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1．緒言 

サッカーは，多くの球技種目の特徴であるダッシ

ュ・ジャンプ・ストップ・ターンなどのような急激

なスピードの変化に加えて，足を使ってボールを扱

うというスポーツである。そのため，スポーツヘル

ニア，恥骨結合炎，膝蓋靭帯炎等のように主に下肢

にスポーツ障害が発生する。そのうち，スポーツヘ

ルニアや恥骨結合炎などの鼠径部に発生する痛み

はサッカーの職業病とも言われ，キックによるスト

レスに原因があるとされている 3)。さらにサッカー

には数種類のキックがあり，それぞれのキックの特

性に応じてストレスが身体にかかり，結果的に様々

な傷害・障害が発生する。 
サッカーにおいて頻発する障害発生部位は鼠径

部あるいは下肢，下腿であり，中でも，鼠径部痛に

関してはサッカーにおける発症例が際立って多い

ことが報告されている 4)。滝川ら 1)は，大学サッカ

ー選手において，股関節内・外旋角度において左右

のアンバランスが存在することを示し，このような

左右差はサッカーの競技特性に起因するものであ

るとしている。一般に前後，左右での筋力・可動域

等のアンバランスは障害発生の誘因として挙げら

れており，股関節内・外旋角度左右でのアンバラン

スはサッカー選手の下肢，下腿において慢性疾患，

特に鼠径部周辺の疾患を多発する一つの原因とし

て示唆している。また，松岡ら 5)は筋柔軟性それぞ

れと障害との因果関係があるかを調査し，筋柔軟性

低下，大腿四頭筋筋力低下を示す選手は腰椎以下の

下肢の障害を引き起こす可能性があると示唆して

いる。しかし現在，サッカー競技において誘発され

る傷害・障害とその競技特性や身体特性との関連性

について言及している研究は少ない。 
そこで本研究は大学サッカー選手を対象とし，ス

ポーツによって骨・関節・筋・腱などの運動器にど
のような負担がかかっているのかを把握し，繰り返
しのトレーニングによって起こる慢性障害の予防
という点でその有効性が高いとされる整形外科的
メディカルチェック 1)を行い，サッカー選手の身体
特性の特徴を把握し，競技特性や身体特性との関連
を明らかにし，その発生原因の解明や予防のために
役立つ知見を得ることを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 研究対象は，茨城大学男子サッカー部員 25 名（1
年生 8 名，2 年生 5 名，3 年生 5 名，4 年生 7 名）
とした。 
2-2 調査測定項目 
スポーツ選手の一般的な身体特性項目として，傷

害・障害歴調査，関節可動域，筋柔軟性，体幹の筋
力測定項目として上体起こし・背筋力テスト，およ
び下肢の筋力測定項目として最大膝屈曲力・最大膝
伸展力（以下 LEG EX・LEG CUR）を測定した。 
2-3 分析方法 

 本研究での大学サッカー競技選手の身体特性を

調べるため，測定結果を他の研究や参考数値との比

較を行った。また，ポジション間や技術レベルの異

なる群間において，項目ごとに平均値の差や左右差

の検定を行い，それぞれによる身体的特性について

検討した。 
 各既往歴に関する要因を調べるために，対象者を

既往有り群と無し群とに分け，項目ごとに２群間の

平均値の差や左右差の検定を行った。 
 統計処理は，SPSS11.0J for Windows を用い，有
意水準は全て 5％とした。 
 
3． 結果と考察 

3-1 サッカー選手の身体特性 

傷害・傷害歴では，ほかの報告と同様に下肢に集

中し（68％），発生部位は足関節が最も多く，疾患

としては関節外傷が多くなった。サッカーは主に下

肢でボールを扱い，急激な方向転換やダッシュ，ス

トップ，ジャンプなどを繰り返し行った競技特性が

あるためにこのような結果になったと考えられる。

関節可動域では，参考可動域と比較したところ，股

関節屈曲，股関節内旋，股関節外旋において左右ど

ちらも低値を示した。参考可動域と先行研究 1)の数

値を比較してみても，サッカー選手の股関節内旋・

外旋は低値を示した。よってサッカー選手の身体特

性として，股関節内旋・外旋動作の機能低下の傾向

が伺われた。 
3-2 サッカー選手の競技特性 

ポジション間で比較したところ，傷害・障害歴で

足関節における既往歴の有無について，DF 群と FW
群の間に有意差が認められた（P<0.05）。これは

FW が自分の意思で走ったり，切り返しをしたりす

るのに対し DF は相手 FW に対しリアクションする

ことが多いため急激な方向転換やストップなどを

強いられることが多くなる。そのため，関節や筋肉

に強い力が加わることにより，このような傷害・障

害の特性になると思われた。 

 
チーム間（技術レベル）で比較したところ，股関

節外旋角度において有意差は見られなかったが，先

行研究と同じく技術が高いほど股関節外旋角度が

大きくなるという報告と一致した。股関節外旋の動

作はインサイドキックのインパクト前の動作に類
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図１  一人あたりの足関節における既往歴有無

