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to take offの略でTTTとか、踏切時間
あるいは動作時間と呼ばれています。
したがってRSImodは、沈み込み動作
の開始から離地までをいかに短い時間
で行い、なおかつ高く跳ぶかを評価す
る指標となります。

２．RSImodの性差、
競技特性と
競技レベルによる差

　RSImodの性差について調べた研究
では、一般的なCMJを用いた測定以
外にタックジャンプやシングルレッグ
ジャンプあるいはダンベルを保持した
CMJについても男女による違いが比
較され、いずれにおいても男子の方が
女子よりも有意に大きな値が示されま
した2）。
　NCAA Div1に所属する男子野球、
男女サッカー、男女テニス選手計86
名を対象として下肢のストレッチ-シ
ョートニングサイクルの利用効率を調
べる目的で行われた研究3）で、反動
を用いないでスクワット姿勢からすぐ
に跳び上がるスクワットジャンプ(SJ)
の跳躍高に対するCMJの跳躍高の割
合、が次の3つの方法で計算されまし
た。（CMJ-SJ）/SJ×100、CMJ/SJ、
C M J - S J 。 そ し て こ れ ら の 値 を
RSImodと比較しました。

　前回は、爆発的筋力や弾性筋力の評
価に用いられるRSIとRSImod（アー
ルエスアイモッド）の意味と測定原理
の概要を紹介しました。今回は、
RSImodに焦点を当て、RSImodに関
する最新の研究を取り上げながら、
RSImodの競技特性、RSImodを測定
することで、より詳しく知ることので
きる選手の能力特性や改善課題、具体
的な測定方法について解説します。
RSIとRSImodの概要については、ぜ
ひ本誌のNo89をご覧ください。

１．RSIとRSImodの違い
（前回の復習）

　RSImodというのは、RSI modified
の略で、修正されたRSI、または変形
されたRSIという意味になります。
RSIはreactive strength index反応筋
力指数のことですから、RSImodは、

一般的に変形反応筋力指数と訳されて
います１）。しかし、ここではより簡
単にRSImodという用語を用いること
にします。
　　RSIの測定は、一定の高さの台か
ら落下して着地と同時に跳び上がるド
ロップジャンプ（DJ）や、膝の屈曲/
伸展をあまり行わず、足関節もできる
だけ固定して行う短い接地時間でのジ
ャンプを繰り返す連続的リバウンドジ
ャンプと呼ばれる運動で測定し、その
跳躍高(m)を接地時間(s)で割って得ら
れる値の最大値や平均値を採用します。
　これに対してRSImodは、ドロップ
ジャンプや連続的なジャンプではなく、
カウンタームーブメントジャンプ
(CMJ)を用い、RSIにおける接地時間
の代わりに、ジャンプ動作の開始から
踏切の瞬間までの時間、つまり沈み込
みの開始から離地までに要した時間で
跳躍高を割ります。この時間はtime 

RSImodによる爆発的筋力と
競技特異的なジャンプ能力の強化
「より高く」だけではなく「より速く、かつより高く」跳ぶ能力の測定と評価●2

今回は、前号でも紹介したRSImodに関する最新の研究を取り上げながら、RSImodを測定することで、
より詳しく知ることのできる選手の能力特性や改善課題、具体的な測定方法について解説する。
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　その結果、RSImodはこれら3つの
指標全てと有意差があり相関はほとん
ど 示 さ れ ま せ ん で し た 。 そ し て
RSImodにのみ、男子サッカー＞男子
野球＞女子バレー>男子テニス＞女子
サッカー＞女子テニスというチーム間
の有意差が示されました。この結果は、
RSImodという指標から、CMJやSJだ
けからでは得られない競技特性を知る
ことができることを示しています。
　また別の研究4,5）で、さらに多くの
106名のアスリートを対象として行わ
れた研究では、RSImodでは、男子サ
ッカー＞男子野球＞女子バレーボール
＞男子テニス＞女子サッカー＞女子テ
ニスという順で有意な差が示されまし
た。
　29名のNCAA Div1に所属する野球
選手（投手13名、野手16名）を対象
に自体重と20kg荷重条件でのRSImod
を調べた研究6）では、野手のほうが
投手よりも有意により大きなRSImod
を示しました。
　43名の英国のプロラグビー選手を
対象に行われた研究7)では、RSImod
によって上位20名と下位20名に分け
たところ、上位群は下位群よりも有意
により短い踏切時間でより高く跳んで
いることが示されました。
　さらに、同じく英国のプロラグビー
選手104名（フォワード55名、バック
ス49名)を対象とした研究8）では、パ
ーセンタイル順位によって上位、上位
～中位、中位～下位、下位の４群に区
分すると、群間および各群間のポジシ
ョン間に有意な差が見られ、バックス
はフォワードよりも短い踏切時間でよ
り高く跳び、より大きなRSImodが示
されました。
　ハンガリーの男子15~18歳のサッカ
ー、バスケットボール、ハンドボール、

