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1．緒言 

足関節はスポーツ活動中における傷害の発生頻

度が高い部位であり、その中でも足関節内反捻挫は

最もよく起こる代表的な急性外傷である 1)2)。しか

し、病院での診療を行っている者は少なく、不十分

な回復のままテーピングや装具を着用して競技復

帰している例も多いことから、足関節捻挫を繰り返

すこともあり、テーピングや装具の着用が不可欠と

なる例も多い 3)。急なストップや方向転換を繰り返

すハンドボール競技やバスケットボール競技等に

おいて、足関節捻挫は多く見られる 4)。足関節不安

定性の有無が着地時の足底圧分布にどのような影

響を及ぼすかを明らかにした研究はなされている

ものの 2)、ハンドボール競技やバスケットボール競

技において不可欠である切り返し動作における足

底圧分布についての研究は見受けられない。また、

足関節のテーピングの効果として、関節を固定する

ことで安定性を得ることが挙げられる一方で、テー

ピングによる制限のためプレー中の足関節運動に

影響を及ぼす可能性があることが考えられる 5）。

しかし、切り返し動作において足関節捻挫時のテー

ピングがパフォーマンスにどのような影響を及ぼ

すかについての研究もまた見受けられない。 

そこで本研究では、ハンドボール競技、バスケッ

トボール競技等において不可欠な切り返し動作の

うち、サイドステップに着目し、3次元動作分析お

よび足底圧分布の測定を行い、足関節捻挫既往有り

群の健側と患側における足底圧分布、切り返しに要

した時間および足関節回内外角、既往有り群と既往

無し群のテーピング着用時と非着用時の足底圧分

布、切り返しに要した時間および足関節回内外角を

明らかにし、パフォーマンスの向上に寄与すること

を目的とした。 

 
2.研究方法 
2-1 被験者 

被験者は、茨城大学ハンドボール部、バスケット
ボール部に所属する足関節捻挫既往有り群男子 3

名（19.5±0.5 歳、70.8±11kg）、女子 3名（20.5±0.5

歳、52.5±2.8kg）および、茨城大学運動部に所属す
る足関節捻挫既往無し群男子 6 名（21±2 歳、
63.3±2.8kg）とした。足関節捻挫既往有り群を A群、
既往無し群を B群とし、カッコ内は年齢、体重を示
した。なお、足関節捻挫既往を有する足を患側、既
往を有しない足を健側とした。 

2-1 試技内容 
試技は、ハンドボール競技ならびにバスケットボ

ール競技等において不可欠であり、足関節捻挫が頻
発するサイドステップ時の切り返し動作とした。被
験者 1人に対して足関節捻挫既往無し群は、テーピ
ング着用時と非着用時においてそれぞれ 3試技、既
往有り群は患側においてテーピング着用時と非着
用時、健側においてテーピング非着用時でそれぞれ
3試技行った。 

2-2 撮影方法及び分析方法 
 撮影場所は、茨城大学体育実験室（教育学部 D

棟 106番教室）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、撮影した。なお、試技に先立ち 3次
元 DLT 法適応のため、較正器を運動範囲内 5 箇所
で撮影した。撮影した映像を、Quick Time Player

（Apple社製）を使用し 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。 

分析点は、下腿内側マーカ、下腿外側マーカ、下
腿中心点、踵マーカ、脛骨下端の前縁、中足骨先端
とし、下腿外側、下腿内側、踵には自作のマーカを
装着した。 

実験座標系は右手系を用い、左右足関節底屈を X

軸正、右足関節内転、左足関節外転を Y 軸正、右
足関節回外、左足関節回内を Z 軸正とした（図 1）。 

 図 2、3 の横軸は、ハイスピードカメラの撮影コ
マ数に 1/300秒を掛け、接地から離地までの接地時
間を算出し、接地を 0、離地を 100％として正規化
した。 

 

