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1. 緒言 

 通常、脚においては利き脚、軸脚の存在が知ら

れている。利き脚とは動作をする脚であり、器用

さが要求され、より多くの注意力を集めている方

の脚である。一方、軸脚は体重を支え姿勢の維持

を役目とし、多くは意識的というよりも、反射的

にコントロールされている脚である。役割の違い

を強調して前者を機能脚、後者を支持脚と呼ぶ場

合もある 1)。サッカーのボールを蹴る動作において

も脚は蹴り脚と軸脚に分類することができる。本

研究では、本人にとってボールを蹴りやすい方の

脚を利き脚、その反対の方の脚を軸脚(非利き脚)
とする。 
 筆者は、利き脚ばかりに気を取られ、軸脚を疎

かにしてしまっていたせいで、軸脚を怪我した経

験がある。またそういった利き脚ばかりに気を取

られてしまう選手は多いと筆者は考える。ボール

を蹴る際には軸脚を固定し、軸脚がぶれないよう

にすることが重要である。 
 I 大学体育会サッカー部男子 25 名に予備調査を

行ったところ、軸脚をトレーニングすることによ

り、強いキックが蹴れる、キックが安定し狙った

ところに蹴れると考えている選手が 96.1%であっ

た。しかし、軸脚をトレーニングしたことがある

選手、監督やコーチに指導されたことがある選手

は 19%であった。 
 本研究では、サッカーの試合におけるペナルテ

ィキックに着目し、軸脚をトレーニングすること

によって利き脚のシュートの強さ、狙った場所に

蹴ることができる能力（以下正確性）、安定して狙

った場所にボールを蹴り続けられる能力（以下安

定性）が向上するのかを明らかにする。 
2. 研究方法 

2-1 被験者  

I 大学体育会サッカー部に所属している選手の

うち、予備調査により「軸脚を意識してトレーニ

ングしたことがない」あるいは「軸脚を鍛えたこ

とがない」と回答した 18 歳から 22 歳までの男子

20 名（身長：171.18±5.91 cm 体重：63.85±6.01kg）
を対象とした。 
2-2 調査方法 
 普段のトレーニングに加えて、軸脚トレーニン

グを 2 週間行う実験群、普段のトレーニングを行

う非実験群に分けて検討する。始めに試技を測定

し、試技後 2 週間、実験群に部活動のトレーニン

グに加えて、軸脚トレーニングを行ってもらう。2
週間のトレーニングが終わった後、両群とも再度

測定し、有意差を検討する 
2-3 軸脚トレーニング 

 軸脚トレーニングとは、利き脚のみでのリフテ

ィング 100 回、片脚立ち 30 秒 3 セット、脚振り 15

回 3 セットである。このトレーニングは実際のキ

ック場面に似た状況のトレーニングであり、キッ

クの際にかかる強い遠心力を克服する効果があり、

軸足を集中的に鍛えると、自然と体幹も強くなる２）。 
2-4 調査項目 
a． シュートの強さ 
ペナルティスポット（ゴールから 11 ヤード）か

らボールを 5 球蹴り、スピードガンを用いて測定

する。 
b. 正確性 
 ペナルティスポットからゴールの中心を狙って

ボールを 20 球蹴り、後方から ipad を用いて動画を

撮影し、ゴールの中心点からのズレを得点化して

正確性を測定する。 
c. 安定性 

 ゴールの中心点への密集度合いについては目視

プロット法を用いて記録し、中心点からのズレの

距離、最大外周面積を算出する。正確性の測定と

同様にペナルティスポットからゴールの中心を狙

ってボールを 20 球蹴り、後方から ipad を用いて動

画を撮影する。1 マス 25 ㎠とし、枠から外れたシ

ュートは一律+0.0625 ㎠とする。また、中心点から

のズレの距離に関しては、x 軸 y 軸を決め１マスを

1 とし、20 球の平均の距離を算出する。 
 

2-5  分析方法 
 実験群、非実験群における実験前後のシュート

の強さ、正確性の得点変化、最大外周面積、中心

点からのズレの距離については対応のある t 検定

を行った。また、実験群、非実験群における実験

前後のシュートの強さ、正確性の得点変化、最大

外周面積、中心点からのズレの距離と、身長、体

重、サッカー歴との関係については、ピアソンの

相関分析を行った。優位水準は p<0.05 とした。分

析には統計ソフト SPSS を用いた。 
 

3. 結果と考察 

3-1 シュートの強さ 
  実験群、非実験群における実験前後のシュー

トの強さを比較したところ、実験群、非実験群と

もに低下が見られた。非実験群、実験群ともにト

レーニング前後における有意差は統計的には見ら

れなかった。また、実験群、非実験群における実

験前後のシュートの強さと身長、体重、サッカー

歴との相関も統計的に見られなかった。この理由

としては、以下のことが考えられる。 
1) 新人戦期間ということもあり、試合が増え 
 る状況の中での測定だった為、選手に疲労が 
 見られた。 
2) 10 月から 11 月後半にかけての測定だった 
 為、急激な気温低下により交感神経が働き、 
 筋肉が収縮してしまった。 
3) 軸脚トレーニングの期間が短かった為、効 
 果が得られなかった。 

