮抗的活動バランスを示すも
ので、この比が高い状態での速い関節運動または強い筋力の出現は難しくなる
6) 。また、歩行は伸筋 と屈 筋の活 動が交互に行われる動作であるため 、適切 な
タイミングで筋を活動させ、また反対に必要でない時はその活動を低下させる
ことでスムーズな動作を可能にしている。しかし、神経網の発達が未成熟な場
合は、各筋の働きが協調性に乏しく、運動のパフォーマンスの低下に現れる。
したがって、IK 時の TA と下腿三頭筋（Triceps surae:TS）の同時活動におい
ても、低年齢者の神経網の未発達による足関節傷害の発生リスクが高くなると
考えられる。
Lamy らは、思春期前の子どもと成人の伸張反射の測定を行い、大人に比べ
て子どもの伸張反射は小さいことを報告している 7) 。また、子どもの成長に応
じて 7 歳から 11 歳の間では伸張反射の増加が見られる。さらに、伸張反射の
大きさと筋の硬度の相関関係を示している。その結果から、筋紡錘の感度やγ運動ニューロン（Motor neuron:MN）のドライブが成長に応じて発達する可能
性を示唆している 7) 。すなわち、成人よりも子どもの筋硬度の低さが示された
ことから、筋肉に対する力学的なストレスに対して、子どもの方が成人よりも
相対的に高くなる可能性を指摘している。筋や骨、腱の構造上の違いだけでな
く、神経系の面からも低年齢者の潜在的な高い傷害リスクが懸念される。
以上のことから IK 動作の中で、ボールと足背部の間で起こる瞬時の衝突（イ
ンパクト）は足関節に衝撃を与えるが、足関節の傷害防止のために足関節周辺
筋群の共同活動が精巧に行われているはずである。しかし、足関節の保護のた
めに足関節周辺筋群がどのような共同活動レベルで相互の調節を図っているか
は未だ明らかにされていない。この共同活動の未習熟さが児童の IK による足
関節傷害を多く引き起こす要因の一つと考えられる。例えば、IK においては、
インパクト直前の TA の活動だけでパフォーマンスや経験値を図ることは困難
である。戸苅らの研究 8, 9) や後藤らの研究 5) では、非熟練者は IK で足底屈がで
5
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きず背屈位をとってしまうために、足の甲面でボールを捉えることができない
と報告している。技術の熟練によって TA の放電が消失すると述べているが、
一 方 で は 、 キ ッ ク 時 の TA の 活 動 が 最 大 随 意 収 （ Maximum voluntary
contraction:MVC）の約 30-40、64％にあるとし、とくに熟練者においてイン
パクト時の TA 活動は顕著に表われるのに対し、非熟練者ではキックの前に活
動が消失する 10) 11) 12) との報告もされており、両者の意見は対立している。し
かしながら、両者の相反する主張の中に、共通する部分が存在する。それはキ
ックのインパクトにおける足関節動態すなわち足関節の固定である。1 つは足
関節を完全屈曲することで、それ以上の足関節の屈曲を生じさせないとする固
定の方法であり、もう 1 つは足関節の屈筋だけでなく伸筋の活動によって両筋
が 1 つの関節をまたいで引っ張り合うことで固定を図る方法である。
足関節の周辺筋群の中で TA と TS は足関節運動に主要な働きをする筋肉で
ある。これらの筋の相互作用について検討できれば IK の足関節に起こる過剰
ストレスについて推定することが可能となる。さらに、H 反射法を用いれば詳
細な検討が出来ると思われる。H 反射を使った実験は数多く行われてきており、
H 反射は単シナプス性の脊髄反射経路を介する EMG の反応である 13) 。この測
定法は脊髄内の結合神経細胞の興奮レベルを評価するのに臨床的に有益である。
H 反射では、個々のα-MN の興奮性入力 14) やシナプス前抑制 15) によるα-MN
pool の興奮性を評価することができる 13) 。例えば、神経学的条件の違いや、筋
損傷の影響、物理療法の効果、痛み、トレーニングの効果、運動課題のパフォ
ーマンスなど、様々な条件下での脊髄の興奮性変化の指標とされている 13) 。運
動課題のパフォーマンスと H 反射の関係については、歩行 16) や走行 17) 、立ち
座り動作時 18) 等の研究がこれまでなされてきたが、サッカーの IK 時の H 反射
の変動についての研究は皆無といっても過言ではない。H 反射の研究は、易誘
発でき るヒラ メ筋 （Soleus:Sol）を対象にして、足関節の運動制御を検討して
いることが多い。これは TA の H 反射が出現しにくいこととあわせて、動的運
動による H 反射の導出が得られにくくなる理由による。しかし、H 反射の誘発
手技を改善し、TA の H 反射が誘導できるようになり、動的な関節運動におけ
る脊髄α-MN pool の興奮レベルを検討できる可能性がでてきた。
そこで、本研究の仮説は IK におけるボールと足背部の衝突に備え、TA と
TS の間で足関節 の固定 のため の同時活動が脊髄内興奮レベルを イン パクト直
前に調節しているとした。本研究の目的は、座位姿勢で膝-足関節のみの関節運
動による IK の動作モデルを用いて、インパクト直前における下腿筋群間の筋
活動および TA の脊髄興奮レベルについて筋電図学的に明らかにすることであ
る。
Ⅱ.

方

法

1. 座位インステップキ ック（実験 1）
A. 被験者
被 験 者 は過 去 に下 肢 に対 し て大 き な傷 害 を持 っ たこ と のな い 健常 成 人男 性
11 名（平均年齢 28.3±6.8 歳 平均身長 174.9±6.7 cm 平均体重 71.7±9.4
kg 右利き 8 名 左利き 3 名）とした。被験者には実験開始前に本研究の意義
ならびに測定事項を十分に説明し、同意を得た上で本実験を行った。
（東邦大学
医学部倫理委員会承認 No.23043）
B. 実験プロトコー ル
a. 等尺性収縮テスト
被験者は、椅坐位をとり、膝関節屈曲 60°にて最大努力での等尺性膝関節伸
展を行った。また、同様に膝関節屈曲 90°、足関節 0°にて最大努力での足関
節等尺性底屈および背屈を行った。その時の各筋の放電量の最大値を標準化の
基準値とした。
b. H 反射
フェルト生地の両端にベロクロテープが備え付けられた電気刺激用ベルトの
フェルト部分位に食塩水をしみこませ、フェルトを膝窩部にあて、膝関節のま
わりにこの電気刺激用ベルトをまいて固定し陽極のコードと接続した。また、
刺激用電極の陰極を腓骨頭周辺のできるだけ M 波が小さく、最大の H 反射が
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生じる位置に設置した。電気刺激の強度は 20-50V、持続時間は 1ms の矩形波
を用い、総腓骨神経を経皮的に単一電気刺激することで、TA の H 反射を誘発
した。
c. 安静時の H 反射
被験者は、椅坐位で常できるだけ一定の姿勢を保ち、その間に総腓骨神経へ
10 回の電気刺激を行い、安定して誘発された TA の H 反射の振幅値を各被験者
の標準化の基準値とした。
d.

試技姿勢と動作試技
座位 IK の測定は実験室内にて行われた。ボールは外周 62cm、重さ 400g の
国際サッカー連盟が定める正式な規格のフットサルボールを使用した。被験者
の姿勢は椅坐位とし、体幹および骨盤を体が動かないよう、ベルトを用いて被
験者の体を実験台に固定した。被験者の蹴り脚は床上 10cm ほどの高さをとり、
床に接しない位置とした。ボールの位置は、被験者が膝関節を伸展させた際に
足部背面にてボールを捉えられるよう、数回の練習の後、上下前後左右の位置
調節し至適な位置を設定した。被験者は疲労の生じないよう 1 試技ごとに 20
秒間の休息を取りながら、最大努力で 10 回のインステップキックを行った。
e.

