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野球では、ピッチャーだけが特別な

役割を担っている。選手の中で、試合

で「勝ち」「負け」あるいは「セーブ」

がつくのは、ピッチャーだけである。ピ

ッチャーは、対戦チームのバッター一

人ひとりと直接対決し、バッターの出

塁、ランナーの走塁、あるいはタイム

リーヒットで得点が入る可能性をでき

るだけなくそうとする。チームが試合

に勝つためには、ピッチャーの効果的

な投球が非常に重要である。

ピッチャーの能力は、関連する３つ

の要因によって説明することができる。

１．投球術

２．コントロール

３．スピード

投球術

ピッチャーは、バッターにピッチン

グを認識（予測）させず、タイミングを

合わせられないようにすることを、投

球のコンセプトにしている。バッター

が、タイミングを合わせてスイング動

作を開始するためには、限られた時間

で視覚的にピッチングを判断する必要

がある。ピッチャーは、動作時間内に、

バッターがピッチングを正しく判断す

ることを阻止するために、様々なテク

ニックや戦略を使う。

ピッチャーは、試合状況に合わせて

自分の持ち球から球種を選択し、バッ

ターの予測を妨げるために球種を様々

に変える。またバットの芯を外すため

に、コースも変化させる。

さらに球速に緩急をつけることや、変

化球を使ってバッターを欺こうとする

場合もある。このようにピッチャーが

投球に様々な変化をつけることで、バ

ッターは完全に翻弄され、自分のタイ

ミングで打撃動作ができないのである。

球速、ボールの動きの変化、コース

などは、投球動作が似ているとさらに

分かりにくく効果的である。そのよう

な場合、バッターは打撃動作に必要な

時間内に球種を特定できない可能性が

高い。この考え方をさらに進めて、姿

勢によってバッターからボールを見え

にくくするピッチャーもいる。投球動

作の後半までボールを隠すと、バッタ

ーはボールを目で捉えられないため、ス

イング動作に備えることができない。

コントロール

コントロールの正確性は、投球コー

スとボールの動きによって決まる。オ

ーバースローの制球は、主に身体の遠

位部の適切なコーディネーションに依

存している。つまり投球のコントロー

ルは、肩の内旋、肘の伸展、手関節の

屈曲、回内、回外などの優れたコーデ

ィネーションによってもたらされるの

である。

一般に、ある角度で投げ出された物

体は、その時点の円弧の接線を直線的

に移動する。しかし、オーバースロー

の投球動作の軌道は、ピッチャーの前

方へのストライド動作によって大きく

影響を受ける。さらに肩関節の水平屈

曲は、肘を水平方向に動かす。この前

方への運動によってボールの軌跡が直

線的になり、制球の精度が増すのであ

る。

スピード

投球スピードは、ボールがリリース

される直前に発揮された筋力によって

決定される。投球動作では、次の４つ

の要因によって球速が決まる。
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１．球速は、バックスイングの最終ポ

