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Abstract: Purpose: The purpose of this study was to examine the relationships between changes of direction 
(COD) performance, physique factors and physical strength factors in amputee soccer players.

Methods: The subjects were 18 male amputee soccer players. Measurement items included height, weight and 
BMI, as well as grip strength, toe grip strength, standing jump, medicine ball throw (2 kg), 30 m sprint test (20 m 
sprint speed and maximum speed) and 3 different types of angle COD test (45° zigzag running, 90° zigzag running 
and 135° zigzag running). COD performance was defined using 2 indicators: “COD speed” (20 m/COD time) and 
“COD index” (COD speed/20 m sprint speed). Correlation analysis was performed to examine the relationship 
between COD performance and the other measurement items. Also, t-test was used to compare the COD 
performance of the remaining lower limb and healthy lower limb. The level of significance was set at P <0.05.

Results: 1) With regard to the relationship between each COD performance and sprint performance, the 20-m 
sprint speed showed a significantly higher positive correlation with all COD speeds (r = 0.707-0.842). 2) With 
regard to the relationship between each COD performance and physique factors, a significant positive correlation 
was found between the 135° zigzag speed and both height (r = 0.476) and weight (r = 0.517). Also, a significant 
positive correlation was found between the 90° zigzag speed and weight (r = 0.498). 3) With regard to the 
relationship between each COD performance and physical strength factors, the standing long jump was found 
to have a significant positive correlation with 90° zigzag speed (r = 0.530) and 135° zigzag speed (r = 0.488). In 
addition, a significant positive correlation was found between the medicine-ball throw and the 45° zigzag index (r 
= 0.520). 4) With regard to the relationship between each COD performance and the remaining lower limb, only 
the 45° zigzag performance showed a significant correlation with the healthy lower limb and not the remaining 
lower limb (p <0.05).

Conclusion: While sprint performance was related to the COD performance of amputee soccer players, it was 
suggested that the influences of physique factors and physical strength factors differed depending on the angle at 
which the COD test was set. In addition, it was suggested that there may be restrictions on the COD performance 
of the remaining lower limb.
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Ⅰ　緒　言

近年，アンプティサッカーは，国際的に競技の

普及が進んでおり，現在，国際アンプティサッカ

ー連盟には 5大陸に 30カ国を超える国が加盟し

ている（World Amputee Football Federation, online 

1）．アンプティサッカーは，上肢または下肢を切

断および四肢機能不全の障害者が行う７人制のサ

ッカーであり，ゴールキーパーは片側上肢切断ま

たは上肢に障害を有する競技者，フィールドプレ

イヤーは片側下肢切断または下肢に障害を有する

競技者で行われる．また，全ての競技者は試合中

に義手および義足を装着することは禁止されてお

り，フィールドプレイヤーは 2本のロフストラン

ド・クラッチ（以下「クラッチ」と略す）で身体

を支え， 主に片脚でプレーをする特徴を有してい

る．なお試合中にクラッチを用いてボールをコン

トロールする行為は反則行為として禁じられてい

る（World Amputee Football Federation, online 2）．

日本では 2009年に特定非営利活動法人日本ア

ンプティサッカー協会が創設され，本格的な競技

の普及が開始された．アンプティサッカー日本代

表はこれまでに 4回のワールドカップへの出場を

果たしており，2018年のワールドカップでは 21

か国中 10位と初めて世界のトップ 10入りを果た

した（日本アンプティサッカー協会，2018）．こ

のことから，日本におけるアンプティサッカーの

競技力は著しく向上しており，国際競技大会にお

いて競技成績の向上が期待される．その一方で，

アンプティサッカー競技者を対象とした研究は国

内に限らず国外においても報告が少なく，更なる

競技力向上には競技者の体力や競技特性に関する

科学的エビデンスの蓄積が必要であると考えられ

る．

先行研究では，アンプティサッカーにおける

試合中の身体活動は１試合に約 3 km移動し， 平

均心拍数は最大心拍数の約 96％にも及ぶ運動強

度の高いスポーツであることが報告されている

（Maehana et al., 2018）．加えて，試合経過に伴っ

て上肢および下肢に著しい筋疲労を引き起こすこ

とが報告されている（Simim et al., 2017）．また，

アンプティサッカー競技者の体力特性に関する研

究では，直線走パフォーマンスに関する研究がい

くつか行われており，体格，体組成，上肢の筋持

久力，下肢の筋パワーが関係していると報告さ

れている（Aydan et al., 2012; Miyamoto et al., 2018; 

