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着地衝撃に関与する膝伸展筋機能の検討
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はじめに

で 平 均 年 齢 20 歳（19 ～ 23 歳 ）， 身 長 171cm（160 ～

178cm），体重 66kg（58 ～ 82kg）であった．被験者の運
スポーツ活動中のジャンプやカッティングにおいて，過

動習慣は，週 1 回程度であった．なお，被験者には研究内

度の着地衝撃は下肢の外傷を発症するリスク因子の一つで

容を十分に説明し参加の同意を得て行なった．尚，本研究

あり 1），衝撃の強さの評価が重要である．着地衝撃に伴い

は大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

増大する外部膝屈曲モーメントに抗するには，膝伸展モー

の倫理審査委員会の承認を受けたものである（承認番号

メントの発揮が必要とされる 2）．しかし，我々の先行研究

2017-101）．

において膝関節伸展筋の最大トルクと着地衝撃との相関は
なかった 3）．このため，着地衝撃の強さにどのような膝関

2）膝伸展筋機能の評価

節の筋機能が関係するかは不明である．着地衝撃は接地直

瞬発的な膝伸展筋力の発揮能力の指標として，力の立

後の 30 ～ 80ms 以内に生じることから 4），300 ～ 500ms

ち上がり率（rate of force development，以下 RFD）を用

で発揮される膝伸展最大筋力 5）よりむしろ瞬発的な筋力の

いた．RFD は，一定時間間隔における筋力変化の平均勾

発揮能力が必要と考えられる．また，足底が着地するまで

配を指標とし，その傾斜が急勾配であるほど瞬発的な筋

は，地面からの感覚情報がない期間が存在するため，着地

力発揮ができていると評価される 9）．また，RFD は大脳

衝撃が発生するタイミングに備える必要がある．これらの

の興奮性などの神経性要因の関与が大きく，特に 50ms 時

ことから，着地の衝撃吸収に必要な膝関節の筋機能は，タ

点での RFD はスポーツパフォーマンスと関連すると報告

イミングに注意を分配しながら瞬発的に膝伸展筋力を発揮

されている 9）．本研究において，RFD の計測は Aagaard

する能力と考えた．

ら 9） が提唱した方法に準じて，座位での等尺性膝伸展運

注意の分配が必要な運動課題による運動スキルの評価

動を課題として行った．計測装置は，多用途筋機能評価運

（dual-task）の先行研究には，歩行動作に注意課題を加え

動装置（Biodex system3: Biodex 社製）とした．測定肢位

ることで転倒リスクを評価した報告 6）や，サッカーのドリ

は，椅子座位，股関節および膝関節 90°屈曲位にて，大腿

ブル動作に注意課題を加えることで競技力の差を評価した

部および胸部をベルトで固定し，下腿遠位のパッドを内果

報告 7）などが散見される．dual-task を用いた先行研究では，

より 2 横指近位に固定した．運動指示は，対象者に電子音

注意課題を加える前後におけるパフォーマンスのスコアの

による運動合図（以下，Cue）に合わせて，可能な限り速

変化率 8） を指標とする．我々は，運動の開始タイミング

くかつ強く膝関節を伸展するように指示した．練習を 3 回

を注意課題として加えた膝伸展筋力発揮を，新規の dual-

行い，3 分程度の休憩を挟んだ後，5 回計測した．Cue は，

task として考案した．この dual-task において，瞬発的な

以下の 2 条件で実施した（図 1）．① 1Cue 条件 : RFD を計

膝伸展筋力の発揮能力が低いほど着地衝撃が強くなると仮

測する一般的な方法で 9），1 回のみ発生させる電子音が聞

説を立てた．本研究の目的は，筋力発揮のタイミングに注

こえたのと同時に瞬発的な筋力発揮を行う．② 3Cue 条件 :

意を分配しながら行う瞬発的な筋力発揮能力と着地衝撃の

1 秒間間隔で発生される電子音の 3 回目にタイミングを合

関連を調査することとした．

わせて瞬発的な筋力発揮を行う．これは，Cue に注意を向
けた状態で瞬発的な筋力発揮を行う新規の dual-task とし

対象と方法 : 研究方法

て考案した．なお，Cue より前に動いた試技や反動をつ
けた試技は除外した．評価項目は，50ms 時点の RFD（以
下，RFD50）とし，5 回の計測において RFD の高い方か

1）対象
対象は，下肢に傷害既往のない健常男子大学生 20 名

ら 3 回の測定結果の平均値を代表値とした．さらに，dual-
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図 1．RFD 計測における異なる合図での 2 つの運動条件

task におけるパフォーマンスのスコアとして，RFD 変化
率（（1CueRFD50-3CueRFD50）/1CueRFD50 × 100）を 算
出した．
3）着地衝撃の評価
着地衝撃の評価には，床反力計（BP400600: AMTI 社製）
への片脚ドロップジャンプ着地 10）を用いた．対象者には，
高さ 20cm の台から 30cm 前方に片脚で飛び降り同脚で着
地させた．胸の前で腕組みを行い，可能な限り柔らかく着
地し，着地後はできる限り静止するように指示した．3 回
の練習後に 3 回の計測を行った．なお，着地後 5 秒以内に
床反力計から降りた試技，姿勢保持のために着地後足をず
らした試技，および腕組みを外した試技は除外した．デー
タ処理は，着地衝撃の指標として最大床反力垂直成分を最
大床反力到達時間で除した衝撃率（loading rate）11）を用い，

3 回の平均値を代表値として算出した．

図 2．RFD 変化率と着地衝撃の関係

4）統計学的検定

考

RFD50 について，1Cue と 3Cue の 2 群間比較には対応

察

のある t 検定を用いた．また，RFD 変化率と衝撃率との関
連性の検討にはピアソンの積率相関係数を用いた．いずれ
も，p 値 0.05 未満を有意差ありと判定した．

結

運動の開始タイミングを注意課題として RFD を計測し
た結果，注意課題の有無は RFD に影響がなかった．一方で，
RFD 変化率と衝撃率の間には，中等度の正の相関を認め

果

た．RFD 変化率は，1Cue（注意課題なし）に対して 3Cue（注
意課題あり）において RFD50 が低下する対象者では正の

RFD50 は，1Cue で は 15.4 ± 3.2（Nm/s/kg），3Cue で

値を示し，その値が大きいほど注意課題による膝伸展筋力

は 14.7 ± 4.4（Nm/s/kg）であった．2 群間に有意差はなかっ

の発揮能力の低下が示唆される．本研究結果から，注意課

た．

題によって RFD が低下する対象者ほど着地衝撃が大きく

RFD 変化率と衝撃率の間には，中等度の正の相関（r=

0.6）を認めた（図 2）．

なることが明らかとなった．その原因として，大脳におけ
る興奮性の処理資源は一定であるという理論 12）が当ては
まると考えた．つまり，注意課題によって RFD が低下す
る対象者では，注意課題に大脳における興奮性の処理資源
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がより多く割り当てられた結果，瞬発的な筋力発揮に割り
当てられる処理資源が低下したことが原因と考えられた．
以上のことから，着地衝撃の緩和には，タイミングに注意
を分配した状態での瞬発的な膝伸展筋力の発揮能力が重要
であると考えられた．

結

論

注意課題を加えることで膝伸展筋における RFD が低下
する対象ほど着地衝撃が大きくなる傾向があった．タイミ
ングに注意を分配した状態での瞬発的な膝伸展筋力の発揮
能力は着地衝撃に関与することが示唆された．
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