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要約
　ラグビーユニオンは現在、高校
レベルの選手人口を増やしている

競技である。ラグビーユニオンは

筋力、パワー、スピード、アジリ

ティ、持久力が要求され、コンタ

クトとコリジョンを伴うスポーツ

でありながら必要最小限の防具し

か用いないという点でユニークで

ある。このコンタクトは特定の傷

害を引き起こし、選手生命を縮め

る原因となる。全般的に、ラグビー

ユニオンの傷害発生率は、アメリ

カンフットボール、サッカー、ま

たはバスケットボールに比べて決

して高いわけではない。本稿では、

頸椎の筋系を強化することで高校

ラグビー選手の傷害発生リスクを

低減し、パフォーマンス向上を助

けるエクササイズを紹介する。

序論
　ラグビーはペースの速いコリジョン
スポーツであり（1,4）、サッカーとア
メリカンフットボール、レスリングの
要素を兼ね備えている。競技にはアメ
リカンフットボールと同じ形のボール
を使い、このボールは持って走るか
キックするかでしか前進させることが
できない（1,4）。味方へのパスは、横
方向か後方のみに限られている（4）。
敵の選手はボールキャリア（ボールを
持った選手）にタックルすることが許
されている（6）。アメリカンフットボー
ルと違い、タックル後にプレーを阻止
することは許されない。タックル中に
ボールキャリアが地面に倒れた場合、
タックルされた側の選手はボールを手
放し、タックルした側の選手は相手の
選手を放し、両選手ともタックルから
離れなければならない。この間、双方
の選手は敵を押しのけてボールを獲得
しようと試み、これによりラックを形

成する（4）。ラックの結果、誰かがボー
ルを獲得して前方へ走り出す、または
味方にパスすることで攻撃が新たに開
始される（4）。
　ラグビーユニオンの試合は、分析に
よっていくつかのフェーズ（局面）に分
けられる（3,5,6,10）。先ほど説明した
流れはルースプレーと呼ばれる。ルー
スプレーのもう一つの例がモールであ
る。モールは、ボールキャリアが前進
を阻止され、それでも立った状態を保
持している場合に形成される。味方の
選手たちはボールとボールキャリアを
守り、前進させようとする。一方、敵
方の選手たちはこの前進を阻止しよう
とモールを形成する（4）。
　その他の試合要素に、スクラムや
ラインアウトからなるセットピース

（セットプレー）がある。これらは軽度
の反則があったり、ボールが競技エリ
ア外へ出たりした場合に試合を再開す
る方法である（3,4,12）。中でもスクラ
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ムは、多くの人にとってラグビーを象
徴するものである。スクラムで試合を
再開する場合には、８人の選手（フォ
ワードまたはパックと呼ばれる）が決
まったフォーメーションで組み合う。
敵方のチームも同じようにして、両グ
ループが互いにぶつかり合う。スクラ
ムハーフ（アメリカンフットボールの
クォーターバックに相当）がボールを
両パックの間に投入すると、両パック
はボールを奪い合う。最終的にボール
はどちらかのパックの後方から出て、
攻撃が開始される（4,12）。
　ラインアウトはボールが競技エリア
外に出た場合に行われる。両チームの
パックが競技エリア内の、ボールが外
へ出た地点に対して直角をなす線に
沿って並ぶ。１人の選手が両パックの
間にボールを投げ入れると、選手たち
はジャンプしてボールを獲得しようと
する（4）。試合はそのほか、ペナルティ
キック、コンバージョンキック、およ
びペナルティプレーによって構成され
る（4,5,6,10）。
　試合中、フィールドに出られる選
手は１チーム15人である（4）。選手は
フォワード（パック）とバックス（バッ
クライン）に大別される（4）。フォワー
ドの主な仕事は、ルースおよびセット
プレーでボールを奪い、バックスがそ
のボールを使って攻撃できるようにす
ることである（4,6）。ただし、ボール
を運び、得点をあげる行為はどの選手
が行ってもかまわない（4）。多くのチー
ムはこの誰でもボールを持てるという
点を利用して、フォワードをバックス

（バックライン）を支援する攻撃組織に
組み込んでいる（4）。身体的にフォワー
ドはバックスに比べて体重が重く、身
長が高い傾向にあり、一方のバックス
は攻撃に必要なスピードに優れている

