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あらゆるサッカーチームにとって、ボ

ールを首尾よく攻撃陣内へと進めるた

めには、巧みなパスが何よりも重要で

ある。ボールを支配するために、チー

ムは、他のいかなるボール処理技術よ

りもパスを多用する。ボールを受け取

った選手は、10回に８回はパスをする。

残りの２回はドリブルをするかシュー

トをする（5）。従って、優れたパスの技

術を身につけることは、個々の選手は

無論のこと、チームにとっても決定的

に重要である。サッカーの試合中のプ

ロ選手とアマチュア選手のパフォーマ

ンスを比較すると、アマチュアレベル

では明らかにロングパスが多く、一方、

プロレベルでは短距離（30ヤード（27ｍ）

以下）のパスが多い（5）。この知見から、

プロレベルでは、ボール支配のための

安全性が計算されていることが分かる。

パスが短い方がインターセプトされる

危険性が低いからである。

ある選手から別の選手にボールを渡

すためには、いくつかの異なるパスの

テクニックを使うことができる。その

中には、長い距離を蹴るのに有効なパ

スもあるし、短距離に適したパスもあ

る。プッシュパスは、短距離間で正確

にボールをパスしようとする場合に最

適なパスである。プッシュパスとは、足

の内側を使ってボールを蹴るキックテ

クニックを指す。

近年の論文を見ると、サッカーのフ

リーキックとフットボールのパントに

関しては、解剖学的およびバイオメカ

ニクス的分析が複数報告されている（1,

8, 9）。しかし現在まで、サッカーのプ

ッシュパスに関する研究は不足してい

る。プッシュパスは短距離の正確なパ

スという特徴により、サッカーで最も

頻用されるパスであるため、プッシュ

パスに関する情報が必要とされている。

本稿は、サッカーのプッシュパスの

解剖学的、運動学的分析である。分析

は、プッシュパス全体を分解した一連

の図に基づいて行う（11）。さらに、レ

ジスタンストレーニング・エクササイ

ズ、インシーズンのトレーニングスケ

ジュールおよびオフシーズンの準備の

具体例を提示する。

キックのメカニズム

プッシュパスを特徴づけるキック動

作の中で、サッカーの他のパスと大き

く異なっているのはアプローチ局面で

ある。プッシュパスでは、目標地点と

ボールを結ぶ直線上においてボールに

アプローチする。この直線的アプロー

図1 右足で蹴る場合のプッシュパスのコ
ンタクト範囲
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チは、サッカーにおける低く蹴り出す