座位インステップ キック中の H 反射
被験者が座位 IK を行う際に、総腓骨神経への電気刺激を行い、H 反射を誘
発した。光電管のビームは下腿鉛直下で背側に走るように設定した。そして膝
関節屈曲によって下腿の一部が光電管のビームを横切ったときのシグナルを電
気刺激装置のトリガーとした。キック動作中の電気刺激は、電気刺激装置のト
リガ ー遅 延（Delay）プログラムを用いて、それぞれの試技でランダムに出力
するように設定した。これはインパクト前後の様々なタイミングで電気刺激を
与え、インパクト前後の脊髄内の興奮レベルを観察するためである。さらに、
被験者の電気刺激時点の予測を避けるために、ランダムに刺激信号が出力され
るようにした。また、電気刺激の強さのチェックのために、オシロスコープを
用いて M 波の振幅の変化をモニターし、安定した M 波が得られるよう電気刺
激を調節した。被験者は、電気刺激が行われる条件下で、40-160 回のインステ
ップキックを行った。各試技の間隔は 20 秒間とし 10 回の試技を 1 セットとし、
疲労が生じないよう各セット間に十分な休息を取った。

C.

データの記録
EMG の測定個所には、剃毛 処理を行い、微細粒サンドペーパーでその個所
を軽く擦り、皮膚表層の角質層を除去して、可能な限り皮膚電気抵抗を落とし
て伝導性を確保した。電極には特殊ミニチュア電極（ユニークメディカル社製
直径 5mm 電極間距離 10mm）を使用した。筋線維走行に対して平行となる
ように円形状表面電極をそれぞれの筋上に設置した。測定筋は外側広筋
（Vastus lateralis:VL）、大腿直筋（Rectus femolis:RF）、外側ハムストリング
ス （ Biceps femoris:BF ）、 前 脛 骨 筋 （ Tibialis anterior:TA ）、 ヒ ラ メ 筋
（Soleus:Sol）、内側腓腹筋（Medial gastrocnemius:MG）とした。VL の電極
位置は、大腿骨 外果と大転 子の中間とし、RF の電極位置は上前腸骨棘と膝蓋
骨上縁を結んだ線分の中点とし、かつ、VL の内側とした。BF の電極位置は座
骨結節と腓骨上 顆を結んだ 線分の中点とした。TA の電極位置は、脛骨近位 3
分の 1 の脛骨上よりやや外側とした。Sol の電極位置は、アキレス腱と平行か
つ MG の 2-3cm 下部とした。MG の電極位置は、大腿骨内側顆と踵骨を結んだ
線分の近位 3 分の 1 の位置とした。また、基準電極は、IK を行う際に安定し
ている上前腸骨棘および腓骨外果上とした。それぞれの筋活動として、筋電図
の振幅値の 2 乗平均平方根（Root-mean-square electromyography：rmsEMG）
を記録した。また、ゴニオメーター（ADInstrument 社製）を膝関節完全伸展
時に膝関節の回転軸の中心がゴニオメーターの中心線と重なるようサージカル
テープおよびベロクロテープで大腿部内側および下腿部内側に固定し、膝関節
角度を記録した。加速度センサー（NEC San-ei 社製）を足関節前面に固定し、
足関節加速度を測定するとともに、ボールと足部の衝突によって生じる加速度
の急激な変位をボールインパクトの瞬間として定義するためのマーカーとして
使 用 し た 。ミ ニチ ュ ア 表 面電 極か らの 信 号は 生体 増幅 器（NEC San-ei 社製
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1253A、日本光電社製 AB-621G）を Time constant 0.03 秒、フィルタリング
周 波 数 1kHz と し て 増 幅 し 、 デ ジ タ ル 信 号 解 析 装 置 （ ADInstrument 社 製
Power lab）を経由させサンプリング周波数 10kHz でコンピューターに記録し
た。
D. データの解析およ び統計処理法
解析項目は、膝関節角（deg）、足部加速度（cm/s 2 ）、rmsEMG（mV）、H 反
射の振幅値（mV）とした。IK によるボールインパクト時点は、足部加速度信
号のピークから求めた。足部加速度信号のピークは、ボールと足背部が接触し
た衝撃点とし、IK のインパクト時点と定義した。そのボールインパクトを中心
として、前後 200ms 間を対象とし、さらに 28.6ms に分割した 7 区間について
解 析 を 行 っ た 。 各 区 間 の 変 化 の 有 意 性 に つ い て は 、 Kruskal-Wallis, Fisher,
Bonferroni, Scheffe, Tukey の手法を用い、有意水準を 5％とした。
2. 助走インステップキ ック（実験 2）
A. 被験者
被験者は過去に下肢に対して大きな傷害を持ったことのない健常成人男性 7
名（平均年齢 37.0±11.9 歳 平均身長 170.1±7.3 cm 平均体重 65.1±11.4
kg 右利き 7 名）とした。被験者には実験開始前に本研究の意義ならびに測定
事項を十分に説明し、同意を得た上で本実験を行った。
（東邦大学医学部倫理委
員会承認 No.23043）
B. 実験プロトコー ル
a. 等尺性収縮テスト
等尺性収縮テストでは、10 回のインステップ試技の測定後に被験者の等尺性
MVC 時の EMG を記録した。被験者の姿勢は椅坐位とし、股関節屈曲 90°、
膝関節屈曲 90°、足関節 0°の状態で、体幹、大腿、足関節をそれぞれ固定し
た。被験者は最大努力での膝関節伸展・屈曲、足関節底屈・背屈を行い、その
時の rmsEMG の値を各被験者の標準化の基準値とした。
b.

インステップキック 試技
IK の測定は実験室内にて行われた。ボールは、実験 1 と同様のものを使用し
た。被験者の姿勢は立位とし、静止したボールに対して、1 歩助走による IK を
最大努力で行わせた。ボールに対する立ち位置は被験者が数回の練習試技の後、
至適な位置を設定した。被験者は、疲労の生じないよう 1 試技ごとに休息を取
りながら、10 回の IK を行った。
C.

データの記録
EMG の測定には、上記と同 様の手順で準備を行い、表面電極（日本光電社
製 直径 10mm 電極間距離 2cm）を使用して記録を行った。
実験 2 も実験 1 と同様の方法で VL、RF、BF、TA、Sol から EMG を導出し、
膝関節角度と足部加速度についても記録した。
D. データの解析およ び統計処理法
解析項目は、実験 1 と同様であった。
3. 等速性筋力（実験 3）
A. 被験者
被験者は過去に下肢に対して大きな傷害を持ったことのない健常成人男性 7
名（平均年齢 37.0±11.9 歳 平均身長 170.1±7.3 cm 平均体重 65.1±11.4
kg 右利き 7 名）とした。被験者には実験開始前に本研究の意義ならびに測定
事項を十分に説明し、同意を得た上で本実験を行った。
B.

実験プロトコー ル
多用途筋機能評価運動装置（BIODEX 社製 System2）を使用して膝関節の
等速性伸展動作を行い、その際の発生トルクを測定し、同時にその際の筋活動
を測定した。
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被験者の姿勢は椅坐位とし、肩、体幹、股関節をベルトで固定した。また、
すべての被験肢は右下肢とし、足関節を多用途筋機能評価運動装置のアーム先
端にベロクロテープで固定した。多用途筋機能評価運動装置の回転軸の位置は
正確に膝関節の回転軸の中心に設定した。大腿骨上顆と内外果の位置を確認し
て、下肢の水平状態を完全伸展 0°とした。被験者は、無負荷での膝関節伸展
動作を疲労が生じない強さで繰り返し、ウォーミングアップを行った。等速性
膝関節伸展動作の角速度は、60°/s、90°/s、120°/s、180°/s、240°/s の 5
種類とし、可動域は、屈曲 90°から伸展 0°までとした。被験者は、各角速度
の異なる試技の始めに、最大下での等速膝伸展動作を行い、測定を行う角速度
に慣れた状態でデータの記録を行った。測定は、各試技間に休息を取り、疲労
のない状態で速度の異なる 5 種類の等速性膝伸展動作を最大努力で 3 回行った。
C.