Ozkan et al., 2012; Wieczorek et al., 2015; ）．しかし，

アンプティサッカー競技者の方向転換走パフォー

マンスに関するテストを用いた研究はあるものの

（Simim et al., 2013），方向転換走パフォーマンス

に関連する要因を明らかにした研究は見当たらな

い．

一方，健常者を対象とした方向転換走パフォー

マンスに関する研究は数多く報告されており，サ

ッカーなどのフィールドスポーツでは方向転換走

パフォーマンスは競技力を決める要因として必要

不可欠な能力の 1つであることが示唆されている

（Brughelli et al., 2008 ; Fessi et al., 2018）．また，プ

ロサッカー選手を対象とした研究では，得点する

選手の直前の動きにおいて，方向転換を伴う動作

が行われていることが報告されており，試合の結

果に影響を与える重要な要因であることも指摘さ

れている（Faude et al., 2012）．

健常者のサッカー競技者を対象とした先行研

究では，方向転換走パフォーマンスの指標とし

て，様々な方向転換走テストが用いられている．

代表的な方向転換走テストとしてプロアジリティ

テスト，T字テスト，イリノイテスト ジグザグ

走などが挙げられる（Amiri et al., 2010; 笹木ほか，

2011；Little and Williams, 2005）．プロアジリティ

テスト，T字テスト，イリノイテストは 1回の試

技の中で複数の角度が異なる方向転換を行うテス

トである．一方，ジグザグ走テストは学習効果が

最小限に抑えられた同一角度の方向転換を行うシ

ンプルなテストである．鈴木ほか（2010）は， 方

向転換走パフォーマンスにおける走動作は走スピ

ードの維持と方向転換の角度から評価する必要が

あると述べている．このことから，方向転換の角

度によって方向転換走パフォーマンスに関連する

要因は異なることが考えられる．したがって，本

研究では，3つの角度が異なるジグザグ走テスト
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を用いて研究を行った．

方向転換走パフォーマンスの評価方法として，

方向転換走パフォーマンステストのタイムを用い

た方法のみならず，方向転換走パフォーマンステ

ストのタイムから直線走パフォーマンステストの

タイムを除した値を用いた方法，方向転換走パフ

ォーマンステストの平均スピードを直線走パフォ

ーマンステストの平均スピードで除した値を用い

た方法などが見受けられる（Nimphius et al., 2016; 

田中ほか，1999）．これらの評価方法は， 方向転

換走パフォーマンスにおいて直線走パフォーマン

スの影響を受けることを考慮しているといえる．

したがって，方向転換走パフォーマンスは，単に

方向転換走パフォーマンステストのタイムのみで

評価するのではなく，直線走パフォーマンスの影

響を考慮して分析する必要があると考えられる．

Young et al.（2002） は，健常者を対象とした方

向転換走パフォーマンスに関連する要因として，

直線走，下肢筋機能，技術の 3つからなるモデル

を提案している．しかしながら，アンプティサッ

カー競技者の方向転換走パフォーマンスに関連す

る要因は明らかにはなっておらずモデル化されて

いない．アンプティサッカー競技者におけるフィ

ールドプレイヤーは 2本のクラッチで身体を支

え，片脚でプレーする特徴を有していることか

ら，健常者とは異なる要因が関係している可能性

がある．アンプティサッカー競技者における方向

転換走パフォーマンスに関連する要因を明らかに

することは，多くの未開拓領域を有するアンプテ

ィサッカーの競技特性の解明に寄与すると考えら

れる．

アンプティサッカー競技者の方向転換走パフォ

ーマンスに関連する要因を解明するための萌芽的

研究として，本研究では，アンプティサッカーの

競技特性を考慮したフィールドテストと角度の異

なる 3つの方向転換走テストを用いて，アンプテ

ィサッカー競技者における方向転換走パフォーマ

ンスと体格および体力要因との関係について明ら

かにすることを目的とした．

Ⅱ　方　法

1.	 対象者
対象者は，国内アンプティサッカーチームに所

属する男性アンプティサッカー競技者 18名（年

齢：30.1±8.4 歳，身長：168.8±6.0 cm，体重：

66.0±10.4 kg，BMI：23.1±3.3）であった．なお

対象者のうち下肢右側切断者は 12名，下肢左側

切断者は 6名であった．障害レベルは，大腿切断

5名，下腿切断 8名，膝関節離断 3名，足指機能

障害 2名であった． また， 身体に麻痺を有してい

る競技者はいなかった．全ての対象者はフィール

ドプレイヤーであり，少なくともアンプティサッ

カー歴 1年以上の競技歴（競技歴：3.9±2.3年）

を有し 過去に日本代表に選出されたことがある

競技者 6名を含んでいた 対象者には，本研究の

目的，方法や手順そして危険性について説明し，

書面にて同意を得た．なお，本研究は順天堂大学

大学院スポーツ健康科学研究等倫理委員会（順大

院ス倫第 31-17号）の承認を得て実施した．

2.	 測定項目と測定方法
対象者はサッカースパイクを着用し，十分なウ

ォーミングアップの後，人工芝サッカーグラン

ド（DREAM-TURF PT RS pro，積水樹脂）にて各

測定を行った．各測定は十分に試技動作を確認し

た後，2回ずつ行い 最良値を測定値として採用し

た．また，各測定項目の試技順は順序効果を相殺

するために対象者ごとにランダムにし，測定によ

る疲労の影響を除外するため，各試技間には十分

な休息を設けた．なお，測定中の環境変動は気

温：最低値 27.0℃，最高値 29.8℃，湿度：最低

値 63.6%，最高値 66.8%，WBGT：最低値 26.1℃，

最高値 27.4℃であった．気温および湿度の測定

には熱中症指標計（WBGT-213A，京都電子工業）

を用いた．また，測定に使用するクラッチは，す

べて統一（KR-93BB，クリスタル産業）したが，

そのハンドル位置については被験者ごとに嗜好が

あるため任意とした．ただし，ハンドル位置は全

ての試技で統一した．
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2.1	 垂直跳び：Counter	-	Movement	Jump
垂直方向の下肢筋パワーの評価として上肢およ

