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異なるグラウンドサーフェイスでのジャンプ運動が
身体的負担および疲労度に及ぼす影響
野口

翔
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Effect of Jump Exercise at Difference Ground Surfaces on Physical Load and Fatigue
Sho Noguchi
Abstract
PURPOSE：The purpose of this study was to investigate the effect of jump exercise on
the physical load and fatigue level on difference ground surfaces of soil, natural turf and
artificial turf. METHODS: Subjects were 7 male students with an appropriate range of
Body Mass Index (BMI) (height: 170.9 ± 3.8 cm; weight: 62.0 ± 3.8 kg; BMI: 21.3 ± 1.7 kg /
m2). They randomly completed jumping exercises under three ground surface conditions:
soil, artificial turf, and natural turf trial. We measured drop jump performance, muscle
stiffness and load/fatigue level on lower limb muscles using by Visual Analog Scale (VAS)
before, immediately after and the day after the jump exercise at three ground conditions.
We also measured soil and surface hardness of three surface condition. RESULTS: Muscle
stiffness of soil and artificial turf trial were increased, but not change on natural turf trial. In VAS, load and fatigue of lower limbs increased after exercise on all trial. And VAS
of soil and natural turf trial tended to recover the next day, while remained maintaining
high value of VAS on artificial turf trial. CONCLUSION: It is suggested that a surface
with medium soil hardness and low surface hardness, such as natural turf, may reduce
physical load and fatigue.
Key words: Ground surface, Jump exercise, Muscle stiffness, Visual Analog Scale
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Ⅰ．はじめに
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Ⅲ．研究方法
１．被験者

スポーツ競技の表層として，様々なグラ
ウンドサーフェイスが使用されている．そ

体格差による影響を排除するために，身

の中で，グラウンドサーフェイス自体のそ

長と体重から算出される肥満度の体格指数

れぞれの特性を比較した研究（山田，1999;

