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要約
　ストレングス＆コンディショニ
ング専門職は、上半身の筋組織の

力や速度特性の改善に、上半身の

プッシュ＆プル運動を利用する。

ただし、誤った動作がパフォーマ

ンスに与える影響や、競技や競技

特異的トレーニングにおいてオー

バーユース障害が蔓延しているこ

とを考えると、負荷を増加させる

前に、アスリートの上半身の運動

能力をスクリーニングするべきで

ある。そのようにすることで、非

効率的で傷害をもたらす誤った運

動方法に気づくことができるであ

ろう。

を向上させるようなプログラムをデ
ザインするときには、筋組織が関与
する運動パターンを考慮して、上半
身のプッシュまたはプルに分類され
るエクササイズを利用する。ただ
し、身体パフォーマンスの向上をめ
ざすプログラムを処方する前に、ア
スリートの運動能力をスクリーニン
グするべきであることが示唆されて
いる（6,22,23）。運動のスクリーニン
グを行うことによって、S＆C専門
職はアスリートの運動能力に応じた
適切な負荷レベルを見極めることが
可能になる。つまり、バイオメカニ
クス的にはもっともらしく見える運
動パターンによる過剰負荷で生じる
傷害を最小限に留めることができる

（22,23）。運動のスクリーニングは、
S＆C専門職にとって比較的新しい
職務である。従来は、スポーツ医
学専門職によって身体の構造や機能
の測定評価が行われてきた（18,33）。
ス ポ ー ツ 医 学 的 評 価 に お い て は、
個々の関節における、可動域と構造
的な弱化、つまり運動障害をチェッ

クする（18,32,33）。個々の単関節運
動の評価は、医療診断目的において
は有効である。しかし、複合的多関
節運動であるパフォーマンスに関す
る情報はほとんど得られない。S＆
C専門職の仕事は、複合的多関節運
動を処方して、アスリートが競技的
要求を満たすことができるようにす
ることである。したがって、運動の
スクリーニングとは、S＆C専門職が
定期的に処方する複合的基本運動を
アスリートがいかに行うかの情報を
与えるものでなければならない。ス
トレングストレーニングプログラム
において通常処方される多関節運動
は、７つの基本パターンに分類され
る。すなわち、スクワット、ランジ、
上半身によるプッシュ、上半身によ
るプル、ベント、ツイスト、および
シングルレッグの各種パターンであ
る。エクササイズ処方前に基本パ
ターンをスクリーニングすることに
よって、S＆C専門職はどのパターン
が大胆に挑戦させてよいものか、ど
のパターンが特別な注意を払う必要
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序論
　競技および競技特異的トレーニン
グにおいて上半身を利用することは
少なくない。ストレングス＆コン
ディショニング（以下S＆C）専門職
が、上半身の筋組織の力や速度能力
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があるかを識別することができる。
アスリートの運動能力に明らかに影
響を及ぼす因子は数多く見出されて
いる。たとえば注意力、筋長の変化、
筋力、筋のスティフネス、そして運
動の反復と姿勢保持から生じる筋の
動員パターンである（33）。
　本稿では、スクリーニングを目的
とした、上半身のプッシュ＆プル運
動の運動力学と運動学を検討する。
本稿では、標準的なプッシュアップ

（図１）と自重ベント＆プル（図２）
の２つの自重エクササイズを紹介す
る。この２つのエクササイズは上半
身のプッシュ＆プルのメカニクスを
鍛えるものであるが、どの年齢のア
スリートにも実行可能であり、S＆C
専門職に対してアスリートにおける
上半身の運動能力に関する予測情報
を与えてくれる。

上半身の運動能力
　著者らの観察によると、多くのS
＆Cプログラムは前額面および矢状
面で行われるプッシュ＆プルエクサ
サイズから構成されている。たと
えば、オーバーヘッドプレスを行
うプッシュエクササイズ（ダンベル
オーバーヘッドプレス、ミリタリー
プレス、ハンドスタンドプッシュ
ア ッ プ な ど ）は、 前 額 面 で 行 わ れ
る。プッシュアップやベンチプレス
は、矢状面で行われるプッシュエク
ササイズである。プルアップとシー
ティッドケーブルプルダウンは、前
額面で行われるエクササイズであ
る。ベンチロウ、スパインプルアッ
プ、ダンベルロウは、矢状面で行わ
れる一般的なプルエクササイズであ
る。多くのS＆C専門職は、前額面
よりも、矢状面で行われるプッシュ
エクササイズで負荷を上げる傾向に