ボートの選手、合計115名を対象とし
た研究9)では、サッカー選手とバスケ
ットボール選手は、ハンドボールとボ
ート選手よりも有意に大きいRSImod
が示され、年齢による差はありません
でした。
　男子格闘技選手20名と日常的にス
ポーツ活動を行っている一般男子16
名を対象に、RSImodの測定をしたと
ころ、格闘技選手のほうが有意に高い
跳躍高を示しましたが、踏切時間には
差がなく、RSImodにおいても両群に
有意な差が見られませんでした10)。
　スロベニアのエリートバレーボール
選手40名を対象として、40㎝の高さ
からのDJにおけるRSI、CMJにおけ
るRSImod、そしてバレーボールの競
技特異的なアプローチジャンプの跳躍
高の関係を調べた結果、これら3つの
指標の間には有意な中等度から高い相
関が示されましたが、最も高い相関が
示されたのはアプローチジャンプと
RSImodとの間でした11)。
　以上の研究結果から、RSImodには
男女差があるとともに、競技特性やポ
ジション特性や競技レベルによって有
意な差が生じる指標であることがわか
ります。したがって、RSImodによっ

て、目標値を設定したり、進捗状況を
確認したり、コンディションをチェッ
クしたりすることが可能であると言え
ます。

３．RSImodの信頼性

　トレーニング指導において特定の指
標を、目標設定や進捗状況のモニター
やコンディションチェックに使うには、
その指標に信頼性があることが不可欠
の 条 件 と な り ま す 。 そ の 点 で 、
RSImodは、上述した全ての研究2-11)

で、複数回の測定値の一致度を示す級
内相関係数(ICC)および測定値間のバ
ラつき度合いを示す変動係数(CV)に
おいて高い信頼性が示されています。
　したがって、RSImodは十分信頼性
のある指標として、選手一人ひとりの
特性やその変化を的確に把握するため
に使用することが可能である指標であ
るといえます。

４．RSImodに影響する
能力要素

　こうしたRSImodの値に影響する能
力特性、いい換えればRSImodの値の

図1　カウンタームーブメントジャンプにおける局面の理解
(Krzyszkowski et al., 2020, Harry et al., 2020)
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s、垂直変位曲線の最下端つまり重心
が最も低くなった時点）まで。重心は
さらに下がっているが、下向きの速度
にブレーキがかかり減速して行って速
度0になって重心の最下端で瞬間的に
静止するまでの局面であり、垂直床反
力は、すでに身体質量×重力である
mgより大きくなる。この後の局面が
コンセントリック局面となる。
■コンセントリック(concentric)局面

　上昇あるいは推進(propulsive)局面
とも呼ばれ、ブレーキング局面の終了
から、離地の瞬間まで。重心の垂直曲
線は最下端から上昇し、速度もマイナ
スからプラスに転じる。

　このように区分することで、抜重局
面、降伏局面、そしてブレーキング局
面中の垂直地面反力の変化量をそれぞ
れの局面に要した時間で割った値であ
るRFDは、抜重RFD（マイナスの値
となる）、降伏RFD、そしてブレー
キングRFDに区別することができま
す。
　RSImodとこれらの各局面の力発揮
や時間特性との関係を調べたこれまで
の 研 究 を 総 合 す る と 1 3 , 1 5 - 1 7 )、
RSImodの値と強い関係を示す要素は、
より高い跳躍高とより短い動作時間
（踏切時間）は当然として、それ以外
では、より大きな抜重RFDとブレー
キングRFD、より短い抜重時間とコ
ンセントリック時間が強く関係してい
ることがわかりました（図2）。
　このことから、端的に表現すると、
大きなRSImodは、素早い沈み込みの
最初に素早く力を抜くこと、その直後
に素早く大きな力を発揮して沈み込み
に急激なブレーキをかけること、そし
てできるだけ短い時間で上昇すること
が必要だといえます。言葉でいうとこ

