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サッカーにおける異なるグラウンドサーフェイス上での走方向変換動作 
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                         指導教員 富樫 泰一 
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1. 緒言 

サッカーを行うグラウンドサーフェイスとして

土，天然芝，人工芝が挙げられる。J リーグの公

式試合は全て天然芝で行われており，日本におい

てサッカー選手や関係者の人工芝に対するイメー

ジは，天然芝に替わるほどのピッチ材質として認

知されているように思われるが，近年では日本全

国に人工芝のスポーツ施設が普及し，気軽に利用

する機会が増えている 1)。一方で，芝生の運動場

が整備されている学校は全体の 5.49％で 2)，スポ

ーツ少年団や部活動などの多くは土グラウンドサ

ーフェイス上でトレーニングをしており，公式試

合ですらそこで行われるということも多々ある。 
このように，様々なグラウンドサーフェイスが

存在しているため，練習や大会によってグラウン

ドが異なるということが多くあり，慣れていない

グラウンドサーフェイスではパフォーマンスに影

響を及ぼすことが予想される。これまでのグラウ

ンドサーフェイスに関する先行研究は，人工芝で

のボールのはずみや転がり，発生する傷害による

研究がほとんどであり，実際に運動を行った際の

身体的特徴を 3 つ以上のグラウンドサーフェイス

間で比較検討した研究は見られない。 

そこで本研究では，180 度の走方向変換動作を

土，天然芝，ロングパイル人工芝の異なるグラウ

ンドサーフェイス上で測定し，その結果から，そ

れぞれの特徴や 3 グラウンドサーフェイス間でど

のような差があるかをバイオメカニクス的に明ら

かにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 茨城大学サッカー部に所属する男子 9 名，女子 9

名を対象とした。 

2-2 試技内容および撮影方法 

 試技内容は，全力による pro-agility test

（5m+10m+5m の計 20m）を土（BG），天然芝

（NG），ロングパイル人工芝（AG）の 3 種類のグ

ラウンドサーフェイス上で，ランニングシューズ

（RS）を使用した試技とスパイク（SC）を使用し

た試技の計 6 試技を行った。試技順の影響を考慮

し，試技はランダムで行った。 

 
 

 

 

 

図１ pro-agility test と撮影方法 

 

  

撮影方法は，2 台のハイスピードカメラを被験者

が右足で方向変換を行う左右前方に設置し，もう

1 台のハイスピードカメラを試技全体が映るよう

に設置し，撮影を行った（図 1）。 

 

2-3 算出項目 

SC での方向変換時間の結果から，男女別に上位

3 名をグラウンドサーフェイスごとに抽出し，動

作分析を行った。 

a. 疾走時間と方向変換時間 

方向変換を行う右足が接地する 1 歩前からその

右足が離地して再び接地するまでの時間を方向変

換時間とし，RS と SC での疾走時間と方向変換時間

(秒)をコマ数/フレームレートで算出した。 

b. 身体合成重心 

身体合成重心を求める推定式 3)を用いて，各身

体部位の 3 次元座標から算出した。実験座標系

は，疾走方向を X 軸正，鉛直上向きを Y 軸正，X
軸と同一平面上で直行し，走方向変換後の進行方

向に対して左方向を Z 軸正とした。 
c. 各部位の角度 

膝関節角度は，膝関節中心と大転子を結ぶ線分

と，膝関節中心と足関節中心を結ぶ線分とがなす

角とした。股関節角度は，大転子と肋骨下端を結

ぶ線分と，大転子と膝関節中心を結ぶ線分とがな

す角とした。体幹前傾角度は YZ 矢状面に投影し

た左右大転子の中点と胸骨上縁を結ぶ線分と Y 軸

とがなす角とした。体幹側方傾斜角度は，XY 水平

面に投影した左右大転子の中点と胸骨上縁を結ぶ

線分と Y 軸とがなす角とした。 

2-4 規格化と統計処理 

走方向変換動作の分析局面を，方向変換を行う

右足が接地する 2 歩前から身体重心速度が 0 にな

った時点までを減速局面，身体重心速度が 0 にな

り，右足が離地して 2 歩目までを加速局面と定義

した。また，減速局面における一歩目が接地した

時点を 0％，加速局面において最後の左足が接地

した時点を 100％となるように動作時間の規格化

を行った。疾走時間，方向変換時間はグラウンド

サーフェイスとシューズの 2要因を比較するた

め，二元配置分散分析を行った。その結果，交互

作用で有意差が認められなかったため，その後の

検定として一元配置分散分析，Scheffe 法を用い

た多重比較検定を行った。身体重心，各部位の角

度においても一元配置分散分析，Scheffe 法を用

いた多重比較検定を行った。本研究では，全ての

検定において有意水準は 5％未満（p<0.05）とし

た。 
 

3. 結果と考察 

3-1 疾走時間と方向変換時間 

 3 つのグラウンドサーフェイス間での疾走時間

においては，女子の SC 時，男子の RS，SC 時で AG

＞NG＞BG の順で速かった。男子の RS，SC 時では
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有意差が認められた(p<0.05)。各グラウンドサー