として用いられている Body Mass Index

近藤ら，1982; 杉田ら，2017; 島ら，2010）

（BMI）により，適正体重（BMI 値が 18.5

やサーフェイス上でのパフォーマンスによ

〜 25kg/m2）の範囲内にある 7 名を被験者

るケガの発生率などを比較した研究（西村

とした．被験者の身体的特性を表 1 に示す．

ら，2003; J Ekstrand et al.,2007; Mathieu

また，実験に先立ち，被験者にはあらか

Nedelec et al.,2013; Helena Andersson et

じめ本研究の目的および方法等を口頭・書

al.,2008）はあるが，運動あるいは競技パ

面にて説明し，本研究への参加に対して同

フォーマンス，そして関連すると考えられ

意を得た．本研究は，仙台大学倫理審査委

る身体への生理的負担度や疲労度にどのよ

員会の承認を得て行われた．

うな影響があるかについて検討した先行研

表 1．被験者の身体的特性（n=7）

究は多くはない．
そこで，本研究では運動の場としてよく
使用される土，天然芝および人工芝の異な
るグラウンドサーフェイスでの運動による

２．実験デザイン

身体への負担度や疲労度を検討し，トレー
ニングや試合時の異なるグラウンドサー

本研究は，S 大学構内の天然芝（コウラ

フェイスに対する対策を一考する基礎的資

イシバ），人工芝（ロングパイル；住ゴム

料となること，さらには，ウォームアップ

産業製），土のそれぞれ異なるサーフェイ

方法やケガの予防などにつなげることがで

ス環境下でジャンプ運動を行い，身体的な

きるのではないかと考える．

負担・疲労応答を測定するため筋硬度，下
肢のタイトネステスト，ジャンプ力を測定

Ⅱ．目的

し， 加 え て，Visual Analog Scale（VAS）

本研究では，土，天然芝および人工芝の

により下肢の主観的な負担・疲労度をジャ

異なるグラウンドサーフェイスでのジャン

ンプ運動前，運動直後，および翌日でそれ

プ運動が，その後の運動能と身体への負担

ぞれに測定した（図 1）．

や疲労度に及ぼす影響について検討するこ
とを目的とした．

図 1．実験プロトコル
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３．ジャンプ運動

測定するため，立位体前屈を行い，指先と

ジャンプ運動は 40㎝の台から自然落下

足が接地する台上の距離を測定した．

するドロップジャンプを採用した．落下す
３）ジャンプ力（ドロップジャンプ）

る際には，片足を前に出し，両手を腰部に
当て，落下後は膝を曲げクッションをしっ

運動能力および下肢への疲労度や負担度

かりとるようにした．

の指標として，ジャンプ計測や運動能力を

また，タイミングを計るためメトロノー

評価できるマットスイッチ式の跳躍力測定

ムを用いてジャンプの間隔を計り，10 秒

機器（Multi Jump Tester 2，ディケイエ

ごとに 1 回ジャンプさせた．ドロップジャ

イチ社製）を用いて，ジャンプ力としてジャ

ンプはまず 50 回行い，10 分間の休息を挟

ンプ指数，接地時間，滞空時間，跳躍高を

んで，再び 50 回行い，計 100 回行わせた．

計測した．
ドロップジャンプは，腕の振りをなく

４．測定項目

すため両手を腰部に当てた状態で，40㎝の

１）筋硬度

台上から落下し両足で着地後即座に垂直に

筋硬度を測定するため筋硬度計（MF-

ジャンプする方法を採用した．

129AA,JTech Medical Industries 社製）を

また，ドロップジャンプでは一定の技能

使用した．測定箇所の大腿直筋は，膝蓋骨

を必要とするため測定前に数回練習を行わ

直上 15㎝の位置で，外側広筋と内側広筋

せ，接地時間は出来るだけ短くし，高く飛

は力を入れたとき筋肉が最も膨らむ位置に

ぶように指示した．測定では 5 回ドロップ

油性ペンで印を付けて測定を行った．

ジャンプを行い，ジャンプ指数の最大値と

被験者は腹臥位姿勢にし，リラックス

最小値を省いた 3 つのデータの平均値を計

した状態で大腿直筋，外側広筋，内側広筋

測値とした．

の印を付けた位置に測定機器を接地面に対
４）Visual Analog Scale（VAS） に よ る

して垂直に押し込み，被験者が痛いと申告

主観的負担度および疲労度

した所で止め，その時点での圧力を記録し
た . 測定は 3 回行い，その平均値を求めた．

下肢への主観的な負担度や疲労度を測定
するため，Visual Analog Scale（VAS）を

２）下肢のタイトネステスト

用いて記録した．100㎜のスケールを作成

大腿四頭筋（大腿直筋）のタイトネスを

し，0㎜は「全く疲れていない」，100㎜は「非

測定するため被験者は腹臥位姿勢とし，測

常に疲れた」として，測定時に下肢の各部

定者が被験者の膝関節を最大限に屈曲さ

位（大腿四頭筋，ハムストリング，前脛骨

せ，被験者が痛いと申告した所で止めて踵

筋，下腿三頭筋，足部）の疲労度を 0 から

部と臀部間の距離を定規で測定した．

100㎜のスケール間に記入させた．

次に，下腿三頭筋（腓腹筋）のタイトネ
５）土壌状態

スは関節角度計東大式（堤製作所製）を用
いた．立位のまま踵を地面につけた状態で，

土，天然芝，人工芝の土壌の状態を測定

測定する足を後方へ張り，踝を中心にして

するため以下の方法を用いた．測定の際は，

膝関節伸展時での足関節最大背屈角度を測

それぞれで土壌が固まらないように同じ場

定した．

所を避け，ランダムに場所を選定し，1 度

そして，ハムストリングのタイトネスを

の測定に付き 3 回測定した．また，気温や
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湿度など外的環境の影響を考慮し，日をま
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表 2．土，天然芝および人工芝の土壌状態

