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腓腹筋に対する静的伸張および筋圧迫を併用した静的
伸張が足関節背屈可動域に及ぼす効果

Effect of Static Stretching of the Gastrocnemius and Static Stretching Combined  
with Muscle Compression on the Range of Motion of Ankle Dorsiflexion
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ABSTRACT: [Purpose] The purpose of this study was to clarify the effects of static stretching (SS) and muscle 
compression. [Participants and Methods] The subjects were 14 healthy male college students. Ankle range of motion 
(ROM) was measured before and after the tasks for the gastrocnemius. The tasks were: SS, SS + 5 kg compression 
and SS + 10 kg compression. ROM of before and after the tasks were compared as well as the rate of change in ROM 
between tasks. [Results] ROM significantly increased after all of the tasks, but there were no significant differences 
among the tasks in the rate of change of each task. [Conclusion] There was no difference in the effect on the ankle 
dorsiflexion range of motion between SS for the gastrocnemius and SS combined with muscle compression.
Key words: static stretching, muscle compression, hand-held dynamometer

要旨：〔目的〕静的伸張（SS）と異なる筋圧迫（5 kg，10 kg）を併用した SSの効果の違いを明らかにすることを目
的とした．〔対象と方法〕健常男子大学生 14名を対象とした．腓腹筋を対象とした課題前後に関節可動域の測定を実
施した．課題は，SS，SSに筋圧迫 5 kgを併用，SSに筋圧迫 10 kgを併用の 3条件とした．課題前後の比較，課題
間の変化率を比較検討した .〔結果〕全ての課題において，介入後に関節可動域が有意に拡大した．また，各課題に
おける関節可動域の変化量，変化率ともに各課題間で有意差は認められなかった．〔結語〕腓腹筋に対する SSと SS
に筋圧迫を併用した場合とでは，足関節背屈可動域に及ぼす効果に違いは認められなかった．
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図1　腓腹筋に対する static stretching（SS）

I．はじめに

静的伸張（static stretching：以下，SS）は，筋の柔軟
性を高め，関節の可動域を拡大するために用いられ，反
動などを利用せずに，筋を伸張位で一定時間保持する脊
髄内抑制のⅠ b抑制を利用した手技である 1)．主に関節
可動域の改善や結合組織の柔軟性改善，疼痛改善を目的
として行われている 2,3)．臨床場面では，SSは頻繁に用
いられており，徒手的に筋を圧迫することによって，筋
の伸張効果を得ようとする手技 4-8)も用いられている．
具体的には，腱または筋の間に指を押し入れ，筋膜を含
めた軟部組織を圧迫したり，筋腹を直接圧迫したりす
る．また，SSに筋圧迫を併用して，より伸張効果を得
ようとする手技も用いられている．筋圧迫に関する研究
は散見されるが，SSに筋圧迫を併用したことによる効
果に関する報告は少ない 9)．しかし，臨床で実施するう
えでは，効果を検討することは有用であると考える．
筋圧迫に関する先行研究では，大腿直筋内側筋膜およ
び軟部組織を圧迫することで膝関節自動伸展角度が向上
したと報告している 4)．また，肩甲下部から腰部にかけ
ての指圧 5)や，殿部から下肢後部にかけての指圧 6)に
より立位体前屈が改善したと報告している．圧迫法の違
いに関する報告では，腓腹筋に異なる持続時間および圧
迫回数で圧迫した際の柔軟性を比較し，20秒間の圧迫
を 4点実施するよりも，1秒間の圧迫を 8点実施する方
が足関節背屈可動域の変化率が大きかったと報告してい
る 7)．圧迫部位の違いに関する報告では，腓腹筋の異な
る部位を圧迫した際の伸張性を比較し有意差は認められ
なかったが，筋腹部への圧迫より筋腱移行部への圧迫の
方が，足関節背屈可動域の変化量が大きかったと報告し
ている 8)．SSと筋圧迫の併用によるストレッチング効
果について検討した研究では，大胸筋に対して圧迫強度
を変化させた際の肩関節水平外転の関節可動域を比較し，
SSのみよりも 5 kgの圧迫を併用した方が，有意に関節
可動域が拡大したと報告している 9)．
以上より，筋圧迫に関しての圧迫持続時間や圧迫部位
の効果や方法についての報告はみられるが，SSに筋圧
迫を併用したことによる効果に関する報告は少ない．ま
た，下肢の運動連鎖における問題点を考えるうえで足関
節の機能は重要であり，足関節背屈可動域制限は，日常
生活動作に支障をきたす原因になることは臨床でよく経
験される．そのため，足関節背屈可動域に着目し，SS
に筋圧迫を併用したことによる効果および弊害について
検討する必要があると考えた．
そこで，本研究では SSの他動的な足関節可動域運動