イントからリリースポイントまで

の距離によって限定される。一般

にこの距離が長いほど、身体部位

が力を発揮する時間が長くなる。

２．力を発揮する身体部位の数が多い

ほど、ボールに与えられるエネル

ギーも大きい。

３．ピッチングのスピードは、力を発

揮しているそれぞれの身体部位の

スピードと関係している。

４．力を分散させずに最大限に活用し、

ボールのスピードへと効果的に伝

えるためには、これらの力を発揮

している身体部位の動きが適切に

統合され、同期化されなければな

らない。

ほとんどのオーバースローにおいて、

速度に関するこれらの４つの要因を満

たすために、ある共通の基本的動作パ

ターンが見られる。同期的に起こる一

連の動作には、身体のコーディネーシ

ョンが必要である。このコーディネー

ションは、一般的なキネティックリン

ク・モデルを用いることによって、よ

り適切に理解することができる。

キネティックリンク・モデル

キネティックリンク・モデルは、身

体の遠位部が固定されていない状態で、

近位部が基底面に対して力を発揮する

身体活動を説明するために用いられる。

基底面に対する動作は、全身に及ぶ最

初の力を生む。最初の身体近位部は動

作の中間域で最大速度に達し、その地

点から減速を始める。しかし角運動量

は保存されなければならないため、近

位部が減速するにつれて、そのポイン

トから遠位にある部位は、運動量を保

存するために加速する。

次の身体部位は筋収縮を開始し、最

初の部位が最大速度に達したときに、

その筋自身のトルクで力の発揮に寄与

する。この２番目の部位はその後減速

し、動作の中間点でその角速度の減少

と転移を開始する。このシステムは一

連の身体部位で順次続いていき、各部

位が全体の力発揮に貢献する。

速度は、身体部位同士が一連の流れ

の中で連続して力の受け渡しをし、そ

の力が伝わるにつれて速くなっていく。

このシステムの加速は、次に加速され

る部分の重量が軽く、回転半径が小さ

いほど増加する。各部位は、それより

近位のすべての部位によって生じた速

度に、その部位自体が産出した速度を

加えた速度で動く。そのため投げられ

たボールの速度は、同期化が適切に行

われたと仮定すると、それぞれの身体

部位の速度の合計に等しい。

このキネティックリンクの概念は、オ

ーバースローのテクニックに適用でき

る。投球動作は、一連の調和のとれた

筋活動であり、その一連の活動を行う

身体部位を通して、運動量が伝えられ

ていく。この一連の動作は、コッキン

グ前の股関節の屈曲姿勢から始まる。

この姿勢から運動量が次第に蓄積され、

ボールがリリースされる時点で最高と

なる。

投球テクニックには無数のバリエー

ションがある。基本的なピッチングの

開始時には、コッキングポジションの

前に２つの方法がある。セットポジシ

ョンからの投球は、より迅速に、でき

るだけ短時間で投球を完了しなければ

ならないときに使われる。例えば走者

がファーストかセカンドにいるときに、

盗塁をさせないために用いられる。投

球の時間が重要でないときは、ワイン

ドアップが用いられる。

セットポジションからの投球

セットポジションからの投球では、ピ

ッチャーは非投球腕（グラブアーム）の

肩をバッターに向けた状態で、肩幅に

スタンスをとって投球動作を始める。こ

の最初の姿勢は、両脚の股関節と膝の

伸筋によって支えられている。図１で

は、踏込み足の股関節が内転、屈曲を

始めている。股関節の屈筋群は、大腰

筋、腸骨筋、縫工筋、大腿直筋、およ

び恥骨筋である。

ボールはウエストの高さにあり、グ

ラブで隠されている。ボールは股関節

が屈曲する前にやや引き上げられ、脚

部が完全に引き上げられると下がる。

腕は肩が若干外転、屈曲した位置に保

持される。この姿勢は、三角筋前部と

中部、棘上筋、および大胸筋によって

コントロールされている。肘関節は、上

腕二頭筋、上腕筋、および腕橈骨筋の

アイソメトリックな活動によって保持

されている。

図２は、右脚の屈曲の完了を示して

いる。肩甲帯は、肩関節外転／屈曲筋

群、肘屈筋群のアイソメトリックな活

動により安定した状態を保っている。

踏込み足（図２の右脚）は、股関節の

屈曲を完了している。この姿勢は、股

関節屈筋群のアイソメトリックな活動

によって一時的に保持されている。膝

が曲がっているが、これは意識的に曲

げようとしているわけではない。

次に軸足の膝が、大腿四頭筋（大腿

直筋、外側広筋、内側広筋、中間広筋）

のエキセントリックな活動によってわ

ずかに屈曲する。ピッチャーがコッキ

ング動作を開始するために身体を下ろ

していくにつれ、軸足の股関節伸筋で

ある大殿筋とハムストリングス（大腿二

頭筋、半腱様筋、半膜様筋）もエキセン

トリックに活動する。

軸足の膝と股関節の屈曲は、前方へ

SPORTS PERFORMANCE SERIES
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足を踏み出し、体重移動をするために

