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生体エネルギーのニーズに目標を合わ
せ、オーバートレーニング、トレーニ
ング不足、および不適切なトレーニン
グを監視し修正することが必要である
（1,3,5,8,12）。有益な適応と試合におけ
るスピードの向上を促進するために
は、プログラムの柔軟性、非線形のト
レーニングサイクル、さらに選手との
開かれたコミュニケーションに重点を
置かなければならない（8）。

野球の試合のための
スピードトレーニング
　最大筋力（＞85% 1RM）とパワー（力
と速度の積）の向上は、ランニングス
ピード（一定の距離を走る最短時間）と
初期および移行期の加速度（速度の変
化率を示すベクトル量）の向上にとっ
てきわめて重要である（1,3,4,11,12）。
SzymanskiとFredrickが述べているよ
うに（11）、野球における初期加速度は、
スタート位置から、または打撃直後か
ら最初の15 m（49.12フィート）で生じ、
移行期の加速度はその後の16 ～ 30 m
（52.5 ～ 98.43フィート）で生じる。残
念ながら、野球選手は、試合中のどの
時点においても、決して最大速度（31
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要約
　プロチームのスカウト、大学野
球のコーチ、そしてエリート・サ

マーリーグのコーチは、60ヤー

ド（約55m）ダッシュのパフォーマ

ンスによって、選手の試合でのス

ピードを評価することが多い。野

球では競技条件と競技面積に制限

があるため、選手は最大直線速度

に達することはできない。最大直

線速度は、102フィート（約30m）

以上走ったときに初めて測定でき

る特性である。したがって、野球

における加速トレーニングは、直

線速度の最大化よりも、むしろ攻

撃的な走能力の向上を主眼とした

トレーニングとなる可能性がきわ

めて高い。本稿の目的は、トレー

ニングを初期および移行期の加速、

リードからの加速（盗塁）、および

曲線加速の３つの要素に分けて、

その方法と要点を解説することで

ある。
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はじめに
　野手のトレーニングにおいては、基
本的要素として野球に特異的なスピー
ドとパワーとアジリティ（加速、減
速、方向転換）が重要である。プログ
ラムを作成する場合、その特異性は運
動の大きさ、運動面（前額面、矢状面、
および水平面）、守備位置によって決
定される（3,11）。ストレングスコーチ
は、チームのコンディショニングプロ
グラムを各選手に合わせて調整し、パ
フォーマンスにおける各選手のニーズ
を満たすために、積極的に試合を観戦
すべきである。試合を観察することに
よって、塁間距離を直線的に走る頻
度、側方・前方・後方・回転系の最大
走運動（守備位置と試合状況に支配さ
れる）、ヒットを打ったときや盗塁の
ときの停止やスタートのメカニズムが
明らかになってくるであろう。
　野球のための年間運動トレーニング
プログラムを作成するときには、同時
に筋力トレーニングプログラムも考慮
しなければならない。筋力トレーニン
グとスピードトレーニングの両方を理
論的なフォーマットに従って体系的に
構成すること、そして試合期の前に、
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～ 60 m〔約102 ～ 197フィート〕の間
で生じる）に達することはない。塁間
の走運動は曲線的であり、また塁間で
走る直線距離は90フィート未満である
ため、その間に最大速度を発揮するこ
とや神経筋を活性化することは不可能
だからである（11,14）。
　従来、選手のスピードの測定基準
として、60ヤード（180フィート/約
55 m）ダッシュのタイムが用いられ
てきた（5）。しかし、試合中の走距離
や盗塁の状況を考えると、60ヤード
ダッシュが選手の試合中のスピードを
正しく表しているとは言えないだろ
う（5,11）。Colemanによると（5）、Jeff 
Bagwell（Houston Astros 1Bの選手）
は、60ヤードダッシュのタイムは7.0
秒であったが、１塁から３塁まで（60
ヤード=180フィート/約55 m）を6.80
～ 6.85秒で走ったという。
　試合中のスピードの測定結果と伝統
的な60ヤードダッシュの測定結果との
このような相違は、ストレングスコー
チや野球コーチ、プロチームのスカウ
トに対し、伝統的な最大速度の測定以
上に加速度（試合のスピード特性）に重
点を置くべきであることを示唆してい
る。試合中のスピードの基準に関して
は、打撃後、内野安打になるかダブル
プレーを回避するために必要な平均速
度は、左打ちの打者で平均 4.0～4.2秒、
右打ちの打者で平均 4.1～4.3秒である
（5,11）。１塁から３塁、および２塁か
らホームベースまでのタイムは７秒以
下で、平均 6.8～6.9秒である（5）。
　３つのパートに分かれた本稿の目的
は、盗塁、１塁線上のダッシュを含め
た初期および移行期の加速度、さらに
２塁や３塁へ進塁するための曲線ス
ピードの向上を目的として作成され
た、「試合スピード」のためのコンディ
ショニングドリルを紹介することであ

る。

パート１：初期および移行期の加
速度トレーニング
　スタート位置（盗塁のための第１
リードまたは横方向への第２リー
ド）からベースに向かっての加速
が、最高速度を出すことよりも重要
であることはおそらく間違いない。
Verkhoshanskyによると（14）、加速と
は、最短時間でエネルギーを産生する
点で、選手にとって最も高度な身体特
性である。運動ニューロンおよび対応
する筋線維（タイプIIx速筋線維）の活
性が高まることによって、細胞内でア
デノシン三リン酸（ATP）が最大限に
活用され、その結果、身体は大きな
筋力を発揮できる（1,14）。身体活動に
よって産生された大きな筋力が地面
に働くと、逆向きの地面反力が生じ、
それが前方への推進力に転換される
（4,14）。本来、体重に対して走者がピー
ク筋力と地面反力を素早く伝える能力
は、より大きな相対的加速（加速度＝
発揮筋力/体重）に寄与する（4）。
　最大筋力を発揮する神経筋の動員
は、α運動ニューロンの発火頻度の段
階的な増加、運動単位の動員、および
運動単位プールの線維特性によって決
定される（1,14）。サイズの原理により、
運動単位は最小単位から最大単位へと
順次動員される。したがって野球チー
ムのストレングスコーチは、神経筋系
が最大運動単位を最短時間で動員でき
るように、加速トレーニングのエクサ
サイズを注意深く選択しなければなら
ない（1,3,14）。

