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（ 7 ）防災体力
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前 後

動ける範囲が広がることで
一動作でのパフォーマンスがあがる

例えば…

～ 柔軟性を高めるストレッチング ～

防災体力として柔軟性はなぜ必要？

災害時には自分で安全な場所へ避難する体力が必要です。状況に応じて全身の筋力を使い、危険や障害を回避

しなければいけません。しかし、うまく力が発揮できないこともあります。その原因の一つが、柔軟性の低さです。日

常生活やスポーツで良いパフォーマンスを発揮することと同様に、防災体力という観点からも、柔軟性を高めておく

ことは重要なのです。

柔軟性が低い（カラダが硬い）ことのデメリット

• 日常生活でスムーズに動けない

• スポーツで良いプレーができない

• ケガをしやすくなる

• 姿勢が悪くなる

• カラダが疲れやすい

柔軟性が低い（カラダが硬い）原因

• 関節の可動域が狭い（構造的に硬い）

→ 筋肉が伸びない（硬いことの最大要因）

→ 関節包や靭帯等の関節周辺の構造が硬い

→ 運動不足でコラーゲンの細かい線維同士が

くっつく

ストレッチングとは

ストレッチングは自分で筋を伸ばす（ストレッチする）運動である。もともと、体力の一つであるカラダのやわらかさ

を高める運動として、柔軟運動や柔軟体操とよばれていた。今ではストレッチングという言葉の方がポピュラーで、健

康づくりや体力をたかめる色 な々場所で多く実施されている。

• 意識して動かせない（技術的に硬い）

→ カラダを動かす感覚をつかめていない

→ 体幹・股関節・肩甲骨まわりは日常生活で

固まりやすい
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～ 持久力を高めるトレーニング ～

【 持久力 】 一定強度の運動を長時間続ける能力

① 筋持久力 ： 特定の筋肉を何回も動かす力

ストレッチの基本原則

① 強度と時間…「イタ気持ち良い」程度で15～30秒が目安

② タイミング…カラダが十分に温まった状態で ☆効果的なタイミングはお風呂上がりやジョギング後

③ 頻度…できるだけ高頻度で最低でも週2回

ダイナミックパートナー
ストレッチング

スタティックパートナー
ストレッチング

二人でする
（パートナー）

ダイナミックセルフ
ストレッチング

スタティックセルフ
ストレッチング

一人でする
（セルフ）

動きながらおこなう
（ダイナミック）

止まっておこなう
（スタティック）

ストレッチングの分類

② 全身持久力 ： 全身運動を続ける力

ストレッチングの効果

• 柔軟性を高めて関節可動域が広がる

• ウォーミングアップやクーリングダウンの一種目として傷害を予防する

• 腱や靭帯の障害の悪化や再発を防止する

• 目的の運動効果やパフォーマンスを向上する

• 筋肉がほぐれてリラックスする

• 緊張がとけて血液循環が良くなる

防災体力における持久力とは？

• 自力避難やケガ人、要援護者の避難支援

　（担架、車椅子、リヤカー等を用いた人力

による搬送）

• 備蓄品や支援物資の運搬作業に伴う単

純動作の繰り返し

スタティック

ダイナミック

セ ル フ
パートナー

止まってじっくりできるカラダほぐしで、運
動やスポーツによって緊張した筋をほぐす
実際の動作に基づいて動きながら可動域
を広げ、カラダを温めながらできる
いつでもどこでもできる
一人ではアプローチできない可動域までス
トレッチング、 座ったり寝た姿勢等リラッ
クスした状態でできる

：

：

：
：
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持久力トレーニングによるカラダの適応

① 筋持久力 → 毛細血管の発達

・ 筋への血流量（筋血流量）が増加

→ 筋で多くの酸素が取り込めるようになる

効果的に筋持久力を高めるのためには
最大筋力の30～40%程度でおこなうとよい

筋肥大

集中力の向上

筋持久力

個人差があるのであくまで目安

50～6030

30～5040

20～3050

15～2060

12～1570

8～1080

3～690

1100 

負荷（%最大筋力） 期待できる主な効果最大反復回数

２．全身持久力のトレーニング

ウォーキング、ジョギング、ランニング、

サイクリング、スイミング

【 強度設定の目安 】

70% ： スポーツ選手の持久力アップ

65% ： 一般人の持久力アップ

60% ： シェイプアップ

50% ： 健康の維持

40% ： 積極的休養としての運動

目標心拍数の設定

• 最大心拍数の推定　220－年齢＝予測最大心拍数（HRmax）
例えば12歳なら220－12で208となる

• 安静時心拍数の計測　安静時の脈拍（HRrest）例えば60拍
10～15秒間の脈拍から1分間の脈拍を換算してもよい

• 目標心拍数の算出　目標心拍数＝（HRmax－HRrest）×運動強度+HRrest＝（208－60）×0.6+60
運動時の心拍数からその時の強度が何％強度かも計算できる