ある。その理由の一つとして、前額
面で行うプレスエクササイズは、肩
の傷害を引き起こしやすいという誤
解が挙げられるかもしれない。実施
されるエクササイズのタイプと傷害
発生率との間の、実際の因果関係を
見極めることは困難である。しかし、
肩の傷害、痛み、機能障害の大多数
は、特定のエクササイズではなく、

むしろ誤った動作が原因であると考
えられている（25,31）。

上半身の運動能力のスクリーニン
グにプッシュアップと自重ベント
＆プルを利用する理由
　上半身の運動能力のスクリーニング
を目的として本稿で紹介するエクササ
イズは、矢状面で行われる。選択した
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図１　（a,b）適切なプッシュアップテクニックでは、頭部を中心線に沿って安定させ、
肩を下げて耳から離す。脇を閉めて、下背部と殿部はニュートラルな位置を保つ。
脚部は殿部とアライメントを保ち、安定させる。

図２　自重ベント＆プルのテクニック。写真内の数字は開始姿勢から完了姿勢を表す。
開始姿勢と完了姿勢では両手を頭上に上げる（１）。体を前傾して、腕が肩の真下
にくるように下げる。腕を引いてプル運動を行う（２と３）。腕を再び下ろし（４）、
次に両手を頭上に挙げて開始姿勢に戻る（５）。
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この２つのエクササイズは、すべての
運動面を直接的に鍛えるわけではな
い。しかし、鍛えられる筋組織は、個々
の解剖学的平面における運動に貢献す
る。標準的なプッシュアップ（すなわ
ちプッシュアップ）は、負荷をかけて
肩甲帯を鍛える一般的な上半身のプッ
シュエクササイズである。これは学習
曲線が比較的小さく、負荷を調整すれ
ばトレーニング初級者から上級者ま
で利用できるエクササイズである（6-
9,12,14-17,24,26,31,33）。両手両足を接地
してプッシュアップを行う際に発揮さ
れるピークフォースは、自重の70％
に等しい（15）。修正されたプッシュ
アップ（両膝を接地する、あるいは、
両手を膝や足よりも高い位置に置く）
はより少ない力発揮で行うことが可能
であり、自重の70％を支持できない場
合に代替エクササイズとして利用でき
る。
　自重ベント＆プルは、ベントとプル
の２つの運動パターンを含む混合エク
ササイズである。ベント運動のスク
リーニングに関してはあらためて取り
上げる予定であり、本稿では詳述しな
い。自重ベント＆プルは、プルのメカ
ニクスを効果的に鍛えると著者らは考
える。自重ベント＆プル中の負荷は、
プッシュアップと比べるとはるかに小
さいが、最小負荷によってプル運動を
スクリーニングすることは有益であ
る。プッシュアップでは、負荷下にお
ける肩甲骨周囲筋の筋力と制御に関す
る問題が生じやすい。著者らは、負荷
下における運動パターンが不適切な姿
勢を示し、本来の適切な運動方法をア
スリートに意識させることにならない
ケースを見てきた。自重ベント＆プル
は、プル運動における肩甲骨の制御方
法をアスリートに意識させることにお
いて効果的である。

　プル運動のスクリーニングは、ベン
ト運動を含まずとも可能であると考え
られる。しかしながら、複合的運動を
スクリーニングする目的で２つの運動
パターンを組み合わせることには、実
用的な価値があると思われる。ベント
運動を含むプルエクササイズは数多く
存在し（ベントオーバーロウの変形な
ど）、ベントとプルを同時に行うこと
を要求する競技特異的動作も数多く存
在する。また、アスリートが適切なプ
ルの動作と適切なベントの動作を個別
に示しても、２つのパターンが１つの
複合運動になると、実施が困難になる
ケースもある。この問題は、負荷を増
大させる前に判明していることが重要
である。したがって、著者らが考える
ように、上半身のプル運動のスクリー
ニングに自重ベント＆ロウを利用する
ことはきわめて有益である。