違いは何によって生じるのでしょうか。
もちろん直接的には跳躍高と踏切時間
によるものですが、さらに深く分析し
たときに、何が跳躍高と踏切時間そし
てその比率であるRSImodを規定する
のでしょうか。このことを理解するこ
とは、得られたRSImodを基にしてど
のようなトレーニングをするべきかを
考える上で重要な判断材料となります。
　跳躍高それ自体は、踏切時の初速度
によって規定されます。そしてこの初
速度は、フォースプレートで測定され
たCMJの動作中のコンセントリック
局面の力積を体重で除した値によって
決まります12)。したがって、より短
いコンセントリック時間でより大きな
力積を得ることができればより速くよ
り高く跳ぶことが可能となります(注)。
ではエクセントリック局面はどうでし
ょうか。
　これを理解するためにはCMJにお
ける動き始めから踏切における離地ま
での動作の局面を詳しく分析する必要
があります。
　この動作が大きく分けてエクセント
リック局面とコンセントリック局面か
ら成り立つことは、誰にでもすぐにわ
かることですが、運動中にフォースプ
レート上で地面に加えられる床反力と
呼ばれる力の垂直成分の変化（垂直床
反力）と重心の上下方向の速度（垂直

速度）、そして重心の位置の変化（垂
直変位）をさらに詳しく見ると、エク
セントリック局面は次の3つの局面に
分けることができ、その後にコンセン
トリック局面が来ます13,14)（図1参
照）。

■抜重 (Unloading)局面

　沈み込み動作を開始した時点から、
垂直床反力が最小となる時点（垂直床
反力曲線の最下端）まで。図中のmg
は身体質量×重力加速度を示す。じっ
と立っているだけならmgのままだが、
素早い股関節と膝関節の屈曲、足関節
の背屈により垂直床反力はmg以下と
なる。重心が下がっていっているので
垂直変位の曲線は下向きで、垂直速度
も下向き。
■降伏 (Yielding)局面

　抜重局面の終了した時点から、負の
速度つまり下向きの速度が最大となる
時点（速度曲線の最下端）まで。この
局面では、垂直床反力はまだmg以下
だが、変化する方向はすでに上向きに
なっており、筋力が発揮し始めている
が、速度曲線は下降し続けている。重
心はまだ下がっていっているので垂直
変位はまだ下向き。
■ブレーキング (Braking)局面

　降伏局面の終了した時点から、コン
セントリック局面の開始（速度は0m/

図2　変形反応筋力指数の規定要因

（注）このあたりのバイオメカニクスに関する理解はトレーニング指導者にとって極めて重要ですが、曖昧にしたままの人が多いようです。その結果、感覚的な理解に基づいた間違
った指導、例えば、「高く跳ぶためには、コンセントリック局面で強く地面を押すことが最も大切だ」とか、「踏切での最大速度を得るためにはその瞬間に最大筋力を発揮する必要
がある」といった指導がなされることがあるようです。跳躍動作における力学についてはこの連載でも別の機会に詳しく、かつわかりやすく解説する予定です。
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うなりますが、実際の動作のコントロ
ールは極めて瞬間的ですからこれをど
のような感覚で行うか、そのためにど
のようなトレーニングをするべきか、
には別の議論が必要です。
　腕振りの有りと無しの比較では、腕
振 り あ り の ほ う が 有 意 に 大 き な
RSImodを示し、実際に腕の振り込み
が必要となるパフォーマンスにおいて
は、この要素もRSImodに影響するこ
とがわかります18）。
　さらにエリート400mスプリンター
を比較した研究19）では、ベストタイ
ム45.65秒の選手のほうがベストタイ
ム 4 6 . 1 9 秒 の 選 手 よ り も 大 き な
RSImodを示し、それが主としてブレ
ーキング時間の短さと沈み込みの浅さ
に起因することから、400mスプリン
トのラスト50mにおいては、ストライ
ド長が低下することよりもスティフネ
スの低下によってストライド頻度が減
少してしまうことがパフォーマンスの
規定因子となる20）、という仮説を裏
付ける結果であると指摘されています。
　 以 上 の こ と か ら 、 よ り 大 き な
RSImodは、できるだけ短い踏切時間
でできるだけ高く跳ぶこと、短い抜重
時間でその間に素早く地面に対する下
向きの力を減少させること、その後の
ブレーキング局面において素早く力を
立ち上げること、そしてコンセントリ
ック局面の時間を短縮することによっ
て得られることがわかります。そして
RSImodは、競技特性やポジションの
違いを反映するととともに、競技レベ
ルの違いを反映することから、より大
きなRSImodを得るためのトレーニン
グはより優れたパフォーマンス発揮に
つながる可能性が大きいということが
できます。
　ですから、フォースプレートを用い

