
12 May 2015　　Volume 22　　 Number 4

ＣNSCA JAPAN
Volume 22, Number 4, pages 12-17

る子どもの体格や身体的特徴は、大人
と異なる点も多いことから、子どもに
対してストレングス＆コンディショニ
ング（以下S&C）を実施することにおい
ては、発育の各段階におけるトレーニ
ングに対する反応や適応などの特徴を
踏まえつつ、野球の競技特性も加味し
た上で、子どものもつ可能性を最大限
に引き出すことが求められるといえよ
う。

身体発達への対応
　ジュニアの競技に携わる場合、そこ
では長期的な育成計画の導入、つまり
ジュニアの期間が、将来より優れたア
スリートへと成長するための準備期間
であるとの認識が求められる。特に、
S&Cの立場からは、子どもの発育段階
において、様々な体力要素に注目しつ
つ、それらの発達がより強調される時
期に、適切なトレーニングを導入する
ことが望まれる。
　図 1 は、青少年の身体発達モデルで
あるが、ここでは、体力特性において
適応が自然に加速される時期に対し、

重点を置くべきトレーニングが太字で
記されている。つまり、こうしたタイ
ミングを捉えながら、適切なトレーニ
ングが実施されることで、そこでの期
待される効果を最大化することが目指
される。さらに、ここではすべての期
間にすべての体力特性が記されている
ように、ある時期に限定してアプロー
チするのではなく、時期によりそれぞ
れ重視する体力特性に違いがありなが
らも、すべての期間においてすべての
体力特性に関与するトレーニングを実
施する必要がある。
　なお、ここでは便宜上、強調すべき
項目を歴年齢で記している。しかしな
がら、子どもの発育状況は各個人で
異なっていることから、現場ではこう
したモデルを参考としつつも、各個人
の発育状況に照らし合わせながらト
レーニングを導入する必要がある。そ
して、そのために求められるのが、身
長と体重の定期的な測定である。こう
したことにより、最も身長が伸びる時
期（PHV：peak height velocity）、ま
たその 12 ～ 18 ヵ月後に訪れるとされ

はじめに
　公益財団法人笹川スポーツ財団が
行なった、ここ数年の 10 代の青少
年におけるスポーツ実施の状況に関
する調査によれば、野球の実施率は
低下傾向を示しており、特に小学校
期においては、2009 年には 25.3 %
（サッカー 29.5 %）であったのに対し、
2013 年には 13.8 %（同 40.4 %）となっ
ている（1）。つまり、ここから野球が
気軽に遊びとして実施される機会が減
少していることがうかがえるが、こう
した背景として、子どもたちが屋外で
遊ぶ環境（空間・時間・仲間）の変化も
考えられよう。
　例えば、子どもたちが自分たちで行
なう遊びではなく、チームに所属して
野球に触れることは、そこで専門的
な技術が効率的に習得できるといった
利点がある一方で、活動内容に偏りが
あった場合には、総合的な運動能力の
育成が不十分となるリスクや、また許
容量を超えた活動が行なわれた場合に
は、障害を発生させるといったリスク
も考えられる。そして、発育過程にあ
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る、筋量の急激な増大がみられる時期
（PWV：peak weight velocity）を見極
められる可能性が高まる。
　特にPHVについては、身長が伸びて
いるといったこと以外にも、急激な骨
の伸長により骨密度が一時的に停滞も
しくは低下し、また筋の組織形成が追
いつかずに張力の高い状態（柔軟性の
低下）になるなど、身体に大きな変化
が生じている時期でもある（2）。そし
て、ジュニアの野球選手に対しては、
このPHVを成熟の重要な指標として
捉え、それより前の段階（思春期前）、
PHVへと近づきそこへ至るまでの段階
（思春期）、身長の伸びが落ち着いた後
の段階（思春期後）と区分しながら、常
に個々の状況に合わせて調整を加えて
いくことが必要である。

投動作
　自分の身体そのものの移動が伴う移
動系動作に対して、投動作は自分の身
体以外の物を操作する操作系の動作

である。そうした中でも野球における
上手投げは、後天的に学習によって獲
得する運動技能であり（図 2 ）、成長に
伴って自然と身につく技能ではないと
されているため（4）、ジュニアの野球
選手は、練習を重ねることでその動作
を習得していくことになる。
　青少年の身体発達モデルでは、早い
段階で、将来の競技特異的動作の構造
的な基礎ともなるFMS（基本的運動ス
キル）の習得を目指している。さらに、
幼児期から学童期といった思春期前は
神経系の発達が著しいことから（5）、
調整能力（平衡性、敏捷性、巧緻性など）
に関与するトレーニングの至適時期で
もあるが、野球の投動作においても、
こうした調整能力は求められる。なお、
投動作における投球腕の動きに関して
は、小学校高学年ぐらいまでには、成
人の熟練選手と同等の動きを獲得する
ことが可能とされている一方で、体幹
や下半身の動きにおいては、成人の熟
練選手とは異なる点も多いとされてい