を行い，SSに下腿後面の圧迫を併用した際に，足関節
背屈可動域にどのような効果があるかを確認することを
目的とした．

II．対象と方法

1．対象
対象は，アンケートの結果より，既往歴として足関節
および足部の障害および外傷がないもの，現在，足関節
および足部の障害および外傷による痛みや症状がない健
常男子大学生 14名を対象とした．対象者の基本情報（平
均 ± 標準偏差）は，年齢 20.7 ± 0.5（20～21）歳，身
長 171.2 ± 6.0（152.0～177.4）cm，体重 66.1 ± 7.0
（62.0～82.7）kgであった．なお，本研究は大阪人間科
学大学倫理審査委員会の承認を得て行われており，全て
の対象者に研究内容に関する説明を実施し，研究の参加
に書面にて同意を得た（2020-09）．

2．方法
対象者に対して，自記式アンケート調査を実施した．
アンケートの内容は，①スポーツ歴，②スポーツ中の受
傷歴，③痛みが出る場合の肢位や運動，④現在の身体症
状，⑤現在の運動状況とした．
実験手順としては，伸張課題前後に足関節背屈可動域
の測定を実施した．課題は，① SS，② SSに筋圧迫 5 
kgを併用したもの（SS＋ 5 kg），③ SSに筋圧迫 10 kg
を併用したもの（SS＋ 10 kg）の 3条件を設定した．
この 3条件を全ての対象者が行った．なお，前の課題が
次の課題の結果に及ぼす影響を考慮して，課題は 3日以
上の間隔をあけて実施した．各課題における圧迫部位は，
いずれも利き脚（ボールを蹴る脚）の下腿後面とし，腓
腹筋筋腹の中央から脛骨に対して垂直方向へ力を加える
こととした．SSの課題は同一検者が行い，伸張強度は
いずれも自覚的な筋痛が生じ始める前までとした．また，
各課題の実施時間および回数は 30秒間 1回を 1セット
とし，合計 3セットを実施した．各セット間で 10秒間
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のインターバルを設けた．
SSの方法は，図 1のように腹臥位にて他動的に足関
節背屈運動を実施した．SS＋ 5 kgおよび SS＋ 10 kg
の方法は，図 2のように腹臥位にて他動的に足関節背屈
運動を実施しながら，他の検者がハンドヘルドダイナモ
メーター（μTas F-1，アニマ社製：以下，HHD）を用い
て，5 kgおよび 10 kgの強度で垂直方向に腓腹筋を圧迫
した．圧迫部位は，腓腹筋筋腹の中央とした．なお，施
行中は最終肢位から動かないよう，SSの施行者がその
角度を固定した．圧迫強度の規定および圧迫時間は先行
研究を参考にした 9)．圧迫強度の規定は，強度決定のた
めにプレ実験を行い，疼痛が生じる寸前の強度であった
10 kgを基準に，その半分である 5 kgの 2種類を選択し
た．圧迫時間は，圧迫開始から 2秒間で徐々に強度を上
げ，設定した数値に達したところで強度を一定にし，26
秒間保った．最後の 2秒間で徐々に強度を下げ，合計
30秒となるようにし，SSの実施時間と合わせて行った．
腓腹筋に対して筋圧迫を行う際には，脛骨を腹側に圧迫
することで痛みが生じる可能性が推測されたため，下腿
前方にタオルを挿入し実施した．
足関節背屈可動域の測定は，背臥位にて各課題実施前
後の足関節背屈可動域を，デジタルカメラを用いて静止
画を撮影した．カメラの位置は，対象関節である足関節
とカメラの間に 1 mの距離をとり，カメラレンズの中
心に関節軸が位置するように三脚を設置し，側方から撮
影した．基本軸と移動軸は，日本整形外科学会および日
本リハビリテーション医学会が提唱する基準に基づ
き 10)，ランドマークにマーカーを貼付した．足関節背
屈におけるランドマークは，腓骨頭，腓骨外果，第五中
足骨頭，第五中足骨底とした．撮影した静止画をパーソ
ナルコンピュータに取り込み，画像解析ツール（オンラ
イン分度器，角度測定ツール）を用いて足関節背屈可動
域を算出した．
統計検討では，足関節背屈可動域を従属変数，介入時

期を独立変数とした対応のある t検定を行った．また，
足関節背屈可動域の変化率を従属変数，各課題を独立変
数として Friedmanの検定を行った．なお，有意水準は
5％とした．統計ソフトは SPSS 24.0 for Windows（IBM
社製）を用いた．

III．結　果

アンケートの結果より，既往歴として足関節および足
部の障害および外傷がないもの，現在，足関節および足
部の障害および外傷による痛みや症状がないものを対象
者として選出した．
各課題の介入前後で比較した結果を表 1に示した．全
ての課題において，介入後に足関節背屈可動域が有意に
拡大した（p＜0.05）．また，各課題における足関節背屈
可動域の変化量および変化率を表 2に示した．足関節背
屈可動域の変化量，変化率ともに各課題間で有意差は認
められなかった．

