
16 August/September 2012　　Volume 19　　 Number 7

ＣNSCA JAPAN
Volume 19, Number 7, pages 16-24

Key Words【エクササイズテクニック：exercise technique、バイオメカニクス：
biomechanics、大腿四頭筋：quadriceps、運動力学：kinetics】

スクワットのための漸進的な指導方法
A Teaching Progression for Squatting Exercises

Loren Z. F. Chiu, PhD, CSCS1 and Eric Burkhardt, MA, CSCS2 
1Neuromusculoskeletal Mechanics Research Program, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
2Explosive Strength Athletics, Irvine, California

要約
　スクワットのための漸進的な指
導方法を紹介する。この漸進にお

ける主要なエクササイズはプレー

トスクワットである。このスクワッ

トは、適切なテクニックを促進し、

柔軟性を改善し、安定筋を強化す

る。プレートスクワットを用いる

ことにより、オーバーヘッドスク

ワット、フロントスクワット、バッ

クスクワットの各エクササイズの

適切な姿勢を習得できる。

告されている（3）。一方でスクワット
は、広く利用されているエクササイズ
であるにもかかわらず、適切な方法に
関しては、相反する考え方がみられる
（6）。主にアスリートを観察した我々
の経験では、スクワットのテクニック
に違いがあるだけでなく、バイオメカ
ニクスの基本原理を考慮すると、最適
とは思われないテクニックに関して
も、様々な違いが見受けられる。
　スクワットの動作を適切に行なえる
ことは、スナッチやクリーンなど、上
級のレジスタンスエクササイズのパ
フォーマンスにとっても必要である。
スナッチとクリーンは、床からバーベ
ルを引き上げ、スナッチではオーバー
ヘッドスクワットの、クリーンではフ
ロントスクワットの姿勢をとる必要が
ある。これらの種目においては、挙上
者の各部位にリフティング特有の動作
が求められるが、上級アスリートであ
れば大抵統一されている（13）。スク
ワット動作ができないと、挙上の失敗
やアスリートが傷害を負う危険性が生
じる。また、アスリートが不適切なテ
クニックを用いざるを得なくなるた
め、トレーニングの効果が低下する。
さらに、筋組織に十分な刺激を与える

ためにも適切にスクワットを行なうこ
とが必要である。スクワットの運動学
や運動力学のわずかな変化も、筋に対
する要求に大きな影響を及ぼす可能性
がある（21,28）。
　Salemらの報告によると（28）、前十
字靱帯再建術を受けた人のかつて受傷
した脚部と健康な人の脚部は、運動学
的にはまったく同じであった。それに
もかかわらず、健康な人の脚部は膝伸
展筋群が重点的に活動する方法を用い
ていたのに対し、負傷経験のある脚部
は、股関節伸展筋群を強調する方法
を用いていた。この違いの唯一の説明
は、負傷した脚部における重心の前方
移動である（15）。重心の測定には床反
力計が必要であるため、S&Cコーチ
が両者のこのような違いに気づかない
ことがある。したがって、コーチがそ
れぞれのアスリートにスクワットの指
導を行なう際は、（他のエクササイズ
と同様）正しい手がかりを与えること
が特に重要である。エクササイズの漸
進が、さらに複雑なエクササイズを教
えることのできる指導法である。著者
の一人（E.B.）が開発した新しい方法を
使って、スクワットを指導するための
4 段階の漸進を詳しく解説する。
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はじめに
　スクワットは、ストレングス＆コン
ディショニング（以下S＆C）プログラ
ムで用いられる最も一般的なエクササ
イズの 1 つである。スクワットは、ア
スリートの間でもアスリート以外の集
団でも、大腿部の筋量増大および下半
身の筋力とパワーの向上を目的として
よく用いられている。スクワットのパ
フォーマンスは、垂直跳びやスプリ
ントのパフォーマンスと関連があり
（32）、スナッチやクリーンなどのパ
ワー動作の成功にも寄与することが報
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第 1 段階：プレートスクワット
　フロントスクワットやバックスク
ワットを行なっているアスリートを観
察した経験では、不適切な腰椎前弯が
よく見られる。脊椎の過度な前弯や前
弯の喪失は、体幹の姿勢および足部に
対するバーベルの位置に影響を及ぼ
し、その結果、骨および軟組織の負荷
に悪影響が及ぶ。このような観察は、
体幹の過度な前傾により、力学的な要
求を膝伸展筋群から股関節と体幹の伸
展筋群へと移すテクニックの結果であ
ると思われる（2,7,14）。プレートスク
ワットエクササイズは、体幹の前傾を
できるだけ制限し、体幹の直立を促し、
力学的負荷を股関節、膝関節、足関節
に分散させる。
　プレートスクワットを行なうには、
ウェイトプレートの外側を頭頂部に置
き、反対側の端を両手で支える（写真
1a）。最初は10 kgのプレートが適切で

