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要約
　今日のスポーツ競技においては、
スピードはますます重要な因子に

なりつつある。スピードはストラ

イド頻度×ストライド長で示され、

最大速度を達成するために必要な

能力である。本稿の目的は、スプ

リントスピードを向上させるため

の様々な手法を比較検討し、最も

効果的な手法に関する情報を、指

導現場に提供することである。

要がある（7,9）。また、効率よく加速
して、素早く最大速度に到達する能力
を身につける必要がある（8,30）。スプ
リントのふたつの構成要素、すなわち
ストライド長とストライド頻度をとも
に向上させることを目指したトレーニ
ングを実施すれば、アスリートのス
ピードの向上は最大になると考えられ
る。
　スピードトレーニングの目的は、ス
プリントスピードの向上に欠かせない
身体的、代謝的、神経的構成要素を向
上させることにある（10）。スピードを
向上させるために利用されている様々
なトレーニング方法は 2 つのグループ
に分けられる。すなわちストライド頻
度の増加を目指すものと、ストライド
長の増加を目指すものである。高速ト
レッドミルスプリント、エラスティッ
クコードトーイング、そしてダウンヒ
ルスプリントは、ストライド頻度の増
加を目指すオーバースピードトレーニ
ングの例である。一方、ストライド長
の増加のために利用されるトレーニン
グ方法は、レジスティッドトレーニン
グであり、レジスティッドスレッドト

レーニング、ウェイティッドベスト、
アップヒルスプリント、ストレングス
トレーニング、およびプライオメト
リックスなどのエクササイズを含む。
筋力と持久力に次いでスピードは、向
上させることが最も困難な身体トレー
ニングの構成要素である（26）。ただ確
かに困難ではあるが、競技の重要な構
成要素であり、スピード向上に時間と
努力を費やす価値は十分にある。
　大多数の競技においては、スピード
以外にもほかの多くの因子（才能、ア
ジリティ、筋力、パワー、精神力）が
結果を左右することは間違いない。し
かし本稿では、スピード向上のために
用いられる様々なトレーニング手法に
焦点をあてる。各手法に関する説明と、
その手法がスピードの向上に有効であ
ることを示すエビデンスを挙げる。2
部構成としてアシスティッドスプリン
トとレジスティッドスプリントを取り
上げ、その中でスピード向上への効果
に基づいて各手法の順序づけを行な
う。そしてまとめとして、最も効果的
な手法の利用に関するガイドラインを
提示する。
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　スポーツ競技の試合の様相が変わり
つつある。チームはアスリートにより
大きく、より強くなることを求めるだ
けではない。試合においてはスピード
がこれまで以上に重要な側面になりつ
つある。なぜならそれによって、ほか
のアスリートよりも優位に立てる可能
性があるからである。スプリントス
ピードはストライド頻度×ストライド
長で示され、高速度を達成するための
能力を指す（21）。アスリートのスピー
ドを高めるためには、この等式のひと
つあるいは両方の要素を向上させる必



25Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

アシスティッドスプリント
　アシスティッドスプリントの主な目
的は、アスリートの現在の能力を超え
るハイスピードに到達させることと

（3）、補助なしでそのハイスピードを
維持するための神経筋系を訓練するこ
とにある（7）。アシスティッドスプリ
ントの例として、トーイング、ダウン
ヒルスプリント、高速トレッドミルス
プリントがある。このタイプのトレー
ニングの主要目的はストライド頻度の
向上ではあるが、アスリートにより速
くかつより長いストライドを同時に行
なわせる（22,7）。他の方法もあるが、
本稿では最も広く利用されているアシ
スティッドスプリントの形式、すなわ
ちエラスティックコードトーイング、
ダウンヒルスプリント、高速トレッド
ミルスプリントに焦点をあてる。
　ストライド長は最終的に一定に達
し、ストライド頻度は最大速度に向
かって増加し続ける可能性があること
が研究によって示されている。した
がって、主としてストライド頻度の向
上に注意を向けるべきである（10）。最
大上スプリント、すなわちオーバース
ピードトレーニングには、長時間の
トレーニングを通じて神経筋の適応を
促す力があり、その結果ストライド頻
度が増大する（18）。オーバースピード
環境を作り出すことにより、神経筋系
の伸張－短縮サイクル（SSC）が接地局
面の効率を向上させる。これによって
筋はより大きな伸張性負荷に耐えられ
るようになり、SSCの伸張性局面にお
ける筋のスティフネスが増大すること
で、より大きな弾性パワーを蓄えるこ
とができる（10）。

