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足関節の固定が跳躍力に与える影響 
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1. 緒言 
 陸上競技において跳躍力は競技パフォーマンス

に大きく影響を与える場合が多い。その跳躍力を

構成する要因は様々あるが、その中に伸張－短縮

サイクル運動(SSC 運動 :stretch shortening cycle 
exercise)がある。この SSC 運動を使う代表的な跳

躍動作として水平方向の動作であるバウンディン

グや鉛直方向の動作であるリバウンドジャンプが

ある。苅山、図子 1)によるとバウンディングは下肢

の三関節(股関節・膝関節・足関節)の中で股関節の

働きが大きく、足関節のトルクパワーが小さい方

がパフォーマンスには望ましいと言われている。

また、苅山ら 2)によるとリバウンドジャンプは下肢

の三関節の中で最も足関節の働きが大きいと言わ

れている。このことからこの 2 つの運動は関節の

働きからみても性質が異なる運動であることがわ

かる。 
スポーツ傷害において足関節の捻挫は全体の

15%と 2 番目に多く、受傷後はテーピングをしなが

ら競技をする場面がみられる。しかし、テーピング

をすることは足関節を固定することになり、動作

が制限される。それにより実際の競技パフォーマ

ンスに影響を与えることが予想される。さらに、非

伸縮性のテープと伸縮性のテープでは固定力が異

なっており、それぞれパフォーマンスへの影響も

異なってくると考えられる。そこで本研究では伸

縮性の異なるテーピングによる足関節の固定が跳

躍力にどのような影響を与えるのかを明らかにす

ることを目的とする。 
 

2. 方法   
2-1 対象者 
 対象者は I 大学陸上競技部短距離ブロックに所

属している男子 7 名、跳躍ブロックに所属してい

る男子 8 名の計 15 名とした。過去に足関節の負

傷経験のある者もいたが、測定前に痛みや不安が

ないことを確認した。 
2-2 方法 
(1) 基本属性の調査 

年齢、身長、体重、メイン種目を調査した。身長

と体重に関しては測定前 1 週間以内に対象者自身

に計測してもらったデータを使用した。 
(2) 実験試技 

1) リバウンドジャンプとしてマットスイッチ上

で立位姿勢からその場での両脚踏切を用いた 6 回

連続垂直跳躍を行った。 
2) バウンディングとして立位姿勢から両脚で跳

び、その後 4 回の連続交互片脚跳躍をする立五段

跳を行った。 
(3) 測定方法 

 テープなし、伸縮性テープ、非伸縮性テープを使

用した 3 条件で、それぞれリバウンドジャンプと

立五段跳を行った。3 条件の測定順はカウンターバ

ランスをとった。 

 非伸縮性テープではアンダーラップを巻き、ア

ンカー、スターアップ、ホースシュー、サーキュラ

ー、ヒールロック、フィギュアエイト、アンカーの

順で巻いた。伸縮性テープではヒールロック、フィ

ギュアエイトの順で巻いた。 
 足関節の最大背屈角度は立位において立位から

測定脚を一歩前に出し、その脚に荷重していき足

関節を背屈させた。 
2-3 測定項目 
リバウンドジャンプにおいて跳躍高、接地時間、

跳躍高を接地時間で除したリバウンドジャンプ指

数(以降 RJ 指数)を測定した。立五段跳において跳

躍距離と 1 歩毎の接地時間を測定した。足関節の

最大背屈角度は測定者が自身で足関節を最大まで

背屈させたときの腓骨の延長線と第 5 中足骨のな

す角を測定した。  
2-4 分析方法 
 項目毎にテーピングなし条件（以降「なし条件」

とする）、伸縮性テーピング条件（以降「伸縮条件」

とする）、非伸縮性テーピング条件（以降「非伸縮

条件」とする）の 3 条件で二元配置分散分析を行っ

た。その後 Bonferroni 法で多重比較をし、すべての

ペア間の有意差を確認した。また、同様の方法で足

関節背屈角度の左右平均（以降は平均角度とする）

を共変量に入れた場合も分析を行った。これで有

意な関係が認められた項目に関しては 3 条件の最

大値と最小値の差と平均角度でピアソンの相関分

析を行った。すべての分析には IBM SPSS Statistics 
version 22 を用い、有意水準は 5%とした。 
 
3. 結果 
 各実験試技の結果 
3-1 リバウンドジャンプ・接地時間 
 リバウンドジャンプの接地時間は、なし条件と

非伸縮条件の間に有意差がみられた(p=0.013）。こ

れにより、テーピングを施さないほうが非伸縮性

テーピングを施すより有意に接地時間が短いこと

がわかった。平均角度を共変量に含めても同様の

結果がみられた(p=0.014)。 
3-2 リバウンドジャンプ・跳躍高 
 リバウンドジャンプの跳躍高は、すべてのペア

において有意差はみられなかった。また、平均角度

を共変量に含めてもすべてのペアにおいて有意差

はみられなかった。 
3-3 リバウンドジャンプ・RJ 指数 
 リバウンドジャンプの RJ 指数は、伸縮条件と非

伸縮条件の間に有意差がみられた(p=0.013)。これ

により、伸縮性テーピングを施すほうが非伸縮性