必要である。また、この片足立ちの不

安定性は、前方への体重移動をさらに

促進する。投球動作が継続しなければ、

ピッチャーは前方へ倒れてしまうだろ

う。

図３は、レイトコッキング期の姿勢

を示している。踏込み足の股関節は、

大殿筋、小殿筋、縫工筋、および股関

節の深層筋群（梨状筋と内閉鎖筋）の働

きによって外旋する。このとき股関節

屈筋群は、エキセントリックに活動し

ている。踏込み足の膝は、膝伸筋が力

を発揮するにつれて伸展する。

踏込み足の動きと同時に、軸足の膝

が膝伸筋によって力強く伸展し、股関

節は内旋、伸展する。股関節の内旋は、

大腿筋膜張筋、中殿筋、半腱様筋、お

よび半膜様筋によってコントロールさ

れている。大殿筋とハムストリングス

が、股関節を伸展させる。また、大殿

筋、小殿筋、および大腿筋膜張筋によ

って、股関節のわずかな外転が起こる。

これらの股関節の回旋（踏込み足の外

旋と軸足の内旋）の結果、骨盤は踏込み

足の股関節周りで外旋し、軸足の股関

節周りで内旋する。骨盤の回旋と肩甲

帯の安定により、体幹が回旋する。こ

の体幹の回旋は、反対側（投球腕側）の

体幹回旋筋を予備伸張させる。

踏込み足の動きと同時に、両腕が伸

展し、三角筋中部と棘上筋によって外

転する。図３に示すように、非投球腕

の肘が、バッターに向かって伸展する

場合もあれば、肘屈筋と伸筋のアイソ

メトリックな活動によって、屈曲位が

維持される場合もある。

投球腕は、前腕が回内位をとって肘

がやや伸展している。この肘の伸展は、

肩の外転によるモーメントと、上腕三

頭筋と肘筋が発揮する力が組み合わさ

れた結果起こる。

図４は、踏込み足が接地したときの

姿勢を示している（アクセレレーション

期）。踏込み足は、軸足の踵と同じライ

ン上に接地する。この足の接地によっ

て、踏込み足の股関節と骨盤の回旋が

完了する。前方への体重移動は、踏込

み足の膝伸筋群と股関節伸筋群のエキ

セントリックな活動によって減速する。

前方への体重移動と骨盤の動きが減速

し始めると、次に体幹の回旋の加速が

始まる。このようにして、角運動量が

保存されていく。図4は、アイソメト

リックな活動によって踏込み足と骨盤

が停止した状態で、すべての力が遠位

部へと伝えられたところを示している。

体幹の回旋に直接的な力を及ぼすの

は、踏込み足側（図４では右側）の内腹

斜筋と脊柱起立筋、そして、投球腕側

（図４では左側）の外腹斜筋である。こ

の体幹の回旋は、非投球腕を身体の後

方に引きつける動作によっても補助さ

れる。肩関節は、体幹の回旋に応じて図1 投球動作の開始

図2 右脚の屈曲の完了（腸腰筋は図示さ
れていないが、動作に貢献している）

大胸筋

腕橈骨筋

腕橈骨筋

腹直筋

大腿直筋

縫工筋

大腿四頭筋

三角筋

上腕二頭筋

腕橈骨筋

大腿直筋
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図3 レイトコッキング期

三角筋上腕三頭筋

外腹斜筋

三角筋

上腕二頭筋

上腕三頭筋

腹直筋

大腿四頭筋

内転筋

上腕二頭筋

大腿四頭筋

外腹斜筋

内転、伸展する。非投球腕を引く動作

には、広背筋、三角筋後部、および大

円筋が関与する。

体幹が先に回旋して前方に移動しよ

うとするが、投球腕は、慣性の法則に

よってその場に留まろうとするため、相

対的に少し後方に残るような形になる。

この強制的な水平外転は、肩関節の水

平内転に関与する筋の予備伸張をもた

らす。これによって大胸筋、三角筋前

部、および肩甲下筋が活性化され、体

幹の減速に従って投球腕が加速する。

水平屈曲の最初の段階で発生する力に

よって、肩関節は強制的に外旋され、

内旋筋群が予備伸張する。水平屈曲が

最大速度に達し、その後減速し始める

と、内旋筋群はこの時までに伝達され

て蓄えていた力を発揮する。肩の内旋

筋群は、三角筋前部、広背筋、および

大胸筋などである。

肩関節内旋の力によって、手関節が

過伸展する。これは、次の段階の動作

である手関節屈曲のための準備となる。

手関節屈筋群は、ボールコントロール

を最終的に決定するため、回内筋群や

回外筋群と共同で働く。ボールは、前

腕が地面に対して垂直になった直後に

リリースされる。

ボールをリリースした後、ピッチャ

ーは動作速度を徐々に落とすために、

さらに動作を続ける。投球動作を突然

停止すると、筋組織と関節に傷害が発

生する危険性がある。投球動作の中で

最も速度が早いリリースポイント（肩

関節の水平屈曲と内旋、手関節屈曲）

が、関節可動域のほぼ中間位で起こる

ということは重要である。これは、非

常に速い投球動作を減速するのに、十

分な余裕が残っていると言える。

フォロースルー期における、踏込み

足の股関節屈曲と内旋の運動量は、股

関節伸筋群と外旋筋群のエキセントリ

ックな活動によって減少される（図５）。

投球腕は、肩関節水平屈曲、内旋、お

よび肘の伸展動作を完了する。これら
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の動作は、それぞれの拮抗筋である、肩