フェイスでの RS 時と SC 時を比較すると，女子の

NG，AG，男子の BG，NG，AG で SC 時の方が有意に

速かった。これは，スパイクの有効性を示唆して

いた。 

 方向変換時間において，男女ともに RS 時では BG

が有意に速かった。SC 時では AG＞NG＞BG の順で

速かったが，3 つのグラウンドサーフェイス間で

有意差は認められなかった。よって，RS 時では土

グラウンドサーフェイス，SC時では芝のグラウン

ドサーフェイスの方が方向変換をしやすいという

ことが推察された。RS 時と SC 時を比較すると，

男女ともに NG，AG で有意差が認められたことか

ら，土よりも芝のグラウンドサーフェイスでスパ

イクが有効だと推察された(表 1)。 

3-2 身体重心移動 

 女子の重心位置は，X，Y 方向において，減速局

面では NG が有意に小さい値だが，加速局面後半

ではほぼ収束している。これは，NG での加速局面

の所要時間が長いことが推察された。男子では，

Y 方向において BG が有意に大きい値を示した。こ

れは，BG では走方向変換時に高い重心を保って走

ることができると推察された。Z 方向の重心位置

において，男女ともに 0-100％time で有意差が認

められた（p<0.05）。 

3-3 走方向変換動作時の各部位の角度 
女子の各部位の角度において，膝関節角度は

BG-NG，AG 間の加速局面前半で有意差が認められ

(p<0.05)，NG，AG が有意に大きい値を示した。こ

れは，土のグラウンドサーフェイスの方が膝を屈

曲して加速を行っているということが示唆され

た。股関節角度は，方向変換直前の 20-40％time

で NG が有意に小さい値を示した。体幹前傾角度

は，方向変換動作前後の 20-50％time で，NG，AG

が有意に大きい値を示した。体幹側方傾斜角度

は，加速局面の BG-AG 間と加速局面後半の BG-NG

間で NG，AG の方が有意に大きい値を示した。つ

まり，土よりも芝の方が加速の際に体を進行方向

に傾斜させていることが推察された。 

男子の各部位の角度において，膝関節角度は加

速局面の 40-70％time の NG-BG，AG 間で有意差が

認められ(p<0.05)，NG が有意に小さい値を示し

た。これは，BG，AG よりも膝を曲げて加速してい

ることが示唆された。股関節角度は，方向変換動

作の直前から直後（20-50％time）で BG が有意に

小さい値を示した。体幹前傾角度は，減速局面で

は BG が大きな値を示し，一方で，NG が試技全体

で低い値を示した。よって，土のグラウンドサー

フェイスでは芝のグラウンドサーフェイスよりも

前傾して減速していること，NG では BG，AG と比

較して，前傾をせずに走方向変換動作を行ってい

ることが推察された。体幹側方傾斜角度は，加速

局面で NG，AG が BG よりも有意に大きい値を示し

た。よって，土よりも芝の方が傾斜させて加速を

行っていることが推察された。 

各関節角度を男女で比較した結果，BG で男子は

女子よりも前傾して走方向変換動作を行っている

ことが明らかになった。 

 

4 まとめ 

 走方向変換動作をグラウンドサーフェイス 3 条

件とシューズ 2 条件で比較検討した結果，以下の

ことが明らかになった。 

1）スパイク使用時では，走方向変換動作は人工

芝＞天然芝＞土の順で速かった。 

2）女子において，天然芝では加速しにくいこと

が分かった。土と芝で方向変換時間に差がみら

れた原因として，土において減速局面で体幹前

傾角度が小さいこと，加速局面で膝関節角度が

小さいことが考えられた。 

3）男子において，グラウンドサーフェイス 3 条

件間の疾走時間では差があり，方向変換時間で

は差がなかった。土では芝よりも重心位置を高

く保って走方向変換動作ができることが原因と

して考えられた。 

4) 土よりも芝でのスパイクが有効であった。 
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 表 1 各グラウンドサーフェイスにおける各疾走時間と方向変換時間の平均比較 

 女子 男子 

土 天然芝 人工芝 土 天然芝 人工芝 

疾走時間

(s) 
ランニング

シューズ 
6.309 6.524 6.449 6.170 5.786 5.763 

スパイク 6.262 6.233 6.103 5.772 5.453 5.396 

走方向変換

時間(s) 
ランニング

シューズ 
0.928 1.159 1.117 0.950 1.211 1.093 

スパイク 0.906 0.884   0.844 0.891 0.871 0.869 

 ＊：p<0.05，＊＊：p<0.01，＊＊＊：p<0.001 
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