
健康体でより長く登山を楽しむ為に

講師 内田 修市
(財団法人・日本山岳ガイド協会公認・登山ガイド)

http://timber-line.net/



登山向けトレーニング方法紹介
（体のメディカルチェックとその改良へ向けて）

• 登山初心者の動向と警告

• 登山で必要な体力＆筋力

• 筋力と柔軟性チェック

• 筋力UP＆柔軟性UP改善方法

• 登山向けトレーニング具体例

参考資料
・トレーニングの３原理と５原則
・体力とは？
・行動体力
全身持久力と筋持久力、柔軟性、平衝性（へいこうせい）
・関節の稼働域
・登り下りの為の理想的なフォーム
・ ＊＊登山フォーム改善マニュアル＊＊

本日のカリキュラム
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体力科学(2003)52,543～554 山本正嘉,山崎利夫著
全国規模での中高年登山者の実態調査--登山時の疲労度,
トラブル,体力への自信度に対する年齢,性別,身体特性,登
山状況,トレーニング状況の関連について

１９９９年度実施 一般の登山愛好家４０００人の調査結果

上位３位までは、脚筋力の不足、４位は心肺能力の不足を訴えている

中高年者の身体トラブル状況
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挑戦する山々と体力乖離（カイリ）の傾向

現実の限界ライン

登山初心者ケース

挑戦ラインの傾向

・体力はマダマダあると信じ込んでいる。
・メディアに触発され、装備を揃えれば登れると信じ込み、
体力/技量ともに無理と思える山々へ無計画に無謀な挑戦をする。

自主
トレ
不足
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 登山は、誰でも受け入れ可能な健康スポーツではありません。

 登山は、けっこう体（脚）に多くに負担を強いるスポーツです。

 体力不足、様々な脚の不調をホーッタママ、チョット自然を楽しみたい気
持ちで、山に入り込むと大きな故障を背負い込む事になります。

 チョット階段の登りでの息切れ、体力の劣った方は、体力＆筋力ＵＰが先、
登山口は、マダマダ先です。

 カラダが硬い方、岩場の通過の際、体重移動がギコチナク滑落の危険
⇒体操クラブ/整体機関での運動やもみほぐしを。

 Ｘ脚、Ｏ脚、外反母趾の方は、登山中に脚のトラブル抱える方多し。
⇒整形、整骨、整体の積極受診を。

 診療医/トレーナー他からのアドバイス＆市販本他で、自分に合った治療
＆トレーニング方法を見つけよう。

 ストレッチと筋トレの併用は必ず必要。
⇒自己に合致した効果的な方法を見つけよう。

 毎日休まずの改変運動の継続が、登山口への招待状となります。

 山に立ち入ると、厳しい自然に体を放つので、日頃は気に留めない体の
不良＆不調箇所がドーンと目立ち、改めて再認識してくれる。気づいたら、
ドンドン体を治療して行こう。⇒時に入院手術も断行！

 自然の猛威に襲われてもそれに耐えうる態勢と知識を身に付けよう。

登山者への警告



30
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登り下りで使用する主な筋肉と柔軟性

登り 下り 岩場で必要な
柔軟性
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登山で使用される筋肉と動き