スクリーニングの基準
　表１と表２に示したスクリーニン
グの基準は関連文献（1,5-9,11,18,19,21, 

24,25,33）のレビューを根拠にしてい
る。以下ではバイオメカニクス的観点
から、頭部の位置、肩甲帯の動作、体
幹の安定性、下肢の位置が、２つのエ
クササイズのパフォーマンスに多大な
影響を及ぼすことを示す。
　さまざまな頭部の位置が、プッシュ
アップや自重ベント＆プルの運動力学
と運動学に及ぼす影響に関しては、ま
だ研究が不十分である。しかし、運動
中における頭部の位置が体幹の安定性
に及ぼす影響に関する調査は実施され
ている（13）。どちらのエクササイズに
おいても、頭部をニュートラルな位
置に保って動かさないことが重要であ
ると著者らは考える（2,4,21）。頭部は、
顎を下げても（頸椎の屈曲）顎を上げて
も（頸椎の伸展）ならない。実験的デー
タは欠けているものの、肩甲帯の筋の
多くが頭蓋骨と頸椎に付着しているこ
とを考えると、頭部の位置は肩甲帯の
動作に影響を及ぼして、頸椎に不必要
なストレスを与えるであろう。アス
リートが頭部を中心線に沿って安定し

表１　プッシュアップのスクリーニング基準

解剖学的領域 スクリーニング基準 観察位置 しばしば観察される問題

頭部 中心線に沿って安定している 前 下方に突き出ている

肩
後ろへ引かれ、耳から離れて下
がっている

上 耳に向かってすくんでいる

肘 脇が絞まっている 横 脇が開いている

胸椎
ニュートラルである…なめらかに
制御された肩甲骨の動き

上
肩甲骨が翼のように突き出て
いる

腰椎 ニュートラルである 横 伸展している

股関節
足関節、膝関節、肩関節とアライ
メントを保っている

横 下降動作中に下がっている

膝関節
足関節、股関節とアライメントを
保っている

横 曲がっている

足部／足関節 膝関節とアライメントを保っている 横／後 開いているまたは閉じている
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である（7-10,17,19,20,25）。しかし、肩
甲骨の外側面に付着する外在筋である
三角筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋は、
肩甲上腕関節に粗大運動を提供するた
め、ないがしろにされるべきではない

（19）。ローテーターカフの内在筋（図

４）は、肩甲骨の表面全体に付着して
おり、上腕骨頭を関節窩に押しこむこ

た位置に保てない場合、スポーツ医学
専門職による首と肩の筋組織の評価が
必要であり、頭部を支持し肩甲帯に付
着する筋のストレッチや強化を目的と
するエクササイズを実施するとよいと
考えられる。
　肩甲帯は、上半身の運動を促進する
ことにおいても、非効率的な運動戦略
を検出することにおいても重要な役割
を果たす。プッシュ＆プル運動のスク
リーニング基準は複雑なものではな
い。しかし、誤った運動がアスリート
の長期的健康とパフォーマンスにもた
らす悪影響を正しく認識するために
は、肩甲帯の構造と機能の基本的理解
が重要である。
　肩甲帯は、胸鎖関節、肩鎖関節、肩
甲上腕関節、および肩甲胸郭関節から
構成される複合構造体である（図３）。
肩甲胸郭関節と肩甲上腕関節は、上半
身の運動の質的なスクリーニングを行
うにあたってきわめて重要であること
が判明している（19,20,25）。肩甲胸郭
関節は肩甲骨と胸郭、および安定性と

運動性をもたらす筋群によって構成
されている。肩甲骨とは胸壁に沿って
存在する扁平骨である。機能デザイン
上、胸壁に沿って滑らかに動くことが
可能であり、表面積が広く、多くの筋
が付着する（19,33）。肩甲帯の機能に
関与する筋は多い。中でも最も注意を
引く筋は、僧帽筋、前鋸筋、肩甲挙筋