関節水平外転筋群、外旋筋群、肘の屈

筋群のエキセントリックな活動によっ

て減速される。

ピッチャーは一連の投球動作の後に、

自らも守備の選手として備えなければ

ならない。興味深いことに、投球動作

の運動量をエキセントリックな活動に

よって減速させた同じ筋組織が、今度

はコンセントリックに活動して、守備

のための適切な姿勢に戻す。踏込み足

の股関節は伸展、外旋する。投球腕は

水平外転、外旋する。同様に軸足の股

関節は完全に屈曲、外転して、肩幅で

守備のスタンスをとる。

ワインドアップからの投球

ワインドアップの投球は、ピッチャ

ーがバッターに対して正面を向き、軸

足（投球腕と同じ側の足）でプレートを

踏んでいる姿勢から始まる。股関節と

膝の伸筋群が、アイソメトリックに活

動してこの開始姿勢を支えている。

ピッチャーは、踏込み足を少し後ろ

へ下げる。この動作には、踏込み足の

伸展と軸足の股関節の屈曲を伴う。踏

込み足を地面から離すために、ハムス

トリングスの働きによって膝がやや屈

曲する（写真A）。

この時点で、グラブとボールが一緒

に胸の前まで引き上げられる。上腕二

頭筋、腕橈骨筋、および上腕筋の活動

によって肘が屈曲する。肩関節は、三

角筋、棘上筋によってやや外転し、三

角筋前部と大胸筋の活動によって屈曲

する。

グラブに入っているボールは、オー

バーヘッドポジション（写真B）へ引き

上げられる。このとき、肩関節がさら

に屈曲する。肘の屈曲と肩の外転は、

それぞれ肘屈筋群と伸筋群、三角筋と

棘上筋のアイソメトリックな活動によ図5 フォロースルー期

図4 アクセレレーション期

腹直筋

大腿四頭筋

腓腹筋
大腿四頭筋

腓腹筋

外腹斜筋

広背筋

大胸筋

前腕屈筋

三角筋

右ハムストリング

三角筋

広背筋

脊柱起立筋

大殿筋
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って保持される。

この時点で、全体重が後方の踏込み

足に移される。軸足の股関節屈筋群の

アイソメトリックな活動によって、足

の位置が維持される。大殿筋、小殿筋、

腸腰筋、および縫工筋の活動によって、

軸足の股関節が外旋を開始する。

次に、つま先がバッターに対して

90°になるまで、軸足の股関節が回旋

する（写真C）。踏込み足の足関節底屈

と股関節伸展によって、回旋した軸足

へ体重を移動させる。底屈は、腓腹筋

の活動によって生じ、大殿筋とハムス

トリングスは、共同して股関節を伸展

させる。

写真Dは、ワインドアップ動作の最

終局面を示している。踏込み足の股関

節が内旋してわずかに屈曲し、軸足の

周りに巻きつくように前方へ振り出さ

れる。大腿筋膜張筋、中殿筋、長内転

筋、短内転筋、および大内転筋が、股

関節の内旋と踏込み足の動きを可能に

する。

踏込み足が回転しながら前方へ振り

出されることで、ピッチャーの身体が

バッターに対して90°回転する。この

とき体重は、軸足の膝と股関節伸筋の

アイソメトリックな活動によって支え

られている。この時点で、踏込み足は、

前方へ大きく踏み出すために、股関節

屈曲の準備をしている。

身体が回転するにつれて、肩関節屈

筋群がエキセントリックに活動しなが

ら、肩を伸展させていく（腕が下がる）。

肩関節の外転筋である三角筋と棘上筋、

および肘屈筋は、アイソメトリックに

活動して、肩の外転と肘の屈曲を保っ

ている。

ワインドアップからの投球動作は一

定のリズムを生み、ピッチャーをリラ

ックスさせ、そしておそらくは、バッ

ターを混乱させると考えられる。この

一連の動きは、ピッチングの球速など

に直接寄与するわけではないが、ワイ

ンドアップ動作は、発揮筋力を強め、

直接ボールのスピードに影響を与える

可能性がある。腕を頭上に振りかぶる

動作は、腹筋群（腹直筋、内腹斜筋、外

腹斜筋）の予備伸張に役立つだろう。予

備伸張は、コンセントリック筋活動時

の力発揮を向上させる可能性がある。

踏込み足の股関節の内旋は、股関節の

外旋筋を予備伸張させる傾向がある。

同様に、軸足の股関節の内旋筋は、軸

SPORTS PERFORMANCE SERIES

写真A ワインドアップの開始 写真B ボールを頭上に挙げ、体重を後ろ
足に移動する

写真C 軸足を90°外旋し、体重を前方
に移動し始める

写真D ワインドアップの最終局面
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足を90°回転させるときに予備伸張さ