ロードライブパスや高く蹴り上げるロ

フトパス、あるいはサイドボレーなど

とは異なっている。これらのキックで

は、選手は角度をつけてボールにアプ

ローチする。プッシュパスでは、選手

の足はサッカーボールの中心に接触す

る。このときのボールコンタクトの範

囲は、内側縦アーチに沿った中足趾節

間関節内側から踵骨内側と内果上部ま

でである（図１）。

蹴り脚が自由にスイング動作を行え

るように、立ち足は、ボールとの間に

十分な間隔をとってボールに並べて置

く。立ち足とボールの間の間隔は選手

によって異なるが、大抵５～15cm（２

～６インチ）の間である。フォロースル

ーの方向は、目標の方向と一致する。

パスの目標は、ボールを足で受ける用

意のある選手、受け手が移動しながら

ボールをキャッチできるオープンエリ

ア、または得点を上げるために精度の

高いキックが必要なゴール内の特定エ

リアである。図２はキックの角度、パ

スの目標方向、およびボールに対する

立ち足の位置を示している。

本稿で示すプッシュパスの解剖学的、

運動学的分析は、全体として一つの完

成した運動を構成する３つの局面に焦

点を当てている。すなわち、アプロー

チ局面、コンタクト局面、そしてフォ

ロースルー局面である。本稿で論じる

局面は、いずれも右足で蹴る場合を想

定している。

アプローチ局面

ボールに向かって近づく動作は、身

体の重心を支持基底面の外に移すこと

から始まる（図３）。この体重移動は、

右足の底屈筋群の活動によって容易に

なる。左脚部のステップは、股関節と

膝の屈曲によって可能となる。この時、

ボールから視線を外さないように、頭

部は環軸関節で屈曲している。アプロ

ーチ局面全体を通じてバランスを確保

するために、重心を左足の上に移し、左

肘をやや屈曲、左肩を伸展および水平

外転させる。体幹の筋群は、次のコン

タクト局面でより強力な右への体幹の

回旋を行う準備としてわずかに左へ回

旋する（修正Serape効果）。左足はボー

ルと並べて置き、左膝をやや曲げる。左

足を置くとすぐに体重は左脚に移る。

左股関節、左膝関節、および左足関節

は、最初の軽い屈曲の後の共同収縮に

より安定する。右足は、キック面にボ

ールに当てるために外旋させる。距腿

関節は蝶番関節であるため、外旋は、

球関節（ボールとソケット）である股関

節から始まる。しかし膝関節は、その

第2分類である車軸関節としての複雑

な構造により（6）、股関節が屈曲すると

きには膝の外旋も同時に起こる。続い

て右脚部が振り子のような動作で前方

に振り出され、その間、足関節と膝関

節の筋群が共同収縮して安定を保つ。

脚部が外旋位にあるため、この蹴り出

し運動は、股関節屈筋群を補助筋とし

て、主に内転筋群によって行われる。こ

図2 A：キックの角度とプッシュパスの目標方向
B：右足で蹴る場合のボールコンタクト直前の足の位置

右足のボールコンタクトとフォロースルーの邪魔にならないように、左足とボールとの間に十分な間隔を取るように注意する
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の姿勢および脚部が行う運動の制約に

より、プッシュパステクニックでは、ボ

ールに与える前方への推進力は、他の

パスのテクニックと比較すると小さい。

表１は、プッシュパスのアプローチ局

面に関与する筋群を示している。

コンタクト局面

足がボールの中央部に触れ、それに

よって目標地点に向かうボールの動き

が始まる（図４）。この局面の特徴は、

外旋している右足と右脚部を、前方へ

と送り出してボールと接触させるため

に、関与する筋群が強い収縮を行うこ

とである。右足の中央部をボールと接

触させるための右股関節の外旋を補助

するために、左股関節のわずかな内旋

が見られる。左股関節と左膝はやや屈

曲するが、左股関節、左膝および左足

関節の筋群は、共同収縮して安定性と

バランスを提供する。頭部をしっかり

保持し、目をボールから離さない。左

腕は水平外転する。表２は、プッシュ

パスのコンタクト局面に関与する筋群

を示している。

フォロースルー局面

ボールを前方に押し出すときには、右

脚部が股関節で内旋し、右膝は完全伸

展し、右足は位置を変えずに共同収縮

を保つ（図５）。ボールが右足から離れ

た瞬間から始まるフォロースルーには、

右脚部の減速（伸張性収縮）を伴う。フ

ォロースルーは、右脚部を振り子のよ

うに振り出し、右股関節が約80度に屈

曲したところで終わる。

この局面が進むにつれて、立ち足で

ある左脚部は、膝と股関節において完

全伸展する。しかし右脚部の振り出し

によって角速度のついた重力に抵抗す

るため、左足は底屈し、左のかかとが

地面から引き上げられる。左腕は基本

図3 アプローチ局面
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図5 フォロースルー局面
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的に、肘をやや曲げた状態で水平外転