アシスティッドトーイング
　アシスティッドトーイングはアシス
ティッドスプリントの手法のひとつで

あり、ストライド長ではなく、スト
ライド頻度の増加を目指すものであ
る。エラスティックチューブ／バンド
を用いるトーイングは、位置を固定
した 2 名で行なうことがある。パート
ナーによるトーイングでは、一方が他
方に対してトーイングを行なう。トー
イングされるほうが、オーバースピー
ドトレーニングを実施する側である。
アシスティッドスプリントトレーニン
グのこの手法は、アスリートが、補助
がない状態での能力を超えたスピード
を達成することを可能にする。
　トーイングの目的は、ランニング
フォームを変えずにより速く足を運ば
せることにある。アシスティッドトー
イング中、アスリートは引っ張られて
はならない。つまり、アスリートは何
の努力もせずにエラスティックチュー
ブに身を任せてはならず、ストライド
頻度を増加させる必要がある。距離は
30～40 mを超えてはならない（3）。ち
なみにランニングマシンでは、アシス
ティッドトーイングの制御が難しい

（10）。アスリートは、最大ランニング
スピードの106～110％以上のスピー
ドに達するべきではない（3,10,22）。
トーイングを行なっている間、コーチ
は観察し、アスリートに適切なフォー
ムを維持させることが大切である。

高速トレッドミルスプリント
　このタイプのアシスティッドスプリ
ントには、アスリートの現在の能力を
超えたランニングスピードに調整でき
るトレッドミルが必要である。高速ト
レッドミルスプリントにおけるスプリ
ントの運動学は、地上でのスプリント
ときわめて類似している。そして速度
が増加するにつれてストライド頻度が
増加し、滞空時間と立脚期が減少する

（14）。高速インクライントレッドミル

スプリント中のストライド頻度の適応
は、下肢の筋活動の増大（これはハム
ストリングスへの力学的負荷の増大も
引き起こす）と、関節角速度の増大に
よって発生する（10,20）。トレッドミ
ルスプリント後に、股関節伸展筋と膝
関節屈曲筋のピークトルクにおける有
意な増大が観察されている（10）。また
股関節伸展筋のトルクの増大は、スト
ライド長の増加をもたらす可能性があ
る。
　しかし高速トレッドミルスプリント
にも欠点があり、スプリントレース中
に生じるスムーズで一貫した加速パ
ターンを生み出すことが困難である

（14）。またベルトの動きにより、アス
リートが自重を前方へ推進させる必要
がない（運動エネルギーが増加しない）
ために、運動力学が変化する可能性
がある（10）。股関節伸展筋と膝関節屈
曲筋におけるトルクの増大は、筋活動
の増大によってもたらされるものであ
り、ストライド頻度を向上させうる。
ただストライド頻度は向上するが、ト
レッドミルではベルトが動くため、運
動エネルギーの量が、通常のサーフェ
スにおいてアスリートが生み出さねば
ならないであろう量とは異なる可能性
がある。したがって高速トレッドミル
トレーニング中に発生する運動エネル
ギーは、通常のスプリント中に発生す
る運動エネルギーよりも少ない可能性
がある。

ダウンヒルスプリント
　ダウンヒルスプリントは最も人気が
あり（22）、効率がよく、費用対効率も
高いアシスティッドスプリントトレー
ニングの手法である（8）。ダウンヒル
スプリントの目的もストライド頻度を
向上させることにあり、アスリートは
自重、重力による加速、そして下りの
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勾配を利用して、通常の平面スプリン
トを超えたスプリントスピードを実現
させる（15）。
　ダウンヒルスプリントに最も適した
推奨勾配値にはばらつきがある。力学
的な変化を避けるために、勾配は 2～
3°を超えてはならないとする説もあ
れば（3）、2.1、3.3、4.7°は平面や6.9°
よりも速いが、5.8°のほうがさらにス
ピードが出ることを見出した研究もあ
る（8）。Dintiman＆Ward（7）は、制動
効果を避けるために 1～2.5％の勾配
を推奨した。またKlinzing（15）は下り
の至適勾配として 5°を主張し、Plisk

