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1）国立スポーツ科学センター

サッカーやフットサルなどで使われるキック技術に

は，インステップキック，インサイドキック，カーブ

キック，トーキック等がある．インステップキックに

関する研究の歴史は古く，これまでに多くの研究成果

（Katis et al.，2007；石井ら，2007）が報告されてい

る．また，インサイドキックやカーブキックといっ

た，3次元的に複雑な動作を有するキック動作につい

ても，近年の研究機器の発達によって，多くの研究

（Nunome et al., 2002 ; Ozaki et al., 2007）が見られるよ

うになった．一方，つま先でインパクトするトーキッ

クについては，Andersenら（2008）が，振子を用いた

衝突実験を行って，接触面積との反発係数を計算した

報告あるのみで，生体を用いた応用的研究等の報告さ

れていない．近年，ビッグゲームでの決勝点がトー

キックから生まれるなど，その重要性を再認識する動

きがあるにも関わらず，そのメカニズムは解明されて

おらず，科学的知見に基づいた指導法も確立していな

い．そこで本研究では，サッカーよりもトーキックの

使用頻度の高いフットサルの選手を被験者とし，イン

ステップキックと比較することで，トーキックの運動

学的特徴を明らかにし，指導法確立のための科学的知

見を得ることを目的とした．

1 ．被験者

フットサルの全国リーグであるFリーグに所属し，

週 6日程度のトレーニングを行っているフットサル選

手 5名を被験者（平均±SD：身長177.2±5.3cm, 体

重71.2±5.4kg，年齢27±5.6歳）とした．5名のうち

3名は日本代表選手であった．

2．実験方法

実験は，国立スポーツ科学センター内にある屋内の

陸上実験場を使用した．サーフェスには，Fリーグ公

認の敷設式コート（RESPONSE 6.0，スポーツコート

株式会社）を使用し，実際の競技環境を再現した（日

本サッカー協会，2008）．敷設式コートの中央に，進

行方向をy方向とする左手座標系を定義した．運動学

的データの計測には，モーションキャプチャーシステ

ム（VICON Nexsus，インターリハ社）による 3次元

動作解析手法を用いた．12台の動作分析用カメラを

コートを囲むように配置した（図 1）．カメラのサン

プリング周波数は500Hzとした．動作分析用反射マー

カーを被験者の身体各部20ヶ所（左右の踝，内外

果，第五中足骨，外側足部質量中心，内外側上顆，大

転子，上前腸骨棘，肩峰）およびボール表面 4か所に

貼り付けた．蹴り足に関しては，インパクト時の選手

の違和感やマーカーの破損等を考慮して，スポンジ製

の反射マーカーを用いた．充分な準備運動後，被験者

には，インステップキックおよびトーキックにて，全

力でボールを10 m前方のネットに向かって蹴る試技を

3回行わせた．なお，インステップキックとトーキッ

クの順番はランダムとした．

3 ．データ処理

被験者が行ったそれぞれのキックでの各 3試技のう

ち，最もボール初速度が高かった 1試技を本研究の分
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図 1　実験風景
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析対象とした．また，分析区間は，身体データに関し