加速トレーニングの概念：プライオメ
トリック-予備活動
　プライオメトリック－予備活動
（PPA：plyometr ic -preparatory 

actions）を実施することによって、直
線加速度および身体を回旋させた後の
直線加速度を強化できる（7）。PPAの
伸張局面の直後には、筋の受動的収縮
要素の短縮性ストレッチ（伸張）が増大
することによって弾性エネルギーが素
早く伝達され、同時に短縮による反動
を増強させる（1,3,8,14）。結局、強力
な予備的ストレッチ－ショートニング
サイクルを応用することは、直進運動
を行うとき、身体が地面に対して大き
な短縮性張力を発揮することに役立つ
（1,3,8,14）。PPAで取り入れる走距離
は、初期および移行期の加速における
ストライド頻度やストライド長の自然
な変化、さらに時間的変化に対応す
るために、10 m、15 m、20 mおよび
30 mを交互に繰り返すべきである
（4,11,14）。
　パワー発揮や加速、さらに剪断力
や圧縮力の吸収に必要な力のために、
PPAの導入前に、選手は適切な動作
能力と基礎筋力を獲得していなければ
ならない（8,10）。一般的なガイドライ
ンとして、整形外科的傷害がないこ
と、またバーベルスクワットの相対
的筋力比（挙上重量を体重で除した値）
が1.5以上であることが提唱されてい
る（10）。Shinerらが述べているように
（10）、低強度のプライオメトリックト
レーニングを行うのもよいだろう。事
前トレーニングとして基本的な動作プ
ログラムを行い、適切なランニングテ
クニック、姿勢、ストライド頻度、減
速、方向転換などの能力を向上させる
必要がある。スプリントの基本を確実
に身につけていなければ、減速時に身
体に一層大きな負担がかかることは明
白であろう。安全上の注意として、圧
縮負荷を低減するために、PPAトレー
ニングは衝撃吸収力のあるサーフェス
上で行い、競技グラウンドで実施する
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場合には、スリップの危険性を低下さ
せるために摩擦力を高めるスパイク
シューズを履くべきである。雨天に
PPAを行うことや、芝生のない砂利
の上などの危険な場所でPPAを行う
ことは、絶対に避けなければならない。
スクワットジャンプ・スプリント

　スクワットジャンプ・スプリント
（SJS）（図１）は最低限行っておくべき
PPA運動（三関節屈曲－三関節伸展＊

を行いスプリント姿勢で着地する）で
あり、その後のトレーニングを成功さ
せるための基本テクニックの習得に用
いる。ストレングスコーチは、適切な
着地法をいくら強調してもしすぎるこ
とはない。着地法は、トレーニングの
漸進と将来のトレーニング成功のため
にしっかりと定着させる必要がある。
バランスの良い優れた着地をするため
には、対側（右腕と左脚あるいは左腕
と右脚）の上下肢運動を行いながら関
節を屈曲させることにより、着地の衝
撃を和らげなければならない。そして、

加速に必要な力発揮のために、力強い
腕と脚の動きをできる限り素早く行わ
なければならない。
リバーススクワット・ジャンプ・スプ

リント

　リバーススクワット･ジャンプ・ス
プリントはSJSを漸進させたエクササ
イズであり、後方へ左右交互に180°回
転しながらSJSを行う。繰り返すが、
加速度の向上のためには、着地法の訓
練と最適化が必要である。
トリプルジャンプ・スプリント

　これは、３回連続でバウンドしてか
らスプリントを開始する動的PPAで
ある。選手は、ハムストリングスの傷
害を招くおそれのある、スタート前の
過度の伸張性負荷を避けるために、バ
ウンドの距離を伸ばすことは避けなけ
ればならない。その代わり、選手は加
速段階に備えて、垂直方向により高く
跳ぶべきである。
ラテラルホップ・スプリント

　ラテラルホップ・スプリントは、左

右へのステップ動作からスプリントを
行うものであり、回旋加速力と力の伝
達を調整する。これらの加速力および
力の伝達は、脚部外側から始まり、外・
内腹斜筋、僧帽筋、前鋸筋、菱形筋そ
して肩外側の三角筋後部へと伝わって
いく。方向転換の活動は、前方加速を
生み出すときの強力な股関節の内旋と
外旋とが相乗的に組み合わさって生じ
る。
シャッフル・ホップ・シャッフル

　シャッフル・ホップ・シャッフルは、
横方向（前額面動作）におけるPPAに
適用される推進力の増大をもたらす。
この特定のドリルは、第２リードに取
り入れられる。選手は、着地時の強力
な肩の外転、およびシャッフルの長さ
（左右両足の間隔）を増減させないこと
に集中する。
マウンテンハイカー・スプリント

　マウンテンハイカー・スプリント（図

２）は、立ち上がりながら加速力を生
み出す。このドリルでは、軸足と遊離

図１　（A） スクワットジャンプ・スプリント（SJS）の中間姿勢と、（B） SJSの着地姿勢
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＊トリプルジョイントフレクション－エクステンション：足関節・膝関節・股関節を同時に屈曲した後、
　一気に伸展を行いジャンプを行う爆発的動作。
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足を適切なポジションに入れ替えなが
ら行う（対称的な動き）。これにより、
選手は、両脚をリード足としてコン
ディショニングできる。ドリルの初期
には、ストライド長より頻度を強調し
なければならない。
キャッチャースプリント

