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フルスイングは、すべての基礎とな

る主要なスイングであり、ティーショ

ットやフェアウェイでのロングショッ

トなど、最も多用されるスイングであ

る。フルスイングにおけるゴルファー

の第一の目標は、最大飛距離、正確性、

コントロール、そして安定性を実現す

ることである。フルスイングでは、身

体のすべての動作が連動している必要

がある。リズミカルかつシンプルな軌

道で、余分な力を使わず最大のヘッド

スピードでフェイスの中心にボールを

ヒットさせなければならない。

フルスイングの動作分析

フルスイングは、主に３つの局面か

ら構成される。１）準備局面としてのグ

リップ、姿勢、スタンス、そしてボー

ルの位置、２）スイング局面（バックス

イングとダウンスイング）、そして３）

リカバリー、すなわちフォロースルー

局面である。以下の分析では、最大飛

距離と正確性を目的としたドライバー

ショットを打つ、右利きのゴルファー

について述べる。

準備局面

グリップ

グリップは、優れたスイングを行う

ための基礎である。その主な目的は、ス

イング中に身体と脚部の動作で作り出

された力を、両手と手首を一体化させ

て確実にボールに伝えることである。

ゴルフでは、一般的に３種類のグリ

ップがある。ヴァードン（Vardon：人

名）グリップ（オーバーラッピング）、テ

ンフィンガーグリップ、そしてインタ

ーロッキングである。これらのグリッ

プの違いは、右手の小指と左手の人差

し指の位置関係である。

興味深いことに、初心者ゴルファー

を対象にした調査によると、ショット

の飛距離と正確性にはグリップの違い

による差はほとんどないことが示唆さ

れている（13）。

ゴルファーが３種類のグリップのど

れを選択しても、基本的な原則は共通

である。

クラブを握った時点で、左手の甲と

右の手のひらは、目標に向いている必

要がある。クラブは、主に左手の中指、

薬指、小指の３本で握る。親指は、シ

ャフトの真上よりわずかに右側に置か

れ、親指と人差し指で「V」字が形成さ

れる。左手はクラブを支え、力を伝え

る役割をする。

右手はボールへのヒットを担当する。

右手のグリップは左手と異なり、主に

指で握る。中指と薬指にしっかり力を

入れて握ると、より確実なコントロー

ルと感覚が得られる。親指と人差し指

が、互いに軽く触れるようにシャフト

を握る。両手はしっかり一体化させる

が、硬直はさせず、クラブフェイスの

向きに合わせて保持しなければならな

い。図１に、グリップに動員される主

な筋群を示す。

スタンス

セットアップは動作の基盤となるも

のであり、ゴルファーがスイングにお

いて、唯一意識的に100％コントロー

ルできるものである。

ゴルフのスタンスでは、姿勢とバラ

ンスに最大の注意を向けなければなら

ない。ゴルフでは、動作の全過程が足

に依存すると考えられている。すなわ

ち、ゴルファーが両足をどのように置

くかが、クラブを振るためのパワーの

産出と密接に関連している（1）。例え

ば、スタンスが広すぎると自由で十分

な回転が困難になり、最大パワーを引
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三角筋

長掌筋

き出すための股関節の動作が制限され

てしまう（1）。一方、スタンスが狭すぎ

ると、安定性とバランスを欠くことに

なる。そうすると脚の力を十分に活用

できず、体幹の下部や股関節の側方へ

の動作を生み出すことができない（1）。

理想的なスタンスは、かかとの内側

が肩幅程度になる位置である（10,11）。

アドレス（クラブの位置を定める）時に、

体重は両足に均等に配分される。バラ

ンスを保つためには、重心をスタンス

の内側とその上に保持しなければなら

ない。リラックスできるようになると

バランスが向上する。準備局面では、過

剰な力みは避けなければならない（12）。

準備局面では両膝をわずかに曲げる。

これによって重心が下がり、バランス