テーピングを施すより有意にRJ指数が高くなるこ

とがわかった。しかし、共変量に平均角度を含める

とその有意差はみられなくなった(p=0.058)。 
3-4 立五段跳・接地時間(4 歩平均) 
 立五段跳の 4 歩の平均接地時間は、なし条件と

伸縮条件の間に有意差がみられた(p=0.004)。これ



2018（平成 30）茨城大学教育学部保健体育選修・スポーツコース・健康コース 卒業研究発表会抄録集 
 

29 
 

により、伸縮性テーピングを施すほうがテーピン

グを施さないより有意に接地時間が短いことがわ

かった。また、共変量に平均角度を含めても同様の

結果がみられた(p=0.007)。 
3-5 立五段跳・跳躍距離 
 立五段跳の跳躍距離は、伸縮条件と非伸縮条件

の間に有意差がみられた(p<0.001)。これにより、

伸縮性テーピングを施すほうが、非伸縮性のテー

ピングを施すより跳躍距離が長いことがわかった。

また、共変量に平均角度を含めても同様の結果が

みられた(p<0.001)。 
 
4. 考察 
4-1 リバウンドジャンプにおける 3 条件の差 
 リバウンドジャンプにおいて接地時間になし条

件と非伸縮条件に 0.0065 秒の差（なし条件<非伸

縮条件）がみられた。これは足関節を底背屈 0°
で固定したことにより着地動作がつま先から母指

球にかけて行われていたのが、足裏全体に近くな

りフラットな着地動作をしているからだと推測さ

れる。陸上競技の跳躍、短距離種目ではつま先で

の接地よりフラットに近い接地が望ましいと言わ

れている。しかし、肝心のパフォーマンスである

跳躍高において他の 2 条件と比較すると有意差こ

そないものの低くなる傾向があった（伸縮条件

p=0.128）。リバウンドジャンプでは足関節の働き

が大きく、動きを制限するとうまく地面反力を使

うことが出来ないと考えられる。このことから非

伸縮性テーピングは競技パフォーマンスに悪影響

を与えることが言える。 
 なし条件と伸縮条件では接地時間、跳躍高、RJ
指数においてほぼ同様の値を示した。 
4-2 立五段跳における 3 条件の差 
 立五段跳の接地時間においてはなし条件と伸縮

条件に差（伸縮条件<なし条件）がみられた。ま

た、非伸縮条件のほうがなし条件よりも接地時間

が短くなる傾向もみられた(p=0.099)。これはテー

ピングによって着地の際の足首のつぶれが軽減さ

れ、接地時間が短くなったと考えられる。 
そして、跳躍距離においては伸縮条件と非伸縮

条件において差（非伸縮条件<伸縮条件）がみら

れた。これは非伸縮条件では足首のつぶれが軽減

できたものの、固定力が強すぎた結果リバウンド

ジャンプのときと同様にうまく地面反力を使うこ

とができなくなったことが推測される。ただ、今

回の対象者は全体的に競技レベルが高いとは言え

ず、足関節を積極的に使った動作になってしまっ

たためこの結果になった可能性もある。股関節の

働きが大きくなれば、足関節を固定した中でも地

面反力を利用することができ、異なった結果にな

るかもしれない。 
4-3 本研究の限界と課題 
 まず、実験対象の人数の少なさが挙げられる。

競技種目も短距離種目を完全に網羅しているわけ

ではなく、1 種目あたりの人数も少数であった。 
 そして、本研究では健常者のみを対象とした。

しかし、実際にはテーピングを施すのは捻挫を起

こしている者かその不安がある既往者である。そ

のため、今後はその者たちを対象に健常者との比

較を交えながら研究を進める必要がある。 
最後に、パフォーマンスの差の検討はできた

が、そのメカニズムについては本研究だけでは断

言できない点も今後の課題である。 
上記の結果と考察から、非伸縮性テーピングを

施すとほかの 2 条件に比べ、パフォーマンスが低

下することがわかった。さらに、伸縮性テーピン

グを施した場合は接地時間が減少し、パフォーマ

ンスは低下しないこともわかった。足関節捻挫は

誰にでも起こりうることであり、予防は常にする

べきである。伸縮性テーピングならばパフォーマ

ンスの低下を起こすことなく接地時間を減少さ

せ、足関節捻挫の予防に効果があるので、健常者

でも競技中に施すことを検討すべきである。 
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表 1. 各測定結果の二元配置分散分析による推定周辺平均 

  1.なし 2.伸縮性 3.非伸縮性 有意差 4.なし* 5.伸縮性* 6.非伸縮性* 有意差 

リバウンド

ジャンプ 

接地時間(s) 0.1577 0.1577 0.1642 3<1 0.1575 0.1580 0.1642 6<4 

跳躍高(cm) 42.80 43.19 41.70  43.06 43.63 42.06  

RJ 指数 2.737 2.76 2.548 3<2 2.759 2.784 2.611  

立五段跳 
接地時間(s) 0.230 0.219 0.224 2<1 0.230 0.219 0.224 5<4 

跳躍距離(m) 13.226 13.264 13.131 3<2 13.27 13.311 13.174 6<5 

＊：共変量に足関節左右平均角度を含めた場合 