持久力トレーニングのポイント

① 強度は低く、反復回数多く、時間長くする

② 慣れたら負荷・回数・セット数の調整をする

③ 筋持久力・全身持久力それぞれ少なくとも週に2回はトレーニングしましょう

60%強度であれば0.6

② 全身持久力 → 酸素摂取能力の向上

・ 酸素を筋に運ぶ呼吸循環器系能力がアップ

・ 筋で酸素を使ってエネルギーを作る代謝能力がアップ

やってみよう！

１．筋持久力のトレーニング　全身の各部位をバランス良く鍛えましょう。さぁ、美ボディにトライ！！！

片脚ずつ大きく前に踏み込みながら上体を左右にひねるランジ&ツイスト
④ 臀部-腿まわり

上記の状態から右腕左脚、左腕右脚と片側ずつ交互に近づけるオルタネイトVシットアップ

上体を起こしながら左右にひねるツイスティングシットアップ

いわゆる腹筋運動シットアップ

③ お腹まわり

いわゆる腕立て伏せ運動プッシュアップ① 腕まわり

プローンダイアゴナルボウズリフト② 背中まわり 両腕両脚を同一直線上に伸ばしたうつ伏せ状態から、右腕左脚、左腕右
脚、両方同時と順に上げ下げする

Vシットアップ お尻を支点に両腕両脚を伸ばして浮かせた状態から手先つま先を同時に
近づける

スプリットスクワットジャンプ 真上にジャンプしてから片脚ずつ踏み込んだ姿勢で着地する（左右交互に
おこなう）
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～ 筋力とトレーニング ～

災害からの避難

• 災害の発生を防ぐことはできません！

東日本大震災における避難手段の概要
（岩手県宮古市の事例）

体力の分類 体格
姿勢
筋力
敏捷性・スピード（素早さ）
持久性
平衡性・協応性（バランス）
柔軟性
カラダの構造
体温の調節
免疫（菌、ウィルス）
適応（カラダがなれる）
意志
判断
意欲
精神的ストレスに対する
抵抗力

からだの要素

こころの要素

守る体力

動く体力

守る体力

動く体力

機能

構造

機能

形態

体力

（猪飼1969 より引用改変）

…外からのストレスに対してからだを維持する能力

…外へ働きかける能力

守る体力

動く体力

筋の種類

骨格筋 ： 約400個（体重の約30～40％）

自分でコントロールできる

自分でコントロールできない

横紋筋
骨格筋
心筋
内臓筋
血管筋

平滑筋

筋
自律神経支配（不随意筋）

運動神経支配（随意筋）

太ももの筋肉

一般の人 短距離選手

筋肉はトレーニングによっての
形態や機能が変化します！

後側（大腿二頭筋） 後側（大腿二頭筋）

前側（大腿四頭筋） 前側（大腿四頭筋）

• 徒歩 43.0％
• 走って 8.0％
• 自転車 2.0％
• バイク 0.0％
• 車（運転） 28.0％
• 車（同乗） 18.0%
• その他 1.0%

自力で避難した人が53%

自助・共助で助かった人が99％

※助かった人の73%が5分以内に避難。
生活科学研究科生田先生らの現地調査に基づく

避難体力が重要
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筋力トレーニング（Muscle Strength Training）

① アイソトーニック（等張性）トレーニング（Isotonic Training）

ウエイト・トレーニング（Weight Training） → 筋に抵抗を加える
○重量物（バーベル、ダンベル、砂袋、体重 等）
○抵抗物（油圧、摩擦、圧縮空気、ゴム、バネ 等）

バックエクステンション

ランジ
サイドエルボー
ブリッジ

ニートゥー・エルボー

ヒップリフト

クランチ フロントブリッジ

リバースプッシュアップ

大腿二頭筋
だいたいにとうきん
（ハムストリングス）

腸腰筋
ちょうようきん

背筋・大殿筋
はいきん   だいでんきん

腹直筋
ふくちょくきん

腹直筋
ふくちょくきん

大胸筋
だいきょうきん

上腕三頭筋
じょうわんさんとうきん

腹直筋
ふくちょくきん

広背筋・脊柱起立筋・大殿筋
こうはいきん　 せきちゅうきりつきん    だいでんきん

脊柱起立筋
せきちゅうきりつきん

内・外腹斜筋
ない・がいふくしゃきん

脊柱起立筋・大殿筋
せきちゅうきりつきん　 だいでんきん

プッシュアップ
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アイソメトリックトレーニング⑦アイソメトリックトレーニング⑥アイソメトリックトレーニング⑤

アイソメトリックトレーニング④アイソメトリックトレーニング③アイソメトリックトレーニング②

アイソメトリックトレーニング①

② アイソメトリック（等尺性）トレーニング（Isometric Training）

カーフレイズスクワット

大胸筋
だいきょうきん

下腿三頭筋
かたいさんとうきん

大腿四頭筋
だいたいしとうきん

2～3

4～6

6～10

15～20

100

80～90

60～70

40～50

トレーニング時間（収縮持続時間/秒）トレーニング強度（最大筋力にたいする%）

筋力トレーニングに必要な筋力と時間 [Hettinger] 三角筋
さんかくきん

上腕三頭筋
じょうわんさんとうきん

上腕二頭筋
じょうわんにとうきん 僧帽筋

そうぼうきん 胸鎖乳突筋
きょうさにゅうとつきん

大腿二頭筋
だいたいにとうきん
（ハムストリングス）

大腿四頭筋
だいたいしとうきん

腓腹筋・ヒラメ筋
ひふくきん腸腰筋

ちょうようきん

前脛骨筋
ぜんけいこつきん