（22）は 3～7°の範囲を主張している。
　ダウンヒルスプリントはストライド
頻度向上のために最も人気の高い手法
であるが、その利用に伴って発生する
問題がある。勾配が 3％以上になると、
ストライド頻度は増えずにストライド
長が過剰に大きくなり、制動効果の増
大をもたらす可能性があるのである

（3）。諸研究結果のこのような対立は、
ダウンヒルスプリントに関するある問
題を示している。すなわち推奨値は多
様であるが、それらの推奨値に矛盾す
るエビデンスもまた存在することであ
る。

アシスティッドスプリントのガイドライン
　ここで取り上げたアシスティッドス
プリントの 3 つの形式、すなわちアシ
スティッドトーイング、高速トレッド
ミルスプリント、ダウンヒルスプリン
トのうち、最も優れたトレーニング手
法はアシスティッドトーイングであろ
う。ダウンヒルスプリントは安価では
あるが、適切な下り坂を見つけること、
制動効果、最も効果的な勾配角に関す
る見解の不一致など、複数の問題が存
在する。高速トレッドミルスプリント
は実施可能な選択肢であろうが、大多

数のアスリートにとっては費用がかか
りすぎるかもしれない。アシスティッ
ドトーイングは競技特異的な特性をも
つため、最も適した手法である。アシ
スティッドトーイングを利用すれば、
最大速度局面への移行を伴う加速局面
も経験することが可能である。高速ト
レッドミルスプリントでは加速局面を
実現することが困難であり、ダウンヒ
ルスプリントでは下り坂で前傾姿勢に
なるため、加速局面を制御することが
困難であると考えられる。

レジスティッドスプリント
　レジスティッドスプリントとは、ラ
ンニングフォームを大きく変えずに、
股関節伸展筋群の筋力向上すなわちス
プリント速度の向上を目的として設計
されるスプリントトレーニング様式
である（1,2,11）。加速能力を向上させ、
最大スプリント速度を増大させるため
に、トレーニングにレジスティッドス
プリントトレーニングを含めることは
一般的なやり方である。レジスティッ
ドスプリントトレーニングを実施する
ことで、神経活性化の増大によって動
員される筋線維が増加し、その結果、
ストライド長が増大すると考えられて
いる（1-3,11,19,22,30）。レジスティッド
スプリントトレーニングの例として、
トーイング、ウェイティッドベスト、
アップヒルスプリント、砂上あるいは
水上スプリントがある。ここでは最も
人気のあるトーイングとアップヒルス
プリントに焦点をあてる。

レジスティッドトーイング
　レジスティッドトーイングは、最も
人気の高いレジスティッドスプリント
トレーニングのひとつであり、タイヤ
やスレッドなど抵抗となるものを引く
エクササイズである（19）。最大スプリ

ントスピードの向上には、ウェイトに
スレッドを用いるトレーニングが最も
効率がよいかもしれない。なぜなら
ウェイトの交換が容易だからである。
レジスティッドトーイングは、股関
節、膝関節、足関節における筋による
力発揮を増大させるとともに、ストラ
イド長を増加させる可能性があり、そ
れによって加速メカニズムが改善され
る可能性がある（2,27）。このタイプの
トレーニングは競技特異的であると考
えることができる。なぜならスプリン
ト時に使用される筋の力発揮を向上さ
せるとともに、適切なウェイトを利用
することで無負荷時のスプリントと同
じ運動学を実現できるからである。
　スプリントフォームを変えることな
く、適切なトレーニング刺激を与える
ためには、各アスリートに適した負荷
を探し出すことが必要である。トーイ
ングするウェイトの量に関しては様々
な推奨値がある。なぜならウェイトが
軽すぎるとトレーニング刺激が生じ
ず、ウェイトが重すぎると力学的な
変化が起きるからである。例えば 5 kg
のウェイトのトーイングでは、20～
50 mの最大スピードにおいてトレー
ニング前後のテストで全く改善がみ
られなかった（それぞれ 3.54秒、3.55
秒）（26）。しかし重すぎるウェイトを
引くと接地時間が増加し、ストライ
ド長が減少し（1,19）、股関節が伸展せ
ず（3,7,16,19,22）、スプリントの運動
学が変わってしまう。Spinksら（27）、
Young（29）、Harrison＆Bourke（13）
はトーイングのウェイトとして、そ
れぞれアスリートの自重の10、12.5、
13 ％を推奨した。また、Alcarazら