てこうした個々の要素をモニターしな
がらトレーニングすることが最も有効
ですが、現実問題としていつでもだれ
でもフォースプレートを用いてトレー
ニングする環境はまだありません。し
たがって、少なくとも単にジャンプ高
や絶対的な力の大きさ、ましてや
1RMの大きさを追求するのではなく、
RSImodを定期的に測定し、より大き
な力をより短い時間で発揮できている
かどうかを測定しながらトレーニング
することが必要です。例えば、スクワ
ットにおいて可動域と負荷の大きさが
同じならば、いかに高速で挙上できて
いるかをモニターしながら行うトレー
ニングが有効です。

５．Vmaxproによる
RSImodの測定

　上述したようなCMJにおける各局
面を区別するには、フォースプレート
が必要となりますが、RSImodの測定
それ自体は、加速度計とジャイロスコ
ープを内蔵したVmaxproを用いるこ
とで簡単に測定することが可能です。
VmaxproのCMJの測定値にはフォー
スプレートで得られたCMJの跳躍高
との比較によって、高い妥当性がある
ことが示されています21)。
　Vmaxproは重さ16gの超小型VBTデ
バイスで、ウェイトトレーニングでは
バーに直接マグネッ
トで装着しますが、
CMJでは、写真の
ような専用のベルト
で腰の後ろに固定し
て測定します。
　RSIだけであれば
マットスイッチ（コ
ンタクトマット）に

おける接地時間と、滞空時間から計算
された跳躍高でも測定可能ですが、
RSImodを調べるためには、静止した
状態での沈み込み動作の開始から切り
返して足が離地するまでの全動作時間
を知る必要がありますから、力の変化
を測ることができないマットスイッチ
では測定不可能です。
　また、Vmaxproによる跳躍高の測
定方法は、マットスイッチが採用して
いる滞空時間からの計算ではなく、垂
直床反力が0になった瞬間からの上昇
速度の変化（減少）を積分することに
よって最も高い位置を直接求める、と
いう方法を採用しています。
　したがって、マットスイッチによる
跳躍高の測定でよく見られるような、
実際には重心高はさほど上昇していな
いのに、空中で膝を曲げることによっ
て一定の滞空時間が検知されて、それ
に基づく実際よりも大きな跳躍高が得
られたり、跳躍の下降局面において股
関節や膝を曲げて着地したりすること
で全体的な滞空時間が延長し、それに
よってより高く跳んだと判断されてし
まうという測定誤差を防ぐことができ
ます。
　また、Vmaxproでは、バレーボー
ルやバスケットボールで見られるよう
な2～3歩助走からのアプローチジャ
ンプや、サイドステップからのブロッ
クジャンプの跳躍高も正確に測定する

Vmaxproと専用ベルト
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ことができます。
　さらにいえば、マットスイッチの場
合は、平らな床の上で素足または屋内
シューズでの測定が基本となりますが、
Vmaxproの場合は、それ以外に屋外
の土や芝の上でスパイクシューズを履
いた状態でも測定できるため、より競
技特異的なRSIやRSImodの測定をし
たい指導者にとっては有用です。腰に
装着したセンサーによって非接触的に
データを取得しますから、マットの表
面が摩耗したり内部の電極がダメージ
を受けたりすることがないため故障の
リスクも低くなります。
　1回CMJをする度に、図3のような
跳躍高と踏切時間とRSImodの3つの
数値が同時にリアルタイムに表示され
ますから、同じ跳躍高により短い動作
時間で到達しようとか、逆に同じ動作
時間でより高く跳躍しようといったこ
とを意識しながらRSImodの値を追求
することができます。これにより、単
に高く跳ぶというだけではない競技特
異的な爆発的筋力の発揮を向上させる
ための効率の良いトレーニングと評価、
を行うことができます。

結論

　以上のように、垂直跳びの跳躍高の
測定だけではわからない競技特異的な
跳躍能力や爆発的筋力がRSImodの測
定によって知ることができます。
　従来は高額なフォースプレートがな
いと測定できなかったRSImodは、今
日ではVBTデバイスで手軽に測定で
き る よ う に な っ て い ま す 。 ぜ ひ
RSImodを日常的に測定して、トレー
ニング指導の効果を上げていただきた
いと思います。
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