筋力低下 ◆大腿四頭筋の筋力低下
３０才代を・・・・１００とすると
５０才代は・・・・ ７０に低下
７０才代は・・・・ ５０に低下

感覚の低下◆バランス感覚の低下
３０才代を・・・・１００とすると
６０才代は・・・・ ２５に低下

山本正嘉著 登山の運動生理学とトレーニング学より出典

そうぼうきん

ちょうようきん

でんきんぐん

さんかくきん じょうわんさんとうきん

せきちゅうきりつきん

かたいさんとうきん

ひふくきん（ふくらはぎ）

ぜんけいこつきん

だいたいしとうきん

ふっきんぐん

だいきょうきん

ないてんきん



下りの基本
■下りの基本（膝に負担なく、スリップしない下山方法）

・腰を低く、膝を少し曲げ、少しの前傾姿勢を保ち、

常にふくらはぎを緊張させ、一切衝撃なく着地する

・足音を立てない（静加重、静移動）飛び、跳ね、駆け足禁止

・足裏全体を斜面に沿わせ、フラットにゆっくり足を置く

・丹田を常に引き締め、安全な林道に出るまで、緊張を緩めない

・歩く姿勢が高いと、ヒザの衝撃が強く、スリップの危険大

・足横幅は肩の広さで、歩幅は小さく

・上半身の上下移動なくエレベータを下っているように見えたら完璧

・段差の大きな所は、必ず腰を落としてしゃがんで降りる

・少し段差の高い階段は体を横向きにして、後方へ足を下ろす、また

コーナーの段差の少ない所へ置くと楽に下れる

・バックステップを時に活用すると楽に下れる

・山側エリアの通過を優先し、谷川エリアは避ける

・時にリズミカルに下る

ブロブロスキーのブログより 発展途上のスキーヤーより

スキー大好き！！ Yoppi828より

https://www.brobroski.net/entry/2016/12/14/205400
http://www.iplus.jp/~takekawa/a_20100120/
https://smcb.jp/diaries/4696761


登りの基本
（急な長い登りでも、省エネで楽に登る方法）

・体の中心部(インナーマッスル)(体幹)丹田で登る
・カラダの後方の筋肉を主に使用する
・お尻の下から誰かが押してくれているイメージで体を上方へ
・大腿四頭筋の使用をなるべく抑える
・ヨイショ、ヨイショと前足を踏ん張り登らない、前足は、前に添えるだけ
・大殿筋、ハムストリング、ふくらはぎ、足首、足親指の先までスムーズに連動稼働
・前傾姿勢はＮＧ、通常歩行と同じく、体は常に立てる
・危険エリアのみ下方に視線、それ以外の視線は、常に上または１０ｍ程先
・歩幅は小さく、体を過度に左右に揺ったり、上下に移動させない、膝に手を付けない
・息を荒げず、地形が変化しても、歩調と体内リズムは常に一定を保つ
・勾配が急であれば、足先を外側開いて登る
・段差の大きい場所は、両足を揃えてから立ち上がる
・段差の高いエリアは両端の高低差の低い場所を探す
・急な坂や岩場は直登を避け迂回ルートを探してコース取り
・登り始めの３０分はスローペースで炭水化物の消費を抑える
（脂肪が燃える状態へ移行する迄は、ゆっくり行動）

プログ：バイタルスポーツプロデューサーが送るバイタルサイン！
宏大無辺に探求する健康法の極意 大腰筋を使う効率よい歩き方 より出典

YouTube動画【山旅クラブ】登山、上りの基本
https://www.youtube.com/watch?v=wxiA6ZT-JrI&t=15s

YouTube動画【山旅クラブ】階段の上り下り方法
https://www.youtube.com/watch?v=Bd4M1b-Yx_w&t=10s

YouTube動画【山旅クラブ】楽な段差の上り下り
https://www.youtube.com/watch?v=-4_qGphpVmw&t=81s

株式会社あとりえ岡田
より出典

メディゲイトより出典

『膝の痛み』全解説より出典

メディカルイラスト図鑑より出典

https://www.youtube.com/watch?v=wxiA6ZT-JrI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Bd4M1b-Yx_w&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=-4_qGphpVmw&t=81s
https://tiryo.net/kouzou.html
http://medical.i-illust.com/


