
 

大学女子ハンドボール選手におけるフェイント動作の 

3 次元動作分析による前十字靱帯損傷因子の解析 

指導教員 富樫 泰一 

                        発表者 眞下 苑子 

キーワード：前十字靱帯損傷、ハンドボール、フェイント動作、危険因子、3 次元動作分析 

 

1. 緒言 

前十字靱帯（Anterior Cruciate Ligament：以下

ACL）損傷は、豊富な運動量とスピーディーな動

きの中で、激しい身体接触を伴いながら展開して

いくハンドボール競技で好発する外傷である。受

傷機転は、他者との接触により膝への直接的、あ

るいは間接的なストレスで受傷する接触型と、他

者との接触がない状態で受傷する非接触型に分け

られ、その受傷比率は約 3：7 である１）。山下ら２）

は、ハンドボールにおける非接触型損傷の 90％以

上がオフェンスプレーで発生し、そのうち 47％が

フェイント動作であり、さらに、その 80％以上が

“knee-in & toe-out”を呈していたと報告している。

これは、ハンドボールのオフェンスプレーにおい

て、ボールを保持したまま許される歩数に制限が

あることから、急激なストップや方向転換が要求

されるためだと考えられる。しかし、オフェンス

プレーはディフェンスプレーと比較すると意図し

た動きができることが多い。そのため、正確な身

体操作を身につけることが、損傷発生率の低下に

繋がると考えられる。 

そこで本研究は、ハンドボールにおける ACL 損

傷好発肢位であるフェイント動作の 3 次元動作分

析から、危険因子の種類と頻度を解析することで、

指導者・選手がフェイント動作における ACL 損傷

の危険因子を把握し、損傷予防への意識を高める

とともに、今後の練習や指導に役立てるための基

礎資料を得ることを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 研究対象 

大学女子ハンドボール部に所属し、ハンドボー

ル競技中に ACL 損傷既往がある学生 3 名、6 脚を

対象とした。なお、損傷既往のある脚を患脚、も

う一方を健脚とした。カッコ内は、年齢、身長、

体重、競技歴、患脚を示し、被験者 A（21 歳、168cm、

58.6kg、7年、右脚）、被験者B（20歳、160cm、60.1kg、

9 年、左脚）、被験者 C（19 歳、167.8cm、64.3kg、

6 年、左脚）であった。 
2-2 撮影方法及び撮影試技 

 撮影場所は、茨城大学体育実験室を用いた。2 台

のハイスピードカメラ（CASIO 製 EX-F1）を、被

験者の左右前方にそれぞれ設置し、試技に先立ち、

3 次元 DLT 法適用のため、較正器を運動範囲内で

撮影した。 

分析点は、腰マーカ（大転子）、左右上前腸骨棘、

大腿マーカ、膝関節中心、下腿マーカ、足関節中

心、つま先、踵の 10 点とし、大転子、大腿、下腿

には自作マーカを装着した。 

床反力の計測には、床反力計（キスラー社製フ

ォースプレート、以下：FP）を用いた。 

試技は、ハンドボールにおける最も基本的なフ

ェイント動作である、両脚ストップから方向転換

を伴う動作とした。手前に立たせた DF をぬくよう

なイメージでフェイントを行い、分析脚が FP に接

地するようにした。分析脚が FP に接地しなかった

試技やフェイント動作中に姿勢を崩した試技は失

敗とし、成功試技を左右各 10 試技行った。 

2-3 座標定義 

 実験座標系は、右手系を用い、被験者の左後方

の下端点（較正器の頂点の１つ）を原点とし、鉛

直上向を Z 軸正、進行方向を Y 軸正、Y 軸と同

一平面で直行し、進行方向に対して右方向を X 軸 

正とした（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実験模式図 

 

2-4 分析方法 

 撮影した映像を、Quick Time Player（Apple 社製）

を用い AVI 形式に変換後、Motion Viewer Free（フ

ィジカルソフト社製）により分析点をデジタイズ

し、3 次元 DLT 法（Direct Linear Transformation 

method）を用いて 3 次元座標を算出した。また、

腰マーカの 3 次元座標から内挿法により両大転子

座標を算出した。 

 床反力データは、チャージアンプ出力を A/D コ

ンバータを介してサンプリングレート 1000Hz で

PC に取り込み、FY（前後方向力）、FZ（鉛直方向

力）の値を算出した。 

分析範囲は、分析脚が FP に接地した時点から離

れるまでとした。 

2-5 算出項目 

 フェイント動作の分析局面を、FP に分析脚が接

地してから分析脚の膝関節が最大屈曲するまでを

「屈曲期」、その後分析脚が FP を離れるまでを「伸

展期」とした。また、各試技の結果を比較するた

めに、時間軸の規格化を行い、屈曲期と伸展期に

かかった時間の合計を百分率で表し、それを％time

と定義した。各局面における、股関節内・外旋角

変位、膝関節屈曲・伸展角変位、膝関節内・外反

角変位、膝関節内・外旋角変位を自作のプログラ
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ムを用い算出し、10 試技の平均値を求めた。なお、