図 1 実験模式図 
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2-4 床反力計測方法及び分析方法 

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 9281E、以下 FP）を用いた。床反力
データは、チャージアンプ（キスラー社製 9865）
出力をA/Dコンバータ（Interface社製 TRM-7101）
を介してサンプリングレート 100Hz でパーソナル
コンピュータに取り込み、FX（左右方向力）、FY

（前後方向力）、FZ（鉛直方向力）の値を算出した
（図 1）。 

図 2は、足圧中心位置実測値を足長で除し、接地
時の足圧中心位置を原点に合わせた値を示した。 

 分析範囲は、分析脚の FP 接地から離地までとし、

同時間を接地時間とした。 

 
3．結果と考察 
3-1 足底圧分布 

A群は、足底圧分布の足長に対する切り返し方向
への変位は（図 2）、健側、患足間において患側が
有意に大きい値を示し（P<0.010）、患側、テーピ
ング着用時間においても患側が有意に大きい値を
示した（p<0.010）。このことから患側は、拇指球
重心で接地した後、小指球重心傾向となり、切り返
し時には足関節内反傾向となっていると推察され
る。また、テーピング着用により、この内反傾向が
制限されたと推察される。一方、B群のテーピング
着用時と非着用時間に有意差は認められなかった。 

 
  
                
   
              
 
 
 
 
 
 
   
           
  

図 2 足底圧分布（被験者 A-2） 
  
3-2 接地時間 
 A群の接地時間は、健側、患側間において有意差
が認められ（p<0.050）、患側、テーピング着用時
間においては、テーピング着用時において有意に速
い値を示し（p<0.010）、健側、テーピング着用時
間では有意差が認められなかった。このことから、
A群は患側において、テーピング着用により切り返
し動作 1試技において、スピードが健側に近い値ま
で向上したと考えられる。 

B 群の接地時間は、テーピング着用時と非着用時
において有意差は認められなかったことから、テー
ピング着用によるスピード変化は認められなかっ
た。 

3-3 足関節回外角変位 

 A 群は、足関節回外角において（図 3）、健側、
患側間において患側が大きい傾向が見られ
（p=0.061）、患側、テーピング着用時間において
は有意差が認められたことから（p<0.050）、切り
返し時に患側において足関節回外傾向が見られる。
図 3を見ても、患側は健側と比べると、切り返し時
に大きく回外していることが分かる。更に、患側に
おいて大きく回外傾向にある患側も、テーピングを
着用することで切り返し時には回外傾向が制限さ
れていると推察される。 

B 群では、足関節回外角において、テーピング非
着用時より着用時で大きな傾向が見られたことか
ら（p=0.052）、テーピング着用により足関節回外
傾向が制限されたといえる。また、図 4に示したよ
うに、テーピング非着用時には回内外角変位が不安
定であったものが、テーピング着用により，より安
定していることから、足関節回内外の不安定性が軽
減されたと推察できる。 

 
図 3 足関節回内外角変位（被験者 A-1） 

 

 
図 4 足関節回内外角変位（被験者 B-4） 

 
4．まとめ 

 足関節捻挫好発肢位であるサイドステップの切

り返し動作について、足関節捻挫既往有り群（A群）

の健側、患側、テーピング着用時、足関節捻挫既往

無し群（B群）のテーピング非着用時、着用時にお

いて比較検討を行った。 
切り返し動作 1試技において、A群では、テーピ

ング着用により足底圧分布、足関節回内角、切り返

し速度において健側に近い値となり、また、B群は、

テーピング着用により切り返し動作 1 試技におい

て切り返し速度が低下しなかった。更に、B 群は、

テーピング着用により、足関節捻挫誘発肢位のひと

つである足関節回外傾向が抑制された。以上のこと

から、切り返し動作 1試技においては、足関節捻挫

防止のために、足関節捻挫既往歴の有無に関わらず

テーピングを着用することが有効であることが確

かめられた。 
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