び下肢の反動を用いる Counter-Movement Jump（以

下「CMJ」と略す）を測定した．被験者はクラッ

チおよび義足なしの片足での実施とし，測定には， 

専用の計測ジャンプマットおよび解析システムを

用いた（マルチタイム計測システム FMT-TC03J，

フォーアシスト）．計測に際してジャンプマット

の上に人工芝（DREAM-TURF PT RS pro，積水樹

脂）を敷いてサッカースパイクを履いた状態でサ

ーフェイスを統一し，0.1 cm単位まで計測した．

2.2	 立ち幅跳び
水平方向の下肢筋パワーの評価として立ち幅跳

びを測定した．被験者はクラッチおよび義足なし

の片足で実施し，足先が踏切線の前端に揃うよう

に立ち，上肢の反動をつけて可能な限り前方へ跳

躍するよう指示した．試技の計測方法として，踏

切線の前端から着地時の踵までの跳躍距離に対し

てメジャーを用いて，1 cm単位まで計測した．

2.3	 メディシンボールスロー
上肢の筋パワーの評価としてメディシンボール

スローを実施した．測定には 2 kgのメディシン

ボールを用いた．被験者はクラッチおよび義足な

しの片足で実施し，椅子を用いた座位姿勢にて背

中を垂直に保ち，健脚側の膝を 90°に曲げ，足は

地面に接地した状態で測定した．両手でメディシ

ンボールを胸部の高さに構え，体幹を動かさず両

手で前に押し出すようにスローすること，試技後

に椅子から臀部が浮かないよう指示した．スロー

開始地点から地面に最初に落下した地点までの投

擲距離に対してメジャーを用いて，1 cm単位ま

で計測した．

2.4	 握力
手指の筋力として握力を測定した．測定には握

力測定器（T.K.K.6101g，竹井機器工業）を用い

た．被験者はクラッチおよび義足なしの片足で実

施し，椅子を用いた座位姿勢にて背中を垂直に保

ち，健脚側の膝を 90°に曲げ，足は地面に接地し

た状態で測定した．握力測定器が椅子および身体

に触れないよう指示した．なお，左右交互に測定

し，0.1 kg単位まで計測した．

2.5	 足趾把持筋力
足指の筋力として足趾把持筋力を測定した．測

定には足趾筋力測定器（T.K.K.3364b，竹井機器

工業）を用いて椅子から背中を離し垂直に座り，

股関節および膝関節を 90°とした．足趾の位置は

第１中足指節関節に把持バーを設定し，0.1 kg単

位まで計測した．

2.6	 直線走パフォーマンス
直線走パフォーマンステストとして，30 m直

線走テストを実施した．測定方法は光電管（Swift 

Speed Light Timing Gates, Swift Performance LLC）

を 0 m，5 m，10 m，15 m，20 m，25 m，30 m 地

点に 1 mの高さで設置し，5 m毎の通過タイムを

測定した．また，スタート方法を統一するために，

スタートライン上にクラッチを置き，クラッチか

ら脚の距離が 1 m以内になるよう指示した．なお，

0.01 s単位まで計測した．

2.7	 方向転換走パフォーマンス
方向転換走パフォーマンステストとして，3つ

の異なる角度（45°，90°，135°）の方向転換走テ

ストを実施した．このテストは , 1回の試技中に

同一角度の方向転換を 3回行い，走行距離 20 m

（5 m+5 m+5 m+5 m）となるテストである．5 m

間隔に 3本のポールを設置し，方向転換の角度

を変えた 45°，90°，135°の方向転換走テストを

2回ずつ測定した．なお，スタートとゴールに

は 光 電 管（Swift Speed Light Timing Gates, Swift 

Performance LLC）を 1 mの高さで設置した．また，

切断残存肢の影響も検討するために，2回目は逆

方向への方向転換走テストを行った（図 1）．ス

タートは直線走パフォーマンステストと同様の方

法を採用し，0.01 s単位まで計測した．
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3.	 データの算出方法
3.1	 直線走パフォーマンスの算出方法
直線走はスタート，加速，最大スピードなどの

