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序論
　最適なパフォーマンスを追い求め
て、アスリートは通常、傷害予防と競技
成績の向上を目的とした様々なトレー
ニング方法を実践する。アスリートが
競技の要求に即した準備を整えるため
に（5,32）、あるいは受傷したアスリート
の競技復帰プロトコル（24）として用い
られる後方ランニング（BR）もまた、そ
のようなトレーニング方法のひとつで
ある。BRの正式な定義は、いまだ研究
者の間で確立されていないが、Uthoff
ら（58）は、BRの定義を「接地期全体を
通して片脚支持が用いられ、足を交互
に接地させる合間に両足が同時に空中
に浮く局面がある逆方向への移動様式
全般」としている。BRは他の後方移動
の様式とは異なっており、例えばアメ
リカンフットボールのディフェンシブ
バックが多用するバックペダル、すな
わち腰をかがめて後退するテクニック
などとは区別される。写真 1 に、各種
の後方移動の様式の例を示した。な
お本稿におけるBRは、前方ランニング

（FR）をより忠実に再現した、体幹を直
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要約
　後方ランニング（BR）は、ほとんど
の陸上スポーツの選手が競技とト
レーニングで実践している一般的
な移動テクニックであるが、BRを用
いたアスリート向けトレーニング
についての実証に基づく推奨は少
ない。本稿では、BRがスポーツに
果たす役割に焦点を当て、BRがアス
リートに利益をもたらしうる理由
について知見を提供し、またBRをス
トレングス＆コンディショニング
プログラムに組み込む方法を提案
する。アスリートを指導する現場へ
の応用に関して情報に基づく指針
を提供することは、スピードコーチ
およびストレングスコーチが、青少
年や成人のアスリート向けに、安全
かつ漸進的過負荷を用いた方法で
BRトレーニングを計画し、推進する
上で役立つであろう。

立させた姿勢で脚と反対側の腕を振る
走法とする（60）。写真 2 に、最大速度
でのBRとFRの走行サイクルに用いら
れる技術モデルを示した。
　近年のレビューにおいて、BRに対す
る即時的反応とトレーニングを経た反
応を検証した結果、逆方向に走ること
は、特異的なエネルギーおよびバイオ
メカニクス特性をもたらし、それがラ
ンニングエコノミーから方向転換能力
までを含む、様々な競技パフォーマン
スの指標に有益であることが明らか
となった（58）。近年、青少年と成人の
両方を対象に、BRを用いた競技力向上
に関する研究が進んでいることから

（56,58–60）、本稿はBRが研究で再び注
目されている理由を検証し、また、BR
をアスリートのトレーニングプログラ
ムに組み込む方法について実践的な提
言を行なうことを目的とする。

根拠：後方ランニングがスポーツと
トレーニングに果たす役割
　BRはFRと同じく、ほとんどの陸上
スポーツの選手に実践されている移



63ＣNational Strength and Conditioning Association Japan

動様式である（6,37）。またランニング
それ自体は、片脚支持期と両足が地面
を離れる滞空期とを特徴とする、歩行
の一様式と定義されている（8）。前後
いずれの移動も、同じ神経経路によっ
て生み出されると考えられているが

（25）、BRは視覚的フィードバックが変
化し、位置認識を維持するために他の
感覚システムへの要求が増大する点が
特徴的である（25,34）。視覚定位が変
化する後方へのランニングを実施する
能力は、アスリートに戦術的な優位性
をもたらしうる。例えば、ボールや対
戦相手を視界に捉えたまま高速で後方
へ走る能力を有するアスリートは、よ
り多くの情報に基づく判断を下すこと
が可能となる（4）。このような能力は、
ラグビーリーグ選手がタックル後に平
均 3.6 ～ 5.4 mのBRを実施し（48）、プロ
ハンドボール選手の試合における総移
動距離の 3.4％をBRが占め（36）、また、
エリートサッカー選手の試合における
総移動距離の 3～4％がBRである（3,37）
ことを考えると、特に重要である。
　競技以外でも、BRは傷害予防とリハ
ビリテーションプログラムに広く取
り入れられている（20,24,27）。またBR

写真 1　バックペダル、後方シャッフル、および後方ランニングの立脚中期
A：バックペダル、B：後方シャッフル、C：後方ランニングの立脚中期

写真 2　後方ランニングと前方ランニングの走行サイクル
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は、競技特異的な動作に対する身体の
準備を整え、競技パフォーマンスを向
上させることを目的とした多くのウォ
ームアッププロトコルに用いられてい
る（39,46,49,65）。さらにBRはトレーニ
ングツールとして、有酸素性および無
酸素性能力（40,55）、垂直跳びの跳躍高