（1）は負荷をアスリート別に決定する
ために、トラックサーフェス用の総
合的な式（ほかのサーフェスとは摩擦
係数が異なる）を考案した。その式と
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張性局面を短縮し、蹴り出しの短縮性
局面を延長する）、平面サーフェスへ
の移行に変化が加わる可能性がある。

ストレングストレーニング
　ストレングストレーニングの目的
は、アスリートの筋線維サイズと筋力
を増大させることにあり、ひいてはパ
ワー発揮能力を向上させることにあ
る。ストレングストレーニングは、競
技パフォーマンス向上のために様々な
アスリートによって長年利用されてい
る。新しい研究によって、我々コーチ
はアスリートを効率よく訓練し、競技
特異的スピードの向上に必要な筋に狙
いを絞ったトレーニングプログラムを
処方できるようになった。特異性の原
理によると、エクササイズが効果的で
あるためには、当該競技と類似した諸
特性を含む必要がある（1）。
　競技特異的ウェイトトレーニング
は、ウェイトルームから競技場への移
行において最も有効である。当該競技
にとってどの筋のトレーニングが最も
重要であるかを、バイオメカニクス的
にコーチは心得ていなければならな
い。スプリントは片側性の主として水
平運動である。例えば接地中は、片脚
の筋のみが自重を前進させるための負
荷を担い、反対の脚は遊脚期にあって
接地に備えている。トレーニングの特
異性を達成するためには、スプリン
ターはより多くの片側性の水平エクサ
サイズを必要とする（29）。例えばスク
ワットやシングルレッグスクワットの
ようなエクササイズは、ショートスプ
リントやスタート能力の向上を助け
る。また、殿筋やハムストリングスの
活動を大きくするリバースハイパーエ
クステンション、ルーマニアンデッド
リフト（RDL）あるいはシングルレッ
グRDLは、最大スピードでのスプリ

アップヒルスプリント
　レジスティッドスプリントトレーニ
ングの次の手法はアップヒルスプリン
トである。レジスティッドスプリン
トトレーニングの中で最も人気があ
り、最も費用対効果の高い手法である

（22）。これは、上り坂にて股関節伸展
筋群を使い自重を登はんさせることに
よって、股関節伸展筋群の筋力を向上
させることを目的とする。上りの勾
配は、前進するために伸張性局面を短
縮し、短縮性局面を延長することが研
究によって示されている（22）。ある
研究では、最大スプリントスピード

（1.0％）、ストライド長（1.6％）、接地
時間（2.4％）を増大させる傾向がある
ことが示されたが、これらは統計的に
有意ではなかった（21）。
　アップヒルトレーニングではどの程
度の勾配が、ランニングフォームを変
えることなく最適であるかに関しては
複数の推奨値がある（16）。Dintiman
＆Ward（7）はスタート能力と加速に関
しては 8°という急勾配を推奨し、ス
ピードおよびスピード持久力の向上に
関しては 1°、2.5°、3°を推奨した。ま
た、3％以上の勾配は股関節伸展筋群
の筋力向上に有効である（11）。
　アップヒルスプリントにも欠点があ
る。アップヒルスプリントはおそらく
傾斜角が小さすぎるせいで、あるいは
平面サーフェスでのトレーニングと似
ていないせいで、効果的ではないこと
を示す研究がある。アップヒルスプリ
ントに関する明らかな問題のひとつ
は、適切な傾斜角をもつ上り坂を見つ
けることである。そしてもうひとつの
欠点は、大多数の競技にとって競技特
異的ではないことである。ほとんどの
競技は平面サーフェスで実施される。
さらに不適切な勾配は、スプリントの
運動学を変化させて（足の接地前の伸