の平均値とポジションとの比較 
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似している。股関節が外旋しにくい選手（股関節外

旋角度が低値）では，ボールインパクトの際に正確

に当たりづらくなる。また，インサイドキックはサ

ッカーの中でどの年代でも非常に使用頻度が高い

キックであり，この正確性が低くなることは選手と

して大きな欠点となりうる。このことから，股関節

外旋角度は技術レベルにも関連性があると考えら

れる。また，その他の項目でも 28 項目中 22 項目で

A チームの方が B チームよりも優れた結果となっ

た。さらに，立位体前屈・背筋力についても A チ

ームの方が B チームよりも優位に高い（P<0.05）数

値を示した。よってこれらのような身体特性も技術

レベルに強く関与するのではないかということが

示唆された。 

 
 

競技歴別で比較したところ，傷害・障害歴でいく

つかの競技歴の差による特性がみられた。競技歴 0
～9 年群において，疾患で他の群と比べ Overuse の

割合が高くなっている。Overuse とは運動を始めた

ばかりの頃に起きやすいとされている。これは，運

動に慣れていないのにやり過ぎてしまったり，強度

を急激に上げすぎてしまったりして身体を酷使し

てしまうからである。運動方法の間違いがオーバー

ユース障害の最も有力な原因とされているが，他に

は，技術的な原因，身体的な原因，運動をする個人

の問題もある。また競技歴 15 年以上群では，他の

群と比べ疾患においてその他（恥骨結合炎・腰痛

症・腰椎分離症・椎間板ヘルニアなど）の項目が高

値を示している。これらの恥骨結合炎・腰痛症・腰

椎分離症・椎間板ヘルニアなどの慢性的な疾患は，

サッカー競技の中で行われる繰り返しのトレーニ

ングにより運動器に過度の負担がかかってストレ

スが蓄積され発生しているものと思われる。競技歴

が低い群ではOveruseや骨折などの使い過ぎや急性

的な傷害が多くなっているのに対し，競技歴の高い

群では慢性的な傷害が多くなっていることから，競

技歴の差が傷害・障害発生に強く関与するのではな

いかということが示唆された。 
3-3 各項目とアンバランスについて 
 各項目での左右差を検討したところ，関節可動
域・筋力の項目と既往歴の有無との間に有意な差が
みられた。先行研究においても，大学サッカー選手
において，股関節内・外旋角度において左右のアン
バランスが存在することが示され，このような左右
差はサッカーの競技特性に起因するものだとされ
ている。また，一般に左右・前後での筋力・可動域
等のアンバランスは障害発生の誘因として挙げら

れており，股関節内・外旋角度左右でのアンバラン
スはサッカー選手の下肢・下腿において慢性疾患を
多発する一つの原因となりうることを示唆してい
る。本研究では股関節内・外旋角度と既往歴との間
に有意差は見られなかったが，股関節伸展角度の左
右差と下腿の既往歴の有無，LEG EX 左右差と膝の
既往歴の有無との間に有意差（P<0.05）が認められ，
先行研究と同様に可動域・筋力の左右のアンバラン
スと障害発生との関与があることが示唆された。 
 

 
 

3-4 サッカー選手の身体特性と傷害･障害との関連 
 サッカーでは，相手にボールを奪われない，また
は相手からボールを奪うために様々な体勢やステ
ップ動作などを駆使しながら競技を進めていく。特
に攻撃が自分の意思で走ったり，切り返しをしたり
するのに対し守備は攻撃の相手に対しリアクショ
ンすることが多いため急激な方向転換やストップ
などを強いられることが多くなる。そのため，複雑
な下肢の回旋動作を強いられることになる。そして
先行研究や本研究でもみられたような股関節内
旋・外旋動作における可動域の低下や左右差がある
と，下肢の回旋動作の制限が要因となって，股関節
をはじめとした下肢の各関節にストレスが蓄積さ
れていき，慢性障害の発生につながっていくと思わ
れる。そして，下肢の各関節でのストレスが付け根
である鼠径部周辺に集中することで鼠径部の痛み
につながっていくと考えられたが，股関節内旋・外
旋の制限がプレー時に与える下肢への影響につい
ては今後の検討が必要である。 
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図 3 膝における既往歴有り群と無し群での

最大膝屈曲力の左右トルクの比較
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図 2  チーム（技術レベル）別の股関節

外旋角度の平均値の比較 