あり、直径が大きいほうが保持しやす
いため（45 cm）、ラバーバンパー・プ
レートを使うことが望ましい。腰幅に
足を開いて立ち、深呼吸をしてから頭
上にプレートを載せる。息を留めて、
股関節と膝を曲げ、同時に足関節を背
屈させてしゃがむ。プレートスクワッ
トを行なっている間は、プレートを床
に対し平行に保持しなければならない
（写真 1b）。プレートが平行より下向
きになると（写真 2）、体幹の過度の前
傾および／または脊椎の屈曲（すなわ
ち、腰椎前弯の喪失または過度の胸椎
後弯）をもたらす。バンパープレート
を保持する適切な姿勢を促すために、
プレートの中央の穴にボールを載せて
バランスを取るとよい（写真 1a、1b）。
　プレートスクワットの力学は実験室
では調査が行なわれていないが、脊椎
のバイオメカニクスに関する研究か
ら、プレートスクワットの有効性に関

する科学的な根拠が得られる。椎間板、
椎間関節および靭帯で構成される靭帯
脊椎構造は、座屈せずに、最大 80 N
（約 8 kg）を支えることができる（9）。
80 Nを超える長軸方向の負荷がかか
ると、安定性を確保するために、脊椎
の筋組織が反射的に活動する（8）。プ
レートスクワットでは、開始姿勢にお
いて加えられる負荷は、頸椎、胸椎、
腰椎を通り長軸方向にかかる。胸椎と
腰椎だけに負荷のかかるフロントスク
ワットやバックスクワットとは対照的
である。ただし、このエクササイズは、
頸椎に痛みまたは損傷のある人には、
禁忌となる可能性があることに注意が
必要である。頸椎に痛みまたは傷害の
ある人は、このエクササイズを行なう
前に医師の診断が必要である。
　プレートスクワットでは体幹の動き
が制限されるため、柔軟性や筋力に制
限があるか観察できる。例えば、脊椎

写真 1　側面から見たプレートスクワット。（a） 最高点、（b） 最下点。プレー
トの中央にバレーボールを載せて、適切なテクニックを促す。
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写真 2　プレートスクワットの不適切
なパフォーマンス
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特別なストレッチングエクササイズは
必要ではない。また、柔軟性の不足と
運動学習との関連にも注目すべきであ
る。それが、アスリートが短期間に（最
初のセッションから次のセッションま
での期間に）、関節可動域の大きな向
上を達成できる理由を説明していると
思われる。オーバーヘッドスクワット
は一見複雑そうだが、むしろ短時間に、
最小限度の指導だけで修得できるエク
ササイズである。練習中のアスリート
は、バーベルを頭上の正しい位置に保
持しながら、足裏全体を平らに床につ
けたまま、適切な膝の位置（大腿が足
の真上）を保持すれば（写真 3）、大抵、
最適なテクニックを身につけられる。
側面から見ると、バーベルは上腕関節
の真上にあり、そのため、上腕骨は基
本的に地面に対して垂直である。
　オーバーヘッドスクワットは、漸
進を習得する際の優れた選択肢であ
り、教えるのも学ぶのも、見かけより
はるかに容易である。足裏を平らに床
につけ、膝とバーベルを適切な位置に