岩場の通過方法
■安全な岩場の通過方法
◎心構え
1.恐怖感に耐え、落ち着いて行動すること、時間はいくら掛かってもＯＫ

◎準備態勢
・ウェストポーチは足場の視界を防ぎ、登攀の邪魔になるので、リックに収納する
・立ち姿勢の際、大きな風船が体と岩の間に入るエリアを確保する
・ヘッピリ腰にならない（アゴを引き、背筋を伸ばし、岩場と対話姿勢を取る）
・岩と常に対面姿勢でいる（体が岩から見て横向きにならない）
・すべての手足を伸ばしきらない
・落ち着いてゆっくりと、次のスタンス(足場)とホールド(手がかり)を探す
・ホールドを確保後、しゃがんで、左右や股の間からつぎの足場を探す
◎移動
1.常に３点支持歩行の体勢を保つ
2.静かに加重し、静かに移動する、静加重静移動を厳守
3.段差が高い場合、腰を下ろして次の足場を確保する
4.体重移動と手足の移動を同時に実施ない
5.一方の膝を90度以上曲げて上下移動する場合、足を揃えた後、立つ
6.足のスタンスは岩からみて直角に置く（水平置きしない）
7.一歩の縦横移動の距離が大きい場合、股関節を柔軟に使用した、①足の縦開き、横開き
を十分に実施し、静加重静移動、②左右上下への腰（体重心）移動、③残り足の引き付け
後、④足を揃えて立つ
8.順手、逆手を使いこなす

◎移動後
1.岩場通過後も２～３歩先の安全地帯まで、低姿勢で移動する

■細心の注意も及ばず石を落としてしまったら・・・

「ラクー！！」と叫び、他の登山へ緊急通知・警告を発する



難所の通過方法

■安全な沢の渡渉方法（スリップ転んで、ずぶ濡れにならない方法）

腰を水面すれすれに落とし、重心を低く保ち、岩場の通過と同じ
方法の３点歩行で、飛び石を渡り、沢を通過する、岩場の垂直移動が
水平移動になっただけとの認識で渡渉する。
飛ばない、突っ立って歩かない。

■木道通過時の注意事項
朝霜、雪、雨に濡れた状態の木道、特に斜めに傾いた木道、木の

階段は非常に滑りやすく、スリップ防止の対策として、アイゼンが候
補となるが、木道を痛め、装着出来ないので、しめ縄を靴の底部に巻
き付ける方法やリバーシブル グリッパーなる滑り止めが市販されて
いる。

■鎖場、ロープの通過方法
なるべく鎖やロープを頼らずに、手がかり足がかりを探り一人ず

つ通過。 必要な場合は強度確認後、補助的に使用

■ハシゴの通過
一人ずつ取りつく、ストックはリックに収納。下りのハシゴは、

取りつきでバランスを崩さぬよう低姿勢から取りつく。つま先だけを
引っ掛けずに踵を乗せる、手は柱でなくステップに置く

■谷側が急峻な崖の地形での登山道の通過方法

体を山側に向け、手を山側に着きながら、横歩きで通過する。

実践セミナーにて個別指導の為、省略



13東北大学 藤本俊彦教授らによる各種研究論文より

階段上り・・・大腿四頭筋、殿筋、腸腰筋、背柱起立筋、ふくらはぎ
平地走行・・・殿部、体幹部
ランニング・・ふくらはぎ、殿部、
自転車こぎ・・大腿四頭筋、腸腰筋

明るい部位が活動している筋を示す

登山のトレーニングは登山がベスト
他の運動では、登山向けの補強は難しい

登山と他の運動との筋肉活動の違い
登山は山で鍛えるベシ 他スポーツ熟達者も山NG
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登山に必要な体力とは？

恒常性

行動を正確に行う力

行動起こす力

健康維持体力

精神要素：防衛体力

身体要素：行動体力

体力

「筋力」、「パワー」、「瞬発力」

「敏捷性（びんしょう）」、「バランス力」、「巧緻性（こうち：精巧で緻密(ちみつ)」

心肺持久力

人間として生存、生活するための基礎的能力

健康長寿ネットより

適応性

免疫力

身体組成

柔軟性

筋力･筋持久力

肥満度（BMI）や体脂肪率の測定評価値

外部環境からのストレスに耐え、健康を維持しようとする自動調節能力

対病原菌の抵抗力

外界からの刺激に対してしなやかに適応する能力

外環が変化しても内部環境を常に一定に維持しようとする能力

ストレスの種類

「スタミナ」とも称され、標高差大、長時間の登り下りを可能とする能力。心臓や肺の働きによる酸素摂取能力

筋力の低下は、攣り足、転倒、滑落、膝痛の原因

関節の可動域が高いと動作がスムーズで安定する。可動域が狭いと階段、岩場な
どの通過に支障をきたす。他の関節や筋肉に負荷がかかり障害につながる。

走・跳・投・等、積極的に身体活動を実行する体力

・物理化学的ストレス（寒冷、暑熱、低酸素、低圧、高圧、振動、化学物質）
・生物的ストレス（細菌、ウイルス、微生物、異種蛋白）
・生理的ストレス（不眠、疲労、時差、運動、空腹、口喝）
・精神的ストレス（緊張、恐怖、不快、苦痛、不満、悲哀、悲愴）