いくつかの期に分けられており，20 m直線走ス

ピードはスタートから加速を含むテストパフォー

マンスを表している（Young et al., 1995）．したが

って，直線走パフォーマンスの評価として，20 m

の通過タイムから算出した 20m直線走スピード

（m/s）と 5 m毎の記録のうち最もタイムの速かっ

た区間から算出した最高スピード（m/s）を用い

た．算出方法は以下の通りであった．

20 m直線走スピード（m / s）

＝ 20 m / 20 m区間の直線走タイム

最高スピード（m / s）

＝ 5 m / 最も速かった 5 m区間タイム

3.2	 方向転換走パフォーマンスの算出方法
本研究では，方向転換走パフォーマンスを単純

な方向転換走スピード，また直線走スピードに対

する方向転換走スピードの比（方向転換走指数）

の 2つの観点から定義した．方向転換走スピード

は直線走スピードと同じ走行距離から算出してい

る．また，方向転換走指数は直線走の影響を取り

除いた方向転換における走動作の巧緻性を表す指

標として用いた．算出方法は以下の通りである．

方向転換走スピード（m / s）

＝ 20 m  / 方向転換走タイム

方向転換走指数

＝方向転換走スピード /  20 m直線走スピード

3.3	 同方向転換および逆方向転換の定義
本研究の方向転換走テストでは 1回の試技中に

3回の方向転換が行われる．そのうち，対象者か

らみて，健常肢側に 2回，切断残存肢側に 1回の

方向転換を行う試技を健常肢側の方向転換，対象

者からみて健常肢側に 1回，切断残存肢側に 2回

の方向転換を行う試技を切断肢側の方向転換と定

義した（図 2）．

4.	 統計処理
各測定項目の値は平均 ± 標準偏差（Mean ± 

SD）で示し，統計解析には SPSS statistics 26を用
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G

S
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5m
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G
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G G
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5m
5m

5m 5m
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図1. 方向転換走パフォーマンスの概要図 1　方向転換走パフォーマンステストの概要
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いた．各測定項目間の相関関係については，ピア

ソンの積率相関係数を用いて分析した．さらに，

方向転換の向きと切断残存肢の関係性について，

方向転換における切断残存肢側への方向転換と健

常肢側への方向転換の比較に対応のある t検定を

用いた．なお，各統計解析の有意水準は 5％未満

とした．

Ⅲ　結　果

1.	 測定値の基本統計量
測定値の基本統計量について基礎測定項目，直

線走パフォーマンス，方向転換走パフォーマンス

ごとの平均 ± 標準偏差を表 1に示した． また，

本研究の 20 m直線走スピードの結果は 4.38±

0.38 m/sであった．先行研究と比較すると , 国内

のアンプティサッカー競技者を対象とした研究は

4.42 m/sとほぼ同等の結果であったが（Miyamoto 

et al., 2019）， ポーランド代表選手を対象とした

研究は 5.26 m/sで本研究の結果は劣っていた

（Wieczorek et al., 2015）． 

2.	 方向転換走（45°，90°，135°）スピードと各
測定項目の相関関係

45°，90°，135°それぞれの方向転換走スピー

ドと 20 m直線走スピードの相関関係を表 2に示

した．全ての方向転換走スピードと 20 m直線

走スピードの間にそれぞれ 45°走スピードが r = 

0.707（分散説明率：50.0%），90°走スピードが r 

= 0.842（分散説明率：70.9%），135°走スピード

が r = 0.822（分散説明率：67.6%）の高い相関関

係が認められた（p < 0. 05）．

切断残存肢が左足の対象者の場合

健常肢側への
方向転換

切断残存肢側への
方向転換

方向転換1回目

健常肢側 2回

切断残存肢側 1回

健常肢側 1回

切断残存肢側 2回

方向転換2回目 方向転換3回目

図2. 健常肢側及び切断肢側への方向転換に関する内容図 2　健常肢側および切断残存肢側への方向転換に関する内容

表 1　測定値の基本統計量

基礎測定項目　　　　　　　　　　平均　±　標準偏差

Counter-Movement Jump (cm) 27.3 ± 5.08

立ち幅跳び (m) 1.91 ± 0.21

メディシンボールスロー (m) 6.05 ± 0.74

握力 (kg) 45.8 ± 9.36

足趾把持筋力 (kg) 23.9 ± 8.35

直線走パフォーマンス

20 m直線走タイム (s) 4.60 ± 0.40

直線走スピード (m/s) 4.38 ± 0.38

最高スピード (m/s) 5.33 ± 0.66

方向転換走パフォーマンス

45°走タイム (s) 7.94 ± 0.52

90°走タイム (s) 7.05 ± 0.46

135°走タイム (s) 5.66 ± 0.39

45°走スピード (m/s) 2.53 ± 0.16

90°走スピード (m/s) 2.85 ± 0.18

135°走スピード (m/s) 3.55 ± 0.24

45°走指数 0.58 ± 0.04

90°走指数 0.65 ± 0.03

135°走指数 0.81 ± 0.04
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45°，90°，135°それぞれの方向転換走スピー

ドと体格要因の相関関係を表 3に示した． 各方

向転換走スピードと体格要因の相関関係は， 90°

走スピードと体重の間に r = -0.498の中程度の相

関関係が認められた（p < 0.05）． また，135°走

スピードと身長の間に r = -0.476，体重の間に r = 

-0.517の中程度の相関関係が認められた（p < 0. 