をニュートラルにした姿勢で、10 kg
または15 kgの負荷を保持できないよ
うであれば、体幹の安定筋が弱いこと
が示唆される。脊椎前弯の喪失が脊柱
起立筋の弱さを示すのに対して、過度
な脊椎前弯は、内腹斜筋と外腹斜筋、
および腹直筋が脆弱であることを示す
（8,22）。プレートスクワットを適切に
行なった場合、ディープスクワットの
姿勢で、体幹の直立が保たれ、脚部は
膝がつま先の前にくるように前方に移
動することで、プレートの重量は前足
部から後足部まで均等に分散される。
著者の経験では、アスリートの多くは
数レップでこのテクニックを習得し、
その後は一貫したパフォーマンスでこ
のエクササイズを行なうことができ
る。数セッション実施した後、15 kg
のプレートに進み、数週間かけて20
～ 25 kgのプレートに漸進する（表参
照）。

第 2 段階：オーバーヘッドスクワット
　スクワットの漸進で登場する次のエ

クササイズは、オーバーヘッドスク
ワットである。このエクササイズにも
体幹の直立姿勢が必要であり、プレー
トスクワットと同様、胸椎の過度な前
弯が起こる可能性を排除し、腰椎の適
切な姿勢を促進する。その名のとおり、
このエクササイズは頭上でバーベルを
保持するが、その際、スナッチと同じ
グリップ幅でバーを握る。柔軟性に自
信のないアスリートは、このエクササ
イズを行なうことを躊躇するかもしれ
ない。しかし筆者の経験では、オーバー
ヘッドスクワットを適切に行なうため
に必要な柔軟性は、このエクササイズ
を練習するだけで十分に発達させるこ
とができる。例えば、柔軟性に問題が
あるために可動域全体でこの動作を行
なうことができないアスリートは、部
分的な可動域で行なうことができる。
各セッションで徐々に可動域を広げな
がら、ゆっくり時間をかけてトレーニ
ングを積めば、やがて可動域全体で行
なえるようになる。多くのアスリート
は、おそらくこの方法で十分であり、

表　プレートスクワットを習得するためのトレーニングプログラム

1日目 2日目 3日目

第 1 週

男性 10 kg / 15×3 10 kg / 15×3 10 kg / 15×3

女性 10 kg / 10×3 10 kg / 10×3 10 kg / 15×3

第 2 週

男性 15 kg / 10×3 15 kg / 15×3 15 kg / 15×4

女性 10 kg / 15×3 10 kg / 15×3 10 kg / 20×3

第 3 週

男性 20 kg / 15×3 20 kg / 15×3 20 kg / 20×3

女性 15 kg / 10×3 15 kg / 10×3 15 kg / 10×3

第 4 週

男性 20～25 kg / 15～20×3～4 20～25 kg / 15～20×3～4 20～25 kg / 15～20×3～4

女性 15～20 kg / 10～15×3～4 15～20 kg / 10～15×3～4 15～20 kg / 10～15×3～4

数値は負荷/レップ数×セット数を表す



19Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

CEU Quiz 関連記事

写真 3　（a） 斜め45度と（b） 側面から見たオーバーヘッドスクワット。挙上
中、バーは点線の最適「範囲」（写真（b）の点線の内側）に保持し、バーが
この範囲から外れた場合は挙上を中止する。

保持している限り、誤った動作を行な
うことはむしろ難しい。言うなれば、
「自己修正」が可能なエクササイズであ
る。オーバーヘッドスクワットは、下
肢、肩関節複合体の安定筋、および脊
椎を強化する一方、足関節、股関節、
脊椎、および肩関節複合体の柔軟性と
いう重要な特性も強化、維持できる。
オーバーヘッドスクワットを完全に習
得できたら、そのバリエーションと
して、よりダイナミックで 「運動とし
てやりがいのある」 スナッチバランス
（ドロップスナッチともいう）を教える
ことができる。スナッチバランスは、
スナッチグリップの手幅で行なうこと
を除けば、開始姿勢はバックスクワッ
トと同様である。挙上者は最初に膝を
軽く曲げ（膝の屈曲を伸張性筋活動に
よりコントロール）、その後爆発的に
伸展し、腕の長さ一杯にバーベルを「放
り上げ」、同時にオーバーヘッドスク

ワットの最下点までスクワットする。
スナッチバランスでは、挙上者は 1） 
バーベルの下に素早く身体を入れ、2） 
下肢の屈曲筋群を使ってバーベルの下
で素早くジャンプすることにより、ス
クワットポジションに移る。