せられる。

コンディショニングの原則

ピッチャーの各身体部位は、一連の

加速と減速動作を行っている。これに

よって、力が各部位へ次第に大きくな

りながら伝わっていく。この力が組み

合わさって、最終的にムチのような加

速をもたらし、遠位部が爆発的にスピ

ードを発揮することができる。

このようなピッチャーの基本的な動

作に基づいて、ピッチャーのコンディ

ショニングにおいて以下のような注意

点が挙げられる。

１．ピッチャーは、試合に備えて、全

身にわたってコンディショニング

を行う必要がある。関節の運動連

鎖において、「弱い部分（ウィーク

リンク）」があってはならない。

２．ストレングストレーニングでは、コ

ンセントリック筋活動とエキセン

トリック筋活動の両方を強調する

必要がある。一連のピッチング動

作は、それぞれの部位において、

加速時にはコンセントリック筋活

動が、減速時にはエキセントリッ

ク筋活動が必要なためである。

３． 動作の最初に働く身体部位には、

筋量、筋力、パワーを向上させる

エクササイズ様式やテクニックを

用いる。一流のピッチャーは、股

関節周囲と脚部の筋が強い傾向が

ある。

４．投球動作の後半は、非常に高速で

行われる。関与する筋群は、速い

スピードで力強く活動する必要が

ある。これらの部位には、大きな

パワー発揮能力が必要であるが、

過度の筋肥大によってスピードが

制限されることがあってはならな

い。特にシーズン中のトレーニン

グでは、ピッチャーの関節にスト

レスをかけすぎないような注意が

必要である。従って、これらの身

体遠位部のトレーニングは、直線

的に力を加える動作ではなく、回

転動作を重視する。例えばピッチ

ャーは、高重量のベンチプレスや

ミリタリープレスよりも、ダンベ

ルフライやラテラルレイズを行う

のが一般的である。

５．ピッチングに特異的な動作を含ん

だエクササイズを選択する。特異

性については、関節角度や関節可

動域などを検討する。

６．エクササイズプログラムは、投球

動作における主働筋だけではなく、

その拮抗筋にも負荷を加えなくて

はならない。

投球動作は、極めて高頻度の反復活

動である。この反復活動の結果、投球

腕の肩が下がって内旋した姿勢がしば

しば見られる。筋は、投球動作の後半

では活動する前に爆発的に予備伸張さ

れる。柔軟性が低い筋群がバリスティ

ックに伸張されると、傷害が発生する

危険がある。従って、関節周囲の筋の

バランスを整えることで、適切な姿勢

が取れるようにしなければならない。そ

のためには、拮抗筋に特別な注意を払

うことが必要である。拮抗筋そのもの、

あるいはその筋が付着している遠位関

節の傷害を予防するためにも、適切な

コンディショニングを行う必要がある。

各部位の減速は、関与する拮抗筋のエ

キセントリックな活動によってもたら

される。緩やかに減速せず急激に停止

すると過剰な力がかかり、筋断裂や亜

脱臼などの傷害が生じる可能性がある。

また拮抗筋を適切にトレーニングする

ことで、試合に登板した際の関節や筋

に対する負荷を軽減させることもでき

るだろう。

ストレングス＆コンディショニング・

エクササイズ

エクササイズは、一般的なニーズと

競技特異的なニーズに合わせて選択し

なければならない。ピッチャーも、ま

ずはアスリートとして、各筋とその拮

抗筋の総合的なバランスを備えている

必要がある。さらにピッチャーには、競

技のトレーニング（筋力、心臓血管系持

久力など）による様々なストレスに対す

る耐性が必要である。そして傷害予防

のために、関節可動域全体でエクササ

イズを行う必要がある。

プログラム作成時には、投球動作に

特異的な関節角度、関節可動域、およ

びスピードなどについて考慮する必要

がある。野球の競技動作によく似たエ

クササイズを含むことで、ピッチャー

は試合に対する準備を整えることがで

きるであろう。

１. 股関節および脚部の筋組織

ピッチャーの股関節と脚部には、加

速、減速、さらに静止姿勢の保持など

の能力が必要である。そのためコンセ

ントリック、エキセントリック、そし

てアイソメトリック筋活動を効率よく

行うトレーニングが必要である。

特異的なコンパウンドエクササイズ

レッグプレス

動員される筋群：股関節伸筋（大殿筋、

ハムストリングス）と膝伸筋（大腿四頭

筋）

特異性：軸足の股関節および膝の伸展

のシミュレーション

ランジ

動員される筋群：膝伸筋（大腿四頭筋）

と股関節伸筋（大殿筋、ハムストリング
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ス）

特異性：前方へ踏み込む動作のシミュ

レーション

サイドランジ

動員される筋群：膝伸筋（大腿四頭

筋）、股関節伸筋（大殿筋、ハムストリ

ングス）、股関節外転筋（中殿筋、小殿

筋、大殿筋の上部３分の１）

特異性：（1）前方へ踏み込むときに、プ

レート上の軸足が蹴る動作 （2）守備に

おける側方動作のシミュレーション

ロシアンホップ（交互ランジホップ）

動員される筋群：ランジと同様。さら

に股関節屈筋（大腰筋、腸骨筋、縫工

筋、大腿直筋）

特異性：ランジと同様。さらにスピー

ドが加わる。

レッグカール

動員される筋群：膝屈筋（ハムストリン

グスと薄筋）

レッグエクステンション

動員される筋群：膝伸筋（大腿四頭筋）

スタンディング・カーフレイズ

動員される筋群：足底屈筋（特に腓腹

筋）

シーティッド・カーフレイズ

動員される筋群：足底屈筋（特にヒラメ

筋）

２. 体幹の筋組織

体幹は、ピッチャーの股関節と肩甲

帯との間をつなぐ重要な部位である。体

幹の筋群は、下半身の動作によって生

じた力を上半身に、さらに最終的には

ボールへと効率的に伝える役割を担っ

ている。

体幹（腹部、下背部など）は、筋持久

力だけではなく、筋力とパワーの向上

も目的としてトレーニングすることが

重要である。そのためにも、他の大き

な力を発揮する身体部位と同様に［量

（セット数、レップ数）、頻度（週ごと

のセッション数）、持続時間］トレーニ

ングするべきである。

アブドミナルクランチ

動員される筋群：体幹の屈筋（腹直筋、

外腹斜筋、内腹斜筋）

特異性：ボールリリース前における体

幹回旋のシミュレーション

レッグレイズ（スパインまたはバーティ

カルポジションで）

動員される筋群：体幹屈筋（腹直筋、

外腹斜筋、内腹斜筋）と股関節屈筋

（腰筋、腸骨筋、縫工筋、大腿直筋）

特異性：ワインドアップの最終姿勢に

おける踏込み足の股関節屈曲

バックエクステンション＆スティフレ

ッグ・デッドリフト

動員される筋群：体幹伸筋（脊柱起立

筋、頭板状筋、棘間筋）と股関節伸筋

（大殿筋、ハムストリングス）

特異性：フォロースルー期における体

幹の屈曲減速に関与

ロシアンツイスト

テクニックの解説はNSCA Journal

Vol.5 No.1: 30-36, 1983, およびVol.8

No.6: 79-80, 1986を参照（NSCAジ

ャパン協会誌2006年４月号Vol.13,No.

pp. 4-13「ユースラグビー選手におけ

るインシーズンのピリオダイゼーショ

ン」を参照）。

動員される筋群：体幹の回旋（回旋す

る方向の内腹斜筋と脊柱起立筋、およ

び反対側の外腹斜筋）

特異性：肩甲帯が動く前の体幹回旋動

作に類似

３. 肩、肘、手関節の筋組織

肩、肘、手関節の筋組織は、高速で

力を発揮し、さらにその力をボールに

伝達できるようにコンディショニング

を行わなければならない。ピッチャー

は、腕がムチのように加速することを

妨げないように、過度に筋肥大させて

はならない。従ってピッチャーの上半

身のトレーニングは、様々に角度を変

化させて行わなければならない。

エクササイズは、様々な動作を想定

して選択されている。投球動作では、

肩、肘、そして手関節が、複雑で多様

な動きをする。力発揮に直接貢献して

いない筋群も、いくつかは減速のプロ

セスに関与している。

ダンベルフライまたはペックデック

動員される筋群：肩関節水平内転に関

与する筋（大胸筋、三角筋前部）

特異性：投球腕の肩関節水平内転に類

似

フロント・ダンベルレイズ

動員される筋群：肩関節屈筋（三角筋前

部、大胸筋）

特異性：ワインドアップで腕を頭上に

上げる動作に類似

ダンベル・ラテラルレイズ

動員される筋群：肩関節外転筋（三角

筋、棘上筋）

特異性：前方に踏み込む段階で、腕を

外転する動作に類似

ベントオーバー・ダンベルレイズ

動員される筋群：肩関節水平外転に関

与する筋（三角筋後部、棘下筋、小円

筋）

SPORTS PERFORMANCE SERIES
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特異性：これらの筋はエキセントリッ