が向上する。さらに、両膝をわずかに

曲げることで、次のことが可能になる。

１）体幹の大きな回転を生み出す、２）

膝伸筋群を伸張した状態に保つ、３）ス

イングの軌道をフラットにする（イン

パクトエリアの増大）、そして４）フォ

ロースルーにおいて徐々に力を緩衝す

る（12）。図２参照。

スタンスのアライメント

ボールに対してアドレスする際、姿勢

とアライメントは直接スイングプレー

ンとクラブヘッドの軌道に影響を及ぼ

す。アライメントは、スイング中の回転、

体重移動、およびバランスを保つ能力に

関係する（8）。

適切なスタンスを取るためには、ま

ずボールから目標まで、想像上の直線

（ターゲットライン）を描く。このター

ゲットラインに対して、両足、腰、そ

して両肩が平行になるように体の向き

を調節する。両足を肩幅に保って膝を

軽く曲げ、背中を真っ直ぐにし（体幹の

回転が増す）、骨盤をわずかに前傾させ

る。骨盤を前傾させると、アップライ

トスイング（注：クラブヘッドのスイン

グ面が、地面に対して垂直になること）

を促し、両腕をより自由に振り抜くこ

とができる。

左腕は真っ直ぐ保ち、右肘はわずか

に曲げて体側の近くに保持する。左肘

を真っ直ぐ伸ばすことで、ヘッドスピ

ードと可動域の増大をもたらす。左肘

が曲がっていると、クラブの回転半径

が変化する。そうすると、振り下ろさ

れるヘッドの軌道とターゲットライン

（すなわちボールの位置）が瞬間的に一

致する場所に、ヘッドを運べる可能性

が減少する（9）。クラブヘッドのソール

は、直接ボールの真後ろに、ターゲッ

トラインに対して垂直に置かなければ

ならない。

頭はボールの上方に置き、ターゲッ

トライン上のボールの真上か、そのや

や後ろに目の焦点を合わせる。

ボールの位置

ボールの位置を決める際の基本的な

目的は、フルスイングの最下点にボー

ルを置くということである。そのため

には、ボールをターゲットラインの中

央より左側、左のかかとの内側に合わ

せて置く。

腹直筋

短拇指外転筋

短拇指屈筋

図1 グリップで動員される主な筋群
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スイング局面

スイング動作は、バックスイングプ

レーンとダウンスイングプレーンとい

う２つの平面で起こる。また、１）垂直

方向（上下の動作）、２）側方（横から横

への動作）、そして３）回転（身体を回

す動作）の３次元動作である（5）。垂直

方向への動作は手でコントロールされ、

側方への動作は腕に影響され、回転動

作は身体の回旋軸によってコントロー

ルされる（3）。

バックスイング（図２、３）

バックスイングプレーンは、ボール

から両肩までのラインが形成する傾斜

角度として説明できる。この角度は、予

め２つの要素によって決定されている。

１）ゴルファーの肩の位置、２）アドレ

ス時のボールとゴルファーの距離であ

る（5）。この距離はゴルファーの身長と

クラブの長さによって決まる。

バックスイングでは、トップ・オブ・

ザ・スイング（注：バックスイングでク

ラブが頂点に達し、ダウンスイングに

切り返す瞬間のこと）で完全にバランス

の取れたパワフルな姿勢を作ることが

重要である。そのためには、バックス

イングプレーンの中に動作が納まって

いることが最も望ましい。バックスイ

ングでは、クラブヘッド、両手、そし

て両肩が、一体となって動き始める必

要がある。両足にかかっている体重は、

前方の足から後方の足へと移動する。

この体重移動は、腰部の回転範囲を増

加させる（2）。またそれは、スイングの

軌道をフラットにする（12）。体重が後

尺側手根伸筋 上腕三頭筋

大腿四頭筋

外腹斜筋（左側）

尺側手根屈筋

小円筋

ヒラメ筋

広背筋

大殿筋

大円筋

三角筋後部

上腕二頭筋

広背筋

腹直筋

腓腹筋

図2、図3 バックスイングで動員される主な筋群
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方の足へ移されるので、左股関節の外

