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要

旨

本研究では，レッグプレスマシーンを用いた足関節底屈筋力測定方法によって踵上げ回数と底屈筋力の関連
について検討した．対象は，健常成人16名（20.5±0.9歳）であった．底屈筋力の測定にはレッグプレスマシー
ンを使用し，挙上できた重錘重量と初期負荷重量を加えて最大底屈筋力を求めた．日を変えてレッグプレスマ
シーンを使用し，体重と同等の重量負荷を加えて最大踵上げ回数を測定した．右最大底屈回数は23.8±7.0回，
左は24.0±7.9回であった．右最大底屈筋力は89.2±23.7kgf，左は87.0±24.0kgfであった．右足関節最大底屈筋
力体重比は，1.34±0.15kgf/kg，左は1.31±0.11kgf/kgであった．右最大底屈筋力体重比と右最大底屈回数の間
には，相関係数0.640の有意な関連を認めた（p< 0.05）
．左最大底屈筋力体重比と右最大底屈回数の間には，相
関係数0.720の有意な関連を認めた（p< 0.05）．左右ともに最大踵上げ回数と最大底屈筋力体重比の間に強い相
関を認めたことから，
最大踵上げ回数によって最大底屈筋力を予測することは比較的妥当なものと考えられた．
キーワード：踵上げ，反復回数，底屈筋力，関連性，徒手筋力検査
レッグプレスマシーンは，両脚の伸展力を強化す

【はじめに】

るためのトレーニング機器であり，備えられている

徒手筋力検査では，踵上げ反復回数によって足関
1)

負荷重錘量は大きい．また，そのため機器は強固な

節底屈筋力を推測することになっている ．一方，
，足部レ

構造を有している．我々は4)，レッグプレスマシー

バーアームの短さもあって等尺性筋力測定時に足関

ンを用いた等張性底屈筋力測定方法を考案し，良好

節を固定することは容易でない．これまで信頼性に

な測定値の検者内再現性を報告した．本研究では，

優れた底屈筋力測定方法が確立されていなかったた

この底屈筋力測定方法を用いて，踵上げ回数と底屈

め，踵上げ回数と底屈筋力の関連は，未だ明らかと

筋力の関連について検討した．

底屈筋力は100kgfを超えることも多く

2,3)

なっていない．
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【方法】

プレスの背もたれ角度は水平から10度挙上位に設定

対象は，健常成人16名（男性10名，女性 6 名）で，

した．アニマ社製μTasF- 1 のセンサー先端を第１

年齢は20.5±0.9歳，身長は168.6±8.9cm，体重は66.3

MP関節部に合わせ，足底面中央に位置するように

±17.5kgであった．対象者には，研究の目的と内容，

面ファスナーで固定した（図 1 ）．そして，レッグプ

個人情報の秘匿，被験者の自由意志の尊重について

レスマシーンの足底板の底辺に設置させた．上肢は

説明を行い，同意を得た後に測定を行った．

両手で肩固定バーを把持させた．両下肢を伸展さ

足関節底屈筋力の測定には，ニシスポーツ社製

せ，膝関節を完全伸展位とした．その状態から一側

レッグプレスマシーンを使用した（図 1 ）
．レッグ

の検査足で支持し，マシーンと体重によって規定さ

足底に設置した
μTasF-1のセンサー

図1

図2

レッグプレスマシーンを用いた初期負荷重量測定場面

最大底屈位の設定

図3

最大底屈位の際の重錘板の高さにクリップが
位置するように調整
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左最大底屈筋力体重比と右最大底屈回数の間には，

れる初期負荷重量を計測した．

相関係数0.720の有意な関連を認めた（p< 0.05）．

最大底屈筋力の測定では，最初に最も軽い重錘負
荷の状態で膝関節を完全伸展させた．一側の検査足

【考察】

で体重を支持させ，最大底屈させた際の重錘の高さ

本研究では，レッグプレスマシーンを用いた等張

をマークした（図 2 ）
．そして，マークした高さまで
重錘が挙上できた場合，最大底屈成功と判定した．

性底屈筋力測定方法を用いて，踵上げ回数と底屈筋

予備研究の結果から 1 回目の測定は，体重と同等の

力の関連について検討した．
左右ともに最大踵上げ回数と最大底屈筋力体重比

重錘重量から開始した．成功した場合，重錘を 2 段
階上げ，次に失敗した場合，1 段階負荷量を下げた．

の間に強い相関を認めた．以上のことから，最大踵

逆に，失敗した場合，2 段階下げ，次に成功した場

上げ回数によって最大底屈筋力を予測することは比

合，1 段階負荷量を上げた．こうして 5 回以内に 1

較的妥当なものと考えられた．しかし，相関係数は

Repetition Maximumを求めた．各試行の間には30

0.64-0.72にとどまった．負荷強度と反復回数の間に

秒間の休憩をはさんだ．これを左右脚において実施

は，一定の関係があることが知られている．例えば，

した．挙上できた重錘重量と初期負荷重量を加えて

最大負荷の60％の運動強度では，15-20回の反復が

最大底屈筋力を求め，体重で除した値を筋力体重比

可能なことが経験的に報告されている5)．反復回数

とした．

にある程度の幅があることに注目する必要がある．

日を変えて最大踵上げ回数の測定を実施した（図

さらに負荷強度が低下すれば筋持久力の影響が大き

3）
．最初に最も軽い重錘負荷の状態で両下肢を伸

くなり，最大筋力との関連性は低下する．今回の対

展させ，膝関節を完全伸展位とした．一側の検査足

象者の反復回数は，9 - 43回であり，筋持久力の影響

で体重を支持させ，最大底屈させた際の重錘の高さ

が少なからずあったものと推察される．これらのこ

をマークした．次いで，対象者の体重と等しくなる

と が 相 関 係 数 を 低 下 さ せ た 原 因 と 考 え ら れ た．

よう初期負荷重量に重錘負荷を加えた．そして，一

踵上げ回数は，左右ともに約24回であった．徒手

側の検査足で体重を支持させ，最大底屈運動を 2 秒

筋力検査では，25回の反復がGrade 5 の基準となっ

に 1 回の頻度で反復させた．反復ピッチは，メトロ

ている．健常者を対象とした本研究において，反復

ノームによって対象者に教示した．対象者が自ら運

回数が25回を下回った原因としては，踵上げ運動の

動を止めた場合や，マークした高さまで 2 回連続で

判定基準の差異が影響したものと考えられた．徒手

届かなかった場合，踵上げを終了させた．

筋力検査の反復回数の基準となっている先行研究6)

最大底屈筋力体重比と最大踵上げ回数の関連につ

では，最大可動域の半分まで底屈運動が可能であれ

いてピアソンの相関係数を用いて検討した．危険率

ば反復回数としてカウントされている．本研究で

5 ％未満を有意水準とした．

は，最大底屈運動を求めたために反復回数が少なく
なったものと考えられた．

【結果】
右最大底屈回数は23.8±7.0回，左は24.0±7.9回で
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