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1．緒言 
足関節捻挫はスポーツ活動において最も多く発

生する外傷の 1 つで，ジャンプや切り返し動作，他
者との接触の多いスポーツ種目で特に発生しやす
い。適切な治療やリハビリテーションが行われない
まま，早期に競技復帰してしまうと，痛みや腫れな
どの不定愁訴や，足関節の不安定性などの後遺障害
が残存してしまい，スポーツ活動の妨げになること
や，足関節捻挫を再発することによって，逆に競技
復帰が遅れてしまう恐れがある。 
 現在，足関節捻挫に関する研究や報告は数多くあ
る。しかし，その初回の発生理由は，偶然発生する
以外に決定的な理由は見出せていない。それに加え，
足関節捻挫の既往のある人の多くは，足関節捻挫を
再発してしまい，その後足関節不安定性に移行して
しまうという報告もある 1)。浦辺らは，重症の足関
節捻挫を起こすことによって，足部内転の固有感覚
が低下することを示している 1)。したがって，足関
節の固有感覚の低下が捻挫の発生，再発や不安定症
への移行に関与しているのであれば，足関節の固有
感覚が優れていることが，足関節捻挫を含めた外傷
の発生の危険性を低下させることができるという
ことが考えられる。 
 そこで本研究では，足関節の固有感覚に狂いが生
じてしまう状況を考え，スポーツ活動中に起こり得
る，体力・筋力の疲労に着目した。疲労が影響して
固有感覚が低下するのであれば，スポーツ活動中に
おいて，足関節捻挫の発生の危険性は上がる恐れが
ある。足関節の固有感覚として，関節位置覚を測定
し，それに対する疲労の影響を全身疲労と足関節周
囲筋の局所疲労の２つの面から疲労の前後での変
化を分析し，関係を検討することで，足関節捻挫の
発生起因を明らかにしていくための資料とするこ
とを目的とする。 
 
2. 研究方法 

2-1 対象 

 茨城大学運動部に所属する学生で，日常の運動習

慣（週４日以上）がある男性 17 名とした。 
測定足は，ボールをキックする足を利き足とし，

利き足のみ測定した。 
2-2 測定内容・方法 

2-2-1 足関節固有感覚 

（1）測定装置 
 足部内転の位置覚測定装置は，Goniometer foot 
plate（中村ブレイス社制作）を再現して制作。2 枚

の木板を円盤状アタッチメントで連結しており，足

部を内・外転した際に滑らかに動くように設計され

ている。上の木板には 0.5°刻みで目盛が記入してあ

り，土台の指針と合わせることで足部内・外転角度

を測定することができる。 
（2）測定姿勢 
 被験者は閉眼し，裸足で装置の回転軸上に踵部を

置き，第 2 指尖を 0°に合わせた。測定時には足関節

底屈 20°となるように膝関節を屈曲 70°で固定した。

これは，前距腓靱帯の解剖学的な位置関係から伸張

ストレスを加えられる肢位として設定した。足関節

中間位では足部内転時に下腿も同時に動いてしま

うこともあり，この肢位が最も測定に適していると

判断した。下腿の運動が起こらないように，股関節

内・外旋および内・外転がそれぞれ 0°となるように

大腿部を座面に固定した。 
（3）測定方法 
 足部内転の位置覚を角度再現による方法で，目標

角度に対する再現角度の誤差を計測した。 
 位置覚測定は，まず足部を目標角度まで他動的に

装置を内転させ，5 秒間保持した後に開始位置まで

戻す。その後，自動的に目標角度を再現させる方法

（自動運動）と，1°/sec の速度で他動的に装置を内

転させて目標角度を再現させる方法（他動運動）の

2 種類の方法で，目標角度と再現角度との誤差（絶

対誤差）を計測した。目標角度は内転 10°，15°，20°，
25°とし，測定順はランダムに選択した。各目標角

度を 3 回ずつ，計 12 回測定し, 平均値を算出した。

その後，局所負荷をくわえ，負荷前と同じ方法で目

標角度と再現角度の誤差を測定した。全身負荷前後

も同様の方法で行った。 
2-2-2 局所負荷 

 局所負荷は，サイベックスジャパン社製の

Cybex770-NORM を用いて足関節の底・背屈運動で

足関節周囲筋の疲労を誘発させた。 
 被験者は，膝関節 0°（最大伸展位），腹臥位にて

60deg/sec の角速度で等速性運動を行った。反復回

数 10 回を 1 セットとし，セット間に 40 秒のインタ

ーバルをいれ，合計 3 セット行った。3 セットそれ

ぞれの最大トルク値を算出し疲労の有無を確認し

た。 
2-2-3 全身負荷 

 全身負荷は，竹井機器工業社製のトレッドミル

（TYPEⅢ）を用いてランニングを行うことで疲労

を誘発させた。10％の傾斜角度をつけ，時速 10km/h
の速度で 5 分間ランニングを行った。 
2-2-4 分析方法 
 各目標角度 3 回ずつ測定し算出した平均値をも
ちいて，各測定方法（自動運動，他動運動）内，角
度別に負荷前，局所負荷後，および全身負荷後の再
現角度の誤差の比較を行った。再現角度の誤差の比
較には，SPSS 11.5 J for Windows をもちいて一元配
置分散分析（one-factor ANOVA），多重比較検定を
行った。局所負荷，全身負荷前後で再現角度に差は
生じるのか分析し，考察した。有意水準は 5％とし
た。 
 
