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エクササイズテクニック：ケトルベルを
使ったターキッシュゲットアップ
Exercise Technique: The Turkish Get-up With a Kettlebell

Matthew D. Leatherwood, BS　　Adam Whittaker, BS　　Michael R. Esco, PhD

主働筋
　TGUは身体のほとんどの筋群を動員
するため、全身のエクササイズに分類
される。特に、三角筋、腹直筋、外腹斜
筋、脊柱起立筋、殿筋群、大腿四頭筋群、
およびハムストリングスの活動に重点
を置く（4）。

エクササイズがもたらす効果
　TGUは、いくつかの競技特異的な動
作パターンを組み合わせているため、
多様なトレーニングプログラムに適
用できる。例えば、TGUでは最初に身
体を転がす動作があり、次に、外的負
荷に抵抗して床面から立ち上がる能力
が試される。これらの特徴により、同
エクササイズは、レスリング選手や総
合格闘技選手のトレーニングプログラ
ムに適用できる。また、重い負荷を頭
上で支える点が、現実の戦闘の状況に
類似しているため、タクティカルアス
リートのエクササイズとしても有益
である。そのほか、下半身で動的動作
を実施しながら、コアや上半身の安定
性を多用する動作が中心のアスリー
ト（アメリカンフットボールのライン

要約
　ケトルベルを使ったターキッ
シュゲットアップの適切な実施方
法について、写真付きで詳しく解説
する。この全身の動作は、下半身の
動的動作によって、コアと上半身の
安定性に独特の課題を提供するた
め、ほとんどのストレングス＆コン
ディショニングプログラムに組み
込むことが可能である。

エクササイズの様式
　ターキッシュゲットアップ（TGU）
は、いくつかの連続的動作を適切な
テクニックで実施することで、キネ
ティックチェーン全体の筋機能を強化
する多関節エクササイズである（3）。
TGUは、筋力、バランス、コアの安定
性を高めるのに効果的である（3）。また
TGUは、ワンアーム・オーバーヘッド
プレス、サイドクランチ、サイドブリッ
ジ、およびランジの特徴を組み合わせ
た、複雑な動作である（1,6）。

マンなど）にも有益である。加えて、
TGUのような安定性エクササイズは、
パワーを四肢に適切に伝える上で重要
な、コアの筋力を高める効果も期待で
きる（7）。以上のことから、TGUは様々
なアスリートのストレングス＆コン
ディショニング（以下S＆C）プログラ
ムに組み込むことが可能である。
　またTGUは、多平面への不要な動作
を抑制しながら、頭上にケトルベルを
保持する要素によって、肩と肩甲骨の
安定性、およびローテーターカフの筋
力を向上させる可能性があるため、修
正および治療的エクササイズとしても
実施できる（1）。したがってTGUは、一
部のアスリート（投手、クォーターバッ
ク、槍投げ選手、バレーボール選手な
ど）に発生する、過度のオーバーヘッド
動作に伴うオーバーユース障害の予防
やリハビリテーションに効果が期待で
きる（1,3,5,6）。
　なお外的負荷には、ダンベルよりも
ケトルベル（KB）を用いるのが望まし
い。KBはダンベルに比べて、コーディ
ネーションや安定性に与える課題が大
きいことが明らかになっている（3）。し
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たがって本稿では、KBを使ったTGU
の適切なエクササイズテクニックにつ
いて説明する。

ケトルベルを使ったターキッシュ
ゲットアップのエクササイズテク
ニック
　TGUは身体の左右どちら側でも実施
できるが、本稿では、右腕を伸展させ、
左脚で身体を支える場合の動作の説
明を行なう。このバージョンで所定の
レップ数をこなしたら、同じ動作を反
対側で繰り返す。

ステップ 1：床上からのプレス

　身体の右側を下にして横になり、
両膝と両股関節を 90°に屈曲させて、
KBを両手でつかむ。両肘を約 90°に
屈曲させて、KBを胸に引き寄せる（写
真 1）。そこから転がって仰向けにな
り、右膝を屈曲させたまま左脚を伸展
させる。KBから左手を離し、左腕を
約 45°の角度で床につけて手の平を回
内させる。そして右腕を伸展させ、KB
を頭上に押し上げる（写真 2）。完全に
伸展させたら、右腕は動作を終了する
までこの姿勢を保持する。姿勢の保持
には、肘関節の周辺筋群（上腕三頭筋
など）と、肩関節の周辺筋群（ローテー
ターカフ、三角筋、肩甲骨安定筋群な
ど）の等尺性筋活動を用いる。また、動
作中は常に視線をKBに固定しておく
と、腕の適切な姿勢が崩れるのを防げ
る。

ステップ 2：ハンドサポート

　右腕の伸展を保持したまま、体重を
左肘に移動させる。右股関節を外転さ
せ、右膝を上に向ける。そこから左腕
を伸展させ、左手で身体を支える。左
手は回内させ、左肩の真下で床にしっ
かりとつける（写真 3）。

写真 1　開始姿勢

写真 2　ケトルベルを頭上に押し上げて横たわった姿勢

写真 3　片手で身体を支えているところ
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負荷を使わずに実施する必要があるか
もしれない。コーチは、アスリートの
トレーニング状況や動作の習熟度を参
考にして、レップ数、セット数、およ
び負荷を決定する。ただし、最初のう
ちは筋力向上を目標とする場合の推奨
量に従い、左右各 6 レップ以下で 2 ～
6 セット、休息時間はセット間に 2 ～
5 分などとするとよい（2）。また負荷は、
目標レップ数がこなせて、なおかつ適