第 3 段階：フロントスクワット
　プレートスクワットやオーバーヘッ
ドスクワットと同じように、フロント
スクワットでも、体幹の直立姿勢を保
持することが必要である。相当重い負
荷を用いた場合には、体幹が過度に前
傾すると、バーベルが前方へ落下する。
プレートスクワットとオーバーヘッド
スクワットを習得したら、直ちにフロ
ントスクワットを導入する。そうすれ
ば、さらに重い負荷を挙上できる。フ
ロントスクワットでは、バーベルを喉
に押し当て、鎖骨より上部後方に保持
する。適切なバーベルの位置を指導す

るために、「腕を使わない」フロントス
クワットを利用できる。この場合、両
腕を体幹から前方に伸ばしたままで
行なう（写真 4a）。腰を下ろす際には、
バーベルが肩から転がり落ちないよう
に両腕を上げて支える（写真 4b）。
　バーベルを握る際は、「クリーング
リップ」にする（写真 5a）。このグリッ
プは、クリーンやパワークリーンで
バーベルをキャッチする際のグリップ
である。しかし、バーを肩の上で停止
させ、緩いグリップで握る際に注意が
必要である。なかには、指先にバーベ
ルがかかった状態で、手を開いたまま
フロントスクワットを行なうアスリー
トもいる。「クリーングリップ」を使っ
てバーベルを保持するためには手関節
の過伸展が必要であると考えられてい
るが、手関節の可動域は通常、このエ
クササイズの制限因子ではない。むし
ろ、肩甲上腕関節を外旋・屈曲させる
必要があり、内旋・伸展筋群（大胸筋、
広背筋、大円筋、肩甲下筋）が硬いこ
とにより制限を受けると思われる。
　フロントスクワットを行なう際は、
肩甲上腕関節をさらに外旋・屈曲させ、
肘を上方へ押し上げなければならない
（写真 5 b）。これにより、バーベルが
肩の上で確実に停止する。クリーンを
行なうアスリートはこの動作を適切に
行なえるよう強化する必要がある。肘
が下を向いた状態でバーベルをキャッ
チすると、肘が膝と接触する可能性が
高く、これは技術的な誤りとみなされ
る。また、月状骨の脱臼あるいは手関
節を形成している骨の骨折をもたらす
おそれもある（19,23,33）。
　フロントスクワットはそれ自体、下
肢の動的筋力と体幹の姿勢安定性を向
上させるために効果的なエクササイズ
である。最近の研究では、下肢を強化
する利点において、バックスクワット
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がフロントスクワットを上回ることは
ないと示唆されている（18）。しかし、
フロントスクワットは絶対的負荷がよ
り少なく、脊椎と大腿脛骨関節に対す
る最小限度の圧縮力で行なうことがで
きる。実際的な観点からも、フロント
スクワットは、特にラバーバンパープ
レートを用いた場合には、より安全な
エクササイズであると思われる。アス
リートが挙上に失敗しても、単にバー

ベルを肩から押し出しさえすれば、簡
単に床に落下させることができる。同
じことはバックスクワット中にも可能
だが、アスリートはレップを「無理を
しても完了しよう」とするかもしれず
（フロントスクワットでは難しい）、重
いウェイトを使用している場合、脊椎
を伸展できずに重症を負う可能性があ
る。

第 4 段階：バックスクワット
　バックスクワットは、この漸進の
最後に指導するエクササイズである。
我々の考えでは、重い負荷を用いて適
切にフロントスクワットを行なえるよ
うになってから、初めてバッククワッ
トを指導すべきである。フロントスク
ワットのトレーニングを通して、適切
なスクワット動作を行なうための十分
な柔軟性と筋力を獲得できる。同時に
アスリートは、挙上を完遂できない場
合、どのようなタイミングで「脱出」す
べきか判断する経験も積むことができ
る。プレートスクワット、オーバーヘッ
ドスクワット、そしてフロントスク
ワットを適切に行なえるようになって
いれば、バックスクワットの指導は非
常に簡単になる。単にバーベルを肩の
前ではなく、背中を通して肩の後ろに
置きさえすればよい。スクワットの動
作自体は、フロントスクワット、オー
バーヘッドスクワット、プレートスク
ワットと共通である（写真 6）。
　ただ 1 つ注意すべき点は、バックス
クワット中の両腕の位置である。まず、
両手を肩のすぐ外側においてバーベル
を握る。一般に、できる限り狭いグリッ
プを使う必要がある。次に、しっかり
とバーベルを握るのではなく、緩めの
グリップが必要である。最後に、動作
中は、肘を後方ではなく下方に向けて
おく。我々の観察では、肘が後方を向
いていると体幹が前傾しやすい。一方、
肘を下に向ければ、体幹の直立を保持
しやすい。