旋により、骨盤が後方に回転する（2）。

バックスイングのトップでは、両肩

は捻られ、両手は高く振り上げられ、腕

も伸ばされる。肩、腕、および手が、バ

ックスイングプレーンに沿って適切に

動くと、トップ・オブ・ザ・スイング

に達した時に、上体や両腕が正しい位

置に納まるであろう。バックスイング

プレーン上で動作を行うことで力を集

約でき、ダウンスイングで身体各部位

が一体となって正しく連動する。股関

節、肩、腕、そして手のエネルギーが

正しい順で解き放たれ、完璧な連鎖反

が高まる。ゴルファーが上体をで

きるだけ捻り、肩をボールからよ

り遠ざけることができれば、クラ

ブヘッドはボールまで長い距離を

移動することになる。これによっ

て、さらに速いスイングができ、シ

ョットの飛距離が伸びる（4）。

２）最大加速度は、ダウンスイング局

面の初期に現れる（トップ・オブ・

ザ・スイング）。これは、右肘を曲

げて半径（レバーアーム）を短くす

ることで達成できる。

応が生じる（9）。

ダウンスイング局面で、最大の加速

度を生み出す２つの方法がある。

１）伸張反射の利用：筋は、瞬間的に

引き伸ばされると、筋紡錘が伸張

されて反射的に収縮する（9）。これ

をバックスイングに応用し、可動

域をより大きくして筋をできるだ

け伸張させることで、筋の収縮力

を増加させることができる。スイ

ング動作に関与する筋群の柔軟性

を向上させることで、さらに効果

広背筋　

外腹斜筋（右側）

腹直筋

三角筋後部

大腿四頭筋

ヒラメ筋

腓腹筋

大殿筋

図4、5、6 大筋群の働きによってパワーを産生する（力の伝導）

尺側手根伸筋

尺側手根屈筋
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ダウンスイング（図４、５、６）

ダウンスイングは腰の回転から始ま

るが、この時点でレバーアームを長く

する必要がある。それによってクラブ

ヘッドの加速度が増加する（12）。腰の

回転とほぼ同時に、体重が前方の足へ

移動する。初心者の場合は、この体重

移動がスイングアークをフラットにし、

それによりインパクトエリアが広がっ

て正確性が高まる（12）。

ダウンスイングは、バックスイング

プレーンと同一平面上で行われる。手

と腕でクラブをコントロールし、腕の

スイングで肩を回転させる。ダウンス

イングは腰から始動する。腰の回転で

上体の捻りを解くと、肩、腕、そして

手が、容易にスイングの流れの中に入

ってくる。これは力の伝導の原理と言

われる（12）。

インパクトの瞬間、手首は真っ直ぐ

固定され、体幹と他の部位によって生

み出された力が、ボールに最大限伝達

される。KreighbaumとBarthels（9）

は、最大限のヘッドスピードを維持す

るためには、手首が重要な要素である

という研究を紹介している。その研究

では、手首のコックを早く解いてしま

うと、ダウンスイングで腕の減速に繋

がり、スイング全体の角運動が低下す

ると結論付けている。そのため、ダウ

ンスイング中に、手首のコックを適切

なタイミングで解くことが、スイング

における重要な力学的要素と思われる。

フォロースルー（図７）

スイングのリカバリー、すなわちフ

ォロースルー局面では、最大の作用力

は弱まっている。右腕が内旋し始め、右

手が左手を越えて、位置が高くなり始

める（7,11）。スイング中、一定の位置

に留まっていた頭部は、最終的には持

ち上がり、スイングの力と回転する体

図7 フォロースルー

上腕三頭筋

外腹斜筋（右側）

三角筋後部

腓腹筋

ヒラメ筋

大殿筋

尺側手根伸筋

尺側手根屈筋

腹直筋

大腿四頭筋

小円筋

大円筋

僧帽筋

大腿四頭筋

ハムストリングス

広背筋

腓腹筋

ヒラメ筋

三角筋後部

腹直筋

上腕三頭筋
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幹によって前方へ回旋する（7）。作用力

は弱まっているが、インパクトの後も

振りぬくことが非常に重要である。こ

の理由は３つ挙げられる。第１に、イ

ンパクトにおける減速の危険性を少な

くするため、第２に、傷害の可能性を

減少させるため、そして最後に、正確

性を向上させるためである（11,12）。

ゴルフのためのコンディショニングプ

ログラム

体力は、他のスポーツと同様にゴル