は、％自重＝（－0.8674×％最大速度）
＋87.99 である。至適抵抗量がどれほ
どであるにせよ、アスリートのスピー
ドを10％以上低下させるべきではな
い（3）。すなわち、水平速度がアスリー
トの最大速度の90％を下回るべきで
はない（1）。
　スレッドのトーイングは、最大スプ
リントスピードよりも加速局面に大き
な影響を及ぼす可能性がある。ラグ
ビー選手を対象としたある研究による
と、加速局面では改善が認められたが
最大速度は改善しなかった（13）。たと
え加速局面でしか改善が認められな
かったとしても、フットボールなど数
多くの競技では、加速はするが最大速
度に達することはないと考えられる。
　スピード向上の手段としてトーイン
グを利用するコーチは、この手法には
アスリートのランニングフォームを変
えてしまう傾向があることに注意する
べきである。トーイングはハムストリ
ングスのプル動作を排除することが示
唆されている（26）。そのため適切なス
プリント動作を再度強化する必要があ
る（3,7）。また、適切な動作を維持す
ることが困難な場合は、トーイングの
ウェイトがそのアスリートにとって重
すぎる可能性がある。加えて、ハーネ
スを装着する部位も重要である。ハー
ネスは腰に装着するべきである。腰に
対してハーネスの位置が高いほど、前
傾姿勢が強くなり、前傾が強すぎると
支持脚の膝関節角度が増加してスプリ
ントの運動学にマイナスの影響を及ぼ
す（2）。これを修正するためには、ス
トライド長が減少している際は、スト
ライド頻度を増加させることではなく
脚を前へ運ぶことに集中させるべきで
ある（16）。



28 April 2014　　Volume 21　　 Number 3

ントに特異的である（28）。
　バイオメカニクス分野の研究によっ
て、スプリントの場合、膝周りの筋組
織よりも股関節周辺の筋組織のほう
が重要であることが示唆されている

（12）。股関節周辺の筋組織によって発
揮されるパワーはキネティックチェー
ンとして働く。股関節屈曲筋群は脚を
前方へ引き寄せることを助ける。つま
り、股関節の屈曲と脚のリカバリー
が速いほど、ストライド頻度を増やす
ことができる（28）。また、股関節伸展
筋群（殿筋とハムストリングス）は身体
を前方へ推進させ、接地局面で短縮－
伸張活動を行なう（12）。エリートス
プリンターは、サブエリートスプリン
ターよりも股関節伸展の速度が速いこ
とがわかっている（10）。股関節周辺の
筋力が向上すると、スピードも向上す
る（13）。股関節伸展筋群はスプリント
中に最大の筋モーメントを生み出し

（11）、またスプリント開始時に活性化
し、ランニングスピードが増加するに
つれて活動を増す（28）。ハムストリン
グスは殿筋よりも重要な役割を果たす
が（28）、多くのスプリンターにおいて

最も弱い部分である（7）。
　ハムストリングスは、スプリントパ
フォーマンスの足かせとなる大きな可
能性を有している。したがって、ト
レーニングでは十分な注意を向けるべ
きである。遊脚期の伸張性筋活動中、
ハムストリングスにかかる力は最大に
なり、受傷する可能性が最も高まる。
そこで傷害予防に必要な伸張性筋力を
向上させるために、素早い伸張性の
構成要素に焦点をあてたハムストリン
グカールや、パートナーの補助による
ハムストリングディップなどのエクサ
サイズが含まれるべきである。伸張性
のハムストリングカールを行なうため
には、身体をゆっくりと沈めて伸張性
局面を延長するか、スプリント時の速
度を模倣して素早く短縮－伸張局面を
行なうかするとよい。ハムストリング
ディップ（ノルディックハムストリン
グ）（写真）は、パートナーの補助を必
要とする場合のあるエクササイズであ
る。足関節を固定する器具がある場合
は、膝を床につけたまま、股関節を屈
曲も伸展もさせないことが最も重要で
ある。エクササイズでは膝の伸展、す
なわちハムストリングスの伸張性局面
後に、膝の屈曲すなわち短縮性局面が
続く。身体をゆっくりと沈めて、ハム
ストリングスにかかる伸張性負荷を増
大させるとよい。
　レジスタンストレーニングプログラ
ムをデザインするには、スプリントの
構成要素すなわち力と速度を理解する
ことが重要である。加速局面では、慣
性に打ち勝つためにパワーが利用され
ている。加速局面は最大 6 秒間継続す
る可能性があり（10）、その後、最大速
度に達して動作が高速動作になる。
　スプリントの力と速度はこのよう
に理解されているが、レジスタンス
トレーニングにおいてどの程度の負

荷強度が最も有効であるかに関して
は、まだ明確な同意が得られていない

（4）。スピードと最大脚筋力との関係
は、スクワットエクササイズの速度お
よび加速の特徴がスプリントと異なる
ために無意味なものになりがちである

（5,29）。パワーとは、仕事量をその仕
事を完了するために要した時間で割っ
たものである。多くのスプリンター
は、最大随意収縮の約30％の至適パ
ワー出力でトレーニングを行なうため
に、低負荷高速運動を行なっている