クに活動し、フォロースルー期の肩関節

の水平内転動作を減速する働きをする

ダンベルまたはケーブル・インターナ

ルローテーション

動員される筋群：肩関節内旋筋（大胸

筋、広背筋、大円筋、肩甲下筋）

特異性：投球腕の肩関節内旋に類似

ダンベルまたはケーブル・エクスター

ナルローテーション

動員される筋群：肩関節外旋筋（棘下

筋、小円筋、三角筋後部）

特異性：これらの筋はエキセントリッ

クに活動し、フォロースルー期の肩関

節の内旋動作を減速させる

ラットプルダウン

動員される筋群：肩関節内転筋（広背

筋、大円筋）

特異性：非投球腕を、後方に引く動作

に類似

ベントオーバーロウ

動員される筋群：肩関節伸筋（広背筋、

大円筋）、および肩関節水平内転に関与

する筋（三角筋後部、棘下筋、小円筋）

特異性：非投球腕を、後方に引く動作

に類似

リストカール

動員される筋群：手関節屈筋（橈側手根

屈筋、尺側手根屈筋、短指屈筋、深指

屈筋）

特異性：ボールリリース直前の手関節

屈曲に類似

リバース・リストカール

動員される筋群：手関節伸筋（長橈側手

根伸筋、短橈側手根伸筋、指伸筋、長

母指伸筋、示指伸筋）

特異性：ボールリリース後の手関節屈

曲の減速に関与

リストプロネーション／スピネーション

（フロントガラス・ワイパー）

動員される筋群：前腕の回内筋（円回

内筋、方形回内筋）および回外筋（長橈

側手根伸筋、回外筋、腕橈骨筋、上腕

二頭筋）

特異性：ボールリリース前後の、前腕

の回内、回外動作に類似

リストアブダクション

動員される筋群：手関節外転（橈屈）筋

（橈側手根屈筋、長橈側手根伸筋、短橈

側手根伸筋、長母指伸筋）

リストアダクション

動員される筋群：手関節内転（尺屈）筋

（橈側手根伸筋、橈側手根屈筋）

（P14へ続く）

マイアミ大学「ハリケーンズ」のオフシーズンにおけるピッチャーのストレングストレーニング・プログラム

種目名

レッグプレス

レッグカール

レッグエクステンション

プルオーバー

アームクロス

フロント・ショルダーレイズ

サイド・ショルダーレイズ

ベントオーバー・ショルダーレイズ

トライセップス・プッシュダウン

ハンマーカール

カーフレイズ

リストカール

リバース・リストカール

アブドミナルクランチ

レッグレイズ

負荷

H

H

H

H

H

L

L

L

H

H

H

H

H

H

H

Ｈ＝高強度日（週毎に周期的に漸進）
Ｍ＝中強度日
Ｌ＝低強度日
すべてのエクササイズを10レップ×3セット実施。ただし、カーフレイズとリストカールは15～20レップ×3セット、ショルダーレイズは10レップ×2セット。

1日目（月曜）

種目名

ランジ

サイドランジ

レッグカール

レッグエクステンション

プルダウン

アームクロス

フロント・ショルダーレイズ

サイド・ショルダーレイズ

ベントオーバー・ショルダーレイズ

トライセップス・プッシュダウン

ハンマーカール

カーフレイズ

リストカール

リバース・リストカール

アブドミナルクランチ

レッグレイズ

負荷

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

L

H

H

H

H

H

2日目（水曜）

種目名

レッグプレス

レッグカール

レッグエクステンション

プルオーバー

アームクロス

フロント・ショルダーレイズ

サイド・ショルダーレイズ

ベントオーバー・ショルダーレイズ

トライセップス・プッシュダウン

ハンマーカール

カーフレイズ

リストカール

リバース・リストカール

アブドミナルクランチ

レッグレイズ

負荷

L

M

M

L

M

L

L

L

M

M

H

H

H

H

H

3日目（金曜）
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information

資格認定者向け ロゴ入り名刺　 営業活動にお役立てください！

NSCAジャパン事務局では、CSCS／NSCA-CPT資格認定者を対象にロゴ入り名刺の作成サービスを
行っています。個人で活動される場合の営業ツールとして、ぜひご活用ください。
ご希望の方は、名刺上に記載を希望する項目〔氏名、住所、所属、電話番号など〕を下記の注文用紙（ま

たは内容が不備なく記載された書面）に明記の上、FAX、Eメール、郵便いずれかにてNSCAジャパン事
務局までお申込みください。なお、NSCA認定資格名は自動的に名刺表面の氏名の上に日本語表記で、氏
名の下に英語表記で記載されます（記載位置は変更できません）。