（60）、方向転換パフォーマンス（53,56）、
およびスプリントスピード（60）の向上
を目的にコーチに用いられている。ス
トレングス＆コンディショニング（以
下S＆C）専門職は、BRが身体にもたら
す即時的反応、ならびにBRを用いたト
レーニングの効果を理解し、BRをより
適切に指導へ取り入れられるようにし
なくてはならない。

後方ランニングがもたらす即時的
反応
　刺激に対して即時的に生じる生理学
的またはバイオメカニクス的適応は、
あるエクササイズが長期的にもたらす
潜在的効果を知る手がかりとなる。複
数の研究者が、BRに対するエネルギー
的、運動学的、および運動力学的反応を
調査し、それらをFRと比較している。
表 1 に、同程度の相対的強度（BRがFR
の約 70％の速度）におけるFRと比較し
たBRの即時的反応をまとめた。
　表 1 が示すように、同程度に調整し
た相対的強度（例：最大速度またはBR
がFRの 70％の速度）を用いた場合、
BRはFRと比較して消費エネルギーが

多く（15,17,63）、走速度が低く（4,59）、
全体的な関節可動域（ROM）が小さく

（4,18）、ステップの運動学的相互作用が
特異的で（12,18,62）、下肢コンプライア
ンスが低く（9,10）、等尺性と短縮性の筋
活動に依存し（9,10）、脚部の筋活動が大
きく（18,51）、膝関節ストレスが小さく

（19,45）、制動力と推進力の比率が異な
り（9,10）、力の立ち上がり率が高い（63）
という特徴を有することが研究におい
て明らかになっている。BRに対する
特異的な生理学的およびバイオメカニ
クス的反応は、BRがFRとは異なるト
レーニング刺激をもたらす可能性を示
唆しており、それによって傷害リスク
が低下し、代謝機能が強化され、筋機能
が向上する可能性がある。さらに、BR
をプログラムに組み込み、なおかつ変
動性、特異性、および過負荷の原理を適
用することで、トレーニングの単調さ
を防ぐ複合的な方法としての機能が期
待できる。

傷害予防ツールとしての
後方ランニング
　あらゆるS＆Cプログラムの主な目
的は、傷害リスクを減らし、アスリート
が健康な状態で試合に臨めるように
することである（29,54）。このような
方針に沿って、BRはあらゆる年齢のア
スリートの傷害リスク軽減を特に目
的としたプログラムに組み込まれる

（14,20,49）。なかでも、FIFA 11＋（31）、
FIFA 11+Kids（46）、HarmoKnee（27）、
Performance Enhancement and Injury 
Prevention（20）、および動的ウォーム
アップ（DWU）（2）などは、エクササイ
ズのバリエーションと漸進をもたら
し、膝関節および足関節の靭帯損傷、お
よび大腿の肉離れの発生率を下げるウ
ォームアップである。BRを含むウォ
ームアッププログラムは、13 ～ 20 歳
のアスリートにおけるオーバーユース
や深刻な傷害の発生を低減するのに特
に効果的であることが明らかになって