用具に関する考察
　我々の観察では、スクワットのテク
ニックを指導する際に、多くのコーチ
がほうきの柄やPVC（ポリ塩化ビニー
ル）のパイプを使っているようである。
だが我々の経験では、そのような指導写真 5　斜め45度から見たフロントスクワット。（a） 最高点、（b） 最下点。

写真 4　側面から見た腕を使わないフロントスクワット。（a） 最高点、（b） 
最下点。
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法は、スクワットの習得を一層困難に
する。筋を十分に活動させ、適切なテ
クニックの向上を図るためには、ある
程度の負荷が必要だからである。さら
に、柔軟性に制限のあるアスリートに
とっては、適切な負荷を用いること
は、筋－腱単位を引き伸ばすことにも
役立つだろう。漸進に従えば、15 kg
か 20 kgのプレートを使ってプレート
スクワットを行なうことができれば、
男性なら20 kg、女性なら15 kgのオー
バーヘッドスクワットとフロントスク
ワットを行なうことができるだろう。
　スクワットを行なう際には、適切な
テクニックを用いることが重要である
が、同様に、適切な用具を使ってこれ
らのエクササイズを行なうことも推奨
される。フロントスクワットもバック
スクワットも、適切な種類のスクワッ
トラックか、ウェイトリフティング・
プラットフォーム（最低 8×8フィート
[約 2.4×2.4 ｍ]）のフリー／オープン
スペースで効果的に行なうことができ
る。その場合は、上質のバーとバンパー
プレート、そしてプラットフォームの
片端に設置した、移動可能な自立型ス
クワットラックまたはパワーラックを
用いる。しかし、オーバーヘッドスク
ワットだけは、決してパワーラック内
で行なってはならない。理想的には、
オーバーヘッドスクワットとスナッチ
バランスはバンパープレートをつけた
バーを使い、ウェイトリフティング・
プラットフォーム上で行なうべきであ
る。この用具の設定であれば、挙上に
失敗した場合の傷害や用具の損傷の危
険性を減らすことができるからであ
る。また、ウェイトリフティング・プ
ラットフォーム上でスクワットを行な
うもう 1 つの利点は、トレーニング中
のアスリートだけが入れる区域を明確
に示すことができることである。

　すべての施設に、オーバーヘッドス
クワットを安全に行なうための十分な
空間と用具（バンパープレート）がある
とは限らない、ということはよく知ら
れている。そのような環境では、安
全性が損なわれるおそれがあるため、
オーバーヘッドスクワットを行なうべ
きではない。さらに、オーバーヘッ
ドスクワット（その他のウェイトリフ
ティングエクササイズ）を行なった経
験や指導した経験のないコーチは、経
験を積んだコーチに支援を求める必要
がある。これらのエクササイズについ
ては、米国やカナダのウェイトリフ
ティング連盟など、ウェイトリフティ
ングの各種団体が提供する指導者育成
コースで指導を受けられる。

スクワットの失敗
　初心者もトレーニングを積んだリフ
ティング選手も、オーバーヘッドスク
ワット、フロントスクワット、そして
バックスクワットを行なっている際
に、レップを完遂できないことはよく
ある。挙上に失敗すると、経験不足の
コーチやアスリートは 「ショック」を
受けるかもしれないが、スクワットを
失敗してバンパープレートのついた
バーを落下させることは、ウェイトリ
フティングサークルではごく普通に起
こることであり、最初のセッション
で、適切な対応を学べるように計画し
なければならない。大多数のスクワッ
トラックには、セーフティバーが取り
付けられているが、スクワット中に
「離脱」する判断は素早く行なわなけれ
ばならないし、セーフティバーの位置
次第では、安全に失敗できない可能性
がある。バンパープレートを使用して
ラック外でスクワットを行なえば、適
切なテクニックを維持できなくなった
ときに、直ちにスクワットを中止する