ストレス過多の時、その緩和にビタミン、ミネラルが補充され、行動体力に回らなくなる

対登山重要項目

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenkou-zoushin/index.html
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenkou-zoushin/kenkou-tairyoku.html


• 立ち上がり テスト

• しゃがみ込み／屈伸 テスト

• 閉眼／片足立ち テスト

• ツー・ステップ テスト

• 足首の可動域 測定
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立ち上がりテスト

大正製薬より

ネット動画

ローカル動画

登り下り動作能力測定

https://www.taisho.co.jp/locomo/test/sp/test1.html
https://youtu.be/QY4P9TNJU68
動画/立ち上がりテスト.mp4
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立ち上がりテスト

大正製薬より

https://www.taisho.co.jp/locomo/test/sp/test1.html
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立ち上がりテスト ロコモ協議会より

ロコモパンフレット2013 年度版(日本整形外科学会)

https://locomo-joa.jp/assets/pdf/index_japanese.pdf
https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
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立ち上がりテスト

ロコモ協議会より

https://locomo-joa.jp/assets/pdf/index_japanese.pdf
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しゃがみ込み 屈伸 テスト

書籍 世界一すごいストレッチより

• 「しゃがむ」動作は、股関節、膝関節、足関節（足首）の最大に近い屈曲を必要とする。
• 足関節の可動域に問題あれば、しゃがみ込みできず、踵が床から離れるか、後ろに転る。

• 人体は、首⇒背中（肩甲骨）⇒腰⇒お尻⇒太もも裏側⇒ふくらはぎ⇒足首⇒足の裏⇒と影響しあっ
て稼働する。

• どこかの部位に硬さや不調があれば、しゃがめず、骨折や怪我の可能性大⇒体の全体の柔軟性が
要求される

足を肩幅に開き
つま先はやや外側
両腕は肩の高さで床と並行

かかとが浮かない様に
ゆっくりしゃがむ

一旦立ち上がり
両手を後ろに組んでしゃがむ

テスト時、転倒防止に注意

①

②

③

岩場での柔軟性確認
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閉眼、片足立ちテスト

・大腰筋などの体幹支持筋の筋力、お腹や腰周りの筋肉（腹筋群）を中心とした体幹と、
股関節まわりの筋肉、足部の前脛骨筋肉（ぜんけいこつきん）腓腹筋（ひふくきん）が必要
・足裏アーチ、膝、股関節、背中にゆがみがあると、筋力があっても長時間保つことが困難
・平衡性には、小脳、耳の奥の三半規管の機能が関わっている

下肢：筋量、骨配列、バランス
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ツー・ステップテスト
下肢の筋力・バランス能力・柔軟性を含めた歩行能力総合評価

ロコモ協議会より

準備運動

ネット動画

ローカル動画

https://locomo-joa.jp/assets/pdf/index_japanese.pdf
https://youtu.be/QY4P9TNJU68
動画/ツー・ステップテスト.mp4
動画/立ち上がりテスト.mp4
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ツー・ステップテスト ロコモ協議会より

https://locomo-joa.jp/assets/pdf/index_japanese.pdf
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下肢筋力UP

ロコモパンフレット2013 年度版(日本整形外科学会)

コナミスポーツクラブ動画

ローカル動画

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
https://youtu.be/43FfFtXo0ig
動画/スクワット.mp4
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4、太ももの横に手を置き、ひざがつま先よりも前に出ないようにゆっくりとお尻を落とす。
手を前に出しひざがつま先よりも前に出ないようにゆっくりとお尻を落とす。
できる人は90度くらいまでしゃがみこむ。
時息を止めないように数を声に出して数えながら4カウントで腰を落とし、10までカウント。
さらにその位置で2つカウントし、すっともとに戻る。
10回×3セット、合計30回が目安