　キャッチャースプリントは、キャッ
チャーのために作成されたトレーニン
グである。ランナーを補殺（送球によ
りアウトにすること）するときのよう
に、キャッチャーは楽にかがんだ姿勢
からPPAを行い投球姿勢に移り、着
地した足ですぐにスプリントする。こ
の動きは、しゃがんだ姿勢からの投球
において活用する床反力が強調される
ため、捕球と投球の流れを通して加速
の調整力を促進する。
バーピースプリント

　バーピースプリントは、身体の重心
を地面から急速に加速する複雑な運動
である。選手は腕立て伏せの姿勢で伏
臥位になる。膝を勢いよく胸部に引き
寄せてしゃがんだ姿勢に戻りながら、
爆発的なプッシュアップを行い、グラ

ウンドでのプライオメトリック活動を
調節する。しゃがんだ姿勢から直ちに
続けて爆発的なスクワットジャンプを
行い、着地後に直線的に加速する。こ
のPPAではスクワットジャンプが後
半部分であるため、着地動作はSJSの
後半部分と同様の調整力が必要とされ
る。

加速トレーニングの概念：静止姿勢の
克服
　ドリルを慎重に選択することによ
り、選手が様々な静的準備姿勢をとる
ことを通して、全身の大きな質量の慣
性モーメント（直線加速および角加速
に対する抵抗）を克服しなければなら
ない状況を作り出すことができる。ド
リルには、知覚的合図（視覚または聴
覚）を取り入れてもよい。選手は、合
図を知覚した瞬間に直線運動または角
運動を爆発的に行い、身体部位の重量
や各関節や筋組織の解剖学的関係、さ
らに重力を克服するために大きな力を
発揮する。このトレーニングの合図
は、例えばピッチャーのモーションを

盗む場合、または牽制球の暴投の際に
１塁コーチの合図に反応する場合など
と同じ働きをする。パフォーマンス上
のニーズとしては、力の相乗作用と最
大加速が重要である。したがって、距
離は５～ 10ヤード（約4.5 ～９m）に設
定すべきである。
ゲットアップ・シリーズ

　仰臥位または伏臥位をとり、両手を
真っ直ぐ前方、または後方に伸ばす。
選手は合図に反応して、完全な静止姿
勢からすぐに立ち上がり、前方と上方
への動きを調節する。地面近くから質
量中心（CM）を引き上げて加速する能
力は、走塁、守備、捕球中に身体を加
速する、野球に特異的な運動へと転移
する。
ラテラル･グランドホップ

　片膝立ち姿勢（対側の膝は地面につ
け、腕は前後に振る姿勢をとる）から、
前側の股関節を爆発的に伸展、外転さ
せて、横方向にホップする（図３）。
ニーアップ

　矢状面で両膝立ち姿勢になり、両腕
を背中に回してかかとの上に座る。こ

図２　（A）マウンテンハイカー・スプリント（MHS）のスタート、 （B） MHSの中間姿勢、および（C） MHSの対側対称性ターン
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の姿勢から、全身のバランスをとりな
がら、急速に体幹を前傾し、素早く両
腕を上に振り上げて、股関節を屈曲し
ながら両足で立ち上がる。この動作は
２つの部分からなり、まず重心（CG）
を地面から引き上げて、次にスクワッ
トの姿勢から膝と股関節を伸展させ
る。
ニーアップ・プラス

　矢状面で両腕を後ろに回して片膝立
ちになり、後方の地面についた膝を素
早く引き上げて、身体を上方へと強力
に推進する。空中で前方にあった立て
膝を引き上げて、先程まで後方にあっ
た脚で着地する。したがって、選手は
空中で両脚を加速しなければならない

（図４）。

加速トレーニングの概念：低速から高
速へ
　選手は、試合の特定の場面で、ゆっ
くりとした準備動作から素早い加速を
始める必要がある。例えば１塁や３塁
の走者がバントに反応する場合や、３
塁走者がホームに向かって第２リード
をとり、コンタクトプレーで得点する
場合などである。次のドリルは、この
ような慣性特性が低い状況下で（CM
の移動がすでに始まっているときに）、
CMを加速することを目的に作成され
ている。同様に、このようなドリルを
用いるときは、地表からCMまでの垂
直距離も一定に保たれる。
・ウォークスプリントは、まず歩行か
ら始め、次に素早く直線的に加速す
る。ストレングス＆コンディショニ
ング（以下、S&C）専門職は、選手が
力強い加速を開始するまでに進む歩
数を独断的に決定できる。同様に、
このドリルは衝撃性が低いため、ス
プリントの距離を変化させてもよ
い。選手は命じられてから加速を開

始してもよいし、選手にあらかじめ
加速する前の歩く歩数を指示してお
いてもよい。

・ウォークバック・スプリントは、ス
タートラインのほうを向いて、選手
がフィニッシュラインから開始す
る。選手はスタートラインに向かっ

て前方へ歩き、合図に応じて素早く
身体を反転し、フィニッシュライン
まで加速しながら前進する。両足の
コンディショニングを行うために、
反転する際に、左右どちらへ回るか
を指示してもよい。

・バックワード・ウォークスプリント

図３　（A） ラテラル・グランドホップ（LGH）の開始姿勢と、（B） LGHの推進局面

CEU Quiz 関連記事

図４　（A） ニーアップ・プラス（KUP）における地面につけた膝の急激な加速と、
（B）KUP の立て膝の加速
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（BWS）では、選手はS&Cコーチと
対面してフィニッシュラインに立
ち、スタートラインに向かって後ろ
向きに歩く。適当なときに、S&Cコー
チは前方へ加速するように合図を送
る。