切なテクニックを維持できる範囲で設
定する。

漸進
　先述のとおり、TGUは複雑な動作
であり、漸進的な習得を要する。初心
者は、なるべくS＆C専門職の監督の
下で、各ステップを個別に練習して
から動作全体の実施に移る。その際、
最初のうちは外的負荷を使わないか、

ステップ 3：サイドブリッジ

　上半身を左腕で支える状態を保持し
たまま、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、
腹横筋を等尺性収縮させ（「アブドミナ
ルブレーシング（8）」）、股関節を持ち上
げてサイドブリッジの姿勢をとる（写
真 4）。

ステップ 4：レッグスウィープからラ

ンジ姿勢

　左手と右足で身体を支えながら、左
膝を 90°に屈曲させ、股関節の下で膝
を床につく。右腕の伸展を保持したま
ま体幹を起こし、左手を床から離す。
このようにすると、KBを真っ直ぐ頭
上に掲げ、上半身を直立させたランジ
姿勢が完成する（写真 5）。

ステップ 5：スタンドアップ

　ランジ姿勢をとったら、大殿筋と大
腿四頭筋群に力を入れ、両膝と右脚の
股関節を伸展させて立ち上がる。自由
になった左脚は前方へ出し、右足と揃
えて立つ（写真 6）。

ステップ 6：リバース

　以上のステップを逆にたどって最初
の姿勢に戻る。右腕を伸ばしてKBを頭
上に掲げたまま、まずは後方へ脚を踏
み出してランジ姿勢をとる（写真 5）。
次に、左手を左肩の真下でしっかりと
床につけ、左脚を伸展させる（写真 4）。
左腕を屈曲させて肘を床につける（写
真 3）。最後に、背中を下にして寝そべ
る（写真 2）。

レップ数とセット数
　レップ数は、個々の選手の目標や、
KBの使用とTGU動作への習熟度に
よって異なる。この動作の最も重要な
ポイントは、適切なテクニックで実施
することであり、そのため最初は外的

写真 4　サイドブリッジ姿勢

写真 5　レッグスウィープからのランジ
姿勢

写真 6　ランジ姿勢から立ち上がった
ところ
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シューズなどの軽量の物体を拳の上に
乗せ、バランスをとりながら実施する

（1）。いずれかの方法で動作をうまく実
施できるようになったら、次はダンベ
ルを導入する。重心の偏っているKBと
違い、ダンベルは重心が中央に位置す
るため、コーディネーションや安定化
に対する要求が小さいためである。す
べてのステップを適切なテクニックで
実施できるようになったら、軽量のKB
を導入し、漸進の原理に従って負荷を
増やしていく。
　TGUは複雑な動作のため、特に初心
者の場合は、トレーニングセッション
の序盤に組み込むのが適切であろう。
リフティング上級者の場合は、疲労し
た状態で関連動作を実施する競技特異
的シナリオを考慮して、TGUをセッ
ション後半に組み込んでもよい。◆
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エクササイズリーフレット活用レポート

　私は、東京・上野駅にあるINFINITY 24H FITNESSGYMにて、施
設運営およびパーソナルトレーナーとして活動をしています。当
ジムでクライアントの方へパーソナルトレーニング指導を行なう
際に、NSCAジャパンエクササイズリーフレットを活用していま
す。今回はエクササイズリーフレットのスクワット編を活用し、ボ
ディビル選手を指導しましたのでご報告させていただきます。
　 今 回 指 導 し た 選 手 は2018年8月18日 に 行 な わ れ たNPCJの
DIAMOND CUPという大会のボディビル部門5位の成績を収めま
した。当初はスク
ワット動作におい
てしゃがむ際、骨
盤の前傾を保持す
ることが難しく姿
勢が崩れることが
多かったので、ス
ク ワ ッ ト リ ー フ
レ ッ ト を 参 考 に、
しゃがんだ際の骨
盤の前傾姿勢の保
持を重視して指導
しました。
　またボディビル
では、試合が近づ

くにつれ、体脂肪を大幅に減らす減
量やトレーニングメニューを実施し
ますので、重量を求めるトレーニン
グではなく、正確なフォームで狙っ
た筋肉に刺激を入れるトレーニン
グのほうが、ボディビルのポーズを
とった際の筋肉の見せ方が変わって
くるので、そこを重要視し、指導し
ました。
　自分の体に適さない重量でトレー
ニングを行なうと傷害につながる
ケースもあるので、その方に合った適正な重量で行なうことが重
要になります。適切なフォームや目的に適した反復回数で行なえ
ば、筋力アップや使用するトレーニング重量が増え、スポーツパ
フォーマンスの向上はもちろん、そのほか骨、靭帯、腱などの結合
組織を強化できるので、選手にとって基本種目といえます。
　これからもエクササイズリーフレットを活用し、INFINITY 24H 
FITNESSGYMに来店されるお客様の目的に合ったトレーニング
指導を行ない、微力ながらお客様の健康増進に貢献できればと考
えています。
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