05）．
45°，90°，135°それぞれの方向転換走スピード

と体力要因の関係を表 4に示した．各方向転換走

スピードと体力要因の相関関係は， 90°走スピー

ドと最高スピードの間に r = 0.567， 立ち幅跳びの

間に r = 0.532の中程度の相関関係が認められた（p 

< 0. 05）．また，135°走スピードと最高スピード

の間に r = 0.553，立ち幅跳びの間に r = 0.500の中

程度の相関関係が認められた（p < 0. 05）．

3.	 方向転換走指数と各測定項目の相関関係
45°，90°，135°それぞれの方向転換走指数と体

格要因の相関関係を表 5に示した． 全ての方向

転換走指数と体格要因との間には有意な相関係数

は認められなかった． 
45°，90°，135°それぞれの方向転換走指数と体

力要因の相関関係を表 6に示した． 全ての方向

転換走指数と最高スピードとの間にそれぞれ 45°

走指数が r = -0.615，90°走指数が r = -0.644， 135°

走指数が r = -0.594の有意な負の相関関係が認め

られた（p < 0. 05）． また， 45°走指数とメディシ

ンボールスローとの間に r = -0.576の有意な負の

相関関係が認められた（p < 0. 05）． 

4.	 方向転換の向きと切断残存肢の関係
方向転換走パフォーマンスにおける切断残存肢

側と健常肢側の方向転換を比較した対応のある

表 2　方向転換走スピード（45°，90°，135°）と 20 m直線走スピードの相関関係

45°走スピード 90°走スピード 135°走スピード 20 m直線走スピード
45°走スピード (m/s) 1 – – –

90°走スピード (m/s) 0.874* 1 – –

135°走スピード (m/s) 0.851* 0.978* 1 –

20m直線走スピード (m/s) 0.707* 0.842* 0.822* 1

*:p<0.05

表 3　方向転換走スピード（45°，90°，135°）および直線走と体格要因の相関関係

45°走スピード 90°走スピード 135°走スピード 20m直線走スピード

身長 (cm) -0.218 -0.42 -0.476* -0.259

体重 (kg) -0.267 -0.498* -0.517* -0.472*

BMI (kg/m2) -0.227 -0.376 -0.371 -0.435

*:p<0.05

表 4　方向転換走スピード（45°，90°，135°）および直線走と体力要因の相関関係

45°走スピード 90°走スピード 135°走スピード 20 m直線走スピード

立ち幅跳び  (m) 0.404 0.532* 0.500* 0.556*

Counter-Movement Jump (cm) -0.252 0.357 0.363 0.412

足趾把持筋力 (kg) -0.066 -0.024 0.047 -0.118

メディシンボールスロー (m) 0.050 -0.234 -0.279 -0.351

握力 (kg) -0.025 -0.165 -0.220 0.162

最高スピード (m/s) 0.446 0.567* 0.553* 0.763*

*:p<0.05
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t検定の結果，45°走スピードおよび 45°走指数

