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プロサッカー選手の簡易動作でのコンディションチェック
富永
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旨】

競技で最大のパフォーマンスを発揮することは，スポーツ選手にとって極めて重要である．そのためには
日々のコンディションをチェックし良い状態に維持することは必要不可欠である．サッカーの現場において
コンディションの指標としてメディカルチェックとフィジカルチェックが行われていることが多い．しかし
メディカルチェックとフィジカルチェックには大きな差があり，選手の障害予防という観点から考えると両
チェックの中間に位置する動作を主としたコンディションチェックが必要である．今回実際の現場でスムー
ズな重心移動という観点から重心移動に必要な関節の可動性と協調性について簡易動作でのコンディション
チェックを考案し行っていたので紹介する．
Key Words：コンディションチェック，キック動作，簡易動作，体幹の可動性，重心移動戦略

1. はじめに

コンディションを崩す要因は大きく①生理的要
因，②心理的要因，③環境的要因，④トレーニング要

プロサッカー選手に限らず，スポーツ選手が全力

因に分けられる．コンディションをチェックの項目

でプレーするためには，日々のコンディションを整

もこのコンディションを崩す要因を基に行われてい

えておくことは極めて重要である．

る．実際のスポーツ現場では，これらの項目の中か

このコンディションをチェックし，整えることで

ら競技特性に合わせて行われている．

選手の最大パフォーマンスを引き出すことができ
る．サッカーの現場では，１シーズンに数回のメディ

2. 2 サッカー現場でのコンディションチェック

カルチェックとフィジカルチェックは行われている

プロサッカーチームにおいては，各チームによっ

が，両チェックの間にはチェック項目間に大きな差

てチェックの項目，頻度などはことなるが，多くの

があり，日々のコンディションを把握するには不十

チームでは，年１回のメディカルチェックと数回の

分であることが考えられた．そこで両チェック間の

フィジカルチェックというかたちで行われている．

中間に位置するようなコンディションチェックが必

しかしシーズンを通して良いパフォーマンスを保つ

要であると感じ，動作を主としたコンディション

ためには，両チェックの内容には大きな差があると

チェック項目を考案し，実際にプロサッカーの現場

感じていた。そこでメディカルとフィジカルチェッ

で行っていたので紹介する．

クの中間に位置する動作を主としたチェックを行う
ことにより，スポーツ傷害の予防あるいはフィジカ

2. 現場でのコンディションチェック

ルやスキルの向上に役立つのではないかと考えコン
ディションチェック項目を考案して行っていた．

2.1. コンディションチェック
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3. 簡易動作でのコンディションチェック

キック動作の観察（図２）では、右のインサイ

コンディションチェックを行うにあたり，動作
を主体としたものまた選手にフィードバックしや

ドキック時，軸足で上体を支持したキックが行え
ており，体幹の回旋も十分機能している．
左のインサイドキックでは，上半身が支持基底

すいものとするため簡易動作を用いた項目とした．

面の内側に位置しており，骨盤の後側方変移およ
3.1 簡易動作チェックの目的と項目の選定

びキック側への傾斜とそれに伴う体幹の側屈での

簡易動作チェックの目的は，「スポーツ傷害の予
防とフィジカルの向上」である．目的を達成する

対応となり，体幹の回旋が十分に機能しておらず
軸足への重心移動も不十分であった．

ため，選手の訴えなどを考慮し項目を選定した．
項目の選定は，「スムーズな重心移動を可能にする
可動性と協調性」を基本とし，以下の３項目を中
心に行った．
①スキル等に影響すると考えられる重心移動戦略
②重心移動に必要とされる脊柱の可動性
③重心移動に必要な多関節の連動性
3. 2 項目選定に至った経緯（選手の訴え）
項目の選定にあたっては，選手の訴えが大きく
関与している．ここではその経緯となった２症例
をあげる．
3. 2. 1

