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要約

本稿の目的は、車椅子レース選手の推

進技術の検討と、車椅子レース選手の

トレーニングのガイドラインを提言す

ることである。

車椅子を推進させるメカニクスと生

理学を理解することで、ストロークの

効率や、選手に求められるパワーと筋

持久力を向上させることができる。車

椅子レースのストロークをより包括的

に把握することで、傷害の予防、認識、

診断、そして適切な処置の手助けとな

るであろう。

一般アスリート向けのトレーニング

の原理やガイドラインを、車椅子レー

スの選手にも適用するべきである。健

常者のスポーツ医学に携わっている専

門職は、車椅子アスリートの競技能力

に関する認識や知見を深める必要があ

る。

本稿では、車椅子レースのストロー

クについて、ごく基本的な観点から検

討する。車椅子レースのストロークに

ついて考察することで、車椅子アスリ

ートの分類、運動力学的分析、ドライ

ブ局面とリカバリー局面、および推奨

されるトレーニングに関する情報を提

供することができる。

車椅子アスリートの分類

車椅子の推進技術についての具体的

な考察に先立ち、公示されている分類

と車椅子スポーツについての一般的概

要を述べる。車椅子アスリートは、全

米車椅子競技協会（National Wheelchair

Athletic Association：NWAA）に採用

されている解剖学を元にした医学的分

類システムによって規定されている。そ

の分類は、損傷部位がどの脊柱レベル

かに関係する。損傷部位より下の中枢

神経（Central nervous system：CNS）

によって支配される筋群は、限られた

機能は残るが、大抵の場合、運動機能

を持たない。損傷部位より上の神経支

配を受ける筋群は、部分的、または完

全な運動機能を有する。

クラスは、IA、IB、IC、II、III、IV、

Vと表示される。機能的運動能力およ

び体幹安定性は、最も機能が低いクラ

スIAから、最も機能が高いクラスVま

でとなっている。図１は、NWAAの分
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類システムを示している。

本稿の目的と、分類システムを理解

するために、NWAAの分類システムを、

四肢麻痺と対麻痺の２つに大別するこ

とを推奨する。四肢麻痺は、四肢と、

通常、体幹も含めた神経的障害による、

部分的または完全な機能障害を指す

（5）。対麻痺は、下肢の部分的および完

全な機能障害を含めた神経機能障害を

指す（5）。従って、クラスIA、IB、IC

は四肢麻痺と見なされ、クラス II～V

は対麻痺と認識される。本稿では、ク

ラスIVの対麻痺をモデルとした。

運動力学的分析

車椅子の推進には、多くの可動部位、

多くの関節の同時動作、それぞれの身

体セグメントにおいて絶え間なく変化

する力の大きさと方向、そして多様な

機械的要因が関わっている。これらの

変数が、車椅子の移動に、ヒトの他の

移動方法と同様な複雑性をもたらして

いる。

ほとんどのヒトの移動と同様に、車

椅子での推進も、反射運動であると思

われる。その反射は、上肢の動作だけ

ではなく、体幹と頭部の安定もコント

ロールしている。従

って、スムーズで調

整された動作には、

動作の様々な局面に

おいて、適切な機能

的反射、関節の正常

な柔軟性、そして身

体全体の適切な安定

性が必要となる（6）。

車椅子レースの推

進技術は、ドライブ

とリカバリーの２つ

の局面に分けること

ができる（1,2,4）。ド

ライブ局面は、力の

発揮局面として考えられ、リカバリー

局面は非推進局面と考えられる。車椅

子の推進は、両局面を通じて2本の上

肢の同時反復動作によって成される。

上肢の関節動作は、基本的には屈曲と

伸展である（3）。肩甲帯は、体幹の安定

と、上腕骨の多様な動作に対応するよ

うに肩甲上腕関節を適切な位置に固定

することで、腕の動作と連携している。

競技における最も効率的な動作は、

車輪のハンドリム（注：車輪の外側にあ

る、車輪を回すための円形のバー）に対

する上肢の円運動であろう。ハンドリ

ムに触れている時間が長ければ、力を

加える時間が長くなる。従って、上肢

の「ポンピング（上下運動）」動作は避

けるべきである。

車椅子のスピードは、押す力の強さ

と速度に直接関係している。また、推

進動作の頻度と方向にも関連している。

効果的な動作のためには、力発揮の繰

図2 下半身は抱え込まれた姿勢にセットされている

図3 ドライブ局面におけるハンドリムへのハンドコンタクト
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り返しが容易で、パワーを伴い、そし