表 1　前方および後方ランニングを同程度の相対的走速度で
実施した場合の即時的特性の比較

変数 研究 FRと比較したBR

心肺

酸素消費量 （1, 16, 60） ↑

心拍数 （1, 16） ↑

血中乳酸 （1, 16） ↑

運動学的要素

速度 （3, 56）

足関節ROM （14） ↑

膝関節ROM （14, 18） ↑

股関節ROM （14）

ストライド頻度 （3, 14, 59） ↑

ストライド長 （3, 59） ↑

接地時間 （59） ↑

滞空時間 （59） ↑

下肢の筋活動 （17, 60） ↑

伸張性筋活動 （8, 9） ↑

等尺性筋活動 （8, 9） ↑

短縮性筋活動 （8, 9） ↑

運動力学的要素

鉛直方向の脚スティフネス （8） ↑

膝関節の力 （18, 42） ↑

鉛直地面反力 （59） ↑

制動力／推進力 （8, 9） ↑／↑

制動時間／推進時間 （8, 9） ↑／↑

力の立ち上がり率 （60） ↑

BR＝後方ランニング、FR＝前方ランニング、ROM＝関節可動域
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いる（20,27,49）。
　BRを早くからウォームアッププロ
トコルやプレシーズンプログラムに取
り入れる理論的根拠のひとつは、下肢
の関節ROMが減少し（15）、同時にスト
ライド頻度が増加することによって、
下半身の関節に加わる負荷が減少する
というものである（19,23,45）。下半身
の関節に加わる負荷が長期的に減少す
る結果、衝撃に関連する筋骨格系傷害
が減少する可能性がある。さらに下肢
筋群の機能が前後反転するBRは、ポス
テリアチェーンにかかるストレスを緩
和し、ひいては反復性外傷を低減する
方法となりうる（24）。このことは、急
激なホルモンの変化と形態学的変化を
経験する時期にありながらトレーニン
グ量は増加し（29）、また、より大きな力
に耐える能力を求められる思春期の
アスリートにとって特に重要である

（35）。コーチはBRを取り入れること
で、下肢の神経および筋腱の特性を向
上させると同時に、プログラムに変化
をもたせ、下肢に加わるストレスを緩
和することができる。

後方ランニングを用いた筋機能の向上
　動作課題の性質によって、筋腱機能
のどの要素に依存するかは異なる。
FRは多くの場合、筋が引き伸ばされ、
伸張エネルギーが腱と結合組織を通じ
て吸収され、推進エネルギーに変換さ
れるという、ばね質量モデルの観点か
ら理解される（7）。一方のBRは振り子
運動により近く、足の接地時における
筋と腱の長さが比較的一定であり、推
進力は主に短縮性動作によって生み出
される（9,10）。短縮性動作主体のエク
ササイズは、伸張性動作に関連する筋
の損傷、筋痛、疲労、および炎症の影響
を打ち消す、あるいは軽減する可能性
があり、潜在的に有益なトレーニング
ツールとなる（26）。BRは等尺性およ
び短縮性の特性を有することから、臨
床専門職やコーチはBRを、傷害から選

手を復帰させ（24,33）、大腿四頭筋の筋
力を向上させ（18,53）、同時に膝関節ス
トレスを軽減するツールとして用いて
いる（19,45）。
　BRを用いたトレーニングは、カウン
タームーブメントジャンプやスプリン
トの初期加速など、大腿四頭筋の短縮
性筋機能に依存した動作における優先
的適応をもたらす（60）。成長のスパー
ト期やその前後にある思春期のアスリ
ートは、特にBRに良好な反応を示すと
みられ、週 2 回のトレーニングを 8 週
間続けたところ、垂直跳びの能力が 9.9
％向上し（エフェクトサイズ［ES］＝
0.83）、スプリントの 0 ～ 10 mおよび 0
～ 20 m区間のパフォーマンスがそれ
ぞれ 7.5％（ES＝1.56）および 5.0％（ES
＝1.04）向上したことが明らかになっ
ている。BRにおいて発揮される動的
な下肢伸展動作は、大腿と股関節の前
面の筋群による比較的高速での短縮性
力発揮を強化する方法となりうる。し
たがって、競技の要求が加速能力に依
存している、あるいはアスリートが短
縮性の力発揮能力を高める必要がある
場合、そのような競技パフォーマンス
の要素を向上させる手段として、BRが
役立つ可能性がある。
　直線スプリントだけでなく、BRはア
スリートにおける鉛直方向の脚スティ
フネス（60）、および方向転換能力（56）
を向上させることも明らかになってい
る。Uthoffら（60）は、高校生男子アス
リートを対象に 8 週間のBRトレーニ
ングを実施したところ、鉛直方向の脚
スティフネスが、同じ量と強度のFRト
レーニングと同程度に向上したと報告
している（前者が 10.6％、後者が 12.4
％）。またTerblanche＆Venter（56）も、
高度にトレーニングを積んでいる女性
ネットボール選手を対象に、BRを用い
た競技特異的トレーニングを実施した
ところ、同程度のFRトレーニングを上
回る効果が得られ、505 アジリティ、ア
ジリティ T、およびラダーテストの結

果が 3.4 ～ 10.3％向上した（ES＝0.85
～ 1.44）ことを明らかにしている。こ
れらの研究結果から、BRは短縮刺激を
もたらすだけでなく、伸張－短縮サイク
ル動作（57）、および伸張性局面の大き
い動作（11）におけるプラスの適応を、
様々な年齢や経験レベルのアスリート
において促進する可能性が考えられ
る。

