
ジャンプテスト：パート1 

コーチにとっての利点
 
ジャンプテストによって、下肢のパフォーマ
ンス評価のための客観的なデータを得るこ
とができます。下肢の爆発的パワーは、選手
の全体的な競技能力の重要な構成要素で
あり、定期的に（毎週）測定することで疲労
状態を知るための優れた指標となることが
確かめられています。 
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Squat jump (counter-movement) 

Squat jump (concentric) 

跳躍高のサンプル範囲 (cm) 
 
男子: 
平均       41-50 
良い       51-60
非常に良い 61-70 
優秀　　　 70+ 

女子: 
平均　　　 31-40 
良い　　　 41-50 
非常によい 51-60 
優秀　　　 60+ 
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コンセントリックオンリーのジャンプを測定するためには、ジャン
プの前にエクセントリック動作が生じないように、厳しくコントロ
ールする必要があります。

セットアップ
 
GymAware本体（PowerTool）を 選手の足の真横で、ケーブ
ルができるだけ垂直に引き出される位置に置きます。バーの
傾きによって生じるかもしれないエラーを完全に排除したい
場合は、専用の取付台を用い、本体を上下逆にして天井に固
定します。

腕振りの影響を防ぐため、ほうきの柄のような軽い木製もし
くはアルミ製のバーを肩に担ぎ、ケーブルを装着します。正確
なデータを得るためには、ジャンプ動作に慣れるための練習
を数回行ってから本番の測定を実施するようにして下さい。

手掛かりとなるパフォーマンス変数
多くの指導者は、GymAwareで、垂直跳びのパ
ワーと高さを測定しています。 

選手のパフォーマンスをモニタリングするため
の簡単で非侵襲的な優れた方法としてジャンプ
は広く用いられています。 

原理
下肢のパワーはジャンプテストで評価することができま
す。GymAwareのエクササイズ選択から、”Squat Jump 
(counter movement)”を選択し、選手に対して、膝と股関節
を曲げて少し沈みこんで反動をつけてから高く跳ぶように指
示します。この動作は、「ストレッチショートニングサイクル」
であり、関節に蓄積した弾性エネルギーを利用することによ
ってパフォーマンスを最大限に高めることができます（図a）。

もうひとつのタイプのジャンプは、“Squat Jump 
(concentric)”で、静止したハーフスクワット姿勢からジャン
プします（図b）。このジャンプでは選手が予め沈み込む動
作（つまりcounter movement）を行いません。したがって
筋肉の予備伸長は生じません。ほとんどの選手は、counter 
movementジャンプでconcentricジャンプよりも3-6cm高く
跳ぶことができます。



測定手順
1）ジャンプを実施する前に、5-10分間の十分なウォームアップを行う。実際に何回かジャンプを実施す
る。

2）床の上にテープを十字に貼って、その中心からジャンプし着地するように指示する。

3）GymAware本体をケーブルが垂直に引き出されるように設置しケーブルを装着する。”Angle of Lift”
と書かれたラベルの大きな矢印が選手の前方を向くようにすること。

4）GymAware本体を天井または3m以内の高さに常設することも考慮する。それにより、ケーブルをバ
ーの中心に止めることができ、バーの左右への傾きによるエラーを最小限にすることができる。

5）マジックテープの輪が大きすぎてジャンプ中に外れることがないようにしっかりと固定する。

6）選手に可能限り高く跳ぶよう指示し、測定者が実際には平均パワーやピークパワーといった変数に
関心があったとしても、選手にはジャンプ高のフィードバックをする（注：これは、指導者が何を見てい
るかを選手が知ると、その数値を意識的にコントロールするための動作を誘発してしまい、測定条件が
変化するということを避けるためである）。

7）選手の肩にバーが常に密着し、肩からバーが浮いていないか観察する。もし許容できない動作が行
われた場合、最初からやり直すか、後でその部分を削除する。オンラインバージョンなら、リストからそ
のレップをクリックして削除することが可能。