スクワット

LIFENET

1、足を肩幅より広く開く。 3、ひざはつま先と同じ方向に向ける。

2、つま先は外側30度程度を目安に向ける。

コナミスポーツクラブ動画

ローカル動画

https://hamsonic.net/pink-training/
https://youtu.be/43FfFtXo0ig
動画/スクワット.mp4
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軽スクワット

宝島社 中野ジェームズ修一

1：イスに座り、机に両手をつき、足裏全体で身体を支える。

2：4秒程度かけて、ゆっくり立ち上がる。

3：立ち上がる
4秒かけてゆっくり1に戻る。
前に体重を掛け過ぎない
かかとを上げない。

ひざとつま先の向きがそろっておらず、内を向いている

ゆっくり20回×3セットが目安となります。（所要時間10分以内）

https://fashionbox.tkj.jp/archives/1329599
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片脚スクワット

ゆっくり20回×3セットが目安となります。（所要時間10分以内）

1：イスに座り、机に両手を着く。深く座りすぎ
ると立ち上がれないので、少し浅めに座る。

2：片足を浮かせ、4秒程度かけてゆっくり立ち
上がる。腰から腿の部分を鍛える意識をする

3：立ち上がったら、また4秒かけて1に戻る。
机に手をつけてバランスを取りながら行って良い。

＜応用編＞机から手を離すと、支えがなくなり更に強度が増す。
宝島社 中野ジェームズ修一

https://fashionbox.tkj.jp/archives/1329599
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やり方
両足を平行に10～15CM程開いて立つ。
上半身をまっすぐに保ったまま踵を２～３CM上る。
そのまま静止して「1、2、3、4、5」と声を出し、ゆっくり踵を落とす。

踵を上げる時は、鼻緒（親指と人差し指の間）のあたりに荷重する。
この動作を１０～２０回、「少しきつい」と感じる回数を目安にくり返す。
不安な方は、イス・テーブルや壁面などに手をついてバランスをとる。
余裕のある人は、この動作を片足で行う。

出典 https://dm.medimag.jp/column/index.html

カーフレイズ

ふくらはぎの筋トレ

https://dm.medimag.jp/column/index.html
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下肢筋力＆バランスUP

日本整形外科学会パンフ

ローカル動画

ネット動画コナミスポーツクラブ

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
動画/フロントランジ_コナミ.mp4
https://youtu.be/uqVCNFERT_U
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腹部筋力UP

日本整形外科学会パンフ

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
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膝部筋力UP

日本整形外科学会パンフ

ローカル動画

ネット動画コナミスポーツクラブ

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
動画/ハムストリングスのストレッチ.mp4
https://youtu.be/_kBswKfY7Xw
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出典 https://dm.medimag.jp/column/index.html

開眼片脚立ち

４０歳代 １８０秒
６０歳代 ７０秒
６５歳代 ４４秒
７０歳代 ３１秒
７５歳代 ２１秒
８０歳代 １０秒

登山者はMAX１８０秒を目標

開眼基準値

大正製薬より

２０秒以下 転倒リスク大
１５秒未満 運動器不安定症

閉眼基準値

２０歳代 ４０秒
３０歳代 ３２秒
４０歳代 ２５秒
５０歳代 １７秒
６０歳代 ９秒

中央労働災害防止協会

https://dm.medimag.jp/column/index.html
https://www.taisho.co.jp/locomo/index_sp.html
https://www.jisha.or.jp/health/thp/evaluation/index.html
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ストレッチの要領

日本整形外科学会パンフ

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
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ストレッチ色々

日本整形外科学会パンフ

https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sports25/sports25_k14.pdf
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ストレッチ色々

ボディ･モーション･ラボより

https://nobiru-karada.com/stretching-method
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月単位のトレーニング案（強度の観点）

■筋力を維持、増強する方法（個人差があるので少し、キツイ位がベスト）
★一か月で：標高差２５００ｍを登る
★一週間で：標高差５００ｍを登る
★一週間に、２回の里山（標高差２００～３００ｍ）登山へ
BMI適正値：２２の体づくりを目指そう