データの記録
EMG の測定は、上記と同様 の手順で準備を行い、電極は、ミニチュ ア電極
（ユニークメディカル社製 直径 5mm 電極間距離 10mm）を使用して記録
を行った。測定筋は、VL、RF、BF とした。また、基準電極は上前腸骨棘上と
し た 。 ミ ニ チ ュ ア 表 面 電 極 か ら の 信 号 は 多 用 途 テ レ メ ー タ ー （ NEC 社 製
MT11）を使用し、フィルタリング周波数 1kHz として増幅し、デジタル信号
解析装置（ADInstrument 社製 Power lab）を経由させサンプリング周波数
1kHz でコンピューターに記録した。
D. データの解析およ び統計処理法
解析項目は、膝関節伸展トルク、膝関節角、角速度、rmsEMG とした。解析
区間は、屈曲 80°から伸展 10°までの 70°の区間を 10°ごとに 7 等分した区
間および各試技の等速性膝伸展動作継続区間とした。統計学的手法は上記と同
様の方法を用いた。
Ⅲ.

結

果

1. 座位インステップキ ック（実験 1）
A. 膝伸展角速度と 大腿四頭筋活動パターン
一連のキック動作の中で、膝関節の伸展速度の増加は強いキックを生み出す。
その膝関節の伸展角度は屈曲位 140°から伸展位 30°まで約 200ms で変化し
た。この変化はすべての被験者（11 名）において同じ傾向であり、インパクト
前後 にお いて有意差が認められた(p<0.05)（Fig.1）。角速度はインパクト 直前
にピークとなり、その後徐々に減少した。この変化もすべての被験者（11 名）
において同じ傾向を示し有意であった(p<0.05)（Fig.2）。

Fig1. 座位 IK 時 に おけ る膝 関 節角 度 の変 位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 膝 関節角 度を 示す 。
*：p< 0.05 **：p<0.01
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Fig2. 座位 IK 時 に おけ る膝 関 節角 速 度の 変位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 膝 関節角 速度 を示 す。
*：p< 0.05 **：p<0.01

次 に 大 腿 部の 筋活 動と 角速 度 に つい て、 膝関 節の 屈 曲 位 140°から 伸展 位
30°間の関係を検討した。膝伸展の角速度と筋活動量は、BF にのみ有意な関
係を示した(r=0.918, p<0.01) （Fig.3）。VL と RF においては 100％MVC およ
び 140％MVC 付近にピークをもつ上に凸の放物的曲線関係を示したが、BF に
おいては膝伸展運動における拮抗筋で、直線関係を示した。
大腿部の 3 筋群はインパクト後直ちに活動を減少させた。しかし、インパク
ト直前では伸展に働く VL と RF における筋活動量はすべての被験者で MVC
時のそれよりも高い値を示した(p<0.05)（Fig.4）。しかし BF における筋放電
量は大きな増加 傾向を示し たが、被験者間にばらつきがあった（Fig.4）。この
インパクトまでの筋活動に対して、3 筋群間の相互作用をみたが有意な活動性
は認められなかった（Fig.5）。

Fig3. 大腿筋 活動 量お よ び膝 関 節角 速 度経 時的 変 化の 相関 関 係
横軸は 座 位 IK 時 の筋活 動量 の経 時的 変化 を示 す。 縦軸 は膝関 節角 速度 を示 す。
(BF：r=0.918, p<0.01)
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Fig4. 座位 IK 時 に おけ る大 腿 筋活 動 量の 経時 的 変化
横軸は 座 位 IK 時 の横軸 はボ ール イン パク ト前 後の 時間 を示す 。縦軸 は大 腿筋 群の 活動 量の 変化 を示
す。*：p<0.05 **：p <0.01

Fig5. インパ クト 時に お ける 膝 関節 伸 展筋 およ び 屈筋 の活 動 増加 率の 相 関関 係
●は拮 抗筋 間の 相関 関係 、○ 共同 筋間 の相 関関 係を 示 す。
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B. 足関節の動きと前脛骨筋および下腿三頭筋活動パターン
イン パ ク ト時 点の足背部に生じる加速度は、ボールとの衝突によって急速な
増加を示した。インパクトの 100ms 前よりインパクト時に約 110cm/s 2 もの増
加を示した。とくにインパクトの 30ms 前に比べて約 9 倍もの急激な増加が認
めら れた(p<0.05)（Fig.6）。そしてインパクト後はインパクト前に比べて緩や
かな低下を示した。

Fig6. 座位 IK 時 に おけ る下 腿 部加 速 度の 変位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 下 腿部加 速度 を示 す。
*：p< 0.05 **：p<0.01

Fig7. 座位 IK 時 に おけ る下 腿 筋群 活 動量 の経 時 的変 化
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 下 腿筋群 の活 動量 の変 化を 示す 。

このときの TA、Sol および MG の筋活動量は MVC 時と比べて少なかった
（Fig.7）。インパクト前の筋活動量は TA、Sol、MG の 3 筋ともに MVC の約
40％であったのに対して、足底屈筋である Sol と MG の両筋はインパクト直後
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に筋活動量が約 80％にも達した。その後は 3 筋とも同様な減少傾向を示した。
インパクトまでの筋活動に対して、3 筋群間の相互作用をみると、足底屈の
共同筋である Sol と MG の間に有意な活動性が認められた(r=0.726, p<0.05)
（Fig.8）。しかし、TA と Sol および MG の間には有意な関係が認められなか
った。

Fig8. インパ クト 時に お ける 足 関節 底 屈筋 およ び 背屈 筋の 活 動増 加率 の 相関 関 係
●は拮 抗筋 間の 相関 関係 、○ 共同 筋間 の相 関関 係を 示 す。
（Sol vs MG：r=0.726, p<0.05）

C. 前脛骨筋の H 反射
IK のインパクト前後（-100ms～100ms）における脊髄内の TA 脊髄α-MN
pool の興奮レベルを測定した。H 反射の大きさは、安静時の最大 H 反射に対
する相対的変化率でみると、インパクトに向かって上昇した。そして H 反射の
ピークはインパクト直前に認められ、その後、緩やかな低下を示した（Fig.9）。
インパクト 0ms までの H 反射は有意な増加を示した（r=0.881, p<0.05）。また
インパクト後 100ms までの H 反射は有意な減少を示した（r=0.958, p<0.05）。
インパクト前 66ms における H 反射の値に対しインパクト 0ms 時の H 反射は
有意に高い値を示した。また、M 波はインパクト前 100ms において有意な低
値を示したが、インパクト前 66ms から 0ms 間においては一定の値を示した。
M 波についてはインパクト前 100ms 時点の値が有意に低い値を示し、インパ
クト前 66ms からインパクト 0ms 時点では一定の値を示した。さらに、インパ
クト後 33ms から 100ms 時点の値は一定であったがインパクト前 66ms からイ
ンパクト 0ms 時点の値より有意に高い値を示した。
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Fig9. 座位 IK 時 の TA 脊 髄 α-MN pool における 興 奮 レベ ル の経 時的 変 化
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す。縦軸 は安 静時に おけ る振 幅値 に対 する 相対 値を 示し、◆は
TA-H 反射 、◇ は TA-M 波を 示す。
Kruskal-Wallis test
H-reflex：-100ms vs 33ms,-100ms vs 100ms, -66ms vs 0ms, 33ms vs 100ms（p<0.05）
-33ms vs 100ms, 0ms vs 66ms, 0ms vs 100ms（p<0.01）
M wave：-33ms vs 33ms（p<0.05）
-100ms vs -66ms, -100ms vs -33ms, -100ms vs 0ms, -100ms vs 33ms, -100ms vs 66ms,
-100ms vs 100ms, -33ms vs 100ms, 0ms vs 33ms, 0ms vs 100ms（p<0.01）

D. H 反射と筋活動の関係
インパクト前後（-100ms～100ms）における TA の H 反射はインパクト時に
ピークを示すが、筋活動量はインパクト前約 66～33ms 間で高く、むしろイン
パクトで減少する傾向にあった（Fig.10）。しかし、全区間における TA の H
反射と筋活動量の相関関係をみると、有意な正相関関係が認められた（r=0.487,
p<0.01）（Fig.11）。
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Fig10. 座位 IK 時 の TA 脊 髄α-MN pool にお ける 興奮 レベ ル およ び筋 活 動量 の 経時 的変 化
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す。左縦 軸は 安静時 にお ける 振幅 値に 対す る相 対値 を示 し、右
縦軸は 等尺 性収 縮時 にお ける 筋活 動量 に対 する 相対 値 を示す 。◆は TA-H 反射 、□ は TA 活動 量を 示す 。

Fig11. 座位 IK 時 の TA 脊 髄α-MN pool におけ る 興奮 レベ ル およ び筋 活 動量 変 化の 相関 関 係
横軸は 安静 時に おけ る TA-H 反射 の振 幅値 に対 する 相 対値を 示し 、縦軸 は TA 等尺 性収 縮時 にお ける 筋
活動量 に対 する 相対 値を 示す 。（r=0.487, p<0.01）

15

Graduate Thesis (MS) 2013.3
2.