ことができるだろう。十分なスペース
が確保できず、バンパープレートが利
用できない場合は、ラック内で、補助
者を使ってスクワットを行なうことを
勧める。しかし、我々の考えでは、挙
上を失敗したときに、バンパープレー
トを装着したバーベルを落とすほう
が、補助者を使って 2 人を危険にさら
すよりも安全である。アスリートに挙
上を失敗した際の対処方法を指導する
ことは、優れたコーチの指導技術の一
部であることを認識する必要がある。
したがって、経験の浅いコーチは、挙
上の失敗の指導法を先輩コーチから習
得することを勧める。
　フロントスクワットは、挙上者が単
に前方へバーベルを落とすだけで失敗

写真 6　側面から見たバックスクワット。
挙上中、バーは点線の最適「範囲」
（点線の内側）に保持し、バーがこの
範囲から外れた場合は挙上を中止す
る。
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できるが、オーバーヘッドスクワット
では、バーは前方または後方に落下さ
せる可能性がある。バーを後方に落下
させるためには、挙上者は前方に素早
くジャンプするだけでよい。そうすれ
ば、バーはずっと後方に落下するので、
落下したバーベルに当たらずにすむ。
一方、前方にバーを落とす場合のほう
が、恐怖感はより少ない。バーベルを
前方に押しながら後方にジャンプすれ
ばよいのである。
　重い負荷を用いたバックスクワット
の失敗は、アスリートが正しい知識と
技術を身につけていない場合には、す
べてのウェイトトレーニングの中で最
も危険である。バックスクワットで
は、挙上者の後ろにバーベルが落ちる
のが一般的ではあるが、スキルが未熟
で（本稿で示した漸進に従えば避けら
れるが）、体幹が脆弱であると、身体
の前にバーが落下することになる。こ
れは特に、重い負荷を使ってバックス
クワットを行なっている際には非常に
危険な状況である。挙上者は、バーベ
ルと床の間という、いくぶん異常な位
置に置かれる。このような場合には、
「離脱」の判断を非常に素早く行なわな
ければならず、バックスクワットの経
験が浅いアスリートにとって、非常に
危険な状況となる。練習すれば、バー
ベルを（プッシュプレスのように）上前
方へ強く押し上げることにより、身体
の前でバックスクワットを失敗するこ
とができる。リフティングの初心者
は、実際の状況で、重いリフティング
を問題なく失敗できると100％自信が
もてるまで、十分に時間をかけて、ス
クワットの失敗の方法を練習する必要
がある。

スクワットテクニックに関する考察
　多くのコーチが、スクワットテク

ニックの様々な側面についてそれぞれ
の意見を述べている。近年、おそらく
最もよく論じられている側面は、スタ
ンスの幅と、膝を前に出すべきか、腰
を後ろに引くべきか、という問題であ
ると思われる（16,20,26）。これらの論
争は、鍛えようとする筋と挙上する負
荷の大きさとの関連で論じられてい
る。挙上する負荷の大きさに関して
は、最も重いウェイトを挙上できるテ
クニックを使うことにより、最も大き
な刺激を筋にもたらすことができる、
という主張がある。だが、これは誤っ
た議論である。もしハイバー・ナロウ
スタンスでバックスクワットを行な
い、続いてローバー・ワイドスタンス
でバックスクワットを行なうと、通常、
アスリートは後から用いたテクニック
において、より重いウェイトを挙上で
きる。だからといって、アスリートの
筋力が直ちに増大するわけではない。
挙上できる重さの違いは、てこ比の変
化（力学的有効性の増大）によるもので
あり、おそらく、動員される筋群が変
化したためである（34）。具体的には、
ローバー・ワイドスタンスのスクワッ
トでは、脛がかなり前方まで移動する
ことはない（13）。前方へ移動しなけれ
ば、脛に作用する縦方向の反力のモー
メントアームが短くなり、膝の屈曲ト
ルクが減少する（15,16,35）。より重い
ウェイトの挙上を可能にする力学的有
効性は、筋により大きな張力が働くこ
とと必ずしも同じではない。
　さらに、テクニックが異なれば動員
される筋群が変化し（16）、それぞれの
筋に対する刺激も変化すると思われ
る。ナロウスタンス・スクワットにお
いては、バーベルをフロントスクワッ
トの位置に置くか、ハイバーバックス
クワットの位置に置くかにかかわら
ず、力学的な要求は股関節と膝の伸展

