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1．緒言 
 トラップコントロールは次のプレーに繋げるた
めの効果的な位置にボールを置く技術であり、その
技術の優劣がその後のプレーを左右する重要な基
本動作である。高いレベルの選手ほど自在にボール
の勢いを吸収し、次のプレーに繋ぐことでプレーの
幅を広げている。一般にトラップコントロールとは
「個人のボールの止め方」として語られているが、
「上手いトラップ」が求められる意図を考えると､
トラップ技術は「チームのボール回しへの関わり方
の巧みさ」に直結するものであり、その質により試
合の流れを大きく変えてしまう危険性を持つ。トラ
ップ動作でボールに触れることができる時間は限
られるため、判断・精度・スピードを更に求められ
る。加藤ら１)はトラップ、パス動作における視野確
保は、ボールを見ることなく周囲の状況を把握する
ルックアップ動作が身に付いた選手ほど､トラップ
コントロールやパス動作のパフォーマンスが高い
と報告している。これは質の良いトラップコントロ
ールを習得しているために、ルックアップ動作をす
るための余裕や時間が生まれるとも考えられる。繋
げるプレーであるトラップコントロールは、瞬時の
判断に大きく左右され、ボールと身体接触部位の脱
力・ボールの芯を捉える・姿勢の確保・ボールを適
切な位置や動きに制御することを基本動作として
含むため指導方法は非常に難しく、指導表現に擬音
が用いられることも多い。更に擬音となると指導者
それぞれの感覚に大きく左右されるので統一も難
しく一つの課題である。 

そこで本研究は、地面の利用が無い浮き球のボレ
ートラップ動作の 3 次元動作分析と筋電図解析に
より、その技術解析を試み、関節角度や力みがコン
トロールにどのような影響を及ぼしているかを明
らかにすることで、トレーニングや指導のための一
資料を得ることを目的とした。 

 
2．研究方法 
2-1 被験者 
 被験者は、水戸 EIKO.FC に所属する女子サッカ
ー選手 6 名（12 歳までの競技歴有り 3 名、無し 3

名）とした。被験者の競技実績は全日本ユース選手
権大会出場レベルであり、被験者の利脚は全員右脚
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教育学部Ｄ棟 106 番教室（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）を被験者右側方と左前方に設

置し、トラップコントロールの全容を撮影した。ボ

ールと足のインパクト時を検出するため、ハイスピ

ードカメラレンズフードに LED を取り付け、ボー

ルと足部内側にアルミホイルを貼り付け、インパク

ト時の両者の接触によるスイッチを形成し、同時に

LED が点灯するようにした。撮影条件はフレーム

レート 300fps、シャッタースピード 1/1000 秒とし

た。試技に先立ち、3 次元 DLT 法適用のため較正

器を運動範囲 5 ヶ所に垂直になるように保持・撮影

後、各試技を撮影した。 

分析ポイントは利脚上前腸骨棘、大転子点、大腿

マーカ、膝関節中心、下腿マーカ、つま先、踵の 7

点とした。大転子、大腿、下腿には自作マーカを用

いた。 

試技は、被験者の前方 2ｍから高さ 2ｍの放物線

を描くように投げたボールのインサイドボレート

ラップ 5 試技とした。試技間の休息は任意とした。

分析対象試技は被験者自身に判断させた上で､採択

は験者が行った。ボールは公式 5 号球を使用した。 

2-3 実験座標系 

実験座標系は、右手系を用い、被験者の左後方の

端点（較正器の頂点の 1 つ）を原点とし、鉛直上向

きを Z 軸正、被験者前方向を Y 軸正、Y 軸と同一

平面で直行し、被験者右方向を X 軸正とした（図

１）。 

 

 

            

 

       
 