たいで 3 日連続の計 9 回の計測を行った．
土壌硬度は，山中式土壌硬度計（藤原製
作所製）を用いて土壌硬度を測定した．測
定方法はサーフェイスに対して垂直に先端
のコーンを貫入し，押し込みが止まった時
２．下肢筋硬度の運動前からの変化率（圧痛）

点の数値で測定した．
表面硬度は，サーフェイスのクッション

下肢筋硬度は土のサーフェイスでは運動

性を評価するためクレッグハンマー；Golf

直後から各部位で硬度が増加し，翌日にか

Course Firmness Tester type CIST/883

けても数値を維持し，天然芝では運動直後，

（sdi 社製）を用いて表面硬度を測定した．

翌日と変化はなく，人工芝では運動直後の

表面硬度はハンマープローブと呼ばれる直

変化はないものの，翌日にかけて硬度が増

径 42.7㎜，0.5㎏の重しを高さ 50cm の位置

加する傾向があった（図 2）．

から落とし，その最大減速度を測定した．
６）統計処理
各 サ ー フ ェ イ ス に お け る 運 動 前， 運
動直後，および翌日で一元配置分散分析
（ANOVA: Analysis of Variance）を行い，
運動前 - 運動直後，運動前 - 翌日，運動直
後 - 翌日で多重比較検定（tukey 法）を行い，
それぞれの有意差を検討した．
また，運動前 - 運動直後，運動前 - 翌日
の変化率は対応のある t 検定を用いてサー

図 2．各サーフェイスにおける運動前から直後および翌日
の下肢筋硬度の変化率

フェイスごとに有意差を検討した．有意水
準は p<0.05 とした．

３．VAS による主観的負担度および疲労
度の運動前からの変化率

Ⅳ．研究結果

VAS においては各サーフェイスで運動

身体的な疲労応答についてはジャンプ
力，タイトネステストの各試行において，

直後に疲労・負担度が増し，土と天然芝で

有意な変化は見られなかった．

は翌日にかけて疲労・負担度が軽減された

１．土 , 天然芝および人工芝の土壌状態

が，人工芝のみ翌日にかけての疲労・負担
度が高値で維持したこと（表 3）など，時

各サーフェイスにおける土壌硬度および

間経過によるサーフェイス間の増減パター

表面硬度を表 2 に示す．

ンに違いが見られた．

土壌硬度は，土と天然芝，土と人工芝，
天然芝と人工芝のそれぞれに有意な差がみ
られた（p<0.05）．表面硬度は，土と天然芝，
土と人工芝間でそれぞれ有意な差が認めら
れた（p<0.05）．
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Ⅴ．考察