している。頭部はしっかりと保持し、目

はボールと右足の接触面から離さない。

プッシュパスのフォロースルー局面に

関与する筋群を表３に示す。

考察と現場への応用

蹴り足が外旋するため、プッシュパ

スは強力なパスにはなりえない。さら

にプッシュパスは、試合の状況から予

測されやすい傾向がある（5）。パワーに

乏しく予測可能であるというその特徴

にもかかわらず、プッシュパスは選手

のもつパスの手段の中でも、とりわけ

重要な要素である。それはプッシュパ

スが、ボールとの接触面が大きいため

に、極めて正確なパスだからである（図

１）。またプッシュパスは精度が高い上

に、ボールが地面近くを比較的短い距

離（30ヤード以下）飛ぶため、レシーブ

する選手が極めて容易にボールをコン

トロールできる。従って、プッシュパ

スはチームのボール支配を可能にする

パステクニックであり、チームのパフ

ォーマンスの成功にとって最も基本的

な能力といえる。

サッカーは間欠的なインターバルタ

イプの競技と考えられ、低強度の活動

中に高強度の活動から回復する機会が

与えられる（12）。実際、時間-運動分析

によると、低強度活動の高強度活動に

対する比率は約１：７と推計されてい

る（7）。従って、トレーニングとコンデ

ィショニングプログラムには、停止、タ

ーン、加速、ジャンプなどのインター

バルタイプの活動を取り入れなければ

ならない。

通常、スプリント、ジャンプ、キッ

クなどの数秒しかかからない活動は、そ

の主要なエネルギー源を、貯蔵されて

いるホスファゲンに依存している（3）。

従って、プッシュパスを行うために必

要なエネルギーは、ホスファゲン機構

すなわちATP‐PC機構によって迅速

に供給される。サッカーは完全な有酸

素性運動でも無酸素性運動でもなく、

無酸素性と有酸素性の両方の代謝機構

によってエネルギーが供給される。エ

ネルギーが乳酸機構によって提供され

ると、無酸素性解糖の代謝産物である

乳酸が血中に蓄積する。血中乳酸の蓄

積は、最終的には疲労をもたらす（3）。

疲労は力強いシュートやロングパスの

正確さを低下させるが（4）、プッシュパ

スにマイナスの影響を及ぼす可能性は

低い。プッシュパスのエネルギーを供

給するATP-PC機構は、消耗しても低

強度の活動中に素早く回復するからで

ある（2）。

ある特定の運動や技能のトレーニン

グ方法を考えるときに極めて重要なこ

とは、その特定の技能で用いられる主

要なエネルギー機構の生理的能力を高

めるトレーニングプログラムを選択す

ることである。プッシュパスでは、主

として ATP‐PC機構からエネルギー

が供給される。従って、プッシュパス

に効果的なトレーニング方法には、イ

ンターバルトレーニング、スプリント

トレーニング、および加速スプリント

を用いる必要がある（3）。理想として

は、トレーニングプログラムに、サッ

表1 アプローチ局面に関与する筋群

部位

1．体幹

筋活動

安定化(股関節-体幹の一体化)

関与する筋群

腹直筋
外腹斜筋
内腹斜筋
錐体筋
大腰筋群
横突間筋
棘間筋
脊柱起立筋群
腰方形筋

2．右足 底屈 ヒラメ筋
腓腹筋
長腓骨筋
（後脛骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋、
短腓骨筋による補助）

3．頭 屈曲 胸鎖乳突筋

4．左腕 伸展（肩において）

水平外転

大胸筋（鎖骨部）
三角筋前部（烏口腕筋による補助）

三角筋後部
三角筋中部（後方部分）
棘下筋
小円筋

5．左脚 膝屈曲（軽度）と股関節と膝の安定化 体幹、股関節、および膝の安定筋群

6．右股関節 外旋 6つの深部外旋筋群
大殿筋

7．右膝 外旋（軽度） 大腿二頭筋

8．右股関節 屈曲（脚部の外旋中） 大腿直筋
長内転筋
短内転筋
薄筋
縫工筋
恥骨筋
腸腰筋
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カーボールを使った特異的なエクササ