表２　自重ベント＆プルのスクリーニング基準

解剖学的領域 スクリーニング基準 観察位置 しばしば観察される問題

頭部 中心線に沿って安定している 前 下方に突き出ている

肩 後ろへ引かれ、耳から離れて下がっている 前 耳に向かってすくんでいる

肘 脇が締まっている 横 脇が開いている

胸椎
ニュートラルである…なめらかに制御された肩甲骨の
動き

横／上 肩甲骨の動きがほとんど、あるいはまったくない

腰椎 ニュートラルである 横 屈曲している…股関節ではなく腰椎が曲がっている

股関節 足関節、膝関節、肩関節とアライメントを保っている 前／後 内旋あるいは外旋している

膝関節
足関節、股関節とアライメントを保ち、わずかに曲がっ
ている

前／横 過伸展している

足部／足関節 膝関節とアライメントを保っている 横／後 外側あるいは内側に傾いている

図３　肩甲帯

肩鎖関節

胸鎖関節

肩甲
上腕関節

肩甲胸郭関節
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とによって、肩の運動と安定をもたら
している（19）。
　肩甲帯の機能に貢献している筋の数
の多さは、肩甲帯の複雑さを示してい
る。肩甲骨の位置、肩甲骨の位置に影
響を及ぼす肩甲骨周囲筋、および肩甲
帯の動作に及ぼす肩甲骨周囲筋の影響
の理解に、相当数の研究が捧げられて
いるが、これは驚くべきことではな
い。肩甲骨の運動機能障害は「肩甲胸
郭機能障害」と呼ばれている。肩甲胸
郭機能障害とは、正確に言うと、肩甲
帯の動作に影響を及ぼす肩甲骨の安静
位における変化であり、肩の痛みやイ
ンピンジメント症候群の主たる原因と
考えられている（9,33）。静的姿勢と動
的運動との間に相関関係が存在する
ことは、すでに十分調査されている

（3,18,22,33）。肩甲骨の安静位を見極め
るためには、アスリートの立位を参考
にするとよいであろう（18,22,23）。肩
甲骨周囲筋の筋力低下または活性不十
分であると、肩甲骨の安静位に影響が
認められる可能性がある（9,33）。肩甲
骨が正しい開始位置になければ、肩甲
上腕関節の健全性が損なわれていると
考えられる（33）。肩甲上腕関節が理想
的な運動を行うためには、上腕骨頭が
関節窩の中央に押し付けられていなけ
ればならない（33）。そのためには肩甲
骨周囲筋は、肩甲骨と上腕骨との間で
正しいアライメントと正しいタイミン
グを維持する必要がある（19）。これは

「肩甲上腕リズム」と呼ばれており、運
動中の肩甲骨と上腕骨の関係を指す。
僧帽筋と前鋸筋の共収縮率は、肩甲
上腕リズムに重大な影響を及ぼすと考
えられており、肩の機能障害の有無を
見極めるための重要な要素である（6,-
9,19,33）。非理想的な肩の姿勢の多くは、
肩の機能において、僧帽筋の中部と下
部および前鋸筋と比べたとき、僧帽筋

肩甲下筋

図４　ローテーターカフ

〔前面〕

〔後面〕

棘上筋

棘下筋 棘下筋

棘上筋 棘上筋

小円筋

図５　アスリートの姿勢。垂直線は肩関節、股関節、膝関節と交
差し、足関節のやや前方に位置するべきである。白い曲線
部分が脊柱後弯を示す。
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上部が過剰に発達していることが原因
であると報告されている（17,33）。僧
帽筋と前鋸筋が共に活動すること（す
なわち共同筋作用）は、プッシュアッ
プや自重ベント＆プル中に観察され
る。どちらのエクササイズにおいても
肩が耳の方向へ上昇する際に、僧帽筋
上部における筋活動が大きくなると考
えられる（19,25,31,33）。たとえば、顕
著な脊柱後弯（図５）が認められる場合
は、僧帽筋の中部および下部、前鋸
筋、および肩甲挙筋と比較して、僧帽
筋上部の筋力がかなり強いと考えら
れる（3,18,22,33）。脊柱後弯姿勢は野
球、水泳、水球、テニス、体操、レス
リング、およびバレーボールなど、上
半身の利用がカギを握る競技に参加す
るアスリートに多く認められる（22）。
図６のアスリートは僧帽筋上部が優位
であり、正しい開始姿勢を取ることが
できない。したがって、上半身のプッ
シュ＆プルエクササイズを実施する際
に、肩甲骨の適切なアライメントと機
能を維持することができない。この
アスリートの肩甲骨は、運動のとき
に必要な外転＆内転（protraction and 
retraction）をもたらすために、耳へ向
かっての挙上を余儀なくされている。
このような動作は、関節窩への上腕骨
の押し付けに影響を及ぼすことで、関
節窩における上腕骨のアライメントを
犠牲にすることが報告されており、結
果として、肩関節複合体における筋の
弱化をもたらし、肩甲上腕関節の可動
域を制限する。このような状態が続く
と、肩のインピンジメント病理がもた
らされ、上半身の運動能力にマイナス
の影響を及ぼすことが報告されている