助走インステップキ ック（実験 2）
通常の IK は踏み込み支持脚動作に続きキック脚のスイング動作によって行
われる。各部位の筋活動によって各々の関節運動が生じる。この運動は複雑な
運動制御によって統合されているが、単純化した座位 IK で生じた筋活動パタ
ーンにどの程度類似しているか検討した。

A.

膝伸展角速度と 大腿四頭筋活動パターン
座位 IK と同じ動作区間を対象として検討した。膝関節の伸展角の変化は、
すべての被験者（7 名）において同じ傾向であり、有意であった(p<0.05)（Fig.12）。
助走を用いた IK の膝関節角の変化は座位 IK とほぼ同様であることがわかった。
また、角速度の変化においても座位 IK とほぼ同様であった（Fig.13）。インパ
クト直前にピークとなり、その後徐々に減少した。この変化もすべての被験者
（7 名）において同じ傾向を示し有意であった(p<0.05)（Fig.13）。

Fig12. 助走 IK 時 にお け る膝 関 節角 度の 変 位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 膝 関節角 度を 示す 。
*：p< 0.05 **：p<0.01

Fig13. 助走 IK 時 にお け る膝 関 節角 速度 の 変位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 膝 関節角 速度 を示 す。
*：p< 0.05 **：p<0.01
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また、大腿部の 3 筋はインパクト後直ちに活動を減少させた。しかし、イン
パクト 直前 では 伸展 に働 く VL と RF における筋活動量はすべての被験者で
MVC 時のそれよりも高い値を示した(p<0.05)（Fig.14）。しかし、BF における
筋放電量は大きな増加傾向を示したが、被験者間にばらつきがあった（Fig.14）。
この傾向は座位 IK のときとほぼ同様であった。またインパクトまでの筋活動
に対して、３筋群間の相互作用をみると、共同筋である VL と RF の間に活動
性の傾向がみられた(r=0.411, p<0.01)。しかし、BF と VL および RF の間には
有意な関係が認められなかった（Fig.15）。これらの関係についても座位 IK の
結果とほぼ同様であった。

Fig14. 助走 IK 時 にお け る大 腿 筋活 動量 の 経時 的 変化
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 大 腿筋群 の活 動量 の変 化を 示す 。
*：p< 0.05 **：p<0.01

Fig15. インパク ト 時に お ける 膝関 節 伸展 筋 およ び 屈筋 の活 動 増加 率の 相 関関 係
●は拮 抗筋 間の 相関 関係 、○ 共同 筋間 の相 関関 係を 示 す。
VL vs RF：r=0.411, p<0.01
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B.

足関節の動きと 前脛骨筋および下腿三頭筋活動パターン
インパクト時点の足背部に生じる加速度は、ボールとの衝突によって、イン
パクト時において 180cm/s 2 にも達し、座位 IK のときより２倍近い増加を示し
ている。とくにインパクトの 30ms 前に比べて約 9 倍もの急激な増加が認めら
れた(p<0.05)（Fig.16）。そしてインパクト後はインパクト前に比べて緩やかな
低下を示した。
このときの TA の筋活動量はインパクトの 100ms 前において 80％MVC を示
し、インパクト時においては約 30％MVC であり、徐々に減少する傾向を示し
た。筋活動量には違いが見られたが、インパクト前に高い値を示し、インパク
ト後に低下する傾向について、変化のパターンとしては類似する結果となった。
また、Sol の筋活動量はインパクト時において 100％MVC を超え、インパクト
後約 33ms まで増加し続ける。その後、徐々に減少する傾向を示した（Fig.17）。
Sol の筋活動量の変化パターンについても、座位 IK の結果とほぼ同様である 。
またインパクトまでの筋活動に対して、TA と Sol 間の相互作用をみると、足
関節の拮抗筋である TA と Sol の間には有意な活動性が認められなかった
（Fig.18）。

Fig16. 助走 IK 時 にお け る下 腿 部加 速度 の 変位
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 下 腿部加 速度 を示 す。
*：p< 0.05 **：p<0.01
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Fig17. 助走 IK 時 にお け る下 腿 筋群 活動 量 の経 時 的変 化
横軸は ボー ルイ ンパ クト 前後 の時 間を 示す 。縦 軸は 下 腿筋群 の活 動量 の変 化を 示す 。

Fig18. インパク ト 時に お ける 足関 節 底屈 筋 およ び 背屈 筋の 活 動増 加率 の 相関 関 係
横軸 は Sol のイ ンパ クト 直前 から イン パク ト時 への活 動増加 率を 示し 、同 様 に 縦 軸 は TA の 値 を 示 す 。
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3. 座位 IK と助走 IK の角速度および筋活動の類似性
膝関節伸展運動の伸展角は、座位 IK と助走 IK の間に有意な相関関係を認め
た（r=0.905, p<0.01）（Fig.19）。また、伸展角速度においても、座位 IK と助
走 IK の間に有意な相関関係が認められた（r=0.651, p<0.01）（Fig.20）。さら
に衝撃加速度は座位 IK と助走 IK の間に有意な相関が認められた（r=0.830,
p<0.01）（Fig.21）。
一 方 、 TA の 筋 活動 量は 、座 位 IK と 助 走 IK の間 に 有意 な相 関を 認 め た
（r=0.386, p<0.05）（Fig.22）。

Fig19. 座位 IK お よび 助 走 IK 時に おけ る 膝関 節 角度 変位 の 相関 関係
横軸は 助 走 IK 時 におけ る膝 関節 角の 経時 的変 位を 示し 、同様 に縦 軸は 座 位 IK 時の 値を 示す 。
（r=0.905, p<0.01）

Fig.20 座位 IK お よび 助 走 IK 時に おけ る 膝関 節 角速 度変 位 の相 関関 係
横軸は 助 走 IK 時 におけ る膝 関節 角速 度の 経時 的変 位を 示し、 同様 に縦 軸は 座 位 IK 時の 値を 示す 。
（r=0.651, p<0.01）
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Fig.21 座位 IK お よび 助 走 IK 時に おけ る 下腿 部 加速 度変 位 の相 関関 係
横 軸 は 助 走 IK 時 に お け る 下 腿 加 速 度 の 経 時 的 変 位 を 示 し 、 同 様 に 縦 軸 は 座 位 IK 時 の 値 を 示 す 。
（r=0.830, p<0.01）

Fig.22 座位 IK お よび 助 走 IK 時に おけ る TA 活動 量変 化の 相 関関 係
横軸は 助 走 IK 時 におけ る TA 活 動量 の経 時的 変化 を示 し、同 様に 縦軸 は座 位 IK 時 の値 を示 す。
（r=0.386, p<0.05）
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4. 等速性筋力
A. 膝伸展の角速度
多用途筋機能評価運動装置を用いて、動的な筋出力の能力について評価した。
等速性膝関節伸展運動は 5 種類の負荷（240/s,180/s,120/s, 90/s, 60/s）で行っ
た。
5 種類の負荷に対する発生トルクはすべての被験者（7 名）において角速度
の小さい負荷（240deg/s）から大きい負荷（60deg/s）の順で増加した（Fig.23）。
各々のピークは膝角度の 60°～50°間に出現した。

Fig.23 等速膝関 節 伸展 運 動時 にお け る発 生 トル ク
横軸は 膝関 節伸 展運 動時 の関 節角 度を 示す 。各 角速 度 での縦 軸は 発生 トル クを 示す 。
◆：240/ｓ ■ ：180/ｓ ▲ ：120/ｓ ×：90/ｓ ✳ ：60/ｓ
240/s：70 vs 50, 70 vs 40, 50 vs 20 （p<0.05） 180/s：70 vs 50, 50 vs 10 （p<0.05）
120/s：70 vs 50, 70 vs 40, 60 vs 10, 50 vs 20, 40 vs 10 （p<0.05）, 50 vs 10 （p<0.01）
90/s：70 vs 50, 40 vs 10（p<0.05）, 60 vs 10, 50 vs 10（p<0.01）
60/s：60 vs 20, 50 vs 20（p<0.05）, 60 vs 10, 50 vs 10, 40 vs 10（p<0.01）

B.