膝関節屈曲・伸展角は、大腿骨の延長線上と脛骨

のなす角とした。 

2-6  t 検定 

 母平均の差の検定には、等分散の 2 標本を対象

とする t 検定（両側）を用いた。 

 

3. 結果と考察 

3-1 屈曲期 

接地時、膝屈曲角は全ての被験者で患脚と健脚

に差はほとんどなく、全ての脚で 34°以上の屈曲

を示し、ACL 損傷の危険因子の１つである、30°

以下の膝軽度屈曲位を呈したものはなかった。被

験者 C において、接地時に股関節外転角、膝外反

角が患脚で大きい値を示し、有意差が認められた

（P<0.05）。また、膝外旋角も患脚で有意に大きい

値を示したことから（P<0.01）、被験者 C の患脚は

より膝外反外旋位で接地していたと考えられる。

今回は足部の分析はしていないが、撮影した画像

から患脚での着地は、非分析脚（健脚）の踵が浮

き、体重が患脚に傾いていることが確認された。

よって、着地における衝撃の多くを患脚で吸収し

ていると考えられる。さらに、被験者 C の接地時

における床反力の FY は、健脚に比べ患脚が約 2.3

倍の大きさであった。これは、栗井ら３）の「knee-in 

& toe-out（膝外反外旋位）では、neutral（膝と足部

が正面を向いた中間位）に比べ、前後方向制動力

が弱まった」と報告したことに当てはまるもので

あった。したがって、脛骨の大腿骨に対する前方

への剪断力が多く発生し、ACL 損傷の危険性が高

くなると考えられる。被験者 A、B においては、接

地時に患脚と健脚で有意差は認められなかった。 

接地後、膝関節が徐々に屈曲していき、膝最大

屈曲位に達する。全ての被験者において、患脚と

健脚で膝屈曲角に有意差は認められなかった。被

験者Aにおいて、股関節外転角は患脚で外転 0.7°、

健脚で外転 11.2°であり、有意に健脚で外転角が

大きい値を示した（P<0.01）。しかし患脚は、接地

後内転運動をしたのち、急激に外転方向へ変位し

ている（図 2）。また、股関節内外旋角では、患脚

は、接地後急激に内旋し、その後外旋方向へ変位

している（図 3）。これらの急激な角変位が ACL に

より多くのストレスを与えていると考えられる。

さらに、被験者 A の膝最大屈曲位における床反力

の FY と FZ の値は、それぞれ健脚の約 7 倍、約 1.4

倍であった。したがって、患脚は急激な角変位に

より、膝関節に大きな衝撃が与えられていること

から、ACL 損傷の危険性が高くなると考えられる。

一方、被験者 B と C においては角度により有意差

が認められたものもあったが、単独で ACL 損傷に

至る可能性は低いと考えられた。 

3-2 伸展期 

 膝最大屈曲位の後、膝関節は徐々に伸展してい

き、最大伸展をむかえ、その後 FP を離れる。膝最

大伸展位において、被験者 B、C では、患脚と健脚

で大きな差は見られなかった。被験者 A では、膝

屈曲角に有意差が認められ（P<0.01）、患脚で屈曲

45.6°、健脚で 52.4°であった。股関節外転角は患

脚で外転 11.5°、健脚で外転 18°を示し、健脚で

有意に大きい値を示した（P<0.01）。また、膝関節

外反角は患脚で外反 16.5°、健脚で外反 21.3°を

示し、有意差は認められなかったが、健脚で外反

角が大きい傾向を示した。よって、健脚の方がよ

り膝外反外旋位を呈していた。また、撮影した画

像から、健脚は膝最大伸展位において足部が固定

されていたことが確認された。この足部固定が、

膝外反外旋位をまねき、ACL 損傷の危険性を高め

ていると考えられる。しかし、被験者 A のポジシ

ョンやプレーの特徴を考慮すると、健脚を軸脚と

したフェイントよりも、患脚を軸脚としたフェイ

ントを多用する傾向にあり、ACL 損傷に至りにく

いと推測できる。 

 

4．まとめ 

 ACL 損傷好発肢位であるフェイント動作につい

て患脚と健脚で比較検討し、以下の結果を得た。 

1）接地時において、片脚に荷重した状態での着地

は、膝外反外旋位を呈する傾向にあり、また ACL

の前後方向制動力が弱くなった。 

2）急激な角変位を伴う動作は、ACL にストレスを

与え、損傷にいたる可能性が考えられる。 

3）足部を固定した状態での方向転換は、膝外反外

旋位をまねき、損傷の危険性を高めると考えら

れる。 
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図２ 股関節内外転角変位 

 

 
図３ 股関節内外旋角変位
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