8）選手が測定場所に来てバーを肩に担ぎ、直立姿勢になったらSTARTボタンを押す。

9）指定回数ジャンプし終わったら、ただちにSTOPボタンを押し、余計なレップが測定されてしまわない
ようにする。

バーを担ぐということにより腕振りの影響を最小化することができ、これはまた、ケーブルを装着する
という点でも好都合です。選手の足のすぐ横で足と接触しない距離にGymAware本体を設置して下さ
い。選手に対して測定中にバーが傾かないよう注意してください。測定者もこの点に注意する必要があ
ります。バーが傾くと正確な測定ができません。

ジャンプテスト：パート2

重要事項
ジャンプ高の測定において
は、STARTボタンを押す前に選手が
きちんとジャンプする準備ができて
いることを確認して下さい（両足を
フラットに地面につけて直立する）。

STARTボタンを押して、ジャンプ高
を計算するためのゼロ設定をする。

この開始姿勢から上方への距離が
ジャンプ高とみなされ、これより下
の距離が沈み込みとみなされます。

測定のプロトコルとセットアップを
決定するにあたっては以下の点を
考慮して下さい。

・テクニックの影響を減少させるこ
と
・選手のスキルと成熟度
・テストの頻度
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詳細情報はこちらへ：
http://kinetic.com.au/stories/gymaware/measuring-jumps-with-gymaware.html 
http://www.sandcplanning.com/category/1823290.html

考察
SheppardとDoyleの研究により、コーチの目による大雑把な観察では、コンセントリック局面に先立つ
エクセントリック動作を検出することは不可能であることが明らかにされています。さらにこの研究結
果は、リニアポジショントランスジューサー（LPT）を用いることで、このコンセントリックオンリージャン
プに先行する微細な反動動作（SACM）を全く生じさせないようにすることが可能であることも示して
います。

コンセントリックオンリーの測定においては、厳密なプロトコルで実施することが必須条件となりま
す。SACMを行う選手では、このコンセントリック局面に先立つエクセントリック動作によってジャンプ
高が最大で6cmも増加することが研究によって確かめられています。

スクワットジャンプの第3のタイプとして、Squat Jump (repeated) がエクササイズリストに用意されて
います。このエクササイズはSquat Jump (counter-movement) に類似していますが、ジャンプした後、
次のジャンプ動作を開始する前にニュートラルポジション（直立姿勢）を取らない点が異なります。着
地姿勢からすぐ続けて次のジャンプを開始し、連続的にジャンプします。このタイプのジャンプは、パフ
ォーマンスの評価変数として接地時間を見たい指導者によく用いられています。

これまでの経験に基づくと、1ジャンプ毎（1レップ毎）に大きなバラつきが生じるエクササイズは望ま
しくないと考えられます。その場合、選手は最初の跳躍地点からずれてしまっていることが多く、これで
は正確な測定にはなりません。

さらに、ジャンプ毎に直立姿勢をとらずに連続的にジャンプを繰り返すエクササイズにおいては、特
に上体の動作による運動量が発生し、この運動量とコーディネーションの優劣が測定値にバラつきを
生じさせます。測定値毎のバラつきが顕著な測定は決して良い測定であるとは言えません。
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原理
アスリート
が疲労しているかどうかは、トレーニングにおける筋力の一時的な低下から判断することができます。レベルの高い競技スポー
ツ選手においては、トレーニングや試合の頻度や強度が増すことに伴い、ある程度の疲労が生じることは仕方のないことです。
しかしその疲労が過度に蓄積すると、オーバートレーニングやケガの発生する可能性が高まります。そこで選手の疲労度合を監
視することは、ケガを未然に防ぎつつパフォーマンス向上を目指すための筋力トレーニングやコンディショニングにおける重要
な役割の一つとなります。

疲労を追跡するためのひとつのよい方法は選手の垂直跳びを長期的にモニタリングすることです。垂直跳びには素早い筋力の
立ち上がりと大きなパワー発揮が要求され、これらはどちらもモーターユニットの発火頻度と筋肉間コーディネーションに依存
しています。集中的な高強度トレーニングを実施した後、「低頻度疲労」と呼ばれる神経筋疲労の状態が何日も継続することがあ
り、それによって爆発的筋力の発揮と最大下の負荷に対する筋力発揮が影響を受けます。疲労のモニタリングによって、コーチ
は選手の「疲労度合」を知るための手掛かりとなる情報を得ることができ、それに基づいて失敗しない適切なレベルのトレーニ
ングを組むことが可能となるのです。