・フォワードジョグ・スプリントは、
10ヤード（９m）ジョギングし、10
ヤード全力疾走し、さらに10ヤード
のジョギングと10ヤードのスプリン
トを行って終了する。

・バックワードジョグ・スプリントは
BWSに似ているが、それは後ろ向
きのジョギングから前方への加速を
調整するときにハムストリングスに
よる制動力を効かせる点で似てい
る。適切な後ろ向きのジョギングは、
体幹の屈曲と組み合わせて、頭部を
前方に移動し顔がつま先の真上にあ
る状態で走る必要がある。これによ
り、選手はより効率的に減速して停
止し、前方への加速が可能となる。

パート２：リードからの加速（２盗）
　著者自身の観察によると、２塁へ盗
塁するとき、第１リードからの運動パ
ターンには、大学生、アマチュア、プ
ロのレベルで様々な相違が見られる。
走者は、盗塁のスタートを切るために、
リードフット（２塁側の足）をラグフッ
ト（１塁側の足）と交差するように指導
されることが多い。この動作は、「ク
ロスオーバーステップ」スタートと言
われるが、あまり効果的でないことは
明らかである（4）。同様に、第１リー
ドの姿勢も、股関節の屈曲や脊柱の伸
展、膝の屈曲や腕の位置などに様々な
角度の違いが認められる。関節角度と
身体部位の位置は、大抵、各選手が楽
だと感じるようにあらかじめ決めら
れ、身体に染み込んでいる。学術誌を
見ても、現時点では、盗塁の際の関節

の位置やスチールスタートの運動学に
ついて、その効果を明らかにした研究
は見られない。
　人間の運動に対する解剖学的抵抗に
関しては、CMを加速させようとする
場合に克服しなければならない主な力
は、直線慣性および慣性の角運動量
（部位の重量とその慣性モーメント）で
ある（15）。すなわち、慣性特性は人体
計測学的な特性であり、したがって
その変化はきわめて小さい。各部位の
重量と長さが大きく変化しないのであ
れば、運動抵抗を検証する際、姿勢お
よび安定性を増大させる姿勢の効果と
が主な焦点となるだろう（15）。盗塁ス
タート時の素早い動きを生み出す選
手の能力の相違は、身体のCGの移動、
CMの地面からの鉛直距離、および支
持基底面（BOS）にある。BOSとは、身
体のCMによって生じる運動の垂線と
鉛直に交わるスタンス幅を指す（15）。
基本的に、CGの位置とCGの下部に加
えられる質量を評価することは、それ
らと身体のBOSとの間には相互作用が
あるため、盗塁に関する運動学の科学
的研究に必要な枠組みを提供する。
　１塁走者が、BOSを広くとり、膝が
内側に入り（外反位）、手を低く下ろし、
体幹を90°以上屈曲させることによっ
てBOSの外側で体幹の重量を支えてい
るのを見ることは、決して珍しいこと
ではない。最初の運動をもたらす固有
感覚の反応と運動感覚の覚醒に関する
限り、第１リードは選手ごとに全く異
なるだろう。しかし、最大加速を達成
する最良のチャンスを身体に与えよう
とするときに、検討すべき留意点がい
くつかある。

スタンス
　安定性の増大（肩幅以上にBOSを広
げ、膝と股関節を屈曲してCGを下げ

る）、運動に対する摩擦と抵抗の増大
（膝の外反）、そして腕の重量を加える
（BOS内のCGより低い位置に両手を置
く）ことは、加速度を低下させる原因
となる可能性がある。走塁コーチは、
選手を観察し、どのような組み合わせ
が楽な動作で最も大きな加速度をもた
らすのかを見る必要がある。もしリー
ドの姿勢により、選手が回転から直線
運動に移るときに大きな努力を払って
いる（２塁方向へ進むときに、屈んだ
姿勢から上方への強力な動きを必要と
している）場合には、一層注意が必要
である。重要なことは、走者は最初
に高い位置から姿勢を下げるのではな
く、むしろ低いスタンスから始めて、
加速力を発揮しながら徐々に姿勢を起
こすことである（4）。選手が水平面に
対して最適な水平傾斜（約45°）を達成
するときに筋力や時間を無駄にしてい
ないかを見極めるには、ビデオ分析が
最良の手段であるかもしれない（4）。
同様に、S&Cコーチは、調和のとれ
た盗塁のスタート動作の一貫性と効率
性とを維持できるように、選手のコン
ディショニングを行う必要があり、そ
のための適切なエクササイズを選択ま
たは作成する必要がある。また同時に、
地面からおよそ45°の角度で最大加速
を達成するためのコンディショニング
も必要である（4）。以下のような、地
面から頭部までの身体部位の評価を行
うことにより、スタートから最大加速
に移行する最良の姿勢を獲得するため
のパフォーマンスを導き出せると思わ
れる。
・足の位置：肩幅よりやや広いスタン
スをとり、右足をやや開いて２塁方
向に向けた姿勢から動作を開始す
る。左足は真っ直ぐホームプレート
に向けて、回転時の足の軌道を確保
するため、右足よりやや前に置く。
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・脛骨の角度：膝を足の真上にそろえ
てバランスをとり、左右の動きに対
する抵抗を減少させる。

・膝の屈曲：大腿四頭筋の動的な短縮
性筋力は、膝を55 ～ 60°に屈曲して
いるときに最大となる（13）。膝の
屈曲角度がこれより大きいとCGが
下がり（回転動作の前により安定性
が増して、上方への動作が大きくな
る）、ピークフォースの発揮までの
時間が長くなるおそれがある。55°
以上に膝が伸展していると、大腿四
頭筋がピークトルクを発揮するとき
の最適な筋長－張力関係を実現でき
ない可能性がある（13）。