（7,17）。高負荷低速トレーニングと低
負荷高速トレーニングを併用すれば、
スピードパフォーマンスも向上するこ
とが示されている（4,29）。例えばスク
ワット、ヒップエクステンションおよ
びフレクションなどの低速エクササイ
ズは、20 mの加速タイムを2.9％向上
させ、高速エクササイズは4.3％向上
させることが見出されている（4）。ス
クワットはホルモンや筋に効果があ
り、筋力の確固とした基礎づくりとし
て役立つ。しかしスクワット動作の速
度はスプリント運動の模倣としては遅
すぎる。スクワットでは足裏全体に 1
～2 秒間力がかかるが、スプリントで
は自重の 3～4 倍の力が足の母指球に
ほんの一瞬かかる（19）。高強度低速
運動はスピードを向上させうるが、高
速運動ほどではない。したがってコー
チはスプリントの特徴に適したふさわ
しいエクササイズを見つける必要があ
る。
　クリーン＆ジャークやスナッチのよ
うなストレングストレーニングエクサ
サイズは爆発的性質をもち、スクワッ
トよりも、発揮されるパワーがスプリ
ントにおいて発揮されるパワーと類似
している。これらの爆発的エクササイ
ズは、高速度によって、パフォーマン
スにおける最高レベルの発揮パワーを

写真　ハムストリングディップ（ノル
ディックハムストリング）
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テクニックによってジャンプとスプ
リントの能力を高めることができる
と主張し（24）、オリンピックの短距
離走の勝者Valeri Borzovは1972年の
オリンピック大会 100 m走で優勝して
Yuri Verkhoshanskyの言葉を証明し
た。プライオメトリックエクササイズ
はSSCをトレーニングすることによっ
て（15）、短時間での最大力発揮能力を
向上させるために利用されている（7）。
伸張性収縮中に弾性エネルギーが生み
出されて、短縮性収縮のために蓄えら
れる。伸張性収縮中に蓄えられた弾性
エネルギーは、次に、短縮性局面にお
いて放出される（23）。伸張性負荷が素
早く課せられるほど、力強い短縮性収
縮が行なわれる（7）。プライオメトリッ
クトレーニングの目的は、筋に負荷を
かける伸張性収縮を最大化し、その後、
素早く短縮性収縮へと移り変わるこ

とにある（7）。このようなエ
クササイズは、爆発的動作と
ジャンプの向上を必要とする
競技にとって有効であり、筋
力とパワーを増加させてスト
ライド長を向上させる（6）。
　プライオメトリックトレー
ニングとウェイトトレーニン
グの併用は、ウェイトトレー
ニングを単独で行なうよりも
身体パフォーマンスを向上さ
せることが示されており、こ
れは研究によって支持されて
いる（22）。また最初の10 mに
より大きな影響を及ぼすこと
も判明している（25）。20 m
スプリントタイムの向上は、
高頻度のトレーニング計画よ
りも、低～中頻度のトレーニ
ング計画において大きかった

（6）。低～中頻度でのトレー
ニングは、総レップ数が最大

イパーエクステンション、リバースハ
イパーエクステンションなどのエクサ
サイズは、股関節周辺の筋組織に重点
を置いているため、このようなエクサ
サイズもスピード向上プログラムに含
まれるべきである。
　主眼は下半身にあるものの、トレー
ニングでは肉体面で弱点が残らないよ
うに鍛えるべきである。スプリントで
は全身を利用するため、上半身とコア
のエクササイズも行なわなければなら
ない。表に、スピード向上に必要な筋
に狙いを絞ってデザインしたワークア
ウト例を挙げた。

プライオメトリックス
　プライオメトリックスがトレーニ
ングルーティンとして登場したの
は、1960年 代 の こ と で あ る。Yuri 
Verkhoshanskyは、漸進的なジャンプ

生み出し、高負荷の挙上を可能にする
（7,17）。ストレングストレーニングは
スプリントスピードを向上させること
が示されており、10 mスプリントに
おいて 5.19 m/sから 5.38 m/sへと向
上した（27）。またジャンプスクワッ
トと 5 m、10 m、30 mのスピードとの
間には相関関係（ピアソンの相関係数、
r ＝－0.56～－0.66）がある（5）。した
がって競技特異的で、適切な速度と強
度に焦点を絞った適切なエクササイズ
を実施することによって、スプリント
スピードは向上する。
　スプリントに特異的なエクササイズ
を追加することも、スピードを向上さ
せうる。例えばフロントランジはスプ
リントのフォームと類似した動作を含
んでおり、大腿四頭筋、殿筋、ハムス
トリングスの筋力を強化する。またマ
ルチヒップ、グルートハムレイズ、ハ