において， 切断残存肢側への方向転換より健常肢

側への方向転換の方が有意に速い値を示した（p 

< 0. 05）．しかし，90°走パフォーマンスおよび
135°走パフォーマンスにおいては有意な差は認

められなかった（表 7）．

Ⅳ　考　察

本研究は， 国内におけるアンプティサッカー競

技者を対象とした方向転換走に関する初めての実

験的研究である． また， アンプティサッカー競技

者の切断残存肢および健常肢に着目し方向転換走

パフォーマンスの関係を検討した初の研究であり

主な知見は以下のとおりである．方向転換走パフ

ォーマンスは直線走パフォーマンスと高い相関関

係にあることが明らかとなった．なお， 方向転換

走テストの角度の設定によっては体力要因とそれ

に伴う走スピードの制御およびクラッチ操作にお

ける技術的側面の影響や体格要因の影響が異なる

ことが示唆された．また，切断残存肢側への方向

転換には制約が強いられる可能性が推察された．

1.	 方向転換走パフォーマンスと直線走パフォー
マンスの関係

各方向転換走パフォーマンスと直線走パフォ

ーマンスの関係については， 各方向転換走スピー

ドと 20 m直線走スピードとの間に高い有意な正

の相関関係が認められた（表 3）．また，90°走

スピードおよび 135°走スピードと最高スピード

表 5　方向転換走指数（45°，90°，135°）と体格要因の相関関係

45°走指数 90°走指数 135°走指数

身長 (cm) 0.144 -0.095 -0.209

体重 (kg) 0.391 0.193 0.120

BMI (kg/m2) 0.375 0.289 0.259

*:p<0.05

表 6　方向転換走指数（45°，90°，135°）と体力要因の相関関係

45°走指数 90°走指数 135°走指数

立ち幅跳び (m) -0.366 -0.316 -0.314

Counter-Movement Jump (cm) -0.295 -0.262 -0.223

足趾把持筋力 (kg) 0.122 0.197 0.297

メディシンボールスロー (m) 0.576* -0.337 0.234

握力 (kg) 0.196 0.064 -0.033

最高スピード (m/s) -0.615* -0.644* -0.594*

*:p<0.05

表 7　方向転換の向きと切断残存肢の関連 

方向転換走パフォーマンス
健常肢側 切断残存肢側 有意差

（平均 ±標準偏差） （平均 ±標準偏差） p

45°走スピード (m/s) 2.51 ± 0.16 2.45 ± 0.17 0.037*

90°走スピード (m/s) 2.80 ± 0.20 2.81 ± 0.17 0.600

135°走スピード (m/s) 3.50 ± 0.25 3.50 ± 0.24 0.879

45°走指数 0.58 ± 0.04 0.56 ± 0.04 0.028*

90°走指数 0.64 ± 0.03 0.64 ± 0.04 0.602

135°走指数 0.80 ± 0.04 0.80 ± 0.04 0.869

*:p<0.05
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の間に中程度の有意な正の相関関係が認められ

た（表 4）．笹木ほか（2011）は，健常者サッカ

ー選手を対象とした研究において，ジグザグ走テ

ストタイムと 20 m直線走タイムの相関係数は r 

= 0.501であったと報告している．同様に，Little 

and Williams（2005）はジグザグ走テストタイム

と直線走テストにおける最大スピードの相関係数

は r = 0.458であったと報告している．本研究の

結果は，これらの先行研究と比べると同等もしく

は高い相関係数が得られた．このことから，健常

者のサッカー選手と同様に，直線走スピードとと

もに方向転換走スピードは，アンプティサッカー

競技者における走スピード全般の向上に関わる重

要な要因と考えられる．したがって， 直線走パフ

ォーマンスを向上させることで方向転換走パフォ

ーマンスも向上する可能性が示唆された．

一方で，45°走スピードと最高スピードとの間

には有意な相関係数は認められなかった．また，

方向転換走スピードと 20 m直線走スピードとの

相関係数から求めた分散説明率は 45°走スピード

は 50.0％，90°走スピードは 70.9％，135°走スピ

ードは 67.6％であった．これらのことから，45°

走は 90°走や 135°走と比較して，直線走パフォ

ーマンス以外の要因の影響を受けている可能性が

ある．方向転換は減速局面，方向転換局面，加速

局面に分けられ，走スピードが速い者ほど，より

減速する必要がある．鈴木ほか（2010）は，走ス

ピードを維持したまま方向転換を行うことが方向

転換における走動作の技術側面において重要であ

ると述べている．45°走に関しては，方向転換の

角度が鋭くなったことで，鋭い方向転換を見越し

て走スピードを意図的に制御していた可能性が考

えられる．したがって，アンプティサッカー競技

者の方向転換走においても，より速い走スピード

をコントロールして方向転換を行う走技術が重要

であり，そしてその重要性は方向転換の角度が鋭

い場合に走動作の技術的側面の影響が高まること

が示唆された．

2.	 方向転換走パフォーマンスと体力要因の関係
各方向転換走スピードと体力要因の関係をみ

たところ（表 4），各方向転換スピードと立ち幅

跳びとの間では，90°走スピードおよび 135°走

スピードとの相関係数はそれぞれ r = 0.532と r = 

0.500で中程度の有意な正の相関関係が認められ

た． アンプティサッカー競技者を対象とした先

行研究では，直線走パフォーマンスと下肢の筋力

との間に，有意な相関関係があることを報告して

いる（Ozkan et al., 2012）．しかし，本研究の CMJ

および足趾把持筋力の結果においては相関関係が

認められなかった．Peterson et al.（2006）は，直

線走スピードおよび方向転換走タイムには垂直

方向への跳躍能力より水平方向への跳躍能力の

相関係数が高いことを報告しており，Brughelli et 

al.（2008）は，方向転換走パフォーマンスを予測

するには CMJのような垂直方向への跳躍能力だ

けでなく，水平方向への跳躍能力を含んだジャン

プテストを使用することが適切であることを示唆

している．アンプティサッカーの試合中において

は，競技者は両手にクラッチを持っていることも

あり垂直方向のジャンプ動作は稀であり，立ち幅

跳びは，アンプティサッカーの動作特性に類似し

ていたのではないかと考えられる．そのため，ア

ンプティサッカー競技者の下肢の筋パワーは垂直

方向への重心移動を生み出す下肢筋パワーより水

平方向への重心移動を生み出す下肢筋パワーの方

がその専門性を正しく評価できる可能性がある．

以上のことから，本研究において，下肢の筋パワ

ーのうち前方への推進力を伴う立ち幅跳びが方向

転換走と一定の関係が認められ，垂直方向への跳

躍動作である CMJとは関係が認められなかった

と考えられる．

しかしながら，45°走スピードと立ち幅跳びの

相関係数は r = 0.404で有意な相関関係は認めら

れなかった．また，方向転換走指数と体力要因と

の関係については最高スピードを除き，45°走指

数にのみメディシンボールスローとの相関係数が

r = 0.576で中程度の有意な正の相関関係が認めら

れた．アンプティサッカーについて，Maehana et 

al.（2018）は，クラッチと片足だけで移動する特

有の運動様式が存在することに言及しており，上

肢の筋パワーはクラッチ操作に関わる重要な要因
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と考えられる．上述したとおり方向転換走指数は