数量：　1箱　100枚
料金：　2,310円　＋　送料210円

●ご注文方法：　
①＜郵便振替口座　口座番号：00100-6-39167 加入者名：NSCAジャパン＞まで、送料を加えた代
金をお振込みください。通信欄には氏名、会員番号、ご注文内容（例：名刺1箱）を必ずご記入ください。
②下記の注文用紙（または内容が不備なく記載された書面）に必要事項を記載し、事務局までお申込みく
ださい。
③版下が出来上がり次第、ご確認のご連絡を差し上げます（FAX、郵送等にて）。

※裏面の変更はできません。
※ご注文から送付までに、通常2週間ほど
かかります。

NSCAジャパン認定者向けロゴ入り名刺　注文用紙

●ご注文日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 FAX送信先：03-3452-1690

●注 文 数 （ ）箱（1箱100枚入り）× 2,310円 ＋ 送料210円 ＝ 合計（ ）円

●お支払い　　□ 郵便振替にて払込　　　□ 指定口座からの引き落とし（注：自動引落手続が完了している方のみ）

●名刺記載内容（記載を希望する項目のみご記入ください） 

● 名刺のお届け先（以下はお届け先が名刺記載内容と異なる場合のみご記入ください） 

特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 事務局 
〒105-0023   東京都港区芝浦1-13-16   森永芝浦ビル内 

FAX　03－3452－1690

会員各位からいただいた個人情報は、当会の当該事務処理に関する手続き、ファイル作成に使用いたします。なお、個人情報を当該業務の委託に必要な範囲で
委託先に提供する場合と関係法令により認められた場合を除き、会員各位の事前の承諾なしに第三者に提供することはありません 

 
認定資格＊ 

所属先／肩書＊ 

フ リ ガ ナ  

氏　　名 

会員番号 

住　　所 

電　　話 

携帯電話 

E-mail

□ 認定ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト（CSCS）　　□ NSCA認定パーソナルトレーナー（NSCA-CPT） 

〒 

FAX

FAX

＠ 

氏　　名 

住　　所 

電　　話 

 

 

備　　考 

〒 

＊認定資格、所属先、肩書は最大5項目まで入れられます 

（ローマ字： ） 

※会員番号は名刺上は記載されません 8
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Sports Performance Series(続き)

□：アイソメトリック
■：コンセントリック
■：エキセントリック

身体部位および関節 セットポジション ワインドアップ レイトコッキング期（前方への踏込み） 

下半身と体幹 

上半身 

踏込み足 

股関節 

膝 

軸足 

体幹 

股関節 

膝 

非投球腕 

肩 

肘 

投球腕 

肩 

肘 

手首 

ほぼ完全に伸展して静止（伸筋
群のアイソメトリックな活動） 

屈曲（大腰筋、腸骨筋、縫工筋、大腿
直筋、 恥骨筋） 
・レッグレイズ、レッグカール・マ
　シーンを用いたニーアップ 
 

外旋筋群（大殿筋、小殿筋、大腿二頭筋、
縫工筋、梨状筋、内閉鎖筋）、伸筋群、屈
筋群のエキセントリックな活動 
・レッグレイズ、ニーアップ 
 

静止姿勢（屈筋、伸筋群のアイソ
メトリックな活動） 

屈曲（股関節の屈曲と重力の結果
として） 

伸展（大腿四頭筋） 
・レッグプレス、ランジ、レッグエ
　クステンション 
 

ほぼ完全に伸展して静止（伸筋
群のアイソメトリックな活動） 

屈曲［伸筋群（大殿筋、ハムストリ
ングス）のエキセントリックな活
動］ 
 
・レッグプレス、ヒップ＆バック
　マシーン 
 

伸展（大殿筋、ハムストリングス） 
・レッグプレス、ヒップ＆バックマ
　シーン 
 
外転（大腿筋膜張筋、大殿筋、小殿筋 ） 
 
内旋（大腿筋膜張筋、大殿筋、小殿筋、
半腱様筋、半膜様筋） 
 
 
 

わずかに屈曲して静止（伸筋群
のアイソメトリックな活動） 

屈曲［伸筋群（大腿四頭筋）のエキ
セントリックな活動］  
・レッグプレス、ランジ、レッグエ
　クステンション  
 

伸展（大腿直筋、外側広筋、内側広筋、
中間広筋） 
・レッグプレス、ランジ、レッグエク
　ステンション 
 

わずかに外転して静止（三角筋
のアイソメトリックな活動） 

外転（三角筋、棘上筋） 
・ラテラルレイズ 
肩甲骨上方回旋、内転（前鋸筋、僧帽
筋） 
・アップライトロウ、ダンベルシュラ
　グ 

屈曲位で静止（肘屈筋のアイソ
メトリックな活動） 

伸展（肩関節外転と肘伸筋のモーメン
トによる）。または屈曲の継続（屈筋群
と伸筋群のアイソメトリックな活動） 
 

わずかな外転位で静止（三角筋
のアイソメトリックな活動） 

外転（三角筋、棘上筋） 
・ラテラルレイズ 
肩甲骨の上方回旋、内転（前鋸筋、僧
帽筋） 
・アップライトロウ 
・ダンベルシュラッグ 

屈曲位で静止（肘屈筋のアイソ
メトリックな活動） 

伸展位で静止（手関節伸筋と屈
筋のアイソメトリックな活動） 

肘伸展 
上腕三頭筋、 肘筋  
ダンベル・キックバック 
プレスダウン 
 
 