（17,18,33）。したがって、プッシュ＆
プル中における肩の機能のスクリーニ
ング基準として重要なことは、肩を下
げたままにして、耳から離しておける

かどうかである。
　しかし、運動中に肩を耳から離して
おこうとするあまりに、肩甲骨が「硬
直して」見えることは好ましくない。
肩甲骨はあらゆるプッシュ＆プルエク
ササイズにおいて、外転＆内転してい
るように見えるべきである。肩甲骨の
外転＆内転は競技パフォーマンスに
とって重要な運動である。この運動能
力は、一般的な競技特異的動作に関与
する速度、エネルギー、力の近位から
遠位への伝達に影響を及ぼす。たとえ
ば、オーバーヘッドスロー動作におい
ては、産生される総運動エネルギーと
力の半分以上が下肢から生じており、
それが体幹を通じて上部へ伝えられ、
肩、腕、手へと伝えられてキネティッ
クチェーンを完成させる（19）。最も効
果的な体幹前部の筋緊張をもたらすも
のは、肩甲骨の適切な外転＆内転であ
る。それによって、体幹前部において
は伸張性筋活動から短縮性筋活動へ
と、体幹後部においては短縮性筋活動

から伸張性筋活動へと効果的に力が伝
達され、オーバーヘッドスロー、テニ
スのサーブ、水泳のストロークにおけ
るリカバリー局面、および上半身によ
る多くのストレングスエクササイズの
効果的な実施が可能になる（19）。した
がって、上半身によるプッシュ＆プル
エクササイズ中に、肩を耳から離して
引き下げたまま外転＆内転する、アラ
イメントの整った、流れるような肩甲
骨の動きは、前額面または矢状面にお
ける理想的なプッシュ＆プル運動戦略
を示している（6,33）。
　下肢および上肢運動中、体幹筋は力
を産生し、腰椎を安定させるために硬
くなる（15,26,28）。プッシュアップは、
腰椎の安定性を鍛えるための体幹エク
ササイズとして利用されてきた（15）。
Freemanら（15）は、さまざまな種類
のプッシュアップ中に腰椎が受ける力
を調査した結果、腹筋群の活動と腰椎
への負荷は、プッシュアップの強度が
高まるにつれて増加することを見出し

図６　白線部分がプッシュ（a）、プル（b）エクササイズ中
に、肩が耳へ向かって上昇していることを示す。運
動中に僧帽筋が優位であるアスリートに見られる。



20 June 2011　　Volume 18　　 Number 5

た（標準的なプッシュアップとクラッ
ププッシュアップとの比較）。自重ベ
ント＆プルは、アスリート自身が選ん
だ深さで前屈を行い、適切なプル動作
を行うことが求められる。自重ベント
＆プル中の腰椎の運動は、実験的に
調査されてはいない。しかし、負荷時
に屈曲と伸展が腰椎に及ぼす影響を調
査した研究は存在する（26,28-30）。そ
の結果、負荷をかけて腰椎の屈曲や伸
展を行わせるべきではない点で専門家
の意見は一致している。なぜなら、腰
椎に対して剪断力や圧縮力が働くとい
う、負の影響が認められたからであ
る（26,27）。図７は腰椎を伸展させて
プッシュアップを行っている状態を示
し、図８は腰椎を屈曲させて自重ベン

ト＆プルを行っている状態を示す。腰
椎が安定していれば、過剰な屈曲、伸
展、および回旋に対して抵抗できるこ
とが報告されている（26,30）。プッシュ
アップや自重ベント＆プルを実施する
際、腰椎はニュートラルでなければな
らず、伸展、屈曲、回旋させてはなら
ない。ベント運動は下背部ではなく、
股関節から開始されるべきである。体
幹が床方向に前傾するにつれて、殿部
が後方へ移動する。ベント運動を成功
させるためには、膝の過伸展を避け、
ハムストリングの緊張を調節しなが
ら、膝を軽く曲げた状態で行うべきで
ある。プッシュアップや自重ベント＆
プル中に腰椎が伸展、屈曲、回旋する
ことは、腰椎不安定症を呈している可