表　レジスタンストレーニングプログラムの例

第 1 週 第 2 週 第 3 週 第 4 週

月曜

パワークリーン
フロントランジ
リバースハイパーエクステンション
インクラインフライ
チンアップ
フロントデルトレイズ
フロント＆サイドプランク

80％1RMで 5×4
3×10
3×10
3×10
3×最大
3×10
2×45秒

85％1RMで 5×3
3×10
3×10
3×10
3×最大
3×10
2×45秒

90％1RMで 5×3
3×8
3×8
3×8
3×最大
3×8
2×60秒

95％1RMで 5×2
3×8
3×8
3×8
3×最大
3×8
2×60秒

水曜

ジャンプスクワット
ハングクリーン＆ジャーク
ルーマニアンデッドリフト
ダンベルベンチプレス
バーベルロウ
Ｖアップ

4×5
4×6
4×8
3×12
3×12
2×15

4×5
4×6
4×8
3×12
3×12
2×15

4×5
4×4
4×6
3×8
3×8
2×20

4×5
4×4
4×6
3×8
3×8
2×20

金曜

バックスクワット
ノルディックハムストリング
４ウェイヒップ
インクラインプレス
シーティッドロウ
ポステリアデルトイドレイズ
ウェイティッドシットアップ

80％1RMで 5×4
3×10
3×10
3×12
3×12
3×10
2×15

85％1RMで 5×3
3×10
3×10
3×12
3×12
3×10
2×15

90％1RMで 5×3
3×10
3×10
3×8
3×8
3×8
2×10

95％1RMで 5×2
3×10
3×10
3×8
3×8
3×8
2×10
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になるであろう高頻度でのトレーニン
グと比べて、実施されるレップ数が少
ない。短距離走での能力の向上から判
断すると、ここでもまた、低負荷高速
運動のプライオメトリックスがより大
きなパワーの獲得をもたらし、それが
スタート能力や最大速度に移行すると
いえる。
　トレーニングの特異性はプライオメ
トリックスにも適用される。スプリン
トは水平運動であり、水平面上での運
動を要求する（25）。スプリントと類似
した筋収縮速度をもち、垂直方向の動
きを最低限に留めて前方への動きを強
調するプライオメトリックエクササイ
ズは、スプリント能力に対して最大の
移行を示すであろう（25）。オルタネイ
トレッグバウンディング、ダブルある
いはシングルレッグホップ、ハードル
ホップ、サンドピットジャンプなどの
エクササイズは、パフォーマンスに対
して最大の移行力をもつ（11）。
　プライオメトリックスは身体に大き
な負担をかけるため、高頻度でのト
レーニング計画は身体の限界を超える
可能性がある。したがって、プライオ
メトリックトレーニングプログラムを
開始するまでに、ウェイトトレーニン
グの基礎が固まっていることが重要で
ある（15）。下半身のプライオメトリッ
クスを開始するまでに、自重の 2.0
～2.5倍のウェイトでのレッグプレス
か 1.5倍でのバックスクワットが可能
であり、上半身のプライオメトリック
スを開始するまでに、クラッププッ
シュアップを 5 回連続か自重の1.0倍
でのベンチプレスが可能になっている
べきであると主張されている（23,14）。

トレーニングのガイドライン
　スピードの構成要素は 2 つある。す
なわちストライド長とストライド頻度

である。レジスティッドスプリントは
ストライド長の向上のために利用さ
れ、アシスティッドスプリントはスト
ライド頻度の向上のために利用され
る。ウェイトトレーニングとプライオ
メトリックトレーニングは、加速とス
トライド長の向上に必要なパワーを向
上させる。また、競技特異的エクササ
イズは最高の移行をもたらし、スプリ
ントに特異的な運動は最大の向上をも
たらす。例えばスプリントエクササイ
ズとプライオメトリックエクササイズ
の併用は、スプリントに含まれる動作
の特異的な模倣を可能にし、スプリン
ト速度の向上をもたらす（25）。
　アシスティッドおよびレジスティッ
ドスプリント、ストレングストレーニ
ング、プライオメトリックスに関する
情報提供は、コーチや現場指導者に、
担当するアスリートのスピードを向上
させるためにどのような手法が適切か
という洞察と知識を与えてくれる。ま
た、複合的なスプリントトレーニング
プログラムは、ランニング速度を 7～
8％向上させることが示されている。
これに対してスプリントトレーニン
グ単独では、4～5.5％の向上であった

