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棒高跳び
The pole vault
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はじめに
　本稿は棒高跳びに関する運動学的解
説であるが、まず重要なことは「運動
学：kinesiology」という用語がギリシャ
語のkinein「動く」とlogos「論じる」の
２語から成り立っていることを想起す
ることである。すなわち本稿の目的は、
棒高跳びの「動きについて論じること」
である。
　棒高跳びは、スピード、技術、筋
力、さらに大胆さが要求されるエキサ
イティングな競技である。あらゆる競
技動作に当てはまることであるが、結
果すなわち全体は各部分の総和に他な
らない。クリアランススタイルのテク
ニックをいかに変えようとも、それに
先立つ動作が正しくなければ無駄なこ
とである。
　テクニックを修正する場合には、誤
り自体にではなく、誤りの原因に注目
しなければならない。棒高跳びのテク
ニックもまず助走から見直す必要があ
る。助走が正しくなければ、適切な突っ
込みや踏み切りも行えないであろう。
以下、本稿では右利きの選手を想定し
て論じる。

棒高跳びの基本概念
１．棒高跳びの選手とポールは、２つ

の振り子として相互に作用する。選
手はポールを握った上部の手を軸に
回転するが、ポールと選手はポール
の先端を軸に回転する。

２．踏み切り時のポールの角度は、で
きる限り大きくしなければならな
い。それには、上部の手をできる限
り高く構え、適切な突っ込みを行う
必要がある。ポールの角度が大きけ
ればポールを容易に曲げられるし、
またポールの移動距離が短くなる結
果、ポールのスピードも増す。

３．ポールの速度は、ポールの曲が
り具合にかかわらず、踏み切り位置
から垂直位置までの移動距離を、ど
れだけ素早くポールを動かせるかに
よって決まってくる。

４．ポールをできる限り高く突っ込
むだけでは、ポールの速度を上げる
ことはできない。ポールを突っ込ん
だ後、選手がどのような動きをする
かがポールの速さに直接関係してく
る。このような選手とポールとの関
係を理解するには、メトロノームコ
ンセプトが役に立つ。

　　メトロノームは、おもりを上に動
かせば振り子がゆっくりと振れる。
逆に、おもりを最上部から下げれば、
その分振り子は速く振れる。棒高跳

びの選手は、踏み切りと跳躍の局面
を通して、自分がメトロノームのお
もりであると考えなければならな
い。選手の重心がポールの最上部か
ら遠く離れていれば、それだけ振り
子（ポール）はボックス内で素早く振
れる。棒高跳びの競技者は助走から
水平速度を上げて、そのスピードを
できる限りポールに転移させなくて
はならない。ポールのスピードが上
がらなければ、選手はポールを追い
越してしまう。

５．次のいずれか（またはいくつか）が
原因で、ポールは速度が落ちるか停
止する。すると選手は、ポールを追
い越してしまい跳び上がれない。
a. 突っ込みが遅い
b. 突っ込みが低い
c. 両腕でポールを引く
d. 頭部を後ろへ倒す
e. 踏み切りで「ふらつく」（戻すのが

早すぎる）
f. 踏み切りの位置が下方に寄りすぎ

ている
g. 踏み切りで速度が落ちる

助走（図１）
　踏み切りで最大速度に達するために
は、助走距離を十分に長くとる必要が
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ある。棒高跳びの熟練競技者の助走距
離は、大抵16歩から20歩である。棒高
跳びの選手は助走路ではスプリンター
でなければならない。つまり、適切な
スプリント技術はきわめて重要であ
る。
　スプリントは押す動作の連続である
ため、アスリートは股関節と膝関節の
伸筋群（大殿筋、ハムストリングス、
大腿四頭筋）を強化しなければならな
い。上半身の多数の筋群も、スプリン
トの動きを補助し、ポールの安定に関
与している。十分な可動域を確保し、
傷害の危険性を低下させるためには、
柔軟性も重要である。