代謝への刺激としての
後方ランニング
　エネルギーの見地からみると、BRが
課す代謝要求は、同程度の相対的強度
のFRを上回る（1,17,63）。これは基本
的に、BRをFRと同じ絶対量と相対的
強度で実施しても、消費エネルギーは
FRを約 28％上回ると予想されること
になる（12）。したがって、BRトレーニ
ングを繰り返し実施した場合、アスリ
ートはランニングエコノミーを 2.5 ～
33％向上させると同時に（40,55）、最大
酸素消費量を 5.3％向上させることが
可能となる（55）。これらの適応を引き
起こす正確なメカニズムは曖昧であ
り、さらなる調査が必要であるが、新規
の動作課題を行なう変動性（34）に加え
て、筋の短縮性機能への要求が増大す
ることが、BRに対する特異的な代謝応
答に影響を及ぼすと推測されている

（9,10）。これは実践的には、受傷中また
は高い負荷でトレーニングを実施して
いるアスリートがBRをプログラムに
取り入れると、より少ないレップ数で
FRと同様の代謝応答を引き起こせる
ことを意味する。

方法：統合プログラムの作成
　ここまでに取り上げた先行研究で
は、S＆Cコーチがアスリート向けの即
時的または長期的なトレーニング刺激
としてBRを採用すべき根拠が示され
たが、次はこれを踏まえて、BRを効果
的なトレーニングとして実践する方法
を理解しなくてはならない。順応によ
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ってのちにトレーニングの停滞が生じ
るのを抑えるために、変動性の原理を
適用すべきである（64）。複数のトレー
ニング段階にわたって継続的な適応を
引き起こすためには、適切な変化をも
たせることが重要であり（28）、それに
はエクササイズの選択、速度、量、およ
び強度を適切に操作する必要がある

（52）。同様に、アスリートが新たなス
キルを習得する際は、段階的な漸進に
よって、まずは低強度で動作に慣れ、基
本を習得してから、より高強度または
複雑な動作へと進むべきである（40）。
したがって、我々がコーチに推奨する
のは、BRをエクササイズ選択に変化を
もたせる手段として取り入れ、まずは
走速度、次に絶対量と相対量、最後に外
的負荷という順序で漸進させるやり方
である。続くセクションでは、アスリ
ートのトレーニングプログラムに様々
な形式のBRを漸進的に組み込む方法
について提言を行なう。なお、目的が
傷害のリハビリテーションと競技パフ
ォーマンス向上のいずれであっても、
エクササイズの選択、速度、量、および
適切な負荷を考慮すべきであることに
変わりはないが、以下に提案するプロ
グラムは、あくまで健康で受傷してい
ないアスリートに焦点を当てたもので
ある。BRを競技復帰プロトコルに取
り入れたいコーチには、変動性の原理
に従うことと、理学療法士やチームド
クターにプログラム作成上の留意点に
ついて相談することを推奨する。

第 1 段階：後方ランニングの速度を
漸進させる
　BRにおいてはコーディネーション
の要求が増大し（34）、感覚入力が変化
するため（25,34）、高速でのBRは段階
的にアスリートのトレーニングプログ
ラムに導入し、また可能であれば、芝の
ような軟らかいサーフェス上で実施す
る。このことが特に重要となるのは、
アスリートが若年またはBRのトレー

ニング経験に乏しく、コーディネーシ
ョン能力にばらつきがあると考えられ
る場合である（16,44）。このセクション
において提案するプログラムは、BRの
最大速度の 40 ～ 55％、60 ～ 75％、お
よび 90％以上という広く用いられて
いる速度域を通じて、高速のBRにアス
リートを慣れさせることを目的として
いる（59）。
　表 2 に示したような導入プログラム
は、2 週間のミクロサイクル 1 回分とし
て、週 2 回のトレーニング頻度で実施
するとよい。走速度が増加するのに伴
い、ランニングの技術モデルに特に注
意を向け、表 3 に示したような能力に
応じた指示や、ランニングタイムに関
するフィードバックを与える。速度が
漸進するにつれて、ランニングタイム
に関するフィードバックの量を減らし
ていき、アスリートによる走速度の自
己調節を促す。我々の先行研究から

（59）、15 ～ 18 歳の男性アスリートは、
BRおよびFRをセッション間で一貫し

た速度に自己調節できるようになるの
に、3 回程度のセッションを必要とす
る。このような過負荷の加え方は、高
速のBRを実施することへの習熟度と
自信を高め、アスリートの自己調節能
力を向上させるのに役立つ。