（25）。したがってひとつの手法を利用
するだけでは完全とはいえない。
　大多数の競技は平面の競技場で実施
されるため、レジスティッドスレッド
トレーニングとアシスティッドトーイ
ングが、スプリントスピードを向上さ
せるための最も競技特異的なトレーニ
ング手法といえるだろう。どちらのト
レーニングも平面サーフェスで行なわ
れるため、各手法に関するガイドラ
インをすべて遵守すれば、スプリン
トフォームは維持されるはずである。
アップヒルおよびダウンヒルスプリン
トにかかわる問題は、利用に最も適し
た坂の選択における見解の不一致と、

そのような坂が見つけられるか否かで
ある。また、トレーニングに適したサー
フェスを有する坂を見つけることも難
しい。アップヒルおよびダウンヒルス
プリントは、運動学的にも平面のスプ
リントとは異なっている。また、高速
トレッドミルトレーニングは効果的な
手法であることが判明している。しか
し、運動学的な変化が発生しうること
も研究によって示されている。さらに、
床が動いて身体を前進させる必要がな
いため、運動力学的にも異なる可能性
がある。
　ストレングストレーニングに関して
は、股関節周辺の筋組織とハムストリ
ングスがスピード向上にとって最も重
要である。確かに筋力レベルが上がれ
ば、より大きな力の発揮が可能にな
る。しかし高負荷低速および低負荷高
速運動の併用が、スプリントスピード
を最も向上させることを示すエビデン
スがある（27）。また高負荷高速運動で
ある爆発的ウエイトリフティングエク
ササイズも、スプリントスピードの向
上をもたらす。3 つのトレーニングテ
クニックをすべて利用することが、最
終的に最大のスプリントスピード向上
をもたらす可能性がある。標準的なレ
ジスタンスエクササイズの利用は筋力
の基礎を構築し、ウエイトリフティン
グはスプリントとスタート能力に必要
なパワーを向上させ、低負荷高速運動
はパワーとスピードを生み出してパ
フォーマンスへ移行させる。スプリン
ターは、例えば筋力向上のためにバッ
クスクワットを行ない、パワー増大の
ためにハングクリーンを行ない、パ
ワーと速度を向上させるためにウェイ
ティッドスクワットジャンプを実施す
るとよい。しかしハムストリングスに
も重点を置くべきである。したがって
RDL、ノルディックハムストリング、
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リバースハイパーエクステンションな
どのエクササイズを含める必要があ
る。
　プライオメトリックエクササイズの
利用は、スピード、特に加速能力を向
上させることが示されている。処方さ
れるプライオメトリックエクササイズ
は特異的性質をもち、水平方向のパ
ワーを生む運動が含まれているべきで
ある。オルタネイトレッグバウンディ
ング、シングルレッグバウンディング、
シングルおよびダブルレッグホップ、
ハードルジャンプはいずれも、最大ス
プリントスピードにとって競技特異的
な水平方向の構成要素を含んでいる。
これらのエクササイズは低負荷高速で
あり、スプリントスピードの向上に必
要なトレーニングタイプに則してい
る。ストレングスおよびパワートレー
ニングとプライオメトリックスの併用
は最高のトレーニング成果を生み出す
であろう。

結論
　スピードの向上を最大化するために
は、本稿で取り上げたすべてのテク
ニックのバリエーションを利用する必
要がある。すなわちレジスティッドお
よびアシスティッドトーイング、スト
レングスおよび高速パワートレーニン
グ、水平運動を主としたプライオメト
リックスである。これらの手法やエク
ササイズを利用して、競技特異的プロ
グラムに組み込むことが重要である。
　スピード向上のために利用される手
法のほとんどは、実際に有効であるこ
とが示されている。多くの研究が行な
われ、技術が進歩するにつれて、新た
なあるいは改善された手法が生み出さ
れるだろう。そしてアスリートは速く
なり続けるため、我々はこれまで目に
したこともないスピードをみることに

なるかもしれない。◆
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