サーフェイスにおいては，身体への負担や

１）下肢の筋硬度への影響

疲労感に現れない感覚的な違和感が，下肢

土のように土壌硬度の高いサーフェイス

筋群の各部位において発生していたと考え

ではクッション性も低いため，運動後に下

る．また，島ら（2010）の先行研究では土

肢筋群への負担が高くなった．一方，人工

と天然芝には衝撃吸収能があること，人工

芝では翌日にかけて負担や疲労度が増す，

芝には反発係数や力積が高いことが示唆し

もしくは持続する傾向があった．これは，

ており，そうした土壌の特性による違いが

本研究でも定量した土壌硬度と表面硬度と

VAS の疲労・負担度の違いに現れた可能

の関係性から考えると，クッション性が高

性もあると推察する．

い天然芝および人工芝のサーフェイスで
も，土壌硬度が天然芝よりも柔らかい人工

３）各サーフェイスにおける利用について

芝の方が，表層が平坦を保てず不安定とな

それぞれのサーフェイスにおける身体活

り着地動作の際にバランスをとるための余

動について考えると，土では下肢筋群への

計な力が働き，クッション性の高さにより

負担が大きいと考えられることから，土で

一時的な負担は緩和されるものの，翌日に

の運動では下肢の傷害リスクも高まること

かけて下肢筋群へかかる負担が増すのでは

を十分に考慮する必要がある．一方で，主

ないかと推察される．

観的な負担・疲労度が軽減される傾向から，
他の部位での疲労・負担度を軽減する可能

２）VAS における下肢の負担・疲労度へ

性が示唆され，今回の我々の実験で用いた

の影響

ようなジャンプに特化した運動でなけれ

下肢の筋硬度は土および人工芝で翌日に

ば，運動の場として利用することは問題な

増加が見られたが，VAS では運動直後か

いと考える．人工芝は，運動直後から翌日

ら翌日にかけて疲労・負担度の増加が見ら

にかけて蓄積された身体への負担や負担・

れ，特に人工芝のサーフェイスで大きかっ

疲労度が現れる傾向がみられたが，西村ら

た．このことは，人工芝でのジャンプ運動

（2003）の研究でも土よりも人工芝での下

が土壌硬度や表面硬度による身体的な疲労

肢の傷害発生率が高くなることを指摘して

の影響を受けていることが考えられること

いることや，M.Nedelec ら（2013）の研究

に加え，土のサーフェイスよりも人工芝の

で人工芝では疲労の回復が遅れることが示

表 3．各サーフェイスでのジャンプ運動前から直後および翌日の Visual Analog Scale による下肢の主観的負担・疲労度の
変化率

53

野口

翔

唆されていることから，疲労が蓄積された

(2007). Risk of injury in elite football

状態での利用は，下肢筋群の傷害発生のリ

played on artificial turf versus natural

スクを高くする可能性があり，これを回避

grass: A prospective two-cohort study.

するためには，人工芝での活動時間の制限

British Journal of Sports Medicine 40(12),

や連続利用を避けるなどの工夫をすること

pp975-80.

で，人工芝での傷害発生のリスクを軽減さ

Ma thieu Nédélec,Alan McCall,Chris

せることができると考える．そして，天然

Carling,Franck Le Gall,Serge

芝は下肢筋群への負担，主観的な負担・疲

Berthoin,Grégory Dupont. (2013).

労度の蓄積が軽減されていることからも身

Physical performance and subjective

体活動に最も適している環境であると思わ

ratings after a soccer-specific exercise

れる．さらには，岩崎ら（2007）の研究に

simulation: Comparison of natural grass

あるように心理的にも天然芝の環境での身

versus artificial turf. Journal of Sports

体活動が良い効果をもたらすことや，藤井

SciencesVol.31 No.5,pp529-537.

ら（2005）の研究のように天然芝では子ど

岩崎 寛， 山 本 聡， 石 井 麻 有 子， 渡 辺 幹

もの活動が活発になることが報告されてい

夫．(2007)．都市公園内の芝生地および

ることからも，一般人からアスリートまで

ラベンダー畑が保有する生理・心理的

幅広い対象者に適用できると考える．他に

効果に関する研究．日本緑化工学会誌

も，リラクゼーションやリハビリテーショ

33(1),pp116-121.

ンなどへの活用など天然芝を選択肢の一つ

近藤三雄，間仁田和行，横山容三，小沢知雄．

にすることは有用であると考える．

(1982)．樹木，芝生の微気象調節効果に
関する実証的研究．造園雑誌 46 巻 3 号，

Ⅵ．結論

161-175.

サーフェイスの条件，時間経過による明

山田宏之，養父志乃夫，中島敦司，中尾史郎，

確な違いは見られなかったが，本実験で定

松本勝正．(1999)．異なる地表面状態の

量化した土壌硬度や表面硬度の関係から，

屋外空間における夏季暑熱環境の評価．

土壌硬度・表面硬度が極端に高い，もしく

ランドスケープ研究 63 巻 5 号，pp543-

は低いサーフェイスでは疲労・負担度は軽

546.

減されず，天然芝のように土壌硬度が中程

小沢 知雄，近藤三雄．(1987)．グラウンド

度で表面硬度が低いサーフェイスが身体的

カバープランツ地被植物による緑化ハン

および主観的な疲労・負担度を軽減するこ

ドブック．誠文堂新光社，pp106-113.

とが示唆される．

杉田克生，下永田修二，飯塚正明．(2017)．
グランドにおける紫外線反射強度の調
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