（6,9,10）。

　ルースおよびセットプレーにおい
て、選手は自分の身体を使って敵から
ボールを奪うことを求められる。その
ためには、脚で踏み込みながら肩を低
くして相手にぶつかっていかなければ
ならない（4）。この行為では、肩と頸
椎に大きな圧力がかかる可能性があ
る。例えば、シニアレベルの競技で
は、スクラムの前列にいる選手の頸椎
に600kgを超える圧縮力がかかってい
る可能性があるという計測結果が出て
いる（12）。ルール改正によってスクラ
ムの威力を軽減し、危険なプレーを禁
じる規則の遵守をより徹底させること
で、試合で非常に有益な影響が出てい
る（7,11,15）。同様に、コーチおよびレ
フェリーに対する教育プログラムの質
が向上しており、試合のルースおよび
セットフェーズにおける適切な機械的
テクニックの指導と実践に役立ってい
る（7,11,15）。

傷害発生率
　米国の学齢期および高校生選手の試
合を分析した結果、試合時間の大部分

（41％）がルースプレーに費やされて
いた（5）。また、16 ％がスクラムに、
13％がラインアウトに費やされてい
た（5）。残りの試合時間は、コンバー
ジョンキック、ペナルティ、および
ラック／モールに費やされていた（5）。
米国の高校ラグビーでは、傷害の大多
数がルースプレー中に発生し、それは
タックルされたときに31%、タックル
したときに29.7 ％との調査結果が出
ている（5）。また、全傷害の51.2％が
別の選手との衝突によって、24.1 ％
が地面との衝突によって発生している

（5）。米国の男子高校生選手では、傷
害の22.8 ％が肩甲帯または首に発生
している。女子選手では12.2％であっ
た（5）。

傷害の生理学的考察
　傷害の大多数が試合のタックル局面
で発生している。その原因は、未熟な
タックル技術やタックル中の不適切な
頭部の位置にあると考えられている

（7,9,16,17）。具体的には、頭部を下げ
た（軸上への負荷）状態でタックルす
ると、頸椎に重篤な傷害が発生する
可能性が非常に高くなる。アメリカン
フットボールと同様に、首と肩の筋量
および筋力が全体的に増大した選手で
は、衝撃力に耐えることが可能とな
り、したがって傷害の発生率は下がる
ことが研究によって示唆されている

（2）。また、この種の傷害は、選手に
疲労の影響が現れる、もしくは選手が
慣れないポジションでプレーする試合
の後半で発生する傾向が高いことを
示すかなり多くのエビデンスもある

（5,7,9,12,16,17）。
　セットピースにおけるタックルとエ
ンゲージ（スクラムの組み合い）の適切
なテクニックは、アメリカンフット
ボールやアイスホッケーで指導される
ものと非常に近い（11）。エンゲージを
行う際、頭部は上げた状態で衝突しな
ければならず、また股関節を肩より高
くしてはならない（4）。特にタックル
のときは頭を上げた状態を保ち、タッ
クル動作および適切なプレーへの対応
をしやすくする必要がある（4）。その
際、頭は相手の身体の外側へ出してお
かなければならない。そうすること
で、タックルの機械的効率を高められ
る（4）。この姿勢は、レスリング選手
がダックアンダーやダブルレッグ・テ
イクダウンを行う際の姿勢に似てい
る。指導に際しては、適切に行われる
タックルでは頭が相手の股関節の外側
にあって、なおかつ股関節と同じ高さ
になければならないことを示す言葉と
して、「cheek to cheek」（自分の頬と
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相手の尻を寄せ合うように）というフ
レーズが考案されている（4）。

エクササイズ選択の論理的根拠
　選手は経験を積むにつれて体格が発
達し、そのことが傷害発生率の低下に
つながるという研究報告がある（7）。
これについては、身体のトレーニング
要求への適応と、起こり得る自然淘汰
の観点から議論できる。ラグビーにお
ける頸椎と肩への傷害発生メカニズム
を考えた場合、それら領域の筋量と
筋力を増大させることは、傷害予防に
非常に役立つ可能性があると考えられ
る。このことは高校生選手にとっては
特に重要である。そのためエクササイ
ズは首、肩、僧帽筋上部、および中背
部を強化するものを選択しなければな
らない。