突っ込み（図２）
　良い突っ込みは良い助走の結果であ

る。棒高跳びの選手は、助走中の水平
速度を突っ込みの間も維持する必要が
ある。
　突っ込みの間、身体重心に近い位置
にポールを保持しなければならない。
ポールを身体から遠ざけてしまうと、
踏み切りでバランスがくずれ、滞空局
面でのアライメントに問題が生じる可
能性がある。
　突っ込みは、ポールの先端部を水平
位置まで下げ、右脚が（最後から２番
目のストライド）が前方へと動き始め
たときに始まる。右脚が前方へ動き始
めると、左腕が前方へ伸びて、ポール
を前上方へ動かす。左脚が前方へ動き
始めると、右腕は肩と耳を通過して上
方に挙上され、頭上で完全に伸展する。
両肩と両股関節は突っ込みの間中、ク

ロスバーに「正対」していなければなら
ない。
　右腕が頭上で完全伸展し、踏み切り
足のつま先が伸ばした右手の真下にき
たときに限り、ポールを正しく突っ込
むことができる。
　助走について前述したように、突っ
込みの動作にも股関節と膝関節の屈筋
群と伸筋群が関与している。また、ポー
ルを頭上に挙上するため、上腕の筋群
がよりダイナミックに活動する。

踏み切り：
　棒高跳びの選手は、踏み切りにおい
て２つの三角形を形成しなければなら
ない（図３）。第一の、そして最も重要
な三角形は、選手自身とポールと地面
とで構成される。この三角形をできる
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図１　助走

図２　突っ込み
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限り大きくしなければならない。すな
わち、ポールの先端がボックスにぶつ
かるときに、上方の腕は完全伸展し、
伸ばした手の真下に踏み切り足のつま
先を置かなければならない。これが唯
一の正しい踏み切り姿勢である。この
姿勢がわずかでも変化すると、その後
の跳躍において選手は何らかの埋め合
わせをせざるをえない。三角筋と上腕
三頭筋の活動によって、右腕が頭上で
十分に伸展していれば、正しい姿勢を
とることができる。この腕の動きを広
背筋と大胸筋が補助する。左大腿は大
殿筋とハムストリングスの活動によっ
て伸展し、左下腿は大腿四頭筋によっ
て伸展する。

トライアングルコンセプト
　突っ込みが適切であれば、もう一つ
の三角形は、ポールと肩と両腕（図３）
で形成される。棒高跳びの選手は、踏
み切り動作を行う間、この三角形を完
全な形で保持したまま、それを前上方
へと移動させるように努めなければな
らない。それによってポールの加速が
始まる。この完全な三角形の保持は、
上半身の筋群、特に上腕二頭筋、上腕
三頭筋、大胸筋、および左の三角筋の
等尺性筋活動により可能となる。
　ポールは、上側の手から「負荷」（圧
力）が加えられるまで、ボックス内で
湾曲することも回転することもない。
ポールに正しく負荷がかかれば、ポー
ルは正しく湾曲し、回転する。適切に
負荷をかけることができる正しい踏み
切り姿勢はただ一つしかない。それ以
外の姿勢では、選手による埋め合わせ
が必要となる。しかし、踏み切りに失
敗した選手が良い結果を達成した場合
は、誤った踏み切りとその埋め合わせ
動作によって大きな矛盾が生じるた
め、傷害を負う可能性が増大する。