筋群および足関節底屈筋群に分散され
る（13）。スタンスが広くなるにつれ
て、足関節底屈筋群に対する要求が減
少し、股関節と膝の伸展筋群に対する
要求が増大する（13）。著しく広いスタ
ンスをとると、足関節背屈筋群が必要
になる場合もある。膝が前に出ないよ
うにして（足関節背屈）スクワットを行
なうと、体幹の前傾は大きくなり（16）、
腰椎の負荷が増大する（2）。したがっ
て、あるテクニックを使うか別のテク
ニックを使うかは、どちらのテクニッ
クが最大の負荷を挙上できるかによっ
て、単純に決めることはできない。
　ワイドスタンスを用いて、腰を後方
へ突き出してスクワットを行なうよう
に指導する場合がある。その一般的な
主張は、そのような方法でスクワット
を行なえば、「ポステリアチェーン」の
筋組織を鍛えられるというものであ
る。ここで注意を促すべきことは、い
わゆる「ポステリアチェーン」という概
念は科学的な論文に由来するものでは
ないし、科学的な検証を受けたことも
ないということである。最初に「ポス
テリアチェーン」に言及したのは（英語
の文献では）、1990年代後期、当時人
気の高かったボディビル雑誌であっ
た。この用語はそれ以来、他の人気メ
ディアやインターネットを通じて普及
し、近年では若干の科学論文でも使用
されている。元来、「ポステリアチェー
ン」とは、下肢と骨盤の後面にある筋
群を意味している。すなわち腓腹筋、
ハムストリングス、大殿筋などであり、
それらは相乗的に機能するといわれ、
ランニングやジャンプなどの競技活動
を行なうためにきわめて重要であると
された。 しかし、ウェイトトレーニ
ングや競技活動中に、これらの筋が相
乗的に機能するというエビデンスはな
い。
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　実際は、逆のことが起きていると
思われる。例えば、ワイドスタンス・
スクワット、または 「すもう」 スタイ
ル・デッドリフト中は、足関節底屈筋
に対する要求は減少するが、股関節伸
展筋に対する要求は増大する（13,14）。
スナッチやクリーンを行なうときは、
ファーストプルの開始時点では、大殿
筋、大腿四頭筋、腓腹筋が相乗的に働
くが、続いてファーストプルの終盤で
は、セカンド・ニーベントを始めるた
めに、足関節底屈筋への要求が減少し、
膝伸展筋群から膝屈曲筋群（ハムスト
リングス）に要求が移行する（11,12）。
同様に、ジャンプ中も大殿筋、大腿四
頭筋、腓腹筋は、近位から遠位へと順
番に活動する（25）。ハムストリングス
は推進力に寄与し、膝の過伸展を制限
するために、ジャンプの終盤に活動す
るだけである（25）。ウォーキングやラ
ンニングでは、ポステリアチェーンの
概念で想定される相乗的な活動とは対
照的に、筋の活動の順序ははるかに複
雑である（24）。スポーツの運動課題に
特に役立つ、大殿筋とハムストリング
スと腓腹筋など、後部の筋を含む特別
な構造がないことは明らかである。し
たがって、バイオメカニクスの観点か
ら、ポステリアチェーンという構造
自体が存在しないため、ポステリア
チェーンのトレーニングを目的にスク
ワットを修正するという議論は空論に
すぎない。
　しかし、これはハムストリングスの
トレーニングが重要ではない、と言っ
ているわけではない。複数の研究によ
り、これらの筋群の筋力と柔軟性の向
上が、傷害の予防とパフォーマンスの
向上に価値があることが報告されて
いる（31）。ポステリアチェーンとい
う構造が存在しない以上（29）、コーチ
が、股関節と膝の伸展筋群および足関