首のエクササイズ
　エンゲージで衝突する際、首の筋系
は等尺的に働くことで、合力に対して
頸椎を安定させている（12）。したがっ
て、首を鍛えるトレーニングが選手に
利益をもたらすのは当然のことであ
る。あらゆる筋力強化方法と同様に、
最も重視すべきは安全性である。頸
椎の場合、それは主に可動域の限界ま
で動かす姿勢、例えば、あらゆる種類
の負荷をかけた状態での極端な屈曲や
伸展を避けることを意味する。頸椎に
可動域の限界で長時間、過度の負荷を
かける状態を強制すると、頸椎椎間関
節と頸部椎間板の損傷によって首に早
期の変性変化が生じる可能性がある

（13,14）。そのため、以下に紹介する
エクササイズは首が極端な姿勢になら
ないように行わなければならない。
等尺性エクササイズ
　立位または座位で、上体を直立させ
た姿勢をとる。片手を頭の側面に当て

て内側方向へ力を加え、その動作に首
の筋系で抵抗する（写真１）。これを反
対側、および前屈（写真２）、伸展（写
真３）、および左右への回旋（写真４）
の各方向でも繰り返す。筋活動は各方
向とも５～ 10秒間保持し、１回のセッ
ションにつき最高５回繰り返す。
ウォールブリッジ
　等尺性エクササイズに、部分体重負
荷を取り入れたエクササイズである。
壁に向かい、タオルなどのクッション
をあてがって壁に額をつける。壁にも
たれかかり、両足と額だけで身体を支
える（写真５）。この姿勢を最長30秒
間保持し、２回繰り返す。壁につける
頭の位置を変えることで、側屈（写真
６）および伸展（写真７）にも同様に対
応できる。
レスラーブリッジ
　首を鍛えるエクササイズでは高度な
部類に入る。レスリング選手がしばし
ば首の強化に用いるこのエクササイズ
は、フロントブリッジとバックブリッ
ジの２種類に分けられる。フロントブ
リッジではまず四つ這い姿勢をとり、
額を床面（あるいはマットなどのクッ
ションを敷いた床面）につける。膝は
床から離し、両足と額だけで身体を支
える（写真８）。バックブリッジも同様
で、まず膝を曲げた仰臥位の姿勢をと
る。そこから体重を後頭部に移し、同
時に股関節を床面から持ち上げていく

（写真９）。ただし、過度に背中を反ら
して首に大きな負荷をかける必要はな
い。この姿勢を先のウォールブリッジ
と同じ時間と回数で保持すると、頸部
筋系の筋力と筋量の増大に、非常に効
果的である（8）。

首のエクササイズの漸進
　いかなるレジスタンストレーニング
エクササイズも、適切に実施しないと

急性、慢性いずれかの傷害を引き起こ
すおそれがある。このことは、頸椎を
強化するエクササイズではいっそう重
要かもしれない。頸椎の関節はコリ
ジョンスポーツの多大な負荷にも耐え
られるが、関節が限界まで圧迫され、
関節間が閉じているような姿勢では負
荷に耐えられるようにできていない。
そんなことをすれば傷害発生は確実で
ある。したがって、首のエクササイズ
を行う際には、常に首が極端に屈曲ま
たは伸展した姿勢にならないよう注意
しなければならない。もしそのような
姿勢になる場合は負荷が大きすぎるた
め、エクササイズを修正して負荷を軽
減するか、もっと負荷の少ないエクサ
サイズを選択すべきである。
　本稿では、エクササイズを漸進的な
流れに沿って紹介している。最初は自
分で等尺性の力を加えるエクササイズ

（立位／座位の等尺性エクササイズ）、
次に部分体重負荷で等尺性の力を加え
るエクササイズ（ウォールブリッジ）、
そして最後が全体重負荷で等尺性の
力を加えるエクササイズ（レスラーブ
リッジ）である。また、これらのエク
ササイズでパートナーに力を加えても
らうと、等尺性の外的負荷を確実に追
加できるが、それについては本稿では
取り上げない。
　選手が１つのエクササイズを、安定
した首の姿勢を保ったままで１回10
～ 30秒間、最低10レップを楽に行え
るようになるまで、決して次へ漸進し
てはならない。次へ漸進したら、選手
が可動域の限界で首に負荷をかけない
よう注意する。選手がそのような姿勢
を修正できない場合は前のエクササイ
ズに戻し、レップ数や姿勢の保持時間
の増大を図るほうがはるかに安全であ
る。
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写真１　等尺性の側屈 写真２　等尺性の屈曲