・体幹と股関節の屈曲：体幹と股関節
は、BOS内でバランスよく配置しな
ければならない。どちらも屈曲が大
きすぎると、ベントオーバーポジ
ションによる背部伸展トルクの発揮
とハムストリングスへの過剰負荷の
克服が必要となる。背部の伸展と増
加したハムストリングスへの伸張性
負荷（伸展→屈曲→伸展）の両方が、
加速に必要とされる第１リードのバ
イオメカニクス（関節の屈曲→伸展）
に対して追加的な予備動作をもたら
す。

・腕の位置：左手は左の股関節の位
置に、右手は臍

へそ

から約６インチ（約
15cm）に置く。肘は曲げ、肩の力を
抜く。

・頭：頭はニュートラルに保持しなけ
ればならない（図５）。

ファーストステップ
　前述したように、選手の多くがクロ
スオーバーステップを用いることによ
り、前額面から矢状面への運動（水平
面上の運動）を開始する。クロスオー
バーステップでは、最初の力発揮のた
めにラグレッグ（１塁側の脚）への依存

が増大する。一方、スプリンターの走
りを調べると、スタートブロックから
離れるときに両足を使って途方もなく
大きな地面反力を発揮している。クロ
スオーバーステップを用いたスタート
法では、効率的に行わない限り、選手
の片脚（地面反力を生むために地面に
ついている足）の支持時間が長くなり、
それにより発揮できる加速度が低下す
る可能性がある（4）。
　またクロスオーバーステップでは、
選手が同側対称（同じ側の脚と腕を屈
曲）の姿勢をとる傾向がある。このた
め選手は、最大加速を調整するため
に腕を再度構えなおす必要がある（図

６）。結局、良いスタートとは、選手
の頭、関節、そしてCMをできる限り
早く２塁方向へ向けるスタートであ

る。繰り返すが、クロスオーバー法は、
身体を素早く２塁方向に向けるための
最良の方法ではない。
　「プッシュ＆ドロップ」法は両脚支持
（両足で大きな地面反力を産生する）の
機会を増やすことを意図した方法であ
り、一方でCMの推進にはリード脚（右
脚）の力に集中的に依存する。同様に、
腕の軌道と上半身の相乗作用は、直線
加速を始める前の重要な動きとして、
２塁方向に身体を向けることを意図し
ている。強力な屈曲－伸展運動を可能
にするために、２塁方向に全身の関節
を素早く向けることが重要である（4）。
このような関節のアライメントによ
り、前方加速を生み出すために筋群の
動員を最大化でき、外転運動が弱くな
ることを減らす（4）。

図５　１塁でのリードスタンス

CEU Quiz 関連記事



18 October 2009　　Volume 16　　 Number 8

　プッシュ＆ドロップの概念がより優
れた盗塁のテクニックであることは
明らかであると思われるが、科学的
な研究による証明はまだ十分に行わ
れてはいない。上述のリードオフス
タンスからの開始では、２塁方向に
CMを動かすときに、ラグレッグから
「プッシュし（押し出し）」、一方でリー
ドレッグを開いて移動中のCMの後ろ
に「ドロップし（下ろし）」、身体を前方
に推進させることを意味する。移動し
ているCMの後ろに足を開いて下ろす
ことは、屈曲したリードレッグの関節
（足関節、膝、股関節）をCMの下また
はやや後ろに置いて地面のクリアラン
スを最小限にすることによって起こ
る。CMがリードフットの股関節と足
部を越えて移動するときに、ラグレッ

グのエネルギーがリードレッグに伝達
され、選手は両足支持による地面反力
で２塁に向かって勢いよく身体を加速
し始める。盗塁する走者は強力な加速
を続けながら、水平面に対して45°の
角度から適切なスプリントの高さまで
徐々に身体を起こしていく（4）。
　上述した下半身の連続的な動きは、
実際には身体を２塁に向けるための強
力な腕と体幹の回旋動作によって始ま
る。右手を股関節まで強く後方へ引き
ながら、左手を前方に強く押し出すと、
体幹と股関節の回旋が促進される。こ
のような上半身の運動はCMを動かし
たり、最初の対側上下肢姿勢（右脚と
左腕が前に出る）を調整したりする際
のラグレッグの水平外転の効率を向上
させるが、これはクロスオーバース

タートでは時には非能率的である（図

７）。

盗塁のためのコンディショニング
　コンディショニングエクササイズ
は、プッシュ＆ドロップの動作を取り
入れて、選手がCMの水平変位を上手
く行えるようにする。また運動の距離
は、加速時に45°の傾斜を達成する選
手の能力を重視する。次のエクササイ
ズは、その例である。
・ウォーク・イントゥ・スチールドリ
ルでは、クロスオーバーステップを
行い、リードレッグで着地して、両
足の地面反力を使ってスタートを切
る。

・ピボット（PV：旋回）では、３回の
爆発的なPVを行う（プッシュ＆ド
ロップ法）。４回目のPVで、選手は
スタートを切る。

・ミニラテラルバウンド・トゥ・スチー
ルエクササイズは、横方向に小さな
直線移行運動を行い、プッシュ＆ド
ロップ動作から加速するために着地
を調整する。

パート３：曲線加速
　レベルを問わず、プロもアマチュア
も大学生も、野球のスピードトレーニ
ング戦術では、直線のランニングパ
ターンと代謝要求に重点を置くこと
が圧倒的に多い（5,6,11）。しかし走者、
投手、そして外野手は様々な半径の曲
線パターンで走るため、直線運動と組
み合わせて、角運動すなわち求心運
動も考慮に入れることが重要である。
S&Cコーチや野球コーチが実施する
コンディショニングプログラムの大多
数において、走塁は曲線走のテクニッ
クと効率を習得する主要な活動とみな
されている（5,6,12）。
　曲率半径を変えることによって、曲