て効率よく遂行されなければならない。

両腕の前方への力強い推進動作（作

用）が体幹に伝わり、体幹が後方へ動

く傾向がある（反作用）。適切にデザイ

ンされた車椅子と、体幹筋群の短時間

の抑制動作がそのモーメントを抑止す

る役目を果たす。これは、下半身を「抱

え込む」姿勢をとることで成し遂げら

れる（図２）。車椅子の推進メカニクス

の重要な検討事項は、抵抗の最小化と

有利に働く力発揮の最大化である。

ドライブ局面

ドライブ局面では、ハンドコンタク

ト（ハンドリムを握る動作）と実際のド

ライブという２つの事象が生じている。

ハンドコンタクトにおける機能的な要

求は、前方へのモーメントを妨げない

ようにハンドリムを握ることである。ハ

ンドコンタクトの瞬間、手関節は伸展

し、肘は屈曲し、肩（肩甲骨）は伸展（挙

上）している（図３）

三角筋前部と大胸筋が共同して肩を

屈曲させる。上腕二頭筋は主に肘を屈

三角筋中部

僧帽筋

僧帽筋

三角筋

上腕三頭筋

広背筋

屈筋群

三角筋前部

大胸筋

広背筋

伸筋群

曲させ、手関節の伸筋群は、ハンドコ

ンタクトのために手関節を伸展、橈屈

させるように活動する。手関節の屈筋

は、コンタクトのために指を屈曲させ

る。これらの動作と同調して、ハンド

リムに触れるために、筋が手関節を固

定させるように働く。

ドライブ局面では、車椅子の推進力

の維持に必要な力を発揮するために、

上肢が局面全体を通して動く。これは、

素早い肩の伸展と屈曲の繰り返しで達

成される。最初、手は体幹より後方に

あるため、肘の屈曲がハンドリムへ力

を加える助けとなる。手が体幹を通過

した後は、肘の伸展が力発揮を担い、

手関節は素早く伸展、屈曲する（図４）。

三角筋前部、大胸筋、上腕二頭筋、

および手関節の屈筋群と伸筋群は、主

にこの局面の最初の部分でハンドリム

に力を伝える役目を担っている。これ

らの筋群は、体幹を過ぎた後に上肢を

動かすように働く。図4 ドライブ局面における力発揮

図5 ドライブ局面の終了とリカバリーの開始
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力発揮の継続に最も重要な筋群は、