写真３　等尺性の伸展 写真４　等尺性の右回旋

写真５　ウォールブリッジの屈曲 写真６　ウォールブリッジの側屈
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僧帽筋上部のエクササイズ
　僧帽筋上部は、ここまでに紹介したエクサ
サイズからも多くの仕事量を得られるが、こ
の筋を単独で強化して上半身および頸部の筋
量増大を図る方法もある。胸の高さまで持ち
上げるシュラッグ、パワーシュラッグ、およ
びアップライトロウなどの一般的なエクササ
イズがこの筋の強化に非常に効果的である。
また、これらのエクササイズはバーナー症候
群などの腕神経叢の傷害予防にも非常に有益
である（1）。

上肢帯のエクササイズ
　上肢帯の筋力と筋量を増大させることも、
先の「傷害の生理学的考察」のセクションで述
べたような上四分の一半身の傷害を予防する
上で役立つ。このような目的に非常に効果的
なのが、チェストプレス／ベンチプレス、ロウ、
オーバーヘッドプレス、およびディップスな
どのエクササイズである。プログラムの作成
にあたっては、上肢帯の前部と後部の筋系を
バランスよく強化するよう留意しなければな
らない。前部と後部の筋群で強度、エクササ
イズの数、および量を均等にする必要がある。

結論
　米国の高校ラグビーは、全般的にアメリカ
ンフットボールよりも傷害発生率の低い競技
である。首と肩への傷害の性質と発生メカニ
ズムを考えた場合、そのような傷害の発生を
予防するためには、競技規則の遵守を徹底さ
せ、適切で安全な競技テクニックを指導し、
選手の体力強化とコンディショニングを行う
必要がある。ストレングス＆コンディショニ
ング専門職はその専門分野から考えて、この
ような傷害の予防にあたる人材として理想的
である。エクササイズを選択し、基本となる
エクササイズプログラムを作成することは、
傷害予防の確かな基盤となり得る。このこと
は、独特な要求のある競技において選手の個
人的リスクを最小限に抑え、なおかつ潜在能
力を最大限に発揮させる上で役立つ。◆

写真７　ウォールブリッジの伸展

写真８　レスラーブリッジ（フロント）

写真９　レスラーブリッジ（バック）
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Greg Frounfelter：ウィスコンシン州ウォー
パ ン に あ るAgnesian Healthcare, Waupun 
Memorial Hospitalのスタッフ理学療法士兼
認定アスレティックトレーナー。
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HFJ2010　NSCAジャパン主催セミナーのご案内
　民間フィットネスクラブ関係者、公共施設関係者、企業の福利
厚生担当者、学校・病院関係者、福祉関係者およびその他一般など、
10,000名以上の来場が見込まれるフィットネス業界最大の展示会
である『ヘルス＆フィットネスジャパン（HFJ）2010』が、６月16
日（水）から18日（金）までの３日間、東京ビッグサイトを会場に開
催されます。NSCAジャパンは下記要項にて、主催セミナーを開
催いたします。ご希望の方は、HFJ実行委員会事務局までお申し
込みください（右記問い合わせ先参照）。

【開催日程】
　2010年６月17日（木）

【会場】
　東京国際展示場『東京ビッグサイト』（東京都江東区有明3-11-1）

【時間帯、講師名】
　①13：00 ～ 14：30　福井 勉　　[講演]
　②15：00 ～ 16：30　阿部 良仁　[実技]

【演題】
①筋負担をフォームからみる観察方法について～関節モーメン

トの視覚的把握方法～
②高齢者を対象とした筋力トレーニング～自体重トレーニング

指導における留意点～

【講師略歴】
① 福井 勉（フクイ ツトム）

文京学院大学保健医療学部　教授
文京学院大学スポーツマネジメント研究所所長

②阿部 良仁（アベ リョウジ）
NSCAジャパン事務局長, MS, CSCS＊D, 認定検定員
　

【受講料】
　１講座につき4,000円　
　※当日参加5,000円（空席がある場合のみ）

【CEU】
　１講座につき0.15CEU（カテゴリー A）

【受付期間】
　４月下旬より受付開始予定

【申し込み、問い合わせ】
ヘルス＆フィットネスジャパン実行委員会事務局
TEL：045-316-5387　　FAX：045-290-1222

E-mail：tfc@touzin.co.jp　　HP：http://www.hfj.jp/

※申し込み、問い合わせ先はNSCAジャパン事務局ではありません。