図６　同側対称性
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線走のパフォーマンスをさらに強化で
きる（2）。曲線走において、選手は直
線軌道からの減速を極力抑えて、慣性
の変化と身体に働く求心力（曲線運動
の弧の中心に向けて働く外部回転力）
に適応するように努めなければならな
い（2）。
　曲線ランニングドリルによって、選
手は足部回外、回内筋の筋力を調整し、
減速と慣性の影響を少なくするための
腕の動きを促進する（2）。ベース間を
走るときには、慣性と求心力に対抗す
るために、内側の足（左足）はいくらか
回外位であるのに対して、外側の足（右
足）はいくらか回内位となる。このよ
うな関節の方向性が適切に地面と接触
し、地面反力を維持することに役立つ
（2）。

　オーバーユース障害の発生を少なく
するために、ドリルは慎重に選択しト
レーニング週に応じて変化させる必要
がある（2）。距骨下関節周辺の動きを
生じさせる筋群の発揮する力を増減す
るために、ドリルには、開放曲線と閉
鎖曲線を取り入れるとよい（2）。さら
に、左右の距骨下関節に関与する筋力
の対称性を実現するためには、両方向
で鍛えることが重要である（足部の回
内/回外）（2）。選手は、適度な摩擦の
あるサーフェス上でトレーニングを行
い、スパイクシューズを履く必要があ
る。このようなドリルを屋内環境で行
う場合は、コーチはすべての選手が横
方向の摩擦と安定性に効果のある適切
なシューズ（底が磨耗していないクロ
ストレーニング用シューズ）を履いて

いること、またコートサーフェスまた
はランニングサーフェスに障害物がな
く、乾いた状態であることを確認しな
ければならない。
　次のエクササイズは、初心者から上
級者までに応用できるドリル例である
（開放曲線から閉鎖曲線のランニング
ドリル）。
・ドロップステップ・アーク（円弧）は、
オープンドロップ・ステップ（小～
中程度の曲率半径）を用いて、曲線
スプリントを始める選手のコンディ
ションを整える（図８）。

・スノーコーン・アークは、直線コー
スでのスプリントから始め、円弧を
走り、再び直線コースを走ってス
タート地点に戻る（中程度の曲率半
径）。

CEU Quiz 関連記事

図７　プッシュ＆ドロップのスチールスタート 図８　ドロップステップ・アークの中程度のカーブ
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・サークルアークでは、完全な円形の
ランニングを行う。曲率半径を変え
ることにより、力発揮を変化させる
（より小さい円から大きな円のラン
ニングに進む）。

・ストレングスバンドトレーニングで
は、弾性抵抗を用いて、距骨下関節
周辺の筋を強化するために、底屈と
背屈、足関節の回内と回外を行う。

ピリオダイゼーションの留意点
　前述したすべてのドリルに関する
エクササイズ処方は、筋力プログラ
ム、スキルトレーニング、試合期の要
求、代謝のニーズなどを調和させて取
り入れなければならない。野球の運動
に必要とされる主なエネルギー源は、
ATP-CP系と速い解糖（15 ～ 30秒の高
強度運動）である（5,11,12）。走運動と
神経筋活動を野球の距離－時間関係と
一致させるために（ホームから１塁ま
では４～５秒、ホームから２塁までは
７～８秒、ホームから３塁までは10
～ 12秒、さらにホームまで１周する
には14 ～ 16秒以上かかる）、運動の持
続時間を両方のエネルギー機構の間で
変化させなければならない。休息時間
は運動強度、レップ（レップ数）、およ
び距離に対応させなければならない。
大抵、シーズンの初期には、ほとんど
の持続時間に対して、特にテンポラ
ンニング（100％未満の努力）に対して
は、１：８の運動休息比で十分である
（5,11）。活動負荷が増大するにつれて、
ATP-CP系のコンディショニングのた
めに１：８から１：12 ～ 20まで運動
休息比を上げるとよいだろう（11）。
　プレシーズンとインシーズンが近づ
くにつれて、低レップ、高強度のエク
ササイズを特徴とするトレーニングデ
ザインを用いる。またトレーニング
セッションの長さは20 ～ 25分を超え

てはならない。プロ野球では、コンディ
ショニングを基本的なスキルのエクサ
サイズの前に実施することが多い。そ
の目標は、日々ピークに近づくよう準
備を行い、試合前に疲労を蓄積しない
ことである。シーズン中を通して神経
筋の状態を一定に保つためには、多量、
低強度の努力でトレーニングするより
も、むしろ100％で少量（４～６レップ）
のランニングを行うほうが適切であろ
う（5）。
　トレーニングに対する反応とオー
バートレーニングの傾向はきわめて個
人差が大きく、シーズン中はより少な
い運動を希望する選手がいる一方、さ
らに大きな刺激を欲する選手もいる
（8）。選手が自分の総運動量と運動ニー
ズについて認識していない場合には、
選手とのコミュニケーションと試合ス
ピードの測定によって、プログラムの
評価と調節のための基本情報を提供す
べきである。
　オフシーズンのトレーニングは、非
線形のパターン（強度の変化）が最も適
している。これにより選手は、中枢神
経系の疲労、オーバーユース障害、代
謝の非効率性を克服するための高負荷
と低負荷のトレーニングを経験するこ
とができる（8）。繰り返すが、選手と
のコミュニケーションとドリルのス
ピード測定によって、ストレングス
コーチはプログラムの作成に柔軟に対
応し、どこで量や強度を増やし、トレー
ニング量を減らすべきかを理解できる
だろう（表１～３、オフシーズン、プ
レシーズン、インシーズン)。