上腕三頭筋と手関節の屈筋群である。

上肢が急激に伸展するため、上腕三頭

筋はドライブ局面の後半の2/3を通して

活動する。手関節の屈筋群は、ハンド

コンタクトを維持するために活動し、ド

ライブ局面の後半の最終的な力の伝達

と、リカバリー局面の初期をアシスト

する（図５）。

大胸筋は、手が体幹を通過する際、

ハンドリムに力を加えた反作用で、肩

甲帯が持ち上がるのを抑止するために

活動する。

僧帽筋上部と、三角筋の中部および

後部は、この局面の後半の力が最大に

達する際に、共同筋として肩を安定さ

せるために活動する。さらに、三角筋

中部は、手がハンドリム下部に達する

につれて、肩を外転させるように活動

する。これは車輪が傾いているためで

あり、実際に、手は体から離れる軌道

を描いて動く（図６）。

量は、ドライブ局面よりも顕著に少な

い。これは主に、地面との摩擦と重力

の２つの要因に帰する。ドライブ局面

では、上肢は主に重力（車椅子にかかる

重力。つまり体重と車体重量）に抵抗し

ている。

さらに、車椅子の推進は、素早い動

作によって力が発揮されるため、バリ

スティック動作として分類できる（6）。

バリスティックな動作は、勢いをつけ

た筋収縮によってモーメントを発生す

る。このモーメントは、腕を限界まで

伸ばすと、靭帯と筋群の抵抗によって

一部が消滅してしまう。腕のモーメン

トを保存するためには、リカバリーに

おいて、より筋活動を少なくすること

が必要である。ドライブ局面とリカバ

リー局面が重複する部分があるため、筋

活動の開始点と、モーメントが消える

点を特定することは困難である。

リカバリー局面で最も活動する筋は、

肩の伸展に関与する三角筋後部である。

肩甲骨の挙上に関与する僧帽筋上部の

活動性は、ハンドリムの大きさに影響

を受ける場合がある。ハンドリムの直

径が小さいほど、ハンドコンタクトの

準備に要する肩甲骨の挙上は、より少

リカバリー局面

ドライブ局面と同様に、リカバリー

局面も、ハンドリリースと実際のリカ

バリーという２つの事象が生じている。

ハンドリリース時における機能的要求

は、車椅子の速度に影響を及ぼさない

ように、ハンドリムを離すことである。

ハンドリリースの間際では、肩は引き

下げられ屈曲を完了している。肘は伸

展され、手関節は伸展を始めている。

ドライブ局面の後半で活発であった

多くの筋群は、リカバリー局面でハン

ドリムを離す時も、同じ動作を続ける。

これらには、僧帽筋、三角筋中部およ

び後部、そして手関節の屈筋群を含む

（図７）。

ハンドリムから両手を離した後も、上

肢はリカバリー局面の間、動き続ける。

その際、肩甲骨の挙上、肩の伸展、肘

の屈曲、および手関節の伸展が起こっ

ている。

リカバリー局面における筋群の活動

図6 ドライブ局面の終了（後方から）

表1 車椅子レースにおけるストロークの機能解剖
僧帽筋

広背筋

三角筋中部

三角筋後部

上腕三頭筋

屈筋群

関節

ドライブ局面

肩

肩甲骨

肘

手関節

リカバリー局面

肩

肩甲骨

肘

手関節

動作

外転

屈曲

下制

伸展

屈曲

尺屈

外転

伸展

挙上

屈曲

伸展

撓屈

筋群

三角筋中部

三角筋前部

僧帽筋

上腕三頭筋

屈手関節

屈筋群

三角筋中部

三角筋後部

僧帽筋

上腕二頭筋

手関節

伸筋群
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なくなる。リカバリー局面の最初の1/3

において、手や腕がハンドリムに接触

しないように三角筋中部が活動し、上

肢を外転位に保持する。

最後に、手関節の伸筋群は、手関節

を伸展するために活動し、その後、次

のハンドコンタクトのための準備をす

る（図７）

表１に、車椅子レースのドライブお

よびリカバリー局面に関与する、関節、

関節の動作、および筋群を要約した。

トレーニングにおける

検討事項について

車椅子アスリートのトレーニングプ

ログラムを検討する第一歩は、アスリ

ートに対して、積極的にトレーニング

に取り組む姿勢を教えることであろう。

積極的にトレーニングに取り組む姿勢

は、自分の障害に対する認識、セルフ

ケアと健康上の習慣に対する責任、す

なわち、適切な栄養摂取、食事の管理

に反映する。さらに、日常のルーティ

ン化したエクササイズによるメリット

の重要性について、認識させるべきで

ある。また、アスレティックトレーナ

ーは、投薬管理の重要性や、投薬がパ

フォーマンスに及ぼす影響について、ア

スリートが理解するように支援するべ

きである。

健康な身体を基礎として、体力要素、

つまり柔軟性、筋力、パワー、心臓血

管系持久力の維持、向上は必須である。

これらの体力は、ショートスプリント