ることから（6）、投動作の最終的な部
分でもある腕の振りだけから、選手の
技術の習得度合を判断することは避け
なければならない。
　なおここで、前述のとおり、筋量の
増加にかかわるPWVのタイミングは
PHVに遅れて訪れるが、さらにこれを
体重に占める上肢、下肢の筋量の割合
でみた場合、上肢はほとんど変化がな
いのに対して、下肢についてはPHV付
近より筋量増加の割合が高くなるとさ
れている（図 3 ）。つまり、投球側の腕
の動きを習得したジュニア選手の投動
作を、より高いレベルへと導く要因と
して、体幹や下肢の強さが求められる
が、特に下肢においては、筋量が遅れ
て増加する傾向があることから、投動
作をより洗練させるためには、そうし
た時期を待つ必要がある。
　このように、ジュニア選手において
は、まず下肢の筋量の増加が始まる思
春期前までに、投球腕のスムーズな
動きを習得することを目指すことにな

図 1　青少年の身体発達モデル（男性）（3）。フォントサイズは重要度を示す。
FMS＝基本的運動スキル（fundamental movement skill）、MC＝代謝のコンディショニング（metabolic conditioning）、

PHV＝身長の最大成長速度、SSS＝競技特異的スキル（sport specifi c skill）
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る。そして、その間は動きの習得段階
でもあることから、動作のエラーによ
る肩や肘への負担も大きくなることが
予想されるが、まだ骨の成長段階でも
あることからも、投げすぎることによ
る障害（肘の障害の発生は 11 ～ 12 歳、
肩に関しては 15 ～ 16 歳がピーク）（7）
に対しては、十分注意する必要がある。
なお、ここでは、投げる機会が多くな
る投手や捕手に対する投球数の管理も
必要になるが（図 4、図 5 ）、こうした
投球による障害は、投手や捕手以外に
も発生しうるものである。特に投手は、
肩や肘の状態が、そのまま試合でのパ
フォーマンスに反映されやすいのに対
し、野手の場合、ポジションによって
は、試合での影響が少ない場合もあり、
状態がかなり悪化するまでプレーが継
続される危険性も考えられる。よって、
指導する側においては、すべてのポジ
ションの選手に対して注意深い観察や
管理が求められると同時に、子どもた
ち自身が、自ら行なった投動作の分析
と、その投球の結果を結び付けながら
試行錯誤できるような指導や環境づく
りが求められる。

打撃動作
　投動作と同様、野球における打撃動
作は、バットを使用する操作系の動作
である。また、投手による投球が基本
的に投げ手自身のタイミングで動作が
開始されるのに対し、打撃動作におい
ては、その投球に対する対応が求めら
れることから、投球へのタイミングを
含めたより多くの調整能力が必要とな
る。さらに、投球が投げる位置やその
投球速度などでパフォーマンスを評価
できるのに対し、打撃動作においては、
その結果（打球）に対する評価も一様で
はないことから、測定によってこれを
評価することが難しいともいえる。し

図 2　「投げる動作」の動作発達段階の特徴と動作パターン（8）

図 3　体重に占める上肢、下肢筋量の割合（一般男児）（9）

図 4　GUIDELINES FOR YOUTH AND ADOLESCENT PITCHERS（10）
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かしながら、そうした中でも打撃動作
に対する評価のひとつとして用いら
れ、体力要素が比較的強く関連するの
がスイングスピードである。スイング
スピードを向上させることは、打球速
度や飛距離の向上といった打球への影
響とともに、投球が投手の手を離れて
からの認知情報処理に要する時間を確
保できるといった点にも寄与する可能
性が考えられるが、こうしたスイング
スピードと相関がみられるのが、除脂
肪体重量とされている（12,13）。そして、
前述のとおり、除脂肪体重量、つまり
筋量が増加するのがPWVのタイミン
グであることからも、投動作の技術向
上を目指す場合と同じく、打撃動作を
より洗練させるためには、こうした時
期まで選手の成長を待つことが求めら
れる。
　よって、打撃動作においては、動作
そのもの（構え方や振り方など）に対す
るアプローチ、対投手との関係にて求
められる能力へのアプローチ、試合（競
技）の中での戦略として必要な能力へ
のアプローチなどが求められるが、状
況に応じてこれらを分析しながらも、
特に思春期前の選手に対しては、より
調整能力が求められる点へのアプロー
チを重視することが必要である。