 疲労のモニタリング
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セットアップ
疲労度合をモニタリングするために
は、無負荷の垂直跳びを評価できる
ように、GymAwareをSquat jump – 
countermovement に設定します。

詳細は「ジャンプテスト：パート1」の資料を
参考にして下さい。
厳密なテストプロトコルを確立し、正確に
何度も同じ条件でデータが取れるようにし
ます。
試合と試合の間に設定した定期的な測定の
時点で、選手に最大努力でのジャンプを実
施させます。

ピーク速度と平均パワー（図2）が、パフォー
マンスの変化と神経筋疲労の特に重要な指
標となります。

選手の主観的疲労度を数値化した指標と筋
肉痛のレベルを、疲労のモニタリング期間
中に同時記録することも選手の疲労度合を
正確に知る上で有効です（図1）。

コーチにとっての利益
疲労をモニタリングすることは、ト
レーニングを効果的に進めて行く
上で極めて重要です。コーチが選手
の疲労度合を正しく知るためには、
様々なトレーニング刺激に反応す
る選手ひとりひとりの回復能力の違
いについての客観的な情報を必要
とします。選手の疲労状態を知るこ
とで、進行中のトレーニングプログ
ラムの効果をさらに高めたり、オー
バートレーニングのリスクを回避し
たりするための修正が可能となる
のです。 

図2．AFLに所属するオーストラリアンフットボール選手のGymAwareで測定した平均
パワーのチーム平均とチーム全体の主観的運動強度との関係。トレーニング負荷が高
くなると平均パワーが低下することが分かる。 

図1. Taylor, 2012 に示された、通常のトレーニング（1-4週）、集中的高負荷トレーニン
グ（5-8週）および回復期（9-12週）の疲労度合（A）と筋肉痛レベル（B）
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原理 
オリンピックリフト（OL）は、例えば垂直跳のような爆発的な競技動作に応用でき
るように、筋力、パワーそして神経筋コーディネーションを一体的に結合させま
す。このエクササイズでは大きな筋力とその筋力を素早く立ち上げることが要求
されることから、これまでも競技選手のトレーニングにおいて、OLの様々なバリエ
ーションが日常的なエクササイズとして採用されてきました。OLの動作特性によ
り、バーベルの動きを減速させず一気に加速させるという動作に必要な神経筋シ
ステムを鍛えることが可能となります。このことは、例えばラグビー、ボブスレー、そ
して短距離自転車等々といった最大の筋出力が要求される様々なスポーツのト
レーニング効果を高めます。

GymAwareは、OLの実施中に発揮されるパワーと速度を測るための完璧なツー
ルであると言えます。スクワットジャンプ（countermovement）以外では、OLとそ
のバリエーションがGymAwareによって最も頻繁に評価されるエクササイズとな
ります（身体の神経筋システムのほぼすべてが動員される結果、これらのエクサ

オリンピックリフト

セッティング
OLにおいて正確なデー
タ収集を保証するために
は、GymAware本体をどのよ
うに設置するかが重要です
パワークリーンとスナッチの
いずれにおいても、バーの軌
跡が1stプルと2ndプルでわ
ずかに選手から離れることを
考慮するべきです。

GymAware本体をできるだ
け選手の近くに置き、ケーブ
ルはスリーブの内側に取り付
けます。

データ収集は、通常3-6レッ
プの最大速度でのリフティン
グ動作で行います。パワーを
向上させるためのトレーニ
ングでは、バーのスピードが
0.8m/s以下にならないよう
に、なおかつ1.2m/s以上に
はならないようにするべきで
す。負荷の大きさはこの値を
基準にして調整します。

コーチと選手にとっての利益 
OLを中心として組み立てられた筋力トレーニングとコンディショニングにより、筋
力、パワー、ジャンプとスプリントのパフォーマンス、そして方向転換の能力が向上し
ます（Hoffman et al, 2004; Haff & Potteiger, 2001; Hori et al, 2008）。
 
OLは爆発的エクササイズに分類されます。ですから、ハイパワー出力を発揮するた
めの能力を向上させます。

これまでの研究は、大きな筋力発揮と高速動作を特徴とする爆発的エクササイズ
は、筋力とパワーを必要とするスポーツにとって有益であることを支持しています。
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