大腿四頭筋の活動
膝関節伸展筋群（VL, RF）と屈筋群（BF）の筋活動量は、5 種類の等速負荷
に伴って増加しなかった。しかし、VL の筋活動量は角速度の大きい負荷
（180-240deg/s）において最大トルク発生時（MVC’）筋活動量の約 15-20％高
い傾向を示した（Fig.24a）。一方、RF の筋活動量は角速度の負荷に関係せず、
MVC’の約 70％であった（Fig.24b）。拮抗筋である BF の筋活動量は、MVC’
の約 40％であった（Fig.24c）。
5 種類の等速負荷に対する発生トルクの関係は、VL においてのみ相関が認め
られた（r=-0.464, p<0.05）
（Fig.25）。また、5 種類の等速負荷に対する筋活動
量の関係は、VL においてのみ相関が認められた（r=0.678, p<0.05）
（Fig.26）。
さらに、等速性膝伸展運動時の角速度および発生トルクの大きさは、主動筋に
22

Graduate Thesis (MS) 2013.3
対する拮抗筋の同時活動比（BF/VL、BF/RF 比）に相関関係がみられなかった
（Fig.27）。5 種類の等速負荷（240/s,180/s,120/s, 90/s, 60/s）における 3 筋（VL、
RF、BF）間の相互作用は、認められなかった（Fig.28a,b,c）。

Fig.24a-c 等速膝関 節 伸展 運 動時 に おけ る大 腿 筋群 活 動量
横軸は 各角 速度 での 膝関 節伸 展運 動時 の関 節角 度を 示 す。縦軸 は最 大トル ク発 生時 にお ける 筋活 動量 に
対する 相対 値を 示す 。◆ ：240/ｓ ■：180/ｓ ▲：120/ｓ ×：90/ｓ ✳：60/ｓ
*：p< 0.05（60/ｓ） **：p<0.01（60/ｓ）

Fig.25 等速膝関 節 伸展 運 動時 にお け る発 生 トル ク と大 腿筋 群 活動 量変 化 の相 関 関係
横軸は 各角 速度 での 膝関 節伸 展運 動時 にお ける 発生 ト ルクを 示す 。縦軸は 最大 トル ク発 生時 にお ける 筋
活動量 に対 する 相対 値を 示す 。（r=-0.464, p<0.05）
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Fig.26 等速膝関 節 伸展 運 動時 にお け る角 速 度と 大 腿筋 群活 動 量変 化の 相 関関 係
横軸は 膝関 節伸 展運 動時 にお ける 角速 度を 示す 。縦 軸は 最大ト ルク 発生 時に おけ る筋 活動 量に 対す る相
対値を 示す 。（r=0.678, p<0.05）

Fig.27 等速膝関 節 伸展 運 動時 にお け る角 速 度お よ び発 生ト ル クと 拮抗 筋 活動 比 の相 関関 係
横軸は 各角 速で の試 技に おけ る角 速度 およ び発 生ト ル クを示 す 。縦 軸は伸 筋に 対す る拮 抗筋 の活 動比 を
示す。
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Fig.28 等速膝関 節 伸展 運 動時 にお け る共 同 筋お よ び拮 抗筋 活 動量 の相 関 関係
横軸は 各角 速で の伸 筋群 の活 動量 を示 す。a, b の縦軸 は伸筋 に対 する 拮抗 筋の 活動 量を 示し 、c の 縦軸
は伸筋 の活 動量 を示 す。

5.

座位 IK および助走 IK と等速性膝伸展運動時における 筋活動関係
等速性膝伸展運動（240deg/s）条件下での膝伸展角 10°から 70°における
VL の活動量は、座位 IK 時における筋活動量との間に有意な相関関係が認めら
れた（r=0.400, p<0.05）（Fig.29）。また、等速性膝伸展運動（60deg/s）にお
ける筋活動量と座位 IK および助走 IK 時における VL の筋活動量との関係につ
いては、有意な相関関係が認められた（60deg/s vs 座位 IK：r=0.396, p<0.05、
60deg/s vs 助走 IK：r=0.393, p<0.01）（Fig.29）。しかし、等速性膝伸展運動
（240deg/s）および助走 IK 時における筋活動量の間には、どの筋においても
有意な相関関係は認められなかった（Fig.29）。

Fig.29 等速膝関 節 伸展 運 動時 およ び 助 走 IK、座 位 IK にお け る VL 活 動量 の 相関 関係
a の横 軸 は 240/ｓの 等速 膝関 節伸 展運 動時 の筋 活動 量 を示し 、同様 に、b の横 軸 は 60/ｓ時の 値を 示す 。
上段の 縦軸 は助 走 IK 時 の筋 活動 量を 等尺 性収 縮時 にお ける筋 活動 量 に 対 す る 相 対 値 を 示 し 、 同 様 に 、
下段の 縦軸 は座 位 IK 時 の値 を示 す。
Biodex_240deg/s vs 座位 IK：r=0.400, p<0.05 Biodex_60deg/s vs 助走 IK：r=0.393, p<0.01
Biodex_60deg/s vs 座 位 IK：r=0.396, p<0.05
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Ⅳ.

考

察

1. 助走 IK と座位 IK
A. 膝伸展角速度の 変化
通常の踏み込み支持脚動作に続きキック脚のスイング動作によって行われる
助走 IK の膝伸展運動軌跡は、単純化した座位 IK とほぼ同じ動作期間でみると、
ほぼ同 様なパ ターンにな ってい る（Fig.1, 12）。とくに膝伸展角の経時変化は
インパクト直前の約 50ms からインパクト直後の約 100ms まで高い類似性を示
している。これは IK においてインパクト直前約 50ms までにインパクトに必
要な速度が準備されていなければならないことを示唆している。角速度のピー
クが出現する膝伸展角の経時変化においても、インパクト直前約 50ms からイ
ンパクトまでにそれが出現している。この結果からもインパクト直前約 50ms
まで足関節の運動制御が行われていることを示唆している。
また、助走 IK と座位 IK 間における膝関節伸展角および角速度は両者ともに
有意な相関関係を認めたことから、座位 IK における膝動作軌跡は助走 IK に類
似した動作であることが示された。このことは IK における足関節の運動制御
機構を検討する際、座位 IK 動作モデルの妥当性を示すものである（Fig.19-21）。
B.

筋活動の変化
筋活動量の経時変化は、VL と RF において高い類似性を示したが、BF にお
いて座位 IK は助走 IK よりも大きい傾向を示した（Fig.4, 14）。これらの変化
において、VL と RF の筋活動量はインパクトに向かって減少しているが、BF
の筋活動量はインパクトでピークを示している（Fig.4, 14）。この BF における
インパクトでの筋活動量のピークは、インパクトの急激な角速度の増加に対し
て膝関節の過伸展を予防するための減速機構であると考えられる。強いインパ
クトを生み出す一方で、関節の傷害予防も同時に行う運動制御機構が作用して
いることを示唆している。
C.