おわりに
　プロ野球の見地から、球団のマネジ
メントの責任者や担当者は、選手が示
した統計的な数値と実際の競技能力と
を合わせて、将来の野球選手の評価を

行う。選手は、候補者プールの中か
ら、パフォーマンスの将来性とすでに
証明されている実力の両方によって球
団から指名されるのである。選手の身
体的また精神的な特質を評価する場合
は、試合における行動や心理に加えて、
熟達した、また予測可能なツールやス
キルを、試合で実際に行う能力も評価
される。野球選手の試合中の態度や感
情の制御は、一体となって「選手特性
（player make-up）」と言われる無形の
パフォーマンス要因を構成する。ツー
ルの基準に関しては、この特定の判定
領域には、走る、投げる、守備、さらに、
あらゆる方向へ打ち分ける短距離ヒッ
ター、またはパワーヒッターといった
能力などが含まれる。４～５種類の異
なるスキル特性が優れている選手はい
わゆる「ツール」選手に属すが、彼らが
共通にもっている特徴のひとつがラン
ニングスピードである（9）。「ナンバー」
選手とは、統計的数値では優れている
が、プロ選手としての高い身体的ツー
ルの組み合わせに欠けている候補者群
を指す。ナンバー選手は、しばしばす
でに大学での経験を積んだ年長の選手
であり、大学レベルで才能が証明され
ている選手と比べても、出塁などの攻
撃面で十分に高い能力を発揮する。こ
れらの候補選手は、大抵スピードと守
備能力が不足していることが多いが、
その点は、攻撃力を重視する球団に
とって重要とはみなされない場合があ
る（9）。
　これらの両方の有望選手群に関し
て、スピード、パワー、俊敏性、方向
転換能力を最大限に高めることは、選
手の価値やチームの勝利要因を最も確
実に向上させる方法である（5,12）。よ
り速く、より運動能力に優れた野手は、
守備でヒットを阻止することで相手の
進塁を阻止できる。攻撃では、２盗の
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表１　非線形で柔軟なトレーニングの構成内容（11月から1月）

＃週目：１レップの経過時間（例：＜５秒、運動は５秒内で完了する）

＃日目：週毎のトレーニング日に対応するドリルを行う

SBT 2×20：常に一定のエクササイズ処方

３日目：すべてのスプリントタイム／距離は前方ランニング要素

２日目：（セット数×レップ数）

スクワットジャンプ・スプリント（SJS） ラテラル・グランドホップ（LGH） キャッチャースプリント（CS）

リバーススクワット・ジャンプ・スプリント（RSJS） トリプルジャンプ・スプリント（TJS） バーピースプリント（BS）

ラテラルホップ・スプリント（LHS） シャッフル・ホップ・シャッフル（SHS） ニーアップ（KU）

ゲットアップ・シリーズ（GU） マウンテンハイカー・スプリント（MHS） ニーアップ・プラス（KUP）

ウォークスプリント（WS） ウォークバック・スプリント（WBS） バックワード・ウォークスプリント（BWS）

フォワードジョグ・スプリント（FJS） バックワードジョグ・スプリント（BJS） ウォーク・イントゥ・スチール（WIS）

ピボット（PV） ミニラテラルバウンド（MLB） ドロップステップ・アーク（DSA）

スノーコーン・アーク（SCA） サークルアーク（CA） ストレングスバンドトレーニング（SBT）

11月

・第１週＜５秒、第２週＜４秒、第３週＜３秒、運動休息比 1：10

１日目：SJS、RSJS、LHS、GU（１週：３レップ）（２週：６レップ）（３週：９レップ）

２日目：LGH、KU、KUP、PV、MLB、DSA（１週：４×４）（２週：４×３）（３週：４×２）

・第１週＜前進14秒、第２週＜前進11秒、第３週＜前進７秒、運動休息比１：20

３日目：WS、FJS、BJS、SBT 2×20*（１週：２セット）（２週：２セット）（３週：２セット）

４週目：回復－90フィート／ 28mダッシュの測定（試行３回のベストタイム）

12月

・第１週＜５秒、第２週＜４秒、第３週＜３秒、運動休息比 1：10

１日目：SJS、LHS、TJS、GU、CS、BS（１週：２レップ）（２週：４レップ）（３週：６レップ）

２日目：LGH、KU、KUP、PV、WIS、MLB、DSA（１週：６×４）（２週：５×３）（３週：４×２）

・第１週＜前進14秒、第２週＜前進11秒、第３週＜前進７秒、運動休息比 1：20

３日目：WS、FJS、BJS、CA（直径30フィート／９m）、SCA、SBT 2×20（１週：２セット）（２週：２セット）（３週：２セット）

４週目：回復－90フィート／ 28mダッシュの測定（試行３回のベストタイム）

１月

・第１週＜５秒、第２週＜４秒、第３週＜３秒、運動休息比 1：10

１日目：SJS、LHS、TJS、GU、CS、BS（１週：６レップ）（２週：６レップ）（３週：６レップ）

２日目：LGH、KU、KUP、PV、WIS、MLB、DSA（１週：６×３）（２週：５×３）（３週：４×２）

第１週＜前進14秒、第２週＜前進11秒、第３週＜前進７秒、運動休息比 1：20

３日目：WS、FJS、BJS、CA（直径20フィート／６m）、SCA、SBT 2×20（１週：３セット）（２週：２セット）（３週：３セット）

４週目：90フィート／ 28mダッシュの測定（試行３回のベストタイム）
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成功率が高い選手は大多数の盗塁に
成功するので、チームにとって0.50本
のヒットと同じ価値を持つはずである
（9）。同様に、内野ゴロやダブルプレー
コースでも出塁できる優れた能力、シ
ングルヒットで２塁を陥れる能力、相
手がボールをお手玉したときにも進塁