 
図１ 実験模式図 

2-4 分析方法 

撮影した試技データは、Quick Time Player(Apple

社製)で AVI 形式に変換後、Motion Viewer Free(フィ

ジカルソフト製)を用いて分析点のデジタイズを行

った。その後 2 台のカメラの較正器及び各試技デジ

タイズデータから、3 次元 DLT 法を用いて 3 次元

座標を算出した。 

 筋電図解析には筋電計（株式会社 DKH 製 EMG

計測システム PTS-136）を用い､被験筋は利脚の内

側広筋、中間広筋、内外側腓腹筋とした。 

 分析範囲は、動作開始時の右足離地からインパク
トまでとした。 
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2-5 関節角度の算出 

トラップ動作の分析局面は、分析脚が離地してか

ら膝関節最大屈曲までを「屈曲期」、その後インパ

クトまでを「伸展期」とした。股関節内外転角変位・

股関節内外旋角変位・膝関節屈伸角変位・膝関節内

外転角変位を自作のプログラムを用いて算出した。 

 
3．結果と考察 

3-1 各関節角変位によるインパクト時の接触高の

違いに関して 

 幼少期から競技歴のある群（以下 A 群）と、競

技歴の浅い群（以下 B 群）とで関節角変位に異なる

結果が見られた。いずれの試技においても、右股関

節屈曲が見られた。A 群は股関節最大屈曲がインパ

クト前平均 1.34 秒で現れたのに対し、B 群ではイン

パクト前平均 0.81 秒と遅く現れた。動作開始直後

に最大屈曲し、その後なだらかに伸展する A 群と、

動作中屈曲し続ける B 群とで明らかな違いが見ら

れた。（図 2・図 3）また、A 群は試技映像から腰

を右方向へ捻る動作がみられ、B 群では膝関節の内

転がインパクト前平均 0.78 秒に生じていた。 

この二つの群の違いは試技映像からも読み取ら

れ、A 群では上肢を使い安定性を保ちながら、股関

節を使った大きな吸収動作を行うのに対し、B 群で

は膝関節を使った小さな吸収動作を行っていた。 

また､A 群では股関節を伸展させた低い位置での

インパクトを行っていたのに対し、B 群では股関節

を屈曲させた状態で高い位置でのインパクトを行

っていた。 

深海ら 2)は、ボレーキックにおいてボールが高く

なるにつれて蹴り足膝関節の可動域が小さく、身体

重心位置は大きく変化し、不安定になることを報告

している。トラップコントロールでも同様に、高い

位置でのインパクトをする B 群では、不安定な姿勢

により十分な吸収動作が行うことができず、また、

インパクト後のボールにバウンドを発生させるた

め、コントロール技術に影響すると考えられた。 

 

 
 

図 2：右股関節屈曲角変位 

 

 

 

 

 

 
 

図 3：右膝関節屈曲角変位 

 

3-2 関節角度の違いによる筋活動に関して 

 A 群は股関節を外旋して膝関節を伸展させた状

態で吸収動作を行うため、主に内側広筋を使用して

いるが、B 群は股関節を屈曲させた状態を保ち吸収

動作を行うため、主に中間広筋を使用していること

が分かった。 

 また、瀬和ら 3)が、未熟練者はクッションコント
ロール時の下肢における円滑な関節角度の制御と
関節の固定を妨げる不必要な筋活動量があると報
告していることから、熟練者は運動の目的に応じた、
必要最小限の適当な筋活動量で、関節角度の制御や
固定を導き出していると考えられた。 
 
4．まとめ 
 12歳までの競技歴を有する 3名（A群）と、無い
3 名（B 群）を被験者とし、トラップコントロール
に着目したインサイドボレートラップの動作分析
及び筋電図解析から、動作の習熟度を検討した。 

1） A 群では膝関節を伸展させ、半歩前方で股関節

を使い吸収動作を行っていたのに対し、B 群で

は膝関節を屈曲し高い位置でのインパクトを行

っていた。 

2） 筋電図解析から、A 群では内側広筋を、B 群で

は中間広筋を使用していることが分かった。 
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