IV．考　察

SSでは，持続的な伸張によりゴルジ腱器官が張力を
感知し，α運動ニューロンの興奮を抑制する（Ⅰ b抑
制）11)．筋圧迫では，圧迫刺激が筋線維にゆがみを起こ
すことで筋両端の腱部に対して牽引力が発生し，それを
ゴルジ腱器官が感知しⅠ b抑制が起こる 8)．これらのⅠ
b抑制により，筋の緊張が低下し，筋の弛緩が起こる．
これらのことより，SSと筋圧迫は手技が異なり筋線維
に与える外力が異なるものの，筋弛緩の作用は同じであ
ることがわかる．大胸筋を対象として実施した研究では，

図2　Static stretching（SS）に筋圧迫を併用した課題

表 1　各課題の介入前後の比較

介入前 介入後

SS（ °） 20.3 ± 3.0 24.5 ± 3.8*
SS＋ 5 kg（ °） 20.8 ± 3.7 27.2 ± 4.4*
SS＋ 10 kg（ °） 23.4 ± 4.4 28.6 ± 5.3*

単位：°．平均値 ± 標準偏差．SS：static stretching，SS＋
5 kg：static stretchingに 5 kgの筋圧迫を併用，SS＋ 10 
kg：static stretchingに 10 kgの筋圧迫を併用．*：p＜0.05．

表 2　各課題における足関節背屈可動域の比較

SS SS＋ 5 kg SS＋ 10 kg

変化量（ °） 4.2 ± 3.1 6.4 ± 3.8 5.1 ± 4.0
変化率（％） 20.8 ± 26.7 30.9 ± 19.2 22.0 ± 21.0

平均値 ± 標準偏差．SS：static stretching，SS＋5 kg：
static stretchingに 5 kgの筋圧迫を併用，SS＋10 kg：static 
stretchingに 10 kgの筋圧迫を併用．
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SSのみの課題よりも SSに筋圧迫を併用した課題の方が，
肩関節水平外転の関節可動域が拡大したと報告してい
る 9)．これより，SSのみの課題よりも SSに筋圧迫を併
用した課題の方が，よりその効果が高くなる可能性が推
測された．よって，SSのみの課題よりも SSに筋圧迫
を併用した課題の方が，腓腹筋の伸張性を向上させ，足
関節背屈可動域が拡大するという仮説を立てた．その結
果，全ての課題において，介入後に足関節背屈可動域の
拡大が認められたが，筋圧迫を併用してもしなくても，
各課題間の変化量および変化率の比較では有意差が認め
られなかった．
先行研究 9)では，圧迫部位が前腋窩上部であり，ゴ

ルジ腱器官を多く含む筋腱移行部であったため，ゴルジ
腱器官の閾値に達するような外力が腱に作用したことで，
ゴルジ腱器官から抑制インパルスが発射されて，筋は自
原抑制したと推察している．これに対して，本研究では，
圧迫部位は腓腹筋の筋腹であり，ゴルジ腱器官を多く含
む筋腱移行部付近ではなかった．これにより，静的伸張
と 5 kgの筋圧迫を併用する課題間で，肩関節可動域に
有意差が認められた先行研究とは異なる結果になったと
考えられる．また，先行研究と同様の方法で対象とする
部位を変えて実施した結果，異なる結果が得られたため，
対象とする部位の違いにより筋および神経作用に及ぼす
効果の違いが推測される．そのため，対象部位の違いに
よる効果の違いについては今後の課題としたい．さらに，
筋腹への圧迫と筋組織への圧迫では効果が異なるという
点に着目し，同名筋の圧迫部位の違いについても検討し
ていく必要があると考える．
介入中の被験者の訴えや結果を詳細に確認していくと，
課題介入中に痛みを訴えた被験者が 3名いた．関節可動
域が縮小する結果は確認されなかったが，強い圧迫が侵
害刺激となり，筋緊張が亢進したことで介入効果が十分
に得られなかった可能性が考えられる．SSは個人の筋
構造や，柔軟性およびいろいろな筋緊張レベルにあった
ものでなければならない 2)．また，筋は収縮すると硬く
なる特性があるため，個人の活動量により筋の硬さは異
なる．そのため，今後は侵害刺激とならない程度での介
入を行う必要がある．また，被験者により侵害刺激とな
る閾値が異なるため，疼痛が出現する直前の強度を基準
として強度設定を行う必要があると考える．

以上のことより，圧迫部位の違いによる効果の違いを
検討するとともに，Visual Analog Scaleや Numerical 
Rating Scaleのような痛みの指標や筋緊張の評価を行う
ために，筋硬度計を用いて検討を行っていく必要がある
と考えた．

利益相反　本研究において，開示すべき利益相反はな
い．
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