直線走の影響を取り除いた方向転換における走動

作の巧緻性を表す指標であり，方向転換は減速局

面，方向転換局面，加速局面に分けられる．この

ことから，45°走では，方向転換における走動作

に際して減速局面の減速動作，方向転換局面の姿

勢維持動作，加速局面の推進動作のいずれかの動

作においてクラッチ操作の技術的側面が重要であ

る可能性が考えられる．

また，Tatar et al.（2018）はクラッチを用いた

通常の直線走行中の下肢と上肢にかかる負荷は下

肢が上肢の約 1.6倍であると報告しており，アン

プティサッカー競技者の直線走においては上肢よ

りも下肢の筋パワーが重要であることが考えられ

る．しかし，45°走においては上肢の筋パワーが

方向転換パフォーマンスに貢献していることが示

唆された．したがって，アンプティサッカー競技

者の方向転換走パフォーマンスを検討するにあた

っては，アンプティサッカー特有の運動様式を踏

まえつつ，下肢とともに上肢の筋パワーが動員さ

れる方向転換走テストを設定することが重要であ

ると考えられる．

3.	 方向転換走パフォーマンスと体格要因の関係
各方向転換走スピードと体格要因の関係につい

ては，135°走スピードは身長および体重，90°走

スピードと体重の間に中程度の有意な負の相関関

係が認められた．Young et al.（2002）は，身体の

傾斜，身体の姿勢，適切なストライド，足部を置

く位置を方向転換走パフォーマンスの技術要因と

して挙げており，Sheppard and Young（2006）は，

身長が低い者は方向転換に備えて重心を下げるの

に必要な時間が短くなるため，身長が高い者より

も速く方向転換することができる可能性があるこ

とを示唆している．これらの知見を踏まえると，
135°走スピードにおいては，より走スピードの

速い状態で方向転換の走動作に移らなければなら

ないため，身長が低い者の方が方向転換時の身体

の傾斜および身体の姿勢において有利であったこ

とが考えられる．しかし，方向転換の角度が鋭く

なるにつれ，走スピードが制御されるため，身長

が高い者も減速局面と加速局面のストライドおよ

び足部位置の調節が容易になり，身長の高低の影

響が緩和されたと推察される．そのことが 45°走

スピードと身長の相関係数の低さに表れたと考え

られる．なお，90°走スピードおよび 135°走ス

ピードは，体重との相関係数が負となり，体重が

重い者ほど方向転換走スピードが遅い傾向が認め

られた．Reilly et al.（2000）は，競技レベルが高

い者ほど直線走テストや方向転換走テストの結果

が良く，あわせて体脂肪量が低い傾向にあること

を報告している．このことから，体脂肪量はテス

トパフォーマンスを低下させる阻害要因であると

考えられる．本研究は， 体脂肪量を測定していな

いため，厳密な議論はできないが，本研究の対象

者は競技レベルにばらつきがあり，日本代表選出

歴のないエリートレベル以外の選手が半数以上含

まれていることから，体重が重い者ほど体脂肪量

が多いことが想像できる．よって，健常者サッカ

ーの先行研究と同様にアンプティサッカー競技者

においても体脂肪量は方向転換走パフォーマンス

を低下させる阻害要因である可能性が考えられる

と同時に，切断残存肢の残存部位の重量も関係し

ていることが予想される．したがって，より速い

走スピードを伴う方向転換の角度が緩やかな方向

転換走テストは，競技者の体格要因の影響が高ま

る可能性が示唆された．今後は，体脂肪量や身体

部位の重量（特に，残存肢の重量）を測定するこ

とを通して体格の影響をより詳細に検討する必要

がある．

4.	 方向転換の向きと切断残存肢の関連
方向転換の向きと切断残存肢の関連について

は，45°走スピードおよび 45°走指数において， 

健常肢側への方向転換の方が切断残存肢側への方

向転換よりも有意に速かった（表 7）．この結果

は即ち，方向転換の角度が鋭い方向転換走テスト

は，切断残存肢の影響を受けることを端的に示し

たものである．アンプティサッカーはあらゆる障

害クラスが混合する規則のもとで競技が行われて

いるが，障害クラスの違いが競技パフォーマンス

に及ぼす影響を検討した研究はない．本研究はア
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ンプティサッカー競技者の方向転換走パフォーマ

