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すべての子どもは、心臓血管系と筋

骨格系の健康を増進する身体活動を定

期的に行う必要がある。従来、子ども

たちにはサイクリングなどの有酸素性

運動や腕立て伏せなどの筋力作りが推

奨されてきた。ところが最近、若年者

を対象とするプライオメトリックトレ

ーニング（以下、PT）の効果に関心が集

まるようになった（2,3,4）。これまで成

人のアスリートのためのコンディショ

ニング法と考えられていたが、現在で

は、体育の授業やスポーツのためのコ

ンディショニングワークアウトにPTを

取り入れるトレーナーや教師、コーチ

が増えている。

プライオメトリクスは当初、「ジャン

プトレーニング」と呼ばれ、ダイナミ

ックなエクササイズによって身体のコ

ンディショニングを行うエクササイズ

の一種と考えられていた（1）。PTでは

通常、筋力の向上を目的に、筋の伸張

と短縮のサイクルを有効に利用するホ

ップやジャンプ、メディシンボールを

用いたエクササイズが採用される。素

早い筋のストレッチ（伸張性筋活動と呼

ばれる）の後に、同じ筋の素早い短縮

（短縮性筋活動と呼ばれる）が起こる。プ

ライオメトリクスでの急激な筋の伸張

と短縮を、ストレッチ‐ショートニン

グサイクル（SSC）と呼ぶ。ジャンピン

グジャックやホップスコッチ（注：ケン

ケンパ）などの一般的な遊技も、大腿四

頭筋が着地の際にエキセントリックに

伸張し、跳躍時にコンセントリックに

収縮することから、プライオメトリク

スと考えることができる。これらのエ

クササイズは、ゲームとしての性格を

持ちながら、実際に身体のコンディシ

ョニングに役立つものであり、動作ス

ピードを向上させてパワー産生を改善

する。

子どもの神経筋系は「柔軟」であり、

トレーニングストレスに対する適応性

に富んでいることから、幼年期は何ら

かのPTを行うのに理想的な時期といえ

る。もちろん、PTは成人にも効果的だ

が、運動技能を学習する「スキルハン

グリー」と呼ばれる時期は幼年期に訪

れる。児童の神経系は、ジャンプやホ

ップ、スキップ、ランニング、スロー

イングを伴う運動技能を学習する準備

段階にあるといえる。このタイミング

を逃すと、上記のような活動に参加し

なかった児童は、後年に遅れを取り戻

すことができなくなる可能性もある。長

期的に見ると、このような児童は、後

年により高度なトレーニングプログラ

ムに参加する際、決定的に不利な状況

に置かれることとなる。世界のトップ

アスリートたちが、幼年期から十代の

早い時期にかけて高度な技能を習得し

ているという事実は、決して意外なこ

とではない。

間違った情報の氾濫

PTのプログラムを綿密に計画し、適

切に実施すれば、児童の運動能力発達

に役立つという臨床所見や研究結果

（2,4）が示されている一方、プライオメ

トリクスは児童に適しておらず、危険

でさえあるという意見もある。残念な

がら、PTに偏見を持ち、80cmの箱か

ら飛び降りることだけがプライオメト

リクスであると思い込んでいる一部の

人たちがいることも事実である。この
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ような高強度のドリルは、十分なトレ