イズを含めるべきであろう。さらに、プ

ッシュパスに関与する筋群に重点を置

いたレジスタンストレーニング・プロ

グラムも採用する。このようなプログ

ラムは、個々の選手のニーズに合わせ

て作成した、より包括的なレジスタン

ストレーニング処方の一部として取り

入れるべきである。推奨されるレジス

タンストレーニング・エクササイズ、イ

ンシーズンおよびオフシーズンのトレ

ーニングスケジュールを表４に示す。

インシーズンのトレーニングスケジ

ュールでは、強度の低いストレングス＆

コンディショニング・ワークアウトに

取り組むことによって、試合や練習に

よって増加したストレスに対する調整

を行う必要がある。レジスタンストレ

ーニング・エクササイズは、シーズン

中の筋力の維持を目標に作成すべきで

あり、必ずしも筋力の向上を目指す必

要はない。ATP‐PC機構の向上を図

るためのインターバルトレーニングで

は、運動インターバルとそれに続く十

分な休息を設定することによって、こ

の機構を活用する。運動‐休息比は

１：３とし、筋内のATP‐PCの貯蔵

を回復させることによって、このシス

テムの再利用を促す。休息が不十分な

場合、次の運動中にATP‐PC機構を

利用することができない。プライオメ

トリクスは方向転換や相手選手をかわ

すための素早い動作を強化する優れた

トレーニング戦略である。オーバート

レーニングには細心の注意を払わなけ

ればならない。オーバートレーニング

の徴候が明らかになった場合には、競

技パフォーマンスを著しく損なう恐れ

のある慢性疲労を回避するために、ワ

ークアウトの量や強度を調整する必要

がある。

オフシーズン中には、積極的休養が

表2 コンタクト局面に関与する筋群

部位

1．左腕

筋活動

水平外転

関与する筋群

三角筋後部
三角筋中部（後方部分）
棘下筋
小円筋

2．右股関節 屈曲（脚部の外旋中） 大腿直筋
長内転筋
短内転筋
薄筋
縫工筋
恥骨筋
腸腰筋

3．体幹 安定化 腹直筋
外腹斜筋
内腹斜筋
錐体筋
大腰筋群
横突間筋
棘間筋
脊柱起立筋群
腰方形筋

表3 フォロースルー局面に関与する筋群

部位

1．右股関節

筋活動

内旋

屈曲（減速による伸張性伸展)

関与する筋群

小殿筋
中殿筋（前部線維）
大腿筋膜張筋

大腿二頭筋
半腱様筋
半膜様筋
中殿筋（後部線維）
大腿方形筋

2．右膝 伸展（減速による伸張性屈曲） 大腿二頭筋
半腱様筋
半膜様筋

3．左股関節 伸展 大内転筋後部
大腿二頭筋
大殿筋
半腱様筋
半膜様筋

4．左膝 伸展 大腿方形筋
外側広筋
内側広筋

5．左足関節 底屈 腓腹筋
ヒラメ筋
長腓骨筋

6．左腕 水平内転 肩甲下筋
大胸筋
三角筋前部
烏口腕筋
上腕二頭筋（前腕が部分的に伸展す
るため）
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ングルームなどの現場環境で活用する

ための有効な手段を提供するだろう。◆

推奨される。トレーニングプログラム

は基本的には総合的なプログラムとし、

持久力、筋力、パワー、スピードおよ

び柔軟性に包括的に取り組まなければ

ならない。ピリオダイゼーションプロ

グラムを導入することによって、選手

は、計画的に、プレシーズンの練習が

終了した時点で、最適なパフォーマン

スに到達できるだろう。

最後に、本稿で取り上げたプッシュ

パスの解剖学的、運動学的分析は、コ

ーチや専門職がプッシュパスのメカニ

クスに関する理解を深めることに役立

つだろう。また、提案したストレング

ス＆コンディショニングプログラムは、

分析から得た理論的な知識をトレーニ

From NSCA Journal
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表4 推奨されるレジスタンス筋力トレーニングエクササイズとインシーズン
およびオフシーズンのトレーニングスケジュール

レジスタンス筋力トレーニングエクササイズ

1．スクワット

2．レッグエクステンション

3．レッグカール

4．脚部の外転／内転

5．ベンチプレス

6．ラット・プルダウン

7．トーレイズ

8．プルオーバーマシン

9．レッグプレス

10．シットアップ

1．レジスタンス筋力トレーニング
週2回、10レップを2セット実施。練習や試合による身体への増加ストレスに対応するため、量と
強度はオフシーズンよりも低く抑える。１セット目は1RMの50%、2セット目は65%の強度を
推奨する。

2．インターバルトレーニング
ショートスプリント、シャトルラン、Paarlauf リレー、ファルトレクトレーニングを推奨する(11)。
トレーニング頻度は週3回、距離は1.5～2マイル（2.5～3.2km）とする。ATP-PCの貯蔵を
回復するため、エクササイズ間に十分な休息時間を取る。

3．プライオメトリクス
ジグザグホップ、スクワットジャンプ、その場ジャンプと両脚交互のジグザグバウンドを推奨する。
トレーニング頻度は週2回、持続時間は、すべてのエクササイズを5レップ、3セット完了するま
でとする。

インシーズンのトレーニングスケジュール

オフシーズントレーニングは、Paulettoによって概説されているピリオダイゼーションプログラム（10）
を推奨する。また、Sarianidusが解説している総合的な筋力トレーニングプログラム（13）を取り
入れることも提案する。オフシーズンのトレーニングエクササイズは、インシーズンのトレーニングス
ケジュールよりも多量、高強度（例えば、週3回、70～75%1RMで10レップを2セット）とする。

注：練習セッションの前後には、必ず適切なストレッチルーティンを行う。

オフシーズンのトレーニングスケジュール
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