■散歩は高低差なく脚力増強ならず、里山が近くになければ、神社、仏閣、

公共施設やマンションの階段や坂のエリアを見つけ、繰り返しそこを往復、散策
エリアに組み入れる。

■時に安全なエリアで坂道ダッシュ練習⇒息切れ解消、スピード確保

■里山行きの前後にストレッチや柔軟体操を組み入れる。

股関節の固い方、体の歪の大きい方は、整体や整骨、体操教室等へ通い、柔
軟性のある体へと体質改善の惜しみなき自己投資、転倒＆滑落なき体へ。

①息切れの無い体力づくり
②一定スピードで登れる基礎体力確保
②岩場を安定して歩行できる柔軟性の確保を
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１週間単位でのトレーニング案（頻度の観点）

1

5

0

5

3

0

10

0

2

4

6

8

10

月 火 水 木 金 土 日

運動強度

運動強度

① 日によってトレーニングの強弱をつける
② 疲労を蓄積せぬよう休養日をもうける（週に１〜２日は休む）
③ 登山の前日は完全休養
④ 登山の翌日は積極的な疲労回復のため「ごく軽い」運動をする
⑤ ストレッチは毎日実施
⑥ 山歩き以外、異なる種目を交えた運動も推奨（筋トレ、水泳、テニス、卓球）
⑦ 山によく行く人は日々のトレーニングは少なく、あまり行かない人は多く
⑧ 登山前後のエネルギー充填も考慮（後：ビタミンＢ１、前：炭水化物）

軽い運動

普通に

休養日

軽めに

普通に

完全休養
栄養補給

登山（本番）

山本正嘉著 登山の運動生理学とトレーニングより出典
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憧れの山へ向けてのトーニング方法

■着目点
・１日に何ｍの標高差を登る／下るのか？
・１日に何ｋｍ歩くのか？
・１日に何時間歩くのか？
・荷物は何ｋｇくらいか？
・何日間連続で行動するのか？
・食事，宿泊等の生活環境は？

・暴風、豪雨、高温，日射、高度，雪，低温，乾燥，
などの環境は？
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＜目指す山の身体負担度＞
・歩行時間：1日に6～7時間
・歩行距離：1日に7～10km
・荷物の重さ：7Kg～10kg
・登降量：１日目は1700m以上登る

２日目は1500m下る
・運動高度：1200m～2900m
・睡眠高度：2900m （1700mを登った後に）

・コース：猿倉発⇒白馬山荘小屋（1泊）⇒栂池自然園着
・１日目：距離6.5km      上り標高差：1746m 下り標高差：58m 標準時間：6時間15分
・２日目：距離10.0km   上り標高差：408m    下り標高差：1414m 標準時間：4時間55分
・トータル:距離16.1km 上り標高差：2154m  下り標高差：1471m 標準時間:11時間10分、行動時間:14時間

例：夏季：白馬岳登山に必要なトレーニング

憧れの山へ向けてのトーニング方法

＜トレーニング案＞

福知山：上野ルート:１回往復の負荷

・走行時間：3時間15分

・走行距離：5.4km

・荷物の重さ：7kg

・登高量：上り830m,下り830m

・運動高度：200m～900m

・睡眠高度：0m

１日２回福知山往復のトレーニングを２日連続して実施し、
タイム、体調、行動所作を確認。

本番にて天候が荒れても慌てる事無く、冷静、沈着、臨
機応変、テキパキ対応できるよう、暴風、豪雨、高温，日
射，などの悪天環境の付加も考慮に入れる事が望ましい。

＜対自然の猛威からの防衛体力＞



42

＜日常のトレーニング＞
週に５００ｍの標高差歩行

＜日常の改良型トレーニング案＞
週に１０００ｍの標高差歩行を組み入れる＋筋トレ
・歩行時間：上り３時間、下り２時間、計５時間
・歩行距離：６km以上
・荷物の重さ：意識的に10kg以上
・登高量：上り下りとも1000m以上

・山頂を目指さず、急なエリアのみ往復を繰り返し
速い速度で歩く，ダッシュなど、荷物を重たくする
・体力無きメンバーは、水入りのペットボトル２L
／数本を体力増強の為に付加