競技への適応
　これまで、野球の動作の中でも投動
作や打撃動作について述べてきたが、
競技の中では、これらにおいてのより
速く、より強くといった出力の最大値
だけではなく、場面によっては、出力
の調整を含めた様々な調整能力が求め
られる。このような調整能力は、守備
や走塁においても様々な場面で求めら
れる。さらに、こうしたプレー中での
動作そのものに対する調整能力に加
え、ジュニアの野球選手は、成長とと

もに使用するバットやボールの種類
（軟式・硬式）、グラウンド（塁間、広さ、
サーフェス）などの変化に対しても都
度適応することが求められている。そ
して、わが国では、高校野球での活躍
を目標にしている状況が少なからず見
受けられるが、その場合は、学童期か
らわずか数年の期間に、こうした様々
な点への適応が求められていることに
なる。
　なお本稿では、トップアスリートと
してスキル向上を目指す際に重要とさ
れる能力について、「完成像、理想像を
明確にもつ」、「運動観察眼をもつ」、「動
きのコツを明確に挙げることができ
る」、「指導者や仲間の『ことば』を理解
できる」といった 4 点を挙げ、さらに
こうした能力を効率的に培うために、
ジュニア選手が備えておくべきこと、
意識してやっておくべきこととして、
次の 3 点を挙げている（14）。

1. まずは練習を積む

　「身体で覚える」「イメージをつかむ」
「感覚をつかむ」など、習得しようとす
る技術や動きが自動的にできるように
なるまで練習を反復する。

2. 知的好奇心をもつ

　常に物事に対して知的好奇心や問題
意識をもって取り組むことで、本質的
な直観が磨かれ、洞察力や観察力が身
に付く。

3. 様々な体験をして感性を養う

　ヒトは五感を使うことで感受性が鋭
くなり、それが敏感になることで、弁
別閾や刺激域が小さくなり、わずかな
違いを見分けられるようになる。そし
て、こうした感受性が磨かれることで、
運動感覚、筋感覚を磨くことにつなが
る。
　上述のように、野球においては獲得
すべき技術が多く、また成長によって
身体のバランスや取り扱う道具などが
変化する。したがって、特に思春期前
のジュニア選手に対しては、野球の技
術向上に寄与する感性を培うために、
より多くの刺激を経験できうる土台と
なる体力の獲得を目指すことが求めら
れる。

基本的な体力の獲得
　調整能力の向上においては、発育に
伴う神経系の発達と、運動を繰り返す
ことにより生ずる神経系内での可塑的

【中学生投手の投球制限に関する統一ガイドライン】

１．試合での登板は以下のとおり制限する。
1 日 7 イニング以内とし、連続する 2 日間で 10 イニング以内とする。また、1 日に
複数試合に登板した投手及び連続する 2 日間で合計 5 イニングを超えた投手（ 5 イニ
ングは可）は、翌日に投手または捕手として試合に出場することはできないものとす
る。
ただし、イニングの端数（ 1/ 3 または 2 / 3 ）は 1 イニングとみなす。

２．練習の中での全力投球は以下のとおり制限する。
1 日 70 球以内、週 350 球以内とする。また、週に 1 日以上、全力による投球練習
をしない日を設けること。

図 5　中学生投手の投球制限に関する統一ガイドライン（11）
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な変化が主に関与していると考えられ
ているが（15）、S&Cの立場からは、特
に後者における「運動の繰り返し」と
いった点には注目しなければならな
い。つまり、「運動の繰り返し」を支え
る体力の獲得、そして「運動の繰り返
し」による障害の防止である。
　より多く練習を繰り返すことは、技
術習得の機会を増やす一方で、身体へ
の負担がその許容量を超えた場合は障
害につながる。そこで、例えば次のよ
うなアプローチが考えられる。

1. 許容量の拡大

2. 効率的なリカバリー

3. 動作の適正化

　これらのいずれにおいても、S&Cの
立場からアプローチが可能であろう。
しかしながら、野球においては獲得す
べき技術が多いことから、特に動作の
適正化において細かく対応することは
現実的ではないかもしれない。特に、
発育過程にある野球のジュニア選手に
対しては、成長に伴い適応させていく
点が多いことからも、そうした経験の
機会を広げる基本的な体力の獲得を目
指すことが望まれる。そしてこれは、
前出の青少年の身体発達モデルでも全
年齢で強調されているように、筋力の
獲得が重要となるが、これにより、例
えば安定性を得ることで、動作の中で
の可動を効率化したり、静的および動
的なバランス能力を向上させたりする
ことで、野球の技術向上における基礎
だけでなく、障害のリスクを軽減させ
ることにもつながる。そしてジュニア
の段階から、これが日々の練習の中に
おいて、単に「追加」されたものとして
ではなく、技術練習に通ずる必須のも
のであるとの認識を、教育していくこ
とが望まれる。
　また、練習による身体への負担をで
きるだけ効率的に回復させることも重