第 2 段階：後方ランニングの量を
漸進させる
　アスリートが高強度のBRに慣れ、外
的フィードバックをほぼ必要とせずに
走速度を正確に自己調節できるように
なったら、第 2 段階では、ランニングの
相対量または合計量を変化させること
でBRに過負荷を加える。これはスピ
ードコーチまたはストレングスコーチ
が、各強度の走行距離を操作するか、あ
るいは全強度の合計距離を操作してセ
ッション全体の量を変化させることを
意味する。青少年と成人の先行研究か
ら、通常の無負荷のスプリントプログ
ラムは、週 2 ～ 3 回の頻度で 6 週間以
上、セッション 1 回につき約 15 ～ 30 m

表 2　2 週間の後方ランニング導入プログラム

トレーニング段階 一般的準備期

スピードの重点 習熟化

漸進の重点 スピード

週 1 2

トレーニングセッション 1 2 3 4

レップ数 レップ数 レップ数 レップ数

低速（40 ～ 55％） 10 8 6 5

中速（60 ～ 75％） 5 5 6 6

高速（90％以上） 0 2 3 4

距離（m） 15 ～ 20 15 ～ 20 15 ～ 20 15 ～ 20

総量（m） 225 ～ 300 225 ～ 300 225 ～ 300 225 ～ 300

言語によるフィードバック 多 中 少 なし

表 3　後方ランニングのテクニックの指示

1．股関節を軽く屈曲させる

2．母指球で地面を爆発的に押す

3．腕の動作を前方ランニングと同様にして、脚と反対側の腕を振る

4．遊脚側のかかとを高く上げて引き寄せる

5．素早く蹴って遊脚を後方へ伸ばす
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高速のレップ数を増やし、セッション
の合計量は変えずに維持する。次いで、
相対量の処方は最初の 4 週間と同様の
まま、各レップの走行距離を 5 m延ばす
ことで、第 5 ～ 8 週におけるセッショ
ン当たりの合計量を増やす。量の操作
によるBRの漸進方法を理解すること
はS＆C専門職にとって有益であり、レ
ジスティッドスプリント形式のBRに
外的負荷を追加する際の基盤となる。

第 3 段階：後方ランニングを負荷を
用いて漸進させる
　アスリートがBRの速度と量を漸進
させるトレーニング段階を終えたら、
レジスティッドスレッドトーイングの
形式を用いて外的負荷を追加する。レ
ジスティッドスレッドトーイングは、

片側性の筋力トレーニングの一様式で
あり（30）、特異性の原理に即してスプ
リントパフォーマンスと下半身のパワ
ーを向上させる（13,41）。直線ランニン
グや方向転換動作の実施中は主に片脚
支持を用いるため、片側性の動作を取
り入れることは不可欠である（50）。さ
らに、様々な片側性の多方向動作を用
いることは、伝統的な両側性のエクサ
サイズと比べて、方向転換能力や多方
向へのジャンプ能力を向上させること
が明らかになっている（21）。したがっ
て、後方へのスレッドトーイングをア
スリートのトレーニングプログラムに
取り入れることは、代謝機能と神経筋
機能に有益な効果をもたらす手段とし
て推奨される（43,61）。
　表 5 に、専門的準備期から試合前期

のランニングを約 16 レップ実施する
ことが推奨される（38,47）。またこのよ
うなプログラムのガイドラインは、BR
においても有益な適応をもたらすこと
が明らかになっている（60）。以上のこ
とから、このセクションで提案するト
レーニングプログラムは、パフォーマ
ンスと下半身の伸張－短縮サイクル機
能を、相対量と合計量の両方を漸増さ
せて向上させることを目的としている

（60）。
　表 4 に、一般的準備期から専門的準
備期への移行期にかけて、スピード－筋
力の向上に重点を置いた 8 週間のプロ
グラムの作成例を示した。プログラム
を標準化するために、低強度のランニ
ングを高強度の前に処方している。量
の漸進は、まず最初の 4 週間に中速と