ーニングを積んだ成人のアスリートに

は適しているかもしれないが、それ以

外にも、低強度のダブルレッグ・ホッ

プや軽量（１～２kg）のメディシンボー

ル投げなど、児童のプライオメトリッ

クトレーニング・プログラムに採用で

きるエクササイズは数多く存在する。こ

こでは、児童のPTにまつわる誤解のう

ち、主なものを取り上げて検討してみ

たい。

迷信：思春期前の子どもはプライオメ

トリクスを行わない方がよい。

事実：指示を受け入れ、それに従うこ

とができるまでに情緒的に成熟してい

れば、児童でもPTを始めることができ

る。近年、漸進的なPTプログラムに参

加する７歳から８歳の少年少女が増え

ている。

迷信：子どもがPTを行うと、骨成長板

に障害を引き起こす。

事実：適切に計画され、万全な監督下

で実施された若年者のレジスタンスト

レーニングに関するプロスペクティブ

研究（注：前向き研究：現在から将来へ

向けて、観察項目や時期を決めて行う

研究）で、これまでに成長板の骨折が報

告された例はない。年少の児童ほど成

長板が強く、剪断力への耐性が高いた

め、思春期前の児童に予想される成長

板骨折のリスクは、それより年長の児

童より低いと考える臨床家もいるのは

興味深い（5）。

迷信：子どもにとってPTは危険であ

る。

事実：万全な監督の下、トレーニング

の強度と量を適切に増加させることで、

PTに伴うリスクは、児童が日常で参加

する他の活動に比べて増大することは

ない。要点として、最初は単純なエク

ササイズから始めること、有資格者に

よる監督下で行うこと、最低でも１日

の間隔を空けて週２回の割合でドリル

を実施すること、自信と能力の向上に

伴って徐々にレベルを上げることが挙

げられる。これは、筋力とパワーが最

適水準に満たない運動不足気味の児童

にとって、特に重要である。

迷信：PTは若いアスリート専用であ

る。

事実：PTは、どのような運動能力の子

どもにも効果的である。運動能力の向

上とスポーツに関連する傷害のリスク

低減にプライオメトリクスを利用でき

るほか、運動不足気味の少年少女が日

常的にPTプログラムに参加することで、

体力を向上させることも可能である。公

園よりもテレビの前で過ごす時間の方

が長い子どもが増える中、漸進的なPT

プログラムに参加することで、参加者

の大半に健康や体力への効果が目に見

えるかたちでもたらされる。

プログラムデザインの際の注意事項

PTは、適切な過負荷、強度、量の漸

進的な増加、および適切な回復期間を

必要とする、コンディショニングに特

化した方法の１つである。また、PTプ

ログラムは、コーチの適切な指導と安

全なトレーニング環境が用意され、教

育から進歩、機能へと、ゆっくりだが

着実に進行するものでなければならな

い。プライオメトリクスのパフォーマ

ンスは、学習によって得られるスキル

であることから、適切なテクニックを

続けるためには適切な指導が必要であ

る。指導者は、児童１人ひとりのニー

ズと関心、能力に応じて、PTプログラ

ムを実施するように注意する。運動量

の少ない児童には、若いアスリート向

けの高度なPTプログラムが適していな

いため、ホップ、ジャンプ、スローイ

ングなどの各種エクササイズを、楽し

みながら体験できるような機会を与え

る。児童向けのPTプログラムを計画す

る際の最も重大な過ちは、児童の許容

能力を上回る強度のトレーニングを指

示することである。要するに、児童の

身体能力を過大評価してネガティブな

結果（ドロップアウト、傷害など）を招

く危険を冒すよりも、能力を少なめに

見積もる方が常に得策といえる。

トレーニングの経験と能力に応じて、

子どもが実施できるプライオメトリッ

クエクササイズは、文字通り何百と存

在する。子どもの場合、最初に低強度

のドリル（ダブルレッグ・ジャンプ、メ

ディシンボール・チェストパスなど）か

ら始め、徐々に高強度のドリル（ラテラ

ル・コーンホップ、シングルレッグ・

ホップなど）へとレベルを上げていく。

自重のみの動作以外に、メディシンボ

ールを用いたエクササイズも効果的で

ある。セット数とレップ数に関しては、

上半身と下半身の各種エクササイズを、

写真1 ダブルレッグ・コーンホップ
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６～10回を１セットとして、１～２セ

ットを１日以上の間隔を空けて週２回

程度から始めることが望ましい。複数

のセットを行う場合、次のセットを同

じ強度で実施するのに必要なエネルギ

ーを補充するための回復時間を設ける。

従来のストレングストレーニングのエ

クササイズとは違い、プライオメトリ

ックエクササイズは素早く爆発的な動

作を必要とする。児童向けPTの一般的

なガイドラインを表にまとめた。

プライオメトリクスは独立したプロ

グラムではないため、児童向けのコン

ディショニングプログラムには、各種

体力要素を強化するための様々なスキ

ルとドリルを取り入れる必要がある。実

際、プライオメトリクスは、各種のト

レーニングで構成する多面的なプログ

ラムに統合することで最大の効果を発

揮する（2）。また、子どもにとって、

様々な種類のコンディショニングを経

験し、フィットネスワークアウトのコ

ンセプトを実際に理解することが大切

である。様々な体力要素を向上させる

トレーニングを組み合わせることで、効

果と時間効率が向上するだけでなく、

長期間の単調なトレーニングを苦手と

する子どもにも楽しいトレーニングを

提供することができる。筋力とスピー

ド、パワーの向上に近道や戦略は存在

しないが、比較的簡単なドリルを行い

ながら、ガイダンスと励ましで子ども

に自信を持たせてやれば、レベルの向

上に積極的に取り組みながら、トレー

ニングを実施できるようになるだろう。

まとめ

現在、PTの効果を体験する児童が増

えつつある。綿密に計画されたPTプロ

グラムへ定期的に参加することで、基

本的な運動能力を強化してスポーツパ

フォーマンスを向上させるだけでなく、

スポーツ中の傷害リスクを軽減するこ

ともできるだろう（2,4）。また、子ども

の頃にPTを行うことで、成人になって

から筋力とパワーを劇的に向上させる

ための基礎を作ることができる。適切

なガイダンスと進行を心掛ければ、プ

ライオメトリクスは、有酸素性トレー

ニングや筋力トレーニング、柔軟性ト

レーニングを含む包括的な児童向けフ

ィットネスプログラムを構成する新し

い要素にもなり得るだろう。◆
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・有資格者による指導と監督の元で行う

・スニーカーを履いて靴ひもを締め、滑らないサーフェスでトレーニングを行う

・毎回、トレーニング開始時にダイナミックウォームアップを行う

・最初は、低強度のエクササイズを6～10レップ1セットから始める

・さらに高度なドリルへ進む前に、各エクササイズの適切な技術を身につける

・上半身と下半身のエクササイズを取り入れる

・6～10レップを1セットとして、ニーズ、目標、能力に応じて2～3セット

へ量を増やす

・次のセットやエクササイズへ進む前に、十分に回復させる

・週2回の割合で、1日以上の間隔を空けてプライオメトリックエクササイズを

行う

・トレーニングプログラムに変化を持たせ、常に新鮮でやり甲斐のあるプログラ

ムにする

表　児童向けプライオメトリックトレーニングのガイドライン