インパクトの大 きさ
インパクト時の衝撃力は足関節に加わる。とくに児童において、スイートポ
ットでインパクトが起こらないと足関節に過剰な負荷が発生する。その結果、
足関節に傷害が発生する。足関節の回外および内反の状態で大きな力が加わる
と腓骨下端の骨折が生じやすく、回内および外反の条件では腓骨下部のらせん
状骨折の発生のしやすさが報告されている 19) 。そのため、ボールインパクトが
正常に遂行されず、甲の外側にボールとの衝撃が加わった場合には足関節を回
外させる方向の力が生じ、内側でのインパクトは足関節の回内方向への力が生
じる。さらに IK の他に、ボールに内外方向への回転をかけるために足関節を
外転、内転させた肢位で行うインサイドキックやアウトサイドキックにもこれ
らの危険が潜んでいると言える。
IK 時において、足関節底屈位が過伸展することによって足関節を形成する脛
骨と距骨周辺部に骨棘が生じることが報告されている 20) 。最大屈曲位でボール
インパクトをした場合、その関節を衝撃から守る働きをしているのは腱である。
足関節底屈位を取りつつも下腿前側筋の活動があれば、腱だけでインパクトを
受けるよりは、少なからず腱へのダメージは軽減されると思われる。したがっ
て 、イ ン パ クトに対する下腿前側筋群の動作前 筋活動（Pre-activation）は損
傷防止に対して重要な役割を担っている。
また、年齢だけでなく性差による関節傷害（前十字靭帯損傷）の発生率の違
いが報告されている 21) 。男女間における筋活動の違いが股関節周辺のモーメン
トを変化させ、関節にかかる負荷が変化する。このように、筋活動順序や相互
の活動バランスが関節に与える負担を変化させる可能性が考えられる。

D. 足関節固定
骨を構成する線維の走行の違いによってひずみの生じやすい方向や力の加わ
りやすい部分は異なる。これまで骨の粘弾性の影響は見られていないが、骨の
場所や力の加わる方向によって骨強度は変化するので 22) 、IK のインパクトで
は足関節の周辺筋群の共同的および協調的活動が関節傷害予防の観点から重要
となる。
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また、関節の可動域を決定する主な要素は、骨の構造と筋の最大張力に対す
る腱の弾性である。
（脛骨圧縮強度 16.2kg/mm 2 、TA 引張強度 22.0g/ mm 2 、伸
び率 51％、腱引張強度 5.6kg/ mm 2 、伸び率 11.0％）筋が発生した張力を関節
に反映させる役割を担う腱は、筋の伸び率に対して低い値となり、筋が最大に
収縮したとしても腱を最大に伸張させることはない。完全屈曲において伸筋の
活動がない状態でインパクトを迎えることは、腱の固さのみで衝撃に耐えるこ
とになる。また、26 本の骨と 3 個所の関節から構成される足部は、各骨間隔が
狭く、外からの衝撃によって固い骨同士の衝突が生じやすい状態にあるともい
える。足関節完全屈曲位にありながらも伸筋に活動があれば、その分だけ腱へ
の負担を軽減し、一か所へ集中する衝撃を分散させることができる。また、主
動筋である屈筋群の活動が高すぎることも、前下腿筋群の伸張力を生み出すた
め、足関節傷害のリスクを高める一因になり得る。
足関節の傷害を回避するためにはインパクトで足関節周辺筋の共同活動が必
要である。すなわち、IK を行うために足関節底屈位を取る際には Sol および
MG が主動筋として活動を行う。また、距腿関節の安定および固定を行うため
に、TA の収縮を伴い ながら同 時活動が行われている。足関節が底屈 位となる
ことによって、足関節を構成する第 1 中足骨基底部に停止している TA は引き
伸ばされる。また、TA 自身の収縮も引き伸ばされる力を生じさせる。
2.

等速性膝関節伸展運動と助走 IK および座位 IK の筋活動関係
最大 ト ル クの発生と至適角度に ついては、先行研究と同様に屈曲 50°か ら
60°の間で最大トルクが発揮された。これは膝関節の伸展時において、大腿骨
に対して脛骨が前方に滑り出しながら回転し、脛骨が滑り出す大腿骨外果は楕
円形の構造的特徴を持っているため回転軸の中心から作用点までのモーメント
アームの長さが変化することに関係している 23) 。したがって、本研究結果にお
いても膝関節屈曲 50°から 60°の間にモーメントアームが最大となり、最大
トルクの発生に一致している。
その他に長さ張力関係の寄与もこの膝関節屈曲位 50°～ 60°間に存在して
いると考えられる。発生張力は、筋線維長に依存して能動的に収縮していると
きに変化する。筋は受動的に伸張されると張力が増加し、伸張すると発揮張力
が上昇する。それがさらに伸張されると張力はプラトー状態となる。これはサ
ルコメアを構成するアクチンとミオシンの結びつきの度合いによる。筋長が短
いほどアクチンとミオシンの重なりが過剰となり、筋長が長すぎても重なり合
う部分が僅かとなり、張力の低下を生じてしまう。よってアクチンのミオシン
に対する滑り込みが至適な状態において両者の結びつきが最大となり、その際
の筋長が最大張力の発生機構に一致している 24) 。
等速性膝伸展トルクのピークの膝角度は膝屈曲 50°～ 60°間に出現したが、
その筋活動量は膝関節伸展角速度の大きさとの間に相関関係が VL にのみ認め
られた（Fig.26）。これは等速性に膝関節伸展が行われると、膝関節の固定に働
く BF の筋活動も持続しながら進行していることを示唆している。等速性膝関
節伸展運動中の伸筋と屈筋は同時活動し、その割合は伸展運動の速度に比例し
て大きくなる 25) 。
膝関節伸展が進むにつれて主動作筋の活動が緩やかに低下する現象について
は、伸筋の短縮による筋長の変化が影響していると考えられる。この筋長の短
縮は、最大刺激挿入法（twitch interpolation technique）によって算出された
随意興奮レベル（voluntary activation level）および rmsEMG を低下させる
との報告がある 26) 。これらの活動量の減少は、腱器官（Golgi tendon organ:
GTO）などの感覚受容器の感受性が変化することによってもたらされた求心性
情報の影響による可能性が考えられる。 または、上位中枢からのドライブ自体
が減少している可能性も一要因と考えられる。一方、膝関節伸展時の拮抗筋で
ある BF の活動の上昇が見られたのは、膝関節伸展トルクの上昇が最も著しく、
主動作筋の活動も高い状態のときであった。これらの現象は、主動筋と拮抗筋
に対する同時指令（Common drive）が影響を及ぼしている可能性が考えられ
る。
筋線維組成の参画様式について、等速性膝関節伸展の角速度と筋活動に正の
相関がみられたのは、角速度が大きくなると筋収縮速度も速くなり、Fast-MU
ｓの動員および発火頻度（Firing rate）の上昇によって筋活動量が上昇したこ
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とに関係したものと考えられる。一方、等速性膝関節伸展の角速度が小さくな
ると、発生トルクは大きくなるため、発揮張力が上昇すると考えられる。この
発揮張力が上昇すると、結果的に活動量の大きさが GTO の活動調節によって
変化する可能性が考えられる。
3.