3-2 正確性 

 実験群、非実験群における実験前後の正確性の

得点変化を比較したところ、軸脚トレーニング介
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入における記録の変化において統計的な有意差は

得られなかった。しかし、非実験群では 0.3 点、実

験群においては 5.5 点の得点の向上が見られた。正

確性の得点変化と身長、体重、サッカー歴との相

関は統計的に見られなかった。正確性においては、

非実験群、実験群の両群においてわずかではある

が記録が向上している傾向にあった。また、非実

験群よりも実験群のほうが、記録が向上していた

ことから、以下のことが考えられる。 
1) 若干ではあるが軸脚トレーニングの効果が 
 あった可能性がある。 

2) 軸脚トレーニングの設定期間が短かった為、 
 大きな効果を得ることができなかった。 

3) 被験者が試技を学習し、記録が向上した可 

 能性がある。 

3-3 安定性 

 軸脚トレーニング介入における記録の変化にお

いて統計的な有意差は見られなかった。しかし、

実験群、非実験群における実験前後の最大外周面

積を比較したところ、実験群、非実験群ともに 1.3
㎡の収縮傾向が見られた。また、非実験群、実験

群における実験前後の中心からのズレの距離も両

群ともに収縮傾向が見られた。非実験群において

は 0.22 収縮、実験群においては 0.73 の収縮が見ら

れた。最大外周面積と中心点からのズレの距離と

身長、体重、サッカー歴との相関は見られなかっ

た。安定性においても非実験群、実験群の両群に

おいてわずかではあるが記録の向上が見られた。

このことから以下のことが考えられる。 
1) 正確性と同様に若干ではあるが軸脚トレー 
 ニングの効果があった可能性がある。 
2) 2 週間という軸脚トレーニング設定期間が 
 短かった為、大きな効果が得られなかったと 
 考えられる。 
3) 正確性と同様、被験者が試技を学習し、記録 
 が向上した可能性がある。 

3-4 試技間の意識での比較 

 今回の試技では 1 回目の試技と 2 回目の試技の

間を実験群、非実験群ともに 2 週間空けて試技を

行ったが、その 1 回目と 2 回目の試技の試技の間

の普段のトレーニングの際、試技に対し意識して

ボールを蹴ったり、実際に練習をしてしまった可

能性が考えられる。そこで、被験者 20 名に「1 回

目と 2 回目の試技の 2 週間の間、普段のトレーニ

ングにおいて試技に対し意識してボールを蹴った

り、実際に練習したりしましたか。」というアンケ

ートを行った。回答項目は 1 全く意識していない 

2 あまり意識していない 3 少し意識した 4 とて

も意識した の 4 つの項目で行った。 

 結果、全く意識していないが 12 名、あまり意識

していないが 7 名、少し意識したが 1 名、とても

意識したが 0 名という結果になった。4 のとても意

識したが0名だったため、全く意識しなかった群、

あまり意識しなかった群、少し意識した群、3 つの

群に分けて t 検定を行った。その結果全く意識し

てない群よりも意識した群に正確性、安定性の大

きな向上が見られた。(図 1.図 2 参照) 
 

4. まとめ 

 分析結果より、シュートの強さ、正確性、安

定性全ての項目において、統計的に軸脚トレー

ニングの効果での有意差は認められなかったた

め、軸脚トレーニングを行うことで、シュート

の強さ、正確性、安定性が向上するという仮説

は立証することができなかった。この原因とし

て、以下のことが考えられる。 
1) 被験者の数が 20 名では少なかったこと。 
2) 2 週間というトレーニング期間が短かっ 
 たこと。 
3) 軸脚トレーニングの内容がキックの際の 
 バランスや体幹に主を置いた内容であった 
 がキックの際の遠心力を克服するだけでは 
 なく筋力を向上させ軸脚を踏み込む力も必 
 用。 

 しかし、試技間の意識での比較などから、軸

脚に対して意識をかたむけること、普段のトレ

ーニングから意識してトレーニングを行うこと

により、キックにおける正確性、安定性が向上

するという可能性が示唆された。 
 今後の課題としては、次のことがあげられる。 

1) 軸脚トレーニングの内容を見直すこと。 
2) 被験者を増やして調査をすること。 
3) 2 週間という短い期間ではなく、さらに長 
 期的にトレーニングを行なっていくこと。 
4) 「軸脚に対する意識」という面において 
 さらに調査する。 
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図 1.正確性における試技間の意識での比較  図 2.安定性における試技間の意識での比較(最大外周面積)    
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