（無酸素）や、より長いスプリントまた

は中距離走（有酸素）を包括した、一般

的および特異的なトレーニングを通し

て強化することができる。

健常なアスリートに用いられている

トレーニングの原理は、いくつかの修

正を加えることで、車椅子アスリート

に適用することができる。トレーニン

グの基本原理には、過負荷、トレーニ

ングの特異性、算出された強度、継続

時間、そしてトレーニングセッション

の頻度という要素を含む。トレーニン

グプログラムは、単純なものから複雑

なものへと漸進させる必要があり、そ

れには適切な休養と回復の周期を含む。

最後に、トレーニングプログラムは、規

則的で、一貫した基準で行われること

を確認する。

表２は、車椅子アスリートが実施で

きるウェイトトレーニング・プログラ

ムと、エクササイズの例を示している。

エクササイズを完了するためには、必

要に応じて、機器やアスリートの位置

を微調整する必要があるかもしれない。

フリーウェイトは、トレーニングの質

を犠牲にすることなく、最も容易に調

節できると思われる。また、マシーン

エクササイズ、すなわちノーチラス

（Nautilus）やユニバーサル（Universal）

図7 リカバリー局面で手がハンドリムから離れる瞬間

三角筋前部

三角筋中部

上腕三頭筋

短撓側手根伸筋

総指伸筋

尺側手根伸筋

表2 車椅子アスリートのためのエクササイズ

関節

肩

肘

手関節

エクササイズ

ベンチプレス

シーティッド・ミリタリー
プレス

ディップス

チンアップ

フライ

ラットプルダウン

アップライトロウ

アームカール

トライセップス・
エクステンション

リストカール（4方向）

筋

大胸筋

三角筋
大胸筋

上腕三頭筋

三角筋
上腕三頭筋

広背筋
上腕二頭筋

三角筋
大胸筋

広背筋
三角筋（後部）
上腕二頭筋

三角筋
僧帽筋

上腕二頭筋

上腕二頭筋

上腕三頭筋

手関節屈筋群
および伸筋群



April 2007•Strength & Conditioning8

なども、車椅子アスリートに効果をも

たらす。

筋力とパワー向上のプログラムを重

視する、スプリンターや中距離選手は、

高強度トレーニングと過負荷の原理の

活用を含み、75％1RM、４～６レップ、

３～４セットでトレーニングすべきで

ある。

長距離、あるいは持久的競技の選手

は、低強度、多レップのプログラムを

重視し、50～60％1RM、10～12レッ

プ、３～４セットでトレーニングすべ

きである。健常なアスリートのトレー

ニングでは、回復のためにトレーニン

グ日を交互にするが、もちろん、車椅

子アスリートも同様である。ワークア

ウトの強度もシーズンによって異なる

であろう。

車椅子アスリートは、コーチやアス

レティックトレーナーにとって、確実

にやりがいのある課題を提供する人た

ちである。トレーニングの基本原理、つ

まり、動作の適切なメカニクス、トレ

ーニングの特異性、そして監督された

ウェイトトレーニングを適用すること

で、運動プログラムの成功が保証され

るであろう。◆
From NSCA Journal
Volume 10, Number 3, 4-10. 1988.
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フリガナ 

氏　名 

携帯電話 

勤務・所属先 

預金口座振替依頼書（年会費自動引落）利用申込書の送付 要 不要 

自宅住所 

（変更後） 

〒 

都・道 

府・県 
市・郡 

区・町・村 
大字・字 
番地 
 

アパート 
マンション名 
部屋番号 

フリガナ 

フリガナ 

フリガナ 
TEL （　　　　　　） 

FAX （　　　　　　） 

TEL （　　　　　　） FAX （　　　　　　） 

〒 
所属先住所 

（変更後） 

 旧　姓  

フリガナ 

e-mail 

会員番号 

会員種別 正 会 員　・　学生会員　・　英文会員 

変 更 届 

フリガナ 

連絡先、各種配布物の送付先に変更が生じた場合は、必ず事務局までお届け下さい！ 
●住所変更（予定）、または勤務先が変更になった会員の方は、下記フォームに変更の内容を記入のうえ、お早目にファクス
または郵送にて事務局までご連絡下さい。注：電話での住所変更のご連絡は受け付けておりません。　　　 
●毎月10日までにご連絡いただければ、25日発送の協会誌から送付先の変更が可能です。 
●「宛先不明」などにより各種配布物がお届けできなかった（事務局に返送された）場合、協会誌等の発送を一時差し止め、
事務局で保管します（最長3カ月）。再送希望の際は事務局までお問い合わせください。 
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