能性がある。もしくは、アスリートが
運動中にこの部位を安定させる意識が
欠如している場合もあるかもしれない

（15,24,26,30）。屈曲、伸展、回旋に抵
抗できるように体幹トレーニングを行
うことによって、体幹の能力を向上さ
せられる可能性がある。

下半身
　さまざまな脚の位置の違いがもたら
す、プッシュアップや自重ベント＆プ
ルの運動力学および運動学的影響に関
する調査はまだなされていない。しか
し、プッシュアップ中の正しい下半身
の位置は、脚を殿部と一直線に保ち、
動かないことである（2,4,21）。自重ベ
ント＆プルにおいては、脚を殿部と一
直線に保ち、膝を軽く曲げることであ
る。このようにすることで、膝を過伸
展する可能性のあるアスリートの場
合、過剰な圧縮力がかかることを避け
ることができる。プッシュアップや自
重ベント＆プル中にアスリートが脚の
位置を制御できない場合は、スポーツ
医学専門職による詳しい調査が必要か
もしれない。

考察
　プッシュアップや自重ベント＆プル
を利用して、上半身のプッシュ＆プル
運動をスクリーニングする際には、ど
ちらの運動も自然で無理のない方法
で、制御可能な深さで行うようにアス
リートに指示する必要がある。評価者
は、第一に肩、下背部、股関節、およ
び膝に注目し、次に頭部、足関節、足部、
および深さとバランスに注目する。ス
クリーニングを行うにあたって、プッ
シュまたはプル運動の適切な負荷レベ
ルを決定するには、表３と表４を参照
するとよい。表３と表４では、それぞ
れの運動の負荷レベルの漸進を一覧化図８　白い曲線部分が、自重ベント＆プル中の腰椎の屈曲を示す。

図７　白い曲線部分が、プッシュアップ中の腰椎の過伸展を示す。
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表３　プッシュ運動能力の漸進表

指導ポイント
負荷レベル１

補助あり
負荷レベル２

自重
負荷レベル３

外部抵抗
負荷レベル４

伸張性
負荷レベル５

プライオメトリック

頭部が中心線に沿っ
て安定した位置を維
持している

イ ン ク ラ イ ン プ ッ
シュアップ

フロアプッシュアップ 一 般 的 な 上 半 身 の
プッシュアップエク
ササイズ
例： ベ ン チ プ レ ス、
ダンベルプレス、ハ
ン ド ス タ ン ド プ ッ
シュアップ

ドロップ＆スティック
プッシュアップ

エクスプローシブ
プッシュアップ

バンド・アシスティッ
ドプッシュアップ肩を下げて耳から離

す
シングルアーム・イ
ンクラインプッシュ
アップ

クラッププッシュ
アップ

下降中に脇が締まっ
ている

ウェイティッドプッ
シュアップ

エクスプローシブ
スタッガード
プッシュアップ

肩甲骨の動作がはっ
きりしている

バンド・ワンアーム
エクスプローシブ
プッシュアップ

腰椎がニュートラル
で安定している

全可動域を通じて指導ポイントに従ったパターンの実施が可能になってから、次のレベルへ進むこと

するとともに、各運動の難易度を漸進
的に上昇させるようなエクササイズを
挙げている。運動の難易度は、補助あ
り、自重、外部抵抗、伸張性トレーニ
ング、プライオメトリックトレーニン
グの順に上昇する。負荷を漸進させる
目的は、運動の向上を促すような負荷
を与えることにある。言い換えると、
処方されたセット数とレップ数におい
て、守るべきポイントに従って基本パ
ターンを実施できる負荷レベルを利用
することである。レベル１では運動を
補助することによって、全可動域を通
じて運動の完了に必要な力を低減させ
る。レベル２では自重を負荷とする。
レベル３では、自重にフリーウェイト
などの外部抵抗を加える。レベル４で
は、伸張性筋活動を行わせる。これは
アスリートにとって重要なレベルであ
り、中程度から高程度の力発揮を伴う
エクササイズを高速度で実施する場合
に、表３や表４に挙げた守るべきポイ
ントを維持することができるかどうか