症例１

ポジション MF

図２

選手の訴えとして，「右のインサイドキック後に

インサイドキック

この症例より，以下のチェック項目のヒントを

はすぐに前に走り出せるが，左キック後は 1 テン
ポ遅れるので見てほしい．」とのことであった．

得た．①静止立位アライメントでの質量中心と支持

訴えを受け①静止立位と片脚起立アライメント，②

基底面との関係，②静止立位から片脚立位への重心

キック動作について観察を行った．

移動戦略，③上半身質量中心の側方移動（片脚立位

静止立位では支持基底面に対して，上半身質量

での重心戦略の影響），④腰椎 - 骨盤帯側屈（片脚立

中心が左側に変位していることが認められる．

位での重心戦略に影響）

また左片脚立位では上半身を中心とした重心移動

3.2.2

ポジション 右サイドバック

選手の訴えとして「センタリングの練習量を増

が，右片脚立位では骨盤帯を中心とした重心移動
（図１）がみられた．

症例２

やしたところ左股関節に痛みが出てきた」とのこ
とであった．
右サイドバックではセンタリングをあげる際，
右足でキックすることが多くかつ体幹の回旋など
の回旋動作が必要とされる．またキックの種類は
インサイドとインステップの中間といわれている．
上記のことから，①静止立位および片脚立位アラ
イメントの観察，②座位での体幹回旋，③インサイ

図1

静止立位 , 片脚立位アライメント

ドおよびインステップキック動作の観察を行った．
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静止立位では，上半身質量中心はほぼ支持基底

る．センタリングでは，さらなる回旋が要求され

面の中心位置していた．しかし右体幹（主として

るため軸足股関節への圧縮応力がかかると考えら

腰部）の側屈が（図３）認められた．

れた．

右片脚立位では上半身，骨盤帯とも支持脚側に
変移させ重心移動を行っていたが，左片脚立位で
は右体幹の側屈により上半身質量中心を立脚側に
移動できず，骨盤帯の側方変移にて重心移動を行っ
ており，遊脚側の骨盤が傾斜することにより対応
していると考えられた（図３）．

図５

上段

インサイドキック

下段

インステップキック

この症例より，症例１にプラスして①体幹の回
旋と下肢への影響，②股関節の屈曲と脊柱への影響
が考えられた．

図３

4. 簡易動作チェック項目

静止立位 , 片脚立位アライメント

また静止立位で腰部の側屈がみられたことから

4.1 チェックのねらいと項目

座位時の体幹の回旋を観察した．座位時の体幹の

チェック項目の選定においては，重心移動をス

回旋では、右回旋の動作で骨盤の傾斜にともなう

ムーズに行うことをねらいとして下記の大項目を

回旋軸の変位（図４）が認められた．

もとに 12 項目を選定した．
・体幹の可動性
・股関節の屈曲動作と脊柱への影響
・静止立位時の重心の変位
・側方重心移動の際の戦略
・可動性と他関節への影響
4. 2 選定項目の紹介
① 条件付き寝返り 4 パターン

図4

② 座位での股関節屈曲

座位の体幹回旋

③ 座位での脊柱側屈可動性

キック動作（図５）では，右インサイドキック

④ 四つ這いアライメント（脊柱矢状面可動性）

で軸足支持時骨盤の後傾がみられ，体幹の屈曲を

⑤ Rotary stability（脊柱回旋可動性）

使ってのキックとなっており骨盤の傾斜も著明で

⑥ Kneeling rotation（脊柱回旋要素）

ある．また体幹の軸の変位も大きくなっている．

⑦ 静止立位アライメント

右のインステップキックでは，体幹の回旋が不
十分であり側方に逃げるようなキックとなってい
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⑧ 片脚立位アライメント
⑨ つま先立ちアライメント
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4.2.3