節底屈筋群の筋力を鍛えるという、ス
クワットエクササイズの一般的な目的
を変えることに関して、十分なエビデ
ンスは存在しない。すでに論じたよう
に、体幹を直立し、膝を前方へ押し出
し、ウェイトの重心を足裏中央にか
けてスクワットを行なうことにより、
3 つの筋群すべてに力学的負荷が分散
する（7）。下肢の大筋群を発達させる
ためには、負荷をこのように分散させ
ることが効果的である。さらに、ハム
ストリングスは、ディープスクワット
の位置から立ち上がるときに、通常ス
ティッキングポイントとなるあたりで
活動することが明らかになっている
（24,27）。デッドリフト、グッドモー
ニングをはじめ、スナッチ、クリーン、
それらのバリエーションなど、よく行
なわれる他のエクササイズでも、同じ
ようにハムストリングスを鍛えること
ができる（11,14）。

深さに関する考察
　スクワットの深さに関する懸念が
広く取り上げられているが、おそら
くKleinの研究がその発端であると思
われる（30）。Kleinの研究を分析した
Toddは、パラレルスクワットより下
では、大腿部と腓腹部が接触しない程
度までスクワットすることが許容範囲
であると示唆した（30）。この深さは、
米国NSCAの『Essentials  of Strength 
Training and Conditioning（ストレン
グストレーニング＆コンディショニン
グ）』において（10）、またそのポジショ
ンスタンドにおいても奨励されている
（4）。研究によると、この深さまで行
なったスクワットは、膝関節の弛緩に
悪影響を及ぼさず、むしろ膝関節の腱
の安定性を増す可能性もあるという
（5）。だが最近では、大腿部と腓腹部
が接触すると膝へのストレスが増大す

るという主張に疑問を投げかけた研究
もある（36,37）。むしろ、大腿部と腓
腹部が接触すると、膝伸展筋のトルク
が生まれ、それが大腿四頭筋の筋組織
への要求を低下させる（36,37）。軟部
組織の接触により生じた膝伸展筋のト
ルクは十分に大きいため、大腿四頭筋
の腱と膝蓋靱帯の力を抑制し、その結
果膝蓋大腿関節への力と圧力を減少さ
せると思われる。この分野は今後さら
に研究が必要ではあるが、これらの
データは、ウェイトリフティング選
手の膝の傷害発生率が低いという観察
結果を裏付けている（1）。彼らは通常、
1 週間に数百レップも、何らかの形の
ディープスクワットを行なっている
（17）。

まとめ
　スクワットエクササイズを指導する
ための 4 段階の漸進を提案した。この
漸進は、大学生アスリートに長年スク
ワットを指導するために使われてきた
方法を改良した、これまで未発表の指
導方法である。プレートスクワットは
長軸方向に、頸椎、胸椎および腰椎に
負荷をかける。理論的に、このような
負荷は筋活動を促進し、脊椎の安定を
もたらし、椎間の移動と体幹の前傾を
制限する。いったんプレートスクワッ
トを習得し練習を積んだら、オーバー
ヘッドスクワットとフロントスクワッ
トを、そして最後にバックスクワット
を導入する。フロントスクワットと
バックスクワットは、筋量、筋力、パ
ワーの増大により競技パフォーマンス
の向上を図るために、どちらもともに
効果的である。ナロウスタンスで可動
域全体で行なうスクワットは、下肢の
関節と筋組織全体に負荷を分散するの
で、大多数の人に推奨できる。◆
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■早期に、CEU報告を行ないましょう！

　2012年 1 月 1 日から、新CEU報告期間がスタートして半年以上が経過しました。
順調にCEUの取得はできていますか？
　2012年中に必要CEU数を取得できた場合は、2012年中（2012年12月末日まで）に
CEU報告を行ないましょう。

★資格更新料は、CEU報告を完了した年によって決まります。

2012年中に報告完了 3,150円
2013年中に報告完了 6,300円
2014年中に報告完了 9,450円

CEU報告に関する詳細は、『CEUの手引き』（2012 ～ 2014）の冊子をご覧ください。

CEUに関するお問い合わせは、ceu@nsca-japan.or.jpまでご連絡ください。
『CEUの手引き』（2012 ～ 2014）
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