がカギとなる。中程度から高程度の伸
張性の力発揮を伴うエクササイズを高
速度で実施する際に正しく行えない場
合は、プライオメトリックトレーニン
グもレベルが高すぎる可能性がある。
レベル５では、プライオメトリックま
たはバリスティックトレーニングに
よって負荷を漸進させる。表５では、
表３と表４で取り上げたエクササイズ
を詳述した。負荷漸進の効果を確か
め、パワー発揮の向上が運動能力を損
なっていないかどうかを確認するため
には、定期的なスクリーニングが必要
である（トレーニングブロックの前後
など）。 

結論
　プッシュアップと自重ベント＆プル
を実施する際には、頭部は中心線に
沿って安定した位置を維持しなければ
ならない。なめらかな肩甲上腕リズム、
すなわち肩甲骨が正しいアライメント
と正確な外転＆内転を示さなければな

らない。また上半身のプッシュ＆プル
エクササイズでは、肩を下げて耳から
離し、肩甲帯の筋が適切なバランスを
示さなければならない。体幹、特に腰
椎はどちらのエクササイズにおいても
ニュートラルで安定した状態を保たな
ければならない。基本パターンに関連
したアスリートの運動能力をスクリー
ニングすることによって、S＆C専門
職は、S＆Cプログラムを処方する枠
組みを得ることが可能になり、当のア
スリートの運動能力に最も適したプロ
グラムをデザインすることができる。
◆
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表４　プル運動能力の漸進表

指導ポイント
負荷レベル１

補助あり
負荷レベル２

自重
負荷レベル３

外部抵抗
負荷レベル４

伸張性
負荷レベル５

プライオメトリック

頭部が中心線に沿っ
て安定した位置を維
持している

ホリゾンタル or スパ
インプルアップ

ホリゾンタル or スパ
インプルアップ

ホリゾンタル or スパ
インプルアップ

ホリゾンタル or スパ
インプルアップ

ホリゾンタル or スパ
インプルアップ

肩を下げて耳から離
す

両足とも床上 胸部に負荷を加える

補助：ストレングス
バンドを利用するか、
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行うことによってプ
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することができる

両足ともボックス上 スパインクイックハ
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クイックハンド
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上
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アップ

プル運動中に脇が締
まっている

バ ー テ ィ カ ル プ ル
アップ

シングルアームプル
アップ
両脚とも床に接地

一般的なホリゾンタ
ルプルエクササイズ：
ダンベルロウ、マシ
ンＴバーロウ、シー
ティッドロウなど

バ ー テ ィ カ ル プ ル
アップ

クイックハンド

肩甲骨の動作がはっ
きりしている

片足を床に置き、も
う一方は伸展位で挙
上

バ ー テ ィ カ ル プ ル
アップ

ベ ン ト 中 に 腰 椎 が
ニュートラルで安定
している

補助：ストレングス
バンドを利用するか、
インクラインからス
パインプルアップを
行うことによってプ
ルに必要な力を低減
することができる

バ ー テ ィ カ ル プ ル
アップ

メディスンボールや
ダンベルなどの負荷
をウエストか脚の間
に加える

クイックハンドプル
アップ＆スティック

ジャンプスクワット
プルアップ

股関節でベントが行
われている

胸をバーに触れさせ
る

一般的なバーティカ
ルプルエクササイズ：
手の位置とグリップ
をさまざまに変えて
シーティッドプルダ
ウン

全可動域を通じて指導ポイントに従ったパターンの実施が可能になってから、次のレベルへ進むこと
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表５　プッシュ＆プル運動能力の漸進表において処方したエクササイズの解説

エクササイズ 解　説

インクラインプッシュアップ スクワットラックのウエストの高さにオリンピックバーをセットする。負荷を減少させる必要がある場合
はバーの位置を上げる。両手をオリンピックバーに置いて、通常のプッシュアップを行う。運動能力が向
上したらバーの位置を下げる。

バンド・アシスティッドプッシュ
アップ

ストレングスバンドを安定したものに固定して頭上からつるし、胸のすぐ下、胸骨の位置でしっかりとセッ
トする。正しいフォームでプッシュアップを行う。バンドがプッシュ時の負荷を軽減する。バンドにわず
らわされず、正しいフォームでプッシュ運動を行えるように、適切な厚さのバンドを利用すること。

フロアプッシュアップ 床上でプッシュアップを行うためには、アスリートは自重の70％を支持する必要がある。

シングルアームプッシュアップ プッシュアップの姿勢から開始する。両足先を腰幅よりも広げて、体を安定させる。プッシュを行わない
ほうの手を腹部に置く。片腕で全身を床まで下げる。肘は締めたままで、体幹の回旋を抑える。以上の動
作をインクラインで行うことによって、インクラインプッシュアップの項で説明したのと同様のセッティ
ングにおいて、負荷を漸進することができる。