前脛骨筋と下腿三頭 筋の筋活動パターン
インパクト前における VL および RF の高い活動は膝関節伸展動作の加速を
生じさせている 。また、BF の活動はインパクトに向かって増加した。この現
象にも中枢指令、関節受容器、筋紡錘の感受性の変化等が影響を及ぼしている
可能性が考えられる。インパクト後において、伸筋群の活動低下に伴ってその
角速度は急速に低下している。これは過伸展の抑制のため減速に働く。
インパクト前において、足関節に生じるインパクト時の強い負荷から関節や
筋を保護するための下腿筋群の持続的同時収縮による足関節固定が行われてい
ると考えられる。この働きによって、インパクト瞬時の下腿筋群の活動変化率
においては、主動筋と拮抗筋の間の相関係数は低い値となったが、主動作筋同
士は相関を示した。この区間では Sol と MG の活動が上昇しており、TA の活
動はわずかに低下している。Sol と MG の間に相関がみられ、拮抗筋との間に
相関が見られなかったことから、主動筋から拮抗筋に対する相反性抑制の寄与
が小さいことが示唆される。さらに主動筋の活動が上昇した場合、拮抗筋であ
る TA の活動がさらに抑制され、主動筋と拮抗筋の間に負の相関関係が生じる
はずである。
一方、膝関節伸展速度の加速相に大腿伸筋群の活動増加が出現している。伸
筋群に対して BF の活動が抑えられていることも、素早い動作を遂行するため
に必要である。 しかし、BF の活動は抑えられながらも、緩やかに上昇してい
る。この活動は膝関節の過伸展を防止するのに寄与していると考えられる。さ
らに、膝伸展位の方が屈曲位よりも TS の活動が高くなるとの報告がある 27) 。
膝関節伸展に伴って足関節は徐々に足関節底屈に移行し、そのために TA の緩
やかな活動低下が起こる。そして TA の筋活動は完全に消失することはなく、
足関節底屈位を取りながらもインパクト時に生じる力に対する受動的な足関節
底屈方向への過伸展を避けるためにその活動が担保されていると考えられる。
また、IK における関節運動は、股関節屈曲、膝関節伸展、足関節底屈が行わ
れている。膝関節伸展動 作時には、大腿四頭筋（Quadriceps femoris:QF）が
主動作筋として、BF が拮抗筋として活動する。QF の短縮性収縮時には、筋長
（≒膝関節角度）に依存して筋活動が異なることが報告されている 25) 。QF の
筋活動量は膝伸展位より膝屈曲位の方が大きい。次に、IK のインパクトの際に
下腿の加速度が急激な QF の活動低下によって得られやすくなる。BF の筋紡
錘が受動的伸張されて、その活動が高められる。この膝関節伸展時における拮
抗筋として働く BF の伸張性収縮は、等しい活動レベル下で発揮する力が短縮
性収縮時よりも高い 28) 。この拮抗筋の働きは、MVC での膝関節伸展に対して、
20～30％MVC 程度であり 29) 、QF とは対照的に、膝関節屈曲 90°から伸展 0°
の全範囲において筋長（≒膝関節角度）の影響は受けない。したがって、主動
筋は膝関節伸展位をとるほど筋活動の低下が起こり、拮抗筋ではその活動が相
対的に上昇する。結果的に拮抗筋はより少ない筋活動で効率よく速い膝関節伸
展動作の運動調節に働いている。すなわち、拮抗筋は、下腿の運動を減速させ、
膝関節の過剰伸展による関節や靱帯のダメージを回避し、膝関節の安定を図っ
ていると考えられる。
4.

前脛骨筋脊髄運動ニ ューロンの興奮レベル
TA の H 反射はインパクトに向かって上昇しインパクト直前に最大値を示し
た。一方、インパクト後の H 反射は緩やかに減少した。これは、脊髄の興奮レ
ベルがインパクト時に高い状態にあることを示唆している。脊髄の興奮レベル
を高く保って、素早い筋活動に対応できる脊髄内準備状態にある可能性が考え
られる。また、刺激条件の違いは M 波の変化および、それに伴う H 反射の変
化の要因の 1 つとなる。実際にインパクト前後の区間で比較すると H 反射が有
意に低下している。そのため、H 反射の減少に M 波の増加が影響している可能
性を完全に否定することはできない。しかしながら、M 波が一定の値を示して
いるインパクト後 33ms から 100ms 区間においても H 反射が有意に減少して
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いる。したがって、M 波が一定の値を示すインパクト前後それぞれの 3 区間に
おいては、H 反射が正確に脊髄α-MN pool の興奮レベルの変化をとらえてい
る可能性が高い。
Sol の H 反射測定時に TA の支配神経を電気刺激すると、TA への抑制がみら
れ、TA は Sol に対して相反性抑制効果を持っている。しかし、安静状態での
この Sol に対する抑制量は、底屈および伸筋屈筋の同時収縮時において減少す
る 30) 。背屈時には、抑制量の減少は見られなかった。虚血によって求心性神経
をブロックしフィードバックを減少させた際においても、この同時収縮時の抑
制量の減少がみられたことから、
（上位）中枢に相反性抑制の回路が存在する可
能性が示唆された。反対側の相反性抑制（Sol が TA を抑制する働き）におい
ても、同様に、底屈時の抑制が大きく、背屈時の抑制が減少し、同時収縮中の
抑制量が最も少なくなった 30) 。
TA の H 反射が小さくなった原因には、筋が受動的に伸ばされた結果、抑制
が生じた可能性がある 31) 。これは、同名筋の自原性抑制に対して拮抗筋の活動
が増加すると抑制が強くなることや 7) 、異名筋の自原性抑制に対しては拮抗筋
の修飾が生じない 32) 機構に関係しているものと考えられる。Sevend らは、経
頭蓋磁気刺激（Transcranial magnetic stimulation:TMS）と H 反射を用いて
TA と Sol の相反性支配の神経調節機構についての研究を行っており 33) 、その
中で、TA と Sol との間の相反神経支配は完全には相反していないとの報告し
ている。脊髄レベルにおいて、Sol 脊髄α-MN は足底屈時に促通し、背屈時に
抑制されるが、TMS による皮質脊髄路の興奮性の結果からは、TA への相反性
抑制を示した。そして背屈と底屈のどちらの場合においても Sol 脊髄α-MN は
興奮状態にあるとしている。すなわち、TA と Sol の関係は相応せず、インパ
クトにおいても足関節のコントロールに Sol 脊髄α-MN の優位性が中心的に働
いていると考えられる 33) 。さらに、Fatima らは、ヒトの立ち座り動作におい
て、TA と Sol の H 反射が筋活動の増減に対応して変化することを報告してい
る 18) 。そして TMS の結果からも、TA の H 反射と同様の変化が起こることを
報 告 し て い る 。 一 方 、 Sol の TMS に よ る 運 動 誘 発 電 位 （ Motor evoked
potential:MEP）は、TA の筋活動を増加させても促通が生じることを明らかに
した 18) 。この脊髄レベルにおける相反性抑制は TA と Sol の間で認められるが、
上位中枢のコントロールにおいて、運動ドライブによる後シナプス性の Sol へ
の修飾が生じている可能性を示している。したがって、インパクトにおいても
Sol の活動が優位性をもって TA の活動をコントロールしているものと考えら
れる 18) 。
しかし、IK のインパクトでは、TA 脊髄α-MN における H 反射がピークを
示している。また、rmsEMG はインパクト前 33～66ms で高くなっている。こ
れらの反対の現象は同時収縮のレベルを示していると思われる。Kato らは、手
関節伸筋と屈筋を同時収縮した際に、両性入力がその活動を減少させている可
能性があることを報告している。それによって TA の活動が調節され、足関節
底屈筋と背屈筋の同時収縮のバランスが保たれ、足関節のスティフネスが維持
されていると考えられる。
この足関節のスティフネスは、関節固定のタイミングにとって重要な役割を
果たしている。TA と Sol を独立して活動させたとき、各筋の H 反射を観察す
ると、両筋の同時収縮と比較してそれぞれの H 反射が、各筋が主動筋として行
う動作の約 50ms 前に上昇すると報告されている 34) 。これは脊髄の興奮レベル
が増加したことによる現象である。このとき伸筋から屈筋への相反性抑制は生
じていない 34) 。抑制性介在ニューロンが抑制されることによって、同時収縮時
に皮質脊髄路の投射がスイッチング機能を果たし相反性抑制の影響を打ち消す
としている 34) 。
IK は足関節の中間位を保持していないが、底屈筋が背屈筋に比べて活動が高
く、背屈動作と底屈動作において底屈筋から背屈筋への抑制は低下する 30) 。両
筋の同時収縮は脊髄α-MN の興奮レベルを低下させていることになる。インパ
クトで TA に出現する H 反射のピークは、同時収縮における H 反射の発生機構
と矛盾している。しかし、Sol と TA の働きは、IK の他関節の主動筋である QF
の活動に修飾されている可能性がある。Nielsen らは、QF に活動を生じさせる
と Sol には促通が、TA には抑制が起こることを報告している 30) 。また、TA に
活動を生じさせると QF から Sol への抑制作用が打ち消される。それによって
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QF の活動が高まる IK のスイング時においても、TA および Sol 同時に活動さ
せることが可能となる。また、このとき MG のみシナプス前抑制の作用がみら
れなかったことから、Ia シナプス前抑制による Sol の活動低下が生じないため
に、足関節固定に寄与すると考えられる 30) 。Lamy らによると、QF の Ia 求心
線維から抑制性介在ニューロンを介して TAα-MN が抑制されるとしている。
また、歩行時において Sol の活動相は QF 投射神経から抑制作用の減少を受け
る 7) 。本実験の IK において、QF の高い活動と Sol の活動の増加が同時に起き
ている。QF の積極的な活動は、キック時に QF の Ia 求心性線維から TA 脊髄
α-MN への抑制に寄与する可能性も考えられる。しかしながら、TA の活動は
QF による Sol への抑制を打ち消すため、IK 時においては QF、TA および Sol
の活動を同時に高めることが可能である。
さらに、関節のスティフネスは主動筋と拮抗筋の同時活動のレベルが高くな
るにつれて上昇するため 35) 、足底屈筋および足背屈筋の同時収縮の上昇によっ
て関節スティフネスが高められる。とくに動作速度が上昇するとそれに比例し
て同時収縮のレベルも上昇し、関節スティフネスが一挙に高まる。したがって、
インパクトでは足底屈位を素早くとることで、同時収縮を引き起こし、足関節
固定に寄与できるものと考えられる。MG は発揮張力が大きく、スティフネス
も高くできる。Sol は MG よりもコンプライアンス（形の変わりやすさ）が高
い 36) 。Sol も MG も足底屈に寄与する筋肉だが、足底屈力に寄与する割合が 高
いのは MG である。これらは筋線維タイプ、筋線維長、サルコメアの数、腱の
長に特性がある。
筋スティフネスは上位中枢から同時収縮指令に関係している。上位中枢から
同時収縮を指令されることができれば、意識的に素早い足底屈運動のトレーニ
ング課題を実施できる。そのことが足関節の傷害を予防することにつながる。
また、同時収縮は速度依存的に上昇すると考えられるので、素早い足底屈運動
のトレーニング課題が重要である。
どんな関節運動においても Pre-activation が生じている。これは中枢性の運
動準備 に対す る興 奮レベ ルを 反映するものと考えられてい る。Koyama らは、
ペ ダ リ ン グ サ イ ク ル 37) 、 立 位 、 歩 行 16) 、 走 行 時 17) に お い て 、 背 景 筋 活 動
（Background EMG）と H 反射に直線相関関係が存在することから、単シナ
プス反射の経路に対してシナプス前 Ia 抑制の寄与が各種運動の調節機構に重
要であることを示した 38) 。
また、下腿筋における筋線維タイプは各筋によって組成比率が異なっている。
ネコの場合、TA の運動単位タイプは Fast type が 97.6％、Slow type が 2.4％
であり、MG は Fast type が 96％、Slow type が 4％である 39) 。ヒトの TA で
は、Slow type が約 65％を占めるが 40) 、それに対して Sol は Slow type の割合
がさらに多い。この違いは運動の速さや持続性運動に適した働きができること
を示している。すなわち、インパクトのような瞬間に足関節の固定に作用しな
ければならないときに、速筋線維の寄与は重要となるが、協同筋同士の活動で
線維組成が大きく異なる場合に、遅筋は事前に収縮を準備しておかなければな
らない。本研究においても Sol はインパクト前に高い活動を行っていた。この
ことは筋線維組成の異なる共同筋間のインパクトにおける活動タイミングの違
いが存在していることを示唆するものである。しかし、Sol は代表的な抗重力
筋であることを考えると、足底屈運動の時間タイミングに無関係に持続的活動
をしていることも考えられる。
Ⅴ.

