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アーチェリー
The Archer's Draw
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はじめ
　アーチェリーは一見するとそれほど
激しいスポーツには見えないが、決し
て障害が起こらないスポーツではな
い。実際、アーチェリー選手における
肩の障害率は、エリート競泳選手の障
害率に近い（2）。
　４日間の国際試合の期間中に、男性
の射手は45ポンド（約2.0kg）、女性の
射手は35ポンド（約1.6kg）の弓を75回
引かねばならない。つまり男性は１
日に約3,400ポンド（1,545kg）、女性は
2,625ポンド（1,193kg）を引くことにな
る（2）。これが、オリンピックレベル
のアーチェリー選手の障害率が高い一
因である。
　 コ ロ ラ ド ス プ リ ン グ ス に あ る
Olympic Training Centerで は、 ア ー
チェリー選手による筋骨格障害が10 ヵ
月間に33件報告された。このうち16件
はローテーターカフの損傷またはイン
ピンジメント（impingement）で、14件
が上背部の筋（三角筋後部、菱形筋、
僧帽筋）の損傷であった（1）。
　これらの障害例は、競技射手に対す
る肩甲帯および上背部の筋を強化する
ための運動処方が必要であることを
はっきり示している。射手のための漸

進的なレジスタンストレーニングプロ
グラムの重要性を完全に理解するため
には、肩のインピンジメントと損傷の
両方を理解することが重要である。
　肩のインピンジメントは、上腕骨頭
が過度に動くことによって発症する。
ローテーターカフの筋が弱いと、弓を
アンカーポイントまで引くときに上腕
骨頭が上方にずれる。その結果、棘上
筋腱が上部へ押し上げられて、上腕骨
頭と烏口肩峰アーチ下部との間に滑り
込む（2）。
　筋損傷はオーバーユースによって筋
が過度に伸長されることによって起こ
る。アーチェリー選手の場合、肩後部、
上背部、ローテーターカフの損傷が起
こりやすい。これは、弓を引く動作を
毎日何回も繰り返すことが原因であ
る。
　ローテーターカフの筋力を強化する
ことにより（表１）、水平伸展（ドロー
イング）の間、上腕骨頭の安定性が増
し、上腕骨頭の上方への変位が小さく
なる。上腕骨頭の変位量が減少するこ
とにより、インピンジメントの可能性
は有意に低下する（1）。
　 射 手 が 障 害 を 予 防 し、 最 高 の パ
フォーマンスを発揮するためには、上

背部の筋（三角筋後部、菱形筋、僧帽筋、
大円筋、および広背筋）も同時に強化
しなければならない。上背部の筋は、
ドローイングのためにも、また損傷を
予防するためにも、筋力の向上を図る
必要がある。ドローイングの最も良い
動作は、背部の筋群だけを使って、ア
ンカーポイント（ストリングをリリー
スする直前の位置）まで弓を引くこと
であるため、背部の筋群を鍛えること
が何よりも重要である。

ドローイング（弓を引く動作）の
３局面
　アーチェリーのドローイングは３局
面『プレプル、プル、アンカー』に分け
られる。良いドローイングパフォーマ
ンスを発揮し、またその良いドローイ
ングに貢献するために、これらの局面
および関与する筋群は重要である。
プレプル局面：
　アーチェリーの各局面において、
ローテーターカフの筋群（棘上筋、肩
甲下筋、小円筋、棘下筋）は等尺性収
縮し、関節窩における上腕骨頭の安定
性を維持する役割を担っている。
プレプル局面とは、射手がドローイン
グを開始する直前の姿勢を意味する
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（図１）。プレプル局面においては、射
手は非利き手で身体から90°の角度で
弓をかまえ、利き手の人さし指、中指、
薬指を使って弓のストリングを保持す
る。射手の非利き手側（右利きの射手
では左半身）は、真っ直ぐに標的方向
を向く。
　この静止姿勢では、両側の三角筋は
姿勢を保持するために等尺性収縮を
行っている。体幹と脚部の筋（大腿四
頭筋、ハムストリングス、殿筋、脊柱
起立筋、および腹直筋）も等尺性筋活
動を行い、ドローイングとリリースに
欠くことのできない、安定した基底面
を作る。射手はかなり長時間立ったま
までいるために腰痛に苦しむことが多
いが、体幹筋の強化は、腰痛を予防す
る上でもきわめて重要である。
プル局面：
　プル局面の間、射手はプレプルの位
置からアンカーポイントまでストリン
グを引く（水平伸展）（図２、３）。脚

表 １  ローテーターカフの筋力エクササイズ

棘上筋レイズ

開始姿勢：座位または立位で両手にそれぞれダンベルを持つ。上腕は身体に対して 90°で正中線よりの前方に伸ばす。親指を下に　
　　　　してダンベルを保持し、床面に対して約 60°になるように前腕を下ろす。

動作：上腕を上げて、ダンベルを引き上げる。肘の角度を変えずに、ほぼ肩の高さまでダンベルを引き上げる。全動作を通じて、肘
　　　をダンベルより常に高い位置に保持しなければならない。次に逆に腕を下げる動作で、ゆっくりと開始姿勢に戻る。