ンスという限られた視点からではあるものの，健

常肢側への方向転換の優位性と切断残存肢側への

方向転換には制約が強いられる可能性について言

及する．

まず，健常者の方向転換走動作には，サイドス

テップと方向転換の方向とは対側の脚を支持脚の

前でクロスして進行方向へ踏み出すクロスステッ

プの 2つがあるとされている．アンプティサッカ

ー競技者にクロスステップの動作を置き換えると

本研究の切断残存肢側への方向転換の場合，切断

残存肢側のクラッチが支持脚となり，健常肢が切

り返し方向と対側に位置する．したがって，健常

肢を切断残存肢側のクラッチの前でクロスして進

行方向へ踏み出さなければならない．しかしなが

らその際，切断残存肢およびクラッチの位置によ

って，次の動作に伴う適切なストライドないし足

部を置く健常肢の位置や動作が阻害される可能性

があると推察される．それにより，切断残存肢側

への方向転換には制約が強いられたのではないか

と考えられる．したがって，健常肢の優位性を保

つ切断残存肢の位置を把握し，トレーニングする

ことで，切断残存肢側への方向転換に伴う切断残

存肢の弊害を緩和できる可能性があることを示唆

する．

また，Sasaki et al.（2011）は方向転換走と体幹

運動の関係を検討しており，方向転換走には適切

な姿勢制御やボディーバランスコントロールが重

要であることを述べている．健常者のサイドステ

ップ動作では，方向転換時に体幹に対して切り返

し方向と対側への遠心力を抑え，切り返し方向へ

の外乱を制動し，切り返し側へ力を発揮する必要

がある（橋本ほか，2017）．しかしながら前述の

とおり，アンプティサッカー競技者においては方

向転換走指数とクラッチ操作に関わる上肢の筋パ

ワーの関係から方向転換における走動作に際して

減速局面の減速動作，方向転換局面の姿勢維持

動作， 加速局面の推進動作のいずれかの動作にお

いてクラッチ操作が重要である可能性がある．ま

た，本研究の健常肢側への方向転換の場合，切断

残存肢側のクラッチは切り返し方向と対側に位置

する．それらのことを踏まえると，アンプティサ

ッカー競技者の方向転換時において切断肢側のク

ラッチはもう片方の下肢として体幹の安定性を担

保し適切な姿勢制御やボディーバランスコントロ

ールの補助の役割を有しているのではないかと考

えられる．

したがって，切断残存肢およびクラッチの位置

によって，健常肢の動作が阻害されたことと方向

転換時における切断残存肢側のクラッチによって

体幹の安定性が担保されたことにより，健常肢側

への方向転換の方が切断残存肢側への方向転換よ

りも方向転換走パフォーマンスが有意に高かった

と推察される．

これらの結果をまとめると，アンプティサッカ

ー競技者においても方向転換走パフォーマンスは

直線走パフォーマンスと高い相関があるととも

に，方向転換の角度によって強く関与する要因が

異なることが示唆された．また，45°走はアンプ

ティサッカー競技者において，より特異な走動作

の技術的側面を有していることが示唆された．こ

れらのことが，各方向転換走スピードと 20m直

線走スピードの相関係数から求めた関係性の違い

に現れたと考えられる．

なお本研究では，方向転換走テストにおける加

減速局面や方向転換局面の走スピードは計測して

いない．また各局面の走動作に関する計測も行っ

ていない．また，対象者が限定されていたため，

より詳細な統計解析や競技レベルに分類した比較

分析の着手には至らなかった．今後は，対象者数

を増やすことや分析項目の追加によって今回実証

することができなかった新たな知見を提示するこ

とができると思われる．最後に，本研究は前述し

たいくつかの課題はあるものの，体格およびフィ

ールドテストから得られたデータをもとに方向転

換走パフォーマンスにおける体格要因と体力要因

との関係について明らかにした初めての研究であ

り，アンプティサッカー競技者の方向転換に関す

る研究の萌芽的研究であったといえる．
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Ⅴ　結　論

本研究は，3つの角度の異なる方向転換走テス

トを用いて，アンプティサッカーの競技特性を考

慮したアンプティサッカー競技者における方向転

換走パフォーマンスと体格要因および体力要因と

の関係について検討した．本研究の主な結果は以

下のとおりである．健常者サッカーにおける先行

研究と同様に，アンプティサッカー競技者におい

ても方向転換走パフォーマンスは直線走パフォー

マンスと高い相関関係にあることが明らかとなっ

た．一方で，方向転換走テストのうち，方向転換

走の角度が鋭い 45°走は体力要因の影響を最小限

に留め，走スピードの制御およびクラッチ操作と

いった技術的側面における卓越性の影響が含まれ

る可能性が示唆された．方向転換の角度が緩やか

な方向転換走テストは，競技者の体格要因の影響

が高まる可能性が示唆された．また，切断残存肢

側への方向転換には制約が強いられる可能性が推

察された．
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