図３　踏み切り（トライアングルコンセプト）
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跳躍：
　助走、突っ込み、そして踏み切りが
うまくいけば、その結果、選手は地面
から跳ね上げられるように感じる。こ
のとき右腕は、真っ直ぐ伸ばしたまま
である（身体重心をポールの最上部か
ら離す：メトロノーム効果）。左腕は
ポールの湾曲に合わせて自然に伸展す
る（図４）。この動きは、上腕二頭筋、
上腕三頭筋、三角筋、広背筋、大胸筋
の安定化活動によって行われる。左
腕を真っ直ぐに伸ばした結果として、
ポールが湾曲するわけではない。過去
15年間、おそらく他の何によりも、こ
の誤った主張によって、高い潜在能力
を持つ多くの棒高跳び選手が悪影響を
受けてきたのである。
　跳躍局面は、ポールをさらに加速す
るためだけに使われる。右腕と左脚（踏
み切り脚）を長く伸展させることによ
り、重心はポールの最上部から遠くに
留まる。
　頭部、胸部、および股関節は自然な
アライメントを保つ。この姿勢では、
腹部の筋力がきわめて重要である。頭
部を後ろへ倒そうとしてはならない。
この動きは、単に股関節を前に押し出
すだけである（図５）。つまり、タイミ
ングがカギである。いつ跳躍局面を終
わらせ倒立を始めるべきか、そのタイ
ミングは練習で身につける以外にはな
い。跳躍局面がより長く、より力強け
れば、それだけ高くジャンプできる可
能性がある。
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図５　跳躍局面の終了
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倒立：
　ポールに十分なスピードがついたら、
選手は自分自身の回旋速度をさらに上
げなければならない。そうすれば、選
手は逆立ちの姿勢をとることができる。
高く跳び越えるためには、この垂直姿
勢が絶対に必要である。メトロノーム
の原則を忘れなければ、選手が両腕を
引けば重心はポールの最上部に近づい
てしまい、せっかく増したポールのス
ピードを止めてしまうことを理解でき
るだろう。したがって、選手は長いて
こ（左脚部）を短くすることによって回
旋速度を上げる。これは股関節屈筋群
と腹部の筋群の活動により達成される。
この力を上部の手へと伝えることで、
身体スピードが速くなり、股関節が引
き上げられる。膝を胸部に引きつける
だけでは十分ではない。回旋は始まる
が、股関節が低い位置のままでは、選
手はポールの前方（マット側）へと回旋
してしまう。つまり、身体重心の下方
にポールが位置するような、垂直な倒
立姿勢をとるにはいたらないであろう。
選手は完全な逆転姿勢をとるように努
める。すなわち、ポールが身体重心を
通って身体側面を二等分するように、
両肩の真上に両股関節が位置するよう
にしなければならない（図６）。この姿
勢は僧帽筋、広背筋など、上背部の筋
群の活動により可能となる。

伸展：
　棒高跳びの選手は、ポールが今まさ
に垂直になろうとしているときに、股
関節を上方に伸展させる。肩を後下方
に落とすことによって、身体を完全伸
展させる（図７）。

ターン：
　両手の位置が約18 ～ 21インチ（45 ～
53cm）離れていることにより、身体重
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図７　伸展
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心がポールの上方にある限り、選手は
容易にターンできるはずである（図７）。
ターンが困難な選手（初心者）は、それ
以前の突っ込みと踏み切りまで遡り、
なぜ重心がポールより前方（マット側）
に流れてしまったのかを見極める必要
がある。正しい姿勢をとることさえで
きれば、「引く」「押す」などの古い用語
は、現代の正しい棒高跳びでは全く無
用である。ポールに十分なスピードが
つき、エネルギーが貯えられていれば、
選手は無理に引いたり押したりする必
要はなく、ポールの先端から文字どお
り飛び出すだろう（図８）。
クリアランス：
　忘れてはならないことは、上手なク
リアランスはそれ以前の動作によって
決まるということである。バランスが
悪く、アライメントの不適切なクリア
ランスは、その前の跳躍局面における
不正確なテクニックが原因である。