ウェイティッドプッシュアップ 体幹が床と平行になるように、足を高さ８インチ（約20センチメートル）の台上に載せる。負荷を追加する
ために肩甲骨に負荷を加える。背中に自重の30％の負荷を加えて10レップを完了できれば、上半身のホリ
ゾンタルプッシュ筋力が優れている。

ドロップ＆スティックプッシュ
アップ

プッシュアップの姿勢から開始し、両手を床から素早く離して親指で胸に触れる。身体が床に着く寸前で
両手をついて、指導ポイントを守ったまま着地姿勢をとる。着地時の衝撃で、肩が耳に向かって上がって
いないかに注意する。

エクスプローシブスタッガード
プッシュアップ

プッシュアップの姿勢から開始する。片手を頭部の高さに上げ、もう一方の手を肩の真下に置く。力をこ
めて床を押し、身体を持ち上げて手を入れ替える。各レップで両手の位置を入れ替える。

バンド・シングルアームエクス
プローシブプッシュアップ

ストレングスバンドを頭上で安定したものに固定する。シングルアームプッシュアップの開始姿勢から始
める。力をこめて床を押し、身体を持ち上げる。各レップで両手を入れ替える。

ホリゾンタル or スパインプル
アップ

スパインプルアップのバリエーションに関してはすべて、バーをウエストの高さにセットし、腕が完全に
伸展するように調節する。肩の位置を腕の真下にして開始する。バリエーションに関しては以下のとおり。

・両足を床に接地させる：足を肩幅に開き、プル運動中、体幹をフラットにして安定させる。
・両足をボックスに乗せる：足を腰幅に開き、かかとをボックスに乗せ、爪先を膝方向に寄せる。プル運

動中、身体をフラットにして安定させる。
・片足：片足を接地させ、もう片方の足を伸展位で挙上する。プル運動中、体幹をフラットにして安定さ

せる。
・片腕：片腕をバーから外し、もう片方の手を肩から真っ直ぐに伸ばしてバーを握る。脇を締めた状態で

プルアップを行う。
・プルに必要な力を低減するためにストレングスバンドを利用する。バンドをバーに回して、輪の中に身

体を入れる。

バーティカルプルアップ バーティカルプルアップを補助するには、ストレングスバンドを利用してプルアップバーに回す。両足ま
たは片足、あるいは両膝または片膝を輪の中に入れて、プルに必要な力を低減する。

スパインクイックハンド クイックハンドプルアップは、プルアップを行った後、両手をすばやく寄せて触れさせ、腕が完全に伸展
する前に、両手をできるだけ速く肩幅に戻す。このテクニックは、バーティカルあるいはホリゾンタルプ
ルアップのバリエーションにおいても利用することができる。

スパインクイックハンド＆ス
ティック

上述のクイックハンドバリエーションを行う。ただし、両手の間隔を開いた後にバーを握ってその姿勢を
維持する。身体を開始姿勢まで下げて、再びこの運動を繰り返す。

ジャンプスクワットプルアップ 高いバーの下に立つ。跳び上がってバーをつかみプルアップを行う。地面に飛び降りて着地し、再びこの
運動を繰り返す。
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【CEU証明書類について】

　CEU証明書類とは、CEU活動の証明としてNSCAジャパン事務局より発行される証明
書類のことです。証明書類の種類に関しては、冊子『資格更新のための継続教育活動につ
いて』８ページをご参照ください。各証明書類は、提出の義務はありませんが、実際の活
動と事務局で管理している活動に差異が生じた場合、その活動を証明するためにご提出を
お願いする場合があります。来期（2012 ～ 2014年）への資格継続が確定するまで、大切
に保管をお願いいたします。
　また、セミナー等で発行されるCEU証明書には、受講者が署名をする欄があります（①）。
CEU証明書を受け取り次第、す
ぐご記入ください。なお、第11
回総会および基調講演のCEU証
明書は名札（チケットの半券）とな
ります。

NSCA ジャパン事務局　TEL：03-3452-1684　http://www.nsca-japan.or.jp　ceu@nsca-japan.or.jp