ショルダー・エクスターナルローテーション

開始姿勢：横臥位を取り、上側の腕でダンベルを保持する。上腕は体側につけて肘を 90°に曲げ、前腕は腹部に当てて床に垂直に置く。

動作：肘を動かさずに、前腕が体幹と垂直になるまでゆっくりとダンベルを引き上げてから、ゆっくりと開始姿勢に戻る。棘下筋と
　　　小円筋のコンディショニングを効果的に行うために、肘の角度を変えてはならない。

ショルダー・インターナルローテーション

開始姿勢：ダンベルを握って仰臥位を取る。肘は体側につけ、肘を 90°に曲げて前腕とダンベルを床面に置く。

動作：肘の角度を変えずに、前腕が床と垂直になるまでダンベルを挙げる。その後ゆっくりと開始姿勢に戻る。

前腕屈筋

三角筋

前腕屈筋

前腕伸筋

上腕三頭筋

大円筋

僧帽筋

広背筋

脊柱起立筋

図１　ドローイングのプレプル局面　背面図
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部、殿部、および体幹の筋は、プル局
面の間もなお等尺性収縮を続け、スト
リングがアンカーポイントに近付くま
で身体をしっかりと安定させる。広背
筋と大円筋も等尺性収縮により、押し
手（弓を保持する腕）の肩が上方へ流れ
ないように支える。三角筋後部、広背
筋（身体の引き手側）、菱形筋および僧
帽筋は、アンカーポジションまでスト
リングを引くためにすべて同時に収縮
する。アーチェリーのトーナメント中
はストリングを繰り返し何度も引くた
め、プルのための主要筋群に対しては、
局所的な筋持久力トレーニングを行う
必要がある。アーチェリーのプルに関
与する主要筋群を強化することは、上
背部の筋群の障害の減少と持久力とパ
フォーマンスの向上をもたらす。しか
し上背部の筋だけを強化すると、関節
周辺で筋のアンバランスが生じる。過

三角筋

図２　ドローイングのプル局面　背面図

前腕伸筋

前腕伸筋

前腕屈筋

上腕三頭筋

大円筋

僧帽筋

広背筋

脊柱起立筋

図３　ドローイングのアンカー局面　前面図

大胸筋

外腹斜筋

三角筋

上腕二頭筋

上腕三頭筋

前腕屈筋

腹直筋
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度な筋のアンバランスは、障害の発生
を伴うことが少なくない。したがって、
三角筋外側および前部を強化すること
によって、射手の三角筋のアンバラン
スを防ぐのに役立つ。プル動作を行う
上背部の主要筋群がダイナミックに活
動して、ストリングをアンカーポイン
トまで引きつけるが、その間、ロー
テーターカフの筋群は、等尺性筋収縮
を行って関節窩における上腕骨頭の安
定を助ける。押し手の上腕三頭筋は、
等尺性筋活動により引き手の伸展姿勢
を保持する。手関節屈筋群、手根伸筋、
円回内筋は、すべて等尺性収縮を行い、

プルのための上背部の主要筋群とスト
リングとをしっかりと連結する。
アンカー局面：
　射手はアンカーポイントでプル局面
を完了し、引き手を右または左の頬骨
に当てて、弓射前の安定姿勢を保持す
る。この局面に入ると、プル動作を行っ
ていた筋群は、射手が標的に狙いを定
めて矢を放てるように、動的な活動か
ら等尺性筋活動へと変化する。
　競技アーチェリーにおいて最高のパ
フォーマンスを発揮するためには、筋
力トレーニングが必要である。表２
と表３で概説したスケジュールに従っ

て、本稿で取り上げた筋のコンディ
ショニングを実施するとよい。◆
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表２　アーチェリー選手のためのオフシーズンの筋力トレーニング

◆セット間、エクササイズ間の休息は２分
◆期間： ２～３ 週間　(最小限)
◆エクササイズは週３回実施し、レジスタンストレーニングのセッション間は少なくとも１日空ける。
ローテーターカフエクササイズ　３×15 棘上筋レイズ

ショルダー・インターナルローテーション
ショルダー・エクスターナルローテーション

ショルダー・ラテラルレイズ　２×15 体側から90°の位置に達したら１秒静止する
ベントオーバー・ラテラルレイズ　２×15 ダンベルが最も高い位置に達したら１秒静止する
ショルダー・アンテリアレイズ　２×15 腕が体側に対して90°の位置に達したら１秒静止する
スクワット　３×10
ラットプル　２×15 バーが胸の上部に達したら１秒静止する
ハイパーエクステンション　２×15
トライセップスエクステンション　２×15
バイセップスカール　２×15
リストカール　２×15
クランチ　２×20 ～ 30
◆ワークアウト時間：１時間５分

表３　筋力トレーニング

◆セット間およびエクササイズ間の休息は30秒～１分
◆期間： ２～３ 週間（最小限）
◆同じ曜日には同じエクササイズの配列で実施するが、休息時間は30秒～１分の間とする

インシーズンの筋力トレーニング
◆セット間およびエクササイズ間の休息は30秒～１分
◆10レップで２セット実施。エクササイズの配列は同じだが、トライセップスエクササイズ、ベントオーバーラテラルレイズ、バイ

　セップスカールは除く。
◆インシーズンのエクササイズは週２回だけ行う。主要な試合の前の週には、レジスタンストレーニングを行ってはならない。