できる能力は、選手の得点能力をさ
らに高める（9）。野球にかかわるS&C
コーチは様々な方法でチームの勝利に
貢献できるが、チームの得点能力と走
塁阻止能力を高めることはまさしくそ
の方法の１つである。◆
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表２　非線形で柔軟なレーニングの構成内容（２月から３月）

＃週目：１レップの経過時間（例：＜５秒、運動は５秒内で完了する）

＃日目：週毎のトレーニング日に対応するドリルを行う

SBT 2×20：常に一定のエクササイズ処方

３日目：すべてのスプリントタイム／距離は前方ランニング要素

２日目：（セット数×レップ数）

スクワットジャンプ・スプリント（SJS） ラテラル・グランドホップ（LGH） キャッチャースプリント（CS）

リバーススクワット・ジャンプ・スプリント（RSJS） トリプルジャンプ・スプリント（TJS） バーピースプリント（BS）

ラテラルホップ・スプリント（LHS） シャッフル・ホップ・シャッフル（SHS） ニーアップ（KU）

ゲットアップ・シリーズ（GU） マウンテンハイカー・スプリント（MHS） ニーアップ・プラス（KUP）

ウォークスプリント（WS） ウォークバック・スプリント（WBS） バックワード・ウォークスプリント（BWS）

フォワードジョグ・スプリント（FJS） バックワードジョグ・スプリント（BJS） ウォーク・イントゥ・スチール（WIS）

ピボット（PV） ミニラテラルバウンド（MLB） ドロップステップ・アーク（DSA）

スノーコーン・アーク（SCA） サークルアーク（CA） ストレングスバンドトレーニング（SBT）

２月

・第１週＜５秒、第２週＜４秒、第３週＜３秒、運動休息比 1：10

１日目：MHS、LHS、SHS、CS、GU、CA（直径20フィート／６m）（１週：６レップ）（２週：６レップ）（３週：９レップ）

２日目：LGH、KUP、PV、MLB（２×10ヤード／９m）、WIS（２×10ヤード／９m）、DSA（２×15ヤード／ 14m）SCA（２×15ヤード／
14m）、（１週：３×３）（２週：３×３）（３週：３×３）

・第１週＜前進14秒、第２週＜前進11秒、第３週＜前進７秒、運動休息比 1：20

３日目：DSA、WS、FJS、BWS、BJS、WBS、SBT 2×20（１週：２セット）（２週：３セット）（３週：３セット）

４週目：回復－90フィート／ 28ｍダッシュの測定（試行３回のベストタイム）

３月

・第１週＜５秒、第２週＜４秒、第３週＜３秒、運動休息比 1：10

１日目：SJS、LHS、TJS、GU、SHS、BS、CA（直径15フィート／ 4.5m）（１週：２レップ）（２週：２レップ）（３週：４レップ）

２日目：LGH、KUP、PV、MLB（5×10ヤード／９m）、WIS（5×10ヤード／９m）、DSA（2×15ヤード／ 14m）、SCA（2×15ヤード／ 14m）（１
週：３×２）（２週：３×２）（３週：３×２）

・第１週＜前進14秒、第２週＜前進11秒、第３週＜前進７秒、運動休息比 1：20

３日目：DSA、WS、FJS、BWS、BJS、WBS、SBT 2×20（１週：１セット）（２週：２セット）（３週：３セット）

４週目：回復―90フィート／ 28ｍダッシュの測定（試行３回のベストタイム）
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表３　非線形で柔軟なトレーニングの構成内容（４月から９月）

スクワットジャンプ・スプリント（SJS） ラテラル・グランドホップ（LGH） キャッチャースプリント（CS）

リバーススクワット・ジャンプ・スプリント（RSJS） トリプルジャンプ・スプリント（TJS） バーピースプリント（BS）

ラテラルホップ・スプリント（LHS） シャッフル・ホップ・シャッフル（SHS） ニーアップ（KU）

ゲットアップ・シリーズ（GU） マウンテンハイカー・スプリント（MHS） ニーアップ・プラス（KUP）

ウォークスプリント（WS） ウォークバック・スプリント（WBS） バックワード・ウォークスプリント（BWS）

フォワードジョグ・スプリント（FJS） バックワードジョグ・スプリント（BJS） ウォーク・イントゥ・スチール（WIS）

ピボット（PV） ミニラテラルバウンド（MLB） ドロップステップ・アーク（DSA）

スノーコーン・アーク（SCA） サークルアーク（CA） ストレングスバンドトレーニング（SBT）

・インシーズンの反応はきわめて個人差が大きい（コミュニケーションを奨励）
・プロ野球の試合スケジュールに基づく（週６～７試合）
・プレーオフ中の最大回復を奨励する
・試合のある週は最低２日の休息が必要
・神経筋トレーニングの目標（試合前の疲労を最小限度に抑える）
・圧縮力の低いPPA（プライオメトリック-予備活動）を選択する

月曜（15分、すべて10ヤード／９m）：GU 2×、LHS 2×、MHS 2×、PV 2×、WIS 2×

火曜（15分）：WS（１×14秒）、BJS（２×７秒）、FJS ２回

水曜：休息

木曜（15分）：20ヤード／ 18m DSA 2×、40ヤード／ 36m DSA 2×、60ヤード／ 55m DSA 2×、SBT １×20

金曜（15分、すべて10ヤード／９m）：LGH 5×左右、SHS 2×、BS 2×、MLB 4×、WBS（２×11秒）

土曜（15分）：15ヤード／ 14m BJS 5×、90フィート／ 28mダッシュ 2×（トレーニング状況を把握するために毎週タイムを測定する）

日曜：休息
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