3．結果と考察 

3-1 局所負荷前 

 局所負荷前の自動運動における目標角度と再現

角度の誤差の平均は，目標角度 10°で 1.16±0.61°，
15°で 1.80±0.69°，20°で 2.23±1.07°，25°で 2.60±1.54°
であった。内転角度が大きくなるにしたがい誤差は

増加し，10°で 20°および 25°の間に統計的な有意差

を認めた（p<0.05）。他動運動では，10°で 1.84±1.45°，
15°で 1.88±1.39°，20°で 2.34±1.45°，25°で 3.50±1.76°
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であった。自動運動と同様に内転角度が大きくなる

にしたがい誤差は増加し，25°で 10°および 15°の間

に統計的な有意差を認めた（p<0.05）。 
 この傾向は先行研究と同様の傾向を示している。

よって今回制作し使用した測定装置の信頼性を示

唆する結果となった。 
3-2 局所負荷後 
 局所負荷後の自動運動における目標角度と再現

角度の誤差の平均は，目標角度 10°で 2.00±0.95°，
15°で 1.80±1.08°，20°で 2.55±1.61°，25°で 2.45±1.88°
であった。統計的な有意差はなかった。他動運動で

は，10°で 2.26±0.97°，15°で 2.24±1.42°，20°で
1.90±0.87°，25°で 2.31±1.12°であった。どの角度で

も誤差の平均に大きな差はなく統計的な有意差は

なかった。 
 各目標角度において，局所負荷前後で再現角度の

誤差を分析したところ，統計的有意差はなかった。
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図 1 自動運動における足関節位置覚測定値（局所

負荷前後の比較） 
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図 2 自動運動における足関節位置覚測定値（全身
負荷前後の比較） 
 
3-3 全身負荷前 

 全身負荷前の自動運動における目標角度と再現

角度の誤差の平均は，目標角度 10°で 1.67±0.76°，
15°で 1.78±1.29°，20°で 2.11±1.09°，25°で 2.50±1.68°
であった。局所負荷前と同様に，内転角度が大きく

なるにしたがい誤差は大きくなったが，統計的な有

意差はなかった。他動運動では，10°で 2.05±1.58°，
15°で 2.13±1.08°，20°で 3.11±2.20°，25°で 3.51±1.94°
であった。4 つ全ての角度において 2°以上と大きな

誤差が出たが，統計的な有意差はなかった。 
3-4 全身負荷後 

 全身負荷後の自動運動における目標角度と再現

角度の誤差の平均は，目標角度 10°で 1.85±1.10°，
15°で 2.04±1.19°，20°で 2.84±1.44°，25°で 2.10±1.41°
であった。20°で誤差が大きくなったが統計的な有

意差はなかった。他動運動では，10°で 2.08±1.37°，

15°で 2.00±1.34°，20°で 2.56±1.37°，25°で 2.79±1.68°
であった。25°で最も大きな誤差が生じたが統計的

な有意差はなかった。 
 各目標角度において，全身負荷前後で再現角度の
誤差を分析したところ，統計的有意差はなかった。 
 今回の実験では，自動運動による測定に比べ他動
運動による測定は，目標角度が大きくなればなるほ
ど再現角度の誤差が大きくなるという傾向にあて
はまらない結果となった。その要因として，一定の
速度で装置を内転させることにより，ある程度予測
がついてしまうということと，個人の関節可動域の
差がでてしまったと思われる。自動運動では制限さ
れてしまった可動域が，他動で無理に動かされるこ
とによって，より正確な値がでてしまったことが考
えられる。 
 測定方法に加え，測定前の準備運動等まで考え，
測定を行わなければならない。 
 
4. まとめ 

 完全に防ぐことが出来ないだけに重要となるの

が，正しい予防策を明確にしていくことだと考える。

ただ単に足関節周囲筋の筋力を上げるだけでは,予 
防といった面では効果も低く不十分であり，やはり 
大切になるのが神経筋のコントロールや，固有感覚

がすぐれていることである。 
重度の捻挫を起こせば固有感覚は低下するとさ

れている。しかし，トレーニングによりその感覚は

回復するということも確認されている。つまり，固

有感覚は，常に一定なのではなく，様々な要因で変

化するものだと考えられる。スポーツ活動中，常に

同じパフォーマンスを行うことは出来ない。そうい

ったことに関与している 1 つの要因として疲労が

考えられる。疲労が固有感覚の低下に関与している

のであれば，その定義を明確にしていくことで，捻

挫等のスポーツ外傷の予防に役に立つのではない

かと考えた。 
今回，有意的な差を得ることはできなかったが，

その傾向は少しあらわれた。また，膝関節で同様の

実験を行い，全身負荷においては，有意的な差を確

認しているという報告もある 3)。 
今後は，測定装置や方法に加え，性差や体格差等

の違いにも着目し，より多くのデータを得ることが

必要である。固有感覚と疲労の関係性をはっきりさ

せたうえで，スポーツ活動中の怪我の予防のために

適切なインターバルをとることや，怪我からの復帰

の尺度として，現場で役に立つように，数値を定量

化していくことが課題である。 
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