結

論

本研究において IK 時および等速性膝関節伸展動作における下肢の筋活動お
よび脊髄興奮性の特性を筋電図学的に検討した結果は、以下のとおりである。
1. 座位、助走 IK 時において膝関節は伸展し、角速度および下腿部加速度は
インパクト時に高い値を示した（p<0.01）。
2. 座位 IK 時において BF の活動量と角速度の変化の間に有意な相関関係が
認められた（r=0.918, p<0.01）
3. 座位、助走 IK 時において QF の活動はインパクト前において高い値を示
した[座位（VL：p<0.05、RF：p<0.01）、助走（VL：p<0.01、RF：p<0.05）]。
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4. 座位 IK ではインパクト時において Sol、MG の活動量の間に相関関係が
認められた（r=0.726, p<0.05）。
5. TA 脊髄α-MN pool の興奮レベルはインパクトに向って上昇し、インパク
ト後低下した（p<0.05）。
6. TA の H 反 射 と 筋 活 動 量 の 変 化 に 相 関 関 係 が 認 め ら れ た （ r=0.487,
p<0.01）
7. 助走 IK のインパクト時において VL、RF の活動量に相関関係が認められ
た（r=0.411, p<0.01）
8. 座位、助走 IK のインパクト時において足関節底屈筋、背屈筋の間に相関
関係は認められなかった。
9. 等速膝関節伸展運動時において発生トルクのピーク値は膝関節角 60°か
ら 50°の間に生じた（ 240/ｓ：p<0.05, 180/ｓ：p<0.05, 120/ｓ：p<0.01, 90/
ｓ： p<0.01, 60/ｓ： p<0.01）
10. 等速膝関節伸展運動時において VL の活動量と発生トルクに負の相関関係
が認められた（r=-0.464, p<0.05）。
11. 等速膝関節伸展運動時において VL の活動量と角速度に相関関係が認めら
れた（r=-0.678, p<0.05）。
12. 座位、助走 IK 時において膝関節角、角速度、下腿加速度、TA 活動量に
相関関係が認められた（膝関節角、角速度、下腿加速度：r=0.905, 0.651,
0.830、p<0.01、TA 活動量：r=0.386, p<0.05）。
13. VL において、等速膝関節伸展運動および座位、助走 IK 時の活動量に相
関関係が認められた。
[等速性（240deg/s）]膝関節伸展運動 vs 座位 IK：r=0.400, p<0.05
[等速性（60deg/s）]膝関節伸展運動 vs 助走 IK：r=0.393, p<0.01
[等速性（60deg/s）]膝関節伸展運動 vs 座位 IK：r=0.396, p<0.05
以上のことから、IK のインパクト瞬時における下腿筋群は、足関節の底屈位
をとりながらも背屈筋の活動を維持し、それぞれの同時活動によって筋のステ
ィフネスを高め同時に足関節の固定を行っている。底屈筋および背屈筋の活動
バランスは、上位中枢からの Common drive だけでなく、筋収縮による伸張反
射、拮抗筋に対する相反性抑制、大腿筋からの促通作用の反射および運動指令
による複雑な修飾を受けながら、α-MN pool の興奮性を高めるよう精巧に調節
されている。その調節によって足関節にボールと衝突によって生じる衝撃を緩
和している。
傷害予防の観点からは、ボールと足部背面の衝突によって生じるインパクト
に対して、TA の活動は不可欠である。
実践的な場面では、IK を練習する前の段階における足関節の底背屈動作自体
をスムーズに行うためのトレーニングの必要性や、疲労により運動調節機能が
正常でない状態で行う IK による傷害発生の危険性が示唆される。特に低年齢
者は筋肉や骨の組織が成熟しておらず、大きな衝撃が繰り返し体に加わること
が傷害のリスクを高めかねない。
本研究結果は選手および指導者にとって、IK のトレーニング指導を行う際に
有益な一資料と考えられる。
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