憧れの山へ向けてのトレーニング方法



補足

• トレーニング/３原理/５原則

• 体の一部故障がもたらすもの（偏平足の例）
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トレーニングの三原理／五原則

トレーニングの三原理

2.可逆性の原理

日常生活以上の負荷をカラダに与えなければ、トレー
ニングの効果は現れない。これを「過負荷の原理

（オーバーロード）」という。いつも同じトレーニング負荷
では、カラダが刺激になれてしまうため効果が現れに

くい。つねに負荷を高めていくことが必要

1.過負荷の原理

3.特異性の原理

トレーニングで高めた体力や筋量も、トレーニン
グを止めれば元のレベルに戻る。これを「可逆性
の原理」という。体力や体型を維持するためには、

トレーニングを継続していく必要がある。

トレーニングで刺激した機能(内容)にだけ効果が現れ

る原理。腹筋運動を行ったら腹筋の筋力がアップし、持
久的な運動をしたら持久力が付く。
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「全身をバランスよく鍛えることが大事」

鍛えたい場所のみの筋トレは、ボディバランスの崩れやケガの原因にもつながる。登山では、下肢を鍛えれば良いよ
うに見えるが、体の姿勢を保ち安定させたりするため、上肢や、無意識的に力を発揮している部分が存在する。その
ため、下肢だけでなく全身のトレーニングを行うことで、下肢のトレーニング効果も高まる。また、筋力のみに止まらず、

持久力や柔軟性等、予見能力も平衡して伸ばすことが重要。

トレーニングの三原理／五原則

トレーニングの五原則

2.全面性の原則

「コツコツ、焦らず少しずつレベルアップすることが大切」

運動強度・時間・頻度・技など急に激しく、難しいものに挑戦すると怪我など危険を伴う。少しずつ順を追って、段階的に
徐々に体を鍛える。

1.漸進性（ぜんしんせい）の原則

「意識の持ち方によって効果が変わります」

今のトレーニングがどんな意味を持っているか。このことを常に意識すると、トレーニング効果がいっそうに高る。この
トレーニングでどんな能力が向上するのか、どこが鍛えられるのかをしっかり理解したうえで取り組めば、効果は高く、

自ら効果的なトレーニング方法を工夫し、より進展する。

5.反復性の原則

「個人の特性や能力に合わせたトレーニングをしましょう」

個人でカラダは別物である。性別・年齢・身体組成・体力など、すべてが異なる。故に、トレーニングの内容も皆同じではな
い。個人毎の特性に合わせてや負荷設定を行ない、効率よい効果を出す必要がある。

「継続は力なり…トレーニングは継続的に行うことで大きな効果が得られる」

一過性では、トレーニング効果は現れない。反復し継続することで、はじめて効果が現れる。また、長い時間をか
けてトレーニングを行った場合、筋肉や神経がゆっくりと成長、定着し、少し休んでも、戻りが少ない。

3.意識性の原則

4.個別性の原則



46がんの冊子 がんを知るシリーズ 科学的根拠に基づくがん予防
https://ganjoho.jp/data/public/qa_links/brochure/knowledge/301.pdf

患者必携 がんになったら手にとるガイド （編著：国立がん研究センターがん対策情報センター 発行：学研メディカル秀潤社）
http://www.okayama-u.ac.jp/user/ishikai/new/H23/kako/5.16/ganninattaratenitoruguide.pdf

体調管理のポイント

BMI 21 ～ 25
の範囲にて
体重管理

http://www.okayama-u.ac.jp/user/ishikai/new/H23/kako/5.16/ganninattaratenitoruguide.pdf


47ブログ 身体軸ラボより出典

日頃の歩く姿勢は、大丈夫でしょうか？
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姿勢チェック



49

足首の可動域確認

田中ひろし法律事務所より

https://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/blog/detail.php?key=563
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足裏病

開帳足

モートン病
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足底部の故障から様々な弊害へ

偏平足(回内足)

膝が内に入る→骨盤が前に傾く(お尻が出る)→腰が反る

https://reverse2020.com/2020/07/16/archestrouble123/#h_1
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