⑩ Deep Squat
⑪ Lunge rotation

座位での脊柱側屈可動性

座位での Lateral reach テストを行う．観察のポ

⑫ Lunge posterolateral reach

イントは Reach 距離と動作中の脊柱側屈である．

以下各項目について紹介する．

腰部の側屈が不十分であれば，著明な下肢でのカ
ウンターウェイトが認められる．この項目により

4.2.1

条件付き寝返り 4 パターン

上半身の側方移動時の体幹の対応を観察すること

寝返りは，背臥位から腹臥位，腹臥位から背臥

ができる．また胸椎の可動性が低下している場合，

位でかつ上肢始動と下肢始動の４パターンを観察

腰椎の側屈が過剰となり，リーチ距離が短くなる．

する．観察のポイント２点，１点目は動作が追行

4.2.4

できるか，２点目は動作のパターンが体幹回旋主
体になっているかである．

四つ這いアライメント

股関節の屈曲（骨盤の前傾）とそれに伴う腰椎
および胸椎の矢状面でのアライメントを観察する．

上肢始動の寝返りでは上位胸椎，また下肢始動

可動域のみならず，ボディーイメージと実際のア

の寝返りでは，胸腰椎移行部および下位胸椎の回

ライメントのギャップも確認する．

旋可動域の低下をチェックする．

4.2.5 Rotary stability

良い例では，体幹回旋主体となり脊柱を軸とし
た寝返りが可能となる．

本来は体幹の Stability を観察するものであるが，
ここでは四肢の運動と体幹の可動性での代償を観

不良例（図６）では，回旋の代償として体幹伸

察する．特に支持基底面を狭くすることで，動作

展を用いたパターンや回旋が不十分であり丸太様

の追行が困難となり（図７）明確に観察すること

回旋を示すパターンなどである．

ができる．不良例では，動作の追行が困難となる．
また四肢可動性の低下から過剰な脊柱の可動性が
みられる．

図６

寝返り不良例

体幹回旋不十分

上段

腹臥位→背臥位

上肢パターン

下段

腹臥位→背臥位

下肢パターン
図７

4.2.2 座位股関節屈曲
坐位（下肢は床面に接していない）にて，上肢

支持基底面の狭小化

4.2.6 Kneeling rotation

での代償を軽減するため挙上して股関節を 90°以

片膝立ち位での脊柱の回旋を観察する．観察の

上屈曲する．動作時の側方への重心移動，寛骨の

ポイントは，体幹回旋時の下肢の連動性，回旋の軸，

分離した傾斜，股関節の運動方向をチェックする．

回旋の可動性である．不良例では，回旋に伴い下

不良例では，上半身の後外側変位，寛骨の分離

肢の動揺がみられる．また下肢の動揺が見られな

不全による骨盤の後傾，骨盤帯の後傾に伴う股関

くても左右の回旋に明らかな差がみられる．

節の屈曲外転方向の運動などがある．
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4.2.7

静止立位，片脚立位，つま先立ちアライメ

4.2.10

ント

Lunge posterolateral reach

Lunge 動作の後方下肢での後外側へのリーチ動

静止立位では，上半身の質量中心と支持基底面

作（図９）である．インステップキック時のフォロー

との位置関係を観察する．片脚立位およびつま先

スルーをイメージした動作である．観察のポイン

立ちアライメントでは，静止立位からの重心移動

トは，股関節の内転と骨盤の傾斜である．

パターンについて観察する．筆者は便宜上，主に

不良例（図９左）では，股関節の内転運動に伴い

上半身ユニットの変位にて重心移動を行う上半身

骨盤帯の傾斜がみられ支持側への重心移動が不十

タイプ，骨盤帯ユニット（股関節）で重心移動を

分となる．

行う骨盤帯タイプ，上半身・骨盤帯で重心移動を
おこなう混合タイプとして観察している．
これらの重心移動のパターンが少なからず下肢
のアライメントに影響を与えていると考えられる．

図９

Lunge posterolateral reach

５．まとめ
今回筆者が現場で行ってきたサッカーにおける
簡易動作でのコンディショニングチェックについ
て紹介してきた．サッカーにおけるキック動作な
図８

つま先立ちと重心変位

どの要素を重心移動，体幹可動性という観点から

左

混合タイプの重心移動

右

上半身タイプ

簡易動作としてチェックすることで，シーズン中
またはリコンディショニング中にも容易にチェッ
クができ，選手へのフィードバックも可能となっ

4.2.8 Deep Squat
Deep

た．一方で明確なエビデンスが得られていない点

Squat では，主に矢状面上での各関節の

や経過を追わないと選手の強みを消してしまう可

可動性と前額面上の重心移動の変位を観察する．

能性があるなどの問題点が残る．プロ選手のチェッ

不良例の多くは，胸椎の伸展可動性が低下や骨盤

クにあたっては選手の強みを加味しながら行うこ

帯前傾および上位腰椎の伸展可動性の低下などが

とが大切となるであろう．

示唆される．
4.2.9 Lunge rotation
Lunge 動作の後，体幹の回旋を行う．重心の移
動パターンと回旋の軸を観察する．Lunge 動作では，
一度片脚立位となってから踏み出し動作を行う．
不良例では片脚立位時の重心の変位が大きいいた
め，踏み出し側への重心移動が不十分なまま回旋
動作を行うこととなり回旋の軸が変位する．
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