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はじめに

方

法

バスケットボール競技では，リバウンドジャンプの際

対象に高密着性タイツと普段使用しているバスケット

に不具合な動作で着地する場面が散見される．この不具

ボールシューズを着用させ，反射マーカを次の部位に計

合な動作によって膝関節内に急激な負荷が起こり，その

32 個貼付した：頭部 4 個；胸部 4 個；骨盤 4 個；肩峰；肘

結果として前十字靭帯損傷（Anterior Cruciate Ligament

関節外側；手関節外側；大転子；大腿外側；膝関節内外側；

Deﬁciency，ACLD）等の膝関節障害を引き起こすことが

脛骨粗面；下腿外側；足関節内外側；第 3 趾骨；踵；第 5

知られている．

中足骨．

これまで，ジャンプ着地動作を測定し，その特徴を分

指示した試技は，20cm 台上での片脚立位の姿勢から

析することで潜在的な ACLD リスクを検出する調査が数

30cm 内側へ自然落下し，片脚着地後に静止姿勢を 3 秒間

多く行われてきた．それらの方法は，試技内容を対象に

保持する動作とした 2），3）．試技を十分練習した後にモー

指示し，それを全て満足して測定できた動作（Successful

ション・キャプチャー・システム（VICON，サンプリン

Trial，ST）を調査サンプルとして採用しているが，その

グ周期 250Hz）とフォースプレート（Kistler，サンプリン

測定中には指示内容を満足できずに不具合な動作（Failure

グ周期 500Hz）で測定した（図 1）．動作を観察した検者 2

Trial，FT）を起こす場面も散見される 1）．
我々は，この FT にこそ ACLD リスクが高い特徴が含
まれる可能性を考え，その特徴を運動学的に分析してき
た 2），3）．本研究は，さらに動力学的項目も加えて，FT の
特徴を分析した．

対

象

対象は，高校や大学の男女バスケットボール選手 113 名
と し， 男 性 41 名（20.3 ± 1.3 歳，178.5 ± 7.2cm，74.4 ±

8.3kg），女性 72 名（19.2 ± 1.7 歳，164.1 ± 6.9cm，59.3 ±
7.1kg）であった．分析した脚は，膝外傷の既往歴がない
脚で，主に利き脚とした．利き脚は，レイアップシュート
でジャンプする際に強く蹴ることができる側とした．
対象とその保護者には本研究の主旨を説明し，同意を得
てから実施した．本研究は，新潟大学及び新潟県健康づく
り・スポーツ医科学センターの倫理審査委員会からの承認
を得ている．
図 1．内側片脚着地
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名が指示内容を全て満足したものと認めた試技を ST とし

表 1．胸部と骨盤の角度変化：①内側側屈型 27 名

た．ST を 3 回得られるまで測定を繰り返し，その間に観
測された ST として認められない試技を FT とした．
測定したデータから，次の分析項目を算出した：地面に
対する胸部と骨盤の角度（前屈／後屈，外側屈／内側屈，
外旋／内旋）；股関節角度（屈曲，外転／内転，外旋／内
旋）；膝関節角度（屈曲，外反／内反，外旋／内旋）；胸部
中心と膝中心の側方移動速度；膝関節モーメント；床反力．
胸部と骨盤の外側屈と外旋は，着地脚から見て外側に回転
する方向とした．床反力値は体格に依存するため，算出値
を本人の体重で除して標準化（体重）した．関節モーメン
ト値も体格に依存するため，算出値を本人の身長と体重で
除して標準化（身長体重）した．
分析した区間は，台上の離地後における空中最高点から
接地までの空中期と，接地から最大膝屈曲した瞬間までの
着地応答期の 2 つとした．この区間における各分析項目の
最大値を算出した．角度変化は，区間開始時の姿勢と終了
時の姿勢との差とした．床反力の前後成分と側方成分につ

表 2．着地応答期における股関節と膝関節の角度変化：
①内側側屈型 27 名

いて，着地応答期における最大値と最小値との差を変化量
として表した．分析項目について，FT とその対象の ST
（測定 3 回の平均）との差を Wilcoxon signed-rank test（α
=0.05）で評価した．

結

果

全 対 象 115 名 の 内，57 名（ 男 性 18 名， 女 性 39 名 ） に
FT を観測した．観測率の性差は認められなかった．観測
した FT を骨盤の動作に基づいて 4 つに分類した（図 2）：
①内側側屈型 27 名；②回旋型 18 名；③外側側屈型 10 名；
④分類不可 2 名．本研究では，半数以上を占めていた①内

表 3．その他の分析項目：①内側側屈型 27 名

側側屈型を代表的な FT とし，ST との差を比較した．
胸部と骨盤の角度変化を表 1 に示す．空中期では ST と
FT との間に有意な差が認められなかったが，着地応答期
では FT は ST に比べて胸部と骨盤が外側屈（P<.05）して
いた．
着地応答期における股関節と膝関節の角度変化を表 2 に
示す．FT は ST に比べて股関節が有意に内転（P=.000）し，
膝関節が有意に外反（P=.001）していた．
その他の分析項目の結果を表 3 に示す．FT の側方移動

速度と膝関節内反モーメントは，ST に比べて有意に増加
（P<.05）していた．一方，FT の床反力値は，前後変化を
除いて ST に比べて有意に減少（P<.05）していた．

考

察

ACLD リスクの高い着地動作の特徴を検出するために，
これまで数多くの検討がなされている．実験室環境での着
図 2．不具合試技の分類と観測数

地動作分析では ACLD リスクを検出するのは困難 4） とい
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ま と め

う報告があるものの，いくつかの報告 5）～ 7）を参考にする
と ACLD リスクが高い着地動作の特徴として次の 4 つに分
類できる：（a）股関節の姿勢制御の欠如（a1：内旋，a2：

男女バスケットボール選手の着地動作測定の際に指示内

内転）；（b）正面における過度な膝運動変化（b1：過度な

容を満足できずに不具合な着地をした試技の特徴を分析し

；
（c）矢状面における固い着地動作（c1：
外反，b2：内旋）

た．骨盤が内側側屈する着地動作は ACLD リスクが高い

浅い膝屈曲角，c2：脛骨の前方引き出し）；（d）体幹の姿

可能性が示唆された．このような不具合な着地動作を起こ

勢制御の欠如（d1：胸部の側屈／動揺，d2：骨盤の側屈

さないようにするためにも良好な姿勢制御を獲得するト

／後屈，d3：胸部・骨盤の回旋）．これらの特徴が単独あ

レーニングが必要である．

るいは複数関わることによって着地動作の不具合が生じ，
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