ては蹴り足つま先の離地からボールインパクトまで，

ボールの速度のデータに関しては，蹴り脚足部がボー

ルから離れた最初の 5コマとした．

モーションキャプチャーシステムによる計測で得られ

た，身体およびボールに貼り付けたマーカーの各位置

座標データには，双方向の4th-order Butterworth low-

pass digital filterによる平滑化（Winter, 1990）を行っ

た．最適遮断周波数の決定には，Yuら（1999）の方法

を用いた．最初に，式（1）を用いて仮の遮断周波数

（Fc1）を算出し，ローデータをフィルタリングした．

Fsはカメラのサンプリング周波数（本研究では500Hz）

を示す．

Fc1＝0.071×Fs－0.00003×（Fs）2    （1）

次に，式（2），（3）を用いて，最終遮断周波数（Fc2）を

算出した．

                   （2）

Fc2＝0.06×Fs－0.000022×（Fs）2＋5.95×1 /E （3）

算出した最終遮断周波数を用いて，再度ローデータを

フィルタリングし，得られた平滑化データを分析に用

いた．

身体の 3次元位置座標から，蹴り脚の股関節屈曲・

伸展角度，膝関節屈曲・伸展角度，足関節底・背屈角

度を算出した．また，ボールに貼り付けた 4か所の

マーカーの 3次元位置座標からボール中心を求め，5

コマの平均速度をボール初速度として算出した．更

に，蹴り足つま先離地からインパクトまでの時間を算

出した．

4 ．統計処理

算出した測定項目について，トーキック群とインス

テップキック群における統計的な有意差を，繰り返し

のある  t 検定を用いて検討した．有意水準は 5％未満

とした．統計処理には，統計ソフト（SPSS 10.0）を用

いた．

5 ．倫理的配慮

本研究は，国立スポーツ科学センターが設置する倫

理審査委員会の承認を受けて実施したものである．ま

た，被験者には十分なインフォームドコンセントを行

い，実験参加への同意を得たものである．

1 ．ボール初速度

図 2に，それぞれの被験者のボール初速度の結果を

示す．被験者BおよびCでは，トーキックとインス

テップキックにおいて有意な差は認められなかった

が，その他の被験者に関しては，全てトーキックが有

意に高い値を示した．サッカーのキック動作では，イ

ンパクト中の足部の変形が，足部の運動エネルギーを

ボールに伝える際，負の効果として働くことがこれま

での研究で示されている．また，インパクト時のエネ

ルギーが大きく，これらの変形を能動的に抑制するの

が難しいため，サッカー等の指導現場では，足部の変

形が起きにくい足部質量中心付近でのインパクトを重

要視する指導法が用いられている．トーキックの場

合，インパクト位置がつま先であるため，足指の変形

によるボール初速度の低下が予想されたが，全ての被

験者においてインステップキックと同等もしくは上回

る結果となった．先行研究でAndersenらは，インパ

クト面積が小さくなることでボールの大きな変形が生

じ，その復元力によって大きな並進エネルギー得られ

ると論じている．これらのことから，トーキックで

は，つま先の変形による運動エネルギー伝達のロスよ

りも，インパクト面積が小さいことで得られる効果の

方が上回ったことで，インステップキックよりも高い

ボール初速度を示した被験者が多かったと考えられ

る．

2 ．膝関節角度の変化

図 3に，分析区間中の膝関節角度の変化を示す．以

下，グラフの横軸は，全分析区間を100％に正規化し

た時間を示すものとする．また，破線はSDを示す．
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図 2　トーキック（Toe）とインステップキック（Instep）の
ボール初速度
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膝関節角度は，蹴り脚の外側上顆と大転子が作るベ

クトルと，外側上顆と外果が作るベクトルの内積に

よって算出した．どちらのキックにおいても，蹴り脚

つま先が離地し，軸足が前方に向ってスイングされる

フェーズで膝関節が伸展位にあることが分かる．その

後，蹴り脚大腿が前方にスイングされるとともに膝関

節角度が減少していた．キックの最終局面では，大腿

のスイングが終わり下腿が前方に向ってスイングされ

ることで，膝関節角度も再度増加し，160度前後でイ

ンパクトを迎えていた．キック動作の中盤で，インス

テップキックの方がやや高い増加傾向を示したが，

キックの違いによる膝関節角度変化の顕著な違いは認

められなかった．

3 ．股関節角度の変化

図 4に，股関節角度の変化の様子を示す．股関節角

度は，蹴り脚の大転子と右肩峰が作るベクトルと，大

転子と外側上顆が作るベクトルの内積によって算出し

た．

キック動作の最初から中盤にかけて，インステップ

キックの方が10度程度小さい値で推移していたが，

インパクト時は，どちらのキックともおよそ130度付

近でインパクトしており，膝関節角度と同様，大きな

違いは認められなかった．

4 ．足関節角度の変化

図 5に，足関節角度の変化の様子を示す．足関節角

度は，つま先と外果が作るベクトルと，外果と外側上

顆が作るベクトルとの内積によって求めた．足関節角

度では，キック開始からトーキックがインステップ

キックに比べ低く推移し，終盤にかけてその差が大き

くなっていることが分かった．インステップキックで

の足関節角度が110度程度であったのに対し，トー

キックの場合は80度程度となっていた．このことか

ら，被験者はトーキックを蹴る際，立位姿勢よりも更

に背屈位でインパクトしていたことが分かった．フッ

トサル選手は，トーキックをシュートシーンで用いる

ことが多い．またその際，ゴレイロ（キーパー）に

セービングされるのを防ぐため，ゴールの上側のネッ

ト目がけて蹴る習慣がある．トーキック時に大きな背

屈位となった要因として，被験者がボール中心よりも

下を蹴ることで上向きのキックを行おうとしたために

起きた可能性が考えられる．なお，実験終了後の選手

への聞き取り調査において，本仮説を支持する回答し

た選手が複数いた．

5 ．動作時間

それぞれのキック動作について，蹴り脚の離地から

インパクトまでの動作時間を測定したところ，トー

キックでは203.6±15m/sであったのに対し，インス

テップキックでは222.0±23m/sであった．統計的な

有意差は認められなかったものの，トーキックの動作

時間がやや短い結果となった．インステップキック

は，足の甲でインパクトするために，ボールを軸足か

らやや離れた場所におき，体を傾けるようにしてキッ

クしなければならない．それに比べ，つま先でボール

をインパクトするトーキックは，コンパクトな動作が
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図 3　蹴り脚膝関節角度変化
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図 4　蹴り脚股関節角度変化
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図 5　蹴り脚足関節角度変位
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可能であると考えられる．本研究では，自由な助走速

度によってキック動作を行わせたが，“それぞれのキッ

クを最短時間で完了するよう指示した” 場合，キック

動作に要する時間には更に大きな差が生まれる可能性

があり，今後検討していく必要がある．

本研究では，モーションキャプチャーシステムを用

いて，トーキック動作の運動学的特徴を明らかにする

ことを目的とした．その結果，下記のことが分かっ

た．

1 .  ボール初速度では，インステップキックよりも

トーキックの方が有意に高い値を示す被験者が多

く見られた．

2.   膝・股関節の角度変化は，どちらのキックにも違

いがなかった．

3.   足関節角度の変化では，トーキックがインステッ

プキックよりも低く推移し，インパクト時はおよ

そ80度と，立位姿勢時よりも背屈位であったこ

とが分かった．

本研究によって，蹴り脚の姿勢に関して，トーキッ

クは，インステップキックのキック動作のうち，足関

節角度の調整のみで実施可能であること，トーキック

で蹴られたボールは，インステップキックと同等かそ

れ以上のボール初速度であることが明らかとなった．

サッカーやフットサルでは，これらの点に留意して選

手への指導をすべきであると考える．今後は，得られ

たデータの解析を進め，運動力学的な解析を行ってい

く必要がある．
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