フにも重要である。しかし、その重要

性はしばしば見落とされがちである。ス

トレングス＆コンディショニングプロ

グラムの目的は、ゴルファーの筋力や

筋持久力、さらに心臓血管系持久力や

柔軟性の向上を意図したものでなけれ

ばならない。適切に作成されたゴルフ

に特異的なストレッチおよび筋力強化

エクササイズプログラムは、傷害のリ

スクを減少させ、ゴルファーの能力を

向上させる。

ウォームアップ

ウォームアップは、ゴルフプログラ

ムの中の重要な部分である。練習用グ

リーンでパッティングをしたり、バケ

ツ一杯の練習ボールを打ったりするこ

とは、適切なウォームアップにはなら

ない。

適切なウォームアップは、休息状態

から徐々に身体を活動に最適な状態に

していく一定時間の活動である。最も

効果的なウォームアップには、次の要

件が含まれる。１）体温を上げる活動

（ウォーキングやゆっくりとしたジョギ

ング）、２）低強度の体操（ジャンピング

ジャックやシットアップ）、そして３）

静的ストレッチングである。最後に、ゴ

ルフに特異的なウォームアップ動作を

行い、クラブをゆっくり振ることから

始め、スピードを徐々に上げていく。

ティーショットの前に、温められス

トレッチされた筋群は、柔軟でほぐれ

ているため、身体は最高の能力を発揮

できる。

柔軟性トレーニング

ここ数年、コーチはストレッチの大

切さを実感するようになり、コンディ

ショニングプログラムにおいて、スト

レッチをより重視している。ウォーム

アップが済んだら、ゴルファーは次の

ガイドラインに従って柔軟性エクササ

イズを実施することを推奨する。

頻度：１週間に３～４回

強度：張りを感じるポイントまで（痛み

がない程度）

継続時間：15～30秒間保持

静的なストレッチを行うこと。それ

ぞれの動作をゆっくりと、可動域全体

を使って丹念に行い、決して急がず、初

めに無理をしすぎないことが重要であ

る。◆

From NSCA Journal
Volume 9, Number4, pages 6-8, 77-79, 1987
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エクササイズ 主要筋群

1．ネックストレッチ 胸鎖乳突筋
僧帽筋
頭半棘筋

2．＊ローテーターカフ 棘上筋
90°でのストレッチ　　

3．＊カフ後部のストレッチ 棘下筋
小円筋
肩甲下筋

4．上腕三頭筋および肩の ローテーターカフ
ストレッチ

5．胸部ストレッチ 大胸筋
6．シングルニー toチェスト　　　　　　　　
7．ダブルニー toチェスト　　　　　　　　
8．シングルレッグ・シット
&リーチ　

9．股関節のストレッチ

10．座位での体幹の
ストレッチ　　　　　　　

11．大腿四頭筋の
ストレッチ

12．ふくらはぎ、アキレス腱
のストレッチ

頻度：週3回（隔日）
強度：１RMの50～70％
運動量：8～12レップ×3～5セット

エクササイズ

1．ベンチプレス

2．ローテーターカフ
・外旋
・内旋
・挙上

3．ラテラル・アームレイズ
4．トライセップス
エクステンション

5．スクワット（90°まで）
6．レッグエクステンション
7．レッグカール
8．カーフレイズ
9．ハイ・ラットプルダウン
10．バイセップスカール
11．＊手関節の伸展

屈曲
回外
回内

12．腹筋群
（膝を曲げて行う）
１/4 シットアップ
１/4 シットアップで交互に捻りを加える
シーティッド・ニー to チェスト

ハムストリングス
大殿筋、小殿筋
ハムストリングス
半腱様筋
半膜様筋
大腿二頭筋
股関節内転筋群、薄筋
恥骨筋、長内転筋
短内転筋、大内転筋
外腹斜筋、内腹斜筋
広背筋、腹直筋
半棘筋
大腿四頭筋
大腿直筋、内側広筋
外側広筋、中間広筋
腓腹筋、ヒラメ筋、
アキレス腱

動員される筋群

大胸筋、三角筋後部、
上腕三頭筋
ローテーターカフ

三角筋、僧帽筋
上腕三頭筋

大腿四頭筋
大腿四頭筋
ハムストリングス
腓腹筋、ヒラメ筋、腓骨筋
広背筋
上腕二頭筋
前腕の筋群
手関節屈筋群
手関節伸筋群

SPORTS PERFORMANCE SERIES

柔軟性エクササイズとストレッチされる主要筋群 筋力強化プログラム

＊Jobe,F.W., and Moynes D.R.,(1986). 30 Exercises for
Better Golf. Champion Press. Inglewood, California.を参照。