　コーチと選手は、結果ではなく、原
因に対してトレーニングを積まなけれ
ばならない。

トレーニングプログラム
　棒高跳びにおいては、パワークリー
ン、オリンピックスタイルのクリーン、
スナッチ、ハングクリーンまたはハン
グスナッチなどの全身運動が、きわめ
て重要である。全身の強化以外に、ウェ
イトルームで費やすことのできる時間
はあまり多くはない。
　単独にトレーニングすべき筋群は、
膝屈筋群（ハムストリングカール）と股
関節屈筋群（ニーレイズ）であり、若干
の基本的な体幹の運動も必要である。
実際のところ、筋力トレーニングセッ
ションでは、リハビリテーションの目
的を除けば、その他の筋群を単独でト
レーニングする必要はない。
　選手は、棒高跳びに関連するすべて

の活動を遂行するためには、堅実な筋
力向上ルーティンに従わなければなら
ない。毎日の練習と定期的な試合は、
選手に十分な筋力を要求する。十分な
筋力があれば、トレーニングからの回
復のため、また傷害予防のために役立
つのである。
　今日の棒高跳びで最も重要な要素は
スピードである。選手もコーチも、ス
プリンターとなるためのトレーニング
に何よりも関心を向ける必要がある。
　同程度に重要な２番目の要素はテク
ニックである。本稿で論じたように、
適切なタイミングと姿勢が身について
いなければ、たとえ最速、最強のアス
リートでも、一貫性のある、最高レベ
ルのパフォーマンスは困難だからであ
る。◆

From NSCA Journal ：Volume 9,　
Number 2, pages 5-8, 78-80. 1987.

表１　棒高跳び　プレシーズン

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1. ウォ－ムアップ

2. 2-3マイルファルトレク

3. 筋力トレーニング

4 .ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 3-5マイルファルトレク

3. 8×200ストライド

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 2-3マイルファルトレク

3. 筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 3-5マイルファルトレク

3. ポールスプリント

　（アプローチ）

4. 突っ込みのテクニック

5. 12-15×75ヤードス

　プリント

6. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 2-3マイルファルトレク

3. 筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

1.ウォ－ムアップ

2. 5-7マイルファルトレク

3. ウォ－ムダウン

日曜：休息

筋力トレーニング 筋力トレーニング 筋力トレーニング
1. パワークリーンまた

　はジャーク

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

6. バックハイパーエク

　ステンション

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

6. バックハイパーエク

　ステンション

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

6. バックハイパーエク

　ステンション
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表２　棒高飛び　屋外　試合期

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1. ウォ－ムアップ

2. 跳躍のテクニック　

　（ショートラン）

3. 10-15×75ヤード

　フライングスタート

4. ウォ－ムダウン

1.ウォ－ムアップ

2. 6×15mアクセレ　

　レーションラン

3. 筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 助走トレーニング

3. 体操

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 跳躍のテクニック　

　（ロングラン）

3. 筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 助走テクニック

　（軽め）

3. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 試合

3. 土曜または日曜に

　筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

日曜：土曜または日曜

　に筋力トレーニング

筋力トレーニング 筋力トレーニング 筋力トレーニング

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

6. バックハイパーエク

　ステンション

1. ハイプル

2. ベンチプレス

3. レッグカール

4. ヒップフレクサー

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. レッグカール

4. ヒップフレクサー

表３　棒高跳び　屋内　試合期前半

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1. ウォ－ムアップ

2. 跳躍のテクニック

3. 10-15×60ヤード

　スプリント

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 助走テクニック

3. 筋力トレーニング 

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 突っ込みのドリル

3. 体操

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 跳躍のテクニック

3. 筋力トレーニング 

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 助走テクニック

　（軽め）

4. ウォ－ムダウン

1. ウォ－ムアップ

2. 試合

3. 筋力トレーニング

4. ウォ－ムダウン

日曜：休息

筋力トレーニング 筋力トレーニング 筋力トレーニング

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

6. バックハイパーエク

　ステンション

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. スクワット/ヒップ

　スレッド

4. レッグカール

5. ヒップフレクサー

1. パワークリーン

2. ベンチプレス

3. レッグカール

4. ヒップフレクサー