表 4　オフシーズンにおける無負荷の後方ランニングプログラムの例

トレーニング段階 一般的準備期 専門的準備期

スピードの重点 スピード－筋力

漸進の重点 相対量と絶対量

週 1 2 3 4 5 6 7 8

セッション 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

低速のレップ数
（40 ～ 55％） 3 3 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1

中速のレップ数
（60 ～ 75％） 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 2

高速のレップ数
（90％以上） 8 9 9 10 10 11 11 12 8 9 9 10 10 11 11 12

距離（m） 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20

セッション全体の距離（m） 225 225 225 225 225 225 225 225 300 300 300 300 300 300 300 300

表 5　オフシーズンにおける有負荷の後方ランニングプログラムの例

トレーニング段階 専門的準備期 試合前期

スピードの重点 筋力－スピード

漸進の重点 体重に対する負荷

週 1 2 3 4 5 6 7 8

セッション 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

レップ数 6 6 7 7 8 8 9 9 6 6 7 7 8 8 9 9

％負荷 20 30 25 35 30 40 35 45 30 40 35 45 40 50 45 55

距離（m） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

セッション全体の距離（m） 90 90 105 105 120 120 135 135 90 90 105 105 120 120 135 135

週当たりの距離（m） 180 210 240 270 180 210 240 270
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への移行期にかけて、加速スプリント
のための筋力－スピード向上に重点を
置いた 8 週間のレジスティッドBRプロ
グラムの作成例を示した。このプログ
ラムは、加速パフォーマンスに重点を
置いたレジスティッドスプリントトレ
ーニングは週 2 ～ 3 回の頻度で 6 週間
以上、＞20％体重の負荷を用いて実施
するとの推奨に基づいている（41）。日
単位の波状型負荷を用いているのは、
プログラムに新規性と変動性をもたら
すためであり（22）、なおかつ週ごとに
負荷を増やすことで漸進的過負荷の原
理に即している。短縮性筋活動が要求
されるスレッドトーイング（43）とBR
の組み合わせは、短縮性筋機能を強化
する手段となる。

包括的なパフォーマンス向上計画の
構成要素としての後方ランニング
　ここまでに挙げたプログラムは、ア
スリートにおけるランニング、ジャン
プ、およびホップのパフォーマンス向
上手段として推奨されるが（60）、これ
らはBRをアスリートのトレーニング
プログラムに組み込む唯一の方法とい
うわけではない。BRの根底にあるメ
カニズムを理解することで、コーチや
臨床専門職は情報に基づき、プログラ
ムを競技の要求やアスリートのニーズ
に合わせてどのようにでも応用するこ
とが可能となる。他のトレーニング方
法と同様に、BRは単独で実施するので
はなく、様々なトレーニング様式から
なる包括的なS＆Cプログラムの構成
要素として実施すべきである。したが
ってS＆Cコーチは、それらの組み合わ
せが筋の力発揮能力、伸張－短縮サイク
ル機能、および代謝機能に同時にトレ
ーニング適応をもたらすことから、筋
力、多方向ランニング、およびバリステ
ィック動作の要素を組み込むことが推
奨される（42）。さらにBRは、通常のウ
ォームアップに組み込んで時間効率に
優れた傷害予防およびパフォーマンス

向上手段としたり、あるいは複合的な
方法として伝統的なFRスプリントプ
ログラムの加速トレーニング日に組み
込み、動作のバリエーションを高める
のに用いることもできる。BRの最適
な適用方法を特定するには、さらなる
研究が必要であるが、BRを青少年アス
リートの育成または競技特異的なトレ
ーニングプログラムの構成要素として
取り入れた場合、傷害リスクを低減し、
また下半身のパワー、スピード、および
代謝機能に依存する幅広い競技パフォ
ーマンス動作に有益な適応をもたらす
効果が期待できる（20,40,56,60）。

結論
　スポーツの過酷さを踏まえて、コー
チはアスリートのパフォーマンスを向
上させると同時に、関節への負荷を抑
制する効果的なトレーニング方策を常
に探し求めている。先行研究が示すと
おり、BRはFRに比べて腱や靭帯への
過負荷が少ない手法として、有酸素性、
無酸素性、および神経筋トレーニング
に利用することが可能である。ただし、
本稿にはFRトレーニングの重要性を
軽視する意図はなく、また、BRも傷害
予防や競技パフォーマンス向上の万能
薬というわけではないが、専門職の選
択肢となる手法のひとつである。他の
筋力およびスピードトレーニング様式
と同様に、BRは適切に実施し漸進させ
なくてはならない。アスリートの能力
と目標、および現在のトレーニング段
階に応じて様々な形式のBRを処方す
ることで、変動性、特異性、および過負
荷の原理を実践する。BRを包括的な
アスリート育成プログラムに組み込む
ことは、新規の刺激となって、アスリー
トの能力を補完する生理学的および身
体的適応をもたらし、また、トレーニン
グのバリエーションを高めて伝統的な
トレーニングの単調さを防ぐ可能性が
ある。◆
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