ほぼ完全に伸展して静止（腰部
屈筋、伸筋群のアイソメトリッ
クな活動） 

投球腕側への回旋（骨盤の回旋の結
果、反対側の脊椎回旋筋が予備伸張す
る） 
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SPORTS PERFORMANCE SERIES

「Sports Performance Series」
は、米国NSCA機関誌『NSCA
Journal』に連載されたスポー
ツ種目別キネシオロジー（身体
運動学）分析のシリーズ記事で
す。本誌では、1982～92
年に掲載された同シリーズか
ら、いくつかの特集を抜粋し
てご紹介します。過去記事の
再録のため、記述や写真、イ
ラストに古いものが散見され
ますが、あらかじめご了承く
ださい。

From NSCA Journal
Volume 9, No.1, pages
5-13, 78-79. 1987

身体部位および関節 アクセレレーション期（下半身：ランジ 上半身：肩関節水平内転、内旋） ボールリリース フォロースルー期 守備のスタンス 

下半身と体幹 

上半身 

踏込み足 

股関節 

膝 

軸足 

体幹 

股関節 

膝 

非投球腕 

肩 

肘 

投球腕 

肩 

肘 

手首 

屈曲（伸筋群のエキセントリッ
クな活動により減速） 
・レッグプレス、ヒップ＆バッ
　クマシン、ランジ 
 

屈筋群と伸筋群のアイソメ
トリックな活動の結果、股関
節が安定 

屈曲（伸筋群のエキセ
ントリックな活動） 
 
内旋（外旋筋群のエキ
セントリックな活動） 
 

伸展 （大殿筋、大腿二頭筋、半腱
様筋） 
・レッグプレス 
 
外旋（大殿筋、大腿二頭筋、縫工
筋） 

屈曲（伸筋のエキセントリック
な活動により減速） 
・ランジ、レッグプレス、レッグ
　エクステンション 

屈筋群と伸筋群のアイソメ
トリックな活動の結果、膝が
安定 

伸展（大腿四頭筋） 
・レッグプレス、ランジ、レッグエクステンション 
 

屈筋群と伸筋群のアイソメ
トリックな活動の結果、股関
節が安定 
またはわずかに屈曲 
 

屈曲（大腰筋、腸骨筋、
縫工筋、大腿直筋） 
・レッグレイズ 
 

外転（縫工筋、中殿筋、小殿筋、
大腿直筋、大腿筋膜張筋） 
・レッグアブダクション・マシ
　ーン 
 

屈曲（大腿二頭筋、 薄筋、半腱様筋） 
・レッグカール、ランジ 
 

伸展、あるいは屈曲 
（守備姿勢に応じて） 

腰椎と胸椎の屈曲（腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋） 
・アブドミナルクランチ、 
アブドミナルマシーン  
体幹回旋筋群のアイソメ 
トリックな活動 
 

体幹伸筋群のエキセ
ントリックな活動（脊
柱起立筋、半棘筋） 
・バックエクステ　
ンション、グッドモー
ニング 

内転と伸展（三角筋、大円筋） 
・ラットプルダウン、チンニン
　グ、プルオーバー 
 
外旋（三角筋後部、小円筋、棘下
筋） 
 

肩甲帯周辺の筋のアイソメトリックな活動 
 
 
 
 
 

回内位での屈曲（上腕筋、肩
甲帯周辺、円回内筋） 
・ハンマーカール 

回内位での屈曲 
（屈筋群のアイソメトリックな活動） 
 

水平外転（肩甲帯の回旋） 

水平外転と外旋（三角筋後部、
棘下筋、小円筋） 
・ベントオーバー・ラテラルレ
イズ、スパイン･エクスターナ
ルローテーション 
 
 

水平内転（大胸筋、三角筋前
部、肩甲下筋） 
・ダンベルフライ、ペックデック 

水平外転（エキセントリックな
活動） 
・ベントオーバー・ラテラルレイズ 

過伸展（肩内旋と
手関節伸展のモー
メントによって） 

回内位での屈曲（上腕筋、腕橈
骨筋、円回内筋） 
・ハンマーカール 
 
 
 
伸展（長橈側手根伸筋、短橈側
手根伸筋） 
・リバース･リストカール 
 

回旋［（バッターに向かって）非
投球側の内腹斜筋と脊柱起立
筋、投球側の外腹斜筋］ 
・ロシアンツイスト  
側屈（非投球側の腰方形筋、腹
直筋、 内腹斜筋、広背筋　投球
側の外腹斜筋） 
 

腰椎と胸椎の伸展（脊柱起立筋、
半棘筋） 
 
 
 

側屈（投球腕側の腰方形筋） 
 
 

反対側の脊椎回
旋筋のエキセン
トリックな活動 

内旋（大胸筋、広背筋、肩甲下筋） 
・インターナルローテーション 
 
 

回内位での屈曲（上腕
筋、腕橈骨筋、円回内
筋） 
・ハンマーカール 

伸展（上腕三頭筋、肘筋） 

外旋（棘下筋、小円筋） 

屈曲（屈筋群、
伸筋群） 
・リストカール 
 

伸筋群のエキセン
トリックな活動 
・リバース・リス
　トカール 

・トライセップ
ス・プレスダウン、
キックバック 

屈筋群のエキセン
トリックな活動 
・ダンベルカール 