視しなければならない。適切なリカバ
リーは、傷害や障害へのリスクを軽減
させ、継続的に競技へ取り組むことを
可能とする。そして、将来的にさらに
高いレベルで競技に携わる場合におい
ては、そこで強い疲労を誘発する高強
度のトレーニングが要求されることか
らも、ジュニアの段階から、自らの身
体の状態に関心をもたせ、より良い状
態で競技に臨む習慣を身につけさせる
ことが望まれる。

S&Cからの野球の技術への
アプローチ
　野球の技術を習得するにあたり、そ
の技術に要求される前提条件を分析
することは重要である。つまりこれ
が、野球の技術トレーニングの繰り返
しで習得可能か、またはS&Cからのア
プローチのほうが効率的かなどの判断
にもつながる。例えば、要求される技
術の習得のために必要となる柔軟性が
欠如していたり、練習を繰り返すだけ
の体力が不足していたりする場合は、
S&Cからのアプローチが効率的かもし
れない。また、野球の実戦で要求され

る走る動作は、直線を全速力で走るだ
けではなく、そこでは減速や停止、方
向転換や再加速などが求められるが、
こうした点においても、技術練習の中
だけではなく、日々のウォーミング
アップの中でドリルとして実施するこ
とも有効であろう。
　そして、トレーニングをより競技特
異的に捉えることが重要となる中でま
ず求められるのは、スクワットなど
の基本的なトレーニングを、より専門
的な視点から分析して現場に用いるこ
とであろう。特にこうした基本的な
トレーニングは、その動作のみを見た
場合、一見、野球の技術とは関係性の
薄いものと認識されやすいかもしれな
い。しかしながら、例えば「足の裏全
体で実施する」、「正しい背中のライン
を維持する」など、実施においての注
意点などを分析すれば、それが野球の
技術でも要求される重要なものである
ことが理解でき、またそうした視点は、
トレーニングをより競技特異的な動き
のものへと発展させる上でも引き続き
求められる。
　なお思春期においては、急激な骨の

図 6　S&Cからのアプローチ略図
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伸長により感覚にズレが生じ、一時
的にパフォーマンスが低下する可能
性（思春期のぎこちなさ：adolescent 
awkwardness）も考えられる。よって
その場合は、必要に応じてトレーニ
ングの外的な負荷を軽減させながら、
引き続き技術の習得に重点を置き、
PWVのタイミングでスムーズに筋肥
大を目指す本格的なトレーニングへと
移行させることが重要である（図 6 ）。

まとめ
　子どもは、大人への成長段階にあ
り、いずれの段階においても、「小さな
大人」として扱ってはならない。また
子どもの成長は、歴年齢と生物学的な
成長段階が個人により異なることか
ら、それぞれの状況に応じて対応する
必要がある。そして、そうした選手一
人ひとりの成長の変化を知る手段とし
て、継続的に記録を取ることが有効で
ある。
　そしてジュニアの野球選手において
は、思春期前に、FMSの習得、調整
能力の習得、そして基本的なトレーニ
ングのテクニックの習得に重点を置
く。その後、思春期には、急激な骨の
伸長に伴う骨密度の低下や柔軟性の低
下、さらに感覚のズレなどに注意して、
適宜運動負荷を調整しながら、それま
で習得した各技術の保持、洗練に努め、
思春期後に筋肥大を目指した本格的な
トレーニングへとスムーズに移行させ
ることで、さらなるパワーの獲得、そ
して野球の技術の向上を目指す。また、
FMS、そして野球の実戦で求められ
る動きにおいては、ウォーミングアッ
プの中で、ドリルとして導入すること
も可能である。
　なお、わが国の現代生活において運
動の機会が減少している中、子どもた
ちがこうした競技に携わることは、身

体を動かす貴重な機会でもあり、そこ
では競技力の向上のみならず、健全な
心身の成長を支える重要な役割も担っ
ているといえよう。よって、S&Cの
専門家は、子どもたちの将来像を明確
にイメージしながら、競技による障害
を予防することはもちろんのこと、子
どもたちが生涯にわたり健康に生活を
送るための基盤を形成しているといっ
た視点ももち、責任をもって現場での
指導に携わることが求められる。◆
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